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     ２００６年（平成１８年）  １～１２月 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

１月 

1.1  小泉純一郎首相の年頭所感、「政

府系金融機関の改革を加速させる」

、と発言 

1.1  三菱東京UFJ銀行、発足 

1.2  警察庁、昨年１年間の全国の交通

事故死者数が、49年ぶりに７千人を

割った、と発表 

1.4  米調査会社オートデータは、2005

年の米新車販売台数に占める日本車

の割合は､32％と、発表 

1.6  法務省､2005年に、日本に入国し

た外国人総数が745万人で、過去最多

になった、と発表 

1.10  松下電器、尼崎市に1,800億円を

かけてプラズマ工場を建設する、と

発表（デジタル家電分野で生き残り

を賭けた巨額投資競争） 

1.10  ソウル大学調査委員会、ES細胞

を作製したと発表した黄教授の論文

は、ねつ造であった、と発表 

1.11  連合と日本経団連の首脳会談、

労働分配率を巡り議論 

1.11  日本共産党（共産党）第24回大

会（～14日）、不破哲三議長退任 

1.13  内閣府、2004年度の貯蓄率が、

過去最低の2.8％、と発表 

1.15  チリの大統領選挙、中道左派・

与党連合の女性候補が当選 

1.17  厚生労働省（厚労省）及び文部

科学省（文科省）などの若者自立挑

戦戦略会議、フリーターの正社員化

などの行動計画を策定 

1.17  厚労省の労働者派遣事業2004年

度事業報告、派遣労働者数227万人（

前年度比4.1%減） 

1.17  国会、耐震強度偽装問題で、販

売会社社長を証人喚問 

1.18  NTT、年齢給を4月に全廃する、

と発表 

1.20  政府、危険部位混入で米国産牛

肉の輸入禁止を決定 

1.23  郵政民営化の準備会社の「日本

郵政」、発足 

1.23  東京地検特捜部、ライブドアの

堀江貴文社長など4人を証券取引法違

反容疑で逮捕 

1.24  第６回世界社会フォーラム(～29

日、ベネズエラ、スイス・ダボスで

開催される「世界経済フォーラム」

１月 

1.1 福知山市､三和町、夜久野町、

大江町が合併し、新｢福知山市

｣が、園部、八木、日吉、美山

の各町が合併し、「南丹市」

が、誕生 

1.7  京都市営地下鉄、９年ぶり

に値上げ 

1.7  伏見工業高校、第85回全国

高校ラグビーフットボール大

会で、５年ぶり４度目の優勝 

1.14  京都府（以下府）など、「

京の景観シンポジウム｣､180人 

1.14  舞鶴市、市民病院を総合

病院として維持することを断

念、京都武田病院に運営を委

託 

1.15  第24回全国都道府県対抗

女子駅伝（西京極陸上競技場

―国立京都国際会館前）、京

都、2年連続10度目の優勝 

1.17  京都大学、「アスベスト

問題・京都シンポジウム」を

開催、300人 

1.19  共産党京都府員会総会、

中井作太郎委員長の中央転出

に伴い、渡辺和俊を委員長代

行に選出 

1.21  『子ども子育ていきいき

』開所式 

1.22  綾部市長選挙、四方八州

男・3選 

1.22  シンポジウム「お金の流

れが社会を変える」（キャン

パスプラザ京都） 

1.27  小倉百人一首プロジェク

トの拠点施設「晴雨殿」、嵐

山でオープン 

1.27  防災を考える市民の会、｢

地震､住宅｣シンポジウム(宇治

市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

1.5  京都労福協・京都労働運動O

Bの会、新年交歓会（労館） 

1.5  京都総評、2006年新春旗開

き（ルビノ堀川） 

1.13  連合京都、2006年新春旗開

き（京都国際ホテル） 

1.21  連合京都福知山地協第９回 

定期総会（サンプラザ万助） 

1.24  連合京都乙訓地協第９回定 

期総会(長岡京市総合交流セン

タ  ター） 

1.25  連合京都、大増税阻止給料 

日街頭情宣全国統一行動―文句 

ついでに餅つこう（伏見・大手 

筋商店街等） 

1.25  東山地区労定期大会(東山

区役所) 

1.27  綴喜地労協第41回定期大会 

（京田辺社会福祉会館） 

1.27  大阪高裁で、洛陽総合高等

学校での懲戒解雇事件などで、

解雇撤回・退職金減額部分の支

払いなどを条件にした和解が成

立 

1.28  京都総評第64回臨時大会 

（労館） 

1.31  連合京都洛南地協第10回総

会（リーガロイヤルホテル京都

） 

1.31  連合京都南山城地協第９回

定期総会(宇治市生涯学習セン

ター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

に対抗するために創設） 

1.25  連合、給料日の｢定率減税廃止NO

！大増税阻止キャンペーン」全国行

動 

1.25  民主党の「リベラルの会」、初

会合 

1.26  パレスチナ評議会選挙の開票結

果で、イスラム原理組織ハマスが第

１党に 

1.27  政府、ゴラン高原の国連維持活

動（PKO）協力法に基づき、中東・ゴ

ラン高原での自衛隊の活動期間を６

カ月間延長する、との閣議決定 

1.27  大阪地方裁判所（地裁）、「テ

ントは、住民基本台帳法上の住所」

として、転居不受理処分の取り消し

を命令 

1.31  ハンセン病治療訴訟、東京高等

裁判所（高裁）で、国と元患者が和

解 

 

２月 

2.3  健康被害者に国が医療費などを支

払う石綿被害者救済法、成立 

2.3  国外の患者にも国内入所者と同水

準の800万円を支給することを定めた

、改正ハンセン病補償法、成立 

2.3  沖縄・ヘリ基地反対協議会など、

「日米軍事再編・基地強化と闘う全

国連絡会」、結成 

2.9  中央社保協など、「許すな！医療

改革・大増税 国民集会」（さいた

まスーパーアリーナ）、１万４千人 

2.10  キャッシュカードによる不正引

き出しに金融機関が補償する預金者

保護法、成立 

2.11  社民党第10回定期党大会で、「

自衛隊は違憲状態にある」として、 1

994年の自衛隊合憲論を撤回 

2.11  イタリアとギリシアで、白鳥か

らH５N１型の鳥インフルエンザ検出(

11月25日、韓国でも、鳥インフルエ

ンザを検出したと発表） 

2.15  衆議院の調査で、独立行政法人

や公益法人に天下った国家公務員が､

2005年４月時点で２万２千人と、判

明 

2.16  JR不採用問題で、労組、闘争団

など当事者５団体、初の共同集会、2

,500人 

2.16  神戸空港、開港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.2  NHK問題を考える市民集会

