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    ２００７年（平成１９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  日本経団連、御手洗ビジョンを発

表（名目3.3%成長可能と試算、憲法9

条改正なども） 

1.5  日本の新幹線システムを採用した

台湾高速鉄道、営業運転を開始 

1.9  防衛庁の省昇格関連法の施行によ

り、防衛省が発足 

1.11  農水省、宮崎県の養鶏場で、高

病原性鳥インフルエンザの疑いがあ

る、と発表 

1.11  菓子メーカー不二家、消費期限

切れの原料の使用を発表（洋菓子の

販売の休止、社長退陣へ） 

1.15  連合と日本経団連の首脳会議、

高木連合会長、御手洗ビジョンの再

考を要請 

1.18  日本百貨店協会、2006年の百貨

店売上高､10年連続で減少、と発表 

1.19  石川島播磨重工、共産党員など

への思想差別事件で謝罪し、再発防

止協定を締結 

1.20  第７回世界社会フォーラム（～2

5日、ケニヤ・ナイロビ） 

1.20  働く女性の全国センター発足記

念集会、190人 

1.21  米軍基地整理・縮小を求め、大

分県日出生台に1万人 

1.27  柳沢伯夫厚労相、「女性は子ど

もを産む機械」にたとえる発言 

1.29  東京地裁、従軍慰安婦番組改ざ

んをめぐる損害賠償裁判で、NHKに賠

償命令 

1.30  厚労省、14年ぶりに有効求人倍

率が1倍台を回復した、と発表 

1.31  名古屋地裁、原爆症認定の集団

訴訟で、原告勝訴の判決 

1.31  東京電力、保有する原子炉17基

のうち、13基について、国による定

期検査の際、のべ199件のデータ改ざ

んの偽装工作を行った、と発表 

 

２月 

2.7  連合、「パート労働者の集い」 

280人 

2.11  フォーラム平和･人権･環境など

、「建国記念日に反対する集会」、 1

,500人 

2.11  神社本庁など、「日本の建国を

祝う会」、1,500人 

１月 

1.14  長岡京市長選挙、小田豊

、再選 

1.14  第25回全国都道府県対抗

女子駅伝（西京極陸上競技場

―国立京都国際会館間）、京

都、3年連続11度目の優勝 

1.27  防災と地域福祉活動シン

ポジウム         

1.30  源氏物語千年紀委員会、

設立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.3  第４回アビリンピック京都

大会（京都高等技術専門校） 

2.3  北方領土返還要求第25回京

都府民大会（ビル葆光）、12

0人 

2.3  九条の会、小森陽一講演会 

2.4  社団法人京都モデルフォレ

１月 

1.5  京都労福協・京都労働運

動OBの会、2007年新年交歓

会(労館) 

1.5  京都総評、2007年新春旗

開き（ルビノ堀川） 

1.11  連合京都、2007年新春旗

開き（ブライトンホテル） 

1.22  京都総評、韓国非正規労

働センターとの交流会（労

館） 

1.26  綴喜地労協定期大会（田

辺・社会福祉センター） 

1.27  連合京都福知山地協委員

会（サンプラザ万助） 

1.27  京都総評第66回臨時大会

（労館） 

1.30  連合京都洛北地協委員会

（保養所かもがわ） 

1.30  連合京都洛南地協定期総

会（リーガロイヤルホテル

京都） 

1.30  国立病院裁判報告決起集

会（ハートピア京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.1  連合京都南山城地協委員

会（宇治市産業会館） 

2.1  連合京都洛西地協委員会

（京都弥生会館） 

2.2  京都府公務公共サービス

労働組合協議会（京都公務

労協）設立総会・レセプシ
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

2.13  最高裁、1979年の郵政省からの

懲戒免職処分は不当と判決（7人の郵

便局員の復帰が確定） 

2.16  国労･建交労など４者４団体、JR

採用差別満20周年集会（日本教育会

館）、2,600人 

2.19  ポーランドとチェコ、弾道ミサ

イル防衛システム（MD）の配備受け

入れを確認 

2.22  クラスター爆弾禁止国際会議（

～23日、ノルウエー・オスロ） 

2.26  全国ユニオン参加の派遣ユニオ

ン、スポット派遣大手のフルキャス

トと労働条件で初の労使協定を締結 

2.27  最高裁で、東京・日野市で校長

の命令を拒否して戒告処分を受けた

音楽教師の敗訴、確定 

2.28  東京電力の柏崎刈羽と福島の原

子炉での緊急停止を隠ぺいしていた

こと、が発覚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水協、ビキニデー集会(静岡）

、900人 

3.1  原水禁、ビキニデー集会(焼津）

、300人 

3.3  連合、07春季生活闘争中央決起集

会、1万6千人 

スト協会発足記念シンポジウ

ム（京大） 

2.8  関西経済団体連合会など、

第45回関西財界セミナー（～

９日、国立京都国際会館） 

2.10  民主党京都府連第９回定

期大会（ルビノ堀川） 

2.10  格差と貧困をなくそう！

憲法25条を今に生かすつどい

（同実行委主催、労館）、19

0人 

2.11  舞鶴市長選挙、斎藤彰、

初当選 

2.11  ｢紀元節・日の丸･君が代

」とたたかう京都集会（京都

会館） 

2.11  ｢建国記念の日不承認｣京

都府民のつどい（京大会館）

、110人 

2.11  京いきいきボランティア

まつり          

2.13  まちづくり市民会議など

、「京都景観ネット」結成集

会（ウイングス京都） 

2.15 格差と貧困をなくそう京都

実行委員会結成総会（労館） 

2.18  地球温暖化防止市民のひ

ろば2007（せいきょう会館） 

2.23  京都平和フォーラム第8回

総会（ハウスたけだ） 

2.23  京都地裁、在日無年金訴

訟で全面棄却の判決 

2.24  京都労福協、第16回囲碁

将棋大会（労館） 

2.24  第26回より豊かな学校給

食をめざす京都集会（京都ア

スニー） 

2.25  第18回全国車いす駅伝競

走大会（国立京都国際会館―

西京極陸上競技場間）、大分

A8連覇、京都B20位 

2.27  第２回関西労使会議・シ

ンポジウム（都ホテル大阪） 

 

