
都道府県 開催状況 会議名・構成機関

北海道 12/24
開催

■会議名：北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議
■構成員
（労働者団体）連合北海道
（使用者団体）経済連合会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）北海道、札幌市、北海道経産局、北海道労働局

青森県 12/16
開催

■会議名：青森県働き方改革推進協議会
■構成員
（労働者団体）連合青森
（使用者団体）経営者協会
（行政機関）青森県、東北経産局、青森労働局

岩手県 2/9
開催

■会議名：いわてで働こう推進協議会
■構成員
（労働者団体）連合岩手
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）岩手県、岩手県市長会、岩手県町村会、岩手労働局
（その他）岩手県高等学校長協会、岩手県私学協会、岩手大学、岩手県専修学校

各種学校連合会、岩手県PTA連合会、岩手県社会福祉協議会、岩手県
農業公社、岩手県林業労働対策基金、岩手県漁業担い手育成基金、岩
手県建設業協会

宮城県 12/25
開催

■会議名：宮城働き方改革推進等政労使協議会
■構成員
（労働者団体）連合宮城
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）宮城県、仙台市、東北経産局、宮城労働局

1

各都道府県における開催状況 別添２



都道府県 開催状況 会議名・構成機関

秋田県 2/5
開催

■会議名：秋田いきいきワーク推進会議
■構成員
（労働者団体）連合秋田
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中央会
（行政機関）秋田県、東北経産局、秋田労働局
（その他）東北公益文科大学長、秋田大学、企業経営者

山形県 12/18
開催

■会議名：山形県正社員転換・働き方改革等推進会議
■構成員
（労働者団体）連合山形
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）山形県、東北経産局、山形労働局

福島県 12/21
開催

■会議名：福島県魅力ある職場づくり推進会議
■構成員
（労働者団体）連合福島
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）福島県、東北経産局、福島労働局

茨城県 12/17
開催

■会議名：茨城働き方改革・労働環境改善協議会
■構成員
（労働者団体）連合茨城
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）茨城県、茨城労働局

栃木県 2/10
開催
※3/14に
第二回

■会議名：とちぎ公労使会議
■構成員
（労働者団体）連合栃木
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）栃木県、栃木県市長会、栃木県町村会、栃木労働局 2
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群馬県 2/12
開催
※3/22に
第二回

■会議名：働き方改革の推進に向けた群馬県政労使会議
■構成員
（労働者団体）連合群馬
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）群馬県、前橋市、太田市、群馬労働局

埼玉県 2/8
開催

■会議名：埼玉県公労使会議
■構成員
（労働者団体）連合埼玉
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業

家同友会
（行政機関）埼玉県、埼玉労働局

千葉県 12/18
開催

■会議名：千葉県政労使会議
■構成員
（労働者団体）連合千葉
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）千葉県、千葉労働局

東京都 12/24
開催

■会議名：東京の成長に向けた公労使会議
■構成員
（労働者団体）連合東京
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）東京都、東京労働局

神奈川県 2/1
開催

■会議名：神奈川県魅力ある職場作り推進会議
■構成員
（労働者団体）連合神奈川
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、経済同友会
（行政機関）神奈川県、関東経産局、神奈川労働局 3
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新潟県 1/28
開催

■会議名：働き方改革等連絡協議会
■構成員
（労働者団体）連合新潟
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）新潟県、新潟労働局

富山県 2/15
開催

■会議名：富山労働局働き方改革推進、正社員転換・待遇改善実現本部
平成２７年度拡大会議

■構成員
（労働者団体）連合富山
（使用者団体）経営者協会
（行政機関）富山県、中部経産局、富山労働局

石川県 12/25
開催

■会議名：いしかわ働き方改革等推進会議
■構成員
（労働者団体）連合石川
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）石川県、中部経済局、石川労働局

福井県 11/13
開催
※2/3に
第二回

■会議名：ふくい働き方改革推進会議
■構成員
（労働者団体）連合福井
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）福井県、近畿経産局、福井労働局

山梨県 1/15
開催

■会議名：やまなし働き方改革推進会議
■構成員
（労働者団体）連合山梨
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）山梨県、甲府市、山梨労働局 4
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長野県 2/4
開催

■会議名：長野県働き方改革・女性活躍推進会議
■構成員
（労働者団体）連合長野
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）長野県、長野労働局

岐阜県 3/23
開催

■会議名：岐阜県働き方改革推進協議会
■構成員
（労働者団体）連合岐阜
（使用者団体）経営者協会
（行政機関）岐阜県、中部経産局、岐阜労働局

静岡県 11/24
開催
※3/25に
第二回

■会議名：静岡県働きやすい職場づくり推進公労使会議
■構成員
（労働者団体）連合静岡
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）静岡県、静岡市、浜松市、関東経産局、静岡労働局

愛知県 11/25
開催
※2/12に
第二回

■会議名：愛知県政労使協議会
■構成員
（労働者団体）連合愛知
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、

中部経済連合会
（行政機関）愛知県、中部経産局、愛知労働局
（その他）名古屋大学総長、名古屋工業大学学長、豊橋技術科学大学学長、

学校法人梅村学園 理事・学術顧問
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三重県 2/23
開催

■会議名：三重県雇用創造懇話会
■構成員
（労働者団体）連合三重
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）三重県、三重労働局
（その他）三重大学