（KBSホール） 

2.3  京都平和フォーラム第７回

総会（保養所かもがわ） 

2.4  第３回アビリンピック（障

害者技能競技大会）京都大会

（京都高等技術専門校） 

2.4  民主党京都府連第８回定期

大会（ルビノ堀川） 

2.5  「憲法、教育基本法を守り

輝かせる京都府民集会」（京

都アスニー）、350人 

2.9  関西経済団体連合会など、

第44回関西財界セミナー（～

10日、国立京都国際会館） 

2.11 「紀元節･日の丸･君が世」

とたたかう集会（京都会館） 

2.11  「建国記念の日不承認 

京都府民のつどい」（キャン

パスプラザ京都） 

2.11  第25回｢より豊かな学校給

食をめざす京都集会｣（ハート

ピア京都） 

2.12  共産党第67回府党会議、

委員長＝渡辺和俊 

2.16  京都議定書発効１周年記

念、「地球温暖化を考える府

民の集い」(京都弁護士会館) 

2.16  「知事選勝利・府民のつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.1  京都交通労組再建60周年パ

ーティ（京都ホテルオークラ） 

2.3  連合京都洛西地協総会（弥

生会館） 

2.3  中京地区労30周年記念レセ

プション 

2.4  京交運第14回大会(労館) 

2.5  連合京都丹後地協総会（吉

翠苑） 

2.6  連合京都、2006年春季生活

闘争開始宣言集会（労館）、10

0人 

2.9  京都総評など、『06春の

府民総行動実行委』、府への

個人請願行動など 

2.10  連合京都洛北地協第８回

総会（保養所かもがわ） 

2.12  連合京都、京都労働局へ

の要請行動 

2.12  連合京都舞鶴地協総会（

舞鶴勤労福祉センター） 

2.20  連合京都、京都経営者協

会への要請行動 

2.22  京都高齢退職者連合第14

回定期総会（労館） 

2.22  京都総評、06春の全京都

総行動 

2.23  連合京都洛東地協第６回

総会（ウエスティン都ホテル 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

2.17  連合､パート労働者のつどい､570

人  

2.18  第1回社会的ひきこもり支援全国

実践交流会 

2.25  医師・遺族など、「過労死・自

殺相談センター」発足記念シンポジ

ウム 

2.28  前原誠司民主党代表、送金指示

メール問題で､｢メールは本物ではな

かった」と謝罪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水協、ビキニデー集会、900人

、3.1  原水禁、ビキニデー集会、

500人 

3.3  連合、06春季生活闘争中央決起集

会、9,200人 

3.5  「普天間基地の頭越し・沿岸案に

反対する沖縄県民総決起大会」(宜野

湾海浜公園)、３万５千人 

3.12  在日米軍再編に伴う米海兵隊岩

国基地への空母艦載機移駐の賛否を

問う山口県岩国市の住民投票、投票

総数の87％が反対 

3.13  東京証券取引所、東証マザーズ

に上場しているライブドアの株式を 4

月14日に上場廃止することを決定 

3.15  金属大手に賃上げ一斉回答、ト

ヨタの1,000円など500～1,000円のベ

ースアップ 

3.18  イラク開戦３周年、ワールド・

ピース・ナウ、集会とデモ 

3.20  第１回ワールドベースボールク

ラシック大会決勝戦、日本、キュー

バを破り、初代世界王者に 

3.22  福島瑞穂社民党委員長と志位和

夫共産党委員長､1978年以来の党首会

談 

3.24  東京地裁、大学共同利用機関法

人情報・システム研究機構に対し、

どい」（府立体育館）１万人  

2.18  「北方領土返還要求第24

回京都府民大会」（ビル葆光

） 

2.18  京都労福協、囲碁・将棋

大会（労館） 

2.18 「守ろう憲法９条―交流会

」（ハートピア京都）、180人 

2.19  南丹市長選挙、中川圭一

、初当選 

2.24  全国不登校フォーラム・

京都大会 

2.26  第17回全国車いす駅伝競

走大会（西京極陸上競技場―

国立京都国際会館間）、大分

７連覇、京都A４位 

2.28  『きょうと健やか21推進

府民会議』総会・シンポジウ

ム 

2.28  第１回関西労使会議（都

ホテル大阪） 

 

３月 

3.1  加悦町、岩滝町、野田川町

が合併し、『与謝野町』誕生 

3.1  京都経営者協会60周年記念

式典・レセプション（ウエス

ティン都ホテル） 

3.3  第43回京都労働者福祉活動

者会議（京都国際ホテル） 

3.4  21世紀まちづくりシンポジ

ウム・「広がる地域自治組織

によるまちづくり」（野田川

わーくぱる） 

3.5  『活力ある京都をつくる会

』(仮称）総決起集会(国立京

都国際会館） 

3.5  第77回山宣墓前祭(宇治市

)280人 

3.5  『九条の会アピールを支持

する京都医療人の会』設立レ

セプション・懇親会（リーガ

ロイヤルホテル京都） 

3.7  関西電力、旧久美浜町に申

し入れていた原発開発のため

の事前環境調査を撤回（建設

を断念） 

3.9  3・8国際婦人デー京都集会

（同集会実行委、ハートピア

京都） 

3.11  京都・東山花灯路2006（

2.23  京建労など、06春の総行

動第２弾、府への要請行動な

ど、500人 

2.25  京都職対連第23回定期総会

(ルビノ堀川) 

2.26  連合京都宮津地協定期総会

（天橋立ホテル） 

2.26  宇治・城陽・久世地区労第 

40回定期大会(城南会館) 

