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     ２０１１（平成２３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 

1.11  同友会、〈2020年の日本創生）を

発表（消費税３段階で17％、法人税2

5％に引下げ、TPP参加も促す） 

1.12  日本経団連，大卒就活の見直し要

請（2013年春新卒から説明会を２ヵ

月遅い12月に） 

1.14  第二次菅改造内閣発足、官房長

官に枝野幸男 

1.17  日本経団連、経営労働政策委報告

を発表、定昇維持には理解、給与総

額１％引上げには難色 

1.17  労働政策審議会、業務上の事故

で外貌の障害が同じ程度でも男女に

差を設けている労災保険の障害等級

解消という厚労省方針を妥当と答申 

1.18  厚労省と文科省による2010年度

大学等卒業予定者の就職内定状況調

査結果を発表、就職内定率は68.8%(

前年同期比4.3ポイントの低下）で、

調査開始の1996年以来過去最低の水

準 

1.20  連合第16回中央委、有期労働契

約審議への対応方針で、“期間の定

めのない直接雇用”を基本と確認 

1.20  中国、2010年のGDP発表（日本を

抜き世界第２位へ） 

1.22  B型肝炎訴訟原告団、札幌地裁提

示の和解案を受諾（未発症キャリア

にも支給、1月28日、国も受諾） 

1.27  最高裁、新嘉手納爆音訴訟で、

住民側の上告を棄却 

1.28  東京高裁、君が代起立斉唱の都

教委通達を合憲と認定、教職員側敗

訴 

1.31  検察審査会、民主党小沢一郎元代

表を政治資金規正法違反容疑で強制

起訴。 

1.31  厚労省、2010年末時点での“外

国人雇用状況”で、65万人(前年比15

.5%増）と発表 

 

２月 

2.1  エジプト、野党呼びかけの〈100万

人デモ〉（2月13日、軍最高評議会、

憲法停止と議会解散を発表） 

2.3  大相撲で八百長問題発覚（2月6日

、日本相撲協会、春場所中止を決定

、2月15日、現役十両力士ら９人を書

類送検、4月1日、日本相撲協会、関

1月 

1.10 第89回全国高等学校サッカ

ー選手権大会、府立久御山高

校、準優勝 

1.13 第２回復職支援ネットワー

ク会議（池坊短期大学） 

1.16 第29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

優勝 

1.16 長岡市長選挙、小田豊、３

選 

1.19 ウクライナ・ヤヌコーヴィ

チ大統領、入洛 

1.22 京都向日町競輪開設60周年 

1.23 JR総連京滋地協第16回定期

委員会（京都JA会館） 

1.30 民主党京都府連第13回大会

（リーガロイヤルホテル京都

） 

1.31 平和を願い戦争に反対する

京都戦没遺族会結成20周年総

会（保養所かもがわ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.5 第８回アビリンピック京都大

会(京都府立京都高等技術専門

校） 

2.5 北方領土返還要求府民第29回

大会（労館） 

2.6 舞鶴市長選挙、多々見良三初

当選 

1月 

1.5 京都労福協・京都労動運動O

Bの会、新年交歓会（労館） 

1.5 京都総評新春旗開き（ルビ

ノ堀川） 

1.7 連合京都新春旗開き（ホテ

ルグランビア京都） 

1.20 京都自治労連など、「憲法

から議会のあり方、議員定数

・報酬などを考える」（ハー

トピア京都） 

1.22 京都総評第73回臨時大会（

労館） 

1.23 交通労連京滋支部第25回定

期大会 

1.23 JR総連京滋支部第25回定期

大会（労館） 

1.26 京都総評、京都市への予算

要請行動（寺町会議室） 

1.28 綴喜地労協大会（京田辺社

会福祉センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.3 相楽地労協大会（木津川市

東部交流会館） 

2.4 京交運大会（労館） 

2.4 全国一般京都地本、ホテル

“溪山閣”と明保野亭を経営

する“岩井物産”での不当解

雇撤回闘争の合同勝利集会 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

与した力士ら23人に引退、退職勧告

、２年の出場停止処分） 

2.6  第11回世界社会フォーラム（～２

月11日、セネガル・ダカール） 

2.9  厚労省の“2010年6月1日現在の労

働者派遣事業の状況”を発表、労働

者数145万人（2009年比7.3%減） 

2.10  古賀連合会長、「闘争開始宣言

中央集会」で、“非正規労働者の処

遇改善に取り組む”、と挨拶 

2.22   ニュージーランド南部でＭ６.

３の地震、日本人留学生28人を含む

死者181人 

2.23  東京高裁、仕事によるうつ病で

の解雇を無効とする判決(2月28日、

神戸地裁兵庫支部、社員自殺でマツ

ダに賠償命令、3月7日、東京地裁、

過労による精神疾患でアルコール中

毒死したのは会社の責任、と認定) 

2.26  連合、政府主催の“開国フォー

ラム”で、TPP交渉参加に条件付きで

賛成する、と表明 

2.28  総務省、2010年平均の完全失業

率5.1%、と発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水協など、2011年3･1ビキニ・

デー集会（焼津市）、1,500人 

3.1  原水禁など、被災57周年3･1ビキ

ニ・デー集会（静岡市）、300人 

3.3  警察庁、“2010年の自殺に関する

報告”、自殺者総数、31,690人、う

ち、原因の2番目が“経済･生活問題

”で、7,438人、と発表 

3.5  連合、春季生活闘争決起集会（明

治公園）、１万５千人 

2.6 京都農民連第47回大会（綾部

市） 

2.9 関西経済団体連合会など、第

49回関西財界セミナー（～10

日、国立京都国際会館） 

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） 

2.16 京・山城で、死亡野鳥（ハ

ヤブサ）から鳥インフルエン

ザ陽性反応 

2.19 『農林業と食糧・健康を守

る京都連絡会』、「TPPは何を

もたらすのか」・内橋克人講

演会（京都JA会館）、370人 

2.19 反貧困ネットワーク京都「

１周年記念フェスタ」 

2.19 核兵器のない世界をめざす

京都実行委、「ビキニデーを

考える集い」（同志社大学）

、100人 

2.20 第22回全国車イス駅伝競走

大会（国立京都国際会館―西

京極陸上競技場間）、優勝大

阪、京都A5位 

2.27 きょうと給食まつりー給食

連絡会30周年「記念集会」（

教文センター）、200人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.5 第82回山宣墓前祭(宇治市） 

