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     ２０１４（平成２６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  外交・安保政策の企画・分析を

担う『国家安全保障局』、発足 

1.7  キャノン、円安長期化を見込み

、2015年までに国内生産比を５割に

引き上げる、と発表 

1.10  首都圏反原発連合、首相官邸前

抗議行動、1,900人（以降、ほぼ毎

週行動、1,500人から３千人） 

1.15  日本経団連、2014年経営労働政

策委員会報告を発表（デフレからの

脱却と持続的成長を強調） 

1.15  日本共産党第26回大会（～18日

）書記局長に山下芳生を選出 

1.15  海上自衛隊艦船、広島沖で吊り

船と衝突（釣り船の二人死亡） 

1.17  １月の月例経済報告、「緩やか

に回復している」と上方修正（回復

していると明記したのは６年ぶり） 

1.19  沖縄県名護市長選挙、普天間基

地移設反対の稲嶺進、自民党推薦候

補を破り再選 

1.22  総務省、“地方公営企業の抜本

的改革等の取り組み状況”報告、 20

10～13年度間の事業廃止事業数190

、民営化・民間譲渡した事業数90、

“指定管理者制度”を導入している

事業数182 

1.22  半導体大手ルネサスエレクトロ

ニクス、2015年度末までに、従業員

の25%に相当する5,400人削減へ 

1.24  安倍首相、施政演説で、集団的

自衛権行使の憲法解釈変更の示唆 

1.24  最高裁、添乗員派遣会社の海外

旅行の添乗員への、「みなし労働時

間制」の適用は不当として、残業代

の支払い判決 

1.24  秘密法に反対する全国ネットワ

ーク、廃止を求めて国会前集会、３

千人 

1.29  理科学研究所、“STAP細胞”発

表（30日、英科学誌ネイチャーに論

文掲載、ネイチャー、7月12日付け

で同論文を取り下げた、と発表） 

 

 

２月 

2.5  連合、非正規労働者対象にホッ

トライン（～7日）、全国で、978件

の雇止めなどの相談 

１月 

1.10  『秘密保護法廃止を求め

る府民有志』結成（キャンパス

プラザ京都、26日、160人がデ

モ） 

1.11  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、障害者総合福祉法に向けた

“骨格提案”を学ぶセミナー、

100人 

1.12  第32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３

年ぶりの優勝 

1.26  綾部市長選、山崎善也、

再選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.1 第11回アビリンピック京都大

会（府立京都高等技術専門校） 

2.1  「やめてんか！おかしな世

１月 

1.6  京都労福協・京都労動運

動OBの会、2014新年交歓会（

労館） 

1.6  京都総評新春旗開き（ル

ビノ堀川） 

1.9  京都総評、府への予算要

請行動（府福利厚生センター

） 

1.10  連合京都新春旗開き（京

都ホテルオークラ） 

1.21  民放労連京都放送労組、

格差是正３要求解決報告集会

(KBSホール)、年末闘争で３

人の組合員の本社直用化、雇

用延長等を確保したことを祝

うつどい 

1.24  綴喜地労協大会（京田辺

市社会福祉センター） 

1.25  京教組、「子どもの未来

をみんなでひらく教育のつど

い」（～26日、教文センター

）、750人 

1.26  京都総評第78回臨時大会

（労館） 

1.28  京都総評、京都市への予

算要請行動（京都市役所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.1  『全厚生15人を励ます会

』総会（京都アスニー） 

2.6  相楽地労協大会（木津川
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

2.6  連合、2014春季生活闘争開始宣

言中央総決起集会（日比谷公会堂）

、“月例賃金にこだわる”とアピー

ル、２千人 

2.6  ソニー、TV事業分社化などエレ

クトロニクス事業再建策を発表、国

内外で５千人を削減 

2.9  舛添要一元厚労相、東京都知事

に初当選 

2.10  東京商工リサーチ、2013年中に

休廃業・解散した企業件数は２万９

千件（過去十年間で最多）と発表、

うち建設業が３割で最多 

2.17  国連調査委員会、北朝鮮の“外

国人拉致を最高指導者の承認を得た

もの”と認定し、組織的人権侵害で

あるとの最終報告書を発表 

2.18  総務省、2013年平均の完全失業

者265万人(1年以上のそれは、104万

人）､同年10月～12月平均の雇用者

数3,283万人、うち非正規は37.4％

の1,965万人（前年同期より122万人

増）、と発表 

2.22  ウクライナ、反政府勢力が首都

を掌握、ヤヌコビッチ政権崩壊 

2.24  徳田穀衆院議員、医療法人徳洲

会の公職選挙法違反で辞職願 

2.27  36の都内図書館で、“アンネの

日記”288冊、破損被害（3月14日、

書物損壊容疑者を逮捕） 

2.28  『戦争をさせない1000人委員会

』発足集会（国会議員会館） 

2.28  原水協など、被災60年2014年3･

1ビキニデー集会（静岡市）、１千

人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水禁など、被災60周年ビキニ

デー集会（静岡市）、300人 

3.2  第10回「マーチ・イン・マーチ

」（日比谷コンベンションホール）

、150人 

3.6  全労連と春闘共闘、霞が関で中

論誘導！マスコミをただし、励

ますつどい」（同実行委主催、

京都社会福祉会館）、140人 

2.6  関西経済団体連合会など、

第52回関西財界セミナー（～７

日、国立京都国際会館） 

2.7  「TPP交渉の今とこれから

、交渉現場からの報告集会」（

ハートピア京都） 

2.8  北方領土返還要求第32回京

都府民大会（ルビノ堀川） 

2.9  京都農民連大会（綾部中央

公民館） 

2.11  民主党京都府連第16回大

会（リーガロイヤルホテル京都

） 

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）、140人 

2.13  介護をよくする集い（同

実行委主催、ハートピア京都） 

2.15  第33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） 

2.16  第３回京都マラソン（西

京極陸上競技場―平安会館） 

2.21  「府政転換 世直し１万

人府民集会」（府立体育館）、

8,500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.4  『京都に米軍基地はいらな

い府民の会』、「京丹後市への

米軍レーダー基地配備計画を問

う」シンポジウム(キャンパス

プラザ京都)､150人 

3.5  第85回山宣墓前祭(宇治市

市東部交流会館） 

2.7  連合京都2014春季生活闘

争開始宣言・1000万連合キッ

クオフ集会（労館）、のちデ

モ 

2.7  京交運大会（労館） 

2.8  自治労京都府本部臨時大

会（ウイングス京都） 

2.８  JR総連京滋第19回定期委

員会（JR総連） 

2.8  「こんな働き方、賃金で

いいのか 働く仲間の大討論

会」(労館）、110人 

2.11  京都職対連総会（京都中

小企業会館） 

2.14  連合京都、京都労働局へ

の要請行動（京都労働局） 

2.18  連合京都、春季生活闘争

北部地域キャラバン（～19日

） 

2.18  京都総評、争議支援総行

動、100人 

2.20  連合京都中部地域キャラ

バン（～21日） 

2.23  第53回はたらく女性の京

都集会（京都アスニー）、25

0人 

2.23  伏見ふれあいユニオン総

会（伏見地区労事務所） 

2.24  連合京都、京都経営者協

会への春闘要請（グランヴィ

ア京都） 

2.24  連合京都女性委員会第25

回総会（労館） 

2.25  連合京都、春季生活闘争

乙訓地域キャラバン(26日、

南山城地域) 