３月 

3.2  第44回京都労働者福祉活動

者会議（京都国際ホテル） 

3.3  社会的ひきこもり・不登校

を共に学ぶシンポジウム 

3.5  第78回山宣墓前祭(宇治市

）170人 

ョン（ルビノ堀川） 

2.3  京交運第15回定期大会（

労館） 

2.6  京都総評、「社会保障の

再生と財源論を問う―社会

保障“改革”と負担増のゆ

くて」（労館） 

2.7  連合京都春季生活闘争開

始宣言集会（労館）、100人 

2.8  連合京都、京都経営者協

会への要請行動 

2.15  寺西過労死裁判勝利報告

集会（セントノーム） 

2.16  京都国鉄共闘会議総会（

京都駅前、６年ぶり） 

2.17  連合京都北部福知山地域

キャラバン(21日も、18日～

19日、たんご、20日舞鶴、2

1日亀岡) 

2.17  福祉保育労組結成20周年

記念レセプション(弥生会館

） 

2･18  連合京都たんご地協総会

（天橋立ホテル） 

2.18  宇城久地区労第41回定期

大会（宇治市産業会館） 

2.22  連合京都洛東地協委員会

（ウエスティン都ホテル） 

2.22  連合京都南部乙訓地域キ

ャラバン（23日、南山城） 

2.22  京都総評、全京都労働者

決起集会（労館）、170人 

2.24  京都職対連第24回定期総

会（労館） 

2.25  第47回はたらく女性の京

都集会（ハートピア京都）

、160人 

2.26  連合京都、京都労働局へ

の要請行動 

2.26  京都高退者連合第15回総

会（労館） 

 

 

 

３月 

3.1  連合京都女性委員会第18

回総会（労館） 

3.2  京都府農村労組第41回大

会（綾部市中央公民館） 

3.3  京教組第69回大会（教文

センター） 



- 3 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

3.5  ユニクロ、アルバイト・契約社員

2万人のうち5千人を正社員化する、

と発表 

3.6  全労連など、「なくせ！ワーキン

グプア､格差と貧困 安心できる雇用

と賃金！」を掲げ中央行動、8千人 

3.6  総務大臣、北海道夕張市が提出し

ていた財政再建計画を承認（同市は

、財政再建団体に正式に移行） 

3.9  派遣ユニオン、人材派遣大手のグ

ッドウィルに組合結成を通告 

3.9  1945年3月１0日の東京大空襲の被

災者など、国に損害賠償と謝罪を求

める訴訟を東京地裁に提訴 

3.13  政府、ホワイトカラー・エグゼ

プションの導入を見送り 

3.14  金属大手に賃上げ一斉回答、ト

ヨタと電機12社、1千円のベースアッ

プ 

3.14  大丸と松坂屋、統合を正式発表 

3.16  東京地裁、証券取引法違反の被

告・ライブドアの前社長の堀江貴文

に対し、懲役2年6月の実刑判決 

3.21  ワールド・ピース・ナウ、「武

力で平和をつくれないイラク占領丸4

年 WORLD PEACE NOW」、集会とデ

モ、2千人 

3.23  最高裁、代理母出産を実子と認

めぬ判決 

3.23  東京地裁、薬害C型肝炎訴訟で国

と製薬2社に賠償を命ずる判決 

3.24  連合・首都圏青年ユニオンなど

が参加した「反貧困ネットワーク準

備会」、貧困根絶をテーマに集会、 4

20人 

3.26  フジテレビジョン、ライブドア

を相手取り､377億円の損害賠償を求

める訴訟を東京地裁に提訴 

3.28  改正児童手当法、成立（4月1日

、施行、３歳未満は１万円に増額） 

3.30  文科省、06年度教科書検定で、

沖縄戦の集団自決への「軍強制」に

修正意見 

 

        ４月 

4.1  改正男女雇用機会均等法、施行 

4.2  米韓、自由貿易協定(FTA)で合意 

4.8  統一地方選挙前半戦 

4.17  長崎市の伊藤一長市長が、選挙

事務所前で、拳銃の銃弾2発を受け、

翌18日死亡 

3.9  3･8国際婦人デー京都集会

（同集会実行委主催、ハート

ピア京都） 

3.10  東山・花灯路(～21日) 

