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     ２０１２（平成２４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 

1.6  原子炉等規制法改正（原則40年で

廃炉との方針） 

1.14  『グリーンアクション』など６団

体、｢脱原発世界会議 2012YOKOHAMA

｣(～15日、パシフイコ横浜)、１万人

余 

1.20  厚労省の“労働者派遣事業報告” 

2010年度の派遣労働者数271万人（前

年度比10.7%減）、減少は２年連続 

1.23  日本経団連の“経営労働政策委員

会報告”、雇用を優先、ベースアッ

プは論外、定期昇給についても凍結

、延期の可能性を示唆 

1.24  第12回世界社会フォーラム（～29

日、ブラジル・ポルトアレグレ） 

1.25  米倉日本経団連会長、古賀連合会

長とのトップ会談で、労働条件は個

別企業ごとに解決を、と主張 

1.25  民主・自民・公明の３党、国家公

務員への人事院勧告の実施と共に 201

2､2013両年度に平均7.8%減額で合意(

2月29日“国家公務員の給与の改定及

び臨時特例法”成立） 

1.26  NEC、１万人削減を発表 

 

 

２月 

2.1  円相場、１ドル＝76円03銭（この

年の最高値） 

2.1  連合、“非正規ホットライン”実

施（３日間で970件の相談） 

2.8  全労協など25団体、『有期労働契

約規制法を目指すネットワーク結成

』集会（東京都しごとセンター）、 1

50人 

2.9  政府、東日本大震災の被災地に特

例(宮城・岩手に“復興特区”第一号

を認定) 

2.9  最高裁、“入学式などで日の丸に

向かって起立し、君が代を斉唱しな

ければ懲戒処分に付するなどとした

”都教委通達の無効を求めた都立教

職員の上告を棄却 

2.9  米原子力規制委員会、34年ぶりの

原子力発電所の新設を承認 

2.10  首相を長とする復興庁、内閣に設

置 

2.10  連合、闘争開始宣言中央決起集会

１月 

1.15  第30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）、優勝

大阪、京都２位 

1.15 未来の京都をつくる会総決

起集会（京都会館）、２千人 

1.18  京都市政刷新の会、「市

長選挙勝利大集会」（府立体

育館）、９千人 

1.22 京都市水道創設100周年記念

式典・イベント（京都会館） 

1.23  57年ぶりの大雪、舞鶴市

で観測史上最大の87センチの

積雪、府、中丹雪害対策本部

を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.4  第９回アビリンピック京都

大会（府立京都高等技術専門

校） 

2.5  京都市長選挙、門川大作、

再選、ほかに中村和雄 

2.9  関西経済団体連合会など、

第50回関西財界セミナー（～

10日、国立京都国際会館） 

2.11  北方領土返還要求第30回

京都府民大会（ハートピア京

都） 

2.11  京都農民連大会（綾部林

業センター） 

2.11  「建国記念の日」不承認

京都府民のつどい 

2.12  平和遺族会総会（保養所

かもがわ） 

2.12  八幡市長選挙、堀口文昭

・初当選 

2.15  春を呼ぶフォーラムなど

、震災がれき処理問題につい

１月 

1.5  京都労福協・京都労動運

動OB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  自治労学職労65周年記念

レセプション（京都ロイヤル

ホテル&スパ） 

1.8  京都総評、京都市長選挙

勝利をめざす労働者行動（労

館） 

1.11  連合京都新春旗開き（労

館） 

1.13  京都競輪労組第54回大会

（バンビオ１番館） 

1.23  京都放送労組、KBS雇止

め撤回（アルバイト職員百人

の１年間の雇用継続）報告集

会（KBS会議室） 

1.23  交通労連京滋支部第26回

定期大会（労館）-1.22 

1.27  綴喜地労協第47回大会 

（京田辺社会福祉センター） 

1.31  大阪高裁、全国一般京自

教大久保控訴審判決 

 

２月 

2.2  相楽地労協大会（木津川

市東部交流会館） 

2.3  連合京都春季生活闘争開

始宣言集会及び京都市長選挙

勝利集会（労館） 

2.8  連合京都医療部門連絡会

第１回運営委員会（連合京都

会議室） 

2.9  京交運大会（労館） 

2.9  京都農協労連第95回定期

大会（綾部ITビル） 

2.13  連合京都、京都経営者協

会への要請行動(17日､京都労

働局への要請行動) 

2.15  大阪高裁、中田過労死控

訴審判決 

2.19  宇城久地区労第46回大会

（宇治産業会館） 

2.20  連合京都、春季生活闘争

北部キャラバン（～23日、27

日・乙訓、28日・南山城） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

（日比谷公会堂）、1,900人（１％の

配分増を要求） 

2.10  全労連など実行委、国民要求実現

中央総行動、消費税増税反対をアピ

ール 

2.10  大阪市、橋下徹市長の業務命令で

全職員対象に思想アンケート調査実

施 

2.11  「さよなら原発1000万人アクショ

ン全国一斉行動in東京」（代々木公

園）、１万２千人 

2.13  ギリシア議会、財政緊縮関連法案

を可決 

2.16  『国鉄闘争を継承する会』結成総

会(飯田橋SKプラザ）､代表＝二瓶久

勝（元国鉄闘争共闘会議議長） 

2.19  ツイッター等で参加呼びかけ「脱

原発杉並デモ」、５千人、阿佐ヶ谷

駅までデモ 

2.20  総務省の“労働力調査詳細集計”

