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コロナ禍でもメーデー
今年もオンライン開催
回福

べきだ」と呼びかけま

の安心につながる賃金

保するとともに、生活

働く人たちの雇用を確

メーデー宣言では、

ありました。

実情など様々な発言が

ひっ迫した医療現場の

い中、行動の自粛や制

コロナ感染が収まらな

す。米地議長は「新型

活にも影響が出ていま

ンスで働く人たちの生

き、非正規やフリーラ

雇用情勢の悪化が続

『団結がんばろう』で

最後は、米地議長の

を呼びかけました。

会の実現に向けて運動

暮らすことのできる社

誰もが安心して働き、

きましょう。
」と訴え、

回福岡中央統一メ

の４都府県に新型コロ

新型コロナの長期化による
雇用確保と賃金の引上げ
経済格差是正の訴え
５月１日、第

が、コロナ禍だからこ

第

済格差をなくすことな

そ私たちの運動が必要

限など困難はあります

参加した各単組か

どを訴える宣言を採択

です。世論から支持さ

の引き上げ、それに経

令され福岡の状態を鑑

ら、アスベスト訴訟・

しました。

した。

昨年に続き、オンライ
みて集会を断念しまし

デジタル関連・労働者

ナの緊急事態宣言が発

ンで開催しました。当
た。今年はＺＯＯＭと

岡中央統一メーデーを

初は冷泉公園での集会

の現状・制度の矛盾・

れる運動を展開して行

ユーチューブでの同時

新型コロナの影響で

を計画していました
開催により、幅広く参

《福岡市がメーデーの名義後援不承諾》
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ーデーを閉会しました。

（編集委員

名義後援不承諾は
裁量権の逸脱だ

高島市長は、安倍前

首相の墓参りに同席す

を満たさないと判断さ

れるものでないこと」

う恐れがあると判断さ

「行政の中立性を損な

ることから承諾の基準

その内容に含まれてい

主張に立脚した宣言が

手続法強行許すな、核

スローガンにある改憲

れ、メーデーチラシの

たヒアリングも行わ

れまでには行わなかっ

今回の申請では、こ

たりしたことからも伺

諾にしたり、取り消し

展」の名義後援を不承

「平和のための戦争

不承諾だけではなく、

メーデーの名義後援の

じられます。それは、

して敵対する姿勢が感

るなど非常に距離が近

なってい

学校現場へ

兵器禁止条約の批准、
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で政権交代実現」を目

高島市長は
市民のくらしの要求に踏み込むな
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の変形労働
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ピックを中
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一括法案反

委員会で抗議をする方

の中、政府

の拡充や人
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向で進めています。

では、市民と野党共闘

「来るべき解散総選挙

連一括法案の廃案」や
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して内容を
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制するため

確認してき
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裁の判決を踏襲し、名
古屋判決と表現まで一
緒になっている」と怒
りを込めて説明を行い
ま し た。
「 原 告 団 は、
控訴をすると聞いてい
る。デフレ調整がどう

訟」の福岡地裁判決が

保護基準引下げ違憲訴

て闘われてきた「生活

２０１５年に提訴し

され、裁判報告集会会

裁判傍聴も大きく制限

波が押し寄せる中で、

型コロナ感染症の第４
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述べました。

護団は頑張りたい」と

き続き闘いは続く。弁

けるように頑張る。引

判決の良い所に目を向
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５月 日に出され、「厚

誇りをもって引き続き闘う

こんな判決には負けられない

〈生活保護基準引下げ違憲訴訟〉
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め、検査の抜本的拡充、

感染拡大を抑えるた
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「業務委託契約で

２回目の持続化給付金
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ロナ対策のための地方

の 減 税（ 凍 結 ）
。④コ
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援、③安心して過ごせ
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場も閉鎖となる中での
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弁護団の星野弁護士よ

ず適法」と名古屋地裁
に場所を変えた報告集
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④市長として国に対す
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急事態宣言が終わって

のであることが求めら

入れ」を行いました。
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した。
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も客が元に戻らない。
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