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     ２００９（平成２１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  改正国籍法施行（日本人の父と外

国人の母をもつ婚外子の日本人国籍

習得要件を緩和） 

1.1  ロシア、ウクライナへの天然ガス

供給を停止（6日、欧州向けも。19日

、両国、新協定に合意。20日、欧州

向け再開） 

1.2  2008年の全国の交通事故死者数､

昨年より500人少ない5,200人（８年

連続の減少） 

1.3  イスラエル軍、パレスチナ自治区

ガザに地上侵攻（8日、国連安保理、

即時停戦を求める決議採択、10日、

アムネスティなど、即時停戦を求め

都内パレード―1,400人、21日、イス

ラエル軍、撤退） 

1.5  日比谷公園での年越し派遣村、閉

村、入村者500人(15日、派遣法の抜

本的改正を求める集会、400人) 

1.6  トヨタ、国内全工場（12カ所）に

おいて11日間休業する、と発表(17日

から一斉休業入り) 

1.7  参議院本会議、雇用と住居など国

民生活の安定を確保する緊急決議を

採択 

1.9  米労働省、2008年12月の雇用統計

(季節調整済み)を発表、非農業部門

の就業者数は前月より52万人減、同

年の１年間では259万人減､1945年に

次ぐ最大の減 

1･13  民間調査会社の帝国データバン

ク、2008年の企業倒産数(1,000万円

以上)は、１万３千件で、比較可能な

2001年以降で最多となった、と発表 

1.15  連合と日本経団連の首脳会談、

雇用安定・創出に向けた労使共同宣

言を発表 

1.15  米旅客機,NY・ハドソン川に不時

着､155人全員救出 

1.16  ホンダ、期間従業員ゼロに（国

内自動車メーカー、２万３千人の非

正規従業員を削減へ） 

1.18  日系ブラジル人ら、“雇用”と

“教育”のチャンスを、とデモ、350

人 

1.19  段ボール最大手のレンゴー、派

遣社員を４月から正社員化する、と

発表 

1.20  １月の月例経済報告、「急速に

１月 

1.11  第27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）、京都

５年連続13度目の優勝 

1.12  福祉要求運動をすすめる

京都市実行委、「京都未来ま

ちづくりプラン」に抗議する

パレード（京都市役所前～四

条河原町）、250人 

1.15  京都商工会議所、第１回

京都観光文化検定試験（京都

検定）を実施 

1.24  「第39回京都教育センタ

ー研究集会」(～25日､教文セ

ンター）200人 

1.29  「派遣切り、雇い止めに

抗議する!生活と雇用、営業の

危機突破をめざす緊急行動」

（同実行委主催、府庁前など

）、170人 

1.30  中小商工業全国交流研究

集会(中小企業会館) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

1.5 京都労福協・京都労働運動O

Bの会、2009年新年交歓会(

労館） 

1.5 京都総評、2009年新春旗開

き（ルビノ堀川） 

1.9 連合京都、2009年新春旗開

き（ウエスティン都ホテル

） 

1.10 京都民医連など、「新春の

つどい」、元経済同友会代

表の品川正治講演会、330人 

1.24 連合京都福知山地協委員会

（マリアージュ） 

1.24 連合京都たんご地協委員会

（天橋立ホテル） 

1.24 京都総評第69回臨時大会（

労館） 

1.25 連合京都舞鶴地協第10回定

期（中間）総会（舞鶴勤労

福祉センター） 

1.27  連合京都乙訓地協委員会

（バンビオ1番館） 

1.28 大美堂争議報告集会（大美

堂） 

1.29 連合京都南山城地協委員会

（宇治市産業会館） 

1.30 連合京都洛南地協解散総会

（リーガロイヤルホテル京

都） 

1.30 綴喜地労協第44回定期大会

(京田辺勤労者福祉会館) 

1.30 第４回地域ユニオン交流集

会（ライオン） 

1.31 連合京都綾部地協委員会（

ITビル） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

悪化している」に下方修正（1975年

以降初めて） 

1.20  主要11社のチェーンストア、売

上高、｢1998年以降、11年連続で前年

を上回り、百貨店の売上高を初めて

上回った｣、と発表、売上高のトップ

は、スーパーマーケット） 

1.25  東京地裁、京品ホテルで自主営

業を続けていた東京ユニオン組合員

らに退去の強制執行命令 

1.27  第９回世界社会フォーラム(～2

月1日、ブラジル・ベレン)、10万人 

1.28  フランス、雇用保護や賃上げを

求めて主要８労組呼びかけのゼネス

ト、250万人 

1.29  連合、雇用の創出とセーフティ

ネットを求める緊急集会、720人 

1.29  インドネシア人の介護福祉候補1

01人、日本の社会福祉施設での就労

を開始（日本との経済連携協定によ

るもの） 

1.30  厚労省、2008年10月から2009年3

月までに職を失うか、失うことにな

る非正規労働者数は、12万人を上回

る（1月26日時点）、と発表 

1.30  厚労省、“2009年春卒業予定の

大学生や高校生などのうち、企業か

ら採用内定を取り消された人が､1､21

5人（１月23日時点）”、と発表 

 

２月 

2.3  東京高裁、村上世彰（旧証券法違

反）被告に、懲役２年、執行猶予３

年の判決（東京地裁の実刑判決の取

り消し） 

2.3  日銀、総額１兆円規模で銀行保有

株式の買い取りを再開（４年４カ月

ぶり） 

2.10  連合、春季生活闘争開始宣言中

央集会（日比谷公会堂）、2,300人 

2.11  「建国記念日」に反対し、思想

・信教の自由を守る連絡会集会、300

人 

2.13  全労連など、「なくせ貧困！仕

事よこせ！守ろう雇用と暮らし！国

民要求実現中央集会」（日比谷野外

音楽堂）､7,500人 

2.16  JR採用差別事件で、４者４団体

による集会、400人、公明党初参加 

2.25  『反貧困ネットワーク』、“大

企業は安易に労働者の首を切るな”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.1  宇治田原町長選挙、奥田光

治、３選 

2.3  京障連など、学習会・「障

害者自立支援法はどのように

見直されたか」（京都テルサ

） 

2.5  関西経済団体連合会など、

第47回関西財界セミナー（～6

日、国立京都国際会館） 

2.7  北方領土返還要求第27回京

都府民大会（労館） 

2.9  第６回アビリンピック京都

大会（京都高等技術専門校） 

2.11  部落解放京都地方共闘会

議、2･11京都集会（府部落解

放センター） 

2.11  第43回“建国記念日”不

承認京都府民のつどい（キャ

ンパスプラザ京都） 

2.14  「京都ジャーナリスト９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.2 連合京都洛西地協解散総会