によると、（2011年10～12月平均）

役員を除く雇用者は3,300万人、非正

規は1,834万人で、非正規の割合は35

.7% 

2.21  最高裁、“個人代理店”者の労働

者性が問われた裁判で、東京高裁判

決を破棄し、高裁に差し戻し（委託

労働者の労働者性を容認） 

2.24  企業年金運用会社AIJで受託資金

の消失が判明、金融庁、業務停止命

令 

2.24  滋賀県大津市の中２男子生徒が飛

び降り自殺をした件で、両親が、市

と同級生を提訴 

2.27  エルピーダメモリ、東京地裁に会

社更生法を申請（負債総額4,480億円

―製造業で過去最大） 

2.28  最高裁、70歳以上の生活保護利用

者への老齢加算廃止を合憲と判断 

2.29  国家公務員給与削減特例法成立(2

012年度から２年間、平均7.8%の引き

下げ) 

 

３月 

3.1  日本初の本格的格安航空会社・『

ピーチアビエーション』、就航 

3.1  原水協など、被災58年ビキニデー

集会（焼津市）、1,500人 

3.1  原水禁など、被災58年ビキニデー

全国集会（静岡市）、190人 

3.4  ロシア大統領選挙、プーチン首相

ての講演会（せいきょう会館

） 

2.18  NPO法人『気候ネットワー

ク』、原発に頼らない温暖化

対策をテーマにシンポジウム

（～19日、同志社大学）、の

べ600人 

2.19  第23回全国車イス駅伝競

走大会（西京極陸上競技場―

国立京都国際会館）、優勝福

岡、京都A２位 

2.29  第49回京都労働者福祉活

動者会議（京都ブライトンホ

テル） 

2.29  『総合福祉法を求める全

関西集会実行委』、障害者自

立支援法に代わる法律には“

私たちの意見が反映されてい

ない”、と当事者などが、ア

ピール集会（京都テルサ）、

1,300人、のち、西本願寺前

までデモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.3  全国水平社創立90周年記念

集会（京都会館）・レセピシ

ョン（京都ホテル・オークラ

） 

3.5  第83回山宣墓前祭(宇治市) 