2.26  第22回京都高退者連合総

会（ルビノ堀川） 

2.26  南地区労大会（京都府高

齢者会館） 

2.28  明治乳業争議報告決起集

会（京田辺市中央公民館） 

 

３月 

3.1  京教組第76回定期大会（

教文センター） 

3.2  宇城久地区労大会（宇治

市産業会館） 

3.2  菜の花行動 

3.5  京都農村労組大会（綾部
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

央行動、４千人 

3.7  政府、“地方公務員法及び地方

独立行政法人の一部を改正する法律

案”、決定（地方公務員について、

能力・実績に基づく人事管理の徹底

を図るなどが内容） 

3.7  日本一の高層ビル“アベノハル

カス”、全面開業 

3.8  上関原発を建てさせない山口県

民大集会（山口市）、７千人 

3.8  ｢原発のない福島を!県民大集会｣

（福島市､郡山市､いわき市で同時間

開催）5,300人 

3.9  原発をなくす全国連絡会など、

原発ゼロ大統一行動、国会周辺、の

べ３万２千人 

3､12  金属大手に、賃上げ一斉回答、

トヨタは2,700円（6年ぶりのベア）

、東芝など電機大手６社は２千円（

1998年以降の過去最高額）、基幹労

連大手は２年で２千円 

3.14  イオン、2016年度までにアジア

投資を４千億円に倍増する計画を発

表 

3.16  クリミア住民投票、97％がロシ

アへの編入に賛成（18日、プーチン

・ロシア大統領、クリミア編入を宣

言、27日、国連総会、クリミア編入

無効決議を賛成多数で採択、18日、

日本政府、クリミア併合を受け、査

証緩和協議停止の制裁をロシアに発

動） 

3.20  『戦争をさせない1000人委員会

』出発集会（日比谷野外音楽堂）、

４千人 

3.20  日本生命保険、男性職員育児休

業100%取得の目標を2013年度達成、

と発表 

3.20  岡山県労働委員会、コンビニ“

セブンイレブン・ジャパン”の店主

を労働者と判断 

3.23  全国港湾と港運同盟、24時間ス

トライキ（4月10日、最賃を月額2,4

00円アップの16万円になることを了

承） 

3.23  大阪市長選、橋下徹、再選 

3.24  日米欧７カ国緊急首脳会議、ロ

シアに対して、クリミア編入非難と

G８参加資格の停止、を確認 

3.25  安倍首相、オランダでオバマ米

大統領・朴韓国大統領と日米韓首脳

） 

3.5  『地域経済活性化をめざす

京都中小企業の会』、シンポジ

ウム(ハートピア京都)、200人 

3.8  「バイバイ原発きょうと集

会」（円山野外音楽堂）､2,500

人、のち、京都市役所前までデ

モ（講演・金子勝） 

3.8  『ヘレンカルディコット財

団』、講演会・「未来を担う子

供たちの為に、今私たちにでき

ること」（KBSホール）、500人 

3.9  第25回車いす駅伝競走大会

（西京極陸上競技場―国立京都

国際会館間）、優勝福岡、京都

A４位 

3.9  「原発ゼロ京都北部集会」

（同実行委主催、舞鶴市総合文

化会館）、600人、のち、東舞

鶴駅前までパレード 

3.10 京都東山花灯路（～20日） 

3.10  3･8国際女性デー京都集会

（ハートピア京都） 

3.11  春の総行動実行委､3･11メ

モリアルデー行動（府庁東門前

）､100人、のちデモ 

3.13  重税反対全国統一行動京

都行動、4､500人 

3.13  安倍政権の暴走ストップ

！暮らしの破壊は許さない府民

行動街頭情宣（京都市役所前）

、200人、のちデモ 

3.15  活力ある京都をつくる会

総決起集会（国立京都国際会館

） 

3.16  府立木津川運動公園、竣

工 

3.25  エルユニオン京都第13回

株主総会（労館） 

3.30  世直しネット決起集会（

京都国際ホテル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市中央公民館） 

3.6  JMIU畑鐵工所分会、スト

ライキ 

3.7  連合京都、2014春闘・府

知事選挙勝利決起集会（円山

野外音楽堂）、のちデモ 

3.7  連合京都女性委員会、3・

8国際女性デー街頭行動（四

条河原町） 

3.8  京都私教連定期大会（池

坊短大） 

3.8  関西私鉄に連帯する会決

起集会（労館） 

3.11  全厚生中本判決報告・全

厚生激励集会（労館） 

3.13  京都高退協総会と元日弁

連会長・宇都宮健児の講演会

（労館）、250人 

3.13  建交労鉄道本部、第１日

赤、第２日赤、民医労・上京

支部・東支部・西支部、生協

労組、同パート労組、通信労

組、ストライキ（18日、郵政

産業労組） 

3.16  交通労連京滋支部定期大

会（六孫王会館） 

3.17  京都公務労協第８回総会

（労館） 

3.17  連合京都官公部門連絡会

・京都公務労協、春闘決起集

会（労館） 

3.20  連合京都金属部門連絡会

代表者会議(～21日、冶金労

組大江山支部） 

3.23  京建労、「元気な京建労

・仲間のつどい」（円山野外

音楽堂）、3,500人、のち、

京都市役所前までデモ 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

会談（日韓首脳の公式会談は2011年

12月以来） 

3.27  ワタミ、人手不足解消のため20

14年度中に居酒屋60店（1割）を閉

鎖すると発表 

3.27  死刑確定の袴田巌、再審開始が

認められ、48年ぶりに釈放 

3.30  「もうやめよう！TPP交渉3･30

大行動」（同集会実行委主催、東京

都内）、1,200人 

 

４月 

4.1  消費税、５％から８％に引き上

げ 

4.1  政府、武器輸出三原則に代わる

新原則を閣議決定、条件を満たせば

武器輸出可能に 

4.3  函館市、大間原発建設差し止め

を求め、東京地裁に提訴（自治体に

よる建設差し止め訴訟は全国初） 

4.7  渡辺喜美、８億円借り入れ問題

の責任をとり、みんなの党代表を辞

任 

4.11  政府、エネルギー基本計画を閣

議決定、原発を重要なベースロード

電源として再稼働容認 

4.11  改正少年法成立、有期刑の上限

を10年から15年に引き上げ 

4.11  佐賀地裁、長崎県諫早湾開拓事

業をめぐる確定判決を履行しない国

に対して制裁金の支払い命令 

4.15  全労協中小春闘中央行動、１千

人 

4.16  『食料・農業・環境を守る秋田

県民会議』、TPP反対集会（秋田市

）､1,800人 

4.18  連合、「ストップ・ザ・格差社

会！暮らしの底上げ実現中央総決起

集会」、５千人 

4.23  トヨタ自動車、グループ全体の

2013年度の世界生産台数を1,013万

台、と発表（世界のメーカーで初の

千万台超え） 

4.24  オバマ米大統領、尖閣列島は日

米安保の適用対象、と発言 

4.24  伊藤忠商事、朝型勤務を促す賃

金制度を５月より正式導入する、と

発表 

4.26  連合、第85回メーデー中央大会

（代々木公園）、４万人 

4.26  性的マイノリティの差別反対を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  京都ジョブパークリニュー