（アークホテル） 

2.3 中央労働委員会、京都農協

に対し、京都農協労組との

団交拒否、同労組員への脱

退強要などを不当労働行為

と認定する命令書の交付 

2.4 相楽地労協第41回定期大会(

木津町東部交流会館) 

2.6 連合京都洛北地協解散総会

（保養所かもがわ） 

2.6 京交運第18回定期大会（労

館） 

2.11 京都総評など、「なんでも

連帯ひろば」（川端診療所

など２カ所）、110人 

2.12 連合京都、2009年春季生活

闘争開始宣言集会（労館）

、450人 

2.14  京都職対連第26回総会（
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

日本経団連前抗議行動、150人 

2.27  厚労省が、発表した1月の有効求

人倍率は0.67倍で、2003年9月の水準

へ 

2.27  福岡高裁那覇支部、沖縄・嘉手

納基地周辺住民が求めた過去の騒音

被害に対する損害賠償の件で、１審

判決のWECPN値（うるささ指数）「85

以上」を、「75以上」に引き下げる

、との判決（賠償地域が拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  キャノン非正規労働組合宇都宮支

部やJMIUいすゞ自動車支部など６労

組、非正規雇用労組栃木、を結成 

3.1  原水協、ビキニデー集会、焼津で

1,500人 

3.2  原水禁, ビキニデー集会、静岡で

400人 

3.2  NY株式市場のダウ平均株価、11年

４カ月ぶりに7､000ドルの大台を割り

込む 

3.3  連合と日本経団連、雇用安定・創

出に向けた共同宣言で合意、厚労相

などに要請 

3.3  東京地検、小沢一郎の資金管理団

体「陸山会」の大久保公設第一秘書

を政治資金規正法違反容疑で逮捕 

3.4  全国ユニオンなどの、『格差是正

と派遣法改正を実現する連絡会』、

院内集会、160人（5月14日、１千人

） 

条の会」結成の集い（レスト

ランおおたや） 

2.19  第46回京都労働者福祉活

動者会議（京都ブライトンホ

テル） 

2.21  第28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）、200人 

2.22  民主党京都府連第11回大

会(リーガロイヤルホテル京都

） 

2.22  第20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）、優勝、

京都A 

2.27  水俣不知火患者の会員で

、京都・滋賀・大阪などに在

住の12人、大阪地裁に、賠償

訴訟を提起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.3 京都ジョブパーク「がんばれ

京都！就職フェア」 

3.4 京都平和フォーラム第10回総

会（ハウスたけだ） 

3.5 第80回山宣墓前祭(宇治市）3

00人 

3.11 第8回ケータイ国際フォーラ

ム 

3.11 障害者自立支援法公判第１

回口頭弁論報告集会（京都弁

護士会館）、150人 

3.13 東山花灯路2009（～22日） 

3.13 「重税反対統一行動」で、

京都府内23カ所、5,500人 

3.13 福祉要求運動をすすめる京

都市実行委、「京都まちづく

りプランについて、京都市に

説明を求める懇談会｣（ハート

ピア京都）120人 

3.15 国領五一郎を顕彰する京都

京都アスニー） 

2.15 宇城久地区労第43回大会（

宇治市産業会館） 

2.16 連合京都、京都経営者協会

への春季生活闘争要請行動

（ホテルグランヴィア京都

） 

2.16 09春の府市民総行動（同実

行委主催、府庁周辺など）

、120人 

2.18  連合京都洛東地協解散総

会（ウエスティンホテル都

） 

2.19  連合京都、京都労働局へ

の要請行動（京都労働局） 

2.22  第49回「はたらく女性の

京都集会」（同実行委主催

、京都テルサ、湯浅誠講演

）、350人 

2.24  連合京都、北部キャラバ

ン（～26日） 

2.26  連合京都亀岡地協定期総

会（玉川楼） 

2.26  京都高退者連合第17回総

会（労館） 

2.27  連合京都、南部キャラバ

ン・南山城地域（3月3日、

乙訓地域） 

 

 

３月 

3.2 京労委平成19年（不）第３

号第１上田清掃及び平成20

年(不）第２号第２上田清掃

不当労働行為救済申立併合

事件で、賞与の不利益取り

扱いを認定し、一部救済命

令 

3.4 京都府農村労組第43回大会

（綾部市中央公民館） 

3.6 連合京都、2009年春季生活

闘争勝利総決起集会（円山

野外音楽堂）、３千人 

3.6 連合京都女性委員会、国際

女性デー統一行動、街頭情

宣（四条河原町）  

3.7 京教組定期大会（教文セン

ター）、のち結成60周年記

念祝賀会（からすま京都ホ

テル） 

3.7 京都私教連定期大会（龍谷



- 4 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

3.4  定額給付金関連法成立（6日、給

付開始） 

3.5  全労連など春闘総行動、３千人 

3.5  厚労省、生活保護受給者165万人

で前年同月比、8,8万人増加、と発表 

3.5  ソマリア沖の海賊対策に海上自衛

隊の派遣を閣議決定(13日、浜田防衛

相、海上自衛隊に派遣命令) 

3.7  連合､09闘争中央総決起集会（明

治公園）、１万６千人 

3.9  日弁連、派遣切り・雇い止めホッ

トライン、実施 

3.10  東証日経平均株価の終値7,054円

（26年５月ぶりの安値水準） 

3.11  サルコジ仏大統領、43年ぶりに,

NATOへの復帰を表明 

3.18  日銀、国債買取を1.8兆円に増額 

3.18  日本マクドナルド直営店の店長

への残業代不支給問題、東京高裁で

、同店長は管理職ではないと確認し

、４年半分の残業代を和解金として

支払う、ということで和解 

3.18  金属大手に賃上げ一斉回答（軒

並みゼロ回答） 

3.18  名古屋高裁金沢支部、１審の「

耐震設計に問題がある」として、北

陸電力志賀原発２号機の差し止めを

認めた判決を破棄 

3.23  政労使３者による雇用対策に関

する協議、日本型ワークシェアリン

グの推進など雇用の確保・創出に向

けた協力で一致、合意は７年ぶり 

3.23  郵産労、全国25拠点で初の全国

一斉時限ストを実施 

3.23  広島電鉄労組、全契約社員の正

社員化、賃金制度一本化で経営側と

合意(10月から実施) 