200人 

3.8  国際女性デー京都集会（同

2.22  京都総評など、争議支援

総行動、100人 

2.23  連合京都女性委員会第23

回総会（労館） 

2.25  第20回京都高退者連合定

期総会（保養所きよみず） 

2.25  京都職対連第29回総会 

（労館） 

2.26  第52回はたらく女性の京

都集会（労館）、210人 

2.28  京都府労働委員会、平成 

23(不)第３号不当労働行為救

済申立事件（申立人―京都自

治体関連労働者自立組合非常

勤嘱託職員部会、被申立人―

京都市）につき、“被申立人

は、団交拒否について今後行

わない旨の誓約書を手交する

こと、その余の申立てを棄却

”との命令書を交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ３月  

3.1  京都総評、京都市への予

算要請行動（京都市役所） 

3.3  京教組第74回定期大会（

教文センター） 

3.3  京都私教連第49回大会（

池坊美心館） 

3.6  京都農村労組第46回大会
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

圧勝（４年ぶりに大統領復帰） 

3.6  連合､2012春季生活闘争・政策制度

要求中央集会（日比谷公会堂） 

3.7  東京高裁、阪急交通社の残業不払

い事件で、みなし労働制の適用認め

ないと判断 

3.11  ｢原発いらない福島県民集会｣(福

島県郡山市開成山野球場)、１万６千

人のちデモ（日本全国で10万人、ド

イツ・フランスなど世界各国で11万

人がアクション） 

3.14  金属労協集中回答日、この日まで

回答の41組合すべてが賃金構造維持

分を確保 

3.25  “奏でよう移住労働者の声を”を

掲げた第8回「マーチ・イン・マーチ

」（上野水上音楽堂）、300人、のち

デモ 

3.28  改正労働者派遣法、成立（派遣労

働者の保護を明記し、日雇い労働の

原則禁止） 

3.29  東京地裁、日本航空での解雇処分

の撤回を求めた訴訟で、棄却命令の

判決（30日にも） 

3.29  東京電力、政府に１兆円の出資と

賠償金支払いの追加支援を要請（事

実上国有化） 

3.30  改正沖縄振興特別措置法と改正駐

留軍用地返還特別措置法、成立 

3.30  “子ども手当”に代わる改正児童

手当法、成立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委主催、ハートピア京都

） 

3.10  京都東山花灯路（～20日

） 

3.10  「バイバイ原発」京都集

会（円山野外音楽堂）、５千

人、のち京都市役所前までデ

モ 

3.10  第２回京都マラソン（西

京極陸上競技場―平安神宮） 

3.11  「原発ゼロアクションIN

舞鶴」(東舞鶴五条公園・し

おじプラザ公園)、1,200人、

のち東舞鶴駅までアピール行

進 

3.13  重税反対全国統一行動京

都行動（～14日）、4,500人 

3.14  、オリックス不動産が建

設した京都水族館、オープン

（『梅小路パークプロジェク

ト』抗議行動） 

3.15  門川京都市長、福島から

原発避難した被災者のため、

30戸の市営住宅を提供する、

と表明 

3.15  第50回国領五一郎墓前祭

（金戒光明寺黒谷墓地） 

3.17  京都生協創立60周年式典

・レセプション（平安ホテル

） 

3.17  「より豊かな学校給食を

めざす京都連絡会」第31回京

都集会 

3.18  笠置町長選挙、松本勇・

再選 

3.19  府、生活保護申請者に“

保護打ち切り等の誓約書”を

強要した宇治市職員問題を受

け、京都市を除く府内14市と

6か所の府保健所を調査する

方針を固める 

3.20  内閣府、「税と社会保障

についての国民との対話集会

」 

（みやこめっせ）、110人 

3.21  向日市議会、国が新たな

指針を示すまで、原発の再稼

働を認めない、という趣旨の

決議案を全会一致で可決 

3.21  創業百年を超える府内の

長寿企業が集まり『京都老舗

（綾部中央公民館） 

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） 

3.8  JMIUカシフジ、ストライ

キ・決起集会、100人 

3.9  連合京都､2012春季生活闘

争勝利総決起集会（円山野外

音楽堂）、のちデモ 

3･9  MIC（京都マスコミ文化情

報労組会議）、「京のマスコ

ミ労働者と市民の集い」、中

嶌哲演(原発設置反対小浜市民

の会)講演 

3.14  大阪高裁、社会保険庁か

らの解雇撤回を求めた全厚生

川口裁判控訴審判決 

3.15  通信労組、生協労組、同

パート労組、第２日赤、民医

労、ストライキ（14日 京都放

送労組） 

3.18  菜の花行動（せいきょう

会館） 

3.18  自動車部品製造会社・ジ

ャトコ京都工場の11人の派遣

社員が訴えている「派遣労働

者（ジャトコ）の裁判を勝た

せる会」総会（23日、京都地

裁で和解成立） 

3.21  京都府労働委員会、平成 

23(不)第３号不当労働行為救

済申立事件（申立人―京都自

治体関連労働者自立組合非常

勤嘱託職員部会、被申立人―

京都市）につき、“被申立人

は、団交拒否について今後行

わない旨の誓約書を手交する

こと、その余の申立てを棄却

”との命令書を手交 

3.23  京都公務労協第６回総会

（労館） 

3.28  京都総評、地域総行動、

850人 

3.29  京都地裁、立命館教職員 

205人が一時金の減額分の支払

いを求めた裁判で、2億2,900

万円の支払命令 

3.30  人間らしく働くルールを

めざす京都連絡会など、学習

会・「労働者派遣法および有

期雇用規制の現局面と課題」
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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月 

4.1  東京都多摩市、市が発注する工事

や委託事業の従事者に対し、適正な

労働条件を確保することを目的にし

た公契約条例を施行（千葉県野田市

、神奈川県川崎市に次いで３例目） 

4.11  朝鮮労働党、新設の党第一書記に

金正恩朝鮮人民軍最高司令官が就任 

4.18  サービス・流通連合臨時大会、UI

ゼンセンとの新産別結成を確認 

4.25  JA全中など、「TPPから日本の食

と暮らし・いのちを守り交渉参加を

阻止する国民集会」、４千人 

4.26  東京地裁、陸山会事件で強制起訴

された民主党小沢一郎元代表に、無

罪判決 

4.28  連合、メーデー中央大会（代々木

公園）、３万５千人 

4.29  関越道で高速ツアーバス事故、７

人死亡・39人重軽傷（国交省、運航

基準の全面見直しへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

の会』設立総会 

3.22  京都憲法会議など、選挙

制度改悪反対決起集会（ハー

トピア京都） 

3.30  “再び路上に戻らないを

合言葉に集う場所の運営を担

う”『財団法人ソーシャルサ

ービス協会ワークセンター』

、「居場所つどい」開所式（

居場所つどい） 

3.31  民主党京都府連大会 

 

４月 

4.1  京都府立林業大学校、開設

（西日本で唯一の林業専門大

学） 

4.1  京都弁護士会、会長に吉川

哲朗 

4.1  応益負担に反対する実行委

、障害者自立支援法の廃止を

求めパレード 

4.2  京都ジョブ・パーク、リニ

ューアルオープン（京都テル

サ） 

4.12  祇園で車暴走、歩行者７

人死亡・11人重軽傷 

4.13  『原発ゼロ・京都アピー

ル』、京都から原発ゼロを目

指す講演会（立命館大学）、

210人 

4.21  部落解放同盟京都府連合

会第59回定期大会（府部落解

放センター） 

4.21  非核の政府を求める会、

結成25周年記念のつどい（教

文センター）、100人 

4.22  京丹後市長選挙、中山泰

、３選 

4.22  京都総評など、社会保障

と税の一体改革に反対する京

都府民集会（円山野外音楽堂

）、２千人、のち、京都市役

所前までデモ 

4.25  コンシューマーズ京都総

会（せいきょう会館） 

4.26  大飯原発再稼働反対緊急

昼デモ（府庁東門）、110人 

4.28  京都原水爆被災者懇談会

第50回定期総会（労館） 

4.29  京都部落解放共闘会議、 

4･29集会（府部落解放セン

（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  京都総評など、「連帯ひ

ろば」（六孫王会館など） 

4.3  JAL支援京都共闘会議総会

・報告集会（労館） 

4.28  第83回連合亀岡地域メー

デー大会（ガレリア亀岡）、2

00人 

4.29  第83回連合綾部地域メー

デー大会（綾部市民センター

）、420人 

4.29  第83回連合北部地協たん

ご地域メーデー（野田川ワー

クパル）、600人 

4.29  第83回京都中央メーデー

メインステージ（ポリテクセ

ンター）、4,100人、京都市地

域会場（梅小路公園）、6,000

人、南山城地域会場（府太陽

が丘野外ステージ）、1,500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、中央メーデー集会（代々

木公園）、２万１千人 

5.1  全労協、メーデー式典（日比谷野

外音楽堂）、８千人 

5.3  12回目の護憲8団体主催による憲法

集会（日比谷公会堂）、2,600人 

5.3  『新しい憲法をつくる国民会議』

の集会、450人 

5.5  北海道電力泊原発３号機停止、国

内原発の稼働、42年ぶりにゼロに 

5.6  フランス大統領選挙決選投票、社

会党オランド候補勝利、17年ぶりに

政権交代 

5.11  パナソニック、7,721億円の赤字 

（過去最高） 

5.17  連合人権フォーラム(全電通会館

） 

5.18  主要国首脳会議（～19日アメリカ

・キャンプデービット）、財政再建

と経済成長両立をめざすことで合意 

5.21  282年ぶりの金環日食 

5.22  東京スカイツリー（高さ634メー

トル）開業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.8  政府の2012年版“自殺対策白書”