2.26  第46回はたらく女性の集会

（和牛登録会館）、140人 

2.27  北桑田地区労臨時大会（美

山町・文化ホール）、船井地労

協との統合を決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  連合京都女性委員会第17回

定期総会（労館） 

3.1  船井地労協定期大会（園部

国際交流会館） 

3.2  連合京都北部キャラバン舞

鶴地域(3日、宮津､たんご、6日

、綾部、7日、福知山） 

3.3  京都府農村労組第40回定期

大会（綾部市中央公民館） 

3.4  京教組第68回定期大会（教

文センター） 

3.7  洛陽高校不当労働行為勝利

報告集会（労館） 

3.8  連合京都、「2006春季生活

闘争・府知事選勝利総決起集会

」（円山野外音楽堂）、３千人

、のち、京都市役所前までデモ 

3.8  連合京都女性委員会、国際

女性デー統一行動、街頭宣伝（

四条河原町）、100人 

3.8  相楽地労協第38回大会（木

津町東部交流会館） 

3.9  連合京都南部キャラバン乙

訓地域（10日、南山城地域） 

3.12  交通労連同盟京滋交通運輸

労連第42回定期大会（労館） 

3.13  連合京都官公部門連合会、

2006年春季生活闘争・知事選挙
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

“１年契約を13回更新した女性への

任用更新の拒絶は、社会通念上是認

しえない”として、未払い賃金、慰

謝料などの支払いを命じる判決 

3.24  金沢地裁、北陸電力志賀原発２

号機に対する住民の差し止め請求を

認める初の判決 

3.27  改正所得税法、成立（定率減税

を2007年度で打ち切り） 

3.28  イギリス・ブレア政権が推進す

る年金改革に反発し、地方公共団体

の職員など150万人が24時間ストライ

キ 

3.31  前原誠司、送金指示メール問題

で民主党代表を引責辞任 

3.31  日教組と全教の組合員、市民団

体など「教育基本法・憲法の改悪を

とめよう全国集会」、４千人 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  労働審判制度スタート 

4.1  改正高年齢者雇用安定法、施行（

65歳までの雇用確保を義務付け） 

4.1  障害者自立支援法が施行（施設の

食費は全額自己負担、医療費も原則 1

割負担） 

4.1  大阪府堺市、政令指定都市に移行

（全国で15番目） 

4.4  政府、審議会等の女性委員比率を

2020年までに4割以上とする数値目標

設定 

4.4  フランス・シラク政権が推進する

若者雇用促進政策の全面撤回を求め

、3百万人が抗議デモ 

4.7  防衛庁と沖縄県名護市、V字滑走

路とする普天間飛行場の移設案で合

意（5月11日、防衛庁長官と沖縄県知

事、移設計画について合意） 

4.7  民主党両院議員総会、小沢一郎を

新代表に選出 

4.18  中国・胡錦濤国家主席、初の米

国公式訪問 

4.19  韓国国会、新首相に韓明淑を首

相に任命（韓国初の女性首相） 

4.25  住友金属工業の元社員1人を含む

～21日） 

3.12  京都府警、南丹市長選挙

での公職選挙法違反（買収、

事前運動の禁止）容疑で、中

川圭一市長を逮捕 

3.13  重税反対全国統一行動京

都行動、６千人 

3.13  舞鶴市民病院民営化の是

非を問う『住民投票を求める

市民の会』、「どうなる?市民

病院問題 みんなで考えよう

！市民集会」（舞鶴市中総合

会館）、180人 

3.15  第5回ケータイ国際フォー

ラム(～16日、パルスプラザ) 

3.19  山城町長選挙、藤原秀夫

、６選 

3.19  国領五一郎墓前祭（黒谷

） 

3.19  「ストップ、イラク派兵

ピースウオーク」集会（鴨川

三条河川敷）、380人、のち、

円山公園までウォーク 

3.27  近鉄けいはんな線開通 

 

４月 

4.1  京都府、文書事務支援シス

テム（電子決済）の全庁稼働 

4.1  障害者応分負担反対京都市

役所包囲行動 

4.1  京都弁護士会、会長に浅岡

美恵 

4.8  関西電力、久美浜町原発に

関連して、中崎京丹後市長に

対し、「建設計画の中止」を

連絡 

4.9  京都府知事選挙、山田啓二

再選、ほかに衣笠洋子が立候

補 

4.9  第４回『関西平和問題研究

会』、「東アジアの政治と経

済」（京都テルサ） 

4.14  金融庁、消費者金融大手

アイフル（本社・京都市）に

対し、全店舗を対象にして3～

25日間の業務停止命令を出し

た、と発表 

4.16  与謝野町長選挙、太田貴

美・初当選 

4.18  非核の政府を求める京都

の会第20回定期総会（ハート

勝利総決起集会（労館） 

3.16  06国民春闘・知事選挙勝利

京都労働者決起集会（円山野外

音楽堂）、800人 

3.26  京建労、春の総決起集会（

円山野外音楽堂）、2,800人 

3.27  06春の労働相談ホットライ

ン（～29日） 

3.31  民放労連京都放送労組結成

25周年を祝うパーティー(平安

会館）120人   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.6  連合京都、府知事選挙勝利

決起集会（労館） 

4.14  京都高退協第24回総会(労

館) 

4.19  連合京都、政策学習会「医

療制度改革の問題点」（労館） 

4.22  京都総評・京都労働相談セ

ンター、第５回学習交流集会（

保養所きよみず） 

4.23  『つどい実行委』、「介護

保険制度改悪をヘルパーの立場

から考える」学習会（京都テル

サ）、240人 

4.25  京都総評、格差社会を問う

シンポジウム・「今、生活でき

る生計費とはー最低試算の結果

と私たちの生活―」（労館） 

4.28  大阪高裁、大日本印刷・中

居過労死裁判で1審判決を取り

消し、過労死を認定 

4.30  連合綾部地域メーデー（綾

部市民センター）、450人 
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

4人が同社を相手取って提訴した男女

差別訴訟、大阪高裁で和解（会社は

、在籍者の処遇について、充分配慮

すると約束） 

4.25  リクルート、2007年春に卒業予

定の大学生・大学院生の就職求人倍

率を発表（求人総数は、４年連続で

増加） 

4.26  警視庁など、耐震強度偽装事件

で「構造計算書を偽装した」一級建

築士の姉歯秀次など８人を逮捕 

4.28  総務省､2005年度平均の完全失業

率は前年度比0.3%減の4.3%で、３年

連続で減少､と発表（1998年度以来の

低水準） 

4.29  連合メーデー（代々木公園）、

４万４千人 

 

 

５月 

5.1  全労連メーデー（代々木公園）、

４万１千人 

5.1  全労協メーデー（日比谷野外音楽

堂）、１万５千人 

5.1  日米安保協議委員会、在沖縄海兵

隊8千人のグアム移転など在日米軍再

編に関する基本方針で合意 

5.1  「公害の原点」と言われる水俣病

の公式確認から50年、犠牲者慰霊式

（熊本県水俣市） 

5.3  護憲８団体など、｢5･3憲法集会｣､

４千人 

5.3  改憲派の「新しい憲法をつくる国

民大会」、500人 

5.12  大阪地裁、原爆症集団訴訟で認

定却下処分を取り消す初の判決 

5.15  店長ら、「日本マクドナルドユ

ニオン」を結成、連合東京ユニオン

に加盟 

5.15  外務省、海外に住む日本人が百

万人を突破、と発表 

5.19  ５・３憲法集会実行委、国民投

票法案はいらない集会（日比谷野外

音楽堂） 

5.24  日本経団連定時総会、奥田硯（

トヨタ自動車）の後任に、御手洗富

士夫（キャノン）を選任 

5.24  厚労省、個別労働紛争解決制度

の全国での施行状況を、17万6千件（

前年より10%増）、と発表 

5.26  行政改革推進法など行革関連5法

ピア京都） 

4.22  部落解放同盟京都府連合

会第53回定期大会（府部落解

放センター） 

4.23  京都平和センター、チェ

ルノブイリ原発事故20周年京

都のつどい（ハートピア京都

） 

4.24  京都労使就職支援機構平

成18年度総会 

4.29  「天皇の政治責任を問い

続ける」京都集会（府部落解

放センター） 

4.29  憲法記念、春のつどい（

キャンパスプラザ京都） 

4.30  南丹市長選挙、佐々木稔

納・初当選 

 