アル記念式典（京都テルサ） 

4.1  京都弁護士会、会長に松枝

尚哉 

4.2  第86回選抜高校野球大会、

竜谷大平安、選抜大会で初優勝 

4.6  府知事選挙、山田啓二４選

、ほかに尾崎望 

4.6  南丹市長選、佐々木稔納､

３選、与謝野町長選、山添藤真

、初当選 

4.13  『レイチェル・カーソン

日本協会関西』、「レイチェル

・カーソン没後50年記念のつど

い」（ハートピア京都）、140

人 

4.20  「米軍Xバンドレーダー基

地反対の集会」（宇川農業会館

）、500人、のちデモ 

4.21  北京都ジョブパーク開所

式（福知山駅前） 

4.21  『非核の政府を求める京

都の会』第28回定期総会（教文

センター） 

4.22  安倍政権の暴走ストップ

日米首脳へ、“国民の声を聞け

”緊急行動(京都市役所前）、2

00人、のちデモ 

4.23  コンシューマーズ京都総

会（せいきょう会館） 

4.26  部落解放同盟京都府連第6

1回大会（府部落解放センター

） 

4.26  第52回京都原爆被災者懇

談会定期総会（労館） 

4.26  被爆２世・３世の会第２

回総会（労館） 

4.26  安保破棄京都実行委、「

米軍基地はいらない京都学習講

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.3  全印総連大黒印刷、不当

解雇抗議ストライキ 

4.10  連合京都、府新予算説明

会（ルビノ堀川） 

4.27  第85回京都中央メーデー

（梅小路公園）、15,000人 

4.27  第85回連合南山城地域メ

ーデー（太陽が丘野外ステー

ジ）､1,500人 

4.27  第85回連合乙訓地域メー

デー（バンビオ広場）、800

人 

4.27  第85回連合中部地域メー

デー（福知山わーくぱる）、

1,500人 

4.27  第85回連合北部地協舞鶴

地域メーデー（前島みなと公

園）､700人 

4.27  第85回連合北部地協たん

ご地域メーデー（野田川わー

くぱる）、650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 

訴える「東京レインボーパレード」

（代々木公園）、１万４千人 

 

 

 

 

５月 

5.1  全労連、第85回中央メーデー集

会（代々木公園）、２万７千人 

5.1  全労協、メーデー集会（日比谷

野外音楽堂）、７千人 

5.3  憲法改悪阻止各界連絡会など、

「5･3憲法集会2014」(日比谷公会堂

)、3,700人 

5.3  改憲派の「新しい憲法をつくる

国民大会」（新宿区）、350人 

5.8  郵政産業労働者ユニオンの非正

規組合員、労働契約法第20条を使い

、労働条件の差別是正を東京地裁に

提訴 

5.8  トヨタ自動車、2014年３月期連

結決算の営業利益を２兆３千億円と

発表（６年ぶりに最高益を更新） 

5.13  『解釈で憲法９条を壊すな！実

行委』、「国会包囲ヒューマンチエ

ーン」､2,500人 

5.14  厚労省の“2013年度障害者職業

紹介状況”によると、ハローワーク

を通じた障害者の就職件数は、７万

８千件（前年比14.0%増） 

5.14  上場企業、2014年３月期の経常

利益総額、29兆円、リーマン・ショ

ックの水準まで回復 

5.14  JA全中など、TPP反対集会（日

比谷野外音楽堂）、３千人 

5.15  安倍首相、集団的自衛権限定容

認に向け、憲法解釈の再検討を表明 

5.16  厚労省と文科省の“2013年度大

卒者卒業予定者の就職内定状況調査

(4月1日現在)”によると、就職内定

率94.4%（前年比0.5%増） 

5.20  連合、人権フォーラム（東京・

全電通会館） 

5.21  福井地裁、大飯原発３、４号機

運転差止請求事件で、運転停止を求

める住民勝訴の判決 

5.21  横浜地裁、厚木基地訴訟で、自

衛隊機の夜間飛行差し止めの判決 

5.23  “山の日”を制定する改正祝日

法成立（2016年8月11日から施行） 

5.24  厚労省の“2013年労働災害発生

演会」（教文センター）、180

人 

4.27  京都憲法会議、「異議あ

り！“戦争する国”づくり」（

コープイン京都） 

 

５月 

5.3  「憲法集会」（円山野外音

楽堂）、2,300人、のち、京都

市役所前まで憲法ウオーク 

5.3  『憲法９条の会長岡京市校

区連絡会』、西山太吉講演会（

長岡京市産業文化会館）、330

人 

5.11  日本国民救援会京都府本､

第59回京都解放運動戦士の碑合

祀追悼祭（知恩院境内） 

5.14  『アスベストの根絶を目

指す京都の会』総会（ハートピ

ア京都） 

5.17  『原発ゼロ“京都アピー

ル”』第６回講演会（京大）、

230人 

5.23  キンカン行動100回の日、

「関電周辺ぐるぐるデモ」（東

塩小路公園）、500人 

5.25  北近畿タンゴ鉄道“丹後

くろまつ号”、運行開始 

5.29  京都労福協第58回定期総

会（労館） 

5.30  京都総評など、いのちと

暮らしの破壊は許さない京都府

民集会（円山野外音楽堂）、1,

000人、のち京都市役所前まで

デモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  第85回全京都統一メーデ

ー（二条城前）、8,000人（

他11会場、４千人） 

5.1  京都ユニオンネットワー

ク、第24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、180人、の

ち円山公園までデモ 

5.19  連合京都、学習会「STOP

THE 格差社会！暮らしの底

上げ実現」（労館） 

5.24  京建労第62回定期大会（

～25日、京都テルサ） 

5.24  府立高教組第69回定期大

会（教文センター） 

5.24  綴喜ユニオン大会 

5.27  “STOP THE 格差社会

！暮らしの底上げ実現”全国

総行動・連合京都総決起集会

（労館） 

5.27  京都総評、最賃について

京都労働局へ要請 

5.27  京都市教組第46回定期大

会（教文センター） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

状況”によると、死亡災害は1,030

人（前年比5.8%減） 

5.27  財務省、2013年末の対外純資産

を325兆円、と発表（過去最高） 

5.28  政府・産業競争力会議、“ホワ

イトカラー・エグゼンプション”導

入方針を決定 

5.29  石原慎太郎共同代表など、“日

本維新の会”から離脱し、“次世代

の党”を結成 

5.30  厚労省の“2013年度の個別労働

紛争解決制度の施行状況”によると

、都道府県労働局などの総合労働相

談コーナーに寄せられた民事上の個

別労働紛争の相談件数24万６千件、

２年連続で最多 

 