3.12  木津町､加茂町､山城町が

合併、木津川市誕生 

3.13  京都市議会、新景観条例

を採択（新規制の施行は9月1

日から） 

3.13  重税反対全国統一行動京

都行動、６千人 

3.17  九条の会京都、憲法セミ

ナー（立命館大学）、330人 

3.18  「ピースウェーブ京都」

、鴨川三条河川敷で集会､350

人、のち祇園石段下までピー

スウオーク 

3.19  国領五一郎墓前祭（黒谷

） 

3.21  NHK問題緊急シンポジウム

「NHK裁判、高裁判決を考え

る―権力からの自立を求めて

」（教文センター） 

3.22  第２回京都雇用創出活力

会議（府公館） 

3.25  登校拒否・不登校を考え

る京都連絡会、フォーラム「

今、いじめ、不登校を考える

」（ハートピア京都） 

3.26  第６回ケータイ国際フォ

ーラム(～29日、北京） 

3.29  京都労働者住宅生協第43

回臨時総会、清算報告が決議

され、解散 

3.30  新KYOのあけぼのプラン後

期施策、策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  京都府中小企業応援条例及

び京都府景観条例、施行 

4.1  京都弁護士会、会長に中村

利雄 

4.1  障害者自立支援法に異議あ

り、『応分負担』に反対する

3.7  相楽地労協第39回大会（

木津町東部交流会館） 

3.8  連合京都、春季生活闘争

・統一自治体選挙・参議院

選挙勝利総決起集会（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） 

3.15  中西印刷労組、第二日赤

労組、民医労、生協パート

労組、繊研新聞、京都放送

労組、通信労組がスト 

3.22 府労委、平成18年（不）第

2号近畿生コン不当労働行為

救済申立事件で、日々雇用

労働の供給依頼を再開し、

他の組合と平等に取り扱い

を行うとの請求を認容する

、命令 

3.22 07春の労働相談ホットライ

ン（～23日） 

3.25 交通労連同盟京滋交通運輸

労連第43回定期大会（労館

） 

3.25  京建労、春の総決起集会

（円山野外音楽堂） 

3.30  「国鉄闘争の勝利解決を

めざす京都決起集会」（キ

ャンパスプラザ京都）､180

人 

3.31  京ガス倒産争議・男女賃

金差別是正勝利、記念集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.12  京都総評、大分県労連な

ど五者で作る実行委、立命

館アジア太平洋大学での「

雇い止め」問題を考え、支

援する集い（教文センター

） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

4.22  統一地方選挙後半戦 

4.24  全国の小学6年と中学3年を対象

にした全国学力テスト実施（43年ぶ

り） 

4.25  財務省､2006年度の貿易統計を発

表（戦後初めて、最大の貿易国が、

アメリカから中国に移行したことが

判明） 

4.27  米シティーグループ、日興コー

ディアルグループへのTOB成立を発表

（買収金額は9200億円で外資では最

大） 

4.28  連合中央メーデー（代々木公園

）高木剛会長、｢最大の課題は格差社

会と二極化問題｣、と発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  全労連など、中央メーデー（代々

木公園）、４万２千人 

5.1  全労協など、中央メーデー（日比

谷野外音楽堂）、１万２千人 

5.3  許すな！憲法改悪・市民連絡会な

ど、憲法集会と銀座デモ、６千人 

5.3  自主憲法制定国民会議など、新し

大集会実行委、施行１年にあ

わせ、街頭集会（京都市役所

前）、のち円山公園までデモ 

4.2  全国初、京都式の総合就業

支援拠点「京都ジョブパーク

」、開設（連合京都・京都経

営者協会・京都府の共同運営

） 

4.8  統一地方選挙前半戦（府議

・京都市議） 

4.12  京都総評など、改憲手続

き法などに対する緊急の街頭

演説（京都市役所前）、250

人、のち四条河原町までデモ 

4.13  中国・温家宝首相、京都

訪問 

4.14  「京都市の景観条例」の9

月実施を受け、「“新しい景

観政策の実現をめざす”きょ

うと景観ネット」、シンポジ

ウム「歴史都市京都の保全・

再生をめざして！成果と課題

」（キャンパスプラザ京都) 

4.17  非核の政府を求める京都

の会第21回定期総会（ハート

ピア京都） 

4.22  統一地方選挙後半戦、向

日市長選挙､久嶋務、再選、

木津川市長選挙、河合規子、

初当選、京田辺市長選挙、石

井明三、初当選 

4.28  部落解放同盟京都府連合

会第54回定期大会（府部落解

放センター） 

4.28  京都革新懇第28回定期総

会（ハートピア京都） 

4.28  京都平和フォーラム、「

チェルノブイリ原発事故21年

京都のつどい」(京都YWCA) 

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） 

 

５月 

5.3  ｢5･3憲法集会実行委｣、平

和憲法60周年のつどい(京都

会館)、2,400人、のち、四条

河原町まで憲法ウオーク 

5.4  第40回アジア開発銀行年次

総会（～７日、国立京都国際

会館） 

4.18  府労委、平成16年（不）

第7号京都農業協同組合不当

労働行為救済申立事件で、

団交応諾、組合事務所の貸

与などを認容する命令（27

日、争議報告集会） 

4.26 京都医労連、医療充実を求

めての統一行動（府庁前）

、指名ストライキ者を含め2

00人 

4.28 第78回連合たんご地域メー

デー（野田川わーくぱる）

、850人 

4.29 第78回連合福知山地域メー

デー（福知山市厚生会館）

、１千人 

4.28 第78回連合舞鶴地域メーデ

ー（前島みなと公園）、800

人 

4.29 第78回連合綾部地域メーデ

ー（綾部市民センター）、4

00人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  第78回京都中央メーデー

（梅小路公園）、１万２千

人 

5.1  第78回全京都統一メーデ

ー（二条城前広場、8千人、

京都12会場で１万２千人） 

5.1  07春京都ユニオンネット
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

い憲法をつくる国民大会、800人 

5.6  フランス大統領選挙、民衆運動連

合のサルコジ候補、社会党のロワイ

アル候補を破って当選 

5.9  トヨタ自動車、2007年3月期連結

決算を発表、日本企業として初の２

兆円台の営業利益を計上 

5.13  沖縄平和運動センターなど実行

委、沖縄嘉手納基地包囲行動、１万5

千人 

5.14  憲法改正の手続きを定める国民

投票法、成立 

5.20  高知県・東洋町、核廃棄物処理

処分場拒否の条例案、全会一致で可

決 

5.21  離婚後300日を経ないうちに出産

した子供を、一律「前夫の子」とみ

なす民法の規定を、医師が証明すれ

ば、離婚後の再婚相手の子として認

める制度、全国区市町村でスタート 

5.23  米軍再編特措法、成立（再編交

付金支給など） 

5.25  正社員並みの労働条件のパート

労働者を、給与面などで差別を禁ず

るなどを規定した改正パートタイム

労働法、成立（施行は、2008年4月1

日） 

5.28  政治献金問題で追及されていた

松岡利勝農水大臣、自殺（現職閣僚

の自殺は、戦後初） 

5.29  総務省、4月の完全失業率（季節

調整値）は3.8%と発表（9年1カ月ぶ

りに４％を下回る） 

5.30  ILO第96回総会（～6月15日）、

持続可能な開発などについて討議 

 

