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第７節 会     議 

 

 

１  概 要 

  労働委員会の会議は、労働委員会規則第３条に規定されており、委員全員で行う総会  

（第１項第１号）、公益委員全員で行う公益委員会議（同項第２号）、その他必要に応じて開催す

る調停委員会及び仲裁委員会等（同条第２項）がある。 

 また、これらの会議のほかに、労働委員会相互の連絡を密にし、事務処理の必要な統一と調整

を図るため、全国及び地域別の連絡協議会等が設けられている。（労働委員会規則第８６条） 

 

２ 総 会 

  総会は、労働委員会の最高機関というべきものであって、労働委員会規則第５条に  

規定する付議事項のほか、委員会の業務全般の運営について協議する会議であり、全委員

が出席して開催される。 

  なお、総会に付議される事項は次のとおりである。 

(1) 労働協約の地域的な一般的拘束力の適用の決議に関する事項 

(2) あっせん員候補者の委嘱及び解任に関する事項 

(3) 臨時のあっせん員の委嘱に関する事項 

 (4) 調停及び仲裁の開始に関する事項 

(5) 会長及び会長代理の選挙並びに委員の罷免に関する事項 

 (6) 労働組合法第２２条の強制権限の行使に関する事項 

(7) 都道府県労委規則の制定及び改廃に関する事項 

(8) 特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項 

(9)  その他会長が必要と認める事項 

 

平成２９年中に開催された総会は、１月１９日に開催された第１６７１回総会から１２

月２５日に開催された第１６９２回総会までの２２回であり、その開催状況は次のとおり

である。 
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平成２９年総会開催状況 

 

(平成２９年１月～１２月) 

回 開催期日 議        題 

1671 1月19日 (報告事項) 

(1) 平成 28年(あ)第 7号事件の終結について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について  

(3) 審査事件の状況について 

(4) 平成 28年中の不当労働行為事件の審査、労働争議の調整及び 

個別的労使紛争のあっせんの実施状況の公表について 

(その他) 

(1) 新規の不当労働行為事件に係る労使の参与委員の申出について 

(2) 第 72回全国労働委員会連絡協議会総会における議題(案)の提 

出について 

1672 2月 6日 (報告事項)     

(1) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(2) 審査事件の状況について 

(その他) 

(1) 平成 28年度(第 3回)関東地区労使関係セミナーについて 

1673 2月20日 (報告事項) 

(1) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(2) 審査事件の状況について 

(その他) 

(1) 不当労働行為審査の手引の作成について 

1674 3月13日  (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 1号事件の申請について 

(2) 平成 29年(あ)第 1号事件の申請について  

(3) 争議行為の予告について 

(4) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について  

(5) 審査事件の状況について    

 (その他) 

(1) 新規の不当労働行為事件に係る労使の参与委員の申出について 
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回 開催期日 議        題 

1675 3月23日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(あ)第 2号事件の申請について 

(2) 平成 29年(個)第 2号事件の申請について 

(3) 平成 29年(個)第 3号事件の申請について  

(4) 平成 29年(個)第 1号事件の終結について 

(5) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について  

(6) 審査事件の状況について  

 (その他) 

(1)  労働争議の調整（あっせん）に関する総会決定事項の制定について 

(2)  「千葉県地方労働委員会の権限に属する事務の専決について」の 

改正について 

(3)  第 138回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の開催につい 

て 

(4)  平成 29年度総会日程について 

1676 

 

 

 

 

 

 

4月10日 

 

 

 

 

 

 

(付議事項) 

(1) あっせん員候補者(委員以外の職にある者)の解任と委嘱に 

ついて 

(2) 労働争議の調整（あっせん）に関する総会決定事項の制定について 

(報告事項) 

(1) 平成 29 年(あ)第 1号事件の終結について 

(2) 平成 29 年(個)第 2号事件の終結について 

(3) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(4) 審査事件の状況について 

(5) 公益委員会議について 

(その他) 

(1) 平成 29年度各種会議等出席予定者について 

1677 4月27日 (付議事項) 

(1) 千葉県労働委員会が取り扱う個人情報に関する千葉県個人情報 

保護条例施行規則の一部改正について 

 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 4号事件の申請について 

(2) 平成 29年(個)第 3号事件の終結について 

(3) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(4) 審査事件の状況について 

(意見交換) 

(1)  第 138 回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の議題につい

て 

(その他) 

(1) 調整関係事務処理要領の改正について 

(2) 平成 29年度総会日程について 
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回 開催期日 議        題 

1678 5月11日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 4号事件の終結について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について 

(4) 公益委員会議について 

 (その他) 

(1)  無料労働相談会について 

(2)  委員・事務局職員合同研修会について 

1679 5月25日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(あ)第 2号事件の終結について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について 