 

６月 

6.1  首都圏反原発連合、「川内原発

再稼働をやめろ 官邸・国会前大抗

議」、１万人 

6.3  日本経団連定時総会、榊原定征

新会長、“日本再興のために、これ

まで以上に政治に積極的に連携して

いく”、と挨拶 

6.3  東京高裁、日本航空客室乗務員

の解雇裁判で、解雇は有効と、判断 

6.4  主要国首脳会談（～5日、ブリュ

ッセル）、ロシアを除く日米欧７カ

国(G７)・EU参加、ウクライナ情勢

など討議 

6.4  厚労省の2013年人口動態統計を

発表、出生数107万人で最少、合計

特殊出生率､1.43 

6.4  第39回全国公害被害者総会（東

京都）、２千人 

6.9  内閣府、１～３月期の実質GDP年

率6.7%に上方修正 

6.9  ４月の国際収支統計、旅行収支

、1970年の万国博覧会以来44年ぶり

の黒字 

6.10  “イスラム国”（ISIL）、イラ

ク北部の主要都市モスルを制圧 

6.10  『九条の会』発足十周年講演会

、“集団的自衛権と憲法９条”（東

京都）､２千人 

6.11  総務省の“2013年家計調査年報

”によると、勤労者世帯の実収入は

、月平均46万９千円（前年比0.3%減

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.7  第25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） 

6.7  京都革新懇談会第35回定期

総会（保養所かもがわ） 

6.8  第59回京都母親大会（立命

館大学）、1,000人 

6.8  京商連第53回総会（京都中

小企業会館） 

6.12  東寺百合文書、記憶遺産

候補として申請することを、決

定 

6.13  府、府の2013年度労働相

談件数を発表、2,258件（前年

比179件増） 

6.15  京都沖縄連帯集会実行委､

「基地のない平和な沖縄・日本

を！京都集会」(円山野外音楽

堂）､530人、のち、京都市役所

前までデモ 

6.17  京都府生協連第61回通常

総会 

6.19  京都弁護士会、「派遣法

“改正”を考える京都府民集会

」（労館）、200人 

6.20  集団的自衛権行使容認を

許さない緊急行動（京都市役所

前） 

6.21  原水協など、2014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8日～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.6  京都労働運動OBの会第35

回総会（労館） 

6.7  過労死防止基本法制定京

都実行委員会第３回総会 

6.12  京都総評、府労働部長と

の懇談 

6.12  JAL争議支援共闘報告集

会・総会（労館） 

6.14  京都職対連など、過労死

・過労自殺110番」 

6.14  京教組など、菅原文太講

演会（教文センター）、370

人 

6.16  青いとり保育園守る会総

会（労館） 

6.19  派遣法「改正」を考える

市民集会（労館） 

6.25  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  日本年金者組合京都府本

第26回大会（京都社会福祉会

館） 

6.28  京都府教職員組合第25回

定期大会（府部落解放センタ

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 

6.11  改正電気事業法成立、2016年か

ら家庭向け電力の自由化 

6.12  第20回サッカー・ワールドカッ

プブラジル大会（～7月13日）、優

勝はドイツ（日本は１次予選で敗退

） 

6.13  改正国民投票法成立、投票年齢

を“18歳以上”に引き下げ 

6.13  改正地方教育行政法、成立（首

長の権限の強化） 

6.13  『戦争をさせない1000人委員会

』解釈改憲反対行動、国会周辺、３

千人 

6.18  医療・介護総合法、成立（介護

の自己負担の増加） 

6.18  都議会で、自民党男性都議、少

子化問題で発言中の塩村都議へ、「

早く結婚した方がいい」、と野次 

6.19  労働者の心理的負担の程度を把

握するための検査を義務付けた、改

正労働安全衛生法、成立 

6.19  全国４証券取引所、2013年度外

国人の日本株の保有率が、初の３割

超え、と発表 

6.20  過労死等防止対策推進法、成立 

6.21  富岡製糸工場と絹産業遺産群、

世界遺産に登録 

6.22  連合、平和行動in沖縄(～25日) 

6.24  政府、日本再興戦略を閣議決定

、法人減税、成果主義、新たな労働

時間制度など 

6.27  厚労省、５月の有効求人倍率を

、1,09倍と発表（2006年バブル崩壊

後、最高値） 

6.27  厚労省、うつ病など心の病での

労災請求、2013年度、1,400人超え

と発表、職場のストレスやパワハラ

が要因 

6.27  中労委、大阪市のアンケート調

査は、不当労働行為である、と認定 

6.30  『解釈で憲法９条を壊すな！実

行委』など、集団的自衛権を容認す

る閣議決定に反対する集会、数万人 

 

 

７月 

7.1  集団的自衛権の行使容認、閣議

決定 

7.6  大阪弁護士会、秘密保護法廃止

と集団的自衛権閣議決定撤回を求め

る集会・パレード、６千人 

12日、綾部・亀岡府内行進、7

月12日、京都市内網の目行進） 

6.21  京都国領会10周年レセプ

ション（ルビノ堀川） 

6.22  宮津市長選挙、井上正嗣

、３選 

6.22  京都の定時制・通信制を

考えるみんなの会第20回総会（

教文センター） 

6.23  介護しながら働き続けら

れるプラットフォーム会議（府

庁旧館） 

6.23  『米軍基地建設を憂う宇

川有志の会』など、Xバンドレ

ーダー建設撤回を求める集会（

丹後文化会館）、500人 

6.24  京都勤労者学園第２回（

通算第58回）園員総会（労館） 

6.24  近畿労金第16回通常総会

（サンケイブリーゼ） 

6.27  京都労働者総合会館第44

回評議員会（労館） 

6.28  京都脱原発原告団・弁護

団など、大飯原発の再稼働差し

止めを命じた福井地裁判決報告

集会（キャンパスプラザ京都）

、300人 

6.28  まちづくり市民会議総会 

6.29  キンカン行動３周年デモ

（京都市役所前）、300人 

6.29  第46回京都保育のつどい

（京都華頂大学）、750人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  NPO法人京都難病連40周年

のつどい(ハートピア京都)､150

人 

7.3  集団的自衛権行使容認閣議

決定反対・街頭演説会（京都市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.5  第10回ストップ!ザ働きす

ぎ 働き方を見直す京都集会

（労館）、150人 

7･7  京都農協労連大会（綾部

・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 

7.9  ベネッセ、個人情報の大量流出

があったと発表(9月10日、2,895万

件、と発表) 