 

６月 

6.1  求人の際、原則、年齢制限を禁止

する改正雇用対策法、成立 

6.1  改正防衛省設置法及び改正自衛隊

法、成立 

6.6  厚労省、訪問介護大手のコムスン

の不正請求で指定打ち切りを通知、

グッドウィル、コムスンの全事業を

グループ企業へ譲渡と発表（8月27日

、第三者委員会、コムスンの施設介

護事業の引受先をニチイ学館に決定

、9月4日、在宅介護、15事業者に売

却決定） 

6.6  第33回主要国首脳会議(～8日、ド

5.9  『府庁NPOパートナーシッ

プセンター』、開設 

5.12  九条の会アピールを支持

する京都医療人の会、総会と

講演会（佐高信）、250人 

5.19  「レイチェル・カーソン

協会」、レイチェル・カーソ

ン生誕100年記念行事・講演

会（思文閣会館） 

5.26 もの言えぬ 聞けぬ社会NO

！言論・表現の自由を守る京

都集会（労館） 

5.28  京都労福協第51回定期総

会・結成50周年記念祝賀会（

労館） 

5.29  ユニオントラベル第38回

総代会(労館） 

5.29  エル・ユニオン京都第6回

社員総会(労館) 

5.31  京都労働者総合会館第35

回評議員会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.1  京都勤労者学園第51回園員

総会・創立50周年記念式典・

祝賀会（労館） 

6.3  第52回京都母親大会（教文

センター）、900人 

6.3  京都地域人権運動連合会第

３回定期総会（みかげ会館） 

6.6  府成長力底上げ戦略推進円

卓会議（ブライトンホテル） 

6.6  『府きょうと食育ネットワ

ーク』、結成 

6.7  全労済2007年度中央ブロッ

ク地区集会（労館） 

ワーク、第17回京都地域メ

ーデー（三条河川敷）、230

人、のち、円山公園までデ

モ 

5.11  連合京都官公部門連絡会

・京都公務労協、より良い

公務と公共サービスをめざ

す府民対話集会（労館） 

5.18  京都医療第17回総会（労

館） 

5.19  京建労第55回定期大会（

京都テルサ） 

5.26  京都総評、第17回地域労

働運動研究・交流集会（～2

7日、保養所きよみず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.4  京都労働運動OBの会総会

（労館） 

6.6  連合京都、2007年安全衛

生学習会（労館）、講演「

職場環境改善ですすめるこ

ころの健康づくり」 

6.10  きょうと教組第18回定期

大会（ハートピア京都） 

6.13  連合京都、「参議院選挙

必勝決起集会」（シルクホ

ール）､1,200人 

6.14  連合京都、国際労働財団

招聘海外若手労組指導者東
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

イツ・ハイクゲンダム）、2050年ま

でに全世界的規模での温室効果ガス

排出量の半減を検討することで合意 

6.9  沖縄戦の歴史歪曲を許さない県民

大会（那覇市）、3,500人（6月末ま

でに、県議会及び41市町村で検定意

見撤回の意見書の採択） 

6.13  経産省、英会話学校最大手「NOV

A」に対し、一部業務停止命令 

6.18  全国11地裁に提訴されていた「

トンネルじん肺訴訟」、国と原告側

、和解 

6.18  牛肉偽装問題が発覚した「ミー

トホープ」内に、「北海道・苫小牧

ローカルユニオンミートホープ」分

会が、発足 

6.20  教育改革関連３法、成立 

6.22  連合、平和行動in沖縄（～25日

） 

6.30  天下りの根絶を目的とした公務

員制度改革関連法、成立 

6.30  社会保険庁改革関連法と年金時

効撤廃特例法、成立 

 

 

 

７月 

7,1  反貧困ネットワーク準備会、「も

うがまんできない、広がる貧困､7･

1集会」（社会文化会館）、630人 

7.3  久間章生防衛相、「米国の広島と

長崎への原爆投下はしかたがない

との発言により国民に誤解を与え

党に混乱をもたらした」、として

辞任を表明 

7.16  新潟県上中越沖を震源にしたマ

グニチュード6.8の地震、同県柏崎

市、刈羽村などで、震度６強を観

測、震源近くの柏崎刈羽原発で、

放射能漏れと火災など 

7.19  東京地裁、ニッポン放送株のイ

ンサイダー取引に問われた村上世

彰・村上ファンド前代表に実刑判

決 

7.29  第21回参議院選挙、民主党、第1

党へ（自民党、1955年の結党以来

、初めて参議院第1党の座を譲る） 

7.30  米下院、「従軍慰安婦」問題で

、日本の首相への謝罪要求決議、

可決 

 

6.7  第38回京都消費者大会 

6.10  京都市の教育を考えるつ

どい 

6.12  京都府生協連総代会 

6.17  民主党京都府連、時局講

演会「京都から、政治を変え

る！」決起集会2007（京都ホ

テルオークラ） 

6.21  原水協など、2007年原水

爆禁止平和大行進京都行進、

東京・広島コース入洛、（7

月1日、富山・広島コース入

洛、7月2日～5日、綾部・亀

岡府内行進、6月23日、京都

市内網の目行進） 

6.23  地球温暖化防止京都府民

会議総会（弁護士会館） 

6.24  南山城村長選挙、手仲圓

容・初当選 

6.25  「人間らしく生きたい」

京都集会（同実行委主催､労

館）､250人 

6.26  近畿労働金庫総会(大阪・

森ノ宮) 