3.6 「菅内閣による日本“壊国”

を許すな TPP参加反対、消費

税増税NO！府民大集会（円山

野外音楽堂）、1,500人、のち

京都市役所前までデモ 

3.6 日朝協会京都府連、「３・１

独立運動92周年 日朝韓の友

好・連帯を考える京都のつど

い」(京都アスニー) 

2.7 連合京都、希望と安心の社

会づくりキャンペーン全国一

斉労働相談周知街頭宣伝活動

（四条河原町） 

2.8 連合京都第３回医療部門連

絡会（連合京都会議室） 

2.9 京都農協労連大会（綾部IT

ビル） 

2.9 労働法制京都連絡会、「労

働者派遣法の抜本的改正を！

人間らしく働くルールの実現

をめざす学習決起集会（労館

） 

2.10 連合京都春季生活闘争開始

宣言集会（労館） 

2.10 連合京都福知山地協女性委

員会20周年記念懇親会（マリ

マージュ玉姫殿） 

2.12 京都職対連総会（労館） 

2.14 連合京都、京都経営者協会

への要請行動 

2.15 連合京都、京都労働局への

要請行動 

2.16 国鉄闘争解決を迫る集会（

やすらぎふれあい館） 

2.20 伏見ふれあいユニオン総会

（伏見地区労事務所） 

2.21 連合舞鶴及び連合綾部、地

域キャラバン(22日､亀岡地域

・福知山地域・たんご地域) 

2.22 京都総評、争議支援総行動 

2.24 京都総評、春の地域総行動

、700人 

2.25 連合乙訓地域キャラバン 

（28日、南山城地域) 

2.26 京都高退者連合第19回定期

総会（保養所きよみず） 

2.26 働く女性の京都集会（京都

テルサ） 

 

３月 

3.2 「菜の花行動 学習&音楽の

つどい」（労館） 

3.4 労働相談ホットライン 

3.4 京都府農村労組第45回大会

（綾部中央公民館） 

3.4 京朋争議報告集会(ウイズユ

ー） 

3.5 京教組第73回定期大会（教

文センター） 

3.5 京都私教連定期大会（池坊
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

3.6  前原誠司、在日外国人から政治献

金を受け取ったとして、外相を辞任 

3.8  厚労省、“保育所待機児童者数”

は、2010年10月1日現在、4万8千人（

2千3百人増）、と発表 

3.11  東日本大震災発生.Ｍ９.０、岩手

・宮城・福島沿岸に大津波、死者・

行方不明約２万人、東電福島第一原

発の緊急炉心冷却システム停止（ 12

日、同原発１号機、14日、同原発３

号機、水素爆発） 

3.11  政府、東日本大震災の発生を受け

、〈緊急災害対策本部〉を設置、原

子力災害対策特別措置法により初の

“原子力緊急事態”を宣言、３キロ

圏内は避難、10キロ圏内に屋内待機

を指示 

3.14  全労連、全農協労連とMICと共同

で“東日本大震災労働者対策本部”

、設置 

3.16  金属大手への賃上げ一斉回答日

、集計登録組合59のうち、提示は33

にとどまる 

3.16  厚労省、「21世紀成年者縦断調

査（第８回＝09年11月実施）」によ

ると、仕事をしていた女性の結婚後

の就業継続について、正規の場合､64

,3%、非正規の場合、44.5%、が継続 

3.16  円が16年ぶりに最高値更新、１

ドル＝76円25銭 

3.23  東京都葛飾区にある浄水場で、

飲料水に乳児向け基準を超えた放射

性ヨウ素検出 

3.23  最高裁，2009年衆院選での１票の

格差2.3倍は〈違憲状態〉と初の判断 

3.25  政府、福島第一原発から半径20

～30キロ圏内に自主避難を要請 

3.26  ドイツ、ベルリンなど４都市で国

内原発の稼動停止を求めるデモ、20

万人 

3.30  東電会長、福島原発１－４号機

の廃炉方針を表明 

3.31  連合、東北３県の沿岸地域にボ

ランティア第一次の派遣（以降9月ま

で、24陣の派遣） 

 

４月 

4.4  東京電力、福島第一原発内から放

射能汚染水１万1,500トンを海へ放出 

4.10  反原発市民デモ（東京・高円寺

）１万人 

3･8 2011年３・８国際女性デー京

都集会(同実行委主催) 

