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     ２０１０（平成２２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 

1.2  警察庁､2009年の交通事故死者数

は、1952年以来、57年ぶりに5千人を

下回った、と発表 

1.5  日本自動車販売連合会､軽自動車

を含む2009年の国内自動車販売台数

は、460万台で､31年ぶりに500万台を

割った、と発表 

1.13  日本共産党第25回大会（～16日

） 

1.15  東京地検、陸山会の事務担当者

であった石川知裕衆議院議員を政治

資金規正法(虚偽記入)容疑で逮捕（2

月4日、石川ら３人を起訴） 

1.15  インド洋で多国籍海軍に対して

給油活動を続けてきた海上自衛隊、

新テロ特別措置法の期限切れに伴い

、同洋から撤収 

1.15  ビール大手５社が発表した2009

年のビール類飲料の出荷量は、キリ

ンビールがアサヒビールを僅かに上

回って、９年ぶりのトップ 

1.16  民主党大会、小沢一郎幹事長の

続投を了承 

1.19  日本経団連、“経営労働政策委

員会”報告を発表（定昇の凍結・延

期も） 

1.19  日本航空、東京地裁に会社更生

法の適用を申請（負債総額は過去最

高の2.3兆円）、同地裁、即日、開始

決定 

1.24  沖縄県名護市長選挙、米軍普天

間基地飛行場の移設に反対する稲峯

進､当選 

1.25  第10回世界社会フォーラム、ブ

ラジル・ポルトアレグレなど世界 35

カ所で分散開催 

1.28  消費者金融大手・プロミス、有

人店舗の全廃と従業員３割削減を発

表 

1.29  厚労省、2009年の平均の有効求

人倍率が0.47倍で、統計を取り始め

た1963年以降で過去最悪になった、

と発表 

1.29  総務省、2009年の全国消費者物

価指数は、前年比で､1.3%下落、４年

ぶりのマイナスで、比較可能な1971

年以降で最大となった、と発表 

1.30  『フォーラム平和・人権・環境

』 

１月 

1.4  舞鶴市、宮津市、伊根町、

丹後町及び網野町の漁業協同

組合が合併し、京都府漁業協

同組合が発足 

1.11  『障害者自立支援法に異

議あり応益負担反対実行委員

会』、民主党政権の福祉施策

を検討するシンポジウム（こ

どもみらい館） 

1.17  第28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）、優

勝・岡山、京都、３位 

1.24  綾部市長選挙、山崎善也

、初当選 

1.31  民主党京都府連第12回定

期大会（京都ホテルオークラ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

1.5  京都労福協・京都労働運

動0Bの会、2010年新年交歓会(

労館) 

1.5  京都総評、新春旗開き（

ルビノ堀川） 

1.8  連合京都、新春旗開き（

全日空ホテル） 

1.21  『派遣労働者(ジャトコ

）の裁判を勝たせる会)結成総

会』（京都農協会館） 

1.23  京都総評第71回臨時大会

(労館) 

1.24  交通労連関西総支部京滋

支部第24回定期大会(労館) 

1.26  クライムアロー勝利報告

集会（メルパルク） 

1.29  綴喜地労協第45回定期大

会(京田辺社会福祉会館） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

普天間基地の返還を求め辺野古移設に反

対する集会（東京）、６千人 

 

２月 

2.2  厚労省、国保滞納世帯445万世帯

、加入世帯の21%、と発表 

2.4  戦時中の言論弾圧事件、横浜事件

に関し、横浜地裁、“拷問による虚

偽の自白で有罪とされたもので、現

存する資料を基に証拠を検討しても

無罪であったことは明らかだ”とし

て、元被告の遺族に対する補償を認

容 

2.5  閣議、PKO法に基づきハイチ大地

震への陸上自衛隊の派遣を決定 

2.12  連合、春季生活闘争「開始宣言

中央集会」（日比谷公会堂）、２千

人 

2.12  全労連など実行委、「国民要求

実現中央行動」、７千人 

2.15  札幌地検、北海道教職員組合側

が民主党の小林千代美衆議院議員陣

営に選挙費用として1,600万円を提供

した、として政治資金規正法に違反

するとして、北教組の事務所を捜索

（3月1日、北教組の幹部など４人を

逮捕、6月14日、小林議員辞職表明） 

2.16  JR不採用問題の早期全面解決を

求め、４者４団体の集会、４千人 

2.22  総務省、2009年の“労働力調査

”を発表（15～24歳の若年層のうち

、中高卒の完全失業率が年平均で 14.

2%に達し、過去最悪） 

2.24  労働政策審議会、登録型派遣の

原則禁止など派遣法改正案の要綱を

答申 

2.24  ギリシア、政府財政再建計画に

反対するゼネスト、250万人参加 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水協などビキニデー集会、焼津

で、1,500人 

3.1  原水禁などビキニデー集会、静岡

で、300人 

3.6  連合、2010春季生活闘争・政策制

度要求実現中央集会、１万５千人 

3.9  岡田克也外相､1960年の安保改定

 

 

 

２月 

2.4 関西経済団体連合会など、第

48回関西財界セミナー（～５

日、国立京都国際会館） 

2.6 北方領土返還要求第28回京都

府民大会（平安会館） 

2.6 第７回アベリンピック京都大

会（京都高等技術専門校） 

2.11 第44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）、200人 

2.13 第29回「より豊かな学校給

食をめざす京都集会」（京都

アスニー） 

2.19 民主府政の会、「知事選府

民大集会」(府立体育館)、9,2

00人 

2.21 第21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）、京都A、

２年連続優勝 

2.23 第40回京都教育センター研

究集会「学校と教育に自由と

民主主義」（教文センター） 

2.24 春の府市民総行動（実行委

主催、京都市役所前）、100人

、のち、四条河原町までデモ 

2.26 気候ネットワークなど『低

炭素のまち・京都をめざす懇

談会』シンポジウム「第１回

地球温暖化対策基本法と低炭

素のまち・京都の役割」（ハ

ートピア京都） 

2.27 『防災を考える市民の会』1

0周年の集い（宇治市職員会館

） 

 