3.23  第２回ワールドベースボールク

ラシック決勝戦、日本、韓国を破り

、２連覇 

3.24  神奈川県で、受動喫煙防止条例

、成立 

3.25  東京高裁、国労組合員304人によ

る訴訟で、採用差別があった、と認

定 

3.27  非正規労働者の救済を柱とした

改正雇用保険法、成立 

3.27  政府、北朝鮮のミサイル発射に

備え、初の破壊命令（4月5日、北朝

鮮発射の飛翔体、日本上空を通過し

、落下） 

の会第５回総会（西陣織会館

会議室） 

3.21 「イラク・アフガニスタン

・パレスチナに平和を！なく

せ！戦争と貧困ピースアクシ

ョン」（鴨川三条河川敷）、2

00人、のちデモ 

3.29 京障連など、応益負担に反

対する街頭演説&パレード（京

都市役所前～円山公園） 

3.31 京都憲法会議など、「ソマ

リア沖への自衛隊派遣を問う

学習集会」（ハートピア京都

） 

3.31 左京区にあった日本画家の

橋本関雪の旧邸「白沙村荘」

で、２つの茶室が火災で焼失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学） 

3.12 通信労組京都、ストライキ

集会 

3.13 京都労災職業病対策連絡会

議40周年のつどい（京都ロ

イヤルホテル）、170人 

3.16 京都農協労組など、中労委

勝利命令「報告集会」 

3.19 京都年金者組合、京都集会 

3.23 郵産労ストライキ集会（向

日町郵便局） 

3.24 連合京都女性委員会第20回

定期総会(労館) 

 3.26 派遣切りホットライン（

労館） 

3.26 民医労、１時間ストライキ 

3.29 京都総評など、「仕事と地

域に春を呼ぶ府民のつどい

」（梅小路公園）、５千人

、のち、３コースに分かれ

てデモ 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

3.28  反貧困ネットワーク、「反貧困

フェスタ」、1,700人 

 

４月 

4.1  ハンセン病問題基本法、施行（国

の誤りを認め元患者の社会復帰を義

務付け） 

4.1  ３月の日銀短観で、現在の景況感

を示す業況判断指数、「第１次石油

危機を上回り最悪になった」ことが

判明 

4.1  総務省、15歳未満1714万人、前年

比11万人減で28年連続の減少、総人

口に占める割合は､12,4%、と発表 

4.3  鳩山邦夫総務大臣、日本郵政の保

養宿泊施設の「かんぽの宿」のオリ

ックスへの一括売却を白紙撤回され

た問題に関する調査結果を公表、日

本郵政に業務改善命令 

4.5  オバマ米大統領、「核兵器のない

世界」を初めて呼びかけ 

4.8  帝国データバンク、2008年の企業

倒産件数が１万３千件、うち上場企

業45件と発表（上場企業の倒産件数

は、過去最多） 

4.10  政府、経済危機対策発表、エコ

ポイントやエコカー補助金など 

4.21  弁護士や学者など、「裁判員制

度はいらない！大運動集会」(日比谷

野外音楽堂) 

4.22  財務省、2008年度の貿易統計を

発表（貿易収支は７千億円の赤字で

、赤字転落は､1980年以来） 

4.26  「なくそう！官製ワーキングプ

ア反貧困集会」（総評会館）、430人

、自治労と自治労連のパネリスト同

席 

4.29  連合、第80回メーデー中央集会

、３万６千人 

4.29  自治労、非正規公務員、約60万

人で、全国自治体職員の28%、と2008

年調査結果を発表 

4.30  米自動車大手クライスラー、経

営破綻、負債総額552億ドル、米製造

業で過去最多額 

 

５月 

5.1  全労連、第80回中央メーデー、３

万６千人 

5.1  全労協など、第80回日比谷メーデ

ー、１万２千人 

 

 

 

４月 

4.1 京都府電気自動車等の普及の

促進に関する条例、施行 

4.1 京都弁護士会、会長に村井豊

明 

4.1 「障害者自立支援法訴訟の勝

利をめざす京都の会」発足の

つどい（ハートピア京都） 

4.7 京都府警、舞鶴市在住の女子

高校生の殺害の件で、現場付

近に住む60歳の男性を殺人と

死体遺棄容疑で逮捕 

4.12 和束町長選挙、堀忠雄、３

選 

4.15 『京都演劇人九条の会』結

成総会（ハートピア京都） 

4.16 京都友愛会議、解散パーテ

ィー（京都ブライトンホテル

） 

4.21 非核の政府を求める京都の

会第23回定期総会（ハートピ

ア京都） 

4.25 京都府部落解放同盟第56回

定期大会（府部落解放センタ

ー） 

4.25 自由法曹団京都支部など、

「大谷昭宏さんと裁判員制度

を考える京都府民のつどい」

（コープイン京都）、170人 

4.26 京都平和フォーラム、「チ

ェルノブイリ原発事故23年京

都のつどい」（ハートピア京

都） 

4.26 第47回京都原水爆被災者懇

談会定期総会（労館） 

4.29 「天皇の戦争責任を問い続

ける京都集会」（府部落解放

センター） 

4.29 フォーラム「子どもの貧困

私たちの提案」（同実行委主

催、エンゼルハウス）、200人 

 

 

５月 

5.2 憲法９条京都の会、「今、9

条が耀くとき 生かそう憲法

 守ろう９条 憲法集会in京

都」(円山野外音楽堂)､瀬戸内

 

 

 

４月 

4.3 連合京都伏見地協解散総会

（京阪バス労組事務所） 

4.3 地域ユニオン交流集会（労

館） 

4.4 京都市内５地協(洛北・洛西

・洛東・洛南・伏見)が解散

し、一つに統合して、京都

市地域協議会結成総会(京都

タワーホテル）、議長=高橋

直樹、事務局長＝安部光司

、総会後、結成レセプショ

ン 

4.13 京都公務労協第３回総会（

労館） 

4.20 京都地裁、京都新聞の２人

の契約社員が求めた仮処分

申請を認め、判決確定まで

賃金を支払え、と命令 

4.21 民主・リベラル京都労組懇

談会第１回単産代表者会議

（ホテルフジタ京都） 

4.26 第80回京都中央メーデー(

京都府立植物園)、１万５千

人 

4.26 連合綾部地域メーデー（綾

部市民センター)、400人 

4.29 連合たんご地域メーデー（

野田川わーくぱる）、800人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1 第80回全京都統一メーデー

