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     ２０１５（平成２７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  仏の週刊新聞“シャルリー・エブ

ド”襲撃事件、記者など12人死亡（

11日、仏全土で反テロ大抗議デモ、

370万人） 

1.7  日本一高い高層ビル・“あべのハ

ルカス”、全面操業へ 

1.9  政府、特定秘密保護法に基づき 

382件を特定秘密に指定 

1.9  『首都圏反原発連合』、首相官邸

前抗議行動、1,600人（この年、12

月28日の最終行動まで48回、最大4,

800人） 

1.13  仙台高裁､宮城・山元津波訴訟で

自動車学校に対し26遺族へ19億円の

賠償命令 

1.16  東京地裁、都教委による君が代

斉唱不起立の都立教職員50人に対す

る懲戒処分のうち、26人の処分取り

消し命令 

1.17  阪神淡路大震災から20年、神戸

市中央区の東遊園地で、10万人超が

追悼 

1.18  民主党、臨時党大会で、岡田克

也を新代表に選出 

1.18  パレスチナ自治政府、国際刑事

裁判所に加盟申請（4月1日加盟） 

1.20  日本経団連、2015経営労働政策

委員会報告、ベアも選択肢の一つ、

と指摘 

1.20  ISI“イスラム国 ”､日本人２人を

拘束したとする映像をインターネッ

ト上で公開（日本政府に身代金２億

ドル要求、2月1日、人質を殺害した

との映像公開） 

1.21  八ツ場ダム、本体工事着工 

1.22  最高裁、諫早湾干拓潮受け堤防

排水門を開門するまで国に制裁金支

払いを命令 

1.25  『沖縄の民意を無視するな！辺

野古に基地をつくらせない！国会包

囲ヒューマンチェーン実行委』、国

会前行動、７千人 

1.25  「ストップ川内原発再稼働全国

集会」（鹿児島・天文館公園）、３

千人 

1.26  『戦争をさせない・９条壊すな

！総がかり行動実行委員会』、国会

前行動､2,500人（この年、12月19日

１月 

1.7  府、2014年京都の労働組

合基礎調査結果を発表、1,29

7組合（13組合減）、組合員1

77,827人(2,048人減）、推定

組織率15.8%（0.4ポイント減

） 

1.10  第33回全国都道府県対抗

女子駅伝（西京極陸上競技場

―国立京都国際会館を折り返

す42.195キロ）、優勝・大阪

、京都２位 

1.11  長岡京市長選、中小路健

吾、初当選 

1.18  かもがわ出版、内田樹講

演会（京都社会福祉会館）、

200人 

1.19  京都弁護士会、“生活保

護ホットライン“を開設 

1.22  生存権裁判報告集会（京

都アスニー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

1.5  京都労福協・京都労動運

動OBの会、2015新年交歓会（

労館） 

1.5  京都総評新春旗開き（ル

ビノ堀川） 

1.9  連合京都新春旗開き（ウ

ェスティン都ホテル） 

1.17  京都総評、地域労働運動

交流集会（京建労会館） 

1.21  日本年金者組合京都府本

部結成25周年祝賀会（教文セ

ンター） 

1.23  綴喜地労協定期大会（京

田辺市社会福祉センター） 

1.24  京都総評第80回臨時大会

（労館） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

の最終日まで国会前を中心に24回の

抗議行動、最大３万人） 

1.28  スカイマーク、東京地裁に民事

再生法適用を申請(8月5日、ANAホー

ルディングスなどの支援表明を受け

、認可) 

1.29  連合、日本経団連と“春季労使

交渉をめぐる諸問題について”、意

見交換 

 

２月 

2.4  最高裁、JAL乗務員の解雇裁判で

、解雇有効の高裁判決に対する上告

を棄却 

2.5  連合、2015春季生活闘争開始宣言

中央総決起集会（日比谷公会堂） 

2.11  子どもを対象にした福島県の甲

状腺検査で初のがん認定 

2.12  原子力規制委員会、関西電力高

浜原発３・４号機、新規制基準に適

合と決定 

2.18  日本労働弁護団など、「STOP！

過労死・過労うつーホワイトカラー

エグゼプション反対緊急集会」 

2.20  東電、福島第一原子力発電所の

タンク群の１基から高度汚染水が溢

れ、2.3億ベクレルを検出した、と

発表 

2.21  大阪地裁、大阪市が労働組合活

動を調べるために実施したアンケー

トは憲法上の権利であるプライバシ

ーや団結権を侵害しており、違法と

の判決 

2.22  「止めよう国の横暴・工事強行

に抗議する県民集会」（同実行委主

催、辺野古米基地ゲート前）、５千

人 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  原水禁など、「被災61周年３・１

ビキニデー全国集会」(静岡市）､21

0人 

3.1  原水協など、｢2015年３･１ビキニ

デー集会｣(焼津市）､2千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.1  京都平和遺族会、第25回

総会と市民公開講座（保養所

かもがわ）、120人 

2.5  関西経済団体連合会など

、第53回関西財界セミナー（

～6日、国立京都国際会館） 

2.7  第12回アビリンピック京

都大会（府立京都高等技術専

門校） 

2.7  北方領土返還要求第33回

京都府民大会（ルビノ堀川） 

2.7  京都環境文化学術フォー

ラム（国立京都国際会館） 

2.8  舞鶴市長選、多々見良三

、再選 

2.8  京都農民連大会（綾部市

中央公民館） 

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）、160人 

2.15  第４回京都マラソン（西

京極陸上競技場―平安神宮） 

2.21  京都職対連総会 

2.21  労金福知山支店60周年記

念講演会 

2.24  京都労福協加盟団体代表

者会議（京都ブライトンホテ

ル） 

2.27  府、関電高浜原発に関し

、事故後の運用再開などに、

府が安全対策に意見し、関電

に回答が義務付けられる内容

を盛り込んだ安全協定を締結 

 