 

５月 

5.3  京都憲法会議、「5・3憲法

集会in京都」（円山野外音楽

堂）、1,400人、のち、憲法ウ

ォーク 

5.8  府、府庁第2号館屋上緑化

、一般公開開始 

5.14 「高齢者、怒りと笑いの円

山集会―高齢者･団塊の世代と

ともに（同実行委主催）､

1,500人 

5.14  日本国民救援会京都府本

、第52回京都解放運動戦士の

合祀追悼祭（知恩院境内） 

5.19  京都労働者住宅生協総会

（労館） 

5.20  京都革新懇第27回総会(保

養所かもがわ） 

5.23  府民運動推進協議会総会 

5.26  京都労福協第50回定期総

会（労館） 

5.27  『守ろう憲法と平和 京

都ネット』、平和・くらし・

民主主義のための大行進（京

都市役所前）、150人、のち円

山公園までデモ 

5.27  『宗教者九条の和』、「

全国協働の集い」（カトリッ

ク河原町教会）、200人 

5.30  京都労働者総合会館第34

回評議員会（労館）  

5.30  京都府警など3府県警、東

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  第77回京都中央メーデー(梅

小路公園）、２万５千人 

5.1  第77回連合宮津・丹後合同

メーデー（丹後文化会館）、60

0人 

5.1  第77回連合舞鶴地域メーデ

―（前島みなと公園）、3,100

人 

5.1  第77回連合福知山地域メー

デ―（福知山市厚生会館）、 

1,000人 

5.1  第77回全京都統一メーデー(

二条城前広場､２万人、京都12

会場で25,620人）  

5.1  06春京都ユニオンネットワ

ーク、第16回京都地域メーデー

（三条河川敷）、のち円山公園

までデモ 

5.5.11  教育基本法改悪反対緊急集

会（教文センター） 

5.19  京都医療第16回総会(労館

） 

5.5.20  全京都建築労働組合第54回

 定期大会(～21日、宮津会館)  

5.5.20  京都市教組第38回定期大会

（教文センター） 

5.25  府労働委員会、京労委平

成17年(不)第3号第11伏見

織物加工不当労働行為救済

申立事件で、団交応諾の請

求を認めず、却下及び棄却
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成立 

5.26  財務大臣、2005年末の日本の「

対外貸借報告書」を報告（15年連続

で対外純資産が世界一） 

5.26  法務局入国管理局、05年末外国

人登録者、２百万人突破（全人口の 1

.57%）と発表 

5.27  全労連など、「許すな憲法改悪

！守ろういのちとくらし」国民大集

会、５万人 

5.31  自治体の「出納長・収入役」の

廃止、「助役」を「副市町村長」に

改称するなどの改正地方自治法、成

立 

 

 

６月 

6.1  公職選挙法改定、参議院選挙区の

定数、４増４減 

6.2  政府、高齢者社会白書で、総人口

に占める2005年の65歳以上人口が20% 

を超えた、と発表 

6.2  日教組と全教の組合員・市民団体

など、「教育基本法の改悪を止めよ

う！6･2集会」、３千人 

6.3  モンテネグロ共和国議会、同国の

独立を承認（かつて６つの共和国で

構成した旧ユーゴスラビアは完全に

解体） 

6.5  東京地検特捜部、村上ファンドの

村上世彰代表を、証券取引法違反（

インサイダー取引）容疑で逮捕 

6.7  東京地裁、ドミニカ移民訴訟で、

国の対応を違法と指摘（7月21日、小

泉首相、おわびの談話、見舞金の支

給を表明） 

6.9  閲覧を制限する改正住民基本台帳

法、成立 

6.10  『九条の会』発足２周年全国交

流集会(日本青年会館大ホール)、1,6

00人 

6.14  医療制度改革法、成立（高齢者

の窓口負担の引き上げ） 

6.15  全国的な転勤を総合職の採用条

件とするなど合理性のない差別を禁

止する改正男女雇用機会均等法、成

立 

6.15  連合、「反転攻勢！東京大集会

」4,600人 

6.16  連合、初の「全国地方連合会・

地協代表者会議」（日本青年会館） 

京都内などの8人を組織的フィ

ッシング詐欺の容疑で初摘発 

5.31  ユニオントラベル京都第

37回総代会（労館） 

5.31  エル・ユニオン京都第５

回社員総会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.4  府民会議「許すな憲法・教

育基本法改悪！府民大集会」

（円山野外音楽堂）、1,800人 

6.6  京都勤労者学園第50回園員

総会(労館) 

6.10  核も基地もない沖縄をめざ

す京都の会、第11回沖縄連帯夏

至まつり 

6.11  京都地域人権運動連合会第

２回定期大会（みかげ会館） 

6.13  京都府生協連総代会 

6.21  原水協など、2006年原水

爆禁止国民平和大行進、東京

・広島コース入洛（7月1日、

富山・広島コース入洛、7月4

日～8日、綾部・亀岡府内行進

、7月8日、京都市内網の目行

進） 

6.22  フォーラム「障害者自立

支援法が始まって今！」（右

京ふれあい文化会館）、450人 

6.25  第51回京都母親会議（京

都橘高校）、500人 

6.27  近畿労働金庫総会（大阪

・森ノ宮） 

6.30  再就職希望者向け就職面

接会､62社参加 

6.30  京都高退者連合、囲碁・

将棋大会 

 

 

 

 

 

の命令 

5.30 5.30 連合京都伏見地協総会（京阪 

バス労組事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.2  京都労働運動OBの会総会（

労館） 

6.2  京都放送労組・日放労京都

分会、第19回放送フォーラムイ

ン京都（KBS） 

6.3  きょうと教組第17回定期総

会（ハートピア京都） 

6.3  京都総評、第16回地域労働

運動研究・交流集会（～4日、

保養所きよみず） 

6.4  JMIUカシフジ支部60周年記

念集会（みやこメッセ） 

6.5  連合京都、「許すな!サラリ

ーマン大増税！格差社会！」、

大街頭宣伝行動（四条河原町）

、200人 

6.6  連合京都、安全衛生学習会

・「アスベストによる健康被害

と連合の取り組み」（労館） 

6.9  府立高教組第61回定期大会(

教文センター） 

6.10  京都市立高教組第68回定期

大会（教文センター） 

6.10  京都年金者組合大会（京都

社会福祉会館) 

