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     ２０１３（平成２５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 

1.7  古賀伸明連合会長、記者会見で、

“市場万能主義の片鱗をのぞかせて

いる”と、誕生した第２次安倍政権

の方針を批判 

1.7  “パレスチナ自治政府”のアッバ

ス議長、公式名称を“パレスチナ国

”にするとの議長令を発布 

1.11  『首都圏反原発連合』、首相官

邸前抗議行動、１万３千人 

1.15  閣議、『教育再生実行会議』の

設置を決定 

1.16  アルジェリア東部のイナメネス

近郊の天然ガス製油施設をイスラム

武装勢力が占拠、日本人技術者 10人

を含め38人死亡 

1.22  政府と日銀、２％のインフレ目

標を明記した共同声明を発表 

1.22  日本経団連、 ”ベアの余地なし ” 

と2013年経営労働政策委員会報告を

発表 

1.22  ILO、年次報告“世界の雇用情勢 

2013”で、世界の失業者数、初の２

億人台に 

1.23  東京高裁、ビクターサービスエ

ンジニアリング事件で、“個人事業

者は労組法上の労働者”、と判断 

1.27  オスプレイの配備撤回と米軍普

天間飛行場の県内移設断念を求める

「NO OSPREY 東京集会」(日比谷野

外音楽堂）､４千人 

1.29  厚労省の“外国人雇用状況調査

”2012年10月末の外国人労働者数、6

8万２千人（前年比0.6%減） 

1.―  退職金減額前の１月末日までに

退職する教職員が続出 

 

２月 

2.5  白川方明日銀総裁、辞意表明 

2.6  連合､2013春季生活闘争開始宣言

中央総決起集会（日比谷公会堂）、 1

,900人 

2.7  富士通、希望退職等により１万人

弱の削減を発表 

2.8  財務省、2012年末の政府の国債と

借入金残高、997兆円、と発表 

2.8  全労連など、中央総決起集会（日

比谷野外音楽堂）、２千人 

2.13  大阪市教委、市立桜宮高校バス

ケットボール部顧問の体罰で部員が

１月 

1.10  障害者総合福祉法の実現

を求める全関西集会(京都テ

ルサ）1,200人、のち、京都

市役所前までデモ 

1.13  第31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）、神

奈川優勝、京都９位 

1.28  沖縄連帯・STOPオスプレ

イ京都行動（京都市役所前）

、250人のち、四条河原町ま

でデモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.2  第10回記念アビリンピック

京都大会（府立京都高等技術

専門校） 

2.2  北方領土返還要求第31回京

都府民大会（ルビノ堀川） 

2.3   宇治田原町長選挙、西谷

信夫、初当選 

2.8  関西経済団体連合会など、

第51回関西財界セミナー（～

９日、国立京都国際会館） 

2.9  民主党京都府連第15回定期

大会（リーガロイヤルホテル

１月 

1.7  京都労福協・京都労動運

動OBの会、2013新年交歓会（

労館） 

1.7  京都総評新春旗開き（ル

ビノ堀川） 

1.11  連合京都新春旗開き（京

都ブライトンホテル） 

1.25  綴喜地労協大会（京田辺

社会福祉センター） 

1.27  京都総評第76回臨時大会

（労館） 

1.28  府労働委員会、京労委平

成24年（不）第１号“日本女

子プロ野球機構”不当労働行

為申立事件で、団交応諾など

の請求を認めず、棄却の命令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.5  相楽地労協定期大会（木

津川市東部交流会館） 

2.6  京都農協争議報告集会（

中丹勤労者福祉会館） 

2.7  連合京都、非正規ホット

ライン（～９日） 

2.8  連合京都春季生活闘争開

始宣言集会（労館） 

2.14  連合京都、京都労働局へ

、春闘時の要請行動（15日、

京都経営者協会） 

2.16  京都職対連総会（京都中
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

自殺と認定（顧問、懲戒免職、9月26

日、大阪高裁、顧問の体罰に有罪判

決） 

2.19  総務省の“労働力調査詳細集計

結果”、非正規労働者数は1,813万人

(前年比２万人増)で、雇用者に占め

る割合は35.2%(0.1%増) 

