2016 年 5 月 16 日
№569

◆メーデー「アピール旗」に要求
満載

長野地区労働組合総連合（長野労連）
〒380-0838 長野市県町 593 高校教育会館１Ｆ
ＴＥＬ０２６-２３５-８２０２/ＦＡＸ２３２-１６９８
http://homepage3.nifty.com/n-roren/

・安倍首相 弱い者いじめ やめて下
さい。
・子ども達に平和な未来を!!
・どの子も幸せに保育を受けられるよ
う!!
・子どもたちに平和を
・保育士の処遇改善を!!
・保育士の給料を 10 万円絶対にＵＰ
して！
・労働法制改悪反対
・消費増税ＳＴＯＰ
・戦争法は絶対反対
・障害児学校の設置基準の策定を
・増税反対！賃金あげろ！
・非常勤職員を常勤職員に！
・『戦争法』ダメ 誰も殺さない。
・憲法守れ！戦争法ＮＯ
・憲法９条を守ります。
・なくせ貧困と格差 戦争法廃止
・戦争法反対!!
・教育予算増で豊かな教育に
・僕たちの未来のために安倍政権退陣
させる!!
・非常勤職員を常勤職員に！
・世界平和
・障害児教育にまともな予算を！
・競争より、共福を！
・消費税上げるな!! 財布は空っぽ
・将来に希望をもてる国をつくる政治
を
・戦争も貧困もダメ！
・社会保障を守る!!
・賃金あげろ!!
・憲法を守ろう 九条を生かした貢献
を
・アベ政治から日本を取戻せ 民主主
義、平和主義、立憲主義を守ろう

★みなさん！ありがとう
ございました

・安保法（戦争法）廃止!!
・今の政策では、教え子たちが戦場に
行かされてしまう!! 賃金ＵＰ・超
勤縮減・福祉の充実を!! 賃金上げ
ろ 子どもを守れ
・貧困をなくそう！
・平和と暮らしを壊すな!!
・三〇〇万人の犠牲で成り立った「平
和」を失わないようにしよう
・他人をたたかず、協力しよう！
・超過勤務を減らせ
・戦争のない平和な世界を！輝く未来
を残そう！
・子どもと保護者に向きあえる時間が
欲しい！ 超過勤務縮減を。
・子供たちに明るい未来を 大きな夢
を
・子どもたちに平和な未来を
・大幅賃上げ実現で景気回復!!
・戦争法廃止！
・教職員の増員をお願いします。
・消費税はなくして！ 生活やってい
けない
・教え子を再び戦場に送るな
・平和と民主主義と医療介護の充実
を！
・戦争法廃止!!
・戦争法ＮＯ
・戦争準備は× 武力に頼らない世界
を!!
・教職員大幅増で超過勤務縮減を
・社会保障改悪反対
・平和と暮らしを壊すな!!
・戦争法今すぐ廃止!!
・戦争法は廃止しろ
・賃金上げろ
・教育予算を増やして、大学の授業料