(その他) 

(1)  第 138回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の報告につい 

て 

(2) 第 77 回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の報告につい

て 

1680 6月12日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 5号事件の申請について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について 

(その他) 

(1)  平成 29年度全国労働委員会会長連絡会議の報告について 

1681 6月22日 (報告事項) 

(1) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(2) 審査事件の状況について 

(3) 千労委平成 22年(不)第 3号事件(東日本旅客鉄道事件 [千葉動 

労配転等])に係る行政訴訟について 

1682 7月10日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 5号事件の終結について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について  

(その他) 

(1) 新規の不当労働行為事件に係る労使の参与委員の申出について 
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回 開催期日 議        題 

1683 7月27日 (報告事項) 

(1) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(2) 審査事件の状況について 

 (その他) 

(1) 第 139回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の開催につい 

  て 

(2) 第 31回 14都道府県労働委員会使用者委員会議の報告について 

1684 8月24日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 6号事件の申請について 

(2) 平成 29年(個)第 7号事件の申請について 

(3) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(4) 審査事件の状況について 

(参与委員の申出) 

(1) 新規の不当労働行為事件に係る労使の参与委員の申出について 

(意見交換) 

(1) 第 139回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の議題につい 

  て 

1685 9月11日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 8号事件の申請について 

(2) 平成 29年(個)第 9号事件の申請について 

(3) 平成 29年(個)第 6号事件の終結について 

(4) 審査事件の状況について 

(5) 公益委員会議について 

1686 9月 28日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 10号事件の申請について 

(2) 平成 29年(あ)第 3号事件の申請について 

(3) 平成 29年(個)第 7号事件の終結について 

(4) 審査事件の状況について 

(5) 公益委員会議について 

(その他) 

(1) 第 139回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の報告について 

(2) 平成 29 年度関東ブロック労働委員会会長連絡会議の報告につい

て 
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回 開催期日 議        題 

1687 10月12日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 8号事件の終結について 

(2) 平成 29年(個)第 10号事件の終結について 

(3) 平成 29年(あ)第 3号事件の終結について 

(4) 審査事件の状況について 

(5) 公益委員会議について 

 (その他) 

(1)  第 1回無料労働相談会について 

1688 10月26日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(あ)第 4号事件の申請について 

(2) 平成 29年(個)第 9号事件の終結について 

(3) 審査事件の状況について 

(その他) 

(1) 第 2回無料労働相談会について 

1689 11月13日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 11号事件の申請について 

(2) 平成 29年(あ)第 5号事件の申請及び終結について 

(3) 争議行為の予告及び争議行為に基づく実情調査結果について 

(4) 審査事件の状況について 

(5) 公益委員会議について 

(その他) 

(1) 第 3回無料労働相談会について 

(2) 第 72回全国労働委員会連絡協議会総会の議題について 

1690 11月30日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(あ)第 4号事件の終結について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について 

 (その他) 

(1) 第4回無料労働相談会について 

1691 12月11日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(個)第 11号事件の終結について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について 

 (その他) 

(1) 第73回全国労働委員会連絡協議会総会における議題（案）の提出

について 

(2) 平成30年度総会日程について 
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回 開催期日 議        題 

1692 12月25日 (報告事項) 

(1) 平成 29年(あ)第 6号事件の申請について 

(2) 争議行為の予告に基づく実情調査結果について 

(3) 審査事件の状況について 

 (その他) 

(1) 平成29年千葉県労働委員会の活動状況等について 

 

３ 公益委員会議 

公益委員会議は、労働委員会規則第９条第１項に規定する付議事項について協議する会議

であり、公益委員が出席して開催される。 

公益委員会議に付議される事項は、次のとおりである。 

  (1) 労働組合の資格に関する事項 

  (2) 不当労働行為に関する事項 

  (3) 労働関係調整法第４２条の規定による請求に関する事項 

  (4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定による認定及び告示に 関

する事項 

  (5) その他会長が必要と認める事項 

 

平成２９年中に開催された公益委員会議は、３月２３日に開催された第１６３７回公益委員会議

から１０月２６日に開催された第１６４２回公益委員会議までの６回であり、その開催状況は次のと

おりである。 
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回 開催期日 議          題 

1637 3月 23日 (その他) 

(1) 他機関からの照会について 

(2) 不当労働行為事件に係る実践研修について 

1638 4月 27日 (意見交換) 

(1) 第 77回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の議題 

について 

(2)不当労働行為事件に係る実践研修について 

1639 8月 24日 (意見交換) 

(1) 平成 29年度十四都道府県労働委員会公益委員会議の議題 

について 

(2) 第 78回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の議題 

について 

1640 9月 11日 (意見交換) 

(1)千労委平成 29年(不)第 1号事件について 

(その他) 