３月 

3.2  下鴨神社、境内の隣接地

を50年間の期限付きで、高級

分譲マンション用地として、

事業者に貸し出す、と発表 

3.5 第86回山宣墓前祭(宇治市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

2.5  相楽地労協定期大会 

2.6  連合京都、春季生活闘開

始宣言集会（労館）、のち

、デモ 

2.6  京都総評、京都市への算

要請行動（保養所かもがわ

） 

2.6 京交運定期大会（労館） 

2.12  連合京都、春闘期全国労

働相談キャンペーン（～14

日） 

2.12  京都総評など、府への要

請行動 

2.20  連合京都、京都経営者協

会へ2015春闘要請（ホテル

グランヴィア京都、23日、

京都労働局、26日、京都商

工会議所） 

2.22  第54回はたらく女性の京

都集会（労館）、200人 

2.22  伏見ふれあいユニオン総

会（伏見地区労事務所） 

2.25  京都市立病院・青いとり

保育園問題報告集会（労館

）、のちデモ 

2.26  第23回京都高退連定期総

会（ルビノ堀川） 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

3.1  京都総評女性部など、菜

の花行動2015（仏光寺公園）

、のちパレード 

3.1  宇治・城陽・久世地区労

定期大会（宇治市産業会館） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

3.8  『さよなら原発1000万人アクショ

ン』など、「ノーニュクスデイ反原

発☆統一行動」（霞が関・国会周辺

）、２万３千人 

3.9  メルケル独首相来日、ナチスの歴

史認識に言及し、アジアでも平和的

解決策を求める 

3.12  防衛省沖縄防衛局、米軍普天間

基地の辺野古移設をめぐりボーリン

グ調査再開（3月23日、翁長沖縄県

知事、作業一時停止を指示、30日、

林芳正農水相、この命令指示の効力

が発生する決まで停止するとの決定

書を、県・防衛局に手交） 

3.14  北陸新幹線の長野―金沢間（228

キロ）、開業 

3.16  ウクライナ南部のクリミア自治

共和国とセバストポリ特別市でロシ

ア編入を問う住民投票、95%の賛成

（18日、プーチン・ロシア大統領、

編入すると発表） 

3.18  金属大手に一斉賃上げ回答、日

産5千円、トヨタ4千円、富士通・パ

ナソニック・東芝3千円 

3.18  チュニジア国立博物館で、武装

グループ襲撃、日本人を含む22人死

亡 

3.24  世界社会フォーラム2015（～28

日、チュニジア・チュニス）、６万

人 

3.27  厚労省の“労働者派遣業報告書

”、2013年の派遣労働者数、252万

人（前年度比2.6%増） 

3.27  東京高裁、いすず非正規切り裁

判で、労働側の主張を全面棄却 

3.27  静岡地裁、袴田巌元被告に対し

、再審開始と死刑拘留の停止の決定

（48年ぶりに東京拘置所から釈放、

死刑囚の再審決定で拘置停止は初） 

3.31  渋谷区、同性パートナー条例成

立（全国初） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  ソニー、年功制要素を完全に撤廃

3.5  『憲法９条京都の会』、

学習講演会、270人 

3.6  東山花灯路2015（～15日

） 

3.7  「バイバイ原発3･7きょう

と集会」（同実行委主催、円

山野外音楽堂）、２千人、の

ち京都市役所前までデモ 

3.7  「３・７原発ゼロ京都北

部集会(同実行委主催､舞鶴市

民会館）500人、のちデモ 

3.7  民主党京都府連第17回定

期大会（みやこめっせ） 

3.8  第26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

A、京都A４位 

3.8  「国際女性デー京都集会

＆パレード」（ホテル本能寺

会館）100人 

3.10  『原発ゼロネット』、府

庁前集会、100人、のちデモ 

3.15  国領五一郎墓前祭（黒谷

墓地） 

3.25  エル・ユニオン京都第14

回株主総会（労館） 

3.29  『障害者権利条約の批准

と完全実現をめざす京都実行

委』など「共に安心して暮ら

しやすい京都を!」掲げた集

会（京都市役所前）100人、

のちパレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

4.1  京都弁護士会、会長に白

3.3  府労働委員会、京労委平

成25年（不）第４号“本能寺

文化会館”不当労働行為救済

申立事件で、備品管理業務へ

の復帰などの請求を認めず、

棄却の命令 

3.3  連合京都、春闘キャラバ

ン(～5日、中部地協～北部地

協エリア) 

3.4  京都総評、京都経営者協

会との懇談(9日、京都商工会

議所) 

3.5  JMIUカシフジ支部、スト

ライキ 

3.5  京都農村労組定期大会（

綾部市中央公民館） 

3.7  京教組第77回定期大会（

教文センター） 

3.7  京都私教連定期大会（池

坊短期大学） 

3.8  連合京都女性委員会、国

際女性デー街頭行動(京都駅

前) 

3.9  連合京都、春闘キャラバ

ン(～10日、南山城地協～乙

訓地協エリア) 

3.12  通信労組、第二日赤労組

、民医労、JMIU興和陶業支部

、全国一般京都生協労組、同

パート労組、ストライキ 

3.13  連合京都2015春闘決起集

会（円山野外音楽堂）、のち

デモ 

3.16  郵政ユニオン、ストライ

  キ 

3.18  クレオテック報告集会 

（おおたや） 

3.19  京都公務労協第９回総会

（労館） 

3.22  京建労、春の総決起集会

（円山野外音楽堂）、1,600

人、のち京都市役所前までデ

モ 

3.31  京都放送労組、ストライ

キ（KBS、団交で、“秘密保

護法による不当な逮捕・有罪

があっても処分しない”と回

答） 

 

４月 

4.14  京都放送労組、ストライ
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

した“ジョブグレード制度”を導入 

4.8  天皇・皇后、パラオ訪問 

4.10  東証株価指数、約15年ぶりに2万

円の大台に 

4.11  米・キューバ首脳会談、1961年

の断交後初（7月1日、国交回復） 

4.14  福井地裁、関西電力高浜原発３

、４号機差し止め請求の仮処分申請

を、認容 

4.15  総務省、2013年10月１日現在の

総人口１億2729万8000人、うち、65

歳以上は3189万8000人で、初めて25

%を超えた、と発表 

4.17  自民党調査会、報道番組の内容

について、NHKとテレビ朝日の幹部

を呼び、事情聴取 

4.22  首相官邸屋上に小型無人機ドロ

ーン落下(25日、40歳の男性逮捕) 

4.22  鹿児島地裁、川内原発１・２号

機再稼働差し止めを求める仮処分申

請を棄却 

4.25  LGBT（性的少数者）への差別反

対を訴える「東京レインボープライ

ド2015」（～26日、代々木公園）、

のべ５万人参加 

4.27  防衛協力のための日米ガイドラ

インの指針、抜本的に改定、日米同

盟が地球規模に拡大 

4.27  老朽化した日本原子力発電敦賀

原発１号機など４基が正式に廃炉 

4.28  2014年衆院選挙をめぐる“１票

の格差”訴訟で17件の高裁判決出揃

う、違憲１、違憲状態12、合憲４ 

4.28  オバマ大統領と安倍首相、ワシ

ントンで会談、日米同盟の強化で一

致 

4.28  厚労省、2014年の労働災害発生

状況を発表、労働災害死亡者数1,05

7人（前年比27人増） 

4.29  連合、メーデー中央大会（代々

木公園）、４万人 

 

５月 

5.1  全労連、中央メーデー集会（代々

木公園）、２万８千人、全労協、メ

ーデー集会（日比谷野外音楽堂）、

７千人 

5.1  総務省、３月の２人以上世帯の『

家計調査』を発表、一世帯当たりの

消費支出、前年同月比10.6%減（比

較可能な2001年１月以降で最高の減

浜徹朗 

4.12  統一地方選前半戦、府会

議員、京都市会議員選挙、自

民第一党を維持、府会で、共

産が第二党に、維新が府・市

議会で計７議席 

4.18  『世界遺産・下鴨神社と

糺の森問題を考える市民の会

』発足総会（保養所かもがわ

） 

4.18  『非核の政府を求める京

都の会』第29回定期総会（教

文センター） 

4.25  京都弁護士会など、「“

集団的自衛権を問い直す”講

演会」（京都弁護士会館）、

200人 

4.26  統一地方選後半戦、向日

市長選、安田守、初当選、木

津川市長選、河井規子､３選

、京田辺市長選、石井明三、

３選 

4.29  部落解放同盟京都府連第 

62回定期大会（府部落解放セ

ンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.3  『憲法９条京都の会』な

ど、「5･3憲法集会in京都」(

円山野外音楽堂）、３千人、

のち京都市役所前までパレー

ド 

5.10  日本国民救援会京都府本

部、第60回京都解放運動戦士

の碑合祀追悼祭（知恩院境内

   キ 

4.16  民医労、ストライキ 

4.17  全厚生判決報告集会（労

館） 

4.22  JAL争議報告集会（労館） 

4.24  京都医労連、第一日赤労

組、第二日赤労組、ストライ

キ 

4.26  第86回京都中央メーデー

（梅小路公園）、15,000人 

4.26  第86回連合乙訓地域メー

デー（バンビオ広場）、1,00

0人 

4.26  第86回連合中部地域メー

デー（綾部白瀬橋）、1,100

人 

4.26  第86回連合北部地協たん

ご地域メーデー(野田川わー

くぱる)、600人 

4.26  第86回連合北部地協舞鶴

地域メーデー(舞鶴前島みな

と公園）、650人 

4.28  青いとり保育園問題報告

集会（労館） 

4.29  第86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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