 

 

 

３月 

3.5  第81回山宣墓前祭(宇治市

）250人 

3.6  国領五一郎を顕彰する京都

の会第６回総会 

3.13  『希望の京都をつくる府

民の会』総決起大会（国立京

都国際会館） 

 

 

 

２月 

2.2  相楽地労協第42回定期大

会(木津町東部交流会館) 

2.7  宇城久地区労第44回定期

大会（宇治市産業会館） 

2.7  伏見ふれあいユニオン第

６回総会（伏見地区労） 

2.10  連合京都、「2010年春季

生活闘争開始宣言集会」（労

館） 

2.11  第50回「はたらく女性の

京都集会」（京都テルサ） 

2.12  京交運第19回定期大会（

労館） 

2.16  京都生存権裁判を考える

会、学習と決起集会（労館） 

2.17  連合京都、京都経営者協

会への要請行動（グランビア

ホテル京都） 

2.20  京都職対連第27回総会（

教文センター） 

2.23  連合京都、京都労働局へ

の要請行動（京都労働局） 

2.24  連合京都、北部キャラバ

ン（～26日） 

2.25  京都総評青年部&女性部

・京都パートネット、｢“10春

闘”学習と音楽の夕べ｣ 

2.25  最高裁、京都市教育委員

会の上告を受理しないことを

決定（2009年6月4日の大阪高

裁の判決が確定） 

2.26  京都高退者連合第18回総

会（保養所きよみず） 

2.26  連合京都亀岡地協総会（

玉川楼） 

2.27  連合京都南山城地域キャ

ラバン（3月3日、乙訓） 

 

 

３月 

3.3  京都総評、10春闘勝利！

京都労働者総決起集会（労館

）、240人 

3.5  連合京都2010春季生活闘

争勝利・京都府知事選挙勝利

総決起集会（円山野外音楽堂

） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

に際し、「核密約」が交わされたこ

とを認定する報告書を発表 

3.10  反貧困ネットワークとNPO法人・

自殺支援センター、シンポジウム「

自殺と貧困からみえてくる日本」 

3.12  厚労省と文科省､2010春卒業予定

の大学生の就職内定率(2月1日現在)

が、80％であり、2000年以降最低に

なった、と発表 

3.17  金属大手に一斉賃上げ回答、定

昇維持を回答、一時金は、満額割れ

が目立つ 

3.18  郵産労と郵政ユニオン、非正規

労働者の正規化を求め春闘統一スト

を初めて実施 

3.18  09年度の生活保護申請、18.6万

件（この２年間で1､8倍） 

3.26  初の外国人看護師、３人誕生 

3.25  国交省、北海道開発局で勤務中

に組合活動をしていた職員4,119人を

処分 

3.26  15歳以下の子どもの保護者に手

当を支給する子ども手当法成立(4月1

日、施行) 

3.26  宇都宮地裁、「旧DNA鑑定に証拠

能力はなく、自白も信用性がない。

菅家さんが犯人でないことは明らか

」として、無罪判決 

3.26  韓国海軍の哨戒艦、黄海で沈没

、兵士46人が死亡・行方不明（韓国

側は北朝鮮魚雷が原因と発表。11月2

3日､北朝鮮が韓国・延坪島を砲撃､民

間人など4人死亡） 

3.29  東京高裁､政党機関紙配布の堀越

事件控訴審で逆転無罪判決 

3.30  文科省、学習指導要領を全面改

訂（“ゆとり”教育から転換） 

3.31  派遣労働者などの雇用保険加入

を促進するための改正雇用保険法、

成立 

3.31  高校授業料無償化法成立。私立

高校生には就学支援金を支給 

3.31  市町村合併特例法期限切れで「

平成の大合併」終了、市町村数、約

半分の1,727に減少 

 