2.22  安倍首相、オバマ米大統領と会

談（首相,TPP交渉への参加を表明） 

2.25  厚労省の“2012年の労働災害の

動向調査”、死傷者数は11万４千人

（前年比2.0%増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水協など、被災59周年ビキニ・

デー集会（焼津市）、1,700人 

3.1  原水禁、被災59周年ビキニ・デー

全国集会（静岡市）、350人 

3.3  第９回「マーチ・イン・マーチ」

（日比谷公園小音楽堂）、200人 

3.6  連合、2013年春季生活闘争・政策

制度要求実現中央集会、“労働法制

緩和に関する緊急アピール”を採択

、のち４年ぶりのデモ 

3.9  『さよなら原発１千万人署名市民

の会』、「つながろうフクシマ！さ

よなら原発大集会（明治公園）、１

万５千人 

3.10  『原発をなくす全国連絡会』等

、脱原発集会（日比谷野外音楽堂）

、のち、請願デモ、のべ４万人 

3.11  福島第一原発周辺住民と避難者 

1,650人、東京電力と国に対して慰謝

料と原状回復等を求め、東京地裁な

京都） 

2.10  京都農民連大会（綾部中

央公民館） 

2.11  「建国記念の日」不承認

京都府民のつどい（教文セン

ター）180人 

2.17  第24回車いす駅伝競走大

会（西京極陸上競技場―国立

京都国際会館）、優勝福岡、

京都A３位 

2.22  府、『京都府森と緑の公

社』を解散、公社所有林の整

理方針を表明 

2.28  アタムバエフ・キルギス

共和国大統領、入洛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.5 第１回森林・林業京都会議 

3.5 第84回山宣墓前祭(宇治市） 

3.8  バボル・スロヴェニア共和

国大統領入洛 

3.8  京都東山花灯路（～17日） 

3.8  国際女性デー京都集会（ハ

ートピア京都）、150人 

3.9  「バイバイ原発きようと集

会」（円山野外音楽堂）､3,5

00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） 

3.10  『男性介護者と支援者の

ネットワーク』結成４周年記

念式典（立命館大学） 

3.12  太鼓山風力発電（伊根町

）・風車３号機ナセル、落下

事故 

3.13  重税反対全国統一行動京

小企業会館） 

2.17  宇城久地区労大会（宇治

市産業会館） 

2.18  京都総評、争議支援総行

動 

2.19  連合京都、春季生活闘争

中部地協キャラバン（～20日

） 

2.21  全国一般京都府本部大会

（労館） 

2.23  京交運大会・20周年レセ

プション（ルビノ堀川） 

2.24  UAゼンセン同盟京都府支

部2013春闘必勝大集会（福知

山三段池公園） 

2.25  連合京都、春季生活闘争

北部地協キャラバン 

2.25  連合京都女性委員会第24

回総会（労館） 

2.26  第21回京都高退者連合定

期総会（ルビノ堀川） 

2.26  西右京ユニオンひまわり

総会 

2.26  第52回はたらく女性の京

都集会（京都テルサ） 

2.27  連合京都、春季生活闘争 

乙訓地協キャラバン（28日、

南山城） 

 

 

３月 

3.1  京都高退協総会・40周年

記念レセプション（レストラ

ン・TAWAWA） 

3.2  京教組第75回定期大会（

教文センター） 

3.2  京都私教連定期大会（池

坊短大） 

3.3  パート労働者など、非正

規雇用問題を中心に四条河原

町で街頭宣伝、京都市役所前

までパレード 

3.3  伏見ふれあいユニオン総

会（伏見地区労） 

3.5  京都農村労組大会（綾部

中央公民館） 

3.7  京都総評、府に対する要

請行動 

3.7  JMIUスト総決起集会（カ

シフジ）、200人 

3.8  連合京都､2013春季生活闘
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

どに提訴 

3.12  JA全中など農林水産団体と生協

など主催、「国益を守れないTPP交渉

参加断固反対緊急全国集会」（日比

谷野外音楽堂）、４千人 

3.13  新ローマ法王に、アルゼンチン

出身のベルゴリオ枢機卿を選出 

3.14  中国・全国人民代表大会で、習

近平を国家主席に選出 

3.15  国会、日銀総裁に黒田東彦、副

総裁に岩田規久男・中曽根宏、の人

事を承認 

3.15  新日鉄住金、発足後初の中期経

営計画を発表、23年ぶりに高炉休止 

3.17  金属大手に賃上げ一斉回答、自

動車大手９社は一時金満額回答 

3.19  JALなど30の争議団、『首切り自

由は許さない実行委員会』、結成 

3.23  ｢原発のない福島を!県民大集会

」（福島市）、７千人 

3.25  大阪府労働委員会、大阪市の職

員への思想調査を不当労働行為と認

定 

3.25  広島高裁、“一票の格差”をめ

ぐり、2012年の衆議院選挙を“違憲

で無効”とする初の判決 

3.26  第13回世界社会フォーラム（～3

0日、チュニジア・チュニス） 

3.31  『平和・人権・環境』など７団

体「朝鮮学校はずしにNO！すべての

子どもたちに学ぶ権利を！全国集会 &

パレード」（日比谷野外音楽堂） 

 

 

 