7.17  厚労省の『労働政策審議会』、

改正パートタイム労働法に関連する

省令・指針案を答申 

7.17  情報保全諮問会議、特定秘密保

護法の運用基準を55項目に決定 

7.18  “追い出し部屋”などのリコー

争議で和解、本人希望の職場へ再配

置 

7.20  『仲良くしようぜパレード企画

運営スタッフ』、反ヘイトスピーチ

を訴えるパレード（大阪市）、1,50

0人 

7.22  日本マクドナルド、仕入れ先が

中国の使用期限切れ鶏肉を使用した

問題で、チキンナゲットの販売を中

止する、と発表 

7.24  国連人権委員会、ヘイトスピー

チに対する法規制を日本に勧告 

7.27  全労連大会（～29日）、議長＝

小田川義和、事務局長＝井上久 

7.27  原水禁など、被爆69周年原水爆

禁止世界大会（～8月9日、福島―1,

300人、4～6日広島大会―3,300人、

7～9日長崎大会―２千人） 

7.27  『沖縄“建白書”を実現し未来

を拓く島ぐるみ会議』結成大会（宜

野湾市）２千人 

7.28  関西電力が、18年間、歴代首相

７人に、年２千万円を献金している

、と朝日新聞が報道 

7.29  総務省、2013年10月時点の全国

の空き家率、過去最高の13,5%・820

万戸と発表（人口減と高齢者の施設

入所が要因） 

7.29  『中央最賃審議会』、全国加重

平均で16円アップの716円を答申 

7.31  厚労省、2013年の日本人の平均

寿命を発表、男性80.1歳（初の80歳

超え） 

 

８月 

8.1  厚労省、“2014年版厚生労働白

書を発表、医療費、介護費抑制に向

けて”健康長寿社会の実現”を提言 

8.2  原水協など、原水爆禁止2014年

世界大会（～9日、広島―７千人、

長崎―２千人） 

8.5  連合、「2014平和ヒロシマ集会

役所前）、820人、のち、四条

河原町までデモ 

7.4  原発ゼロネット、学習交流

会（労館） 

7.7  平成26年度安全衛生大会（

京都テルサ） 

7.9  JR西労組第26回定期中央本

部大会・大会レセプション（ホ

テルグランヴィア京都） 

7.10  JP労組近畿地方本部第７

回定期地方大会（ホテル大阪ベ

イタワー） 

7.12  市民共同法律事務所30周

年レセプション（ルビノ堀川） 

7.19  海フェスタ京都、開催（

～8月3日） 

7.19  京都民主婦人連合60周年

記念の集い（平安ホテル） 

7.22  京都弁護士会、集団的自

衛権行使容認反対パレード（京

都弁護士会館）、140人 

7.24  関西電力総連第34回定時

大会(リ―ガロイヤルホテル京

都) 

7.26  JR総連関西地域本部第６

回地域地本大会（関西地域本部

） 

7.27  第46回京都府原爆物故者

慰霊式典（霊山観音） 

7.27  消費税の増税に反対する

税理士アピール賛同人、「消費

税増税を考える学習講演会」、

150人 

7.31  全労済京都府本部第５回

代表者会議（労館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.1  全農林近畿地本解散レセプ

ション(琵琶湖グランドホテル

） 

8.2  京都府アジアアフリカラテ

ンアメリカ連帯委員会、パレス

チナ自治区ガザを攻撃するイス

ラエルの非道を告発し、パレス

7.12  化学一般京滋福大会（ア

ヤハレークサイドホテル） 

7.13  三菱電機労組京都支部結

成50周年パーティ（新都ホテ

ル） 

7.13  京都総評、福島視察ツア

ー（～14日） 

7.16  京都放送格差是正要求実

現を祝う集い（KBS） 

7.18  森林労連全国林野労組近

畿地本第10回大会（森林管理

局） 

7.18  京都自治労連第82回大会

（労館） 

7.21  連合京都、原爆パネル展

（～24日、ゼスト市役所前広

場） 

7.23  私鉄総連京都地区協議会

第25回定期総会（京都タワー

ホテル） 

7.23  京都公務労協、「“給与

制度の総合見直し”に対する

決起集会」（京都テルサ） 

7.24  京都総評、最低賃金保障

1,000円の実現などを求め、

京都労働局へのアピールデモ 

7.27  全印総連京都地連定期大

会（労館） 

7.27  JMIU京滋大会(カシフジ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.7  京都総評、集団的自衛権

学習決起集会（労館） 

8.9  JR連合西労組京都地本第2

2回定期地本大会（草津まち

づくりセンター） 

8.22  連合京都、福知山豪雨復

旧に向けたボランティア活動
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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日、広島市・2,300人、7日

～9日、長崎） 

8.6  第69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  人事院、2014年度国家公務員一

般職の月例給を0.27%、期末・勤勉

手当を0.15カ月、引き上げるよう勧

告（７年ぶり） 

8.8  世界保健機構、西アフリカでの

エボラ出血熱拡大で緊急事態を宣言 

8.18  沖縄防衛局、辺野古沖海域のボ

ーリング調査を開始 

8.21  厚労省の“2013年労働争議統計

調査”によると、労働争議総件数 50

7件（前年比89件減） 

8.25  大手予備校“代々木ゼミナール

”全国27校中20校を閉鎖する、と発

表 

8.27  厚労省、約70年ぶりのデング熱

国内感染者確認、と発表 

8.28  国連人権差別撤廃委員会、日本

でのヘイト・スピーチに対する法規

制の勧告 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.3  第２次安倍改造内閣、発足 

9.4  “解釈で憲法９条を壊すな！実

行委”、「戦争をさせない ９条壊

すな 総がかり行動」(日比谷野外

音楽堂）､5,500人 

9.4  東京都、代々木公園でデング熱

の原因となるウイルスが検出された

として、同公園の大部分を閉鎖 

9.5  朝日新聞、慰安婦報道の取り消

し記事を掲載（報道から32年後の異

例の取り消し） 

9.6  東京で“ブラック企業大賞”授

賞式、大賞は、家電量販店のヤマダ

電機 

9･7  沖縄県名護市会議員選挙の投開

票、稲嶺市長支持候補が過半数（辺

野古移設にNO） 

9.8  内閣府、４～６月期実質GDPを7.

1％減に下方修正、設備投資マイナ

チナ救済を訴える集会、のち、

ガザ攻撃の中止を求める市民デ

モ、200人 

8.4  比叡山宗教サミット27周年

（比叡山延暦寺） 

8.5  第34回平和のための京都の

戦争展（～10日、立命館大学国

際平和ミュージアムほか） 

8.6  協会けんぽ京都府支部大会

（龍谷大学アバンティ響都ホー

ル） 

8.7  平和憲法を守り、自衛隊の

海外派兵・有事体制に反対する

京都共同センター、緊急講演会

と決起集会（労館）、200人 

8.11  TPP学習会（京都保険医協

会） 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難69周年追悼集

会」（殉難の碑前）、300人 

8.24  自治労連全国大会(～26日

みやこめっせ） 

8.26  サービス連合西日本地連

大会（リーガロイヤルホテル京

都） 

8.31  ピースウオーク京都、「

アフガニスタンからの報告―軍

事力では平和は築けない ペシ

ャワールの会の30年」（京大）

、500人 

 