によると、11年の自殺者３万651人（

前年比3.3%減）、20歳以下の若者の

“就職の失敗”による自殺者が急増 

6.15  『Twit No Nukes』など呼びか

ター） 

 

５月 

5.3  ９条京都の会、「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,

700人、のち、京都市役所前

までデモ 

5.13  日本国民救援会京都府本

、第57回京都解放運動戦士の

碑合祀追悼祭（知恩院境内） 

5.13  沖縄に連帯する京都のつ

どい（円山野外音楽堂）、の

ち、京都市役所前までデモ 

5.14  京都モデルフォレスト協

会定時総会 

5.17  『まちづくり市民会議』

、御所南シンポジウム（ウイ

ングス京都） 

5.19  NPO法人『メンタルサポー

ト』、講演会・シンポジウム

「誰もが生き生き働くために

」（京都アスニー） 

5.19  『立命館大学国際平和ミ

ュージアム』開館20周年記念

式典（同ミュージアム）、20

0人 

5.21  京都経営者協会定時総会

（リーガロイヤルホテル京都

） 

5,25  京都労福協第56回定期総

会（労館） 

5.27  日本共産党京都府委員会

、第73回府党会議（亀岡市） 

5.30  府、府の2011年度の労働

相談件数を発表、1,457件(前

年比141件増） 

5.31  京都労働者総合会館第42

回評議員会（労館） 

5.31  『京都府地球温暖化防止

活動推進センター』平成24年

度運営委員会(京都市市民生

活総合センター） 

 

 

６月 

6.3  『全京都生活と健康を守る

連合会』第47回定時総会（京

都アスニー） 

6.3  『京商連』第51回総会（京

都中小企業会館） 

 

 

５月 

5.1  第83回全京都統一メーデ

ー（二条城前）、8,000人、（

他に11会場、2,600人） 

5.1  第83回連合北部地協舞鶴

地域メーデー（前島みなと公

園）､600人 

5.1  第83回連合福知山地域メ

ーデー（福知山市厚生会館）

、680人 

5.1  第22回京都地域メーデー 

(同実行委員会主催)、河川敷

三条大橋北側、170人、のち円

山公園までデモ 

5.18  連合京都政策委員会、海

外視察(～22日、オーストラリ

ア） 

5.19  京建労第60回定期大会 

（～20日、ガレリア亀岡） 

5.24  京都地裁、自交総連キャ

ビック裁判、判決 

5.26  京都市教組第44回定期大

会（教文センター） 

5.26  第22回地域労働運動研究

・交流集会（京都アスニー） 

5.26  府立高教組第67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33

回定時総会（労館） 

6.22  中田過労死裁判報告集会

（労館） 

6.23  京都府教職員組合第23回
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

け、永田町首相官邸前デモ、１万２

千人 

6.17  関西電力大飯原発再稼働反対福井

集会（中央公園） 

6.20  原子力規制委員会設置法案、成立 

6.20  障害者自立支援法を恒久化する総

合支援法、成立 

6.22  連合、平和行動in沖縄(～25日) 

6.23  全労連など、「いのちと暮らし守

れ！怒りの国民大集会」（明治公園

）、２万４千人 

6.29  『首都圏反原発連合』呼びかけ、

大飯原発再稼働反対首相官邸前デモ

、20万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5  京と地球の共生会議（京都

府職員福利厚生センター） 

6.5  京都母親大会(立命館宇治

） 

6.6  京都勤労者学園第56回園員

総会（労館） 

6.7  第８回京都雇用創出活力会

議（府公館） 

6.8  京都府社労士会総会（京都

国際ホテル） 

6.9  第23回連合近畿ブロック労

働トップフォーラム（大阪オ

ーパルホール） 

6.10  福知山市長選挙、松山正

治・再選 

6.10  部落解放研究第25回京都

府集会（京都会館） 

6.10  「ダンス規制法を考える

つどい」（同署名実行委主催

）、150人 

6.15  日本医療連など実行委員

会、医療研究全国集会（～17

日、国立京都国際会館など）

、1300人 

6.15  公契約条例の制定を求め

る京都府集会（ハートピア京

都） 

6.15  野田政権の暴走阻止！許

すな談合政治、緊急演説会&

デモ―NO！消費増税、社会保

障改悪、原発再稼働―（京都

市役所前～四条河原町）、40

0人 

6.17  『ふるさと会議世屋』、

講演会「ふるさとの命と未来

―TPPを中心に」（宮津市元

世屋小学校）、150人 

6.19  京都府生協連第59回定時

総会（池坊学園） 

6.20  近畿労働金庫第14回通常

総会(大阪サンケイホールブ

リーザ） 

6.21  原水協など、2012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3日～5日、綾部・亀岡府内

行進、7月7日、京都市内網の

目行進） 

6.29  イワン・ガシュパロヴイ

ッチ・スロバキア大統領、入

定期大会（府部落解放センタ

ー） 

6.27  京都年金者組合第24回定

期大会（京都社会福祉会館） 

6.28  京都府労働委員会、平成 

23(不)第３号不当労働行為救

済申立事件（申立人―全日本

建設交運一般労働組合関西支

部、被申立人―川崎陸運株式

会社）につき、申立人の配転

命令の撤回等の救済申立を棄

却する”との命令書を交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  オスプレイ搬入反対岩国市役所前