４月 

4.1  神奈川県受動喫煙防止条例、施行 

4.3  医療・労組など実行委、後期高齢

者医療の撤廃を求めて、大集会・デ

モ、１万人 

3.13  山陰本線京都・園部間複

線化、開業 

3.14  京都舞鶴港国際埠頭完成

記念式典 

3.20  第二京阪道路（伏見区―

大阪府門真市）、全線開通 

3.28  「民族差別・外国人排斥

に反対し、多民族共生社会を

つくりだそう！朝鮮学校への

攻撃を許さない！3･28集会」

（円山野外音楽堂）900人、の

ち、京都市役所前までデモ 

3.31  京都平和フォーラム第11

回総会（翠明荘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  家庭支援総合センター開設 

4.1  京都弁護士会、会長に安保

嘉博 

4.1  障害者自立支援法に異議あ

3.5  連合京都女性委員会、国

際婦人デー街頭情宣（四条河

原町） 

3.6  京都私教連定期大会（池

坊短大） 

3.6  京教組第72回定期大会（

教文センター） 

3.6 相楽地労協第40回大会（木

津町東部交流館） 

3.10 連合京都女性委員会第21回

定期総会（労館） 

3.13 京都府政と地域経済を問う

シンポジウム（労館）、130人 

3.16  京都公務労協第4回総会

（労館） 

3.16 京都府医師会、「解雇通知

が女性２人の心情を傷つけた

こと及び更新管理を徹底しな

いまま契約が数回繰りかえさ

れていたことなどから解雇を

撤回するに至った経緯につい

て」、文書で回答 

3.18 通信労組、郵産労、ストラ

イキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.16  連合京都中小(地場共闘

）2010春闘追い上げ集会（労

館） 

4.17  JAM京滋結成10周年記念
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

4.7  東京地裁、洋麺屋五右衛門のアル

バイトが残業代を請求した訴訟で、

変形労働時間制を違法とする判決 

4.9  東京地裁、1972年の沖縄返還に伴

う日米間の「密約」に関する文書の

開示を求めた裁判で、国側の対応に

ついて、「調査が不十分で、国民の

知る権利をないがしろにしており不

誠実だ」、として開示を命令 

4.14  アイスランドで大規模噴火、火

山灰の影響で欧州全域の飛行区域制

限（１週間後解除） 

4.18  徳之島３町首長ら米軍基地移転

反対協議会主催の反対集会、１万５

千人 

4.18  もんじゅ運転再開に抗議する全

国集会（福井県・白木海岸） 

4.20  宮崎県で口蹄病発生（5月19日、

25万3千頭の牛・豚の殺処分を決定） 

4.20  米南部ルイジアナ州沖のメキシ

コ湾の石油採掘基地で爆発、大量の

原油流出（ほぼ止まるまで７カ月半

） 

4.21  英会話大手ジオス、破産（負債

総額、75億円） 

4.25  普天間基地県内移設反対沖縄県

民大会、９万人 

4.26  国労第78回臨時大会、JR不採用

問題に関する与党３党と公明党の解

決案受諾を決定 

4.27  改正刑事訴訟法成立、殺人の公

訴時効を廃止 

4.27  大阪地裁、障害者団体の元会長

に対し、厚労省の元局長との共謀を

否定（郵便法違反については、罰金

刑） 

4.27  検察審議会、小沢一郎衆議院議

員の資金管理団体、「陸山会」の政

治資金規正法違反事件で、起訴相当

とする議決 

4.28  独立行政法人を対象とした事業

仕分け第２弾前半、16法人と34事業

の廃止を要求 

4.29  連合、第81回メーデー中央大会

、３万３千人 

4.30  日本自動車工業会、2009年度の

自動車の生産台数、900万台を割り込

んだ、と発表(900万台を割ったのは

、31年ぶり) 

 

 

り!応益負担に反対する実行委

､「まだまだ障害者施策に問題

あり」（ハートピア京都） 

4.6  与謝野町長選、太田貴美、

再選 

4.11  京都府知事選挙、山田啓

二３選、ほかに門祐輔が立候

補 

4.18  担い手づくりサポートセ

ンター開設 

4.24 部落解放同盟京都府連第57

回大会（府部落解放センター

） 

4.25 沖縄県民大会に連帯する京

都集会（鴨川三条河川敷）、3

00人、のち、円山公園までデ

モ 

4.25 『梅小路公園に水族館はい

らない市民ネットワーク』な

ど、京都水族館の問題点を論

議するシンポジウム 

4.28 京都府雇用創出活力会議（

府公館） 

4.29 天皇の戦争責任を問い続け

る4･29京都集会（府部落解放

センター） 

4.29 『京都建設じん肺・アスベ

スト被害者と家族の会』結成

総会（京建労会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レセプション（ビワコホテル

） 

4.24  京都高退協総会・記念講

演会(労館) 

4.25  第81回連合綾部地域メー

デー（綾部市市民センター）

、400人 

4.29  第81回京都中央メーデー

（府立植物園）、19,000人 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

５月 

5.1  全労連など第81回中央メーデー、

３万２千人 

5.1  全労協など第81回日比谷メーデー

１万２千人 

5.1  鳩山首相、水俣病公式認定から54

年、犠牲者慰霊式に出席して謝罪 

5.2  国連NPT再検討会議“核兵器のな

い世界のための国際行動デー”、ニ

ューヨークでのデモに日本から２千

人 

5.3  憲法集会と銀座パレード、日比谷

公会堂に4,500人、平和フォーラム60

0人参加 

5.3  改憲派の「新しい憲法をつくる国

民大会」、500人 

5.4  総務省、４月１日現在の日本の子

供(15歳未満人口)の数が、前年比19

万人減の1,694万人、と発表 

5.7  ユーロ圏16カ国首脳、ギリシアへ

の総額1100億ユーロの融資で合意 

5.16  沖縄・普天間飛行場包囲の人間

の鎖行動、１万７千人 

5.16  裁判員制度はいらない！大運動

、制度廃止を訴えた集会、1,800人 

5.16  全国青年大集会2010（同集会実

行委主催、明治公園）、5,200人 

5.19  大阪地裁､｢泉南アスベスト訴訟｣

で、被害拡大に対する国の責任を認

定して賠償支払いを命令 

5.27  ILO理事会（～28日）、公務員へ

の労働基本権付与を日本政府に勧告 

5.27  日本経団連定時総会、御手洗冨

士夫の後任に、米倉弘昌(住友化学)

を新会長に選任 

5.28  日米両政府、米軍普天間飛行場

移転問題で名護市辺野古とすること

で合意、閣議決定に反対した福島瑞

穂消費者・少子化相を罷免(30日、社

民党、連立政権から離脱) 

5.28  北朝鮮船籍に対して公海上での

検査を可能にする、貨物検査特別措

置法、成立 

5.30  『在日特権を許さない市民の会

』（在特会）の暴力に抗議し、「排

外主義を許さない関西集会」（扇町

公園）、1,200人 

 

 

６月 

6.1  中学生以下を対象にした､子ども

５月 

5.3  「憲法集会in京都」（円山

野外音楽堂）、2千人、のちウ

オーク 

5.8  『障害者自立支援法訴訟の

基本合意の完全実現をめざす

会』結成総会、650人 

5.9  第55回京都解放戦士の碑合

祀追悼祭（知恩院内）、320人 

5.15  京都沖縄県人会など、「

沖縄普天間基地包囲に連帯す

る京都の集い」（ウイングス

京都）、250人 

5.15 京都憲法会議など、憲法記

念春のつどい（コープイン京

都） 

5.19 市民ウオッチャー京都、講

演会「核と安保と米軍基地 

情報公開法を使って国家のう

そを暴く」（こどもみらい館

） 

5.21 日本国民救援会京都地本、

裁判制度施行１周年企画、「

市民参加の裁判を考える集い

」（ハートピア京都） 

5.26 京都労福協第54回総会(労館

) 

