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　「長時間労働の撲滅！底上げ・底支え、格差是正の実現

をめざす」第 88回メーデー宮城県大会が４月 29日（土）

に仙台市青葉区の錦町公園で開催されます。

　メーデーは、すべての働く仲間が結集して力をあわせ、

「底上げ・底支え」「格差是正」の流れを持続し「働くことを

軸とする安心社会」の実現をめざすものです。また、今年

は、働く者、生活者との団結・連帯を強め「クラシノソコア

ゲ応援団！連合キャンペーン」との連動を図り、社会のう

ねりを呼び起こす運動を創りあげていくことを目的に、東

日本大震災から６年が経過したなかで、震災を風化させる

ことなく復興や再生に向け進むメーデーとします。

　今年も、式典の後には、市民アピールデモ行進を予定し

ています。会場では、各構成組織・協力団体による多数の

出展ブース、女性委員会・青年委員会による平和ブース、

お楽しみ抽選会等を企画して、ご家族連れも楽しめるメー

デーにしていきます。

　組合員・ご家族の多くの参加をお待ちしています。

ＭＡＹＤＡＹ

特 集 号

メインスローガンメインスローガン

「長時間労働の撲滅　ディーセント・ワークの実現
　　今こそ　底上げ・底支え、格差是正の実現を！」

第88回メーデー宮城県大会第88回メーデー宮城県大会

ンンンンンンンンンンンン

家族そろって
集合だよ！

サブスローガンサブスローガンサブスローガン
「東日本大震災からの復興・再生に全力を尽くそう !

ＳＴＯＰ　ＴＨＥ　格差社会！
全ての働く者を連合の輪へ「安心社会」を切り拓こう！

各地協メーデーのご案内
月　日 時間 地協名 会　　場

塩 釜 地 協

大 崎 地 協

気仙沼地協

仙 南 地 協

石 巻 地 協

仙 北 地 協

10:00 ～

10:00 ～

９:30 ～

10:00 ～

９:45 ～

９:30 ～

千賀ノ浦緑地公園

あさひ中央公園

サンマリン気仙沼ホテル観洋

白石川河川敷公園

石巻市総合体育館

迫町中江中央公園

（塩　釜　市）

（大　崎　市）

（気仙沼市）

（大河原町）

（石　巻　市）

（登　米　市）

４月29日（土）

５月１日（月）

第 88 回メーデー　スケジュール
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　2017 春季生活闘争は、３月 15日の大手回答を皮切りに３月 29日時点で要求書提出済の 5,756 組合の

うち、月例賃金改善を要求した組合は 3,687 組合（昨年同時期比 160 組合増）となっています。そのうち

1,209 組合・32.8％が妥結済みで、昨年同時期比を 165 組合・3.2 ポイント上回っています。

　賃金引き上げの回答は、昨年同時期の水準をほぼ維持し、中小組合（300 人未満）は、回答引き出しが

前倒しになっているのに加え、比較可能な回答は昨年を上回っています。

　非正規労働者の賃金引き上げは、昨年同時期比で時給 4.06 円・月給 836 円のプラスであり、正規の賃金

引き上げを上回っています。

2017春季生活闘争「回答状況」

祝 第88回メーデー宮城県大会全労済宮城県本部 東北労働金庫宮城県本部

１．賃金引上げ
【平均賃金方式（集計組合員数による加重平均）】

集計組合数
集計組合員数

集計組合数
集計組合員数

1954組合
2,015,489人 6,147円 2.05% ▲92円

▲0.04％
1,812組合
1,857,323人 6,239円 2.09%

300人未満 1,155組合
122,434人 4,971円 1.99% 17円

▲0.01％
1,049組合
111,108人 4,954円 2.00%

300人以上 799組合
1,893,055人 6,222円 2.06% ▲106円

▲0.03％
763組合

1,746,215人 6,328円 2.09%

２．非正規労働者賃金引上げ

賃上げ額 平均時給 集計組合数
集計組合員数 賃上げ額 平均時給

単純平均 24.63円 964.56円 4.06円 20.57円 999.56円
加重平均 23.49円 949.17円 4.19円 19.30円 934.48円
単純平均 4,858円 2.26% 836円 4,022円 1.99%
加重平均 4,402円 2.10% ▲52円 4,454円 2.22%

定昇相当込
賃上げ計

昨年対比 定昇相当込
賃上げ計

128組合
442,557人

2017回答（2017年3月31日集計）

125組合
441,070人

昨年対比
2016回答（2016年4月1日集計）

32組合
9,529人

57組合
31,371人

時
給
月
給

平　　均
賃金方式

2017回答（2017年3月31日集計） 2016回答（2016年4月1日集計）

集計組合数
集計組合員数