９月 

9.5  琳派400年記念祭シンポジ

ウム（西陣織会館） 

9.10  UAゼンセン同盟、第３回

定期大会（国立京都国際会館） 

9.11    京都雇用創出活力会議（

京都まなびの街生き方探究館） 

9.13  京都弁護士会、秘密保護

法の廃止を求める市民講演会（

シルクホール）、680人 

9.14 京都古文化保存協会など、

「京の宝、未来につなぐ」（東

京・有楽町朝日ホール）、500

人 

9.15  戦争する国絶対あかん！

市民集会(京都市役所前）、130

人、のち、円山公園までデモ 

9.15 “日本一の学童保育にしよ

う”を掲げ、パレード、400人 

9.18  府の基準地価、商業地は

（～24日) 

8.23  綾部トーヨーゴム労組結

成50周年記念式典（italianR

estaurantOZ） 

8.24  京都総評、福知山豪雨復

旧に向けたボランティア活動 

8.29  電機連合京都地協第26回

定期大会・結成25周年記念レ

セプション（新都ホテル） 

8.30  JR連合西労組福知山地本

第24回定期大会(中丹勤労者

福祉会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.7  京都総評第79回定期大会

（教文センター）、議長＝吉

岡徹、事務局長=梶川憲 

9.10  京建労など、関西アスベ

スト訴訟報告集会 

9.12  京都パート・非常勤ネッ

ト総会（労館） 

9.13  京都医労連第91回定期大

会（和牛登録会館） 

9.14  福祉保育労組京都府本定

期大会（京都中小企業会館） 

9.19  京交第87回定期大会（京

都ロイヤルホテル＆スパ） 

9.19  全厚生支援共闘総会・決起

集会（労館） 

9.20  JAM京滋第16回定期大会

（京都国際ホテル） 

9.20 情報労連京都地協第26回定

期大会（京都タワーホテル） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

ス幅が拡大 

9.10  大阪地裁、橋下大阪市長による

組合事務所の立ち退き処分の取り消

し判決､不当労働行為性も認定 

9.13  連合、平和行動in根室(～16日) 

9.17  ソニー、1958年に東証に上場し

て以来、初めての配当見送り 

9.18  国交省､基準地価（7月1日現在

）を発表、東京・名古屋・大阪の三

大都市圏の住宅地、６年ぶりの上昇

、商業地の上昇幅が拡大、地方圏全

体では下落地点が80% 

9.18  １ドル＝108円台へ、６年ぶり

の円安水準 

9.18  英北部スコットランド独立を問

う住民投票、反対過半数 

9.21  全労協第26回定期大会（～22日

、静岡県）、議長＝金澤壽、事務局

長=中岡基明 

9.21  『日本維新の会』と『結の党』

の合流で、｢維新の党｣発足、共同代

表に橋下徹大阪市長と江田憲司衆院

議員 

9.21  公明党大会、山口那津男代表が

４選 

9.21  労働経済白書、雇用者50万人増

、正社員は減少し、非正規が増加 

9.21  国連気候サミットを前に一斉デ

モ、ニューヨーク・40万人、ロンド

ン・４万人 

9.22  東京医科大学元研究員の女性、

産休後解雇は不当と、同大を盛岡地

裁に提訴 

9.23  『さようなら原発１千万人署名

市民の会』､｢川内原発再稼働するな

！フクシマを忘れない!さようなら

原発全国集会」（亀戸中央公園）１

万６千人、のちデモ 

9.25  連合、労働保護ルール改悪阻止

を訴える全国縦断アピールリレー、

スタート集会（東京都）、4,200人 

9.26  日立製作所、国内管理職１万１

千人を対象に年功要素を廃止した賃

金体系を10月から導入と、発表 

9.27  行政長官選挙制度改定に反対す

る香港反政府デモ、市街中心部を占

拠 

9.28  「ストップ川内原発再稼働！全

国集会」（鹿児島市天文館公園）、

7,500人、のちデモ 

 

７年ぶりに上昇、住宅地は下落

も下落幅は５年連続で縮小 

9.18  京都市人事委員会報告と

勧告、月例給0.24%の引き上げ

（15年ぶり）、期末・勤勉手当

0.15カ月引上げ（７年ぶり） 

9.19  『敬老乗車証を守ろう！

連絡会』、市民集会（教文セン

ター）240人、のち京都市役所

前までパレード 

9.20  日本国民救援会京都府本

部第53回大会（労館） 

9.25  京都社保協総会（労館） 

9.26  憲法９条京都の会、「９

条 京都のつどい」(教文セン

ター）､330人 

9.28  反貧困ネットワーク京都

５周年シンポジウム（京都弁護

士会館） 

9.28 リベレーションフェスタ実

行委、｢リベレーションフェス

タ2014｣（小路公園芝生広場） 

9.28  Xバンドレーダー反対「近

畿連絡会」、基地建設反対集会

（宇川農業会館）、400人 

9.28  『国際婦人年京都連絡会

』「第40回国際婦人年京都集会

」（京都弁護士会館）、120人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.20  京都府電力総連第28回定