抗議行動 

7.3  印刷会社（大阪市）で働く従業員

に胆管ガン多発（死者７人、発症 12

人）が判明 

7.7  野田首相、尖閣諸島の国有化を正

式に表明（9月11日、閣議国有化を決

定、購入費20億５千万円） 

7.11  小沢一郎など、新党『国民の生活

』を結成 

7.16  さよなら原発10万人集会（東京・

代々木公園）、17万人 

7.23  米軍の垂直離着陸機オスプレイ、

岩国基地に搬入 

7.25  中央最低賃金審議会、最賃目安を

発表（連合、評価できる、全労連、

生計費原則に反する、との談話） 

7.27  第30回夏季オリンピック・ロンド

ン大会（～8月12日、日本、金７、銀

14、銅17の計、38個、過去最高） 

7.28  原水禁など、被爆67周年原水爆禁

止世界大会（福島1,050人、広島6,50

0人、長崎1,200人） 

7.29  全労連、第26回大会(横浜市)、15

0万組織実現などの方針を決定、議長

＝大黒作治、事務局長＝小田川義和 

7.31  水俣病被害者救済法の申請締切６

万５千人が申請 

 

 

８月 

8.3  改正労働契約法成立、通算５年を

超えた有期雇用の無期雇用への転換

など 

8.4  連合、平和行動in広島（～６日、7

日～9日、長崎） 

8.4  原水協など、原水爆禁止2012年世

界大会（広島6,800人、長崎1,700人

） 

8.5  連合・原水禁・核禁会議、核兵器

廃絶2012平和ヒロシマ大会（7日、ナ

洛 

6.30  地域人権問題研究会全国

集会（～7月1日、京都テルサ

） 

6.30  龍谷大学教職員組合など

、福島県飯舘村酪農家を招き

講演会（龍谷大学）、200人 

 

 

７月 

7.1  ｢第44回京都保育のつどい｣

（京都女子大学）、560人 

7.1  第57回京都母親大会（京都

テルサ）、950人 

7.5  京都産業エコ・エネルギー

推進機構の設立 

7.18  環境市民20周年記念セミ

ナー「地域から持続可能な社

会をつくる～100%再生可能へ

！欧州のエネルギー自立地域

」（ハートピア京都） 

7.27  「原発ゼロをめざす京都

ネットワーク」結成と「運動

交流の集い」（京都アスニー

） 

7.29  第44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３回

代表者会議（労館） 

7.31  第32回平和のための京都

の戦争展（～8月6日、立命館

大学国際平和ミュージアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.3  比叡山宗教サミット25周年

の集い（～4日、比叡山延暦

寺）、原発を稼働し続けるこ

とは許されない、との比叡山

メッセージ支持、を表明、1,

200人 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難67周年追悼

集会（殉難の碑前）、300人 

8.26  久御山町長選挙､信貴康孝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.5  京都高退協第30回総会（

労館） 

7.7  第８回STOPザ働き過ぎ、

働き方を見直す京都集会（～

８日、労館）、200人 

7.10  北部地域ユニオン交流集

会（中丹勤労者福祉会館） 

7･11  京都農協労連第96回大会

（綾部ITビル） 

7.14  化学一般京滋福地本第50

回定時大会（アヤハ） 

7.17  京都農協労組争議支援共

闘会議、支援する会結成総会

（ガレリア亀岡） 

7.18  私鉄総連京都地区協議会

第23回定期総会（京都タワー

ホテル） 

7.19  京都自治労連第80回定期

大会（労館） 

7.28  全印総連京都地連第24回

定期大会（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.4  JR連合西労組京都地本第 

20回定期地本大会（草津まち

づくりセンター） 

8.4  故角隆行さんの公務災害

認定を祝う会（ルビノ堀川） 

8.5  JMIU京滋第44回大会（カ

シフジ） 

8･17  京都府第１回労働相談担

当者会議・学習会（京都テル

サ） 
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

ガサキ大会）、原発関係のノボリは

禁止 

8.6  第67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  超党派の国会議員でつくる「原発

ゼロの会」、初総会（参加メンバー

、75人と発表） 

8.8  人事院、2012年度の国家公務員一

般職の給与、月例給・期末勤勉手当

の改定を見送るとともに50歳代後半

層の給与抑制などを勧告 

8.8  野田首相、谷垣自民党総裁・山口

公明党代表と会談、消費税増税法案

成立と引き換えに、“近いうちに解

散で合意” 

8.10  消費増税関連法成立、税率を2014

年に８％、2015年に10％へ引き上げ 

8.19  東京都議ら10名、尖閣列島の魚釣

島に一時上陸 

8.19  東京都議ら10名、尖閣列島の魚釣

島に一時上陸 

8.21  厚労省の“2011年労働争議調査”

によると、労働争議総件数612件で、

前年より70件減少 

8.21  厚労省速報、生活保護受給者213

万人（過去最多） 

8.23  東京証券取引所、大阪証券取引所

株の公開買い付け成立、経営統合 

8.24  厚労省、認知症高齢者305万人、6

5歳以上人口の１割、と発表 

8.28  厚生労働白書、社会保障と税の一

体的改革の必要性を強調 

8.29  65歳まで希望者全員が雇用確保措

置を義務付ける改正高齢者雇用安定

法、成立（施行は、2013年4月1日） 

8.29  参院、野田首相の問責決議を可決 

 