 

 

７月 

7.1  京都府消費生活安全条例、

施行 

7.1  第39回京都保育のつどい～

みんなで子供の笑顔と平和な

未来（華頂短期大学）、750

人 

7.6  北方領土返還要求京都府民

会議、｢元島民の北方領土を

語る会｣（京都テルサ）、130

人 

7.6  市民のためのKBSをめざす

実行委、第23回総会（KBS） 

7.10  子育て支援条例、施行 

7.15  文化フォーラム、「日本

の時代劇文化を守ろう」(KBS

ホール）450人 

7.29  第21回参議院選挙、選挙

区(定数２名)、松井孝治(民

主)・西田昌司(自民)、当選

、他に成宮まり子（共産）が

、立候補 

7.29  第39回京都府原爆物故者

慰霊式典（霊山観音） 

7.31  第27回平和のための京都

アジアチーム受け入れ(～15

日) 

6.22  連合京都女性委員会・青

年委員会の連続講座、｢つく

ろう格差のない社会」コン

ト＆講演の夕べ（ウイング

ス京都）､210人 

6.22  連合京都、「デンキを消

して、スローな夜」夏至の

日行動 

6.27  京都年金者組合第19回大

会（社会福祉会館） 

6.28  京都高退者連合、囲碁・

将棋大会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.11  京都自治労連第71回定期

大会（労館） 

7.11  京都府農協労連第85回定

期大会 

7･14  化学一般京滋地本第45回

定期大会（亀岡ハイツ） 

7.24  私鉄総連京都地区協議会

第18回総会（京都タワーホ

テル） 

7.29  全印総連京都地連定期大

会（労館） 
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８月 

8.1  安倍首相、赤城徳彦農水大臣を更

迭（「政治と金」の問題で） 

8.3  原水協など原水爆禁止2007年世界

大会(～9日、広島―２千人、長崎

―7千人) 

8.3  原水禁など被爆62周年原水爆禁止

世界大会（～9日、広島―6,500人

、長崎―3,700人） 

8.3  厚労省、労働経済白書を発行（実

質賃金減少や労働時間延長の実態

を報告） 

8.3  厚労省、人材派遣大手フルキャス

トの違法派遣につき、全事業所に 1

0日～１カ月以上の業務停止命令 

8.4  連合、平和行動in広島（～６日、

７～９日、長崎） 

8.6  第62回原爆死没者慰霊並びに平和

祈念式（広島平和記念公園） 

8.7  参議院、民主党の江田五月議員、

議長就任 

8.8  人事院、9年ぶりに月例給与の引

き上げを勧告 

8.16  埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市

で、摂氏40.9度（74年ぶりに最高

気温を更新） 

8.17  米サブプライム問題に起因する

連鎖株安で日経平均874円下落、円

急騰 

8.20  厚労省、2006年度の育児休暇取

得率を発表、男性0.57%、女性88.5

% 

8.28  厚労省、｢ネットカフェ難民｣の

初の実態調査､全国で5,400人､うち

､2,700人が非正規労働者、2,200人

が非就労、1カ月未満の短期派遣労

働者の平均月収は13.3万円、35歳

未満が68.8%と、発表 

 

９月 

の戦争展（～8月6日、立命館

大学国際平和ミュージアム） 

7.31  京都弁護士会、新景観条

例の9月1日施行を前に、「新

景観政策の意義と課題を考え

る」シンポジウム（京都弁護

士会館）、110人 

7.31  全労済近畿京都府本第32

回総会（労館） 

 

 

８月 

8.3  「比叡山宗教サミット20周

年」（～4日、比叡山延暦寺

）、２千人 

8.12  井出町長選挙、汐見明男

、4選 

8.20  第15回京都労使海外労働

経済事情調査団（～26日）、

19人、ポーランド・チェコを

視察 

8.23  京都府子ども議会 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難62周年追悼

集会」（殉難の碑前） 

8.31  ドイツ・メルケル首相、

京都訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.3  京都総評、最低賃金引き

上げを求め京都労働局への

要請行動 

8.5  JMIU京滋地本定期大会（

滋賀県） 

8.10  全農林近畿地本第36回定

期大会（大阪・エルおおさ

か） 

8.11  JR西労組第16回地方本部

大会(弥生会館) 

8.12  京都新聞労組結成50周年

記念祝賀会 

8.23  働くもののいのちと健康

を守る京都センター第９回

定期総会（労館） 

8.24  出版労連京都地協定期大

会（コープイン京都） 

8.25  JR西労組福知山地本第17

回大会（中丹勤労者福祉会

館） 

8.25  京都ヘルパー連絡会第２

回総会(労館） 

8.30  電機連合京都地協第19回

定期大会（ぱるるプラザ） 

8.31  京都職対連、第13回わい

わいヘルシーカーニバル（

教文センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 
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9.5  国際労働組合総連合アジア太平洋

地域組織、結成総会（インド・バ

ンガロール） 

9.10  臨時国会召集、安倍首相、所信

表明演説 

9.12  安倍首相、緊急記者会見で辞意

表明 

9.14  日本の月探査衛星「かぐや」打

ち上げに成功 

9.16  総務省、高齢化率21.5%で、「超

高齢社会到来」、と発表 

9.19  国交省、2007年の基準地価（7月

1日現在）を発表、商業地、16年ぶ

りに上昇 

9.21  連合、平和行動in根室 

9.23  安倍普三首相退陣に伴う、自民

党総裁選挙で福田康夫、麻生太郎

を破って総裁に 

9.24  全労協第19回提起全国大会(～25

日)、議長＝藤崎良三、事務局長＝

中岡基明 

9.25  福田内閣発足 

9.27  国税庁、2006年中に民間企業で

働く人が得た平均給与を発表、前

年比１万９千円の減（９年連続の

ダウン） 

9.29  沖縄戦の集団自決に日本軍の強

制があったとする表現を修正させ

た高校日本史の教科書検定問題を

巡り、検定意見撤回を求める沖縄

県民大会に11万6千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4  近畿２府４県の府県議会議

員有志、「関西観光振興議員

連盟」を結成 

9.5  「国保料引下げ25万人署名

実行委」結成総会 

9.8  京都労福協、『50周年記念

北部講演会』（マリアージュ

玉姫殿福知山) 

