
第 ２ 章　労働委員会の活動状況

第 １ 節  　会　議　等

１　総　　会

総　会　開　催　状　況

自  平成30年４月１日
至　平成31年３月31日

出　席　委　員

公 労 使
１　30(個)257号事件のあっせん申請について
２　29(不)１号事件の終結について

下元 池澤 長瀧 ３　高知福山通運(株)事件の実情調査終結について
山岡 武政 加藤 ４　高知県赤十字血液センター事件の実情調査終結　　　
川田 小野川 西山 　について
藤原 筒井 小笠原 ５　労働相談実績(３月分及び平成29年度総計)につ
鶴岡 岡林 　いて

６　あっせん員候補者の委解嘱について
７　第41期組織総会・第1784回臨時総会議事録承認
　について

下元 池澤 長瀧 １　30(個)257号事件のあっせん経過について
山岡 岡林 加藤 ２　四国運輸(株)事件の実情調査終結について
川田 小笠原 ３　高知赤十字病院事件の実情調査終結について
藤原 三宮 ４　29(不)１号事件の再審査申立てについて
鶴岡 ５　第1785回定例総会議事録承認について
下元 池澤 長瀧 １　30(あ)２号事件のあっせん申請について
山岡 武政 加藤 ２　30(個)257号事件のあっせん終結について
藤原 小野川 小笠原 ３　高知県厚生連労組(ＪＡ高知病院)の争議行為の
鶴岡 筒井 三宮 　予告通知について

岡林 ４　労働相談実績(４月分)について
５　第1786回定例総会議事録承認について

下元 池澤 長瀧 １　30(あ)２号事件のあっせん経過について
山岡 小野川 加藤 ２　四国ブロック労働委員会会長連絡会議について
川田 筒井 小笠原 ３　第1787回定例総会議事録承認について
藤原 岡林 三宮
鶴岡

１　30(あ)２号事件のあっせん経過について
下元 武政 長瀧 ２　高知県倉庫運送(株)事件の実情調査終結につい
山岡 小野川 加藤 　て
川田 筒井 小笠原 ３　高知県運輸合同労組高知通運支部、高知福山通
藤原 岡林 三宮 　運労組、高知県倉庫運送労組、丸中運送労組及び
鶴岡 　丸福運輸労組の争議行為の予告通知について

４　労働相談実績(５月分)について
５　第1788回定例総会議事録承認について
１　30(あ)２号事件のあっせん経過について

下元 池澤 長瀧 ２　高知通運(株)及び高知県倉庫運送(株)事件の実
山岡 小野川 加藤 　情調査終結について
川田 筒井 小笠原 ３　ＪＡ高知病院事件の実情調査終結について
藤原 岡林 三宮 ４　第106回四国労働委員会協議会総会について
鶴岡 ５　平成30年度全国労働委員会会長連絡会議につい

　て
６　第1789回定例総会議事録承認について

労働委員会は、労働委員会規則により月１回以上総会を開くこととされており、当
委員会は、原則として毎月第１及び第３木曜日に定例総会を、また、会長が必要と認
めた場合に、臨時総会を開催することとしている。
　平成30年度は、定例総会が24回開催され、その概要は、次のとおりである。

回数 月日 場所 付　 議　 事　 項

1786 4.19 委員室

1787 5.10 委員室

1788 5.17 委員室

1785 4.5 委員室

1789 6.7 委員室

1790 6.21 委員室
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出　席　委　員

公 労 使
回数 月日 場所 付　 議　 事　 項

下元 池澤 長瀧 １　30(あ)２号事件のあっせん経過について
山岡 武政 西山 ２　労働相談実績(６月分)について
川田 小野川 小笠原 ３　第1790回定例総会議事録承認について
藤原 筒井 三宮
鶴岡 岡林
下元 小野川 長瀧 １　30(あ)２号事件のあっせん終結について
山岡 筒井 西山 ２　高知福山通運(株)事件の実情調査終結について
川田 岡林 小笠原 ３　第60回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議
藤原 三宮 　について
鶴岡 ４　第1791回定例総会議事録承認について
下元 武政 長瀧 １　30(あ)３号事件のあっせん申請について
山岡 小野川 加藤 ２　(株)丸中運送及び(株)丸福運輸各事件の実情調
川田 筒井 西山 　査終結について
藤原 岡林 小笠原 ３　労働相談実績(７月分)について
鶴岡 三宮 ４　第1792回定例総会議事録承認について
下元 池澤 小笠原 １　30(あ)３号事件のあっせん経過について
山岡 武政 三宮 ２　第1793回定例総会議事録承認について
川田 小野川
藤原 筒井
鶴岡 岡林
下元 池澤 加藤 １　30(あ)３号事件のあっせん経過について
山岡 武政 小笠原 ２　30(あ)４号事件のあっせん申請について
藤原 小野川 ３　30(個)258号事件のあっせん申請について
鶴岡 筒井 ４　労働相談実績(８月分)について

岡林 ５　第1794回定例総会議事録承認について
下元 小野川 長瀧 １　30(あ)３号事件のあっせん終結について
山岡 筒井 加藤 ２　30(あ)４号事件のあっせん経過について
川田 岡林 小笠原 ３　30(個)258号事件のあっせん終結について
藤原 三宮 ４　30(個)259号事件のあっせん申請について
鶴岡 ５　第1795回定例総会議事録承認について
山岡 池澤 長瀧 １　30(あ)４号事件のあっせん経過について
川田 武政 加藤 ２　30(個)259号事件のあっせん経過について
藤原 小笠原 ３　労働相談実績(９月分)について
鶴岡 三宮 ４　第1796回定例総会議事録承認について
下元 池澤 加藤 １　30(あ)４号事件のあっせん経過について
山岡 武政 西山 ２　30(個)259号事件のあっせん経過について
川田 小野川 小笠原 ３　第1797回定例総会議事録承認について
藤原 筒井 三宮 ※　委員勉強会「若年労働者の就職支援の現状と課
鶴岡 岡林 　題」

