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三浦半島地域連合主催

2019 三浦半島統一メーデー開催について

三浦半島地域連合主催、三浦半島地区労働組合センター・三浦半島労働者福祉協議会（以
下、三浦半島労福協）の共催にて、連合が目指す、すべての働く者の賃金の「底上げ・底
支え」
「格差是正」をアピールするとともに、地域社会の活性化と持続性を実現するために、
メーデー参加者に浸透・団結を図り、「すべての働く仲間の連帯で、格差をなくし、

平和を守り、笑顔あふれる未来をつくろう！」をメインスローガンとして、この三
浦半島地域で安心して働き・暮らせる街づくりに向けて、本年度も 2019 三浦半島統一メー
デーを開催いたします。
ご多忙とは存じますが、趣旨をご理解いただき取材にお越しくださいますようお願い申
し上げます。
記
１．日時

２０１９年４月２７日（土）１０：００～（１０：３０～式典開始）

２．場所

三笠公園

※雨天決行（荒天中止）

３．内容
１）メーデー式典（三浦半島４市１町首長、連合神奈川、三浦半島地域連合議員団、
労働福祉団体など来賓２５名を迎え）
２）アトラクション
３）タオル1本運動の実施（利用しないタオルを集め後日、施設に寄贈）
４）フードドライブ（後日、フードバンクかながわに寄贈）
５）多発する被災地復興及び三浦半島４市１町地産地消の物産販売の実施（売り上げは寄贈）
６）参加有志労組による模擬店、三浦半島労福協による児童施設と合同のポップコーン販売
７）『連合・愛のカンパ』の実施
８）ふれあいミニ動物園の実施
その他、詳細はメーデーパンフレットを参照下さい。
４．参加規模２，０００名
以上
≪問い合わせ先≫
三浦半島地域連合

事務局長
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恭久

横須賀、鎌倉、三浦、逗⼦、葉⼭に働く 労働者の祭典

2019 三浦半島統⼀メーデー

【メーデー参加組合】
日産自動車労働組合追浜支部
池内精工労働組合
青木製作所労働組合
カルソニックカンセイ労働組合
アディエント労働組合
掘硝子労働組合
日産クリエイティブサービス労働組合
バンテック労働組合
湘南菱油労働組合
佐島マリーナ労働組合
東芝ライテックユニオン本社横須賀支部
ニュークリア･フュエルユニオン
横須賀市職員労働組合
逗子市職員労働組合
葉山町職員労働組合
三浦半島地区教職員組合
神奈川県高等学校教職員組合
ＪＶＣケンウッド労働組合横須賀支部
ビクタークリエイティブメディア労働組合
住友重機械労働組合連合会横須賀地方本部
ＮＴＴ労働組合横須賀地区通研部会
ＮＴＴ労働組合ドコモＲ＆Ｄ分会
東電労働組合藤沢支部
ＪＰ労組三浦支部
ＪＰ労組鎌倉三浦北支部
全駐留軍労組神奈川地区本部横須賀支部
全水道横須賀水道労働組合
神奈川交通運輸労組いづみタクシー支部

全日本海員組合三崎支部
国公連合全財務横須賀支部
青山会労働組合
芝浦メカトロニクス労働組合
三菱電機労働組合鎌倉支部
三菱電機労働組合情報システム支部
三菱電機労働組合東部研究所支部
三菱電機エンジニアリングユニオン
三菱プレシジョン労働組合
東レ労働組合鎌倉支部
ＪＲ東労組大船支部
湘南教職員組合
湘南モノレール労働組合
全造船住友重機械追浜浦賀分会
自治労横須賀市健康福祉協会労働組合
中央労働金庫労働組合横須賀支部
自治労鎌倉市社会福祉協議会労組
神奈川県公営企業労働組合
中央労働金庫労働組合大船支部
国労神奈川地区支部
東京スリーブ従業員組合
北鎌倉女子学園教職員組合
ユニオン・ヨコスカ
菱電湘南エレクトロニクス労働組合

【来賓・協力団体】
連合神奈川
神奈川県労働者福祉協議会
友好議員（国会議員・各級議員）
三浦半島地域連合議員団会議
かながわ労働センター
中央労働金庫横須賀支店
中央労働金庫大船支店
全労済神奈川県本部
㈱エル・ビー・エー

主催 三浦半島地域連合
共催 三浦半島地区労働組合センター・三浦半島労福協
協賛 神奈川県労福協・横須賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市