5.1  第86回全京都統一メーデ

ー京都中央集会（二条城前）

、８千人、のち、３グループ

に分かれてデモ（他11会場４

千人） 

5.1  京都ユニオンネットワー

ク、第25回京都地域メーデー

(同実行委員会主催、河川敷



- 5 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

少） 

5.3  『憲法集会実行委』、「平和とい

のちと人権を！5･3憲法集会（横浜

市臨港パーク）、３万人 

5.3  『民間憲法臨調』など、フォーラ

ム・「憲法改正、待ったなし」（東

京）、900人 

5.4  総務省、2015年4月1日現在の15歳

未満推定人口が、34年連続減少の16

17万人（前年比16万人減）、と発表 

5.8  トヨタ自動車、2015年３月期連結

決算を発表、営業利益、前期比20%

増の２兆7500億円（２年連続で過去

最高） 

5.10  「大阪市をなくすな！5･10市民

大集会」（同実行委主催、扇町公園

）、５千人、自民・民主・共産など

各党が参加、西梅田公園までパレー

ド 

5.13  東芝、不適切な会計処理で2014

年３月期までの過去３年間営業損益

500億円の減額修正見込、と発表 

5.14  日本労働弁護団など、「取り戻

そう 生活時間と安定雇用～許すな

雇用破壊～」（日比谷野外音楽堂）

、2,500人 

5.17  「戦後70年 止めよう辺野古新

基地建設！沖縄県民大会」（沖縄セ

ルラースタジアム）、３万５千人 

5.17  大阪市で“特別区設置住民投票

”の投開票、反対票が１万票上回る

（大阪市存続） 

5.17  新型輸送機オスプレイ、米・オ

アフ島で着陸失敗（沖縄普天間基地

配備と同機種） 

5.19  厚労省の『毎月勤労統計調査』 

（速報）によると、従業員５人以上

の事業所に従事する人の一人当たり

の実質賃金３％減（４年連続のマイ

ナス） 

5.19  タカタ製エアバックの自動車、

全米で大規模リコール 

5.20  総務省、2014年12月1日現在の日

本人の人口数などを発表、1億2538

万人（27万7千人減） 

5.23  過労死家族の会など、『過労死

防止学会』成立記念大会（東京） 

5.24  米軍の辺野古移設に反対する集

会（国会議事堂周辺）、１万５千人 

5.25  東京地裁、「日の丸君が代」で

の職務命令違反だけでは不採用の理

） 

5.12  政令指定都市の市長が集

まって課題を語る「指定都市

サミットin京都」（国立京都

国際会館） 

5.15  京都経済同友会通常総会

、新代表幹事に、鈴木順也日

本写真印刷社長を選任 

5.16  「女たち・いのちの大行

進in京都」（同実行委主催、

円山野外音楽堂）、850人、

のち京都市役所前までデモ 

5.16  第23回エイズキャンドル

パレード(京都市役所-祇園石

段下） 

5.20  京都モデルフォレスト協

会定期総会 

5.22  年金引下げ違憲訴訟総決

起集会（教文センター） 

5.23  農林業と食糧・健康を守

る京都連絡会、講演会「報道

されないアメリカの真実と日

本の選択」（キャンパスプラ

ザ京都）、のち、政府のTPP

交渉からの撤退を求め、デモ 

5.24  第８回京都21世紀教育創

造フォーラム」（立命館朱雀

キャンパス）、350人 

5.27  京都経営者協会平成27年

定時総会（ウェスティン都ホ

テル） 

5.28  京都労福協第59回定期総

会（労館） 

5.29  第63回日本医療社会福祉

協議会全国大会」（～30日、

京都みやこめっせ） 

5.29  第８回京都社労研定期総

会（アークホテル） 

5.30  『戦争をさせない京都10

00人委員会』、「戦争をさせ

ない！集団的自衛権N0！京都

決起集会」（円山野外音楽堂

）、550人 

5.30  京都憲法会議結成50周年

「憲法記念春のつどい」（ハ

ートピア京都）､230人、レセ

プション（ガーデンパレス） 

5.30  「全国学校事故・事件を

語る集会」（～31日、京都華

頂大学）・シンポジウム「当

事者から見た、学校事故・事

三条大橋北側)、250人 

5.8  連合京都、“STOP THE 

格差社会”キャンペーン街頭

行動（四条河原町） 

5.11  新聞労連近畿地連など、

「ジャーナリズムについて考

察する公開講座」、北朝鮮情

勢に詳しい石丸次郎『ジャー

ナリスト集団アジアプレス』

大阪事務所代表が講演 

5.16  京都市教組第47回定期大

会（教文センター） 

5.20  府労働委員会、京労委平

成26年（不）第１号“畑鐵工

所”不当労働行為救済申立事

件で、誠実団交応諾などの請

求を認めず、棄却の命令 

5.21  京都高退協総会（労館） 

5.21  労働法制改悪反対京都連

絡会、労働法制改悪反対・京

都市役所前街頭演説、のちデ

モ 

5.23  京建労第63回定期大会 

(～24日） 

5.31  京教組など実行委、「子

ども・青年を戦場に送らない

！“戦争立法”を許すな」を

掲げ、つどい＆パレード（み

やこめっせ）850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 

由にはならず、再雇用拒否は裁量権

の乱用と判決 

5.26  空き部屋対策特別措置法、全面

施行（撤去命令に違反すれば強制撤

去も可能に） 

5.27  連合、全国で〈STOP THE 格差

社会！暮らしの底上げ実現〉キャン

ペーン行動 

 

６月 

6.1  日本年金機構、年金情報125万件

の外部流出を発表 

6.1  政府、2030年度の“望ましい電源

構成案”を発表、原発比率20～22％ 

6.4  衆議院憲法調査会、３人の参考人

全員が、“集団的自衛権行使を可能

にする安全保障法案は憲法違反”、

と指摘 

6.4  学生アルバイトの塾講師を中心と

する企業外組合『個別指導塾講師ユ

ニオン』、発足 

6.5  厚労省の2014年“人口動態統計調

査月報年計”(概数)によると、同年

の合計特殊出生率は、1.42（９年ぶ

りの低下）、出生数は100万４千人 

6.5  外国での為替市場、対ドルで一時

125円80銭台へ（約13年ぶり） 

6.5  SEALDS、国会前での定例の抗議行

動開始、単独で最大７千人 

6.5  『環境市民』など全国の環境市民

団体が連携、『日本市民環境団体連

合会』設立総会（東京） 

6.6  日経新聞、2014年度末の外国人持

株比率35.3%、と報道（過去最高） 

6.7  先進７カ国（G７）首脳会議（ド

イツ・エルマウ、～８日） 

6.7  『原発いらない！九州実行委』、

「ストップ再稼働!大集会」（福岡

・九電本社前）、１万５千人 

6.9  厚労省、2013年度の介護給付金8.

5兆円、と発表（前年比4.7%増） 

6.10  厚労省の“介護保険事業報告（

暫定）”（2015年2月分）によると

、要介護（要支援）認定者数は、男

186万人、女417万人、計603万人 

6.10  改正防衛省設置法成立（文官統

制を撤廃） 

6.11  総務省の“2014年家計調査年報

”（家計収支編）によると、勤労者

世帯の実収入は月平均46万8千円（

前年比3.2%減）、消費支出は28万1

件の事後対応」など 

5.31  京都の学者・弁護士など

､『京都府、京都市に有効な

ヘイトスピーチ対策の推進を

求める会』設立総会（同志社

大学） 

5.31  京商連第54回定期総会（

ルビノ堀川） 

 

６月 

6.3  国際博物館会議、2019年

世界博物館大会を、京都市で

行うことを決定（日本初開催

） 

6.6  第26回連合近畿ブロック

労働トップフォーラム（マイ

ドーム大阪） 

6.6  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)､600人、のち京都市

役所前までデモ 

6.7  第60回京都母親大会（京

都テルサ）、980人、のち京

都駅前までデモ 

6.7  「安倍政権の安保法制に

反対する緊急行動 SAY NO

 WAR SOUND DEMO」（京都

市役所―四条河原町―三条鴨

川河川敷）、200人 

6.7  農林業と食料・健康を守

る京都連絡会、「TPP合意ノ

ー」の講演会(キャンパスプ

ラザ京都)､350人 

6.13  『戦争立法NO！京都アク

ション』、「戦争反対 平和

がだいすき 声をあげよう大

集会」（円山野外音楽堂）、

2,300人、のちデモ 

6.13  京都革新懇第36回定期総

会（保養所かもがわ） 

6.15  府、2014年度の労働相談

件数を発表、過去最高の2,30

1件（前年比43件増） 

6.16  京都府生協連第62回通常

総会（コープイン京都） 

6.20  全国福保労、第21回社会

福祉研究交流集会”（～21日

、教文センター） 

6.20  沖縄・辺野古への米軍基

地移設の断念を求める集会（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

6.5  京都労働運動OBの会第36

回総会（労館） 

6.11  連合京都、マタニティハ

ラスメント被害などをなくそ

うと、“女性のための電話相

談”（～12日） 

6.18  連合京都、労働者派遣改

正法案の衆院可決に対する緊

急抗議行動（京都駅前） 

6.20  京都府教職員組合第26回

定期大会（自治労京都府本部

） 

6.23  JAL支援共闘総会（労館） 

6.24  全日本年金者組合京都府

本第27回定期大会（京都社会

福祉会館） 
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京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