(1)平成 29年度十四都道府県労働委員会公益委員会議の報告 

について 

1641 9月 28日 (その他) 

(1)不当労働行為事件に係る実践研修について 

(2)第 78回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の報告 

について 

1642 10月 26日 (付議事項) 

(1)組合資格審査(法人登記) 

ア  平成 29年(資)第 8号(適合) 

イ  平成 29年(資)第 9号(適合) 

  

平成２９年公益委員会議開催状況 

 

 (平成２９年１月～１２月) 
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4 連絡協議会及び連絡会議 

  各種連絡会議は、労働委員会相互の連絡を緊密にし、法の解釈、運用、事務処理について必 

要な調整と統一を図るために、全国又は地域別に開催されている。 

 

＜全国・広域＞ 

(1)第 72回全国労働委員会連絡協議会総会 

・期  日 11月 16日～17日 

・開催場所 東京都中野区 

・議  題 1 労働委員会の活性化について 

2 パワハラを原因とするあっせん申請への対応状況について 

3 審査事件に不慣れな当事者への調査・審問での審査指揮について 

 

(2)全国労働委員会会長連絡会議 

・期 日 6月 2日 

・開催場所 兵庫県神戸市 

・議題懇談 働き方改革の推進が今後の労働関係におよぼす影響について  

 

(3)全国労働委員会事務局長連絡会議 

・期 日 6月 1日 

・開催場所 兵庫県神戸市 

・議   事 1 審査・調整事件等の概況について 

2 その他 

3 議題懇談「事務局職員の養成等、労働委員会事務局が抱える課題の共有と

解決にむけて」 

           

(4)全国労働委員会事務局調整主管課長会議 

・期 日 11月 21日 

・開催場所 東京都港区 

・議   事 1 中央労働委員会事務局からの説明(調整業務の運営について) 

 2 都道府県労働委員会からの事例報告 

 3 都道府県労働委員会からの業務報告 

 

(5)全国労働委員会事務局審査主管課長会議 

・期 日 11月 22日 

・開催場所 東京都港区 

・議 題 1 組合資格審査に係る事例発表 

  2 不当労働行為事件の審査における情報セキュリティ対策と文書管理 

  

 

 

 

 



- 40 - 

 

＜関東ブロック＞ 

(1)関東ブロック労働委員会三者連絡協議会(第 138回) 

・期 日 5月 18日～19日 

・開催場所 群馬県高崎市 

・議 題 1 パワーハラスメントを理由とする個別あっせん事件・集団あっせん事件への対 

応について 

 2 「働き方改革」について【講演】 

 

(2)関東ブロック労働委員会三者連絡協議会(第 139回) 

・期 日 9月 14日～15日 

・開催場所 埼玉県さいたま市 

・議 題 1 相手方当事者が提出した書証をブログに掲載するおそれがある当事者への対

応について 

 2 不当労働行為救済申立事件の申立後も続く組合つぶしに対して、労働委

員会は何ができるか 

 

(3)関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議 

・期 日 5月 18日 

・開催場所 群馬県高崎市 

・議 題 有期雇用契約である組合員の解雇に関する不当労働行為救済申立て事件の救

済方法について 

 

(4)関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議 

・期 日 9月 14日 

・開催場所 埼玉県さいたま市 

・議 題 アスベストにより健康被害を受けた元従業員やその家族等に対する補償問題に

係る義務的団交事項該当性について 

 

(5)関東ブロック労働委員会会長連絡会議 

・期 日 9月 15日 

・開催場所 埼玉県さいたま市 

・議 題 1 命令事件における被申立人企業名の公表のあり方について 

 2 各労働委員会が直面する課題について 
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＜14都道府県＞ 

(1)14都道府県労働委員会公益委員会議 

・期 日 9月 7日～8日 

・開催場所 福岡県福岡市 

・議 題 1 交渉関係が未成熟な事案における労働委員会の教育的役割のあり方につ 

いて 

 2 和解書の守秘条項について 

           3 賞与の不支給に係る不当労働行為について 

 4  労働組合資格審査における労組法２条１号の「使用者の利益を代表する 

   者」の確認方法 

  

(2)第 31回 14都道府県労働委員会使用者委員会議 

・期 日 7月 13日 

・開催場所 兵庫県神戸市 

・議 題 1 審査事件の迅速な解決について 

      2 併存組合との賃上げ交渉の結果と不当労働行為について 

・特別講演 「第 4次産業革命と雇用」 

    

(3)14都道府県労働委員会事務局長連絡会議 

・期 日 9月 1日 

・開催場所 神奈川県横浜市 

・議 題 1 人材育成について 

 2 諸会議のあり方について 

 3 不当労働行為事件の代理人・補佐人の許可について 

 4 第１回あっせん期日の設定について 

 

 