　　講師：ジョブカフェこうち　前所長
下元 池澤 長瀧 １　30(あ)４号事件のあっせん経過について
山岡 小野川 西山 ２　30(個)259号事件のあっせん終結について
川田 筒井 小笠原 ３　高知赤十字病院労組及び高知県赤十字血液セン
藤原 岡林 三宮 　ター労組の争議行為の予告通知について
鶴岡 ４　第1798回定例総会議事録承認について
下元 池澤 長瀧 １　30(あ)４号事件のあっせん経過について
山岡 武政 西山 ２　高知赤十字病院事件の実情調査終結について
川田 小野川 小笠原 ３　第73回全国労働委員会連絡協議会総会について
藤原 岡林 三宮 ４　労働相談実績(10月分)について
鶴岡 ５　第1799回定例総会議事録承認について

１　30(あ)４号事件のあっせん経過について
下元 武政 長瀧 ２　30(あ)５号事件のあっせん申請について
山岡 筒井 西山 ３　30(不)１号事件の救済申立てについて
川田 小笠原 ４　「今後の労働委員会の在り方検討小委員会」の
鶴岡 三宮 　委員等について

５　労働相談実績(11月分)について
６　第1800回定例総会議事録承認について

下元 池澤 長瀧 １　30(あ)４号事件のあっせん経過について
山岡 武政 西山 ２　30(あ)５号事件のあっせん経過について
川田 小野川 小笠原 ３　30(不)１号事件について
藤原 筒井 ４　高知県赤十字血液センター事件の実情調査終結
鶴岡 岡林 　について

５　第1801回定例総会議事録承認について

1791 7.5 委員室

1792 7.19 委員室

1793 8.2 委員室

1794 8.16 委員会

1795 9.6 委員室

1796 9.20 委員室

1797 10.4 委員室

1798 10.18 委員室

1799 11.1 委員室

1800 11.15 委員室

1802 12.20 委員室

1801 12.6 委員室

- 5 -



出　席　委　員

公 労 使
回数 月日 場所 付　 議　 事　 項

１　30(あ)４号事件のあっせん経過について
下元 池澤 長瀧 ２　30(あ)５号事件のあっせん経過について
山岡 武政 加藤 ３　31(個)260号事件のあっせん申請について
川田 小野川 小笠原 ４　30(不)１号事件について
鶴岡 筒井 三宮 ５　28(不)２号事件の再審査手続の終了について

岡林 ６　労働相談実績（12月分）について
７　第1802回定例総会議事録承認について
１　30(あ)４号事件のあっせん経過について

下元 池澤 長瀧 ２　30(あ)５号事件のあっせん経過について
山岡 武政 加藤 ３　31(個)260号事件のあっせん経過について
川田 小野川 小笠原 ４　30(不)１号事件について
藤原 筒井 三宮 ５　第60回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議
鶴岡 岡林 　について

６　第1803回定例総会議事録承認について
※　委員勉強会「紛争解決に役立つ勤務形態の差異
　に基づく処遇格差に係る法令・裁判例等の動向に
　ついて」

下元 武政 長瀧 　　講師：中央労働委員会事務局 総務課長
山岡 小野川 西山 　　場所：高知県職員能力開発センター
川田 筒井 小笠原 １　30(あ)４号事件のあっせん終結について
藤原 岡林 三宮 ２　30(あ)５号事件のあっせん経過について
鶴岡 ３　31(個)260号事件のあっせん経過について

４　31(個)261号事件のあっせん申請について
５　30(不)１号事件について
６　労働相談実績（１月分）について
７　第1804回定例総会議事録承認について

下元 池澤 長瀧 １　30(あ)５号事件のあっせん経過について
山岡 武政 西山 ２　31(個)260号事件のあっせん経過について
川田 小野川 小笠原 ３　31(個)261号事件のあっせん終結について
藤原 筒井 ４　30(不)１号事件について
鶴岡 ５　第528回公益委員会議について

６　第1805回定例総会議事録承認について
１　30(あ)５号事件のあっせん経過について
２　31(個)260号事件のあっせん経過について
３　30(不)１号事件について
４　西日本ＮＴＴ関連労組の争議行為の予告通知に

下元 武政 長瀧 　ついて
川田 小野川 加藤 ５　高知県運輸合同労組高知通運支部、四国運輸労
藤原 岡林 小笠原 　組、高知福山通運労組、高知県倉庫運送労組、丸
鶴岡 三宮 　中運送労組及び丸福運輸労組の争議行為の予告通

　知について
６　高知赤十字病院労組及び高知県赤十字血液セン
　ター労組の争議行為の予告通知について
７　労働相談実績（２月分）について
８　第1806回定例総会議事録承認について
１　30(あ)５号事件のあっせん終結について
２　31(個)260号事件のあっせん終結について

下元 筒井 長瀧 ３　31(個)262号事件のあっせん申請について
山岡 岡林 三宮 ４　30(不)１号事件について
川田 ５　(株)ＮＴＴフィールドテクノ事件の実情調査終
藤原 　結について
鶴岡 ６　第１回「今後の労働委員会の在り方検討小委員

　会」の開催について

７　第1807回定例総会議事録承認について

1806 2.21 委員室

1803 1.10 委員室

1804 1.17 委員室

1805 2.7 委員室

1807 3.7 委員室

1808 3.28 委員室
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