千円（前年比3.1%減） 

6.11  認知症の疑いがある75歳以上の

運転免許所有者に医師の診断を義務

付ける改正道路交通法、成立 

6.12  厚労省の2014年度“個別労働紛

争解決制度施行状況”によると、総

合労働相談件数は、７年連続で百万

件超え、内容は、“いじめ・嫌がら

せ”（６万３千件）が、３年連続ト

ップ 

6.13  「STOP安倍政権！大集会」（同

実行委主催、東京臨海広域防災公園

）、１万６千人 

6.14  戦争法案反対の総がかり行動（

国会前）、2.5万人 

6.15  厚労省、仕事が原因で精神疾患

にかかり、2014年度に労災認定され

た件数は497件（前年比67件増、過

去最多）と発表 

6.16  下村博文文科相、国立大学長な

どに、入学式や卒業式での国旗掲揚

と国家斉唱を要請 

6.17  選挙権年齢を20歳から18歳に引

き下げる改正公職選挙法、成立（ 20

16年参議院選挙から、70年ぶりの投

票年齢下げ） 

6.17  大手電力会社の送配電部門を発

電部門から切り離す“発送電分離”

を2020年４月から実施するとの“改

正電気事業法”成立 

6.21  『女の平和実行委』呼びかけの

安保法制反対女性集会（国会前）、

１万５千人 

6.22  連合、平和行動in沖縄(～25日) 

6.22  衆院、通常国会の会期を95日延

長（245日の会期は過去最高） 

6.22  日韓国交正常化50年、両国で記

念式典 

6.23  東洋ゴム社長など５人、免震ゴ

ムの性能偽装問題で引責辞任 

6.24  厚労省の2025年に向けた介護人

材にかかる受給推計（確定値）によ

ると、介護人材の需要見込みは253

万人、供給見込みは215万人、需給

ギャップは38万人 

6.24  東京株式市場の日経平均株価の

終値、20,868円（ITバブル期の高値

を上回る） 

6.27  自民党、25日の若手議員勉強会

での“沖縄の二つの新聞をつぶさな

いといけない”との講師発言を巡り

同実行委主催、ひとまち交流

館京都）、300人、のちデモ 

6.21  南山城村長選挙、手仲圓

容・３選 

6.21   原水協など、2015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7日～10日、綾部・亀岡府

内行進、7月11日、京都市内

網の目行進） 

6.21  『SEALDS KANSAI』“自

由と民主主義のための学生緊

急行動 ”（円山野外音楽堂）

、2,200人、のちデモ 

6.21  NPO法人『市民環境研究

所』、福島第１原発事故後の

被災地の現状や今後の対策に

ついて考える講演会（京大）

、250人 

6.23  近畿労働金庫第17回通常

総会（サンケイブリーゼ） 

6.23  『異議あり！戦争する国

づくり意見広告運動』、米軍

の辺野古移設や安保法制に抗

議する集会（キャンパスプラ

ザ京都）、110人 

6.24  京都文化交流コンベンシ

ョンビューロー、2014年に京

都市内で開催された国際会議

数、前年比15％増の203件、

と発表 

6.25  京都労働者総合会館第45

回評議員会（労館） 

6.25  『過労死防止京都連絡会

』、過労死防止に関する国の

大綱案についての学習会 

6.26  京都勤労者学園第３回（

通算第59回）園員総会（労館

） 

6.26  京都府中小企業団体中央

会創立60周年記念式典 

6.28  第47回京都保育のつどい

（京都華頂大学）、570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 

、青年局長など４人の議員を一斉処

分（29日、新聞協会、この勉強会で

の講師発言などについて、抗議声明

を発表） 

6.29  AIIB（アジアインフラ投資銀行

）の成立に、アジアや欧州の57カ国

参加意向（日米は参加見送り） 

6.30  福島地裁、東電に対し、原発避

難自殺者への賠償命令（２例目） 

 

 

７月 

7.2  厚労省、“国民生活基礎調査”を

発表、65歳以上の高齢者世帯が、20

14年に全世帯の24.2%となり、18歳

未満の未婚の子どもがいる世帯（ 22

.6%）を初めて上回る 

7.5  ギリシアでEUなどが求める財政再

建案への賛否を問う国民投票、反対

61%（8月14日、ユーロ圏財務相会合

で、最大860億ユーロの支援決定） 

7.5  ユネスコ世界遺産委員会、『明治

日本の産業革命』の23施設を『世界

文化遺産』に登録することを決定 

7.14  『戦争させない・９条壊すな！

総がかり行動実行委』、９条壊すな

と２万人集会（東京、26日、安保法

案反対国会包囲抗議行動、２万５千

人） 

7.14  イランと米など６カ国、イラン

の核開発大幅縮小と対イラン制裁の

緩和で合意 

7.17  新国立競技場計画、白紙に 

7.19  三菱マテリアル、ロスアンゼル

スで、第二次大戦中の鉱山での強制

労働を元米軍捕虜・家族に謝罪（日

本企業による初の公式謝罪） 

7.20  米・キューバ、54年ぶりに国交

回復 

7.20  東芝、歴代３社長が不適切な会

計処理で、1500億円の過大利益を計

上していたことなどの概要を発表（

21日、歴代３トップ引責辞任） 

7.24  『首都圏反原発連合』、『SEALD

S』、『全労連』など実行委、「安

倍政権NO！首相官邸包囲」行動、７

万人 

7.28  ２つの合区を含む10増10減の改

正公職選挙法、成立（2016年参議院

選挙から） 

7.30  厚労省、“簡易生命表”を発表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  京都安全衛生大会（京都