6.11  京労委平成18年（不）第

1号第12伏見織物加工不当労

働行為救済申立事件で、不利

益扱いや支配介入は認定でき

ないとして、棄却命令 

6.17  連合京都、「デンキを消し

て、スローな夜を」、夏至の日

行動 

6.20  京都自治労連、小さな政府
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6.16  最高裁、B型肝炎訴訟で、原告５

人に、国の感染責任を認め、１人当

たり550万円の賠償支払命令 

6.20  約９カ月にわたる村上ファンド

と阪神電気鉄道の攻防は、阪急と阪

神の大手私鉄の合併という形で決着 (

10月1日、阪急阪神ホールディングス

発足) 

6.22  連合、平和行動in沖縄（～25日

） 

6.23  第１回世界平和フォーラム(～28

日、カナダ・バンクーバー) 

6.27  「公務、公務員及び労使関係に

関する専門委員会」、発足 

6.28  イスラエル軍、パレスチナ・ガ

ザ地区に侵攻(7月12日、レバノンに

も侵攻） 

6.29  小泉首相、ブッシュ米大統領と

会談、「新世紀の日米同盟」を発表 

6.29  東京地裁、都内のマンションな

どで共産党の機関紙などを配ったと

して、国家公務員法違反の罪を問わ

れた社会保険庁職員に、罰金10万円

、執行猶予２年の有罪判決 

 

 

７月 

7.2  滋賀県知事選挙で、新人の大学教

員、嘉田由紀子、現職などを破って

初当選 

7･5  北朝鮮、弾道ミサイル７発発射 

7.7  東京地裁、国発注のトンネル工事

でじん肺になった元従業員44名に、

賠償金の支払い命令 

7.9  原子力空母を配備させるな！米軍

再編強化反対！首都圏大集会in横須

賀、3万人 

7.9  第18回ワールドカップドイツ大会

決勝戦、イタリアが優勝（日本、決

勝トーナメントに進出できず） 

7.13  東京高裁、第３次厚木基地騒音

訴訟で、40億円の損害賠償支払い命

令（国､上告せず確定） 

7.14  日銀、5年4カ月ぶりにゼロ金利

政策を解除 

7.15  第32回主要国首脳会議、（～17

日、ロシア・サンクトペテルブルグ

） 

7.26  全労連第22回大会（～28日）、

坂内三夫議長、小田川義和事務局長

を選出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  ｢21世紀第６回京都高齢者

大会」(労館)、300人 

7.2  宮津市長選挙、井上正嗣、

初当選 

7.2  「9条を守る宇治・城陽・

久御山憲法集会」（文化パル

ク城陽プラムセンター） 

7.7  盧溝橋事件69周年、「戦争

の真実を語る講演の集い」（

教文センター） 

7.24  『きょうと健やか21推進府

民会議』総会 

7.28  京都府北部就職フェア（

～8月9日） 

7.29  京都労福協など、「高金

利引き下げ京都大集会」（京

都商工会議所）、250人 

7.30  第38回京都府原爆物故者

慰霊式典（霊山観音） 

7.31  全労済近畿京都府本部第

31回総会(労館)  

 

 

 

告発シンポジウム 

6.20  京都地裁、第39期京都地労

委労働者委員不当選任取り消し

訴訟で、原告の訴えを却下・棄

却 

6.21  連合京都、男女差別問題を

中心に、「相談ダイヤル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  自治体問題研究所30周年記

念祝賀会 

7.8  「働き方を見直す京都7月集

会」（～9日、ルビノ堀川）、2

60人 

7.12  京都府農協労連第82回定期

大会 

7.13  京都自治労連第74回定期大

会 

7.14  大日本印刷中居過労死裁判

勝利報告集会（セントノーム）

、100人 

7.15  化学一般京滋地本定期大会 

7.23  京都総評青年部第４回定期

大会(労館)  

7.23  全印総連京都地連第18回定

期大会（労館） 

7.27  私鉄総連京都協議会第17回

定期大会（京都タワーホテル） 

7.29  民間医労連30周年記念レセ

プション（京都国際ホテル） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

7.26  金融庁、日本生命に対し、不正

な保険契約解除などを理由に、役職

員の責任の明確化と経営管理体制強

化などを求める業務改善の命令 

7.27  農水省と厚労省は、BSE対策本部

の会合を開き、半年ぶりに米国産牛

肉の輸入再開を決定 

7.27  東芝フラッシュメモリー訴訟、

和解成立（発明対価8,700万円） 

 

８月 

8.2  原水協など、2006年原水爆禁止世

界大会（～9日、広島－8,500人、長

崎―2,500人） 

8.3  原水禁など、被爆61周年原水爆禁

止世界大会（～9日、広島―6,600人

、長崎―3,800人） 

8.4  連合、平和行動in広島（～6日、7

～9日、長崎） 

8.6  第61回原爆死没者慰霊並びに平和

祈念式（広島平和記念公園） 

8.8  人事院、月例給与の水準改定を見

送る勧告 

8.8  厚労省、就業形態の多様化と勤労

者生活をテーマに、労働経済白書を

発行 

8.11  韓国・台湾戦争犠牲者遺族と日

本の市民団体、小泉首相に靖国参拝

中止を求め、要請とデモ、北京、香

港でも 

8.15  小泉首相、靖国神社参拝(1985年

の中曽根康弘首相以来21年ぶり) 