9.8  京都私立病院協会など、府

民フォーラム「療養病床再編

を斬る！だから療養病床は必

要だ!」（京都府医師会館）

、300人 

9.10  京都労福協・京都勤労者

学園創立50周年記念講演会（

シルクホール）、640人 

9.13  京都市人事委員会報告と

勧告、月例給について据え置

きなど 

9.13  京都府社会福祉大会（京

都テルサ） 

9.14  関西電力総連第27回定期

大会（リーガロイヤルホテル

京都） 

9.14  全トヨタ労連第36回定期

大会（国立京都国際会館） 

9.15  京都社会保障推進協議会

第29回総会（中小企業会館） 

9.15  SKYふれあいフェスティバ

ル 

9.19  京都の地価、住宅地17年

ぶりに上昇、商業地は２年連

続の上昇 

9.20  京都府地域・職域連携推

進会議（健康づくり） 

9.21  「公契約リビングウェイ

ジ運動をすすめる京都懇談会

」結成総会（労館）  

9.22  日本国民救援会京都府本

部第46回大会（保養所きよみ

ず） 

9･23  第18回核戦争に反対し、

核兵器の廃絶を求める医師・

医学生のつどい、20周年記念

行事全体会（立命館大学） 

9.23  第33回国際婦人年京都集

会（ウイングス京都） 

9.28  京都憲法会議総会（コー

プイン京都） 

9.29  コンシュマーズ京都、第3

8回京都消費者大会（コープ

9.1  京都総評第67回定期大会

（労館）、議長＝岩橋祐治

、事務局長＝河合秀明 

9.1  中京フレンドユニオン結

成総会（コープイン京都） 

9.2  連合京都市内地協合同、

クリーンキャンペーン、250

人 

9.2  自立労連連合総会 

9.8  京都医労連第85回定期大

会(労館） 

9.9  建交労京都府本部第9回定

期大会（京都高齢者会館） 

9.9  福保労京都地本第35回定

期大会（中小企業会館） 

9.9  郵産労京都総会（労館） 

9.14  パートネット第3回総会

（労館） 

9.16  国労京滋地本第19回定期

大会（六孫王会館） 

9.20  京交第79回定期大会(国

際交流会館) 

9.21  京都総評青年部第5回定

期大会（労館） 

9.22  情報労連京都地協第19回

大会（京都タワーホテル） 

9.22  京都府電力総連第21回定

期大会（京都タワーホテル

） 

9.22  JAM京滋統合大会（京都

国際ホテル） 

9.22  京都総評、「京都労働者

憲法闘争交流集会」、100人 

9.23 運輸労連京都府連第40回大

会（キャンパスプラザ京都

） 

9.23  合同繊維第79回定期大会

（労館） 

9.26  亀岡地労協定期大会（教

育会館） 

9.27  自治労京都府本部第71回

定期大会（ウィングス京都

） 

9.29  通信労組京都支部第６回

大会（長岡京市中央生涯学

習センター） 

9.29  「働き方を見直す京都9

月集会（～30日、労館）、

のべ250人 

9.30  舞鶴地労協定期大会（西

総合会館） 
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

 

 

１０月 

10.1  日本郵政公社が分割民営化し、

日本郵政グループとしてスタート 

10.11  連合第10回定期大会、非正規労

働センター設置を確認（15日、同

センター発足）、会長＝高木剛、

事務局長＝古賀伸明 

10.15  野村ホールディングス、米サブ

プライム問題で、1,456億円の損失

計上と発表 

10.19  三重県伊勢市の保健所、もち菓

子の老舗「赤福」に対し、製造年

月日を偽って表示したとして、無

期限の営業停止処分(10月24日、秋

田県大館市の食肉加工・製造会社

「比内鶏」、製品偽装について陳

謝、10月28日、福岡県、大阪市の

料亭「船場吉兆」に、菓子や惣菜

類の販売自粛などの勧告書を交付 ) 

10.22  JPUと全郵政の統一により「日

本郵政グループ労働組合」（JP労

組）発足、22万人 

10.26  静岡地裁、浜岡原発の耐震性を

理由に停止を求めた訴訟提起に対

し、停止を認めない判決 

10.28  全労連など実行委、「ストップ

改憲！許すな消費税増税！なくせ

貧困！いのちとくらし・雇用を守

れ国民大集会」4万2千人 

10.28  名古屋高裁、過労や中部電力上

司のパワーハラスメントなどが、

自殺の原因である、と認定し、遺

族補償年金の不支給処分を取り消

し 

10.28  英会話学校NOVA経営破たん、会

社更生法を大阪地裁に申請 

10.30  日本障害者協議会など、「今こ

そ変えよう！自立支援法全国大フ

ォーラム、6,500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イン京都） 

 