3.11 第１回京都マラソン（西京

極陸上競技場―平安神宮） 

3.11 重税反対全国統一行動京都

行動 

3.12 京都・東山花灯路（～21日

） 

3.13 『子ども・子育て新システ

ムに反対する京都の会』、「

“子ども・子育て新システム

”にレッドカードを京都大集

会」（円山野外音楽堂）、500

人 

3.15 府、東日本大震災・被災者

受け入れ開始を発表 

3.16 第10回ケータイ国際フォー

ラム 

3.17 京都革新懇講演会（ハート

ピア京都） 

3.18 配偶者等からの暴力に関す

るネットワーク京都会議、発

足 

3.18 京都府がん対策推進条例公

布・施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1 京都弁護士会、会長に小川達

雄 

4.3 『ピースウオーク』など、「

原発をやめて！核事故の真相

短大） 

3.8 連合京都女性委員会、国際

女性デー街頭行動（四条河原

町） 

3.9  KBS30周年記念（京都タワ

ーホテル） 

3.11 連合京都､2011春季生活闘

争勝利・第17回統一自治体選

挙勝利決起集会（円山野外音

楽堂） 

3.16 連合京都、東日本大震災救

援カンパ街頭行動(四条河原町

） 

3.17 京都生協労組スト 

3.22 京都公務労協第５回総会（

労館） 

3.31 東京地裁、京都農協が中労

委での不当労働行為救済命令

を不当とし、取り消しを求め

た訴訟で、請求棄却の判決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.15 全医労、不利益雇止め是正

裁判、判決報告集会（労館） 

4.20 京都農協争議東京地裁勝利

判決報告集会（中丹勤労者福
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

4.10  中部電力浜岡原発の運転中止を

求める市民集会、2,500人、のち中電

東京支社へデモ 

4.12  原子力安全・保安院、福島第一

原発事故を最悪の“レベル７”と判

定（22日、半径20キロ圏内を警戒区

域として立ち入り禁止） 

4.12  最高裁、住宅設備機器メーカー

・INAXの委託事業者の労働者性が争

われた件で、労組法の労働者、と認

定 

4.23  沖縄集団自決訴訟で、原告側上告

棄却.大江健三郎側勝訴 

4.26  東北・関東の農民ら東電本社前

で農産物補償と早期仮払いを求める

抗議行動、400人 

4.26  ライブドア事件で最高裁、堀江貴

文被告の上告棄却、懲役２年６月の

判決確定 

4.28  パナソニック、国内外で４万人削

減へ、日本の製造業で過去最大規模

（5月 

21日、国内従業員の１割、１万数千人削

減を発表） 

4.28  厚労省、2010年の有効求人倍率

が0.56倍（前年度比0.11ポイント上

昇）、と発表 

4.29  連合、第82回中央メーデー、規

模を例年の４分の１へ、震災復興に

全力を、とアピール、９千人 

 

５月 

5.1  全労連など、第82回中央メーデー

集会、２万１千人 

5.1  全労協など、第82回日比谷メーデ

ー、１万２千人 

5.1  オバマ米大統領、米当局による攻

撃で国際テロ組織アルカイダ指導者

ウサマ・ビンラディン殺害と発表。 

5.2  総務省統計局、2011年4月1日現在

の15歳未満人口は、1,693万人と推計

（前年比9万人減で、1982年から30年

連続の減少） 

5.6  菅首相、浜岡原発の全面停止を中

部電力に要請（中電、要請を受諾） 

5.7  原発廃止を求める渋谷デモ、１万

５千人 

5.20  厚労省、（2010年版）“働く女

性の実情”で、女性労働力率（15～6

4歳の生産人口）63.1%、と発表（８

年連続で過去最高）  

を明かせ」（三条大橋河川敷

）、500人、のち、京都市役所

前までデモ 

4.10 統一地方選挙前半戦（京都

府議、京都市議） 

4.23 京都弁護士会、「朝日訴訟

第一審勝利判決から50年 闘

いに学び生存権を現在に活か

す」、100人 

4.23 部落解放同盟京都府連合会

第58回定期大会（府部落解放

センター） 

4.24 統一地方選挙後半戦、向日

市長選挙、久嶋務、３選、京

田辺市長選挙、石井明三、再

選、木津川市長選挙、河井規

子、再選 

4.24 「チェルノブイリ25年 京

都のつどい」（同実行委主催

、京都YWCAホール） 

4.26 全国知事会会長に山田京都

府知事就任 

4.29 京都部落解放共闘、4･29集

会（府部落解放センター） 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.3 「生かそう憲法 守ろう９条

憲法集会in京都」（京都会館

）、2.400人、梅原猛講演、の

ち、四条河原町までデモ 

5.6 日本国民救援会京都府本、第

56回京都解放運動戦士の合祀

追悼祭（知恩院内碑前） 

5.11 雇用対策に係る意見交換会

（平安ホテル） 

5.14 京都革新懇総会（保養所か

もがわ） 

5.14 『裁判員制度を考える京都

の会』、｢えんざいはこうして

つくられる、取り調べの可視

化を 裁判員制度を考える市

民集会｣・江川紹子講演（ウイ

ングス京都） 

5.19 京都モデルフォレスト協会

定時総会 

祉会館） 

4.24 第82回連合綾部地域メーデ

ー（綾部市民センター）、400

人 

4.25 京都総評、東日本大震災第

２回救援物資の送付 

4.29 第82回京都中央メーデー式

典（府太陽が丘第２競技場）

、18,000人 

4.29 第82回連合たんご地域メー

デー（野田川わーくぱる）、7

00人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1 第82回連合舞鶴地域メーデ

ー（前島みなと公園）、700人 

5.1 第82回連合福知山地域メー

デー（福知山市厚生会館）、8

00人 

5.1 第82回全京都統一メーデー

（二条城前、8,000人、京都12

会場、１万２千人） 

5.1 京都ユニオンネットワーク

、第21回地域メーデー (主催

、同実行委員会)、三条大橋北

側河川敷 

5.21 京建労大会（亀岡・ガレリ

ア） 

5.21 京都市教組大会（教文セン

ター） 

5.28 京都総評、第回地域労働運

動研究・交流集会（京都アス

ニー） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

5.20  全労連第６回幹事会、初の原発

政策案を発表、“すべての原発停止

”を打ち出す 

5.26  主要国首脳会議（～27日，フラン

ス・ドーヴィル）、原子力の安全基

準強化や中東・北アフリカ地域の民

主化運動支援を確認 

5.27  改正民報、改正児童福祉法、成

立児童虐待防止を目的に親権を最長

２年間停止 

5.30  最高裁、国歌斉唱の際の起立を

拒否した教諭を再任用しなかった都

教委の裁量を認める判決 

5.30  ドイツ政権与党、2022年末まで

の国内全原発廃棄で合意 

 