（二条城前広場）、８千人

（他11会場、千人） 

5.1 連合舞鶴地域メーデー（前
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

5.1  人事院、夏季賞与0.2カ月分減額

の臨時勧告（引き下げの臨時勧告は

初） 

5.3  護憲派市民８団体共催の憲法集会

（日比谷公会堂）、4,200人 

5.3  改憲派の｢新しい憲法をつくる｣国

民大会」、400人 

5.9  米国から帰国した男性３人、新型

インフルエンザに国内初感染(18日、

マスク品切れ続出） 

5.11  民主党の小沢一郎代表、公設秘

書が逮捕・起訴されたことを受け、

代表を辞任（16日、両院議員総会で

、鳩山由紀夫幹事長を新代表に選出

） 

5.12  宇都宮地裁、いすゞ自動車栃木

工場のJMIU組合員の訴えを全面的に

認める仮処分命令 

5.16  病院の勤務医など、個人加盟の

全国医師ユニオンを結成 

5.29  厚労省、４月の有効求人倍率を0

.46倍と発表、10年前の水準に 

5.29  総務省、４月の完全失業率を発

表５年５カ月ぶりの５％台へ 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.1  改正薬事法、施行（薬局、薬店以

外でも条件付きで一般用医薬品が販

売可能に） 

6.1  米GM、経営破たんで、連邦破産法

の適用を申請 

6.2  発足５周年の『九条の会』全国講

演会、井上ひさしら、2,000人 

6.3  厚労省、2008年の人口動態統計を

発表、合計特者出生率1.37(3年連続

上昇） 

6.3  ILO第99回総会（～19日）、グロ

ーバル・ジョブズ・バクト（仕事に

関する世界協定）を採択 

6.4  足利事件で無期懲役が確定した服

役中の菅家利和元被告、17年半ぶり

に保釈 

6.5  厚労省、2009年3月時点の生活保

護世帯、120万件、と発表、最多を更

新 

寂聴など4,600人、のち京都市

役所前までパレード 

5.9 京都原水協、2009年度定期総

会（労館） 

5.10 第54回京都解放運動戦士の

碑合祀追悼祭（知恩院境内） 

5.16 京都憲法会議など、「憲法

記念 春のつどい」（ウイン

グス京都） 

5.19 京都地検、財団法人「日本

漢字能力検定協会」の取引を

巡る背任事件で、協会の前理

事長など２人を逮捕 

5.24 市立病院市民の会結成シン

ポジウム 

5.24 京都府商工団体連合会第48

回定期総会（府中小企業会館

） 

5.25京都社労研第２回総会（アー

クホテル） 

5.26 京都モデルフォレスト協会

総会 

5.27 京都経営者協会総会 

5.28 京都労働者総合会館評議員

会（労館） 

5.29 京都労福協第53回定期総会(

労館) 

5.31 第54回京都母親大会（綾部

市府中丹文化会館）、1,300人 

 

 

６月 

6.1 きょうとライフサポートセン

ター、発足 

6.4 エルユニオン第８回株主総会

（労館） 

6.5 京都勤労者学園第35回園員総

会（労館） 

6.6 連合第20回労働トップフォー

ラム（大阪） 

6.7 下京梅小路パークプロジェク

ト､｢水族館建設に反対する集

い」 

6.16 障害者自立支援法に異議あ

り！応益負担に反対する実行

委、フォーラム「自立支援法

改正案でなにが解決したのか

」（ハートピア京都） 

6.20 気候ネットワーク、温暖化

防止シンポジウム「コペンハ

ーゲン合意に向けて」（京都

島みなと公園）800人 

5.1 連合福知山地域メーデー（

福知山厚生会館）、400人 

5.1 09春ユニオンネットワーク

、第19回地域メーデー（三

条大橋北詰）、200人、のち

円山公園までデモ 

5.13 京都高退協総会（労館） 

5.14 京労委平成20年（不）第８

号京都新聞不当労働行為救

済申立事件で、団交応諾義

務を認めず却下命令 

5.19 連合京都20周年北欧使節団

（～25日、フィンランド・

スウェーデン） 

5.23 京建労第57回定期大会（亀

岡ガレリア） 

5.23 非正規雇用労働者全国セン

ターなど、「非正規で働く

なかまの全国交流集会in京

都」（～24日、みやこめっ

せ）、600人 

5.29 京都放送労組・日放労京都

分会、第22回放送フォーラ

ムin京都（NHK京都放送局会

議室） 

5.30 府立高教組第66回定期大会

（教文センター） 

 

 

 

６月 

6.1 京都労働運動OBの会第30回

記念総会（京都国際ホテル

） 

6.4 大阪高裁、高橋智和教員へ

の分限免職処分問題控訴審

で、京都市教委などの控訴

を棄却 

6.8 連合京都議員フォーラム第

２回幹事会（労館） 

6.18  「京都府・京都市に対す

る不況・雇用対策のいっそ

うの強化を求める緊急府市

民総行動」(同実行委主催)

、府庁など、150人 

6.20  京都総評、第19回地域労

度運動研究・交流集会（京

建労会館） 

6.27  きょうと教組第20回定期

大会・20周年記念レセプシ
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

6.12  東証の日経平均株価の終値、８

カ月ぶりに１万円を回復 

6.14  大阪地検、厚労省雇用均等・児

童家庭局長・村木厚子容疑者を虚偽

有印公文書作成などで、逮捕 

6.17  改正農地法成立、賃借について

の規制を緩和し、企業の参入を促す 

6.22  公正取引委員会、セブンイレブ

ンに排除命令（見切り販売を不当に

制限する独占禁止法に基づいて） 

6.22  連合、平和行動in沖縄（～25日

） 

6.24  育児休業の取得促進策を盛り込

んだ改正育児・介護休業法、成立（

短時間勤務制度の導入や５～10日間

の介護休暇の創設など） 

6.29  東京地裁、昭和シェル石油男女

差別訴訟で、女性差別を認定し、４

億５千万円の賠償支払いを命令 

6.30  厚労省、労働経済白書を発表、

長期雇用システムの拡張による生産

性と所得の向上を提言 

 