テルサ） 

7.4  『米軍Xバンドレーダー基

地反対・京都連絡会』、米軍

経ケ岬通信所の撤去を求める

集会（ウイングス京都）とデ

モ、150人 

7.7  京都弁護士会歴代会長の2

4人、“安保関連法案は憲法

違反である”、との声明を発

表 

7.8  『国際NGO難民を助ける会

』など、講演会「シリア危機

に日本人として何ができるの

か」（立命館大学） 

7.9  JP労組近畿地本第８回定

期地方大会（ホテル大阪ベイ

タワー） 

7.10  自由同和会京都府本など

、30回目の節目を迎えた2015

年度定例大会を開催 

7.11  自民党京都府連大会 

7.14  府と京都市、2014年度の

児童虐待の相談件数が、過去

最高の2,493件であった、と

発表 

7.14  『SEALDS KANSAI』と『

安保関連法案に反対する学者

の会』、緊急シンポジウム（

京都大学）、600人 

7.18  京都縦貫自動車道、全面

開通（着工から34年） 

7.18  『戦争法NO！京都アクシ

ョン』、「安倍政治は許さな

い、たたかいはこれからだ」

（円山野外音楽堂）、４千人

、のち京都市役所前までデモ 

7.22  京都府、京都市、京都商

工会議所など６団体､｢京都経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

7.1  官公部門連絡会・京都公

務労協、「公契約条例制定を

求める京都府集会」（ハート

ピア京都） 

7.2  労働法制改悪反対京都連

絡会、労働法制改悪反対京都

市役所前街頭宣伝、のちデモ 

7.3  丹労連定期大会（峰山） 

7.4  連合京都、地域経済や雇

用の課題について考える地域

フォーラム（キャンパスプラ

ザ京都） 

7.4  第11回「ストップザ働き

すぎ 働き方を見直す京都集

会」（労館） 

7.7  京都農協労連定期大会（

綾部ITビル） 

7.11  連合京都原爆展（～15日

ゼスト御池） 

7.15  京都自治労連第83回定期

大会（労館） 

7.16  私鉄総連京都地区協議会

第26回定期総会（京都タワー

ホテル） 

7.17  森林労連林野労組近畿地

本第11回定期大会（近畿中国

森林管理局） 

7.18  化学一般京滋福第53回大

会（アヤハレークサイト） 

7.25  ヤマト運輸労組京都支部

結成20周年祝賀会 

7.25 南地区労定期大会（京建労

会館） 

7.26  JMIU京滋定期大会（カシ

フジ） 

7.26  全印総連京都地連定期大

会（労館） 

7.27  京都総評、最低賃金引き

上げを求めて、京都労基局へ
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

、2014年の日本人女性の平均寿命は

86.83歳で、過去最高を更新（３年

連続世界一） 

7.30  東京高裁、厚木自衛隊機深夜・

早朝飛行の差し止め命令 

7.31  検察審査会、東京電力元会長な

ど３人を強制起訴 

7.31  『安全保障関連法案に反対する

学者の会』など、国会正門前抗議行

動、２万５千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.1  原水禁など、「被爆70周年原水爆

禁止世界大会・福島大会」（～９日

）、広島―3,400人、長崎―1,800人 

8.2  原水協など、原水爆禁止2015年世

界大会」（～９日）、広島―5,500

人、長崎―６千人 

8.4  連合、派遣法反対院内集会、450

人 

8.5  連合、平和行動in広島（～６日、

7日～9日、長崎）、2,200人 

8.6  第70回原爆死没者慰霊並びに平和

祈念式（広島平和記念公園）、５万

５千人 

8.6  人事院、2015年度の国家公務員一

般職への勧告、月例給の0.36%引上

げ、期末・勤勉手当の増額 

8.7  第二次世界大戦の中国人強制連行

問題で、三菱マテリアルと交渉して

済センター｣整備計画案を正

式発表 

7.22  京都弁護士会、「戦後70

年と安全保障法制を考える」

集会（教文センター）、550

人、のち堀川御池交差点まで

デモ 

7.23  JEC連合第14回全国大会 

（京都市） 

7.25  JR総連JR西労組関西地域

本部第７回地域本部大会 

7.25  『浮島丸受難者を追悼す

る会』など、「70周年のつど

い」（舞鶴市）、250人 

7.26  第47回京都府原爆物故者

慰霊式典（霊山観音） 

7.26  日本共産党京都府党会議

（シルクホール） 

7.26  『ママの会＠京都』、“

だれの子どもでもころさせな

い”などを掲げデモ、300人 

7.29  『戦争をさせない京都10

00人委員会』(京都市役所前

）、350人、のちデモ 

7.30  『グローバルネットワー

ク』,“MDシステムも米軍基

地もいらない”を掲げ、「国

際セミナー」（～8月1日）、

500人 

7.31  全労済京都府本部第６回

代表者会議（労館） 

 

８月 

8.1  『ノンストップ京都』､｢

ヘイトスピーチ上映会」（ウ

イングス京都）、150人 

8.1  同志社コリア研究会など

、「解放／敗戦後70年の朝鮮

半島と日本」（同志社大学） 

8.1  「戦争法案を切る！」講

演会（西陣織会館）、『北区

憲法９条の会』結成記念イベ

ント、450人 

8.4  井手町長選挙、汐見明男

、無投票で６選 

8.4  第28回『比叡山サミット』 

「世界平和祈りの集会」（比叡

山延暦寺）、1,000人 

8.4  『戦争立法NO！京都アク

ション』、街頭宣伝（京都市

役所前）のちデモ、600人 

の請願行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

8.22  JR連合西労組京都地本第

24回定期地方本部大会（草津

まちづくりセンター） 

8.28  電機連合京都地協第27回

定期大会（新都ホテル） 

8.28  京都職対連、「わいわい

ヘルシーカーニバル」（教文

センター） 

8.28  出版労連京都地区定期大

会（コープイン京都） 

8.29  情報労連京都地協第27回

定期大会（ANAクラウンプラ

ザホテル京都） 

8.29  JR連合西労組福知山地本

第25回定期大会(サンプラザ

万助） 

 

 



- 10 - 

国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

きた被害者と遺族でつくる中国の交

渉団、三菱側の謝罪と解決金の支払

等の和解案を受託 

8.10  財務省、６月期末での“国の借

金”が、1,057兆円と発表 

8.11  総務省の“労働力調査”（速報

結果）、2015年４～６月期平均の役

員を除く雇用者は5,267万人、うち

、正規が3,314万人（11万人増）、

非正規が1,953万人（31万人増）、

非正規の割合が37.1%で、0.3ポイン

ト上昇 

8.11  九州電力川内原発１号機、再稼

働（新基準で初、10月15日、２・３

号機、再稼働） 

8.14  戦後70年の｢安倍談話」閣議決定 

8.23  連合、「国民の声、怒りの8･23

大集会」（国会前）、１万４千人 

8.27  『首都圏高校生ユニオン』結成 

8.27  指定暴力団・山口組、分裂 

8.28  女性活躍推進法、成立 

8.30  “戦争法案”反対国会前行動､12

万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.2  改正マイナンバー法、成立(10月5

日、施行、23日、配達開始) 

9.11  連合、平和行動in根室(～13日) 

9.11  “労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護に関す

る法律等の一部を改正”法、成立（

9月30日施行、人を代えれば派遣社

員を使い続けることが可能に） 

9.12  政府、辺野古沖の作業再開（14

8.4  第35回平和のための京都

の戦争展（～9日、立命館大

学国際平和ミュージアム） 

8.5  府、府税“森林環境税”

の2016年度導入を発表 

8.5  「戦後70年・安保法制を

許さない京都の大学人のつど

い」（龍谷大学響都ホール）

、230人のち京都市役所前ま

でデモ 

8.7  京都産学公連携機構、地

域内に集積する産業支援機関

の選択の可能性を探るフォー

ラム（京都リサーチパーク） 

8.7  『創生フォーラム』、シ

ンポジウム「京都創生フォー

ラム」（国立京都国際会館） 

8.9  『ベトナムのドクちゃんの

発達を願う会』結成30周年記

念講演会（ひとまち交流館） 

8.23  『SEALDS KANSAI』、戦

争法案に反対する京都デモ、

1,800人 

8.24  浮島丸殉難者を追悼する

会、「浮島丸殉難70周年追悼

集会」（殉難の碑前） 

8.25  サービス連合西日本地連

第11回大会（ホテル阪神） 

8.26  下鴨神社のマンション計

画と世界遺産の在り方につい

て考える市民集会（ハートピ

ア京都） 

8.27  府とインドネシア・ジョ

グジャカルタ特別区、友好連

携30周年記念式典（府公館） 

8.29  京都弁護士会、「平和安

全保障法制の今国会での成立

NO！緊急府民集会（円山野外

音楽堂）、4,500人、のち京

都市役所前までパレード 

 

９月 

9.1  いのちと健康を守る京都

センター、セミナー・総会（

労館） 

9.1  自由と平和のための京大

有志の会、「安保法制反対集

会」、400人 

9.9  『海洋エネルギー資源開

発促進日本海連合』など、「

日本海海洋資源フォーラムin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

9.5  京都総評第81回定期大会 

（労館）、議長＝梶川憲、事務

局長=池田和弘 

9.6  建交労京都府本部大会（

京都高齢者会館） 

9.6  郵政ユニオン総会（右京

ふれあい会館） 

9.7  府労働委員会、京労委平

成26年（不）第３号“京都生
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

日、再開阻止の国会前行動、２万２

千人） 

9.15  労働経済白書、所定外労働時間

の削減による労働生産性の向上など

を提言 

9.16  参議院安保法制委、横浜市で地

方公聴会（総がかり行動実行委など

国会前行動、3万5千人） 

9.16  国交省、基準地価（7月1日現在

）３大都市圏の商業地、３年連続上

昇、住宅地２年連続上昇、地方都市

の多くは値下がりが続き、格差が拡

大 

9.19  自衛隊の海外派兵に道を開く、

安全保障関連法、成立(2016年3月29

日に施行、『SEALDS』など呼びかけ

国会前抗議行動４万人) 