 

 

６月 

6.3  閣議、一般職の国家公務員の棒給

・ボーナスの10パーセントカット、

を決定 

6.3  “君が世”起立条例、大阪府で成

立(全国初) 

6.10  菅首相と古賀連合会長、トップ

会談 

6.10  政府、“2011年版自殺対策白書

” 

2010年の自殺者は､31,690人、と発表

（  （３万人を超えるのは13年連続） 

6.11  6･11脱原発100万人アクション、

新宿２万人など 

6.12  原発再開の是非を問うイタリア国

民投票、反対９４％ 

6.16  鎌田慧・坂本龍一ら呼びかけの

“脱原発1千万人署名運動”始まる 

6.15  改正介護保険法成立、24時間対応

の訪問介護・看護サービスを創設 

6.17  改正刑法成立、コンピューター

・ウィルス作成罪を創設 

6.17  議員立法による、障害者虐待防

止法成立 

6.17  総務省統計局、“2010年家計調

査年報”で、勤労者世帯の世帯当た

り実収入47万1,727円（前年比2.3%増

）、と発表 

6.17  ILO第100回総会、“家事労働者

のためのディーセント・ワークにつ

いての条約”、を採択 

6.21  日本のスパコン“京”、世界最

速に 

5.21 講演会・「花はどこへ行っ

たー枯葉剤被害とともに生き

る人々」（だるま寺） 

5.22 みんなでKTRを考える住民参

加シンポジウム 

5,27 京都労福協第55回定時総会

（労館） 

5.27 京都憲法会議など、「憲法

集会 春のつどい」（ハート

ピア京都） 

5.28  「5･28日米合意の撤回を

！沖縄連帯京都のつどい」（

ウイングス京都）、のち、四

条河原町周辺をパレード 

5.29 京商連総会(中小企業会館） 

5.30 京都労働者総合会館評議員

会（労館） 

 

６月 

6.2 エルユニオン第10回株主総会

（労館） 

6.3 アスベスト訴訟提訴支援集会

（京都弁護士会館）、200人 

6.4 連合第22回労働トップフォー

ラム（エルおおさか） 

6.4 きょうと食育ネットワーク平

成23年度通常総会・講演会 

6.4 アスベストシンポジウム（京

都農協会館） 

6.5 第56回京都母親大会（立命館

宇治）、900人 

6.5 全京都生活と健康を守る会連

合会第46回定期総会（京都ア

スニー） 

6.9 京都者学園第55回園員総会（

労館） 

6.10 『京都宗平協』設立50周年

記念講演・「大西良慶を語る

」（聖公会京都教区センター

） 

6.11 『京都宗平協』平和コンサ

ート（カトリック河原町教会

） 

6.11 6･11原発ゼロアクション行

動、京都ピース・ウオーク、 

600人 

6.11 いまこそ原発を問う連続講

座実行委、石橋克彦講演会（

龍谷大学アバンティ響都ホー

ル）、300人 

6.12 「危険な普天間基地の即時

5.28 府立高教組大会（教文セン

ター） 

5.28 最低賃金体験スタート集会

（労館） 

5.29 京都総評、60周年記念ボウ

リング大会(しょうざんボウル

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.3 京都労働運動OBの会第32回

定時総会 

6.10 全厚生争議団を励ますつど

い（ハートピア京都）、120人 

6.17 京都総評、対府要請行動 

6.17 原発街宣・デモ（京都市役

所前） 

6.21 『日航の不当解雇撤回をめ

ざす京都支援共闘会議』結成

集会（労館） 

6.22 中田衛一22歳過労死裁判支

援ネットワーク第５回総会 

6.25 第７回「STOP！ザ・働き過

ぎ！働き方を見直す京都集会

」（～26日、労館）、のべ210

人 

6.29 京都年金者組合大会・５千

人記念祝賀会（京都中小企業

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 

6.22  連合、平和行動in沖縄(～25日) 

6.26  脱原発福島１万人集会 

6.28  B型肝炎訴訟で、政府、国の責任

を認め。謝罪、基本文書に調印 

6.29  総務省統計局の2010年国勢調査

“抽出速報集計”で、10月1日現在の

人口１億2,805万人、65歳以上人口、

2,929万人（総人口に占める比率は23

.1%）、15歳以上の労働力率は60.7%

、と発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  電力使用制限令、東京電力と東北

電力管内で発動、第１次石油危機の1

974年以来37年ぶり、15％削減を義務

づけ（9月9日、解除） 

7.2  全労連など、「原発ゼロをめざす

緊急行動」（東京）、２万人 

7.8  厚労省、2011年版“労働経済の分

析”（労働経済白書）で、ポスト団

塊ジュニア世代、正社員への転換進

んでいない、そして、非正規で働く

若者の年長化を防ぐために、正規雇

用化の取り組みが必要、と指摘 

7.12  『子どもたちを放射能から守る

全国ネットワーク』結成、全国100団

閉鎖と返還を！沖縄に連帯す

る京都集会」（円山野外音楽

堂）、460人、のち、京都市役

所前までデモ 

6.13 京都府雇用創出活力会議（

府公館） 

6.13 明日の京都づくり府民会議

平成23年度総会 

6.15 東日本大震災京都府被災地

視察・東北三県(～17日) 