5.26 京都モデルフォレスト協会

総会 

5.27 京都地裁、顔に火傷の労災

補償の男女格差は違憲と判断 

5.31 京都労働者総合会館第38回

評議員会（労館） 

5.31 京都中部ものづくり産業ネ

ットワーク開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.5 連合第21回労働トップフォー

５月 

5.1  第81回京都中央メーデー

式典（労館）、250人 

5.1  第81回連合たんご地域メ

ーデー（野田川わーくぱる）

、800人 

5.1  第81回連合舞鶴地域メー

デー（前島みなと公園）、700

人、5.1  第81回連合福知山

地域メーデー（福知山市厚生

会館）､1,150人 

5.1  第81回全京都統一メーデ

ー（二条城前広場、８千人、

他11会場、4,350人） 

5.1 10春京都ユニオンネットワ

ーク、第20回地域メーデー（

三条大橋北詰）、220人、のち

、円山公園までデモ 

5.12 労働法制京都連絡会、労働

者派遣法抜本改正を求める街

頭演説会（京都市役所前）、1

30人、のち四条河原町までデ

モ 

5.18 京都地裁、京都新聞COMに

勤務していた２人の契約社員

の雇止めは無効である、との

判決 

5.21 郵産労京都結成20周年記念

集会(コープイン京都) 

5.22 京建労大会（～23日、京都

テルサ） 

5.22 京都市教組第42回大会 

5.22 なかまユニオン京都分会「

派遣法改悪反対のつどい」（

ハートピア京都） 

5.27 京放送労働組合など、第23

回放送フォーラムin京都（KBS

） 

5.29 京都総評、第20回地域労働

運動研究交流集会（～30日、

京建労会館） 

5.29 合同繊維結成60周年を祝う

集い（新都ホテル） 

5.29 府立高教組大会（教文セン

ター） 

 

 

 

 

６月 

6.4 京都労働運動OBの会第31回
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手当月額１万３千円の支給が、一部

の自治体で始まる 

6.2  鳩山首相、退陣表明 

6.2  民主党、緊急役員会と常任幹事会

を開催、小沢幹事長を含む執行部、

総退陣 

6.2  福岡地裁、「会社の対応は労働契

約を締結する過程に信義則に反し、

不法行為あたる」として、内々定取

り消しに、賠償命令 

6.2  ILO第99回総会（～18日）、家事

労働者のディーセント・ワーク促進

やHIV・AIDS罹患労働者の権利保護・

雇用対策、などについて討論 

6.4  民主党、代表選挙で菅直人を選出

（国会、第94代首相に菅直人を指名

） 

6.8  NTTグループ、厚労省が、経営悪

化を理由に退職年金支給額の減額を

認めなかったことは不当である、と

訴えた上告審で、敗訴 

6.9  札幌地裁、北海道教組違法献金事

件で有罪判決(17日、小林千代美衆院

議員辞職) 

6.11  連合・非正規労働センター、「

派遣労働者等のつどい」、初開催 

6.13  「イトカワ」への離着陸を果た

した探査機「はやぶさ」、７年ぶり

に地球に帰還 

6.16  第２世界大戦後に旧ソ連のシベ

リアやモンゴルに抑留された日本人

に対し、特別給付金を支給する特別

措置法(議員立法)、成立 

6.18  消費者金融など貸金業者に対す

る規制を強化する改正貸金業法、完

全施行 

6.18  閣議、「エネルギー基本計画」

を決定、2030年までに原発14基以上

の新増設を明記 

6.19  発足６年目の『九条の会』、講

演会（全国で7,507の会が発足と発表

） 

6.22  連合、平和行動in沖縄（～25日

） 

6.25  主要国首脳会議(G８サミット）

、カナダ・ムスコカで開催（～26日

） 

6.28  最高裁で,JR不採用問題で、和解

が成立（一部の被告、訴訟継続） 

6.30  改正育児・介護休業法施行 

 

ラム（クレオ大阪ホール） 

6.5 あったかサポートフォーラム

第５回総会（同志社大学） 

6.7 京都勤労者学園園員第53回総

会(労館) 

6.9 部落解放研究第24回京都府集

会（宇治市文化センター） 

6.10 全労済京都府本部2010年度

中央ブロック地区集会（労館

） 

6.10 エル・ユニオン第９回株主

総会（労館） 

6.12 『守ろう憲法ときょうとネ

ット』、「沖縄に連帯する京

都集会～危険な普天間基地の

即時閉鎖・返還を」(みやこメ

ッセ）、1,200人、のち四条河

原町までデモ 

6.13 第55回京都母親大会（京都

テルサ）、950人 

6.13 京商連第49回定期総会（八

幡市文化センター） 

6.18 京都まちづくり市民会議、

公開シンポジウム「新景観施

策から３年」（ウイングス京

都） 

6.20 宮津市長選挙、井上正嗣、

再選 

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2日、富山・広島コース、入

洛、6月29日～7月1日綾部・亀

岡コース、6月19日京都市内網

の目行進） 

6.23 近畿労働金庫第12回通常総

会（ホテル阪急インターナシ

ョナル） 

6.28 京都府林業トレーニングセ

ンター開設 

6.29 京都府生協連第57回通常総

会 

6.29 京都市立芸術大学の法人化

に反対する教員などでつくる

『市民の会』、シンポジウム

・「法人化の問題点と課題を

考える」(ハートピア京都) 

 

 

 

 

 

定期総会(労館) 