9.23  『さよなら原発１千万人署名の

会』、「さよなら戦争全国集会」（

代々木公園）、２万５千人 

9.30  ロシア軍、シリアでの空爆を開

始 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

10.1  医療事故調査制度（死亡事故を

起こした医療機関が自ら原因を調べ

、遺族と第三者機関に報告）、スタ

ート 

10.1  第20回国勢調査（5年に１回） 

10.2  『首都圏反原発連合』、『原発

をなくす全国連絡会』など実行委、

「安倍政権NO！☆大行進」（日比谷

野外音楽堂）、２万人、のち、デモ 

10.4  全労協第27回大会（～5日、熱海

市）、議長＝金澤壽、事務局長＝中

岡基明 

10.5  TPP交渉（米・アトランタ）、大

筋合意 

10.5  2015年ノーベル医学生理学賞に

大村智の受賞決定 

10.6  2015年ノーベル物理学賞に梶田

隆章の受賞決定 

10.6  連合第14回定期大会（～7日東京

国際フォーラム）､会長＝神津里季

京都」 

9.9  戦争法反対京都市役所前

演説会・デモ、550人（16日

・1,200人、18日・1,800人、

24日・600人、10月19日・600

人、11月19日・500人、12月1

9日・400人） 

9.10  京都市人事委員会、報告

と勧告、月例給0.3%引上げ、

期末・勤勉手当0.1月引上げ 

9.13  京都労使海外労働経済事

情調査（～17日、インドネシ

ア・シンガポール） 

9.13  「とめよう！戦争立法 

立ち上がろう！大集会」（円

山野外音楽堂）、4,700人、

のち、京都市役所前までパレ

ード 

9.19  府など、「国際京都学シ

ンポジウムーユネスコ世界記

憶遺産に向けて」第１回シン

ポジウム（京都劇場） 

9.19  日本国民救援会京都府本

大会（労館） 

9.24  京都社保協学習会・総会 

（労館） 

9.24  京都高退者連合、高齢社

会を考える京都集会・交流会

（労館） 

 

１０月 

10.6  民主市政の会など実行委

員会、「市民大集会」（みや

こめっせ）、3,700人 

10.7  『アスベスト被害の根絶

をめざす京都の会』､シンポ

ジウム「アスベスト被害の今

後をみなで考える」(キャン

パスプラザ京都） 

10.9  ユネスコ、“舞鶴の引き

揚げ資料”と“東寺百合文書

”を、世界記憶遺産に登録し

た、と発表 

10.10  NPO法人気候ネットワー

クなど、COP21に向け、京都

議定書継承へ新枠組みを求め

会合（龍谷大学）、共同声明

を発表 

10.11  第13回京都学生祭典（

岡崎公園一帯） 

10.11  「これからの市民の政

活協同組合”不当労働行為救

済申立事件で、契約更新に関

する覚書の変更の禁止などの

請求を認めず、棄却の命令 

9.9  全印総連京都地連産別ス

トライキ 

9.12  京都医労連第92回定期大

会（JA会館） 

9.13  日本福保労京都府本定期

大会（京都社会福祉会館） 

9.19  JAM京滋第17回定期大会

（京都JA会館） 

9.19  京都府電力総連第29回定

時大会（メルパルク京都） 

9.26  国労京滋定期大会（六孫

王会館） 

9.26  合同繊維第68回定期大会 

（労館） 

9.27  運輸労連京都府連第48回

定期府連大会（ウイングス京

都） 

9.27  舞鶴地労協定期大会（舞

鶴西総合会館） 

9.29  KBS労組松野さん正社員

化祝う会（KBS） 

9.30  京都パートネット総会 

（労館） 

9.30  亀岡地労協定期大会 

 

 

１０月 

10.3  京水労第87回定期大会 

（労館） 

10.3  自治労京都府本部第80回

定期大会（ウイングス京都） 

10.3  京都国公大会（労館） 

10.7  自交総連京都府連定期大

会（教文センター） 

10.9  京交再建70周年記念式典

（鮒鶴鴨川リゾート） 

10.10  全国一般京都第62回定

期大会（労館） 

10.14  京都年金者組合、年金

者一揆（教文センター） 

10.16  福知山地労協定期大会 

（中丹勤労者福祉会館） 

10.17  基幹労連京都府本第13

回定期大会（ホテルアマビー

レ） 

10.17  UAゼンセン京都支部第

４回定期大会（キャンパスプ
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生、事務局長＝逸見直人 

10.8  厚労省のまとめ、全国の児童相

談所が2014年度に対応した児童虐待

の件数は、８万９千件（前年比１万

６千件増、24年連続増加） 

10.10  ユネスコ、“南京大虐殺の関連

資料”を世界記憶遺産に登録した、

と発表（14日、安倍首相、中国の外

交担当トップの楊国務委員との会談

で、登録申請したことに遺憾の意を

表明） 

10.11  ラグビーワールドカップ（英国

で開催）、日本最終戦、米国に勝利

（南ア戦勝利を含め３勝１敗） 

10.13  翁長沖縄県知事、辺野古埋め立

て承認を取り消し 

10.14  旭化成、施工不良で建物が傾い

た横浜市都筑区の大型マンションで

、基礎のくい打ちをした子会社が偽

装のデータを使用していた、と発表

（20日、社長、謝罪会見） 

10.15  厚労省の“就労条件総合調査”

によると、2014年１年間の年休取得

日数は8.8日、取得率は､47.6%で、

いずれも前年より減少 

10.15  国連総会、５カ国の非常任理事

国を選出、日本11回目の非常任理事

国に（国連史上最多） 

10.15  山口地裁岩国支部、騒音被害５

億６千万円の賠償命令、飛行禁止は

認めず 

10.17  反貧困ネットワーク、「反貧困

全国集会2015」（東京・田町交通ビ

ル）、350人 

10.20  富岡労働基準監督署（福島県い

わき市）、東電福島第１原発事故の

収束作業で被爆した後、白血病を発

症した40歳代男性の労災を認定 

10.21  厚労省の“高齢者の雇用状況”