時大会（京都タワーホテル） 

9.20  国労京滋大会（草津市） 

9.21  建交労京都府本定期大会

（京都高齢者会館） 

9.22  民放労連京都放送労組、

「更生法20周年の集い」（KB

Sホール） 

9.25  連合京都、労働者保護ル

ール改悪阻止行動開始宣言街

頭行動（京都タワーホテル前

） 

9.25  JAL闘争勝利キャラバン

受け入れ（京都タワー前） 

9.27  自治労京都府本部第79回

定期大会（労館） 

9.27  運輸労連京都府連第47回

定期大会(キャンパスプラザ

京都） 

9.27  合同繊維第87回定期大会

（労館） 

9.28  連合京都京都市協、クリ

ーンキャンペーン(府内10カ

所)、計600人 

9.29  亀岡地労協大会（ガレリ

ア亀岡） 
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

１０月 

10.2  ホンダ、国内自動車生産調整、

一部操業を停止し、生産台数２割削

減、消費増税後の販売低迷による在

庫圧縮 

10.7  ノーベル物理学賞に、青色発光

ダイオード開発の赤崎勇、天野浩、

中村修二の三人の受賞決定 

10.8  日弁連、閣議決定撤回！憲法違

反の集団的自衛権行使に反対する大

集会＆パレード（日比谷野外音楽堂

）、３千人 

10.9  最高裁第１小法廷、大阪・泉南

地域にあったアスベスト関連工場の

元労働者ら、国に賠償を求めた89人

に対し、国の責任を認める初判断の

判決 

10.10  全労連、公契約条例制定運動

の交流集会（東京都） 

10.14  政府、特定秘密保護法の運用

基準を閣議決定 

10.17  国交省,JR東海のリニア新幹線

工事を認可 

10.19  韓国・ソウル中央地方検察庁

、朴大統領に対する名誉棄損容疑で

産経新聞前ソウル支局長を在宅起訴 

10.20  小渕優子経産相と松島みどり

法相、政治資金支出問題で辞任 

10.23  最高裁、妊娠で同意なしの降

格は違法と初判断、降格を適法とし

た二審判決を広島高裁に差し戻し 

10.28  『世界経済フォーラム』の201

4年ジェンダーギャップ指数による

と、日本は142カ国中、104位 

10.31  日銀、“異次元金融緩和”追

加決定、資金供給量を年80兆円に拡

大 

10.31  年金積立管理運用独立行政法

人国内債券中心の運用方針変更、株

式の資産構成割合を５割にする、と

発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.4  「米軍基地はいりません

府民大集会」(旧宇川中学校体

育館)､1,400人、基地周辺でデ

モ 

10.4  京都弁護士会など、「集

団的自衛権の行使容認の問題点

」・講演会（京都弁護士会館）

、150人 

10.7  ｢戦争をさせない京都1000

人委員会｣結成総会（ハートピ

ア京都）、300人 

10.9  ヘイトスピーチとレイシ

ズムを問うー日本の社会と教育

現場の在り方から（立命館大学

） 

10.10  JR連合第11回政策シンポ

ジウム（京都劇場） 

10.11  京都労福協、スポーツ大

会（京都テルサ） 

10.11  21世紀第14回京都高齢者

大会（労館）、550人 

10.11  コンシュマーズ京都、水

銀に関する水俣条約採択１年を

記念して同条約の早期発効と国

内対策の具体化を求めてフォー

ラム（ハートピア京都） 

10.12  第12回京都学生祭典（岡

崎公園一帯） 

10.19  大山崎町長選挙、山本圭

一、初当選 

10.19  『反戦・反貧困・反差別

共同行動』、「変えよう！日本

と世界 戦争国家に暴走する安

倍政権を撃て」（円山野外音楽

堂）、のちデモ 

10.19  市民環境研究所など、集

会・「福島原発から200キロ 

降った積もった放射能 離れて

いたのに直下だった」（京大） 

10.20  部落解放研究会第48回全

国集会（～22日、みやこめっせ

） 

10.22  在日米陸軍第14ミサイル

防衛中隊発足式 

10.23   第52回京都労働者福祉

活動者会議（京都国際ホテル） 

10.25  金融労連近畿地協定期大

会（コミュニティ嵯峨野） 

10.25  立命館大学、特別講演会

「ヘイトスピーチとレイシズム

１０月 

10.4  京都国公大会（労館） 

10.5  京都放送労組大会(KBSホ

ール) 

10.5  舞鶴地労協定期大会（舞

鶴西総合会館） 

10.7  連合京都、ディーセント

ワーク世界行動デー・最賃16

円引上PR街頭行動（四条大宮

） 

10.7  自交総連京都府連定期大

会(教文センター) 

10.8  第25回なくせじん肺全国

キャラバン行動(建交労京都

府本） 

10.9  京都労働相談センター総

会（労館） 

10.11 全労連全国一般京都地本

第55回定期大会（しんまち） 

10.11 舞鶴ユニオン結成20周年

記念講演会（サンライフ舞鶴

） 

10.17 ＵＡゼンセン同盟京都府

支部第３回定期大会（労館） 

10.17 全日本年金者組合京都地

本、「怒りの年金者一揆京都

集会」（円山野外音楽堂）、

260人、のち、京都市役所前

までデモ 

10.17 福知山地労協大会（中丹

勤労者福祉会館） 

10.18 基幹労連京都府本第12回

大会（舞鶴勤労者福祉会館） 

10.18 京都総評青年部第18回定

期大会（労館） 

10.21 左京地区労大会（教文セ

ンター） 

10.22 連合京都、府への要請行

動 

10.23 通信労組京都定期大会（

バンビオ） 

10.24 伏見地区労定期大会（京

都市伏見総合庁舎ホール） 

10.31 連合京都第28回地方委員

会（労館） 

10.31 第44回京都市教育研究集

会（教文センター）、340人 
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  過労死防止法、施行 

11.2  「差別のない世界を、子どもた

ちへ TOKYO NO HATE」東京大行

進（東京都庁前の公園）、2,800人 

11.4  最高裁、朝鮮総連の抗告を棄却

、総連本部の売却決定 

11.8  ソウル中央地検、前産経新聞ソ

ウル支局長を、名誉棄損で在宅起訴 

11.10  アジア太平洋経済協力会議首

脳会議（～11日、北京）、安倍首相

と習近平中国国家主席と日中首脳会

議 

11.11  『戦争をさせない千人委員会

』など、「戦争をさせない・９条を

壊すな！総がかり国会包囲行動」、

７千人 

11.13  厚労省の“2014年賃金構造基

本調査結果（初任給）”によると、

大卒者の初任給20万４千円（前年比

1.2%増） 

11.14  文科省・厚労省、2015年春卒

業大卒者の就職内定率(10月1日現在

)、68.4%と発表、４年連続で上昇、

リーマンショック影響前の水準に戻

る 

11.16  沖縄県知事選挙、翁長雄志初

当選、那覇市長選挙、翁長前市長の

後継者城間幹子、初当選 

11.21  専門的知識等を有する有期雇

用労働等に関する特別措置法、成立 

11.22  全労連25周年記念集会（渋谷

・フォーラムエイト） 

11.23  最高裁、女性に対する降格に

ついて、雇用者が降格が特段の事情

がない限り、違法と初判断 

11.26  厚労省の“2014年障害者雇用

状況”によると、2014年6月1日現在

の障害者の雇用数は43万１千人(前

年比5.4%増） 

11.26  経済同友会、“攻め”の労働

政策へ五つの大転換、を提言、①最

低賃金引き上げのための最低賃金決

を考える」（同大学）、240人 

10.25  第45回京都消費者大会（

ハートピア京都） 

10.28  「原発も温暖化もない未

来を！フォーラムin京都」（ウ

イングス京都） 

 

 