6.5 京都労働相談センター第９

回学習・交流集会（労館） 

6.12 連合京都中小（地場共闘）

中小集会（保養所かもがわ） 

6.14 京都公務労協､「公共サー

ビス基本条例を求める京都集

会」（ハートピア京都） 

6.25 連合京都、「参議院選挙勝

利総決起集会」(シルクホール

)､900人 

6.26 きょうと教組第21回定期大

会（府部落解放センター） 

6.29 京都新聞労組集会(京都新

聞社)・デモ 

6.30 全日本年金者組合京都府本

部第22回定期大会（社会福祉

会館） 
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７月 

7.4  日本相撲協会、野球とばく力士27

人を公表 

7.11  第22回参議院選挙、自民党51、

民主党44、与党、参議院で過半数割

れ 

7.11  滋賀県知事選挙、嘉田由紀子、

再選 

7.11  第19回“サッカー”ワールドカ

ップ南アフリカ大会決勝戦、スペイ

ン初優勝（日本、決勝トーナメント

１回戦で敗退） 

7.17  15歳未満の子どもからの臓器提

供を認める改正臓器移植法、施行 

7.19  中国の2009年のエネルギー消費

量、米国を抜き世界最大へ 

7.20  日本経団連、2010年のボーナス

、３年ぶりにプラスに転じたと発表 

7.21  全労連第25回定期大会(～23日)､

議長＝大黒作治、事務局長＝小田川

義和 

7.29  厚労省､2009年の平均寿命、男女

とも４年連続で伸びた、と発表 

7.29  東京・足立区で111歳の男性が32

年前に死亡していたことが判明（9月

10日法務省、戸籍上生存の100歳以上

の所在不明者、全国で23万４千人、

と発表） 

7.29  福岡高裁那覇支部、普天間基地

の飛行差し止めは却下、賠償支払い

命令 

7.29  パナソニック、三洋電機、パナ

ソニック電工を完全子会社化する TOB

を発表 

 

８月 

8.2  原水協など、原水爆禁止2010年世

界大会（広島8千人、長崎2千人） 

8.3  「労働経済白書」、派遣事業の規

制緩和が格差拡大につながった、と

指摘 

8.4  原水禁など、被爆65周年原水禁世

界大会（～9日、長崎、4,500人） 

8.4  連合、平和行動in広島（～6日、

７～９日、長崎） 

8･6  原水禁・核禁会議・連合、広島集

会、6,800人 

8.6  広島市で、第65回原爆死没者慰霊

並びに平和祈念式典(広島平和記念公

園)､米大使と国連事務総長、初出席 

8.10  人事院、2010年度の国家公務員

７月 

7.1 京都府障害者就労ステップア

ップセンター開設 

7.8 京と地球の共生府民会議総会

（府公館） 

7.11 参議院選挙、福山哲郎（民

主）、二之湯さとし（自民）

、当選ほかに、成宮真理子、

中川卓也、河上満策、北川智

子が立候補 

7.14 NPT報告、原水爆世界大会代

表団結団式（労館） 

7.25 第42回京都府原爆物故者慰

霊式典（霊山観音） 

7.30 全労済京都府本部第58回通

常総会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.3 第30回平和のための京都の戦

争展（～8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23周年（

比叡山延暦寺） 

8.9 京都ジュブパークとマザーズ

ジョブカフェ、オープン（京

都テルサ） 

8.18 通信労組全国大会（松井別

館） 

8.24 サービス連合西日本地連第

６回大会（ウエスティン都ホ

テル京都） 

8.24 浮島丸殉難者を追悼する会

、「浮島丸殉難65年周年追悼

７月 

7.3 全厚生をはげますつどい（

京都テルサ） 

7.6 京都農協労連第88回定期大

会（丹の国農協会館） 

7.10 化学一般京滋地本第48回定

期大会（亀岡ハイツ） 

7.20 私鉄総連京都地区協議会第

21回定期大会（京都タワーホ

テル） 

7.22 京都自治労連第78回定期大

会（労館） 

7.23 昨年末の旧社会保険庁廃止

に伴う、「分限免職処分」（

民間企業の解雇に相当）者15

人、国を相手に、処分取り消

しを求める裁判を、京都地裁

に提訴 

7.25 全印総連京都地本第22回定

期大会（労館） 

7.25 京都放送労組など、「地デ

ジ難民を作るな！地上波テレ

ビのデジタル放送完全移行１

年前集会」（KBSホール）、15

0人 

7.29 第１回京都総評争議団激励

納涼ビアパーティー（さざん

か亭） 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.7 連合京都舞鶴地協20周年レ

セプション（舞鶴商工観光セ

ンター） 

8.7 JR連合西労組京都地本第19

回定期地本大会（滋賀ビル） 

8･8 JMIU京滋大会（カシフジ） 

8.22 京都総評、ユニオン交流会

(労館） 

8.24 京都新聞労組大会（京都新

聞） 

8.27 電機連合京都地協第22回定

期大会（メルパルクKYOTO） 

8.27 出版労連京都地協定期大会

（コープイン京都） 

8.27 京都職対連、第16回わいわ
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一般職の給与を勧告、月給もボーナ

スも引き下げ（同時引き下げは、２

年連続） 

8.10  閣議、日韓併合100年で「首相談

話」を決定、植民地支配について「

痛切な反省と心からのおわび」を発

表 

8.14  空襲被害者・遺族など、『全国

空襲被害者連絡協議会』結成、早乙

女勝元などが共同代表 

8.16  4－6月のGNP発表、中国のGNPが

日本を上回り、世界第２位になった

ことが判明 

8.27  厚労省、「厚生労働白書」発表

、消費型・保護型から参加型に転換

することによって、強い社会保障の

実現を、と提言 

8.27  厚労省、100歳以上不明者、271

人と発表(兵庫県119人、大阪府80人

など） 

8.27  警視庁、戸籍上「111歳」となっ

ている人の白骨遺体が自宅から見つ

かった事件で、81歳の長女と53歳の

孫娘を詐欺容疑で逮捕 

8.31  日航、更生計画案を提出、5,200

億円の債権放棄の要請、国内線30路

線、国際線15路線の撤退、１万６千

人の削減など 

 