７月 

7.3  内閣府、青少年白書で、25～34歳

の「年長ニート」、38万人、と発表 

7.4  北朝鮮、日本海に向け、弾道ミサ

イルを７発発射 

7.5  中国・新疆ウイグル自治区で大規

模暴動（死者197人） 

7.8  神戸地検、JR福知山線事故で,JR

西日本社長を在宅起訴 

7.8  水俣病被害者の救済及び水俣病問

題の解決に関する特別措置法、成立 

7.9  主要国首脳会議（G８サミット）

開催（～10日、イタリア・フクイラ

） 

7.10  クラスター爆弾禁止法案、成立 

7.13  改正臓器移植法成立、脳死を人

の死とし、本人の同意がなくても臓

器移植が可能に 

7.16  厚労省、2008年の日本人の平均

寿命、女性86歳、男性79歳、と発表

（女性は24年連続長寿世界一） 

7.29  内閣府、09年版経済財政白書で

、企業内失業者数、600万人とし、懸

念を示す 

7.28  東京地裁、日教組の会場使用申

請をいったん認めながら、後日取り

消したことは、契約に違反する行為

であるとして、「グランドプリンス

商工会議所会議室）、100人 

6.21 原水協など、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7～10日、綾部・亀岡コー

ス、7月11日、京都市内網の目

行進） 

6.24 近畿労働金庫第11回通常総

会（エルおおさか） 

6.28 第41回京都保育のつどい（

同実行委主催、華頂短期大学

）、600人 

6.30 京都府生協連第56回通常総

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.4 ピースムーブメント実行委員

会、「ガザからのメッセージ

に私たちはどう応えるのか」

（キャンパスプラザ京都） 

7.4 21世紀第９回京都高齢者大会

（労館）、320人 

7.18 劇団京芸と人形劇団京都の

「創立60周年記念合同レセプ

ション」 

7.18 『スペシャルドラマ「坂の

上の雲」を考える市民シンポ

』(同実行委主催、京大会館)

、200人 

7.25 京都で、第55回日本母親大

会（～26日、府立体育館など

）、17,500人 

7.26 第41回京都府原爆物故者慰

霊式典（霊山観音） 

7.31 全労済京都府本部第57回通

常総代会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

ョン（府部落解放センター

） 

6.27  全日本年金者組合京都府

本部第21回定期大会（社会

福祉会館） 

6.27  大美堂争議勝利報告集会

（KPC会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.6 京都府農協労連第87回定期

大会（綾部・アスパホール

） 

7.11 京都市教組定期大会（京都

アスニー） 

7.11 STOP！THEツカイステー第

５回「働き方を見直す京都

７月集会」(～12日、労館) 

7.12 ヘルパーネット総会（近畿

高等看護学校） 

7.15 京都自治労連第77回定期大

会（労館） 

7.18 化学一般京滋地本第47回定

期大会（亀岡ハイツ） 

7.21 連合京都、緊急街頭行動・

「STOP！THE格差社会 今こ

そ政策と政治の転換を!（四

条河原町） 

7.23 民主・リベラル京都労組懇

第２回単産代表者会議（モ

リタ屋） 

7.24 私鉄総連京都地方協議会第

20回定期総会（京都タワー

ホテル） 

7.26 全印総連京都地本第21回定

期大会（労館） 

7.26 JMIU京滋定期大会（カシフ
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ホテル新高輪」に２億９千万円の賠

償命令 

7.28  東京地裁、ニコン勤務の請負社

員の過労自殺につき、ニコンと請負

会社に７千万円の賠償支払い命令 

7.28  国際ラグビー協会、2019年のワ

ールドカップ、日本開催を決定 

7.31  全労連第24回臨時大会（～8月1

日） 

 

８月 

8.1  全農林労組、ヤミ専従問題で、委

員長辞任(8日、総務省、農水省、国

交省、厚労省以外には違法な組合活

動はなかったと発表） 

8.3  国民が裁判官とともに判決を決め

る裁判員裁判の第１号事件となった

裁判が、東京地裁で開始、(6日、初

判決) 

8.3  原水協など原水爆禁止2009年世界

大会（～9日）、長崎で7,800人 

8.4  原水禁など被爆64周年原水爆禁止

世界大会（～9日） 

8.4  連合、平和行動in広島（～６日、

７～９日、長崎） 

8.6  原水禁・連合・核禁会議、核兵器

廃絶2009年平和ヒロシマ大会、6,500

人 

8.6  麻生太郎首相、原爆症認定訴訟の

全員を救済対象とする確認書に署名 

8.6  第64回原爆死没者慰霊並びに平和

祈念式（広島平和記念公園） 

8.6  すかいらーく、名ばかり管理職是

正、3,300人に残業代支給開始 

8.8  渡辺喜美ら、新党「みんなの党」

を立ち上げ 

8.10  財務省、「国の借金」が、860兆

円、と発表（過去最多） 

8.11  人事院、国家公務員の2009年の

月給・賞与を引き下げるように勧告 

8.21  国労第77回定期大会（～22日）

、JR不採用問題の政治的解決に向け

総仕上げの運動を呼びかけ 

8.21  厚労省、｢厚生労働白書｣を発表

、就労に向けた自立支援の拡充を提

言 

8.28  総務省、７月の失業率発表（過

去最悪の5.7%） 

8.28  厚労省、７月の有効求人倍率を 

0.42倍と発表（３カ月連続で過去最

低） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.4 第29回平和のための京都の戦

争展（～9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22周年（

比叡山延暦寺） 

8.19 京都府子ども議会 

8.20 京都労働局と府が合同で、

『京都求人開拓特別推進チー

ム』、を発足（全国に先駆け

て） 

8.24 浮島丸殉難者を追悼する会

、「浮島丸殉難64周年追悼集

会」（殉難の碑前） 

8.27 マンションの賃貸更新料に

ついて争われた控訴審で、大

阪高裁は、１審の京都地裁に

判決を取り消し、「更新料は

利益を一方的に害しており､無

効」、と判断 

8.30 第45回衆議院議員総選挙、

京都５区を除き民主党当選、

５区候補も比例で復活当選、

自民党の谷垣禎一当選、伊吹

文明復活当選、共産党の穀田

恵二復活当選 

8.30 城陽市長選挙、橋本昭男３

選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.5 連合京都、「歩くまち審議

会」との交流会（京都市役

所） 

8.8 地域ユニオン交流集会（ウ

イズユー） 

8.9 JR西労組京都地本第18回定

期地本大会（草津まちづく

りセンター） 

8.11 京都職対連、第15回わいわ

いヘルシーカーニバル（教

文センター） 

8.19 KBS労組、ストライキ集会(

KBS) 