 

 

 

 

９月 

9.2  北朝鮮拉致被害者“家族会”“救

う会”など、国民大集会（日比谷公

会堂）２千人 

9.6  厚労省の2011年人口動態統計によ

ると、合計特殊出生率1.39（前年と

同率） 

9.7  連合、平和行動in根室(～9日) 

9.8  セブン＆アイ・ホールディングス 

傘下のイトーヨーカ堂についてパー

・初当選 

8.26  オスプレイ配備中止デモ

（三条河原） 

8.29  エルユニオン株主総会（

労館） 

8.31  『バイバイ原発きょうと

実行委員会』など、関電京都

支店包囲大行動・デモ、650

人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.4  「ストップオスプレイ京都

集会」（円山野外音楽堂）｡7

50人、のちデモ 

9.6  第61回京都府社会福祉大会 

9.7  関電京都支店前アピール行

動、300人 

9.8  府など、「自殺予防と自死

遺族支援のための府民・市民

シンポジウム 

8.21  連合京都青年委員会第１

回定期総会（労館） 

8.24  京都新聞労組第125回大

会（京都新聞） 

8.24  京都府労働委員会、平成 

23(不)第８号不当労働行為救

済申立事件（申立人―京都衛

生開発労働組合、被申立人―

株式会社京都衛生開発公社）

につき、被申立人は、Aの解雇

撤回など、Bの早朝の収集業務

への復帰などの一部救済命令

書を交付 

8.25  JR連合西労組福知山地本

第22回大会（サンプラザ万助

） 

8.26  京都職対連、第18回わい

わいヘルシーカーニバル（教

文センター） 

8.28  JP労組京都連協第４回定

期大会（京都タワーホテル） 

8.28  京都府労働委員会、平成 

23(不)第９号不当労働行為救

済申立事件（申立人―京都府

医師会労働組合､被申立人―京

都府医師会）につき、“被申

立人は、京都府医師会館内に

組合事務所を貸与すること。

貸与の場所、面積等具体的条

件については、申立人と協議

の上、社会通念上合理的な取

り決めをすること。その余の

申立てを棄却”との命令書を

交付 

8.30  働くもののいのちと健康

を守る京都センター第14回定

期総会（労館） 

8.31  電機連合京都地協第24回

定期大会（メルパルク京都） 

 

 

９月 

9.1  情報労連京都地協第24回

定期大会（京都タワーホテル

） 

9.2  京都福祉保育労組第43回

定期大会（京都社会福祉会館

） 

9.5  パートネット第８回年次

総会（労館） 

9.8  京都総評第75回定期大会
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

トタイムの比率を90%に引き上げる方

針を表明 

9.9  オスプレイ配備に反対する沖縄県

民大会（宜野湾海浜公園）、10万人

（東京で同時アクション・国会正門

前集会、１万人） 

9.14  2012年版労働経済白書、“分厚い

中間層”の復活を提言、非正規雇用

全体の35.1%と指摘 

9.15  中国、日本政府による尖閣諸島国

有化に抗議する反日デモ、日系企業

被害 

9.16  総務省、65歳以上の高齢者の総人

口に占める割合は、過去最高の24.1%

、と発表 

9.20  国交省、基準地価（7月1日現在）

発表、住宅地、20年連続下落 

9.21  岩国基地でオスプレイ国内初の試

験飛行（10月1日、沖縄普天間基地に

配備） 

9.22  安倍晋三元首相、自民党総裁へ 

9.22  公明党大会、山口代表を３選 

9.23  全労協第24回大会（～24日）、議

長=金澤壽、事務局長=中岡基明 

9.28  新党『日本維新の会』発足、代表

に橋下徹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1  日本郵政グループ､郵便事業会社

と郵便局会社の合併で、『日本郵便

』発足 

10.1  新日本製鉄と住友金属工業の合併

で『新日哲住金』誕生、粗鋼生産量

で世界第２位 

10.8  人工多能性細胞・IPS細胞作成の

山中伸弥京大教授、ノーベル・医学

・生理学賞の受賞決定 

10.12  総務省“2011年家計調査年報”