１０月 

10.3  憲法・京都共同センター

など、新テロ特措法制定反対

の街頭演説会（京都市役所前

）、140人、のち、四条河原

町までデモ 

10.3  京都リベラル労組懇、海

外研修 

10.5  全労済京都府本部・京都

勤労者生活協同組合創立50年

記念式典（金剛能楽堂、レセ

プション・ブライトンホテル

） 

10.6  自由法曹団京都支部、『

自衛隊の実態と改憲がもたら

すもの』（こどもみらい館） 

10.6  障害者自立支援法に異議

あり！応益負担反対実行委、

施行から2年目に当たり、応

益負担の撤回を求め街頭演説

（京都市役所前）、のち四条

河原町まで、700人パレード 

10.6  第５回京都学生祭典（～7

日、岡崎グランド一帯） 

10.10 「京都市政刷新の会」、市

長選挙をめざす市民大集会（

みやこメッセ）、4,500人 

10.12 府人事委員会、府職員の給

与等に関する報告と勧告、20

歳代の給与月額の引き上げを

勧告 

10.13 京都原水協結成50周年記念

祝賀会（平安会館） 

10.13 第19回KYOのあけぼのフェ

スティバル2007（～14日、京

都テルサ） 

10.14  精華町長選挙、木村要、

再選 

10.14 京都労福協、第7回勤労者

スポーツフェスティバル（丹

波自然運動公園） 

10.20 21世紀第７回京都高齢者大

会(労館)、490人 

10.20 京都革新懇、澤地久枝講演

会（シルクホール）、500人

  

10.23 第３回京都雇用創出活力会

議（府公館） 

10.28 亀岡市長選挙、栗山正隆・

 

 

１０月 

10.2  KBS労組、組合申請の会

社更生法終結決定、交流集

会（KBS） 

10.2  京都総評、秋の学習会、

高齢者医療保険制度ってな

んや？（労館） 

10.3  京都労働相談センター第

９回総会（労館） 

10.4  京水労第79回大会（ウイ

ングス京都） 

10.4  自交総連京都地連第59回

定期大会(京都工業会館) 

10.5  京都高退者連合、「高齢

社会を考える京都集会」、1

20人 

10.6  働く女性の教育ワークシ

ョープ@京都(～8日) 

10.10  京都競輪労組第50回定

期大会（京都テルサ） 

10.13  京都国公定期大会、の

ち結成50周年記念祝賀会（

京都タワーホテル） 

10.13  全国一般京都地本第53

回定期大会（労館） 

10.17  山科地区労第62回定期

大会（山科区役所） 

10.18  左京地区労第35回定期

大会（教文センター） 

10.19  UIゼンセン同盟京都府

支部第６回定期総会（労館

） 

10.19  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、府への2008

年度自治体政策要請行動(ル

ビノ堀川、26日、京都市) 

10.25 第４回連合京都議員フォ

ーラム総会（京都国際ホテ

ル） 

10.26  伏見地区労定期大会（

呉竹文化センター） 

10.27 基幹労連京都府本部第５

回定期中間大会（与謝の荘

） 

10.31  京都地裁、地位保全な

どを求めたエムケイ乗務員

の仮処分申請を認め、雇用

継続と賃金仮払いを命令 
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  石破茂防衛相、テロ対策特措法

の期限切れに伴い、インド洋で給

油活動に従事していた海上自衛隊

の補給艦などに、撤収命令 

11.1  最高裁、三菱広島徴用工被爆裁

判（戦後補償裁判）で、広島高裁

判決通り、アジアの戦争被害者へ

の手当不支給は違法であるとして

、国の損害賠償を認める初の判決 

11.1  連合、2008年春季生活闘争討論

集会(ホテルラングウッド） 

11.9  改正被災者支援法、成立（住宅

本体の再建にも支援など） 

11.9  厚労省、2006年年パートタイム

労働者総合実施調査結果を発表、

パート労働者の全体労働者に占め

る比率が､30.7%で、1,148万人 

11.13  参議院本会議で、国会同意人事

案件を採決し、労働保険審査会な

ど3機関の3人について、否決（同

意人事案件の否決は56年ぶり） 

11.14  石油情報センター、レギュラー

ガソリンが1リットル=150円を突破

、と発表 

11.15  文科省の調査結果、全国の小中

高校が把握したいじめの件数が、 1

万5千件に上ることが判明 

11.21  社民党の福島瑞穂党首、無投票

で３選 

11.28  連合と政府の政労会議、格差是

正の法整備などで意見交換 

11.28  改正最低賃金法と労働契約法、

成立 

11.28  東京地検、守屋武昌前防衛次官

を収賄容疑で逮捕 

11.30  名古屋高裁、トヨタ社員の過労

死を認定、改善活動などは業務と

認定 

11.30  JR不採用問題で国労・建交労な

ど、全国集会、7,300人 

 

再選 

10.28 京都女性９条の会、改憲反

対大パレード（四条河原町～

京都市役所） 

10.28 第25回全日本大学女子駅伝

対校選手権大会で、立命館大

学、２年連続４回目の優勝 

 

 