・そうだ 民商があるじゃない
か
・非常勤職員を常勤職員に！
・なくせ 貧困と格差
・従米反対!!
・憲法守れ
・教え子を再び戦場に送るな
・戦争法廃止！ 平和憲法を守
れ！
・保育の質をおとすな
・戦争法反対!! みんなで手を
つなごう
・教え子を戦場へ送らない！
戦争法廃止!!
・貧困のない世界!!
・核兵器のない世界にしよう！
・憲法を守れ！ 戦争反対！
・教職員増員を!!
・戦争法を廃止せよ!!
・賃金上げろ!!
・平和が一番大切!!
・沖縄に静かな空を!!
・消費税上げないで
・戦争法反対
・ＳＴＯＰ安倍政権
・賃金ＵＰして!!
・税金は金持ち大企業から取れ
・生活できる最賃に
・平和がいちばん!! 医療介護
を守ろう
・戦争法廃止!!
・賃金アップで働く意欲もより
アップ！
・自衛官を海外の戦場に送るな
・もっと休日を増やして
・全国一律最賃制度実現!!
・戦争法反対
・賃金引き上げ底上げを！
・子どもたちに平和な未来を!!
・戦争で儲ける国はイヤだ！
・介護の充実を！
・戦争も貧困もない世界へ
・ＴＰＰ反対 我々の生活を守
れ！
・戦争法絶対反対!!
・原発再稼働を許すな 100 年先
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をタダにせよ！
・９条壊すな！ 戦争させない
・いますぐ最賃 1000 円に 核兵
器の全面禁止
・戦争法反対
・戦争になったら温泉ゆっくり
入れない
・アメリカのいいなり反対！
・消費税ＵＰ反対 ぜったい
に！
・戦争のない平和な世界を!!
・基本給そろそろ上げて!!
・戦争法反対！
・私たち介護士は犯罪者ではな
い!!
・教え子を戦場に送るもんか！
・憲法 25 条をまもれ
・戦争法を廃止しよう
・代休消化
・教職員大幅増で超過勤務縮減
を
・軍事費下げて年金上げて 高
齢破産者を増やすな！
・平和を願う全ての力で戦争法
廃止
・なくせ!!! 貧困と格差
・原発の再稼働反対!!
・ＴＰＰ批准しないで
・戦争法廃止 教え子を再び戦
場に送らない
・介ゴ職、パートの賃金上げて！
・最低賃金引き上げろ！
・国民の願いに背を向ける安倍
内閣打倒
・教え子を再び戦場に送るな!
戦争法を廃止セヨ
・戦争法廃止！ 子供に明るい
未来を。
・戦争法反対!!
・安心・安全 平和な社会に！
・すべての子らに生きる権利
を!!
・ＳＴＯＰ！ 安倍「暴走」政
治
・いのちと平和をまもれ
・最賃いますぐ￥1500 に！
・教え子を再び戦場に送るな
平和 命 自由
・給料増やせ
・憲法９条を守ろう
・アベ政治を許さない
・戦争はいやだ 戦争法廃止を
・ベースアップ 代休消化
・すべての子ども達にゆき届い
た教育を
・野党共闘を成功させよう
・戦争法廃止!! 平和なくらし
を!!
・看護師増やして!!
・ＬＯＶＥ ＰＥＡＣＥ

の 1000 年先の生命を守ろう!!
・社会保障改悪反対
・増税反対
・月の時間外 80 時間 休日 1 日
3000 円 平日残業 0 円 ブラ
ックとしか思えません
・統一候補勝利でアベ退陣
・戦争法絶対！ゼッタイ!!反
対！
・超過勤務縮減 賃金上げろ！
・子どもや孫にほこれる行動を
したい
・賃金上げろ
・子どもたちに平和と希望を
・休日増やして
・安保法廃止！
・社会保障に金を使え
・賃金増やして
・ＴＰＰ絶対反対
・えがおがいっぱい
・ストップ安倍「暴走」政治！
・白衣を戦場に持ち込まない
・教職員を増やして下さい。
・戦争法廃止！ 教え子を再び
戦場に送らない！
・なくせ!! 貧困と格差
・へいわがいちばん
・戦争法を廃止に！
・アベノミクスは失敗した！
・引き返すなら今！戦争法反対
・国民あっての国でしょう？
国民の生活を守って下さい
・給料ＵＰして!!
・年金上げろ アベヤメロ
・ＮＯ ＷＡＲ 教え子を再び
戦場に送るな！
・戦争法廃止!!
・最賃上げれば景気良くなる！
・憲法９条を守ろう
・子ども、だいすき
・医療・介護労働者を増やし安
心できる社会に
・仕事の内容に見合う賃金を！
現場をもっと見ろ!!
・時給値上げ!! 正社員雇用を
大幅に拡大!!
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・ゆとりを持って対応できる職
員の配置にして!
・ＰＥＡＣＥ ＬＯＶＥ
・選挙で勝ってくらしを良くし
たい。
・笑顔のたえない世界を。
・送らじな この身裂くとも
教え子を 理もなき戦の庭に
戦争法廃止！平和がイチバン
・原発は今すぐ中止 それでも
安心できるまで 40 年はかかる
んですよ！
・夜勤改善 大幅増員を！
・戦争法は廃止に！
・格差なくせ!!
・原発再稼働反対!!
・ＰＥＡＣＥ 平和
・戦争法廃止 安倍政権を許さ
ない 野党は共闘
・賃金上げろ
・戦争のない平和な世界を！
保育・介護職の待遇改善を!!
・税金は大企業と富裕層から当
たり前に負担させろ
・なくせ 貧困と格差
・子どもたちに明るい未来を!!
・消費税 10％×ダメ
・看護師増員!!
・参院選挙で安倍退陣!!
・誰もが生まれてきて良かった
と思える国に
・消費税増税 100％反対
・戦争反対！ みんなで戦争法
を廃止にしよう!!!
・戦争も貧困もダメ!!
・賃金上げて
・消費税 10％増税の中止
・選挙で変える!! 戦争しな
い!!
・看護師増やせ!!
・欲しい。 休みが…
・メーデーバンザイ
・賃金上げて!! 休みを下さ
い！ 仕事で人生終わりたく
ない！
・戦争法廃止 日本の未来を守
ろう！
・看護師増やして！
・子ども達がずっと笑顔で暮ら
せるように
・戦争をしない世界へ向けて戦
争法を廃止に!!
・サービス残業ダメ！ 絶対！
・みんなで安心して暮らせる日
本に
・アベ政治は許さない！
・社会保障の拡充で安全安心の
日本へ!!
・子どもたちに平和な未来届け
たい
・夫婦で 恋人同士で 毎日家
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で夕方には家飲みしたい
・生活できる賃金をください！
・睡眠 8 時間 仕事 8 時間 あと
は自由に使いたい
・首相、閣僚 憲法守れ！
・Ｉ ❤ ＰＥＡＣＥ 祝メーデー
・子孫たちに胸を張って渡せる地
球、社会を 今、作らせて！
・戦争法廃止 平和と暮らしを壊
す安倍内閣は退陣せよ！
・なくせ!!! 貧困と格差
・戦争法反対
・賃金上げて!!
・戦争法を廃止せよ!!
・子どもたちに平和な未来を
・誰しもが安心してくらせる世の
中を!!
・みんななかよく
・子ども達が安心して平和に暮ら
せる未来を
・看護師増やして
・大企業は内部留保を賃金に使え
～っ!!
・愛と平和
・壊すな！ 年金、医療、介護
・若い人達に希望のある社会を!!
・最低賃金 時給千円の実現を！
・安倍やめろ!!
・増税中止
・戦争法廃止しよう
・看護師を増やして欲しい
・ＴＰＰ反対!!
・ＴＰＰ絶対反対！
・消費税増税反対!!
・戦争も貧困・格差もＮＯ！
・安倍内閣の横暴を許すな
・賃金増やして!!
・子どもでもわかるウソで法律を
作ってはいけない。
・皆が笑顔で安心して暮らせる社
会を
・今すぐ!! 最賃 1000 円に
・戦争法の廃止は今を生きる大人
達の責務だ!!
・超勤なくせ
・もう無理。そんなにサービス残