8.15  右翼団体幹部、靖国参拝に批判

的な加藤紘一衆議院議員の実家に放

火 

8.24  国際天文学連合、冥王星を惑星

から除外する案を採択 

8.26  福岡県で、幼児３人、飲酒運転

の福岡市職員の車に追突され、死亡 

8.27  全労協第18回大会（～28日）、

議長＝藤崎良三、書記長＝中岡基明 

8.28  社会保険庁、不正な事務処理に

関与した職員とその上司1,752人の処

分を発表 

8.29  東京外国為替市場、ユーロが円

に対して史上最高値になる１ユーロ =

150円台に突入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.1  「丹後海と星の見える丘公

園」、宮津市波見にオープン 

8.1  ｢京都観光振興会議」発足

、府、京都市、京都商工会議

所、京都府観光連盟、京都市

観光連盟の5団体で構成 

8.1  府、地域子育てステーショ

ン事業開始 

8.1  第26回平和のための京都の

戦争展（～6日、立命館大学国

際平和ミュージアム） 

8.4  比叡山宗教サミット19周年

（比叡山延暦寺） 

8.5  2006京都ピース・ナイトコ

ンサート（教文センター）、

300人 

8.6  『市民病院問題と地域医療

を考える市民の会』発足集会

（舞鶴市中総合会館ホール）

、130人 

8.6  京都テルサ開館10周年記念

式典 

8.24  京都府母子家庭北部自立

支援センター（福知山市）を

開設 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難61周年追悼

集会」（殉難の碑前） 

8.25  京都市職員による犯罪、

不祥事問題緊急報告集会（保

養所かもがわ） 

8.26  世界宗教者平和会議第８

回大会(～29日、国立京都国際

会館100カ国・地域から500人

） 

8.29  憲法、教育基本法を守り

発展させる北部京都大集会（

同実行委主催、福知山厚生会

館）、500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.2  連合京都舞鶴地協、新事務

所開設 

8.3  全農林近畿地本第35回大会 

（紀州南部ロイヤルホテル） 

8.5  JR西労組京都地本第15回大 

会（弥生会館） 

8.8  連合京都新事務所開設、組

  織充実・強化・拡大レセプシヨ

  ン（ホテルグランビア京都） 

8.18  地域個人加盟労組「ユニオ 

ンみなみの風」結成総会 

8.19  地域ユニオン経験交流会 

（労館） 

8.25  出版労連京都地協定期総会 

（コープイン京都） 

8.29  働くもののいのちと健康を 

守る京都センター第8回定期総 

会（労館） 

8.30  電機連合京都地協第18回定 

期大会（ぱるるプラザ） 

8.30  JR西労組福知山地本第16回

定期大会（中丹勤労者福祉会館

） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

９月 

9.1  岐阜県庁の裏金問題で、検討委員

会が調査報告書をまとめ、知事に報

告（1992年度からの12年間で、総額1

7億円の裏金の確認） 

9.5  志位共産党委員長、共産党の党首

として初の訪韓（～10日） 

9.6  国連人口基金、2006年版の世界人

口白書で、同年７月時点の世界の人

口が、65億を突破したとの速報値を

発表 

9.6  天皇家次男秋篠宮に長男・悠仁誕

生（皇室の男子誕生は41年ぶり） 

9.13  厚労省、来春に卒業する高校生

の求人、求職状況を発表、７月現在

の求人倍率､1.14で９年ぶりに１倍を

超える 

9.13  UIゼンセン同盟第４回大会、過

去1年間に10万人の組織拡大（うち、

パートが7万8千人）、と発表 

9.15  最高裁判所（最高裁）、地下鉄

サリン事件のなどの被告松本智津夫

に対する東京高裁の決定を支持、弁

護側の特別抗告を棄却（同被告の死

刑が確定） 

9.19  国交省、2006年の７月１日現在

の地価を公表、東京､大阪､名古屋の

３大都市圏の平均で、16年ぶりに住

宅地が前年比0.4%、商業地で同3.6%

上昇 

9.19  日本政府、対北朝鮮金融制裁措

置を閣議決定 

9.20  小泉首相退陣（任期満了）に伴

う自民党総裁選挙、安倍普三を総裁

に選出 

9.21  東京地裁、入学式、卒業式等に

おける国旗掲揚及び国家斉唱の実施

についての職務命令は、違憲・違法

と、判決 

9.23  連合、平和運動in根室（～24日

） 

9.25  自民党と公明党首脳会談、自公

連立政権維持で合意 

9.25  民主党代表選挙、小沢一郎を無

投票で再選 

9.26  安倍内閣発足(29日の所信表明演

説で、集団的自衛権の研究に言及 ) 

9.26  欧州委員会、2007年１月からブ

ルガリアとルーマニを、欧州連合（ E

U）の加盟国として受け入れる方針を

採択 

９月 

9.3  社民党京都府連第９回定期

大会（京都アスニー） 

9.7  自治体要求連絡会など、京

都市不祥事究明街頭演説会(京

都市役所前)500人、のちデモ 

9.13  京都市人事委員会報告及

び勧告、月例給及び期末勤勉

手当、据え置き 

9.14 京都府社会福祉大会 

9.15 SKYふれあいフェスティバル 

9.17 全京都『9条の会』交流会（

京都弁護士会館） 

9.17 第32回国際婦人年京都集会

（ハートピア京都）、130人   

9.19 京都の地価、京都市内の商

業地10.4%上昇など、府内商業

地16年ぶりの上昇 

9.26  京都労働者住宅生協第42

回臨時総会（労館） 

9.27  自治体要求連絡会など、

「桝本やめろ!市民･御池大演

説会」1,100人 

9.28  京都弁護士会（10月10

日、京都司法書士会）、利息

制限改悪反対行動、デモ  

9.30  京都社保協総会・50周年

（ウイズ・ユー） 

9.30  第37回京都消費者大会（

コープイン京都） 

9.30  日本国民救援会京都府本

部第45回大会（平安の森） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.2  京都総評第65回定期大会（

労館）、議長＝岩橋祐治、事務

局長＝河合秀明 

9.2  洛西ニュ―タウン病院労組

結成集会、170人 

9.3  連合京都市内合同、クリー

ンキャンペーン、300人 

9.3  自立労連連合第27回総会（

南宇治コミュニティセンター） 

9.3  連合京都、第７次友好訪中

団（～9日）、木戸会長など４

人 

9.9  京都医労連第84回定期大会

（京都テルサ） 

9.10  建交労京都府本部第８回定

期大会（京都高齢者会館） 

9.10  福保労京都地本第34回定期

大会（労館） 

9.14  京都パート・非常勤ネット

ワーク第２回定期総会（労館） 

9.15  全京都印刷・出版関連労働

者ネット結成大会（労館） 

9.16  京都府電力総連第20回定期

大会（京都タワーホテル） 

9.16  国労京滋地本第18回定期大

会(草津市) 

9.20  京交第78回定期大会（国際

交流会館） 

9.23  JAM京都第８回定期大会（

労館） 

9.23  合同繊維第78回大会(労館) 

9.26  京都高退者連合、「高齢

社会を考える京都集会」(労

館)、110人 

9.26  亀岡地労協第55回定期大会

（教育会館） 

9.29  自治労京都府本部第69回定

期大会（ウィングス京都） 

9.30  運輸交通京都府連合会第39

回定期大会(キャンパスプラザ

京都） 

9.30  通信労組第5回定期大会（

長岡京市中央生涯学習センター

） 

9.30   ジーエス・ユアサ労組結

成レセプション 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

9.28  東京地検特捜部、佐藤栄佐久福

島県知事の実弟などを、「流域下水

道工事の入札談合容疑」で逮捕、こ

れを受け、県知事、引責辞任（10月2

3日、知事を収賄罪容疑で逮捕） 

9.28  国税庁、2005年の平均給与が436

万円、と発表 

9.29  札幌地裁、NTTが退職者の再雇用

を拒否した理由となった「広域・異

職種転換」は、人事権の乱用、と判

決 

9.29  損保大手６社、保険金支払い漏

れ26万件、162億円、との調査結果を

発表 

9.30  公明党大会、太田昭宏を無投票

で代表に選出 

 