6.15 京都府生協連第58回定時総

会 

6.16 京都府節電対策本部設置 

6.17 「なくそう！原発！自然エ

ネルギーへの転換を！」宣伝&

デモ（京都市役所前―四条河

原町）、150人 

6.19 南山城村長選挙、手仲圓容

・再選 

6.19 ナホトカ市代表団、府を表

敬訪問（舞鶴市・ナホトカ市

姉妹都市提携50周年） 

6.21 原水協など、2011年原水爆

禁止国民平和大行進、東京・

広島コース入洛（7月２日、富

山・広島コース、入洛、7月5

日～8日、綾部・亀岡府内行進

、7月9日、京都市内網の目行

進） 

6.22 近畿労働金庫第13回通常総

会(大阪サンケイホール） 

6.26 バイバイ原発京都実行委、

梅小路公園で集会、１千人、

のち、関電京都支店に向けデ

モ 

 

７月 

7.2 伊波洋一×柳澤協二講演会（

労館）、140人 

7.2 試運転中に事故が続出してい

るとして、『“京都市の焼却

溶融施設”の中止を求める市

民の会』発足集会（山科区） 

7.5 京都安全衛生大会（京都テル

サ） 

7.7 国際協同組合デー第22回京都

集会 

7.9 京都弁護士会、「司法修習生

給費制シンポジウム」 

7.10 平和遺族会結成20周年記念

（保養所かもがわ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1 京都高退協総会（労館） 

7.6 私鉄総連京都地区協議会第2

2回定期総会（京都タワーホテ

ル） 

7.6 京都農協労連大会（綾部中

央公民館） 

7.9 化学一般京滋福地本第49回

定時大会（アヤハ） 

7.12 最高裁、京都市教員の残業

是正裁判で、教員らの請求を

棄却、安全配慮違反を認めず 

7.14 京都自治労連第79回定期大

会（労館） 

7.22 下京地区労再建大会（しん
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

体が参加 

7.13  菅首相、将来は〈脱原発〉社会を

めざすと表明 

7.13  厚労省、2010年国民年金納付率

、60%割れ、と発表 

7.13  日本被団協、原発の廃炉を国に求

める総会方針、原子力平和利用肯定

を転換 

7.18  サッカー女子Ｗ杯、日本代表“な

でしこジャパン”、初優勝。 

7.25  厚労省の『労使関係法研究会』

、労働組合法上の労働者は、団体交

渉上による保護を与える対象者とい

う視点で検討すべき、との初の判断

基準を提示 

7.27  大阪地裁、“日勤教育”で、JR

西日本に賠償命令 

7.28  国労第80回大会（～29日）、JR

不採用問題では、雇用問題にけじめ

をつけた、と終結宣言 

7.28  青年ユニオン、三菱ふそう派遣

切り裁判での和解について、勝利と

表明 

7.29  改正障害者基本法成立（障害者の

社会参加に関する基本理念を定める

） 

7.31  原水禁など、被爆66周年原水爆禁

止世界大会（～8.11）、脱原発訴え

福島で初、850人、広島、長崎4,500

人、沖縄320人 

7.末 生活保護受給者205万人超、1951年

以降最高 

 

８月 

8.3  原水協など、原水爆禁止2011年世

界大会（～9日）、広島２千人、長崎

7,800人。 

8.4  連合、平和行動in広島（～6日、7

日～9日、長崎） 

8.6  第66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） 

8.7  連合・原水禁・核禁会議共催、核

兵器廃絶201平和ナガサキ大会、6,50

0人 

8.8  コメの先物市場、72年ぶりに復活 

8.12  がれき処理法成立。 

8.18  JAなど、「福島県農村漁業者総

決起集会」（日比谷公会堂）、３千

人 

8.23  2010年度の『介護労働安全セン

ター』“介護労働実態調査結果”､（

7.10 京都人権連第７回大会（下

京いきいき市民活動センター

） 

7.17 第６回近畿ブロックユース

ラリー（～19日、京都府立ゼ

ミナールハウスなど） 

7.23 NGO『e―みらい構想』、飯

田哲也、山本太郎ら３人の講

演会（龍谷大学大宮学舎）、5

00人 

7.24 京都労使海外労働経済事情

調査(～31日､イタリア・ドイ

ツ） 

7.28 全労済京都通常総代会（労

館） 

7.30 第25回近畿クレジットサラ

金被害者交流集会in京都 

7.30 「2011京都ピースナイトコ

ンサート」、390人 

7.31 第43回京都府原爆物故者慰

霊式典（霊山観音） 

7.31 京都弁護士会、「布川事件

の闇を語る」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.2 第31回平和のための京都の戦

争展（～7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24周年（

比叡山延暦寺） 

8.6 舞鶴ピースプロジェクト、脱

原発を訴えるピースパレード

、150人 

8.7 シンポジウム「障害者の就労

を考える」 

8.14 井出町長選挙、汐見明男、

５選 

8.23 いのち健康総会（労館） 

8.24 浮島丸殉難者を追悼する会

、「浮島丸殉難66周年追悼集

会」（殉難の碑前） 

 