業ばっかできるか！
・ＴＰＰ交渉から撤退せよ
・賃金ＵＰ!!
・密室で全てを決めるな
・貧困・格差ＮＯ 戦争法廃止
を！
・なくせ 貧困と格差
・働きやすい職場と平和な社会
を。戦争ＮＯ 原発× パワ
ハラＮＯ
・最低賃金引き上げろ
・戦争法絶対反対！
・社会的・経済的貧困をなくそ
う!!
・学費下げて!!
・消費税増税反対!! ダメ―
・医療・介護従事者の労働条件
の改善を!! 賃金も上げて下
さい。
・戦争する国絶対反対!! 平和
がいちばん！
・保育の質をおとすな！
・命が大事
・介護職の大幅増員!!
・年金切下げ反対
・戦争法絶対反対
・川内原発今すぐとめろ
・消費税 10％？ ウソでしょ
やってらんないよ!!
・保育の質をおとすな!!
・戦争法廃止を 平和と暮らし
を壊す安倍内閣は退陣せよ!!
・税金を国民のくらしに使えー
っ
・子どもと保護者に向きあえる
時間をください！ 賃金あげ
てください！ 超過勤務縮減
・貧困と格差ＮＯ！
・介護職の賃金あげて
・平和憲法を手放さない!! 戦
争ＮＯ！
・戦争法ストップ 命どう宝
・超過勤務 30％削減のため 多
すぎの調査（アンケート）や
めて
・貧困と格差なくせ。

・年金下げるな
・平和と暮らしを壊すな!!
・増税反対!!
・アベ政治を許さない
・超過勤務縮減 賃金をあげて
下さい！
・なくせ 貧困と格差
・めっ黒税当局 違法不当行為
ヤメ 誠実対応せよ
・消費税 8％で生活良くならない
です 10％ＳＴＯＰ！
・核兵器の全面禁止、廃絶
・賃金上げろ
・権力の使い方を学べ!!
・軍事費へらして医療・福祉に
まわして下さい。
・Ｎｏ！独裁政治 Ｙｅｓ！立
憲主義
・戦争も貧困もダメ！
・平和でこそ商売繁盛
・最低賃金引き上げろ！
・ＮＯ！戦争
・アホノミクスをのりこえよ
う!!
・いのちと平和を守れ！
・ＳＴＯＰ!! 安倍「暴走」政
治
・戦争法廃止してほしい！ WAR
is Not the ANSWER
・戦争法廃止!!
・賃金ＵＰ ベースＵＰ
・ＴＰＰ批准絶対反対！ 食の
安全・命を守ろう
・最低賃金引き上げろ！
・大幅賃上げで安心できる生活
を
・労働法制の大改悪反対！
・戦争法反対!!
・格差のない社会を!!
・安保法撤回
・賃金あげろ！
・消費税増税は止めて
・一億総活躍？子育ても介護も
仕事も活躍だけど何だかどれ
もやりづらい
・原発反対 子供たちに安全な
未来を!!
・
「安保法制」ダメ!! たたかわ
ないで平和にしよう
・戦争法反対!!
・日本の農業を守ろう！
・戦争法反対
・5:00～は 自分の時間を勝ち
取ろう
・消費税増税反対！
・戦争反対 安心して暮らせる