４月 

4.1  有期労働契約が反復更新され通算

５年を超えた時、無期契約に転換で

きる、との改正労働契約法、施行 

4.4  東京メトロの子会社のメトロコマ

ースの労組、65歳定年以降の雇用継

続を実現 

4.4  日銀、“異次元の金融緩和”を決

定、資金供給量を、２年間で２倍に 

4.11  古賀連合会長、限定正社員制度

創設に反対を表明 

4.19  インターネットの選挙運動を解

禁する改正公職選挙法、成立 

4.27  連合、メーデー中央集会（代々

木公園）、４万人 

4.27  拉致被害者家族連絡会など、「

都行動、4,500人 

3.15  第53回国領五一郎墓前祭 

（金戒光明寺黒谷墓地） 

3.16  子どもと教育・文化を守

る京都府民会議シンポジウム

、玉木正之スポーツ評論家、

「スポーツのあり方と体罰を

語る」（労館） 

3.24  特定非営利活動法人京都

生涯教育研究所、フォーラム

・「フランスに学ぶ少子社会

からの脱却」（京産大むすび

わざ館ホール） 

3.24  「もう原発はいらない！

ママの気持ち企画」（同実行

委員会主催、梅小路公園）、

250人 

3.25  エルユニオン第12回株主

総会（労館） 

3.29  関西電力京都支店前抗議

１周年行動、100人 

3.31  『京都まちづくり市民会

議』と『宇治世界遺産を守る

会』、世界遺産シンポジウム

（同実行委、ゆめりあ宇治） 

3.31 障害当事者・施設職員など2

00人､｢障害者総合福祉法をつ

くろう」アピール集会(京都

市役所前）のち、パレード 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  京都弁護士会、会長に藤井

正大 

4.14  和束町長選挙、堀忠雄、

４選 

4.20  部落解放同盟京都府連第 

60回大会（府部落解放センタ

ー） 

4.20  第４回原発ゼロ『京都ア

ピール』講演会（同志社大学

）、230人 

4.21  京都第二外環状道路（通

称・にそと）、開通 

4.21  『米軍基地建設を憂う宇

川有志の会』発足 

4.23  京都府認知症コールセン

争勝利総決起集会（円山野外

音楽堂）、のちデモ 

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  丹労連大会（峰山地域公

民館） 

3.10  交通労連京滋支部定期大

会（労館） 

3.12  京都総評、春の地域総行

動、6,000人 

3.14  通信労、京都生協、第一

・第二日赤、民医労の西支部

・東支部・洛南支部、ストラ

イキ 

3.19  京都公務労協第７回総会

（労館） 

3.19  連合京都官公部門連絡会

・京都公務労協共催、「2013

春闘決起集会」（労館） 

3.19  郵政産業労働者ユニオン

、ストライキ 

3.21  連合京都金属部門連絡会

総会（～22日、与謝野荘） 

3.22  京都地裁、農協貯金裁判

で京都農協労組への敗訴判決

（同農協労組が京都農協が供

託した貯金に対する支払い請

求事件、14年10月17日、京都

地裁、返還請求を受容） 

3.24  京建労決起集会（円山野

外音楽堂）、3,000人、のち

、河原町御池までデモ 

 

 

４月 

4.6  国立病院共闘総括交流会

（わらじ亭） 

4.25  全厚生解雇撤回闘争報告

集会（労館） 

4.27  第84回連合亀岡地域メー

デー大会（ガレリア亀岡）、

230人 

4.28  第84回連合北部舞鶴地域

メーデー（舞鶴前島みなと公

園）､700人 

4.28  第84回連合綾部地域メー

デー（綾部市民センター）､3

50人 

4.28  第84回連合北部たんご地

域メーデー（野田川わーくぱ
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

国民大集会」（日比谷公会堂）、２

千人、安倍首相出席 

4.28  政府、サンフランシスコ講和条

約発効61年で、“主権回復記念式典

”を開催 

4.28  政府式典に抗議する“屈辱の日

”大会（沖縄・宜野湾海浜公園）、

１万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  全労連、第84回中央メーデー集会

（代々木公園）、２万１千人 

5.1  全労協、メーデー集会（日比谷公

園）、８千人 

5.3  『民間憲法臨調』、都内で集会、 

96条改正で一致、自民・維新・みん

なの党代表者ら620人 

5.3  護憲を掲げる８団体、日比谷公会

堂で集会、3,500人 

5.13  橋下徹日本維新の会代表、“従

軍慰安婦は必要だった”“もっと風

俗業を活用してほしい”、と発言 

5.24  都市交、都内で解散大会、66年

の活動でピリオド 

5.24  社会保障と税を個人番号で管理

する“共通番号法”、成立 

5.29  JF全漁連、燃料油高騰に対し、

緊急対策の実施を求めて、集会とデ

モ 

5.30  原子力規制委員会、高速増殖炉

もんじゅの運転再開を禁止、日本原

子力研究開発機構に管理改善命令 

5.31  厚労省の2012年度の個別労働紛

争解決制度の施行状況によると、総

合労働相談件数は、107万件（5年連

続で100万件超え） 

 

 

 

 

 

ター、開設 

4.24  コンシュ－マーズ京都総

会（せいきょう会館） 

4.26  全国知事会で、山田京都

府知事、会長に再任 

4.26  小森陽一『九条の会』事

務局長講演会（同集会実行委

、北文化会館ホール） 

4.27  第51回原水爆被災者懇談

会総会（労館） 

4.28  サンフランシスコ条約発

効を記念した政府行事に、「

異議あり“主権回復の日”」

（同集会実行委、キャンパス

プラザ京都）、230人 

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 

5.1  『米軍基地建設反対丹後連

絡会』結成総会 

5.3  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）2,400人、のち、京都

市役所前までピースウオーク 

5.12  日本国民救援会京都府本､

第58回京都解放運動戦士の碑

合祀追悼祭（知恩院境内） 

5.18  「アスベスト被害の根絶

をめざす京都の会」結成集会

（ハートピア京都）､120人 

5.21  京都モデルフォレスト協

会定時総会 

5.21  京都経営者協会定時総会

（グランドプリンスホテル京

都） 

5.22  『米軍専用レーダー基地

の撤回を求める京都府民の会

』、結成総会（労館） 

5.25 京都憲法会議、「憲法記念

春のつどい」（京都テルサ） 

5.25  京都革新懇談会総会（保

養所かもがわ） 

5.26  京商連第52回総会（京都

中小企業会館） 

5.28  京都労福協第57回定期総

会（労館） 

5.31  京都労働者総合会館第43

回評議員会（労館） 

 

る）､500人 

4.29  第84回京都中央メーデー

京都市メインステージ（梅小

路公園）、南山城地域会場（

太陽が丘野外ステージ）､乙

訓地域会場（バンビオ広場）

、３会場で15,300人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  第84回全京都統一メーデ

ー（二条城前）、8,000人（

他11会場、３千人） 

5.1  第84回連合福知山地域メ

ーデー（福知山厚生会館）、

730人 

5.1  第23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、200人、のち

円山公園までデモ 

5.10  京都公務共闘、「公務員

賃金削減反対集会」（ウイン

グス京都） 

5.10  京教組、教育府民会議 

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  京都総評傘下の労組など

でつくる実行委員会、「UNIO

N UP 2013（みやこメッセ

）、1,800人 

5.24  連合京都第４回医療部門

連絡会（連合京都会議室） 

5.24  京都地裁、キャビネック

裁判、判決 

5.25  京建労第61回大会（～26

日、ガレリアかめおか） 

5.25  府立高教組第68回定期大

会（教文センター） 

5.26  京都市教組第45回定期大

会（京都中小企業会館） 
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６月 

6.1  自治労と都市交の統合大会（84万 

6千人の組織に） 

6.2  『“さようなら原発１千万署名”