まち会館） 

7.24 JMIU京滋地本大会（カシフ

ジ） 

7.24 ヘルパー連絡会（キャンパ

スプラザ京都） 

7.29 左京地区労40周年ビアパー

ティー（ホテル平安の森） 

7.29 ユニオン北上交流会（ルビ

ノ堀川） 

7.30 全印総連京都地連定期大会

（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.6 JR連合西労組京都地方本部

第20回定期地本大会(滋賀ビル

） 

8.8 乙訓地協臨時地協委員会（

新地協結成、三菱電機労組会

議室） 

8.24 京都新聞労組大会（京都新

聞） 

8.26 京都職対連、第17回わいわ

いヘルシーカーニバル（教文

センター） 

8.27 JR連合西労組福知山地本第

21回定期大会(サンプラザ万助

） 

8.28 JP労組京都連協第４回定期

大会（京都タワーホテル） 

8.30 電機連合京都地協第22回定
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

2010年9月末まで）の１年間の介護労

働者の離職率は17.8%（前年度比0.8%

増）で、３年ぶりに上昇 

8.23  厚生労働白書、現役世代のリスク

に対応する新たな社会保障に言及し

、〈全世代を通じた安心の確保〉を

強調。 

8.23  リビア反体制派、首都制圧（カダ

フィ政権崩壊） 

8.24  大阪高裁、婚外子相続差別に違

憲判決 

8.25  厚労省の “2010年労働争議統計

調査結果”によると、労働争議総件

数682件(前年より68件減)、と発表 

8.26  菅首相、退陣を正式に表明 

8.30  国会、野田佳彦を首相に指名 

8.31  東京高裁、オリンパスの内部通

報者に対する３回にわたる配転は、

人事権の乱用、と命令 

 

９月 

9.9  連合、平和行動in根室(12日) 

9.9  総務省の2010年の労働力調査年報

年平均の完全失業率5.1%（前年と同

じ）で2年連続の５％台 

9.11  「9･11再稼働反対・脱原発！全

国アクション」・経産省前行動、２

千人 

9.12  東電、原発事故に伴う個人賠償の

受け付け開始（9月21日、東電、企業

・農家に対する賠償基準を発表） 

9.14  東京高裁、阪急交通社派遣添乗

員の労働時間で、“労働時間の算定

は可能”として、みなし労働には当

たらないと、一審通りの判断 

9.17  米ニューヨークで“ウォール街を

占拠せよ”デモ、全米に拡大（10月1

5日、インターネット呼びかけの〈世

界一斉行動日〉 

9.19  さようなら原発集会（明治公園

）６万人、のち３コースでデモ 

9.20  国交省､2011年基準地価（7月1日

現在）を発表、住宅地20年連続の下

落（震災後、需要が弱まる） 

9.20  日本サービス・流通労働組合連

合臨時大会、UIゼンセン同盟との産

別統合協議の再開を決定 

9.25  全労協第23回大会、議長=金澤寿

、事務局長=中岡基明 

9.26  東京地裁、〈陸山会〉政治資金規

正法違反をめぐり、民主党小沢一郎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.7 北方領土返還要求京都府民会

議30周年記念式典（京都平安

ホテル） 

9.10 「原発NO！」京都府民大集

会（円山野外音楽堂）、2,600

人、のちデモ 

9.10 第42回京都消費者大会（コ

ープイン京都） 

9.11 原発市民行進（円山ラジオ

塔） 

9.12 日本国民救援会京都府本第5

0回総会・60周年記念祝賀会（

ルビノ堀川）、120人 

9.15 『社保協』総会・原発学習

会（労館） 

9.16 第60回京都府福祉大会 

9.17 SKYフェスティバル2011 

9.20 京都の地価、住宅地、商業

地とも４年連続の下落（下落

率はいずれも縮小） 

9.20 労働法制京都連絡会、総会

・学習会（労館） 

9.25 第37回国際婦人年京都総会

（ウイングス京都） 

9.26 2011年高齢社会を考える京

都集会（労館） 

9.28 『憲法９条京都の会』､講演

会「９条京都のつどい」&第３

回総会（京都会館） 

 

期大会（メルパルクKYOTO） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.2 JAM京都シニアクラブ結成10

周年記念レセプション 

9.3 京都総評第74回定期大会（

労館）・60周年記念祝賀会（

全日空ホテル）、議長=岩橋祐

治、事務局長=梶川憲 

9.4 京都福保労大会（京都農協

会館） 

9.10 京都医労連第89回定期大会

（京都テルサ） 

9.11 京都総評など、公開シンポ

ジウム「『非正規』をなくす

方法」（労館）、160人 

9.11 建交労京都地本大会（京都

高齢者会館） 

9.11 郵産労京都大会（労館） 

9.12 連合京都乙訓地協新事務所

開設レセプション（バンビオ

１番館） 

9.13 パートネット第７回総会（

労館） 

9.14 シンポジウム「韓国に学ぶ

非正規のなくし方」（ハート

ピア京都） 

9.17 JAM京滋第13回定期大会（

メルパルクKYOTO） 

9.17 京都府電力総連第25回定時

大会（京都タワーホテル） 

9.17 情報労連京都地協第23回定

期大会（京都タワーホテル） 
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元代表元秘書３人に有罪判決 

9.30  人事院､2011年度国家公務員一般

職の給与改定の勧告、月例給0.23%引

下げ期末・勤勉手当、据え置き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.4  連合第12回大会、会長＝古賀伸

明事務局長＝南雲弘行 

10.14  日本経団連の2011年3月卒の“

新規学卒者決定初任給調査”、大卒

事務職の初任給208,647円（前年比0.