１０月 

10.6  厚労省、2005年度生活保護世帯

は104万世帯（初めて百万所帯を突破

）、と発表 

10.8  安倍首相訪中、胡錦濤国家主席

と会談、翌日訪韓して盧泰愚大統領

と会談（いずれも1年半ぶりの首脳会

談） 

10.9  北朝鮮、地下核実験を実施した

、と発表 

10.13  国連総会、次期事務総長（第8

代）に、潘基文・韓国外交交通商相

を任命 

10.14  全教など、「教育基本法改悪反

対大集会IN東京」（明治公園）、2万

7千人 

10.18  日本政府､2006年度の国家公務

員給与を据え置くとの人事院勧告の

受け入れを閣議決定 

10.26  日教組第147回中央委員会、教

育基本法の審議入りを受け､1975年以

来の非常事態宣言、中央集会、8千人 

10.27  テロ対策特別措置法を１年間延

長する改正法、成立 

10.30  岐阜県警、元職員で組合副委員

長を、岐阜県の裏金を着服したとし

て、業務上横領の容疑で逮捕 

10.31  日本障害者協議会など、「出直

しですよ！障害者自立支援法大フォ

ーラム」、1万1千人 

10.31  国際自由労連、国際労連、いず

れも解散大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1 京都市、ゴミ袋有料化へ 

10.1 障害者自立支援法施行から

半年、その欠陥を明らかにす

る市民フォーラム（京都アス

ニー）、250人 

10.5 府、「ジョブカフエワーク

フェスタin京都」、を開催 

10.7 第４回京都学生祭典(～8日

、平安神宮一帯など) 

10.10 ゴミ有料化を中止せよ！怒

りと抗議の市民集会（ハート

ピア京都） 

10.11 非核の政府をつくる京都の

会、結成20周年記念のつどい

（京大会館） 

10.12 府人事委員会、府職員の給

与等の勧告、給与の据え置き

（２年ぶり２回目） 

10.14 第18回KYOあけぼのフェス

ティバル（～15日、京都テル

サ） 

10.15 京都労福協、第6回勤労者

スポーツフェスティバル（丹

波自然運動公園） 

10.16 第１回京都雇用創出活力会

議、京都経営者協会、連合京

都、府の三者、「京都ジョブ

パーク」を共同運営すること

で合意 

10.22 大山崎町長選挙、真鍋宗平

、初当選 

10.29 第24回全日本大学女子駅伝

対校選手権大会で、立命館大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1 連合京都舞鶴地労協定期大会

（西総合会館） 

10.5 京水労第78回定期大会（労館

） 

10.5 自交総連京都地連第58回定期

大会（京都工業会館） 

10.5 京都労働相談センター第８回

定期総会(労館) 

10.6 UIゼンセン京都府支部第５回

定期大会（労館） 

10.7 情報労連京都地区協議会第18

回定期大会（京都タワーホテ

ル） 

10.13 連合京都、府への2007年度

自治体政策要請行動（府福祉

厚生センター、18日京都市） 

10･14 全国一般京都地本第53回定

期大会（友禅福祉会館） 

10.14 京都国公第59回定期大会（

労館） 

10.16 連合京都議員フォーラム

第３回総会（京都国際ホテ

ル） 

10.18 山科地区労第61回定期大会

（総合庁舎） 

10.20 福知山地労協定期大会（中

丹勤労者福祉会館） 

10.24 連合京都南山城地協、新事

務所開設 

10.25 左京地区労第37回定期大会

（教文センター） 

10.26 京阪バス労組結成60周年記

念祝賀会（京都タワーホテル
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  国際労働組合総連合（ITUC）結

成大会（～3日、ウィーン） 

11.1  内閣府と文科省、「タウンミ－

ティング」で、8回のうち、6回が国

側の依頼で開催県の教育委員会など

が参加者を動員していたとの調査結

果を、参議院教育基本法特別委員会

理事会に報告 

11.3  平和フォーラムなど実行委、『

憲法公布60周年、平和・人権・民主

主義の憲法を実現する第43回大会』 

11.7  連合、2007春季生活闘争討論集会

（～８日） 

11.7  米中間選挙、上下両院で12年ぶ

りに民主党多数 

11.9  牛丼のすき家で臨時職員6人、首

都圏ユニオンの支援ですき家ユニオ

ンを結成 

11.12  日教組と全協の組合員・市民団

体など、「教育基本法の改悪を止め

よう全国集会」、8千人 

11.13  全国で1､800人の多重債務者、

グレーゾーン金利分の返還を求める

訴訟を提起 

11.15  ILO、日本政府にJR不採用問題

で７度目の勧告 

11.19  沖縄県知事選挙、仲井真弘多が

初当選 

11.22  政府､2002年2月から始まった景

気回復が戦後最長の4年10カ月になっ

たとの月例経済報告を発表 

11.28  平和フォーラムなど、「米軍再

編はいらない！戦争国家を許さない

！全国集会」、3千人 

11.29  改正消費生活用製品安全法、成

立 

11.30  大阪高裁、住基ネット訴訟で、

「同意しない原告に対する住基ネッ

トの運用は憲法第13条に違反する」

が、２年ぶり３回目の優勝 

10.29  日本機関紙協会京滋地本

創立55周年記念集会(ルビノ堀

川) 

10.29  「ピースフェスタ in 

Kyoto」（労館） 

10.29 全京都生活と健康を守る連

絡会第41回定期総会（キャン

パスプラザ京都） 

 

 

１１月 

11.2 憲法記念秋のつどい・講演

「暮らしのなかの格差社会」(

ハートピア京都） 

11.3 戦争はいや！平和がいい！

いのちを守ろう京都府民大集

会（円山野外音楽堂）、４千

人 

11.3 第14回東山マダン（同実行

委主催、京都市立陶化小） 

11･8 社団法人京都モデルフオレ

スト協会設立総会（ホテル日

航プリンセス京都） 

11.11 「Kyoto能力開発フェア」

2006(～12日) 