調査（2015年6月1日現在）、希望者

全員が65歳以上まで働ける企業割合

は、72.5% 

10.21  野党５党、憲法の規定に基づき

臨時国会の召集を求める文書を衆参

両院議長あてに提出 

10.26  米艦、南シナ海での中国による

人工島の12ｶｲﾘ内を航行 

10.27  厚生労働白書、少子高齢化に直

面する日本の現状や課題を指摘 

10.28  体操の第46回世界選手権（英国

で開催）、男子団体総合で、37年ぶ

策提言や社会運動のあり方を

考えるシンポジウム」（同志

社大学） 

10.15  NPO法人エコツーリズム

協会など、「全国エコツーリ

ズム大会in京都・美山」（～

17日） 

10.17  京都ロータリークラブ

創立90周年記念式典、470人 

10.17  21世紀第15回京都高齢

者大会（労館）、500人 

10.17  アスベスト京都の会、

総会・シンポジウム（キャン

パスプラザ京都） 

10.18  精華町長選挙、木村要

、４選 

10.18  『明日の京都 文化遺

産プラットフォーム』、フォ

ーラム「日本の美 手と技の

世界」（立命館大学） 

10.19  「東京で活躍する京都

人の集い」（東京都千代田区

）、150人 

10.19  『京都憲法共同センタ

ー』、戦争法廃止を訴える街

頭宣伝・デモ（京都市役所前

）、600人 

10.20  今出川通に次世代路面

電車の導入を目指す『みやこ

の電車百人委員会』設立総会

（西陣織会館） 

10.22  京都労福協活動者会議 

（新都ホテル） 

10.24  京都嵯峨芸術大学、日

本美術シンポジウム「京都か

ら世界へ！そして未来へ!」

、450人 

10.24  京都新聞など、「防災

・地震フォーラム in京都」

（メルパルク京都）、200人 

10.25  交通労連関西総支部第6

9回定期大会（琵琶湖グラン

ンドホテル） 

10.25  第33回全日本大学女子

駅伝（仙台市）、立命館大学

、初の５連覇 

10.25  日本国際連合協会本部

など、国連創設70周年を記念

したシンポジウム「日本と国

連－京都から世界平和を願っ

て」（国立京都国際会館）、

ラザ京都） 

10.17  京都総評青年部第19回

大会（労館） 

10.18  連合京都・中小(地場共

闘）対策委員会海外視察（～

21日マレーシア） 

10.23  連合京都、2016年度京

都府自治体政策要請（ルビノ

堀川） 

10.23  全厚生支援共闘会議、 

決起集会と総会（労館） 

10.23  伏見地区労定期大会（

伏見総合庁舎会議室） 

10.23  通信労組京都定期大会 

（しんまち） 

10.25  交通労連関西総支部第 

69回定期大会（琵琶湖グラ

ンドホテル） 

10.27  左京地区労定期大会（

教文センター） 

10.29  京都労働相談センター

京都総会（労館） 

10.30  連合京都第14回定期大

会（労館）、会長=橋元信一

、事務局長＝廣岡和晃 

10.31  京都市教組など、第45

回京都市教育研究集会（労館

）、300人 
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りの世界王者 

10.29  東電福島第１原発事故の避難者

らが、『“避難の権利”を求める全

国避難者の会』設立総会（参議院議

員会館）、140人 

10.29  中国共産党第18期中央委員会第

５回総会、一人っ子政策を撤廃し、

すべての夫婦に第２子を容認 

10.31  『おおさか維新の会』、結党 

代表=橋下徹 

 

 

１１月 

11.1  安倍首相・李克強中国首相・朴

槿恵韓国大統領、会談（韓国・青瓦

台） 

11.4  日本郵政３グループ、東証１部

に上場 

11.8  ミャンマー総選挙で、アウン・

サン・スー・チーが率いる『国民民

主連盟』の報道官、上下両院の解散

議席の７割以上を獲得と発表 

11.9  厚労省、“ブラックバイト”実

態調査結果発表、学生の６割がトラ

ブルを経験 

11.9  政府・自民党、報道番組のやら

せがあったとされるNHK幹部への同

党の事情聴取や、総務省の厳重注意

を“圧力”と批判した『放送倫理・

番組向上機構』の放送倫理検証委員

会に反論 

11.10  長崎地裁、諫早湾開門の差し止

めを維持、国の異議を認めず 

11.10  『美しい日本の憲法をつくる国

民の会』、改憲派集会（日本武道館

）、１万人 

11.11  厚労省の「マタニティハラスメ

ント」についての初の実態調査で、

妊娠・出産した派遣社員の48%が経

験したことが、判明（正社員の場合

、21%） 

11.11  三菱航空機が開発を進める国産

初の小型ジエット機の試験飛行で、

初飛行に成功 

11.13  原子力規制委員会、高速増殖炉

もんじゅの運営主体の交代を、文科

相に勧告 

11.13  パリで同時多発テロ、死者130

人超え 

11.17  政府、米軍普天間飛行場の移設

計画を巡り、辺野古沿岸部の埋め立

200人 

10.29  JR総連京滋地区協議会

第21回定期委員会 

10.31  「米軍いらんちゃフェ

スタin2015」（網野町・コミ

ュニティ丹後）、700人、の

ち、会場周辺をデモ 

10.31  世界連邦日本大会(府中

丹文化会館)、850人 

 

 

 

１１月 

11.1  亀岡市長選挙、桂川孝裕

、初当選 

11.1  第23回東九条マダン（元

陶化小学校） 

11.3  厚労省、「過労死等防止

対策推進」のためのシンポジ

ウム京都会場（京都テルサ） 

11.3  『憲法９条の会京都』な

ど「生かそう憲法 守ろう９

条 憲法集会in京都」（円山

野外音楽堂）2,800人、のち

、京都市役所前まで憲法ウオ

ーク 

11.4  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1,854円、期末・勤勉

手当0,10カ月の引き上げ 

11.5  府警生活課など、無許可 

「民泊」業者２人を事情聴取 

11.6  府、経ケ岬通信所周辺の

ドクターヘリ航行履歴につい

て、非開示方針を改め、昨年

11月以降の航行が５件である

、と開示 

11.7  社保協、社会保障実態告

発交流集会（キャンパスプラ

ザ京都） 

11.13  京都市、“市ごみ屋敷

対策条例”に基づき、初の行

政代執行 

11.15  京都弁護士会、「オン

ナもオトコも働きやすい社会

へ」（京都国立国際会館） 

11.18  『憲法いきる市政みら

いネットワーク』決起集会（

京都アスニー）、390人 

11.19  『京都憲法共同センタ

ー』、街頭情宣・デモ（京都

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

11.1  京都ヘルパーのつどい 

（キャンパスプラザ京都） 

11.4  連合京都議員フォーラム

第12回総会・研修会（ANAク

ラウンプラザホテル京都） 

11.6  連合京都京都市協第８回

定期大会（労館） 

11.6  フード連合京滋地区協議

会第14回定期大会（京都タ

ワーホテル） 

11.6  京都医労連・第一日赤、

ストライキ 

11.6  乙訓地労協定期大会（向

日市民会館） 

11.8  交通労連京滋支部第30回

定期総会（労館） 

11.12  連合京都､2016年度京都

市自治体要請（本能寺会館） 

11.12  宮津地労協定期大会（

歴史の館） 

11.13  京都総評、秋季年末闘

争勝利総決起集会（労館）、

130人 

11.14  連合京都北部地協第３

回定期大会 

11.15  きょうとユニオン定期

大会（東山いきいき市民活動

センター） 

11.18  山科地区労定期大会（

京建労山科支部事務所） 

11.19  連合京都乙訓地協第14

回定期総会（バンビオ１番館

） 

11.20 パートのつどい（労館） 

11.21  地域労働運動交流会（

労館） 

11.23  第４回京都団結・交流

まつり（六孫王神社）、500
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て承認を取り消した処分の撤回を翁

長雄志知事に求める訴訟を福岡高裁

那覇支部に提訴 

11.17  広島高裁、“妊娠による降格を

巡る”差し戻し控訴審で、原告女性

の勝訴判決 

11.20  文科省・厚労省の調査結果、10

月1日現在の大学内定率66.5%(前年

比1.9%減)、就職活動繰り下げの影

響 

11.22  大阪府知事選挙と大阪市長選挙

、共に『おおさか維新の会』、勝利 

11.25  最高裁、17件の上告審で、昨年

衆議院選挙を“違憲状態”、と判断 

11.26  中央労働委員会、大阪市の労組

事務所撤去要求は、不当労働行為で

ある、と認定 

11.26  「官民対話」第３回会合、榊原

日本経団連会長、会員企業に2016年

春闘で賃上げするように呼びかける

方針を表明 

11.29  『止めよう！辺野古埋め立て国

会包囲実行委』、辺野古基地反対集

会（日比谷野外音楽堂）、4,500人 

11.30  国際気候変動条約の第21回締約

国会議（COP21）パリ会議 

11.30  年金積立金管理運用独立行政法

人、７～９月の運用結果を発表、株

価下落に伴い７兆９千億円の赤字（

四半期ごとの赤字額では、自主運用

を始めた2001年以降で最大） 

11.30  国際通貨基金理事会、中国の人

民元を、米ドル、ユーロに次ぐ第３

の通貨と位置付け 

11.30  ホンダ、60歳から63歳へ定年引

上げ方針を発表（国内全社員４万人

全員を対象、2016年中の導入をめざ

す） 

 