8.28 電機連合京都地協第21回定

期大会（京都国際ホテル） 

8.28 出版労連京都地協定期大会

(コープイン京都) 

8.29 JR西労組福知山地本第19回

定期大会（サンプラザ万助

） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

8.30  第45回衆議院議員総選挙、民主

党308議席、自民党119議席（自民党

、1953年の結党以来の衆議院議員数

トップの座を明け渡し、政権交代） 

 

９月 

9.1  消費者庁発足（各省庁の消費者行

政を一元化） 

9.8  公明党全国代表者会議、山口那津

男参議院議員を新代表に選出 

9.9  民主党、社民党、国民新党の党首

会談、「３党連立政権合意書」に署

名 

9.11  厚労省、2010年春卒業予定の高

校生の求人、求職状況を発表（４年

ぶりに1倍を割り込み、0.71倍に） 

9.11  厚労省､100歳以上の高齢者、９

月15日時点で、過去最多の４万人台

になる、と発表 

9.16  国会、首相に、鳩山由紀夫を指

名 

9.16  岡田克也外務大臣、核持ち込み

などで日米間に「密約」があったと

される問題で、外務次官に徹底調査

を命令 

9.17  前原誠司国交相、群馬県八ツ場

ダムなどの建設中止を表明 

9.17  国交省、2009年の基準地価（７

月１日現在）を発表、全国の商業地

、住宅地全国の99%で下落（下落率が

昨年よりも拡大、不況が響き５年で

最大） 

9.19  連合、平和行動in根室（～20日

） 

9.24  全国の労働委員会での2009年度

“個別的労働関係紛争のあっせん新

規係属件数”、503件（2001年度の制

度発足以降過去最高) 

9.25  衆議院議長に、民主党の横路孝

弘議員を選出 

9.25  国税庁、民間企業給与所得者の

年間給与が429万６千円で、前年より

、７万６千円減少、と発表 

9.27  全労協第21回定期大会（～28日

）議長=藤崎良三、事務局長=中岡基

明 

9.28  自民党総裁選挙、谷垣禎一衆議

院議員を選出 

9.29  東京地裁、阪急トラベルサポー

トに対し、原告６人に対し不払い残

業代などの支払い命令 

 

 

 

 

 

９月 

9.10 第58回京都府社会福祉大会 

9.12 日本国民救援会京都府本部

第48回大会（労館） 

9.12 第40回京都消費者大会（ハ

ートピア京都） 

9.15 京都市人事委員会、報告と

勧告、“月例給と期末･勤勉手

当0.35カ月”の引き下げ 

9.15 憲法９条京都の会、「９条

京都のつどい」（京都会館）

、320人 

9.17 京都の地価、商業地、住宅

地ともに２年連続の下落（下

落幅が増大、調査開始以来、

初めて全調査地点で下落） 

9.18 京都社会保障推進協議会第3

1回総会（労館） 

9.27 第35回国際婦人年京都集会

（ウイングス京都）、110人 

9.28 高齢社会を考える京都集会

（労館） 

9.29 『反貧困ネットワーク京都

』の立ち上げ企画・「なぜ反

貧困でつながるのか」集会(ひ

とまち交流館）、100人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.5 京都総評第70回定期大会（

労館）、議長＝岩橋祐治、

事務局長=梶川憲 

9.6 連合京都京都市地協、クリ

ーンキャンペーン、150人 

9.6 自立労連第30回大会（南宇

治コミュニテイーセンター

） 

9.10 京都パート・非常勤ネット

第５回年次総会（労館） 

9.11 青い鳥保育所を守る会結成

総会 

9.12 情報労連京都地区協議会第

21回大会（京都タワーホテ

ル） 

9.12 京都医労連第87回定期大会

（労館） 

9.13 福保労京都地本第37回定期

大会（労館） 

9.13 建交労京都地本第11回大会

（京都高齢者会館） 

9.14 連合京都結成20周年記念チ

ャリティゴルフ（グランベ

ール京都GC） 

9.14 舞鶴地労協など、米イージ

ス艦舞鶴港入港への抗議行

動 

9.15 働くもののいのちと健康を

守る京都センター第11回総

会（労館） 

9.18 京交第81回定期大会（ロイ

ヤルホテル京都） 

9.19 JAM京滋第11回定期大会（

メルパルク） 

9.19 京都府電力総連第23回定期

大会（京都タワーホテル） 

9.19 京都総評青年部第７回定期

大会（労館） 

9.22  国鉄のうたごえ祭典（～

23日、呉竹文化センター） 

9.25  京都労働相談センター結

成10周年記念祝賀会（コー

プイン京都） 

9.25  亀岡地労協第54回定期大

会（教育会館） 
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1  広島地裁、「鞆の浦は国民の財

産で、景観利益について重大な損害

が生じる恐れがある」、として、広

島県知事に埋め立て免許を交付しな

いようにとの判決 

10.1  東京地裁、マンション販売で、

完成後に化学物質の濃度測定を行わ

ったことが、シックハウスによる健

康被害につながったとして、施工業

者に賠償命令（シックハウス健康被

害に関する初判断） 

10.3  最高裁第２小法廷、法律上の夫

婦の子と婚姻届のない男女の子の間

に遺産相続の格差を設けている民法

の規定が、憲法違反かどうかが争わ

れた特別控訴審で、合憲の決定 

10.7  厚労省、８年連続で生活保護世

帯が増加した、と発表 

10.8  連合第11回定期大会(～9日）、

新会長に古賀伸明、新事務局長に南

雲弘行、会長代行の女性枠として岡

本直美、を選出 

10.9  鳩山首相訪韓し、日韓首脳会談 

10.14  株式会社企業再生支援機構、設

立（16日、業務開始） 

10.15  全日本年金者組合、後期高齢者

医療制度の即時廃止を求め全国一斉

行動、１万人 

10.16  連合・連合東京・国際産業別労

組日本組織、ディーセントワーク実

現を求めた集会、２千人 

10.20  閣議、郵政事業の見直し方針を

決定 

10.21  厚労省、高齢者世帯、924万世

帯と発表（20年前の３倍） 

10.23  強制労働の元中国人労働者360

人と西松建設、東京簡易裁判所で即

決和解 

10.26  湯浅誠元年越し派遣村村長、内

閣府参与に就任 

10.27  最高裁、兼松が実施した「コー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.2 府人事委員会、府職員の給