１１月 

11.2 第22回東九条マダン（元山

王小学校） 

11.3 憲法９条の会など、「生か

そう憲法、守ろう９条 戦争す

る国づくりは許さない 憲法集

会in京都」（円山野外音楽堂）

、1,700人、のちアピール行進 

11.5 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、７年ぶ

りの引き上げ 

11.7  「いのちと暮らし、雇用

と営業を守るー14秋の府市民総

行動、170人 

11.8  第26回KYOあけぼのフェス

ティバル2014（京都テルサ） 

11.8  原発再稼働を許すな京都

集会実行委、「ストップ原発再

稼働！京都集会」（キャンパス

プラザ京都）、190人 

11.8  『働くもののいのちと健

康を守る京都センター』など、

「過労死を考える京都のつどい

」（京都弁護士会館） 

11.16  京都弁護士会、「第44回

憲法と人権を考える集い」（シ

ルクホール）、600人 

11.19  『NHKを憂える運動セン

ター京都』など、「NHK乗っ取

りNO！ バイバイ安倍政権」(

キャンパスプラザ京都）、400

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） 

11.24  安倍政権をやめさせよう

大集会（同実行委主催、円山野

外音楽堂）、2,000人、のち、

京都市役所前までデモ 

11.30  高齢社会をよくする会・

京都、「人生100年時代をどう

生きる」（京都アスニー） 

11.30  『裁判員制度を考える京

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.6  フード連合京滋地区協議

会第13回定期大会 

11.6  連合京都京都市協第７回

定期総会（労館） 

11.7  連合京都、2015統一自治

体選挙勇躍の集い（京都国際

ホテル） 

11.7  連合京都議員フォーラム

政策研修会・懇親会（京都国

際ホテル） 

11.7  乙訓地労協大会（向日市

民会館） 

11.8  日進製作所労組結成60周

年記念式典(プラザホテル吉

翠苑） 

11.8  過労死を考える京都のつ

どい（同実行委主催、京都弁

護士会館） 

11.9  交通労連京滋支部定期総

会（労館） 

11.12  山科地区労大会（山科

区役所会議室） 

11.14  連合京都,“STOP THE

 格差社会！”キャンペーン

リレーin京都（～17日） 

11.14  京都総評など、秋季年

末闘争総決起集会（労館） 

11.14  京都競輪労組第57回大

会（バンビオ１番館） 

11.16  京都ヘルパー連絡会､ホ

ームヘルパーのつどい 

11.16  きょうとユニオン大会

（下京いきいきセンター） 

11.16  全印総連京都地連など

、「大黒印刷の不当解雇争議

解決 報告のつどい」（宇治

田原町総合文化センター） 

11.18  府労働委員会、京労委

平成25年（不）第２号“京都

府”不当労働行為で、誠実団

交応諾などの請求を認めず、

棄却の命令 



- 13 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

定要素の見直し②サービス産業にお

ける労働基準監督の強化③雇用流動

性の高いサービス産業における人財

育成の充実と労働者保護④労働条件

規制の企業規模による格差の解消⑤

行政庁における労働政策の位置付け

の見直し 

11.26  最高裁、2013年7月の参院選で

の一票の格差を違憲状況と判決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  米ムーディーズ・インベスター

ズ・サービス、日本国債の１段階格

下げ 

12.3  政府の規制改革会議、労働時間

の新たな適用除外制度の創設、を提

案 

12.5  東京外為市場で、１ドル＝120

円台へ、７年４カ月ぶりの円安水準 

12.5  連合、“労働法を守れ”と全国

縦断アピールリレー、結集集会（東

京・メルパルクホール）、1,500人 

12.6  『秘密保護法廃止へ！実行委』

など、「秘密保護法施行するな！大

集会」（日比谷野外音楽堂）、1,60

0人 

12.8  東京株式市場の日経平均株価、

１万８千円超え（15年ぶりの高値） 

12.9  最高裁、在特会の街頭宣伝など

を違法な人種差別と認定、同会など

に総額1,200万円の賠償と街宣活動

を禁じた一･二審判決確定 

都の会』、裁判制度を考える講

演会・シンポジウム（ウイング

ス京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.5  秘密法の施行許さない宣

伝（マルイ前）、のちデモ 

12.6  ウイングスフォーラム201

4（ウイングス京都） 

12.8  戦争をさせない京都1000

人委員会、内田雅敏講演会（ハ

ートピア京都） 

12.12  NPT代表団説明会・交流

決起集会（労館） 

12.13  京都教育センターなど実

行委、「日本軍慰安婦否定攻撃

とマスメディアのあり方を考え

る」講演会（キャンパスプラザ

京都） 

12.14  第47回衆議院議員総選挙

自民党、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）、民主党、２区・前原

誠司、６区・山井和則、３区・

泉健太（比例）、共産党、１区

11.19  連合京都女性委員会第2

6回定期総会（労館） 

11.20  連合京都、京都市自治

体政策要請（本能寺会館） 

11.26  連合京都乙訓地協2014

地協委員会（バンビオ） 

11.27  連合京都金属部門連絡

会代表者会議（日東精工労組

） 

11.28  京都交運労協第23回定

期大会（京都ロイヤルホテル

＆スパ） 

11.28  連合京都第３回青年委

員会総会（労館） 

11.28  綾部地労協定期大会（

くまのしんぐう） 

11.28  北上地区労大会（京都

アスニー） 

11.29  中京地区労大会（中京

区役所会議室） 

11.30  連合京都中部地協第３

回地協委員会(福知山マリア

ージュ) 

11.30  第３回京都団結交流ま

つり＝すべての争議の早期勝

利、解決をめざして（六孫王

会館）、500人 

 

 

１２月 

12.1  連合京都、“STOP THE

 格差社会！”周知街頭行動

（四条河原町） 

12.2  京都部落解放共闘会議第

37回定期総会（府部落解放セ

ンター） 

12.5  労働者保護ルール改悪阻

止!働く者・生活者の政治勢

力の拡大をめざそう！全国統

一行動（労館） 

12.5  船井地労協定期大会（南

丹国際交流会館） 

12.6  京都総評、2015京都国民

春闘共闘会議発足集会・討論

集会（～7日、KKRびわこ） 

12.7  京建労など、「関西建設

アスベスト京都訴訟勝利にむ

けた決起集会」（京都商工会

議所）、270人、のち、京都

市役所前までデモ 

12.7  京都退職教職員平和パレ
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

12.10  特定秘密保護法、施行 

12.10  連合、過労死ホットライン全

国一斉相談ダイヤル 

12.13  日弁連、「労働法制の規制緩

和と貧困問題を考える市民大集会」

（日比谷野外音楽堂）、２千人、の

ちデモ 

12.14  第47回衆議院議員総選挙投開

票、自民党291議席、公明党35議席

で与党圧勝 

12.15  海江田民主党代表、辞任表明 

12.16  第４回政労使会議 

12.17  厚労省、2014年労働組合基礎

調査結果、組合数985万人（2万6千

人減）、推定組織率17.5%（0.2ポイ

ント減） 

12.18  厚労省、2013年度障害者雇用

実態調査報告（従業員規模5人以上

）、雇用者数63万人（08年度比18万

人増） 

12.25  トヨタ、１～11月のグループ

世界販売台数が過去最高を更新した

、と発表 

12.31  通年稼働原発ゼロ、1966年の

原発操業開始以来、初 

・穀田恵二（比例）、当選 

12.18  日本機関紙協会京滋地本

第65回総会（機関紙会館） 

12.19  食健連総会・収穫祭（ハ

ートピア京都） 

12.22  男子第65回、女子第26回

全国高校駅伝競走（西京極陸上

競技場）、男子優勝世羅（広島

）、京都外大西39位、女子優勝

薫英女学院（大阪）、立命館宇

治、２位 

12.23  「米軍基地はいらんちゃ

フェスタin丹後」（京都府丹後

文化会館）、850人、のち、京

丹後市役所周辺をデモ 

12.26  米軍、京丹後市・経ケ岬

のレーダー基地に配備したXバ

ンドレーダーの本格稼働を開始 

 

 

ード（同実行委主催、鴨川三

条河川敷～四条通）、350人 

12.9  下京地区労大会（しんま

ち） 

12.9  西右京地区労大会(労館

） 

12.10  連合京都、2015春闘討

論集会（労館） 

12.10  京都総評など、“ブラ

ック企業告発110番・労働相

談ホットライン”を開設 

12.15  連合京都、京都市長へ

の重点要請行動 

12.18  連合京都、府知事への

重点要請行動 

12.18  京都高退者連合代表者

会議（ルビノ堀川） 

12.20  京都総評女性部大会（

労館） 

12.24  京都総評、府に対する

予算に関し、要請と懇談 

 

 

 

 