９月 

9.7  尖閣諸島沖で海上保安庁巡視船と

中国漁船が衝突、翌日、中国船船長

を逮捕（25日、那覇地裁、船長を処

分保領のまま釈放） 

9.10  大阪地裁、厚労省元局長村木敦

子被告に無罪判決（にち、無罪確定

） 

9.10  連合、平和行動in根室（～12日

） 

9.14  民主党臨時大会、菅直人、小沢

一郎を破り代表再選 

9.15  最高裁第一小法廷、鈴木宗男被

告の上告を棄却（実刑が確定し衆院

議員を失職） 

9.20  全労協第22回定期全国大会（～ 

21日）、議長=金澤寿、事務局長=中

岡基明 

9.21  国交省が発表した2010年基準地

価(7月1日時点)を発表、３大都市圏

の下落率、ほぼ半減 

9.21  最高検、大阪地検特捜部の主任

集会（殉難の碑前）、350人 

8.28 京都弁護士会、「司法修習

生に対する給費制度の維持を

求める緊急シンポジウムin京

都」、240人 

8.28 京都中小企業家同友会創立4

0周年記念式典（国立京都国際

会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.14 第59回京都府社会福祉大会 

9.16 京都市人事委員会、報告と

勧告、月例給据え置き、期末

勤勉手当0.2カ月引き下げ 

9.16 社保協京都総会（労館） 

9.18 SKYふれあいフェスティバル

（～19日、アルスプラザ） 

9.18 第49回日本国民救援会京都

府本部定期9回大会（労館） 

9.18 第41回京都消費者大会（コ

ープイン京都） 

9.20 第36回国際婦人年京都集会

（京都弁護士会館）、110人 

9.21 京都の地価、商業地、住宅

地とも３年連続の下落（下落

幅は縮小） 

9.28 『憲法９条京都の会』・小

森陽一講演会（京都会館） 

9.29 反貧困ネットワーク京都集

会（ハートピア京都） 

 

いヘルシーカーニバル(教文セ

ンター）   

8.28 JR連合西労組福知山地本第

20回定期大会（中丹勤労者福

祉会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.4 京都総評第72回定期大会（

京都テルサ）､議長＝岩橋祐治

、事務局長＝梶川憲 

9.5 JP労組京都連絡協議会大会

（京都タワーホテル） 

9.5 自立労連第31回大会（南宇

治コミュニテイセンター） 

9.10 パート・非常勤ネット第６

回年次総会（労館） 

9.11 JR連合西労組京都地本第19

回定期地本大会（京都第二タ

ワーホテル） 

9.11 京都医労連第88回定期大会

（京都登録会館） 

9.11 国労京滋地本大会（長岡京

市中央生涯学習センター） 

9.12 連合京都京都市地協、クリ

ーンキャンペーン、170人 

9.12 郵産労京都総会（労館） 

9.12 建交労京都第12回大会 

（京都高齢者会館） 
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

検事を証拠隠滅（データー改ざん）

の疑いで逮捕（10月1日、主任検事の

上司であった前特捜部長と前同部副

部長を犯人隠避容疑で逮捕） 

9.23  米第リーグ、マリナーズの鈴木

一郎、10年連続200本安打 

9.24  公明党代表選挙、無投票で、山

口那津男、再選 

9.25  横須賀への原子力空母ジョージ

・ワシントン配備２周年で、神奈川

平和センターと安保破棄実行委など

、別個に抗議集会、あわせて４千人 

9.28  消費者金融の大手の武富士、過

払い利息を利用者に返還する負担な

どで、経営が行き詰まり、東京地裁

に会社更生法の適用を申請 

9.30  民放労連・日本テレビ労組、労

使合意のない新人事制度導入に抗議

し、正午から36時間全面ストライキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1  菅首相、所信表明で、消費税引

き上げを含む税制改革の議論に関す

る協議を呼びかけ 

10.1  第19回国勢調査（５年に１度） 

10.4  東京第５検察審査会、小沢一郎

を起訴すべきとの２度目の「起訴議

決」、東京地裁が指定する弁護士に

より、政治資金規正法違反で強制起

訴されることになった 

10.5  日銀、「包括的金融緩和策」を

決定、４年ぶりのゼロ金利 

10.6  鈴木章・根岸栄一、2010年のノ

ーベル化学賞の授賞決定が決定 

10.8  2010年のノーベル平和賞、中国

民主活動家で獄中にいる劉暁波に決

定 

10.11  最高検察庁、証拠隠滅罪で、元

大阪地検特捜部主任検事を大阪地裁

に起訴 

10.13  チリ・サンホセ鉱山の落盤事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1 府人事委員会、府職員の給

