
【令和２年度】 　九州運輸局　

場所 当局側の出席者 テーマ

1 R2.5.11(月) １７:１５～１７:３０ 支局次長室 佐賀運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部唐津分会

分会長
新型コロナウィルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

2 R2.5.11(月) １７:１５～１７:３０ 書面のみ 佐世保海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保海運分会

分会長
新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

3 R2.5.12(火) １７:１５～１７:４０ 事務所長室
佐世保自動車検査登録事務所長
他１名

国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保陸運分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

4 R2.5.13(水) １７:１５～１７:３０ 支局長室 福岡運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡陸運分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

5 R2.5.13(水) １７:１５～１７:３０ 事務所長室
福岡運輸支局若松海事事務所長
他１名

国土交通労働組合
九州運輸支部若松分会

分会長
新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

6 R2.5.13(水) １７:１５～１７:３０ 次長室 長崎運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎陸運分会

分会長
他２名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

7 R2.5.13(水) １７:２０～１７:３５ 次長室 熊本運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部三角分会

分会長
新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

8 R2.5.13(水) １７:１５～１７:３０ 支局長室 宮崎運輸支局長　他２名
国土交通労働組合
九州運輸支部宮崎分会

分会長
他２名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

9 R2.5.13(水) １７:１５～１８:００ 支局長室 鹿児島運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島海運分会

分会長
新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

10 R2.5.13(水) １２:３０～１２:４５ 事務所長室 下関海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部下関分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

11 R2.5.14(木) １７:２０～１７:４０ 事務所長室
筑豊自動車検査登録事務所長
他１名

国土交通労働組合
九州運輸支部筑豊分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

12 R2.5.14(木) １７:２０～１７:２５ 支局長室 長崎運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎海運分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

13 R2.5.14(木) １６:３０～１７:００ 支局長室 大分運輸支局長　他２名
国土交通労働組合
九州運輸支部大分分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

14 R2.5.15(金) １２:００～１２:１５ 次長室 福岡運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡海運分会

分会長
新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れについて

15 R2.5.15(金) １７:１５～１７:３５ 事務所長室 久留米自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部久留米分会

分会長
他１名

新型コロナウィルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

16 R2.5.15(金) １２:４５～１３:００ 事務所長室 厳原自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部厳原分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

17 R2.5.15(金) １７:１５～１７:３０ 支局長室 佐賀運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部佐賀分会

分会長
他１名

新型コロナウイルス緊急事態宣言延長下における職場問題に関する
緊急申し入れ書

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者



【令和２年度】 　九州運輸局　

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

18 R2.6.22(月) １７:１５～１７:３０ 支局次長室 佐賀運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部唐津分会

分会長
２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

19 R2.6.24(水) １６:３０～１７:００ 調停室 総務部長　他３名
国土交通労働組合
九州運輸支部局分会

分会長
２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

20 R2.6.24(水) １６:３０～１６:４５ 所長室 北九州自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部　北九州分会

分会長
２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

21 R2.6.24(水) １７:１５～１７:２５ 支局長室 長崎運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎海運分会

分会長
２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

22 R2.6.25(木) １７:１５～１７:３０ 事務所長室 若松海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部若松分会

分会長
２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

23 R2.6.25(木) １７:１５～１７:３０ 支局長室 佐賀運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部佐賀分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

24 R2.6.25(木) １７:１５～１７:３０ 次長室 長崎運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎陸運分会

分会長
他２名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

25 R2.6.25(木) １２:４５～１３:００ 所長室 厳原自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部厳原分会

分会長
２０２０年人事院勧告に向けた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

26 R2.6.25(木) １２:１５～１２:４５ 支局長室 鹿児島運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島海運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告に向けた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

27 R2.6.25(木) １７:１５～１７:４５ 所長室 下関海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部下関分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

28 R2.6.26(金) １７:１５～１７:３０ 次長室 福岡運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡海運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

29 R2.7.6(月) １７：１５～１７:３０ 支局長室 福岡運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡陸運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

30 R2.7.15(水) １２:３０～１３:００ 所長室 佐世保自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告に向けた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

31 R2.7.21(火) １７:３０～１７:４５ 次長室 鹿児島運輸支局次長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島陸運分会

分会長
他３名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

32 R2.7.22(水) １７:１５～１７:３５ 所長室
久留米自動車検査登録事務所長
他１名

国土交通労働組合
九州運輸支部久留米分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告にむけた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

33 R2.7.22(水) １７:１５～１７:４５ 支局長室 宮崎運輸支局長　他２名
国土交通労働組合
九州運輸支部宮崎分会

分会長
他３名

２０２０年人事院勧告に向けた重点要求書
２０２１年概算要求期重点要求書

34 R2.10.19(月) １７:１５～１７:３０ 支局次長室 佐賀運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部唐津分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱い等に関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書



【令和２年度】 　九州運輸局　

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

35 R2.10.19(月) １２:３０～１２:４０ 次長室 熊本運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部三角分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

36 R2.10.20(火) １６:３０～１６:４５ 所長室
北九州自動車検査登録事務所
長

国土交通労働組合
九州運輸支部　北九州分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

37 R2.10.20(火) １７:１５～18:００ 支局長室 宮崎運輸支局長　他２名
国土交通労働組合
九州運輸支部宮崎分会

分会長
他３名

２０２０年人事院勧告の取扱い等に関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

38 R2.10.21(水) １７:１５～１７:４５ 所長室 下関海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部下関分会

分会長
他２名

２０２０年 人事院勧告の取扱い等に関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

39 R2.10.22(木) １７:２０～１７:４５ 支局長室 鹿児島運輸支局長　他1名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島海運分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱い等に関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