毎日を。
・賃金を上げて豊かなくらしを
・アベ政治は許さない
・非正規雇用をなくせ!!
・戦争法廃止!! 平和な未来へ。
・９条守れ！
・働く人にゆとりある暮らしを！
・核軍縮の実現を！
・戦争法反対!!
・農民は戦を拒否する
・平和を守れ
・戦争反対！ 命
・学力テスト ぜんぜん意味な
い!! 点数公表 やめて 比
べて上から目線で言うなー
・最低賃金引き上げろ！
・戦争のない平和な世界を！ 教
え子を再び戦場に送るな！
私たちが安心して働き、子ども
を育てられる日本を！
・看護師増員!!
・戦争法の廃止を！
・非正規雇用をなくせ!!
・平和なくして医療・介護なし！
・おだやかな日々がいちばん！
・戦争法廃止！
・格差をなくせ
・賃金ＵＰ!!
・子どもと一緒に毎日夕飯を食べ
たい 家族の時間
・子どもにも保護者にも教職員に
も温かい学校を！ 教育を
・戦争法反対
・利潤第 1 主義をのりこえよう
・従米反対!!
・原発いらない 命が大事
・戦争法廃止!!
・年金切下げ反対
・貧困と格差をなくせ
・生活が安定できるように、賃金
ＵＰを！ ぜひ
・戦争法 格差 貧困 ＮＯ！
・核兵器のない世界
・いのち平和守れ
・戦争反対!!
・マイナンバー廃止を
・賃金ＵＰして!!!
・戦争は絶対にダメ 子供たちに
平和を伝えよう！
・戦争法反対！
・夏の選挙で自・公を退陣させよ
う
・改憲反対
・戦争法反対！給料倍増
・戦争法廃止へ!! 力を合わせ声
を届けよう!!

・賃金ＵＰして!!
・生活と心にゆとりを！ 超過
勤務縮減・賃金ＵＰ！
・人間らしく働ける社会にしよ
う
・戦争法は廃止しろ
・なくせ!! 貧困と格差
・戦争のない平和な世界をつく
ろう！
・安心して暮らせる国 子育て
できる国 のぞみます
・最低賃金あげろ！
・大幅賃上げで安心できる生活
を
・自然災害多発の日本列島 原
発なくせ!! 戦争するな!!
・賃金あげて 休みを下さい。
・沖縄に安心安全を
・ＮＯ ＷＡＲ
・労働条件を切り下げるＴＰＰ
は批准するな
・環境を守ろう。自然を大切に。
・大企業は内部留保を還元しろ
・Peace begins with a smile 平
和は微笑みから始まる
・戦争に向かっていかない世界
を!!
・貧困格差なくして豊かな社会
をつくろう。安心して暮らす
ことができる世の中を。
・戦争はイヤ ＴＰＰもイヤ
アベ政権退陣
・過労死なくせ！
・子どもたちが安心して暮らす
ことのできる雇用や賃金を！
・チョットまった!! 戦争反対
平和を守ろう
・生活費非課税に！
・守ろう平和！ 生かそう憲法
・年金、医療、介護など社会保
障制度の拡充
・大企業は国に納税して
・アメリカのための戦争反対！
・すべての子どもたちが、お金
の心配なく未来に希望を持っ
て学ぶことのできる社会に!!
戦争法廃止！ 平和な未来
を！
・選挙で日本を変えよう
・賃金大幅ＵＰ!!
・誰もが安心して働ける社会に
・貧困と格差は、人間としての
誇りを壊す
・憲法を守り生かす政治を
・私たちは道具じゃない 人間
らしく生き働きたい
以上

絵やカットもたくさんありました。みんなの願いを実現するために、
力を合わせましょう。みなさん！ありがとうございました。