与等に関する報告及び勧告、

給料表・ボーナス支給月額の

引き下げ 

10.2 京都憲法会議総会（ハート

ピア京都） 

10.3 京滋労働共済定期総会・20

周年記念祝賀会（ホテル日航

プリンセス） 

10.4 『障害者自立支援法に異議

あり 応益負担に反対する実

行委員会』、「いそげ！“応

益負担”廃止、なくせ！障害

者自立支援法」シンポジウム

（京都テルサ）、130人 

10.9 府民本位の新しい民主府政

をつくる会、「府民大集会」

（みやこめっせ）、5,000人 

10.10 第７回京都学生祭典（～11

日、岡崎公園一帯） 

10.16 京都原水協、「核兵器のな

い世界を」署名・核拡散防止

再検討会議代表派遣をすすめ

る学習と交流のつどい（労館

） 

10.18 第21回KYOのあけぼのフェ

スティバル2009（京都テルサ

） 

10.20 第47回京都労働者福祉活動

者会議（京都ブライトンホテ

ル） 

10.23 日本のうたごえ祭典・京都

（府立体育館など） 

10.25 全京都生活と健康を守る連

絡会第44回定期総会（労館） 

10.28 第26回伝統工芸品月間国民

会議全国大会（～11月1日） 

10.30 京都憲法会議など、憲法記

念秋のつどい（コープイン京

都） 

10.31 「京都府新光悦村」、村開

9.26  自治労京都府本部第73回

定期大会（ハートピア京都

） 

9.27  運輸労連京都府連合会第

42回定期大会（ウイングス

京都） 

9.27  合同繊維第81回定期大会

（労館） 

 

１０月 

10.1 大阪高裁、元教員９人が求

めた超過勤務の是正につい

ての控訴審で、初審で一人

に認容した安全義務違反に

ついて、もう二人計３人に

ついて認容、京都市に賠償

を命じる判決 

10.3 京水労第81回定期大会（ル

ビノ堀川） 

10.3 国労京滋大会（草津市） 

10.3 京都国公大会（労館） 

10.4 舞鶴地労協定期大会（西総

合会館） 

10.7 連合京都、「ディーセント

ワーク世界行動デー2009」(

京都駅前) 

10.7 京都労働相談センター第11

回総会（労館） 

10.8 自交総連京都府本部第61回

定期大会（工業会館） 

10.13 連合京都議員フォーラム

第６回総会(京都国際ホテル

） 

10.15 京都年金者組合など、年

金者一揆京都集会&パレード

（四条大宮まで） 

10.16 UIゼンセン同盟京都府支

部第８回定期大会（労館） 

10･17 全国一般京都地方本部第5

6回定期大会（KPC会館） 

10.17 通信労組京都支部第８回

大会（長岡京市中央生涯学

習センター） 

10.17 「ユニオン南の風」第４

回定期総会、組合員が100人

を超えた、と発表 

10.19 フード連合京都滋賀地区

協議会第８回定期大会（京

都タワーホテル） 

10.20 山科地区労定期大会（総

合庁舎） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

ス別賃金」は、男女賃金差別である

、との高裁判断を承認 

10.28  日本郵政の臨時株主総会､斎藤

次郎元大蔵次官を社長に選任 

10.30  日本障害者協議会など、「さよ

うなら障害者自立支援法 つくろう

私たちの新法を」（日比谷野外音楽

堂）、１万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.6  中央三井トラスト・ホールディ

ングスと住友信託銀行、2011年４月

をめどに経営統合することで合意 

11.6  米労働省、10月の雇用統計で、

失業率が、26年ぶりに10%の大台に乗

った、と発表 

11.7  普天間基地を嘉手納基地に統合

する案に反対する嘉手納町民大会、 2

,500人 

11.8  全労連など、新政権に不況打開

や雇用確保も求め、国民大集会、３

万５千人 

11.8  名護市・辺野古への新基地建設

と県内移設に反対する沖縄県民大会

（宜野湾市）、２万１千人 

11.10  沖縄県読谷村でのひき逃げ死亡

事件で、在沖縄米軍、２等軍曹の関

与した疑いが強まった、として身柄

を拘束 

11.10  政府、アフガニスタンに今後５

年間で50億ドルの支援を表明 

11.11  行政刷新会議、10年度予算の概

算要求から無駄を削る「事業仕分け

」を開始（27日に完了） 

11.13  政府管理下で経営再建中の日本

航空､2009年９月期連結決算、１千３

百億の赤字を計上（過去最多） 

11.20  政府、月例経済報告、３年５月

ぶりに、デフレを宣言 

11.20  全労連、結成20周年記念集会（

椿山荘） 

11.30  政府、ハローワーク窓口での「

ワンストップサービス」（職業相談

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.3 憲法9条京都の会、「生かそ

う憲法！守ろう９条！憲法集

会」(円山野外音楽堂)、のち1

,400人でピースウオーク 

11.3 第17回東九条マダン（京都

市立陶化中） 

11.15 京丹波町長選挙、寺尾豊爾

、初当選 

11.21 『市立病院は市立のままで

充実させる市民の会』、京都

市立病院の独立行政法人化を

めぐるシンポジウム、130人 

11.25 『非核の政府を求める京都

の会』など、平和市長会議会

長の秋葉忠利広島市長を招い

た講演会「核兵器のない世界

を求めて」（同講演実行委、

シルクホール）、450人 

11.28 シンポジウム「市民が進め

る温暖化防止2009」（同実行

委主催（～29日、同志社大学

）、400人 

11.29 新日本婦人の会京都府本部

大会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.21 左京地区労第40回定期大

会（教文センター） 

10.23 連合京都結成20周年記念

式典・レセプション（リー

ガロイヤルホテル） 

10.23 伏見地区労2010年度定期

大会（呉竹文化センター） 

10.23 福知山地労協定期大会（

中丹勤労者福祉会館） 

10.24 基幹労連京都府本部第７

回中間大会（舞鶴市勤労福

祉センター） 

10.30 連合京都第11回定期大会

（労館）、会長＝細田一三

、事務局長＝西村英二 

 

 

１１月 

11.1 京都ヘルパー連絡会、第10

回ホームヘルパーのつどいi

n京都2009（キャンパスプラ

ザ京都） 

11.2 電機連合京都地協結成20周

年記念レセプション(京都国

際ホテル) 

11.4 全日本年金者組合京都結成

20周年記念レセプション(ホ

テル平安会館) 