市民の会』など、「NO NUKES DAY

」、明治公園（１万８千人）､芝公園

(7,500人）､国会前（６万人） 

6.13  改正障害者雇用促進法成立（障

害者に対する差別禁止や精神障害者

の雇用の義務づけなど） 

6.14  閣議、アベノミクスの成長戦略

と“骨太の方針”、“日本再興戦略

”を決定 

6.17  主要国首脳会議（G８サミット、

～18日、北アイルランド・ロックア

ーン）自由貿易推進や国際税制構築

で合意 

6.18  政府の2013年版“子ども・若者

白書”によると、2012年の15～34歳

の若年無業者は63万人で過去最高 

6.19  子どもの貧困対策推進法成立(貧

困家庭の子どもを救済することが目

的) 

6.22  連合、平和行動in沖縄(～25日) 

6.23  都議選投開票、自民・公明両党

全員当選し、過半数確保、民主党第

４党に 

6.26  付きまとい行為への取り締まり

を強化する改正ストーカー法、成立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.1  島津アリーナ京都（京都府

立体育館）、リニュアルオー

プン 

6.1  第24回連合近畿ブロック労

働トップフォーラム（マイド

ームおおさか） 

6.1  原発ゼロ原告団結成総会 

（キャンパスプラザ京都）、2

60人（原告団は、1,107人、7

月2日、第１回口頭弁論） 

6.1  『気候ネットワーク』15周

年記念シンポジウム「温暖化

する等の危機を乗り越える」

（京都商工会議所） 

6.2  『京生連』総会（京都アス

ニー） 

6.5  Xバンドレーダー現地集会 

6.6  京都勤労者学園第１回（通

算第57回）園員総会（労館） 

6.9  『米軍基地建設を憂う宇川

有志の会』、Xバンドレーダ

ー現地講演会（久僧農業会館

）、130人 

6.10  府、府の労働相談件数を

発表、2,079件（前年比350件

増） 

6.15  『米軍基地建設反対丹後

連絡会』と『京都に米軍基地

はいらない府民の会』、京都

に米軍基地はいらない丹後集

会（京丹後市宇川の平・海水

浴場駐車場）、500人 

6.16  基地のない平和な沖縄・

日本を！京都集会（円山野外

音楽堂）650人、のち、京都

市役所前までデモ 

6.16  NPO法人『医療的ケアネッ

ト』、「今後の医療を考える

」シンポジウム、250人 

6.18  京都府生協連第60回通常

総会 

6.21  原水協など、2013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、

5.31  南地区労大会（ヘルスピ

ア） 

5.31  立命館大学と同教職員と

の間の一時金減額訴訟、大阪

高裁で和解 

 

６月 

6.4  京都労働運動OBの会第34

回定時総会（労館） 

6.8  京都総評、地域労働運動

研究交流集会（京都社会福祉

会館） 

6.22  京都府教職員組合第24回

定期大会（府部落解放センタ

ー） 

6.25  連合京都官公部門連絡会

・京都公務労協、「公契約条

例の制定を求める京都府集会

」（ハートピア京都） 

6.25  JAL支援共闘会議第３回

総会（労館） 

6.26  日本年金者組合京都府本

第25回大会（京都社会福祉会

館） 

6.27  連合京都、「STOP THE

 格差社会！京都総決起集会

」（シルクホール） 
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７月 

7.6  『被ばく労働を考えるネットワー

ク』、「除染事業と除染労働を問う

集会」（文京区民センター） 

7.10  ソウル高裁、韓国人元徴用工の

日本製鉄に対する損害賠償を認める

判決 

7.12  総務省の2012年就業構造基本調

査結果、雇用者に占める“非正規の

職員・従業員”の割合は38.2%、うち

、男性22.1%、女性57.5% 

7.16  東証と大証が現物株の市場を統

合（東証での売買に一本化） 

7.21  参議院選挙投開票、自民・公明

が過半数確保（衆参両院の“ねじれ

”解消） 

7.23  カネボウ美白化粧品で、まだら

に白くなる被害急増、との報道（ 10

月末時点で１万５千人超） 

7.25  社民党福島瑞穂党首、辞任 

7.25  「TPPから北海道を守り抜く総決

起集会」（札幌市）、７千人 

7.28  原水禁など、被爆68周年原水爆

禁止世界大会(～8月9日､28日・福島

―1,200人、4日～6日・広島―3.500

人、7日～9日・長崎―２千人) 

7.29  麻生太郎副総理、改憲のしかた

で“ナチスの手口に学んだら”､と発

言(8月1日、撤回) 

7.30  プサン高裁、三菱重工に強制労

働への損害賠償を命じる判決 

7.31  全労連第49回評議員会(～8月1日

) 

7.31  厚労省、2012年介護サービス利

用者543万人と発表（５年連続最多を

更新） 

富山・広島コース、入洛、6

月25日～29日、綾部・亀岡府

内行進、6月29日、京都市内

網の目行進） 

6.23  第58回京都母親大会（宮

津市・宮津会館）、1,100人 

6.24  近畿労金第15回通常総会

（サンケイホール） 

6.30  『TPP参加反対京都ネット

ワーク』、TPP参加反対府民

集会（大谷ホール）、700人 

6.30  京都学習協総会・50周年

記念レセプション（保養所か

もがわ） 

 