滋賀県 12/24
開催

■会議名：雇用推進行労使会議
■構成員
（労働者団体）連合滋賀
（使用者団体）滋賀経済産業協会
（行政機関）滋賀県、滋賀労働局

京都府 11/24
開催

■会議名：京都労働経済活力会議
■構成員
（労働者団体）連合京都
（使用者団体）経営者協会
（行政機関）京都府、京都市、京都労働局

大阪府 11/12
開催

■会議名：大阪働き方改革推進会議
■構成員
（労働者団体）連合大阪
（使用者団体）関西経済連合会
（行政機関）大阪府、大阪市、堺市、近畿経産局、大阪労働局

兵庫県 12/21
開催

■会議名：兵庫地方働き方改革推進会議
■構成員
（労働者団体）連合兵庫
（使用者団体）経営者協会
（行政機関）兵庫県、兵庫労働局 6
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奈良県 3/28
開催

■会議名：奈良県働き方改革推進協議会
■構成員
（労働者団体）連合奈良
（使用者団体）県内企業経営者
（行政機関）奈良県、近畿経産局、奈良労働局

和歌山県 2/12
開催

■会議名：和歌山働き方改革会議
■構成員
（労働者団体）連合和歌山、ＵＡゼンセン
（使用者団体）経営者協会、㈱インテリックス、学校法人田原学園慶風高等学校
（行政機関）和歌山県、和歌山市、近畿経産局、和歌山労働局

鳥取県 12/25
開催

■会議名：正規雇用一万人チャレンジ推進会議
■構成員
（労働者団体）連合鳥取
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）鳥取県、鳥取県市長会、鳥取県町村、鳥取労働局
（その他）鳥取県農業協同組合中央会、鳥取県森林組合連合会、鳥取県漁業協同組

合、公益社団法人鳥取県観光連盟、鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合、
社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会、公益社団法人鳥取県医師会、公益
社団法人鳥取県看護協会、一般社団法人鳥取県薬剤師会、鳥取県社会福
祉施設経営者協議会、鳥取県子ども家庭育み協会、一般社団法人鳥取県
建設業協会、一般社団法人鳥取県測量設計業協会、国立大学法人鳥取大
学、公立大学法人公立鳥取環境大学、鳥取看護大学、鳥取短期大学、独
立行政法人国立高等専門学校機構、米子工業高等専門学校、一般社団法
人鳥取県私立学校協会、鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会、鳥取県職業能力
開発機構、公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
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島根県 11/18
開催

■会議名：島根県仕事と生活の調和推進連絡会議
■構成員
（労働者団体）連合島根
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）島根県、島根労働局

岡山県 10/26
開催

■会議名：地域ぐるみで働き方改革を推進するためのおかやま労使会議
■構成員
（労働者団体）連合岡山
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）岡山県、中国経産局、岡山労働局

広島県 2/10
開催

■会議名：広島県雇用推進会議
■構成員
（労働者団体）連合広島
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、経済同友会
（行政機関）広島県、広島市、福山市、中国経済局、広島労働局
（その他）広島大学、福山市立大学、広島修道大学

山口県 12/22
開催

■会議名：山口県政労使会議
■構成員
（労働者団体）連合山口
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）山口県、山口労働局
（その他）（独）高齢・障害・求職者支援機構山口支部
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徳島県 2/10
開催

■会議名：徳島雇用政策懇談会
■構成員
（労働者団体）連合徳島
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）徳島県、四国経産局、徳島労働局

香川県 12/16
開催

■会議名：香川働き方改革推進本部 本部会議
■構成員
（労働者団体）連合香川
（使用者団体）経営者協会、香川労働基準協会
（行政機関）香川県、香川労働局

愛媛県 12/15
開催

■会議名：愛媛県における雇用の質の向上促進懇談会
■構成員
（労働者団体）連合愛媛
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、愛媛県法

人会連合会、経済同友会
（行政機関）愛媛県、愛媛労働局

高知県 1/25
開催

■会議名：高知県働き方改革推進会議
■構成員
（労働者団体）連合高知
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）高知県、高知労働局

福岡県 2/9
開催

■会議名：福岡「働き方改革等推進会議」
■構成員
（労働者団体）連合福岡
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）福岡県、九州経産局、福岡労働局 9
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佐賀県 2/9
開催

■会議名：佐賀県魅力ある職場づくり推進会議
■構成員
（労働者団体）連合佐賀
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）佐賀県、九州経産局、佐賀労働局

長崎県 1/18
開催

■会議名：働き方改革等推進のための長崎県７者会議
■構成員
（労働者団体）連合長崎
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）長崎県、長崎労働局

熊本県 12/15
開催

■会議名：働き方改革推進熊本地方協議会
■構成員
（労働者団体）連合熊本
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）熊本県、熊本市、熊本労働局

大分県 1/28
開催

■会議名：大分県ワーク・ライフ・バランス推進会議
■構成員
（労働者団体）連合大分
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、

経済同友会
（行政機関）大分県、大分市、大分労働局
（その他）大分大学、県内企業14社
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宮崎県 1/19
開催

■会議名：宮崎県雇用政策懇談会
■構成員
（労働者団体）連合宮崎
（使用者団体）経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、宮崎県工業

会、中小企業家同友会
（行政機関）宮崎県、宮崎労働局
（その他）宮崎大学

鹿児島県 2/10
開催

■会議名：鹿児島県のよりよい雇用・労働環境実現に向けた政労使会議
■構成員
（労働者団体）連合鹿児島
（使用者団体）経営者協会、商工会、中小企業団体中央会
（行政機関）鹿児島県、鹿児島県教育庁、鹿児島市、九州経済産業局、鹿児島労働局

沖縄県 3/25
開催

■会議名：沖縄県雇用対策推進協議会
■構成員
（労働者団体）連合沖縄
（使用者団体）経営者協会
（行政機関）沖縄県、沖縄労働局
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