１１月 

11.3  「いのちくらし・平和・

今こそ憲法」(大谷ホール）

、650人、のち京都市役所前

までデモ 

11.3  第15回東九条マダン（同

実行委主催、京都市立山王小

） 

11.7  府など、『仕事と子育て

の両立応援フォーラムin京都

』（京都ガーデンパレス） 

11.10  日本郵政グループ労組近

畿地方本部結成大会（大阪・

ベイタワーホテル） 

11.14  公契約リビングウエイジ

運動をめぐる京都懇談会、「

公契約フォーラム」（京都テ

ルサ） 

11.21  京大・山中伸弥教授、人

の皮膚から万能細胞を作るこ

とに成功と米科学雑誌に発表 

11.23  京都社保協など、ストッ

プ貧困、守ろう社会保障府民

のつどい（円山野外音楽堂）

、1,800人、のち、京都市役

所前までデモ 

11.23  新日本婦人の会京都府本

部第34回定期大会(労館） 

11.25  ピースウオーク京都、中

村哲講演会（京都ノートルダ

ム女子大学） 

11.26  きょうと健やか21推進府

民会議総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.31  京都総評、「京都市長

選挙の勝利をめざす要求交

流集会」 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.2  連合京都第10回定期大会

(労館）、新会長に木村幹雄

、初の女性副委員長に大湾

みどり、事務局長＝細田一

三 

11.2  乙訓地労協第56回定期大

会（向日町会館） 

11.2  府労委、平成18年（不）

第3号京都生活協同組合不当

労働行為救済申立事件で、

団交応諾、雇用契約の解約

の撤回を求める請求を認容

する、命令 

11.5  京滋フード連合第６回定

期大会（京都タワーホテル

） 

11.7  京都自治労連結成60周年

記念レセプション（ロイヤ

ルホテル） 

11.8  「年金者一揆」（東本願

寺前）、250人、のち、四条

大宮までデモ 

11.15  京都総評、「07秋の府

市民総行動」、府への個人

請願行動など、450人 

11.15  宮津地労協第55回定期

大会（歴史の館） 

11.16  京都総評、全京都地域

総行動 

11.16 民主リベラル京都労組懇

談会第9回定期総会(京都国

際ホテル） 

11.16 「JR差別採用」全面勝利

を迫る京都駅前大街頭演説

会､200人 

11.17 第3回パート・非常勤・派

遣労働者のつどい（せいき

ょう会館） 

11.18 京都総評女性部第17回定

期大会（せいきょう会館） 

11.18 第8回ホームヘルパーのつ
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１２月 

12.1  米艦載機の厚木から岩国の移転

に反対する「国の仕打ちに怒りの 1

万人集会in錦帯橋」、１万１千人 

12.2  キャンプ座間への米陸軍第1軍団

司令部の移駐に反対する「戦争司

令部ノー爆音も原子力空母もゴメ

ンだ！首都圏大集会」、１万３千

人 

12.11  東京高裁、東京都葛飾区でのマ

ンション政党ビラ配布事件で、逆

転有罪判決 

12.12  社会保険庁、加入期間不足での

無年金者が118万人となるとの推計

、を発表 

12.13  神奈川県警と海自警務隊、海上

自衛隊のイージス艦情報流出事件

で、日米相互防衛援助協定に伴う

秘密保護法（1954年施行）違反容

疑で、横須賀基地業務隊３佐を逮

捕（同法を適用し、立件されたの

は初めて） 

12.19  日本経団連・経営労働政策員会

報告（家計の購買力への配慮と賃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  京都中小企業九条の会発

足２周年記念講演・辻井喬（

府中小企業会館）、300人 

12.1  地球温暖化防止京都会議

開催10周年記念事業、「京都

議定書シンポジウム」 

12.7  新テロ特措法案を廃案に

、恒久法を許すな街頭演説（

京都市役所前）＆デモ（四条

河原町まで）、110人 

12.7 第54回不戦のつどい、わだ

つみ像前集会（立命館大学国

際平和ミュージアム）、150

人 

12.9  第37回憲法と人権を考え

る集い（シルクホール） 

12.14  連合第18回労働トップフ

ォーラム（奈良・橿原ロイヤ

ルホテル） 

12.15 日本機関紙協会京滋地本第

58回定期総会（機関紙会館） 

12.19  2007年度京都高退者連合

･組織代表者会議講演会 

どいin京都2007（キャンパ

スプラザ京都） 

11.22 KBS会社更生法終結を祝う

つどい（KBSホール）、180

人 

11.23 第18回京都国鉄まつり（

六孫王会館） 

11.25 交通労連京都府支部第22

回定期大会（労館） 

11.27 地域ユニオン交流集会（

労館） 

11.28 連合京都、陝西省総工会

友好訪日代表団受入 

11.29 中京地区労定期大会(近畿

高等看護学校ホール） 

11.30 連合京都金属部門連絡会

第1回代表者会議（～12月1

日、ユニバーサル造船舞鶴

事務所） 

11.30 丹労連第14回定期大会（

教育会館） 

11.30 北上地区労第40回定期大

会(京都アスニー) 

11.30  船井地労協定期大会(園

部・国際交流会館) 

 

 

１２月 

12.4 南地区労定期大会（京建労

） 

12.5 連合京都、「STOP THE格

差社会！」街頭行動（四条

河原町） 

12.5 部落解放京都地方共闘会議

第30回総会（府部落解放セ

ンター） 

12.5 京都自交総連60年誌発行記

念レセプション(メルパルク

) 

12.6 07秋の労働相談ホットライ

ン（～７日） 

12.6 綾部地労協第60回定期大会

(建築会館) 

12.8 2008年京都国民春闘共闘会

議発足集会・討論集会（～9

日、琵琶湖リゾートクラブ

） 

12.10 京都交運労協第16回定期

大会（京都国際ホテル） 

12.12 東山地区労定期大会(保養

所きよみず) 
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

上げ容認を示唆） 

12.22  首都圏青年ユニオンなどの呼び

かけ、「反貧困たすけあいネット

ワーク」結成総会 

12.27  厚労省、2007年組合基礎調査結

果報告、組合員数1,008万人で13年

ぶり増、労働組合組織率18.1%(前

年比0.1ポイント低下) 

12.26  文科相の諮問機関「教科用図書

検定調査審議会」、沖縄戦の集団

自決に日本軍の強制があったとの

記述の復活を認める 

 

 

 

12.23  男子第58回、女子第19回

全国高校駅伝競走(西京極陸

上競技場）、男子優勝・仙台

育英、洛南21位、女子優勝・

立命館宇治 

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） 

12.27   府、6月末現在の府内

労働組合基礎調査結果を発表

、組合数1,451組合、組合員

数192､666人、推定組織率19.

5%で、それぞれ前年より、22

組合減､919人増､0.2ポイント

減 

 

12.18 西右京地区労定期大会(右

京区役所) 

12.21 京都総評、08年予算につ

いての府への要請行動(翌年

1月16日､京都市) 

12.25 連合京都、山田府知事へ

雇用環境の改善などを重点

要請(27日、桝本京都市長へ

) 

                     

                     

                     

                     

                        

                     

                                                    

             

                 