11.6 乙訓地労協定期大会（向日

市民会館） 

11.6 船井地労協定期大会（国際

交流会館） 

11.10 JMIU京滋地本機械金属支

部トステム綾部分会、結成

、従業員の雇い止めや遠方

配転計画などの会社方針の

撤回を求めて 

11.11  連合京都京都市地協第

２回総会（労館） 

11.12  連合京都、府への要請

行動（13日、京都市） 

11.12  宮津地労協第57回定期

大会（歴史の館） 

11.13  連合京都乙訓地協第11

回定期総会（バンビオ１番

館） 

11.13 秋季年末闘争勝利！労働

者総決起集会（労館）、230

人 

11.14 自治労京都府本部再建20

周年記念イベント（新風館



- 12 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

・職業紹介、職業訓練の受講あっせ

ん、職業安定資金融資の申請・認定

、雇用促進住宅のあっせん）などの

失業者総合問題窓口支援を施行 

11.30  議員立法の肝炎対策基本法など

13法案、成立 

11.30  最高裁、葛飾政党ビラ配布裁判

で住居侵入罪を適用、罰金５万円（2

010年2月15日、有罪確定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  厚労省、全廃されていた生活保

護の母子加算を復活する、と発表 

12.1  原爆症認定集団訴訟で敗訴した

原告の金銭補償のための基金を創設

する原爆症救済法、成立 

12.3  厚労省、３年ごとに実施してい

る調査結果を発表、うつ病患者が百

万人を超えたことが判明 

12.4  社民党党首選挙、無投票で福島

瑞穂､４選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.2 食健連総会（ハートピア京

都） 

12.4 日本の森を守る京都サミッ

ト、開催 

12.5 反貧困ネットワーク京都結

成集会（龍谷大学）、220人 

12.6 京都弁護士会、「憲法と人

権を考える集い」（国立京都

国際会館）、益川敏英講演、1

,100人 

） 

11.14 連合京都たんご地協第２

回定期総会（セントラーレ

・ホテル京丹後） 

11.15 連合京都舞鶴地協第11回

定期総会（舞鶴勤労者福祉

センター） 

11.18 民主リベラル京都労組懇

談会第11回定期総会(京都国

際ホテル) 

11.19 連合京都金属部門連絡会

第３回代表者会議（～20日

、YAKIN大江山） 

11.20 連合京都福知山地協第11

回定期総会（中丹勤労者福

祉会館） 

11.22 京都総評女性部第19回定

期大会（労館） 

11.23 京都パートネット、第５

回パート派遣労働者のつど

い（せいきょう会館）、の

ちパレード 

11.25 府市民総行動」、府庁な

ど、150人 

11.25  京都総評など、「トス

テム綾部工場閉鎖反対、労

働者と連帯する会」結成集

会（綾部林業センター）、1

00人 

11.26  連合京都綾部地協第11

回定期総会（綾部市中央公

民館） 

11.26  中京地区労第34回大会

（中京区役所） 

11.27  北上地区労第42回定期

大会（能力開発センター） 

11.29  第20回京都国鉄まつり

（六孫王会館） 

 

 

１２月 

12.2 連合京都南山城地協定期総

会（宇治市生涯学習センタ

ー） 

12.3 争議団交流集会（労館） 

12.4 連合近畿ブロック2010年度

中小企業労働運動交流集会

（～５日、伏見・アーバン

ホテル） 

12.5 近畿パート臨時労組連絡会

交流会(労館) 
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12.10  厚労省、2009年労働組合基礎調

査結果を発表、推定組織率18.5%(前

年比0.4%増で、増は34年ぶり）、組

合員は前年より１万３千人増 

12.10  オバマ米大統領、オスロで2009

年のノーベル平和賞を受賞 

12.11  日米両政府、航空会社が路線や

便数を自由に決められるオープンス

カイ（航空自由化）協定を結ぶこと

で合意 

12.14  1967年に発生した「(茨城県)布

川事件」を巡り、無罪を主張した２

人が求めた裁判のやり直し請求、最

高裁はこれを認め、再審開始決定 

12.14  東京地裁、東京大空襲賠償訴訟

で、「国に救済の法的義務なし」と

して、訴えを棄却 

12.24  鳩山首相の元公設秘書、収支報

告書の偽装記載容疑で在宅起訴 

12.25  警察庁、11月までの自殺者が３

万人を超えた、と発表（12年連続で

、３万人を超える） 

12.28  大阪高裁、「格差が２倍を超え

る状態を放置することは、憲法上許

されない」、と判断（選挙自体は、

無効とした場合、公の利益に著しい

障害が生じる、として請求を棄却） 

12.28  社会保険庁、来年１月１日に発

足する「日本年金機構」に移れない

職員数が、525人である、と発表 

12.30  東証の日経平均株価、１年で19

%上昇し、３年ぶりにプラスに転じた 

 

12.10 京都労福協加盟団体代表者

会議（京都タワーホテル） 

12.11 梅小路公園に水族館はいら

ない市民ネットワーク結成総

会（ウイングス京都） 

12.14 京都地裁、生活保護費の高

齢・母子加算廃止、合憲と判

決 

12.20 男子第60回、女子第21回全

国高校駅伝競走大会（西京極

競技場）、男子優勝世羅（広

島）、洛南19位、女子優勝豊

川（愛知）、立命館宇治17位 

12.23 フォーラム「水俣病と地球

環境」（ハートピア京都） 

12.25 府、6月末の府内労働組合

基礎調査結果を発表、組合数1

,396組合、組合員数187,536人

、推定組織率19.6%（30組合減

、3,754人減、推定組織率は増

減なし） 

 

 

12.8 京都交運労協第18回定期大

会（京都国際ホテル） 

12.9 南地区労第20回定期大会（

ヘルスピア） 

12.11 綾部地労協第62回定期大

会（建築会館） 

12.12 2010京都国民春闘共闘会

議結成総会・討論集会(～13

日、滋賀県） 

12.15 西右京地区労定期大会（

右京区役所） 

12.16 東山地区労定期大会（ふ

れあい会館） 

12.16 丹労連第16回大会（丹後

教育会館） 

12.18 「守れ雇用と地域経済」

トステム綾部工場閉鎖反対

市民集会、200人（綾部中央

公民館） 

12.21 連合京都、府知事重点要

請(平安会館) 

12.24 連合京都、京都市長重点

要請（ルビノ堀川） 

12.24 京都総評、府への予算要

請行動 

12.26 京都高退者連合09組織代

表者会議（京都国際ホテル

） 

 

 


