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内部留保を活用し大幅賃上げを！ 県経営者協会と要請・懇談
県労連は、２月２１日に県経営者協会との要請・懇談を行いました。細尾議長か
らは、労働者の暮らしの改善と地域経済の活性化のために、内部留保を活用し雇用
の拡大と積極的な賃金引き上げ及び、すべての労働者の賃金が時給1500円以上にな
るよう加盟企業に指導することを求めました。
対応した犛山事務局長からは、賃上げの必要性・重要性は共通の認識としながら、

長野県での台風19号の被害、暖冬による雪不足、さらに新型コロナウィルスで厳し
い状況が危惧される訴えられました。その後、職場の人手不足、働き方改革、消費
税増税等々について率直な意見交換が行われました。

20春闘

勝ち取ろう！大幅賃上げ

3・5ＪＭＩＴＵリレースト

8：30～ カネテック
10：00～ マグネエース
13：00～ 前田鉄工所
14：45～ コシナ
16：30～ 日酸TANAKA(代表参加）

支援行動の変更について
2/14に各組織へ支援要請を行いま

したが、新型コロナウィルスの感染
拡大防止のため、下記の通り支援行
動の内容を変更します。

3・12医労連統一行動

3/11の回答日に向けて奮闘しています。
スト決行の際は、激励ＦＡＸ等、支援
をお願いします。

3/12全国一斉宣伝行動
18：00～長野駅前

規模を縮小して実施します。

・バスは出しません。各自個別
に移動をお願いします。
・8時30分にカネテック伊藤会館
へに集合してください。

3月9日
10時～19時

全国一斉
労働相談



新型コロナウィルス感染拡大に伴う行動日程の中止・変更について

＜県労連など県内の主な日程＞
〇 3月 5日（木）JMITU長野地本リレースト支援・・・・・・・実施(バスは出さず、個別移動)

〇 3月 8日（日）3．8脱原発長野行動・・・・・・・・・・・ 中止
〇 3月12日（木）3．12全国一斉宣伝行動（長野駅前) ・・・・ 実施（規模縮小）
〇 3月 9日（月）全国一斉労働相談3・9ホットライン・・・・ 実施
〇 3月21日（土）3．21原発ゼロ長野連絡会 総会・学習集会・６月に延期

3.11を中心とする県下各地のとりくみ状況一覧
2020年2月28日現在

地域 集会名称・内容 日時 　　会　　　場 主催者

サラバ原発トーク　三上　元×田中三彦　【参加費】800円 中止 Mウイング3－1・2

つながろうフクシマ！ひろげよう脱原発！止めよう再稼動！
　　9年目の3.11～サラバ原発長野県大行進！iｎ松本
　　13:00～歌・演奏、13:30～集会、14:10～行進スタート（松本駅前→本町十字路→ 伊勢町→
                                                                                 →国府町→松本駅前流れ解散）

中止
松本駅前お城口
ウッドデッキ広場

東京電力・福島原発事故から９年
　～フクシマを忘れない！ひろげよう脱原発！3・8長野行動
　　　　10:00～音楽ひろば　10:30～集会開始　11:10～福島からのアピール　11:20～パレード
　　　　　（南千歳公園→長野大通り→中央通り→長野駅前→南千歳公園流れ解散）

中止 南千歳公園 脱原発長野行動実行委員会

学習会「東京電力福島第一原発事故の意味するもの～現状と課題～」
　原発問題住民運動東京連絡センター代表委員　　野口邦和氏講演（参加無料）

６月に

延期 高校会館大会議室
原発ゼロ・自然エネルギーへの転換を
求める連絡会

3.11福島・東北を忘れない　第2回春を呼ぶコンサート
　～台風19号の被災者によせて～　（入場無料） 中止

篠ノ井交流センター
多目的ホール

春を呼ぶコンサート
3.11福島・東北を忘れない実行委員会

須坂
映画「モルゲン、明日」上映　坂田雅子監督講演会
【参加費】500円（高校生以下無料）

3月20日（金）
開場13:00　上映13:50～
講演15:15～
開催の有無は3/10実行委で確認

須坂市中央公民館
3階ホール

「長野ソフトエネルギー資料室」
閉室記念イベント
問合せ℡026-245-4712(桜井)