40 R2.10.23(金) １７:１５～１７:３０ 所長室
佐世保自動車検査登録事務所
長

国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

41 R2.10.26(月) １７:１５～１７:３０ 事務所長室 若松海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部若松分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

42 R2.10.26(月) １７:１５～１７:３０ 支局長室 佐賀運輸支局長
国土交通労働組合
九州運輸支部佐賀分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

43 R2.10.26(月) １２:４５～１３:００ 所長室 厳原自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部厳原分会

分会長
２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

44 R2.10.27(火) １７:１５～１７:２５ 所長室 佐世保海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保海運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

45 R2.10.29(木) １７:３０～１７:４５ 支局長室 福岡運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡陸運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

46 R2.10.29(木) １７:２０～１７:３０ 支局長室 長崎運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎海運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

47 R2.10.29(木) １７:１５～１７:３０ 次長室 鹿児島運輸支局次長　　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島陸運分会

分会長
他３名

取扱い等に関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

48 R2.10.29(木) １７:１５～１７:３０ 次長室 福岡運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡海運分会

分会長
他１名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

49 R2.10.29(木) １７:２０～１７:４０ 事務所長室
筑豊自動車検査登録事務所長
他１名

国土交通労働組合
九州運輸支部筑豊分会

分会長
他１名

昇格・待遇改善に関する要求について

50 R2.10.30(金) １７:１５～１７:３０ 支局長室 熊本運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部熊本分会

分会長
他２名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

51 R2.11.2(月) １６:４０～１７:１５ 会議室 大分運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部大分分会

分会長
他３名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書



【令和２年度】 　九州運輸局　

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

52 R2.11.6(金) １６:００～１７:００ 局議室 総務部長　他３名
国土交通労働組合
九州運輸支部局分会

分会長
他２名

２０２０年人事院勧告の取扱いに関する要求書
昇格・待遇改善に関する要求書

53 R3.2.16(火) １２:３０～１２:４５ 会議室
熊本運輸支局　首席運輸企画専
門官

国土交通労働組合
九州運輸支部三角分会

分会長
２０２１年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

54 R3.2.18(木) １２:４５～１３:００ 所長室 厳原自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部厳原分会

分会長
2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

55 R3.2.18(木) １７:２０～１７:５０ 次長室 福岡運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部福岡海運分会

分会長
他１名

「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書
2021年春闘期統一要求書

56 R3.2.24(水) １７:１５～１７:２５ 支局長室 長崎運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎海運分会

分会長
他１名

2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

57 R3.2.25(木) １７:１５～１７:３０ 次長室 長崎運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部長崎陸運分会

分会長
他２名

「令和３年度定員合理化計画」等に反対する申し入れ
2021年春闘期統一要求にかかる申し入れ

58 R3.2.25(木) １７:１５～１７:３０ 所長室 佐世保海事事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保海運分会

分会長
他１名

2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

59 R3.2.26(金) １７:１５～１８:００ 支局長室 宮崎運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部宮崎分会

分会長
他３名

2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

60 R3.2.26(金) １２:３０～１３:００ 所長室 下関海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部下関分会

分会長
他１名

「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書
2021年春闘期統一要求書

61 R3.2.26(金) １２:３０～１２:４５ 支局次長室 佐賀運輸支局次長
国土交通労働組合
九州運輸支部唐津分会

分会長
2021年春闘期統一要求書
「令和3年度定員合理化計画」等に対する要求書

62 R3.3.1(月) １２:３５～１２:５０ 所長室 佐世保自動車検査登録事務所長
国土交通労働組合
九州運輸支部佐世保陸運分会

分会長
他１名

2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

63 R3.3.2(火) １２:３０～１３:００ 支局長室 熊本運輸支局長
国土交通労働組合
九州運輸支部熊本分会

分会長
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求について
2021年春闘期統一要求について

64 R3.3.2(火) １７:２０～１７:４５ 支局長室 鹿児島運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島海運分会

分会長
他１名

2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

65 R3.3.3(水) １７:１５～１７:３５ 支局長室 福岡運輸支局長　他１名
国土交通労働組合九州運輸支
部福岡陸運分会

分会長
他１名

「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書
2021年春闘期統一要求書

66 R3.3.4(木) １７:３０～１７:４５ 次長室 鹿児島運輸支局次長　　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部鹿児島陸運分会

分会長
他3名

「令和３年度定員合理化」等に対する要求書
2021年春闘期統一要求書

67 R3.3.9(火) １６:４５～１７:００ 局議室 総務部長　他３名
国土交通労働組合
九州運輸支部局分会

分会長
他２名

「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書
2021年春闘期統一要求書

68 R3.3.15(月) １７:１５～１７:３０ 事務所長室 若松海事事務所長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部若松分会

分会長 2021年春闘期統一要求書
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69 R3.3.15(月) １７:１５～１７:３０ 支局長室 佐賀運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部佐賀分会

分会長
２０２１年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

70 R3.3.15(月) １２:４５～１２:５５ 事務所長室
筑豊自動車検査登録事務所長
他１名

国土交通労働組合
九州運輸支部筑豊分会

分会長
他１名

２０２１年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書

71 R3.3.18(木) １６:４５～１７:１５ 支局長室 大分運輸支局長　他１名
国土交通労働組合
九州運輸支部大分分会

分会長
他１名

2021年春闘期統一要求書
「令和３年度定員合理化計画」等に対する要求書