７月 

7.7  第45回京都保育のつどい 

（大谷大学）、730人 

7.11  京都府立医科大、高血圧

治療薬の臨床研究論文で論文

データーの操作を認定（東京

慈恵会医大、滋賀医大でも） 

7.16  同志社大学院グローバル

・スタディーズ研究会、「立

憲主義と平和主義」を考える

シンポジウム、樋口陽一講演

、500人 

7.19  全国林野関連労組近畿中

国地本第９回定期総会（近畿

中国森林管理局） 

7.21  第23回参議院議員選挙、

西田昌司（自民）、倉林明子

（共産）当選、他に北神圭朗

（民主）、山内成介（維新）

、木下洋子(みんな)､曽我用

作（諸派）､新藤伸夫(諸派） 

7.28  第45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４回

代表者会議（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  連合京都京都市協、「STO

P THE 格差社会！総決起集

会」（労館） 

7.3  私鉄総連京都地区協議会

第24回総会（京都タワーホテ

ル） 

7.9  京都農協労連大会（綾部

・ITビル） 

7.13  化学一般京滋福地本第51

回大会（アヤハレークサイド

ホテル） 

7.18  KBS格差是正報告集会（K

BS、23日、雇用確保決起集会

） 

7.26  京都総評、京都労基局へ

の要請行動 

7.27  全印総連京都地連定期大

会（労館） 

7.29  ユニオン北上交流会（ル

ビノ堀川） 

7.31  京都自治労連第81回定期

大会（労館） 
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８月 

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2013年世

界大会（～9日）、広島―2,200人、

長崎―７千人 

8.6  第68回原爆死没者慰霊並びに平和

祈念式（広島平和記念公園） 

8.8  人事院、月例給・ボーナス共に改

定なし（２年連続）、と報告 

8.9  財務省、“国の借金”が、千兆円

を超えた、と発表 

8.12  高知・四万十市で41.0度（国内

史上最高気温） 

8.16  松江市教委の、“2012年12月に

市内全小中学校に＜はだしのゲン＞

の貸出禁止を要請した事実”が、判

明（26日、禁止を撤回するとの決定

） 

8.20  厚労省・『今後の労働者派遣の

あり方に関する研究会』、規制枠組

みを“業務”から“人”への転換、

との報告書を提出 

8.21  米大リーグ・マリナーズのイチ

ロー選手、日米通算４千本安打 

8.22  厚労省の“労働争議統計調査結

果概況”、労働争議総件数596件 

8.30  厚労省､“労働経済白書”を発表

（改正労働契約法の施行により有期

雇用の無期雇用への移行を期待）” 

 

 

９月 

9.1  さようなら原発１千万署名市民の

会、「さようなら原発講演会 つな

がろうフクシマ！くりかえすな原発

震災」（日比谷公会堂）、2,100人 

9.4  最高裁、婚外子の相続分は婚内子

の２分の１とする民法の規定は違憲

、と判断 

9.7  IOC、2020年のオリンピック・パ

ラリンピック、東京開催を決定 

9.7  連合、平和行動in根室(～9日) 

9.10  厚労省、“厚生労働白書”を発

表（年収が晩婚化に及ぼす影響を指

摘） 

9.14  さようなら原発１千万署名市民

の会、再稼働反対！さようなら原発

集会（亀戸公園）、９千人、のちデ

モ 

9.15  脱原発福井集会（福井中央会館

８月 

8.4  比叡山宗教サミット26周年

（比叡山延暦寺） 

8.6  第33回平和のための京都の

戦争展（～11日、立命館大学

国際平和ミュージアム） 

8.6  『京都96条の会』発足に向

けた「立ち上がりシンポジウ

ム」（ウイングス京都）、16

0人 

8.9  部落解放共闘京都第29回大

会 

8.15  福知山市での花火大会で

爆発事故(死者３人､負傷者50

人超） 

8.23  京都府がん対策推進府民

会議、総会とシンポジウム（

龍谷大学アバンティ響都ホー

ル） 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難68周年追悼

集会（殉難の碑前）、350人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.8  城陽市長選挙、奥田敏晴、

初当選 

9.8  京都労使海外労働経済事情

調査（～13日、イギリス・ベ

ルギー他） 

9.11  Xバンドレーダー演説会 

（京都市役所前）、のちデモ 

9.12  京都文化博物館開館25周

年記念展「京都・美のタイム

カプセル 

9.14  原発ゼロ京都ネット、学

習交流会（京都弁護士会館）

、120人 

9.15  台風18号による災害発生

、福知山市・舞鶴市で被害甚

大 

9.15  原発とまった、このまま

廃炉京都デモ（円山ラジオ塔

８月 

8.5  JMIU京滋大会（カシフジ

） 

8.10  情報労連京都地区協議会

第25回大会（京都タワーホテ

ル） 

8.21  府労働委員会、京労委平

成24年（不）第２号“城陽市

”不当労働行為事件で、誠実

団交応諾などの請求に対し、

団交打ち切ったとして、誓約

文の手交を命じ、その余を棄

却 

8.24  JR連合西労組京都地本第

21回定期地本大会（草津まち

づくりセンター） 

8.24  JR連合西労組福知山地本

第23回大会（サンプラザ万助

） 

8.24  京都新聞労組大会（京都

新聞社） 

8.26  京都職対連、第19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） 

8.30  電機連合京都地協第25回

定期大会（メルパルク京都） 

 

 

 

 