佐久
①映画上映「東電刑事裁判 不当判決」　　　③集会・スタンディングアピール
②漫画家カトーコーキさんトークショー 中止 浅間会館 3・11　佐久ネット

フクシマを忘れない！3.８上伊那アクション
　　10:30集会　11:20　市内パレード出発　12:00市内パレード帰着・閉会 中止 いなっせ北側広場

朗読劇と「悲しみの星条旗」DVDを上映　 【参加費】500円（高校生以下無料）
3月8日（日）　13:30～
延期を検討中

いなっせ ５階会議室

上小 集会（上田駅前フリートーク）とパレード（駅前→上田第２中学校流れ解散） 3月14日（土）10:00～ 上田駅前水車前広場 つながる会

諏訪 講演会「福島原発事故ー被災地は今」
双葉町議　羽山君子さん　【参加費1,000円】学生以下無料

3月22日（日）10:00～
諏訪市文化センター

2階　第2集会室
脱原発すわ連絡会

飯水
フクシマをわすれない！フクシマとつながろう！
　　講演「原発事故から9年～ふるさとフクシマの絶望と希望」
　　講師丹治　杉江氏（原発をなくす前橋連絡会）　参加無料

延期
文化交流館

なちゅら
なくそう原発飯水岳北の会

飯伊
スタンディング行動
　　　　　　　　　　　　　　　　　※3/15に予定していた講演会・集会・パレードは中止

3月11日
　　7：30～8：30

殿岡交差点 飯伊地区集会実行委員会

塩尻 第10回脱原発再稼動反対集会IN塩尻 中止 塩尻駅東口広場 脱原発社会をめざす塩尻の会

飯綱 町議会へ自然エネルギーへ転換促進を求める請願陳情する 町議訪問　3月2日～19日 いいづなミツバチの会

木曽 集約中(昨年は松本へ参加)

大北 松本中止のため行動は無し 大北実行委員・大町9条の会

原発ゼロ・自然エネルギーへの転換を求める連絡会

上伊那
「フクシマを忘れない
       ３.８上伊那アクション」実行委員会

長野

松本
脱原発
信州ネットワーク・松本

1 日 3.1ビキニデー 中止

3 火 2020春季生活闘争須高地区統一決起集会 須坂市役所多目的広場 18：15～ 中止

4 水 9条の会学習会総会（全県集会）中央から講師 教育会館3階ホール 13:00～17：00

JMITU長野地本　リレーストライキ

中央行動 中止

7 土 長野労連コミュニティ・オーガナイジング学習会 ＪＡビル 13：00～16：30 延期（コロナ）

3・8脱原発長野行動 南千歳公園 10：00～ 中止

国際女性デー長野集会2020 信濃路　2階穂高 13：30～16：00 中止

私教連第89回定期大会 勤労者福祉センター 13：00～

9の日宣伝 長野駅前 12：15～12：45 中止

8時間働いたら暮らせる社会を3.9ホットライン （全県）

10 火 脱原発3・8長野行動第3回実行委員会 長野市ふれあいセンター4F 10：00～12：00

12 木 全国統一行動/全国いっせい宣伝行動（規模縮小） 長野駅前 18：00～18：30

13 金 信州市民アクション共同代表事務局会議 松本市 14：00～

14 土 生計費調査担当者会議(次世代チーム会議） 県労連３Ｆ会議室 13：30～

17 火 長野県高齢期運動連絡会第5回実行委員会 中央病院東館２階

19ｱｸｼｮﾝ トイーゴ前 12：15～12：45

長野県政出前講座（424病院問題） 高校会館 13:00～15:00

21 土 原発ゼロ連絡会学習会＆総会 高校会館大会議室 13：30～16：00 6月以降に延期

平和行進実行委員会 高校会館　大会議室 10：30～12：00

原水協総会 高校会館　大会議室 13：00～

長野県原水協「ﾆｭｰﾖｰｸ代表団結団式・壮行会」 ４月に延期

長野県保険医協会「第41回総会」 アルピコプラザホテル 13:00～

23 月 日本高齢期運動連絡会関東甲信越B会議 ホテル信濃路 13：00～

26 木 県労連青年部代表委員会 県労連会館 18：30～

28 土 ヒバクシャ国際署名県推進連絡会　市民のつどい 長野市芸術館　３Ｆ 14:00～16：00 中止

6 月 春闘共闘常幹・四役会議 県労連事務所 10：00～　10：30～

9の日宣伝 長野駅前 12：15～12：45

第7回幹事会 県労連会館 13：00～

22 日

9 木
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