１２月 

12.1  石川県内の約50名の市民、“マ

イナンバー制度”の運用開始は、憲

法が保障するプライバシー権の侵害

に当たるとして、金沢地裁に提訴 

12.3  防衛、外務両省の職員ら計25人

、特定秘密保護法に基づく、機密を

扱う公務員らへの“適正評価”を拒

否していたことが判明 

12.3  石油元売り最大手のJXホールデ

ィングスと３位の東燃ゼネラル石油

、経営統合で合意と発表（石油元売

市役所前）、500人 

11.19  京都消費者大会（ハー

トピア京都） 

11.20  「暮らし・雇用を守っ

て地域経済を元気にー15秋の

府市民総行動」、府庁前など

、400人 

11.21  京都憲法会議など、「

憲法記念 秋のつどい」（こ

どもみらい館） 

11.22  国交省など、「近畿歴

史まちづくりサミットin京都

」（上七軒歌舞練場） 

11.24  『京都雇用創出活力会

議』『ジョブパーク』強化へ 

11.24  京都弁護士会、「安保

法制廃止をめざす市民集会」

（京都弁護士会館）、150人 

11.27  府老人福祉施設協議会

など、「京都老人福祉学会」

（京都テルサ）、400人 

11.29  『Climate Action No

w！実行委､「アースパレード

2015」（円山野外音楽堂）､5

00人、のち、京都市役所前ま

でパレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.5  京都市男女共同参画市民

会議運営懇談会など、仕事と

生活の調和を図る“ワーク・

ライフ・バランス”を考える

フォーラム（ウイングス京都

） 

12.5  京都市営保育所の民間移

管を考えるシンポジウム（こ

どもみらい館） 

12.8  最高裁、本願寺維持財団

における規定変更は有効と判

人 

11.25  連合京都女性委員会第 

27回定期総会・基調講演（

労館） 

11.27  連合京都金属部門連絡

会第４回総会(～28日、与謝

野荘） 

11.27  連合京都第４回青年委

員会総会（労館） 

11.27  中京地区労定期大会（

中京区役所会議室） 

11.28  連合京都中部地協第３

回定期総会（亀岡・玉川楼） 

11.28  京教組など実行委、第6

5回京都教育研究集会（～29

日）、のべ400人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

12.1  連合京都山城地協第14回

定期総会（宇治市生涯学習セ

ンター） 

12.4  京都交運労協第24回定期

大会（キャンパスプラザ京都

） 

12.4  北上地区労定期大会（京

都アスニー） 

12.4  京教組など、学習講演会

（教文センター）、470人 

12.5  2016京都国民春闘共闘会
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政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

り、２強時代へ） 

12.4  社民党、党首に吉田忠智を再選 

12.5  全国の反原発市民団体、もんじ

ゅ廃炉を求めた集会（福井市内）と

デモ 

12.6  『シールズ』と『学者の会』、

安全保障関連法の廃止を求めた集会

（日比谷野外音楽堂）とデモ 

12.7  日本初の惑星探査・“あかつき

”再挑戦で金星周回軌道入り 

12.8  連合、都内で『クラシノソコア

ゲ応援団!RENGOキャンペーン』開始

宣言集会（日比谷）、3,500人 

12.8  ワタミ過労自殺訴訟（東京地裁

）で和解成立、ワタミ側が遺族側に

1億3千万円の損害賠償と謝罪 

12.12  日印首脳会談（ニューデリー）

､日本の原発輸出を可能にする原子

力協定の締結に原則合意、新幹線導

入も決定 

12.12  COP21、2020年からの地球温暖

化対策の新たな枠組みを定めた「パ

リ協定」を採択 

12.12  『おおさか維新の会』党大会 

（大阪市内）、代表に松井一郎 

12.16  最高裁、“夫婦別姓を認めない

民法の規定”を合憲と判断、女性だ

け６カ月間の再婚禁止期間を定めた

規定は、100日を超える部分を違憲

と判断 

12.16  米国の中央銀行・連邦準備制度

理事会、９年半ぶりに利上げ（ゼロ

金利政策を解除） 

12.17  ソウル中央地裁、産経新聞前ソ

ウル支局長に対し、朴槿恵大統領を

中傷する目的はなかった、として無

罪判決 

12.21  東芝、本社と社内分社の家電事

業で国内外合わせて、7.800人を削

減するとのリストラ策を発表（既に

決めた半導体事業と合わせて10,600

人） 

12.21  気象庁、今年の世界の平均気温 

平年を0.4度上回り、1891年の統計開

始以来過去最高になった、と発表 

12.23  民主、共産、維新、社民の４党 

2016年夏の参議院熊本選挙区に、無

所属候補を擁立することで合意 

12.24  厚労省、2015年労働組合基礎調

査報告、組合員数が988万人で、う

ちパ－ト労働者数102.5万人、推定

断（“お東紛争”と呼ばれる

40年以上続いた対立は事実上

終結） 

12.8  京都労福協加盟団体代表

者会議（リーガロイヤルホテ

ル） 

12.11  日本産業ストレス学会

、職場でのストレスとどう向

き合うのかーその対処法や課

題についての研究会（～12日

、京都テルサ）、のべ800人 

12.11  学術シンポジウム「立

憲主義を考える～日本国憲法

70周年にむけて」（京都大学

）、550人 

12.12  国立京都国際会館、「

国際連盟創設70周年記念シン

ポジウム」（国立京都国際会

館）、1,200人 

12.12 憲法９条の会京都、「９

条京都のつどい」（キャンパ

スプラザ京都）、300人 

12.12  日本機関紙協会京滋地

本第66回定期総会（京都ガー

デンパレス） 

12.13  アメリカンフットボー

ルの全日本大学選手権決勝・

「第70回甲子園ボール」、立

命館大学、５年ぶり８度目の

大学日本一 

12.18  京都食健連総会・収穫

祭（ハートピア京都） 

12.19  京都弁護士会、「秘密

保護法と安全保障法制―廃止

を求める市民集会（京都テル

サ）、380人 

12.19  『安保関連法に反対す

るママの会＠京都』など、戦

争法廃止を求め、京都市役所

前からアピールデモ、150人 

12.20  男子第66回・女子第27

回高校駅伝競走大会（西京極

陸上競技場）、男子優勝世羅

（広島）、洛南６位、女子優

勝世羅（広島）、立命館宇治

12位 

12.20  『SEALES KANSAI』、

安保法成立後初の集会（円山

野外音楽堂）、1,800人、の

ち、デモ 

12.24  京都府と亀岡・南丹・

議発足・春闘討論集会（亀岡

・烟河） 

12.7  部落解放地方共闘会議第

38回定期総会（府部落解放セ

ンター） 

12.8  下京地区労定期大会（し

んまち） 

12.8  西右京地区労定期大会 

（労館） 

12.9  連合京都､2017春季生活

闘争方針討論集会（労館） 

12.10  連合京都、全国一斉労

働相談ダイヤル（～11日） 

12.10  南地区労定期大会（南

区役所会議室） 

12.10  船井地労協定期大会（

園部国際交流会館） 

12.13  京都総評女性部定期大

会（労館） 

12.16  東山地区労定期大会（

ふれあい館） 

12.18  連合京都、京都市長重

点要請（KKRくに荘） 

12.22  京都総評、府への予算

要請行動（自治会館） 

12.23  連合京都2016年地協代

表者会議（連合京都会議室） 

12.25  連合京都、府知事重点

要請（ルビノ堀川） 
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国 内 外 の 動 き 
京都地方 

政 治・経 済・社 会 労  働  運  動 

組織率17.4% 

12.24  福井地裁、関電高浜原発３，４

号機の再稼働差し止めした仮処分決

定を取り消す判決 

12.25  沖縄県、米軍普天間飛行場の辺

野古への移設を進める国に対し、辺

野古建設中断を求めて抗告訴訟を提

起 

12.28  日韓外相会議開催（ソウル）、

従軍慰安婦問題の“最終的かつ不可

逆的な解決”で合意 

12.31  理化学研究所、国際学会で原子

番号113番の新元素を発見したのは

理研であると認定された、と発表 

 

福知山・綾部・京丹波の５市

１町の観光、経済、農林業、

交通機関、行政などの関係者

、『森の京都博実行委員会』

を設立（南丹市国際交流会館

） 

12.30  全日本女子大学選抜駅

伝立命館大学、３年連続９度

目の優勝 

 

 

 