９月 

9.4  パート・非常勤ネット総

会（労館） 

9.6  全厚生支援共闘総会（ハ

ートピア京都） 

9.7  京都総評第77回定期大会

（ウイングス京都）、議長＝

吉岡徹、事務局長＝梶川憲 

9.7  連合京都乙訓地協2013ク

リーンキャンペーン（連合京

都たんご地協も） 

9.8  福祉保育労組京都府本部

大会（コープイン京都） 

9.8  郵政産業ユニオン京都総

会（京都アスニー） 

9.8  建交労京都府本定期大会

（京都高齢者会館） 

9.14  京都医労連第90回定期大

会（京都テルサ）・60周年記
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）800人 

9.15  関西電力大飯原発４号機、定期

検査で運転停止（国内の稼働原発は

１年２カ月ぶりにゼロへ） 

9.19  安倍首相、東京電力福島原発の

５・６号機も廃炉とするように東電

に要請 

9.19  国交省、基準地価（7月1日現在

）を発表、商業地、５年ぶり上昇、

住宅地、横ばい 

9.20  『経済の好循環実現に向けた政

労使会議』初会合（首相官邸） 

9.21  首都圏非常勤講師早稲田大学分

会、５年雇い止め問題で結成、 102人

加盟 

9,22  反ヘイトスピーチ、人種差別撤

廃条約の誠実履行などを訴える、“

差別撤廃大行進”（東京・新宿）、 1

,200人 

9.23  全労協第25回定期大会（～24日

）、議長＝金澤壽、事務局長＝中岡

基明 

9.25  『ヘイトスピーチとレイシズム

を乗り越える国際ネットワーク』設

立総会 

9.27  日本消費者連盟など、「消費税

大増税ストップ!!国民集会」（日比

谷野外音楽堂）、５千人 

9.30  人事院の2012年度“仕事と家庭

の両立支援関係制度の利用状況”、

一般職の国家公務員のうち、育児休

業の取得率、男性3.7%、女性96.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.3  連合第13回定期大会（～4日）、

会長=古賀伸明、事務局長=神津里季

生 

10.13  首都圏反原発連合、「福島を忘

れるな!再稼働を許すな! No Nukes

 Day」（日比谷公会堂など）、４万

人、のちデモ 

10.14  社民党党首選、吉田忠智政審会

長を選出 

10,14  世界９条会議・関西2013（大阪

）、500人 

9.15  京都社保協総会（労館） 

9.16  気象庁、台風18号に伴う

京都府・滋賀県・福井県での

豪雨に対し、「特別警報」（

全国初） 

9.19  府の基準地価、６年連続

の下落（下落幅は縮小） 

9.21  『京都９条の会』５周年

記念（シルクホール）、900

人 

9.21  日本国民救援会京都府本

部第52回定期大会（労館） 

9.25  京都市人事委員会報告と

勧告、月例給及び期末・勤勉

手当、据え置き 

9.26  「敬老乗車証を守ろう!市

民集会」（同集会実行委主催

）、170人 

9.28  京都民医連60周年レセプ

ション（京都国際ホテル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.5  21世紀第13回京都高齢者

大会（労館）、300人 

10.6  「京都青年大集会2013 W

ORK WORK REVOLUTION」（

同実行委、円山野外音楽堂）

、250人、のち、パレード 

10.7  京都地裁、朝鮮学校周辺

のヘイトスピーチは人権差別

である、として『在特会』に

街頭宣伝の禁止と1,226万円

念レセプション（京都タワー

ホテル） 

9.20  京交第86回定期大会（京

都ロイヤルホテル＆スパ） 

9.21  京都府電力総連第27回定

時大会（京都タワーホテル） 

9.21  JAM京滋第15回定期大会

（フェリエ南草津） 

9.21  合同繊維第86回定期大会

（労館） 

9.21  国労京滋大会（コミュニ

ティー嵯峨野） 

9.21  京都総評青年部第17回大

会（教文センター） 

9.26  京都総評、府へ災害復旧

支援の要請 

9.26  京都高退者連合、「高齢

社会を考える京都集会」（労

館） 

9.27  亀岡地労協大会（ガレリ

ア亀岡） 

9.28  自治労京都府本部第77回

定期大会（ウイングス京都） 

9.28  自治労・都市交統合レセ

プション（京都国際ホテル） 

9.28  京水労第85回定期大会 

（京都テルサ） 

9.28  京都国公大会（労館） 

9.29  連合京都京都市協2013ク

リーンキャンペーン（南山城

地協も） 

9.29  運輸労連京都府連第46回

定期大会（きらっ都プラザ） 

9.29  舞鶴地労協定期大会（舞

鶴西総合会館） 

9.29  第９回ストップ！ザ働き

すぎ 働き方を見直す京都集

会（労館）、160人 

 

 

１０月 

10.3  京都労働相談センター総

会（労館） 

10.6  京都総評青年部、京都青

年大集会（円山野外音楽堂）

、250人、のち、デモ 

10.6  京都放送労組大会（KBS

京都） 

10.8  自交総連京都地連定期大

会（工業会館） 

10.10  第24回なくせじん肺全
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市中央体育館）、５千人 

10.16  日本労働弁護団、「労働者派遣

の規制緩和と“ブラック企業特区”

に反対する集会」（東京）、連合と

全労連傘下の労組など200人 

10.22  “和食”、ユネスコ無形文化遺

産への登録勧告 

10.22  阪急阪神ホテルズでエビの偽装

表示、発覚（11月12日までに、食材

偽装問題で事実と異なるメニュー表

示のホテル、百貨店、レストラン等 4

00カ所超） 

10.23  『安倍政権の雇用破壊に反対す

る共同アクション』結成集会（衆議

院議員会館） 

10.25  「JAL解雇撤回 高裁勝利！早

期解決をめざす大集会」、1,800人 

10.30  厚労省の“高年齢者の雇用状況

（6月1日現在）”によると、希望者

全員が65歳以上まで働ける企業数は

９万５千社 

10.30  日本経団連の2013年3月卒の新

規学卒者決定初任給調査結果、大卒

事務職のそれは20万8,721円、90%の

企業が初任給据え置き 

10.31  パナソニック、2014年３月にプ

ラズマパネルから撤退する、と発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.2  「なくせ！原発 安心して住み