２０１９三浦半島統一メーデー宣言（案）
本日、私たちは 2019 三浦半島統一メーデーを開催した。

東日本大震災から８年、熊本県を中心とする九州地震から３年が経過した。私たちは、今
後も国内各地の被災地における真の復興と再生に向けて、被災者に寄り添いつつ、雇用と生
活の再建に取り組んでいく。そして、厳しい教訓を胸に、あらためて自助と共助の備えが大
切であることを訴え続けなければならない。
いま、国際社会に目を向けると、米朝関係や米中貿易など、東アジアにおける新たな緊張
の高まりが、日本を巻き込みながら様々な影響を及ぼしつつある。
東アジア地域の安定と、核兵器の廃絶をはじめとした国際恒久平和の実現は、国連が提唱し、
私たちも政策提言のプラットフォームとしている、
「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達
成に向けた重要な取り組みである。引き続き、貧困や格差のない、平和で安心して暮らすこ
とができる社会の実現をめざしていく。

今月から施行された、働き方改革関連法についても、長時間労働の是正や同一価値労働同
一賃金の確実な実現など、真に、全ての働く者の立場に立った改革とするよう、全力で取り
組みを続ける。
また、2019 春季生活闘争を通じて、賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」に向けた取り組
みを進展させるとともに、子ども子育て、年金、医療・介護の問題、社会的セーフティーネ
ットを含んだ、安心・安全の社会保障制度を確立させるため、私たちも職場の声を結集し、
その実現に歩みを進める。
1886 年アメリカのシカゴで起きた８時間労働を求めたゼネストとデモが、メーデーの起源と
言われており、日本においても、紆余曲折を経ながら、メーデーの歴史は脈々と引き継がれ
てきた。
そして、本日、私たちは 2019 三浦半島統一メーデーに、性別や世代、働き方の違いや組織
の違い、障がいの有無などの違いを乗り越えた、志を同じくするすべての仲間が結集した。
私たちはメーデーの起源を心に刻み、職場で、地域で、社会で連帯を強化し、人権を守り、
あらゆる差別のない「尊厳ある生活と働き方」の確立と「働くことを軸とする安心社会の実
現」に向けて力強く行動することを確認し、ここに宣言する。

２０１９年４月２７日
２０１９三浦半島統一メーデー

【会場】
10 時 00 分
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2019 三浦半島統一メーデー開会
ふれあい動物園開園
模擬店開店スタート
被災地物産販売スタート
和知太鼓演奏
メーデー式典スタート
（参加者の皆さんは式典会場に集合）
主催者･来賓･議員挨拶
メーデースローガン・宣言採択
団結ガンバロー～式典終了
ものまね芸人「よっぴ」ショー
地産地消賞サブ抽選会
お楽しみ大抽選会
閉会～解散

組織名
自動車総連
電機連合横須賀
三教組
三菱電機労連
ＪＰ労組鎌倉三浦北支部
JP労組三浦支部
住友重機労連横須賀地方本部
全駐労
海員組合
JAM
うみとはたけ
酔月
労福協
実行委員会

模擬店の品目
やきとり・綿菓子
おでん
フランクフルト
フライングディスク体験ゲーム
ヨーヨー釣り
ボイルウインナー
焼そば・唐揚
駄菓子
枝豆・雑貨・牛タンつくね串
飲み物全般
鮪の唐揚げと胃袋バター炒め・飲み物
イカげそ揚げ・チーズ揚げ・甘海老揚げ・飲み物

ポップコーン
自然災害物産・地産地消物産

地域

宮城
岩手
福島
北海道
熊本
広島
横須賀
三浦
鎌倉
逗子
葉山

商 品 名 称
喜助 おつまみ牛たん（ｽﾓｰｸ風味）

メーデー販売価格（税込）

いわて盛岡冷麺 R-5
長久保のしそ巻（小）
富良野ブラックカレー（ビーフ）
月下の熊本城 くまモンバージョン

牡蠣の炙り
新倉さん家の手作りジャム
いわし削
クルミッ子（5個入り）
三盛楼の帰帆サブレー(5枚)
ひじきクッキー(5枚)

¥400
¥500
¥500
¥400
¥600
¥700
¥600
¥300
¥700
¥600
¥600

注意・お願い事項
★喫煙は決められた場所でお願いします。
★タバコの吸殻を空き缶に入れたまま捨てるのは厳禁です。
★ゴミの分別処理にご協力をお願いします。
★ゴミの二重袋は禁止です。袋から出して分別して下さい。
★模擬店で買い物がすみましたらステージ前
（アトラクション・式典を楽しみながら）でご飲食するよう
にお願いします。
★トンビが食べ物を狙って飛びかかってきますので注意して
ください。

賞名

1等
2等
3等Ａ
3等Ｂ
実行委員賞
地産地消賞

賞品名

東芝 真空圧力IHジャー炊飯器
三菱電機 ふとん乾燥機
カタログギフト（ポロネーズ）
ディズニーランド・ペアチケット
実行委員主要役員提供賞品
まぐろふりかけ（三浦名産）