によると、勤労者世帯の実収入は月

平均 

9.12  京都市人事委員会、報告

と勧告、月例給の引き下げ、

期末勤勉手当は据え置き 

9.13  京都市みやこプラン集会

（ハートピア京都） 

9.15  第24回コミュニティユニ

オン全国交流集会（～16日、

京都テルサ）、550人 

9.16  「真に障害者の権利擁護

となる新法づくりシンポジウ

ム」（キャンパスプラザ京都

） 

9.20  府の基準地価、住宅地、

商業地とも５年連続下落（下

落幅は縮小） 

9.22  北近畿タンゴ鉄道設立30

周年 

9.22  日本国民救援会京都府本

第51回大会（労館） 

9.27  社保協第34回総会（労館

） 

9.28  「憲法９条京都の会」の

つどい（キャンパスプラザ京

都）、200人 

9.29  反貧困キャラバン京都集

会（アバンティ響都ホール） 

9.29  21世紀第12回京都高齢者

大会（労館）、300人 

9.30  第38回国際婦人年京都集

会（ウイングス京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.2  第43回京都消費者大会（

コ＾プイン京都） 

10.3  まちづくりシンポジウム 

10.4  STOP！オスプレイ京都集

会（実行委員会主催、円山野

外音楽堂）、750人 

10.6  自治体施設シンポジウム

（ルビノ堀川） 

10.7  2012京都勤労者健康づく

りフェア（京都テルサ） 

10.7  第10回京都学生祭典（岡

崎公園一帯） 

（労館）、議長=吉岡徹、事務

局長=梶川憲 

9.9  連合京都市地協、クリー

ンキャンペーン 

9･9  『JILAF』（タイ・ベトナ

ム）、連合京都を訪問（～11

日、10日、府知事を表敬訪問

） 

9.9  京都医労連第90回定期大

会（京都テルサ） 

9.9  建交労京都第14回大会（

京都高齢者会館） 

9.9  郵産労京都第１回総会（

労館） 

9.15  京都府電力総連第26回定

時大会（京都タワーホテル） 

9.19  『全厚生不当解雇撤回京

都支援共闘』発足総会（労館

） 

9.21  京交第85回定期大会（ロ

イヤルホテル＆スパ） 

9.22  JAM京滋第14回定期大会

（草津市まちづくりセンター

） 

9.25  京都高退者連合結成20周

年記念式典・レセプション（

ルビノ堀川） 

9.27  亀岡地労協第58回大会（

亀岡会館） 

9.29  自治労京都府本部第76回

定期大会（ウイングス京都） 

9.29  合同繊維第84回定期大会

（労館） 

9.30  運輸労連京都府連第45回

定期大会(ウイングス京都） 

9.30  舞鶴地協大会（林業セン

ター） 

 

１０月 

10.1  京都総評青年部大会 

10.4  京都労働相談センター総

会（労館） 

10.6  京都国公大会（労館） 

10.7  全国一般京自教大久保分

会・山内裁判勝利報告集会（

ウイズユー） 

10.8  京水労第83回定期大会 

（労館） 

10.8  国労京滋地本第24回大会

（コミュニティー嵯峨野） 

10.11  連合京都、ディーセン
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

46万2221円（前年比1.7%減） 

10.13  倉本聡など呼びかけの「さよう

なら原発北海道１万人集会」(札幌大

通公園）、１万２千人、のちデモ 

10.14  リトアニアで雁発建設の是非を

問う国民投票、反対６割超え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  厚労省の“就労条件総合調査”に

よると、昨年１年間の年次有給休暇

取得率は49.3%(前年比1.2%増)、取得

日数は9.0日（0.4日増） 

11.4  『平和フォーラム』など、オスプ

レイ撤去を求め集会（東京）、４千

人 

10.8  新婦人未来フェスタ（み

やこめっせ） 

10.9  京都商工会議所創立130周

年記念式典（京都ホテルオー

クラ） 

10.10  府人事委員会、府職員の

給与等に関する報告と勧告、

月例給は0.1%減、期末勤勉手

当は据え置き 

10.10  脱原発フォーラム（京都

アスニー） 

10.11  原発ゼロネット、原発ゼ

ロを求める府庁包囲デモ、15

0人 

10.14  京都市社会福祉協議会60

周年記念シンポジウム 

10.20 『京都被バク２世･３世の

会』結成のつどい（教文セン

ター） 

10.21  「TPP参加に反対 いの

ちと暮らしを守る講演会」（

南丹市・遊YOUひよし）、250

人 

10.21  京都平和大会 

10.25  第50回京都労働者福祉活

動者会議（リーガロイヤルホ

テル京都） 

10.27  京都地域人権運動連絡会

第８回大会（下京いきいき福

祉センター） 

10.27  憲法研究会50周年記念講

演会（同志社大学）、180人 

10.27  『平和・原発。くらしを

考える』設立総会（教文セン

ター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.3  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）、1,350人、のち

、京都市役所前までデモ 

11.3  第20回東九条マダン（元

陶化小学校） 

11.4  世界遺産・市民シンポジ

ト･ワーク世界行動デー(四条

河原町） 

10.11  自交総連京都地連第64

回大会（京都工業会館） 

10.12  第23回なくせじん肺全

国キャラバン行動（建交労京

都府本部） 

10.13  全労連全国一般京都地

本第54回定期大会（労館） 

10.13  通信労組京都第10回定

期大会（バンビオ） 

10.19  福知山地労協第62回大

会（中丹勤労者福祉会館） 

10.20  基幹労連京都府本部第1

0回定期大会（舞鶴市勤労者福

祉センター） 

10.22  連合京都、府への要請

行動（ルビノ堀川） 

10.22  フード連合京滋地協第1

1回定期大会・結成10周年記念

レセプション（京都タワーホ

テル） 

10.25  山科地区労第67回大会

（山科区役所会議室） 

10.26  連合京都第27回地方委

員会（労館） 

10.26  京都総評、秋のキャラ

バン（～11月3日） 

10.26  左京地区労第43回大会

（教文センター） 

10.26  伏見地労協大会（伏見

区総合庁舎ホール） 

10.26  乙訓地労協第61回大会

（向日市民会館） 

10.27  京都年金者組合、「京

都年金者一揆」集会(教文セン

ター）250人 

10.31 連合京都議員フォーラム

第９回総会（京都国際ホテル

） 

 

 

 

１１月 

11.9  連合京都京都市地協第５

回定期総会（労館） 

11.13  連合京都乙訓地協第１

回地協委員会（バンビオ） 

11.15  京都競輪労組第55回大

会（バンビオ１番館） 

11.16  京都総評、秋期年末闘
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

11.6  米大統領選挙、オバマ大統領再選 

連邦議会選挙、上院は民主党が、下

院は共和党が、過半数 

11.6  UIゼンセン同盟とサービス･流通

連合が組織統合し、UAゼンセン発足

、組合員数141万人 

11.14  EUと各国政府の緊縮政策に反対

し、ヨーロッパ23カ国で40労組・数

百万人がストライキとデモ 

11.15  中国共産党、総書記に習近平副

主席を選出 

11.16  衆議院解散(2009年以来3年ぶり

） 

11.30  EU統計局、ユーロ圏17カ国の10

月の失業率11.7%、失業者数1,870万

人で、いずれも過去最高、と発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.10  厚労省は、東電福島第一原発事