続けられる福島を！ふくしま大集会

」（福島市）、７千人 

11.4  働きやすい職場をめざして、第

１回『ワークルール検定』 

11.12  東京地裁、リコーの“追い出し

部屋”を人事権乱用、と認定 

11.14  厚労省の“2013年賃金構造基本

調査”によると、大卒初任給は19万

の賠償命令 

10.10  消費税増税中止・社会保

障改悪を許すな府民大集会（

円山野外音楽堂）、1,500人

、のち、京都市役所前までデ

モ 

10.11  府人事委員会、府職員の

給与等に関する報告と勧告、

月例給及び期末・勤勉手当、

据え置き 

10.13  第11回京都学生祭典（岡

崎公園一帯） 

10.16  『憲法９条メッセージプ

ロジェクト』、イラク戦争に

抗議し上級外交官を辞任した

元米軍大佐のアン・ライト講

演会、140人 

10.19  アスベスト府民集会（京

都アスニー） 

10.23  府、第１回きょうと福祉

人材育成認証制度認証式（府

公館） 

10.25  TPP学習会（コープイン

京都） 

10.26  第25回KYOのあけぼのフ

ェスティバル2013（京都テル

サ） 

10.26  NPO法人『気候ネットワ

ーク』、全国シンポジウム（

～27日、同志社大学）、のべ

440人 

10.27  2013京都勤労者健康づく

りフェア（京都テルサ） 

10.28  秘密保護法宣伝（マルイ

前）、のち、デモ 

10.29  第51回京都労働者福祉活

動者会議（京都ホテルオーク

ラ） 

10.31  第62回京都府社会福祉大

会 

 

１１月 

11.2  第44回京都消費者大会（

コープイン京都） 

11.3  世界人権宣言65周年記念

「京都ヒューマンフェスタ20

13」 

11.3  「生かそう憲法 守ろう

９条in京都」（同実行委主催

、梅小路公園）、2,000人 

11.3  第21回東九条マダン（元

国キャラバン行動（建交労京

都府本部） 

10.12  全労連全国一般京都地

本第54回定期大会（労館） 

10.12  京都市教組柳川公務災

害認定裁判報告集会（教文セ

ンター） 

10.16  医師会労組不当労働行

為救済報告集会（レストラン

・TAWAWA） 

10.18  福知山地労協大会（中

丹勤労者福祉会館） 

10.18  「怒りの年金者一揆」 

（円山野外音楽堂）、280人

、のち京都市役所前までデモ 

10.19  基幹労連第11回定期中

間大会及び10周年記念祝賀会

（舞鶴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） 

10.23  通信労組京都大会（バ

ンビオ）  

10.25  連合京都第13回定期大

会（労館）、会長＝橋元信一

、事務局長＝廣岡和晃 

10.25  伏見地区労大会（伏見

区総合庁舎ホール） 

10.25  左京地区労大会（教文

センター） 

10.27  交通労連関西総支部第 

67回定期大会（～28日、琵琶

湖グランドホテル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  連合京都議員フォーラム

第10回総会（京都国際ホテル

） 

11.6  山科地区労大会（山科区

役所会議室） 

11.7  全厚生不当解雇撤回闘争

報告集会（労館） 

11.8  連合京都京都市地協第６

回定期総会（労館） 
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８千円 

11.15  海外での邦人救出のための陸上

輸送を可能にする改正自衛隊法、成

立 

11.19  厚労省の“2013年障害者雇用状

況（6月1日現在）”によると、民間

企業の障害者雇用数40万９千人（前

年比7%増） 

11.20  最高裁、“一票の格差”が最大 

2.43倍の2012衆議院選挙を、“違憲

状態”と判断 

11.21  ｢STOP！“秘密保護法”大集会

」（日比谷野外音楽堂）、１万人 

11.22  猪瀬直樹都知事、医療法人徳洲

会からの５千万円受領を認める（ 12

月19日、辞意を表明） 

11.26  国家安全保障会議(日本版NSC）

設置法、成立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山王小学校） 

11.10  京丹波町長選挙、寺尾豊

爾、再選 

11.15  京都自立就労サポートセ

ンター開設三周年・北部サテ

ライト開設記念シンポジウム

（～16日、ホテルロイヤルヒ

ル福知山） 

11.16  『京都９条の会』発足記

念シンポジウム（龍谷大学） 

11.17  『TPP反対口丹連絡会』

、シンポジウム「秘密だらけ

のTPP このままゆるしてい

いのか」（口丹勤労者福祉会

館）、130人 

11.19  民主府政の会大集会（み

やこめっせ）、4,500人 

11.23  あすKYOフェスタオープ

ニングイベント（府立植物園

） 

11.23  京都憲法会議など、「憲

法記念 秋のつどい」（ハー

トピア京都）、110人 

11.25  社保協自治体キャラバン

（29日も） 

11.26  第９回貧困を考える連続

市民シンポジウム「若者の労

働を考える～若者を使い捨て

にする企業の実態と背景」（

京都弁護士会館） 

11.29  『京都に米軍基地はいら

ない府民の会』、「米軍基地

の京都への設置を問う学習集

会」（キャンパスプラザ京都

）、講師＝伊波洋一前宜野湾

市長、200人 

11.29  原発問題と特定秘密保護

法を考える緊急学習会（同府

民有志の会主催、キャンパス

プラザ京都）130人 

11.30  丹後医療介護実態調査報

告集会（アミニティ丹後） 

11.30  自由法曹団京都支部、50

周年シンポジウム「京都と日

本の未来を語る」（労館）と

レセプション（京都リーガロ

イヤルホテル） 

 

 

 

 

11.10  連合京都北部地協第２

回定期総会（吉翠苑） 

11.10  連合京都中部地協第２

回定期総会（京綾部ホテル） 

11.10  京都ヘルパー連絡会、

ホームヘルパーのつどい（キ

ャンパスプラザ京都） 

11.11  フード連合京滋地協第 

12回定期大会(京都タワーホ

テル） 

11.13  乙訓地労協大会（大山

崎ふるさとセンター） 

11.14  連合京都、京都市への

要請行動（本能寺会館） 

11.14  京都放送労組呼びかけ

、秘密保護法反対行動､130人

(12月12日、160人) 