与等に関する報告と勧告、月

例給・期末勤勉手当とも引き

下げ 

10.1 日本女性会議2010きょうと

（～2日、国立京都国際会館） 

10.2 21世紀第10回京都高齢者大

会（労館） 

10.3 韓国“併合”100年を考える

会、「府市民のつどい」（ひ

とまち交流館）、160人 

10.3 京都生涯教育研究所など、｢

環境と文化・京都会議2010」

（同志社大学）、150人 

10.5 社保協キャラバン(～8日） 

10.8 京都府議会、議員定数１増

３減（増減） 

10.9 第８回京都学生祭典（～10

日、岡崎公園一帯） 

10.17 大山崎町長選挙、江下傳明

9.12 福祉保育労組京都地本第38

回大会（労館） 

9.18 JAM京滋第12回定期大会（

守山市） 

9.18 京都府電力総連第24回定期

大会（京都タワーホテル） 

9.18 情報労連京都地協第22回定

期大会（京都タワーホテル） 

9.18 京都総評、組織拡大研究・

交流集会（保養所きよみず） 

9.22  京交第82回定期大会（京

都ロイヤルホテルスパ） 

9.24 亀岡地労協第55回定期大会

（亀岡教育会館） 

9.24 全厚生をはげます会総会（

ウイングス京都） 

9.25 自治労京都府本部第74回定

期大会（府部落解放センター

） 

9.25 第６回「STOP！ザ働きすぎ

！働き方を見直す」京都集会

（～26日、労館）、250人 

9.26 運輸労連京都府連合会第43

回定期大会（キャンパスプラ

ザ京都） 

9.26 合同繊維第82回定期大会（

労館） 

9.28 京都高退者連合、高齢社会

を考える集会（労館） 

 

１０月 

10.2 京水労第82回大会（ハート

ピア京都） 

10.2 京都国公第63回大会（労館

） 

10.2 京都総評青年部第８回大会

（労館） 

10.3 舞鶴地労協大会（サンライ

フ） 

10.3 京都放送労組大会（KBS） 

10.7 京都労働相談センター第12

回総会（労館） 

10.9 全国一般第57回定期大会（

労館） 

10.13 綴喜ユニオン結成総会（

京建労綴喜八幡支部事務所） 

10.15 UIゼンセン同盟京都府支

部第９回定期総会（労館） 

10.15 自交総連京都地連大会（

京都工業会館） 

10.15 福知山地労協大会（中丹
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

で閉じ込められた作業員33人全員の

救出 

10.15  全国年金者組合の後期高齢者医

療制度の廃止などを求める全国行動 

10.16  反貧困ネットワーク、「反貧困

世直し大集会2010」、1,200人 

10.20  厚労省、2009年度の生活保護世

帯数、127万世帯と発表（過去最多） 

10.21  新潟地裁で、新潟水俣病の原告

と被告双方が和解に基本合意 

10.22  内部告発「ウィキリークス」、

イラク戦争関係の米軍機密文書40万

点をインターネットに公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  ロシア大統領、国後島を訪問 

11.1  衆・参両議院の予算委員会の理

事など30人、尖閣諸島沖の中国漁船

衝突事件を海上保安庁が撮影したビ

デオ映像を視聴 

11.1  １ドル＝80円21銭に高騰（15年

半ぶりの高値） 

11.2  米中間選挙、民主党４年ぶりに

過半数割れ 

11.8  財務省、政府・日銀の外国為替

市場での市場介入額を発表、9月15日

の円売り介入額は２兆１千億円で、

一日の介入額としては過去最高 

11.11  日米欧と新興国の20カ国・地域

（G20）首脳会合、通貨切り下げ競争

を回避することを確認 

11.18  東京株式市場、日経平均株価、

1万円台に回復 

11.28  沖縄知事選挙、仲井真弘多・再

、初当選 

10.17 京都府上海ビジネスサポー

トセンター（東アジア市場開

拓支援センター）、上海でオ

ープン 

10.20  第48回京都労働者福祉活動

者会議（京都ブライトンホテ

ル） 

10.20 自由法曹団京都支部､｢なぜ

、今“国会議員削減”そのね

らいはー選挙制度を考える｣学

習集会（労館） 

10.24 第28回全日本大学女子駅伝

対校選手権大会、佛教大学、

２年連続２回目の優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.3 2010京都勤労者健康づくり

フエア（京都テルサ） 

11.3 憲法９条の会など、「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

）、1,400人 

11.3 第18回東九条マダン 

11.4 京都第一法律事務所、「憲

法を守る講演の集い」（ハー

トピア京都）、190人 

11.6 NPO『テラルネッサンス』10

周年記念講演（ひとまち交流

館） 

11.10 10秋の府市民総行動（府庁

東門など） 

11.14 伊根町長選挙、吉本秀樹、

再選 

11.21 第100回知事と和い和いミ

ーチィング 

勤労者福祉会館） 

10.15 労働法制京都連総会（労

館） 

10.15 年金者組合京都地本、年

金者一揆（円山野外音楽堂）

、300人、のち四条河原町まで

デモ 

10･15 通信労組京都地協第９回

大会（ウイングス京都） 

10.19 左京地区労大会（教文セ

ンター） 

10.20 フード連合京滋地区協議

会第９回定期大会（京都タワ

ーホテル） 

10.20 山科地区労大会（山科区

役所） 

10.22  伏見地区労大会（伏見

区役所総合庁舎ホール） 

10.23 基幹労連京都府支部第８

回定期大会（与謝の荘） 

10.23 働くもののいのちと健康

を守る京都センター総会・10

周年記念レセプション(ルビノ

堀川） 

10.29 連合京都第26回地方委員

会（労館） 

10.29 連合京都2011躍進の集い

（京都センチュリーホテル） 

10.31 第21回（最終）国鉄まつ

り（六孫王会館）、510人 

 

１１月 

11.1 連合京都議員フォーラム第

７回総会（京都国際ホテル） 

11.1 京都農協闘争報告集会（中

丹勤労者福祉会館） 

11.2 京労委平成21年（不）第３

号西日本運輸鉄道不当労働行

為救済申立事件で、不利益取

扱いを認定せず、棄却命令 

11.3 連合京都中小企業海外研修

・マレーシア（～7日） 

11.6 国鉄闘争報告集会（メルパ

ルク京都）、150人 

11.7 京建労結成60周年記念式典

（ウエスティン都ホテル） 

11.11 連合京都市地協第３回定

期総会（労館） 

11.11 宮津地労協大会（歴史の

館） 

11.12 綾部地労協大会（綾部市
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.23 公契約のあり方を考えるシ