故の収束に当たり、作業実態が偽装

請負であったとして、労働者派遣法

と職業安定法に基づき、３社に是正

指導 

12.15  15日から17日にかけて、福島県

郡山市で行われるIAEA会合に抗議し

、「Nuclear Free Now さような

ら原発世界大集会」、1,600人 

12.16  第46回衆議院議員総選挙、自民

党 

294議席で圧勝、民主党57議席 

12.16  東京都知事選挙、猪瀬直樹副知

事、初当選 

12.18  厚労省、2012年労働組合基礎調

査（6月30日現在）、組合員989万人

ウム（コープイン京都） 

11.6  世界遺産世界会議（～8日

､京都国立国際会館） 

11.10  働く女性の中央集会（～

11日、京都テルサ）、のべ1,

350人 

11.11  反原発百万人大占拠京都

行動（関電京都営業所前）、

750人 

11.16  「原発ゼロ『京都アピー

ル』講演会（京大）、200人 

11.17  京都府立医科大学創立14

0周年記念式典 

11.17  コンシュマーズ京都、消

費者のつどい（和牛登録会館

） 

11.18  子どもを守る会60周年記

念（教文センター） 

11.22  12“秋の府市民総行動” 

360人 

11.23  第24回KYOのあけぼのフ

ェスティバル2012（京都テル

サ） 

11.23  京都総評などによる実行

委員会、｢TPP反対府民集会｣

（大谷ホール）、540人 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  綾部市農業青年クラブな

ど、元宇宙飛行士の秋山豊寛

を招いて原発について考える

講演会（綾部市民センター）

、200人 

12.6  生存権裁判励ます会（教

文センター） 

12.16  第46回衆議院総選挙、自

民、１区伊吹文明、３区宮崎

謙介、４区田中英之、５区谷

垣禎一、６区安藤裕（比例）

、民主、２区前原誠司、３区

泉健太（比例）、６区山井和

則、共産、穀田恵二（比例）

。当選 

12.16  宇治市長選挙、山本正、

争勝利!総決起集会（労館）、

190人 

11.16  綾部地労協第64回大会

（熊野会館） 

11.17  連合京都北部地協第１

回地協委員会（舞鶴市） 

11.18  連合京都中部地協第１

回地協委員会（玉川楼） 

11.18  団結・交流まつり（六

孫王会館）、500人 

11.18  ヘルパー連絡会など実

行委員会、第13回「ヘルパー

の集い」（キャンパスプラザ

京都）、120人11.21  連合

京都金属部門連絡会第５回代

表者会議（GSユアサ福知山工

場） 

11.21  連合京都南山城地協第1

2回地協委員会（宇治市産業会

館 

11.23  第８回パートや派遣な

ど非正規労働者のつどい（せ

いきょう会館） 

11.29  宮津地労協第60回大会

（歴史の館） 

11.30  北上地区労第45回大会

（京都アスニー） 

11.30  中京地区労第37回大会

（中京区役所会議室） 

11.30  最高裁、京都農協の労

組に対する上告を棄却（労組

の勝訴の確定） 

 

 

１２月 

12.1  京都総評女性部大会（せ

いきょう会館） 

12.3  労働相談ホットライン 

12.4  部落解放共闘第35回総会

（府部落解放センター） 

12.7  UIゼンセン同盟京都府支

部解散大会・UAゼンセン京都

府支部統合大会（労館） 

12.7  船井地労協大会（国際交

流会館） 

12.7  下京地区労第16回大会（

しんまち会館） 

12.9  全教など、学校統廃合と

小中一貫教育を考える全国交

流集会（京都華頂大） 

12.9  南地区労第23回大会（ヘ
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

（前年比6万8千人減）、推定組織率1

7.9%（0.2%減)、パートタイム労働組

合員数83万7千人 

12.19  韓国大統領選挙、朴菫恵当選 

12.23  大阪市立高校で、顧問講師から

体罰を受けていたバスケット部主将

、自殺 

12.26  第94代首相に安倍晋三、就任 

初当選 

12.20  京都府雇用創出活力会議

（府公館） 

12.20  日本機関紙協会京滋地本

第63回総会（機関紙会館） 

12.23  京都部落解放共闘、12･2

3京都行動（府部落解放セン

ター） 

12.23  男子第63回、女子第24回

全国高校駅伝競走大会（西京

極陸上競技場）､男子優勝、

豊川(愛知)、桂35位、女子優

勝、立命館宇治 

12.27  府、2012年労働組合基礎

調査結果を発表、組合員数18

1,697人、組合数1,324組合、

推定組織率17.6%（2,602人、

21組合、0.3ポイント減） 

ルスピア） 

12.11  会社が控訴した大阪高

裁でのJMIU大國製作所裁判、

和解が成立 

12.11  西右京地区労第40回定

期大会（労館） 

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） 

12.15  丹労連第17回大会（丹

後教育会館） 

12.19  連合京都、京都市長へ

の重点要請（くに荘） 

12.19  東山地区労第25回大会

（ふれあい館） 

12.20  連合京都、府知事への

重点要請（京都平安ホテル） 

12.21  連合京都2013春季生活

闘争方針討論集会（労館） 

12.22  13京都国民春闘共闘会

議結成総会・討論集会（労館

） 

12.25  京都総評、府への予算

要請行動 

 

 

 