2%増）、初任給据え置き企業91.8%で

過去最高 

10.15  「“怒れる者たち”の世界同時

行動」（新宿柏木公園）、300人、の

ちデモ 

10.16   JA・漁連など、「TPP交渉参加

反対みやざき県民集会」、3,500人、

茨城・福島・香川など各地でも。 

10.17  第１回社会連帯経済国際フォー

ラム（～20日、カナダ・モントリオ

ール） 

10.20  厚労省の“就労条件総合調査”

昨年の年次有給休暇取得率48.1%、取

得日数8.6日で、前年比､0,1ﾎﾟｲﾝﾄ、0

.1日の増 

10.23  全国青年大集会2011（同実行委

主催、明治公園)、4,800人 

10.24  JA中央・農水産団体・生協連な

ど、『TPPから日本の食と暮らし・い

のちを守るネットワーク』結成（30

日、決起集会、３千人） 

10.28  政府、国家公務員の給与勧告の

0.23%下げを実施しない、と閣議決定

（平均7.8%引き下げる特例法成立を

優先） 

10.30  「なくせ！原発 安心して住み

続けられる福島を!大集会インふくし

ま」､１万人 

10.31  国連教育科学文化機関(UNESCO)､

賛成多数でパレスチナの加盟承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1 国勢調査結果、府人口調査

史上初の人口減 

10.1 京都府林地開発行為の手続

きに関する条例の施行（全国

初） 

10.1 21世紀第11回京都高齢者大

会（労館）、630人 

10.2 宮津・与謝九条の会など、

アイリン・スミス講演会（み

やづ歴史の館）、150人 

10.9 きょうと薬物乱用防止行動

府民会議、設立 

10.9 第９回京都学生祭典（岡崎

公園一帯） 

10.13 「市長選の勝利をめざす大

集会」（みやこメッセ）、５

千人 

10.14 京都府児童ポルノの規制等

に関する条例の制定 

10.15 講演会「蓮池透が語る」（

同実行委主催、キャンパスプ

ラザ京都）、270人 

10.16 精華町長選挙、木村要、３

選 

10.16 『反戦・反貧困・反差別共

同行動in京都実行委、脱原発

集会（円山野外音楽堂）､950

人、のち、京都市訳前までデ

モ 

10.23 亀岡市長選挙、栗山正隆・

３選 

10.23 「治安維持法犠牲者慰霊祭

」(同実行委、清水寺)、全国

初の慰霊祭 

10.24 京都市人事委員会、報告と

勧告 

10.25 京都府がん対策推進府民会

9.22 京交第83回定期大会（ロイ

ヤルホテル＆スパ） 

9.22 出版労連京都大会（コープ

イン京都） 

9.25 運輸労連京都府連第44回定

期大会(キャンパスプラザ京都

） 

9.25 合同繊維第83回定期大会（

労館） 

9.28 全厚生裁判、判決 

9.30 亀岡地労協大会（亀岡会館

） 

 

１０月 

10.1 京都国公大会（労館） 

10.1 京都総評青年部大会 

10.2 国労京滋地本大会（草津市

市民交流センター） 

10.2 舞鶴地労協大会（舞鶴西総

合会館） 

10.6 京都労働相談センター第回

総会（労館） 

10.8 自治労京都府本部第75回定

期大会（ウイングス京都） 

10.8 京水労第83回定期大会（労

館） 

10.8 全労連全国一般京都地本第

58回定期大会（労館） 

10.9 京都放送労組大会（KBS） 

10.13 自交総連京都地連大会（

京都工業会館） 

10.14 UIゼンセン同盟京都府支

部第10回定期総会（労館） 

10.14 年金一揆（円山野外音楽

堂） 

10.18 左京地区労大会（教文セ

ンター） 

10.20 山科地区労大会（山科区

役所会議室） 

10.21 福知山地労協大会（中丹

勤労者福祉会館） 

10.22 基幹労連京都府本部第９

回定期中間大会（ユニバーサ

ル造船本館会議室） 

10.22 連合京都中部地協結成総

会（福知山マリマージュ） 

10.22 通信労京都大会（バンビ

オ） 

10.23 連合京都北部地協結成総

会（舞鶴勤労者福祉センター

） 
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１１月 

11.1  政府、南スーダンへの自衛隊部

隊の派遣を決定。 

11.1  韓国で、国民労働組合総連盟（

国民労総）結成。 

11.3  20ヵ国・地域首脳会合（Ｇ20サミ

ット）開催（～4日、フランス・カン

ヌ）､欧州債務危機について討議。 

11.9  厚労省の2010年度福祉行政報告

、７月時点の生活保護受給者205万人

（現行制度化で過去最高） 

11.11  野田首相、TPP参加に向けた協

議に加わると表明。 

11.17  福島市内で収穫されたコメから

国の基準を超えるセシウム検出、出

荷停止 

11.21  二重ローン救済法、成立 

11.22  東京、大阪の両証券取引所が経

営統合を発表。 

11.25  厚労省の2011年６月１日現在の

“障害者の雇用状況”によると、法

定雇用率(1.8%)が適用される障害者

総数は、36万６千人 

11.27  大阪府知事選、大阪市長選、維

新の松井一郎、橋下徹、当選 

11.29  厚労省、2010年度に石綿暴露作

業による労災認定情報、建設業の 467

カ所を含む886カ所の事業所を、公表 

11.30  イギリス官公労、公共部門年金

改革に反対する24時間スト、200万人 

 

 

 

議設立総会・記念シンポジウ

ム 

10.25 府、「不法投棄等撲滅を考

える府民の集い」 

10.26 議員フォーラム第８回総会

（京都国際ホテル） 

10.28 京都第一法律事務所設置50

年記念レセプション（京都全

日空ホテル）、430人 

10.28 『放射能から子どもを守る

京都ママとパパの会』、講演

会、280人 

10.29 第26回『国民文化祭・京都

』、2011開会式 

10.31 府人事委員会、府職員の給

与等に関する報告及び勧告 

 

 