ンポジウム（同シンポジウム

実行委主催、京都商工会議所

講堂）、200人 

11.25 京都教育センター50周年研

究集会・全体会（ルビノ堀川

） 

11.29 ライフ＆ジョブカフェ京都

、オープン（京都テルサ） 

11.29 京都府パーソナル・サポー

トセンター、オープン（京都

テルサ） 

11.29 舞鶴地労協など、米イージ

ス艦舞鶴港入港抗議行動   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民センター） 

11.12 第二日赤労組、ストライ

キ 

11.13 連合京都たんご地協第２

回地協委員会（セントラール

ホテル京丹後） 

11.14  府立高教組、第１回京都

の学校図書館、公共の図書館

の充実を求めるつどい（龍谷

大学） 

11.16 舞鶴松本争議勝利祝う会

（サンライフ） 

11.17 連合京都、府への要請行

動（平安会館、18日、京都市

） 

11.17 連合京都乙訓地協2010年

地協委員会（バンビオ１番館

） 

11.18 秋期年末闘争労働者総決

起集会（労館）、190人 

11.19 連合京都綾部地協第18回

地協委員会(綾部市中央公民館

） 

11.19 全国一般生協労組･同パー

ト労組、ストライキ（26日、4

2名の指名ストライキ） 

11.21 京建労60周年記念まつり

（府総合見本市会館パルスプ

ラザ） 

11.21 『京都ヘルパー連絡会』

「第11回ホームヘルパーのつ

どいin京都2010」（キャンパ

スプラザ京都） 

11.23 第６回パート・非常勤、

派遣労働者のつどい（せいき

ょう会館） 

11.24 秋の地域総行動 

11.25 乙訓地労協第59回大会（

向日市民会館） 

11.26 連合京都福知山地協第11

回定期（中間）総会（中丹勤

労者福祉会館） 

11.26 中京地区労大会（保養所

かもがわ） 

11.26 船井地労協大会（園部国

際交流会館） 

11.28 連合京都舞鶴地協第11回

定期（中間）総会（舞鶴勤労

者福祉センター） 

11.28 京都総評女性部大会（せ

いきょう会館） 
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１２月 

12.3  米と韓国、自由貿易協定締結で

合意、と発表 

12.6  福岡高裁、諫早湾干拓事業の一

環として建設された堤防排水門に関

し、同門を開けても防災面や干拓地

農業への影響は限定的である、とし

て開門するように命令(15日、菅首相

上告断念表明、21日、判決確定) 

12.14  労働組合推定組織率前年と同率

の18.5%、組合員数は、２万４千人の

減少 

12.15  川崎市、市発注の事業を受注し

た企業に一定額以上の賃金支払いを

求めた公契約条例制定（政令市で初

） 

12.26  改正国家公務員給与法成立、20

10年度の年間給与を前年度比1,5%削

減 

12.27  2009年厚労省調査、定年などで

退職した中高年の約半数が契約社員

やパートで仕事を続けている、こと

が判明 

12.27  航空連や全労連、全労協など、

日本航空の不当解雇撤回をめざす国

民支援共闘会議を結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  複数府県による全国初の

特別地方公共団体、関西広域

連合、設置 

12.1  農林業と食糧・健康を守

る連絡会総会（ハートピア京

都） 

12.8  平和のための京都の戦争

展実行委、太平洋戦争開戦69

周年平和のための文化のつど

い」（機関紙会館） 

12.9  京都労福協加盟団体代表

者会議（新都ホテル） 

12.9  福祉要求をすすめる京都

の実行委、「私たちは“子ど

も子育て新システム”に反対

します」（京都市役所前）、3

00人、のちパレード 

12.11  京都市男女共同参画市民

会議､｢ウイングスフォーラム2

010｣（ウイングス京都） 

12.16  日本機関紙協会京滋地本

第61回総会（機関紙会館） 

12.18  第22回KYOあけぼのフェ

スティバル2010（京都テルサ

） 

12.19  アメリカンフットボール

全日本大学選手権（甲子園ボ

ウル）で、立命館大学、２年

ぶり７度目の優勝 

12.26  男子第61回、女子第22回

全国高校駅伝大会（西京極競

技場）、男子優勝・鹿児島実

業(鹿児島)、洛南11位、女子

優勝・興譲館(岡山)、立命館

宇治６位 

12.27  府、６月末の府内労働組

合基礎調査結果を発表、組合

数1,378組合、組合員数186､83

7人、推定組織率19.6%(18組合

減、699人減、推定組織率は増

減なし) 

11.29 全国一斉労働相談ホット

ライン（～30日） 

11.30 連合京都金属部門連絡会

第４回代表者会議（～12月1日

、与謝の荘） 

 

 

１２月 

12.1  連合京都南山城地協委員

会（宇治市産業会館） 

12.3  連合京都亀岡地協第10回

定期総会（亀岡会館） 

12.4  北上地区労第43回大会・

レセプション（ルビノ堀川） 

12.7  京都労働運動OBの会（労

館） 

12.7  丹労連第17回大会（丹後

教育会館） 

12.8  京都交運労協第19回定期

大会（京都国際ホテル） 

12.9  南地区労第21回大会（ヘ

ルスピア） 

12.11  2011京都国民春闘共闘

会議発足総会・討論集会(～12

日、KKRびわこ） 

12.11  府立高教組結成60周年

のつどい（教文センター） 

12.13  争議勝利報告&激励交流

のつどい（労館） 

12.14  西右京地区労大会（西

京区役所） 

12.15  東山地区労大会（ふれ

あい会館） 

12.17  京都総評、府への予算

要請行動 

12.20  連合京都、京都市長へ

の重点要請（ルビノ堀川） 

12.21  連合京都、府知事への

重点要請（平安会館） 

12.25  京都教育センター50周

年記念研修集会（～26日、ル

ビノ堀川など）、100人 

 

 