11.11 真の地方分権の実現をめざ

す京都総決起集会 

11.12 今どきの常識―憲法・格差

・愛国心―（同実行委主催、

シルクホール）、500人 

11.15 京都労福協、「クレ・サラ

金利引き下げ、利息制限法改

悪反対」決起集会、300人、の

ちデモ 

11.19 伊根町長選、吉本秀樹、初

当選 

11.20 第32回全労済京都本部臨時

総代会（労館） 

11.25 借地借家人組合第18回定期

総会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

10.27 伏見地区労定期大会（呉竹

文化センター） 

10.28 日本写真印刷労組結成60周

年記念パーティー（ホテルグ

ランビア京都） 

 

 

 

 

 

１１月 

11.10  連合京都第24回地方委員

会(労館) 

11.10  乙訓地労協第55回定期大

会（向日町会館） 

11.14  京滋フード連合第５回定

期大会（京都タワーホテル） 

11.16  京都競輪労組第49回定期

大会（ハートピア京都） 

11.16  「秋期・年末闘争勝利！

京都労働者総決起集会（労館

）、210人 

11.17  中京地区労第31回定期大

会（中京区役所） 

11.19  連合京都の丹後地協と宮

津地協が合併し、「たんご地

域協議会」発足（天橋立ホテ

ル） 

11.19  ２回目の「円山青年一揆

」（円山野外音楽堂）､700人

、のち、京都市役所前までパ

レード 

11.21  民主リベラル京都労組

懇談会第8回定期総会（京都

国際ホテル） 

11.22  連合京都金属部門連絡会

結成総会（ぱるるプラザ京都

）  

11.22  宮津地労協第54回定期大

会（歴史の館） 

11.23  第2回パート・非常勤、派

遣労働者のつどい(ウイングス

京都） 

11.25  基幹労連京都第４回定期

大会（福知山勤労者福祉会館

） 

11.25  北上地区労第39回定期大

会（西陣織会館） 

11.26  交通労連京都府支部第21

回定期大会（労館） 
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、と住民側勝訴の判決（12月11日、

名古屋高裁金沢支部、金沢地裁判決

を取り消し住民敗訴の判決） 

 

 

１         

 

 

 

 

 

１２月 

12.5  全国の地域ユニオンなど実行委

員会、労働時間法制化反対集会、 1,5

00人（連合・全労連・全労協・共産

党・社民党代表が連帯のあいさつ） 

12.6  連合、｢ストップ･ザ・格差社会

」をテーマに集会（日比谷公園）、

６千人 

12.8  日教組、教育基本法改悪阻止！

緊急中央集会、１万２千人 

12.8  地方分権改革推進法、成立（３

年間の時限立法） 

12.13  高金利引き下げを盛り込んだ貸

金業法等改正法、成立（高利のグレ

ーゾーン金利は09年末をめどに撤廃

へ） 

12.15  改正教育基本法、成立 

12.15  防衛省昇格法、成立（自衛隊の

海外派兵を本来任務に） 

12.18  宇宙航空研究開発機構、本年４

機目のH２Aロケットを打ち上げ 

12.19  日本経団連、経営労働政策委員

会報告発表（賃上げに慎重姿勢） 

12.21  厚労省、2006年労働組合基礎調

査結果報告、推定組織率18.6%(前年

比0.5ポイント低下）と、発表 

12.25  イオン、フルタイム労働を条件

に定年を65歳に延長する制度を07年2

月に導入すると発表 

12.27  労働政策審、「ホワイトカラー

エグゼプション」導入を適当とする

報告書の作成 

12.29  東証大納会、年末終値、４年連

続前年末を上回る 

12.30  イラクで、サダム・フセイン元

イラク大統領の絞首刑が執行さる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  京都女性9条の会発足集会

（教文センター） 

12.4  京都労福協代表者会議（

アークホテル） 

12.7  憲法共同センターなど、

教育基本法改悪反対集会（京

都市役所前）、400人、のち四

条河原町までデモ 

12.8  日本の平和と民主主義・

革新統一を目指す京都懇談会

、講演会、「安倍政権と憲法

問題～改憲と集団的自衛権行

使の危険な本質」（ハートピ

ア京都） 

12.8  連合第17回労働トップフ

ォーラム（～9日、大阪都ホテ

ル） 

12.8  京都憲法会議など､｢二度

と戦争をおこさせないために｣

（こどもみらい館） 

12.13  京都地裁、ファイル交換

ソフト「ウィニー」開発者に

、著作権法違反ほう助の有罪

判決(2009年10月8日、大阪高

裁、著作権侵害はないとして

、一審判決を破棄し、無罪判

決) 

12.16  市民が進める温暖化防止

2006（ハートピア京都） 

12.21  府、6月末の府内労働組

合基礎調査結果を発表、組合

数1,473組合、組合員数

191,747人、推定組織率19.7%

（初めて20%を割る）で、それ

ぞれ前年より47組合減、2,846

人減、0.6ﾎﾟｲﾝﾄ減 

12.23  天皇誕生日の「祝日」を

糾弾する京都集会（府部落解

放センター） 

11.26  京都総評女性部第16回定

期大会（せいきょう会館） 

11.26  第17回国鉄まつり（六孫

王会館） 

11.29  京都総評、「06秋の府

市民総行動」(京都市役所前

など）、のち四条河原町ま

でデモ、700人 

11.29  丹労連第13回定期大会（

丹後教育会館） 

 

１２月 

12.1  綾部地労協第59回定期大会

（建築会館） 

12.5  連合京都、「STOP! THE 

格差社会」街頭宣伝行動、200

人 

12.6  「06秋の労働相談ホットラ

イン」（～8日） 

12.7  部落解放京都地方共闘会

議第29回総会(部落解放セン

ター) 

12.8  南地区労第17回大会（ヘル

スピア） 

12.9  2007年京都国民春闘共闘会

議発足集会・討論集会（～10

日、南山城村･レイクフオレス

トリゾート） 

12.10  第７回ホームヘルパーの

つどい、京都ホームヘルパー

連絡会結成総会（労館）、200

人 

12.12  京都交運労協第15回定期

大会（京都国際ホテル） 

12.12  西右京地区労定期大会（

西京区役所） 

12.13  東山地区労定期大会（東

山区役所） 

12.22  京都総評、府への要請行

動（府庁旧館） 

12.26 連合京都、京都市長への

重点要請行動（ホテルフジ

タ） 

12.27  連合京都、府知事への

重点要請行動（京都テルサ

） 

12.27  京都総評、京都市への要

請行動 
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12.24  男子第57回、女子第18回

全国高校駅伝競走（西京極陸

上競技場）、男子優勝、広島

・世羅高校、洛南20位、女子

優勝、兵庫・報徳学園、立命

館宇治７位 

12.26  京都市と『半鐘山と北白

川を守る会』、京都地裁の和

解勧告を受け入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