１１月 

11.2 京都労働者総合会館第40回

評議員会（労館） 

11.3 「いのち・くらし・平和生

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、のち、京都

市役所前までデモ 

11.3 第19回東九条マダン 

11.4 社保協キャラバン（～11日

） 

11.6 『京都食健連』など、TPP緊

急行動(京都市役所前）、300

人、のち、円山公園までデモ 

11.7 フード連合第10回定期大会

（京都タワーホテル） 

11.11 京都憲法会など、「憲法記

念 秋のつどい」（キャンパ

スプラザ京都） 

11.13 国領五一郎・西陣労組90周

年語る会（京都アスニー） 

11.15 景観シンポジウム（みやこ

めっせ） 

11.15 京都府町村会創立90周年記

念式典 

11.19 ブータン、ジグミ・ケサル

・ナムギャル・ワンチェク国

王、入洛 

11.19 『京都パーソナルサポート

センター』設立１周年記念シ

ンポジウム 

11.19 シンポジウム・「ワーキン

グプア・非正規雇用はこうし

10.26  全厚生争議を励ます会

総会（ハートピア京都） 

10.26 最低賃金キャラバン(～27

日） 

10.28 連合京都第12回定期大会

（労館）、会長=細田一三、事

務局長=西村英二 

10.28 伏見地区労大会（伏見区

総合庁舎ホール） 

10.28 乙訓地労協大会（向日町

会館） 

10.29 村田製作所労組結成50周

年記念レセプション（リーガ

ロイヤルホテル京都） 

 

 

 

 

１１月 

11.1 国鉄京都共闘解散総会・交

流会（新町会館） 

11.11 連合京都京都市地協第４

回定期総会（労館） 

11.15 連合京都、府への政策制

度要求（ルビノ堀川） 

11.16 連合京都、京都市への政

策制度要求（本能寺会館） 

11.16 京都総評など、秋季年末

闘争総決起集会（労館）、160

人 

11.17 宮津地労協大会（歴史の

館） 

11.17 京都農協裁判、東京高裁

での控訴審判決 

11.18 綾部地労協大会（建築会

館） 

11.20 ヘルパーのつどい（キャ

ンパスプラザ京都） 

11.21 連合京都金属部門連絡会

第５回代表者会議（～22日、

与謝野荘） 

11.23 京都総評女性部大会（せ

いきょう会館） 

11.24 連合京都乙訓地協第12回

定期総会（バンビオ１番館） 

11.24 京都総評、地域総行動、7

40人 

11.25 北上地区労大会（京都ア

スニー） 

11.25 船井地労協大会（園部国

際交流会館） 
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１２月 

12.1  厚労省の“2010年人口動態統計

”によると、“合計特殊出生率” 1.3

9（前年は1.37） 

12.3  原水禁など、もんじゅ廃炉を求

める集会（福井県敦賀市）、1,300人 

12.10  『さよなら原発１千万人アクシ

ョン』（日比谷野外音楽堂）、5,500

人、のちパレード 

12.20  人事院の“国家公務員一般職の

育児休暇制度などの利用状況”調査

報告、2010年度の取得は、男性3.4%

、女性97.8% 

12.22 厚労省、労働組合基礎調査報告組

合員数、１千万人割れ、岩手・宮城

・福島を除いた組織率18.4%（参考値

） 

12.26 厚労省の『労働政策審議会』、有

期労働契約が５年を超えて反復更新

された場合、労働者の申し出により

、期間の定めのない労働契約に転換

する仕組みの導入を建議 

 

 

 

 

 

て失くせ」（シルクホール）

、650人 

11.23 2011京都勤労者健康づくり

フェア（京都テルサ） 

11.23 第23回KYOのあけぼのフェ

スティバル2011 

11.24 いのちと暮らし、雇用と営

業を守る秋の府市民行動、740

人 

11.25 京都府雇用創出活力会議（

府公館） 

11.26 「第５回全国校区・小地域

福祉活動サミットin宇治」 

11.27 京都弁護士会、「憲法と人

権を考える集い」 

11.27 NPO京都POSSE（ポッセ）､

「“ブラック企業”問題につ

いてのシンポジウム（ウイン

グス京都） 

 

１２月 

12.4 ILOアジア太平洋地域会議（

～7日、国立京都国際会館） 

12.4 新婦人京都大会（ひちまち

交流館） 

12.10 未来の京都をつくる会第２

回総会（京都ブライトンホテ

ル） 

12.14 食健連総会 

12.18 「京都会館の保存を考える

シンポジウム」（京都会館）

、300人 

12.23 『京都部落解放共闘』、 

12･23 京都行動（府部落解放セン

ター） 

12.25 男子第62回、女子第23回全

国高校駅伝大会（西京極陸上

競技場）、男子優勝、世羅（

広島）、洛南18位、女子優勝

、豊川（愛知）、立命館宇治

５位 

12.28 府、労働組合基礎調査､組

合数1,345組合、組合員184,29

9人、推定組織率17.9%、33組

合、2,538人減 

 

 

11.25 京都放送労組、団交で社

内のアルバイト100人の雇止め

を撤回させる 

11.26 中京地区労大会（中京区

役所会議室） 

11.27 京都パート・非常勤ネッ

ト、第７回京都パート・非常

勤、派遣労働者のつどい（せ

いきょう会館） 

11.29 部落解放京都地方共闘総

会第34回定期総会（府部落解

放センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1 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 京都総評､2012京都国民春

闘会議発足総会・討論集会（

労館） 

12.7 京都総評､労働者派遣法抜

本改正めざす緊急宣伝（四条

烏丸） 

12.9 南地区労大会（ヘルスピア

） 

12.12 京都総評､ハローワーク前

アンケート 

12.12 京都交運労協第20回定期

大会（京都国際ホテル） 

12.13 労働争議激励交流のつど

い（六孫王会館） 

12.13 西右京地区労大会（西京

区役所会議室） 

12.15 中国陝西省総工会、連合

京都を表敬訪問 

12.15 丹労連大会（丹後教育会

館） 

12.20 連合京都、京都市長への

重点要請（KKR京都くに荘） 

12.21 連合京都、府知事への重

点要請（京都平安ホテル） 

12.21 東山地区労大会（ふれあ

い館） 

12.22 京都総評､府への予算要請
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