11.15  連合京都、労働者保護

ルール改悪阻止一斉街頭行動

（四条河原町） 

11.15  京都総評など、秋期年

末闘争総決起集会（労館） 

11.16  UAゼンセン京都府支部

第２回定期総会（労館） 

11.21  秋の府市民総行動、府

への個人要請行動など、府庁

前行動に200人 

11.22  連合京都第２回青年委

員会総会（労館） 

11.22  大阪高裁,JMIU岡田控訴

審判決 

11.22  中京地区労大会（中京

区役所） 

11.22  京都総評や京都民医連

など実行委、「特定秘密保護

法に反対する街頭演説会」（

京都市役所前）、300人、の

ち四条河原町までデモ 

11.22  綾部地労協大会（くま

のしんぐう会館） 

11.22  パートのつどい（労館

） 

11.23  第２回京都団結交流ま

つり（六孫王会館）、700人 

11.23  労働者自主福祉シンポ

ジウム（キャンパスプラザ京

都） 

11.25  連合京都乙訓地協第13

回定期総会（バンビオ） 

11.26  連合京都南山城地協第 

13回定期総会（宇治市生涯学
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１２月 

12.5  連合、労働規制緩和に反対する

集会（日比谷野外音楽堂）、５千人 

12.6  秘密の保護と漏洩に関する罰則

を強化した特定秘密保護法、成立 

12.6  特定秘密保護法採決に先立ち、

日比谷野外音楽堂で抗議集会、１万

５千人、のち、国会に向けデモ 

12.10  連合、全国一斉就活応援ホット

ライン（～11日） 

12.11  全労連、46都道府県で、“告発

！ブラック企業 労働相談ホットラ

イン”を実施、450件超える相談 

12.17  閣議、積極的平和主義を謳った

“国家安全保障戦略”を決定 

12.22  厚労省、2012年労働組合基礎調

査報告、組合員987万5千人（1万7千

人減）、推定組織率17.7%(0.2ポイン

ト減) 

12.22  首都圏反原発連合、「再稼働反

対 国会大包囲」行動、日比谷野外

音楽堂で集会、のち、国会・官邸前

で、のべ１万５千人 

12.26  安倍首相、靖国神社を参拝 

12.27  仲井真沖縄県知事、米軍普天間

飛行場移転真問題で、辺野古埋め立

てを承認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  秘密保護法案に反対する

市民集会（京大）、300人 

12.3  856人の市民、京都地裁に

“大飯原発運転差止”を求め

第２次提訴（第１次と併せて

、原告1,963人に） 

12.3  世界人権宣言65周年記念

シンポジウム（ウイングス京

都） 

12.4  特定秘密保護法宣伝とデ

モ（京都市役所前～四条河原

町）、1,000人（5日、1,200

人） 

12.5  『原発ゼロ“京都アピー

ル”』講演会（佛教大学）・

元毎日新聞記者西山太吉など

、200人 

12.5  食健連総会・収穫祭（ハ

ートピア京都） 

12.6  『京都労福協加盟団体代

表者会議』(リーガロイヤル

ホテル京都) 

12.14  京都環境フェスティバル

2013（～15日） 

12.14  日本機関紙協会京滋地本

第64回総会（京都機関紙会館

） 

12.15  「宇川有志の会」呼びか

け、米軍Xバンドレーダー基

地反対京丹後市行動（京丹後

市役所前）、1,300人、のち

習センター） 

11.26  憲法を暮らしに生かす

総評キャラバン・乙訓（～28

日・北部、29日・宇治など、

12月2日・山城振興局など、4

日・京丹波町商工会など） 

11.27  宮津地労協大会（歴史

の館） 

11.29  京都高退者連合2013年

度代表者会議（ルビノ堀川） 

11.29  京都交運労協第22回定

期大会(京都国際ホテル） 

11.30  最高裁、脱退強要、個

人攻撃、団交拒否、第二組合

づくりなどによる組合つぶし

に関する、京都農協の上訴を

棄却 

 

 

１２月 

12.1  連合京都2014年度地協代

表者会議(京都センチュリホ

テル) 

12.1  京都総評女性部大会（せ

いきょう会館） 

12.3  部落解放共闘第36回定期

総会（府部落解放センター） 

12.5  京都競輪労組第56回定期

大会（バンビオ１番館） 

12.6  連合京都、2014春季生活

闘争方針討論集会（労館） 

12.6  北上地区労大会（京都ア

スニー） 

12.6  船井地労協定期大会（南

丹国際交流会館） 

12.6  下京地区労大会（しんま

ち） 

12.7  京都総評､2014京都国民

春闘共闘会議発足総会・討論

集会（～８日、KKRびわこ） 

12.10  西右京地区労大会（西

京区役所会議室） 

12.11  京都総評など、府知事

選挙に向け、『労働者の会』

発足会（労館） 

12.18  連合京都、京都市長へ

の重点要請 

12.18  東山地区労大会（やす

らぎふれあい館） 

12.20  連合京都、府知事への

重点要請 
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、デモ 

12.19  京都府男女共同参画に関

する意見交換会（京都テルサ

） 

12.20  『府政転換 世直し京都 

府民ネットワーク』決起集会(

労館)、450人 

12.22  男子第64回、女子第25回

全国高校駅伝競走大会（西京

極陸上競技場）、男子優勝山

梨学院大学付属(山梨)、洛南

18位、女子優勝豊川（愛知）

、立命館宇治４位 

12.23  京都部落解放共闘会議、 

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） 

12.26  府、６月末の府内労働組

合基礎調査結果を発表、1,31

0組合179,875人、推定組織率

16.2%(14組合、1,822人、1.4

ポイント減) 

 

 

12.22  京都総評など、『連帯

ひろば』（九条診療所） 

 

 

 

 


