
事業報告書


平成 24年 4月 1日から

平成 25年 3月 31日まで

公益財団法人富士社会教育センター

静岡県御殿場市神場 646番地



平成 24年度事業報告 

Ⅰ 事業の概要と取組み

平成 23年 11月 1日に公益財団法人に移行 した当財団にとって､平成 24年度は公益

財団法人として実質的な始まりの年となりました｡

大正時代からの労働者教育運動を受け継 ぐ公益財団として､あらためて ｢教育立国日本 ･

人材立国日本｣の実現に向け､｢労働に高い価値を置く｣社会づくりや文化の創造､国民共

通の意識づくりに努めてまい りました｡

社会改革の志を忘れることなく､常に新たな財団づくりに努め､これまでの運動の成果

と反省に立って､すべての国民 ･国家のための総合的教育支援活動､社会貢献活動の推進､

自立 した日本 ･自律 した日本人のための事業に努めてまい りました｡そのために､労働運

動､政治活動､社会改革運動の原点である ｢貧困｣｢差別｣｢格差｣無き社会づくりに向け､

教育活動 ･啓蒙活動等の具体的活動を進めてまい りました｡ 

Ⅱ 総合企画本部の事業報告
 
A三豊


1 総合企画コ三石我

財団の運動 目標である ｢教育立国日本 ･人材立国日本｣の実現に向けた社会教育 ･労働

者教育､社会貢献活動の推進に向け､常勤理事会 (7回開催)･総合企画会議 (5回開催)

等を通 じて､各種取組みの検討を行いました｡ 

1)理論委員会

①戦略開発室

多くの学者 ･文化人との関係づくりを行い､国民総学習運動の展開に向けて､研究調

査活動の取組みを行いました｡

また ｢民主的共同社会システム｣の一層の定着に向けた演習内容 ･教材の開発､｢労働

に高い価値を置く｣社会に向けての新たな教育内容 ･教材の開発を行いました｡

②社会教育推進室

｢教育立国日本 ･人材立国 日本｣の実現に向けて研究活動を開始 しました｡ 24年度は 4
回の会合を行いました｡現在の委員は､以下の通 りです｡


須田 孝氏 (連合総合労働局総合局長)


瀬沼 克彰氏 (桜美林大学名誉教授)

山本多喜司氏 (広島大学名誉教授)


③政策 ･制度改善活動支援室

公益財団としての社会貢献活動､社会的責任 -の取組みとして､政治活動 ･選挙活動

に関する法令遵守 (コンプライアンス)徹底のためのコーディネー トや知識 ･情報提供､

活動 -の具体的ア ドバイス､政策 ･制度づくりの総合的支援を行いました｡

④ェネルギー問題研究会

継続的な公益事業､社会貢献事業として､一昨年来大きなテーマとなっているエネル

ギー問題を基軸に､環境問題､食糧問題､外交 ･安全保障問題､経済問題など､国際社

会と日本の課題を総合的に研究 し､その成果を広く社会に提起 しました｡

研究委員は､田久保忠衛氏 (杏林大学名誉教授)を委員長に､大岩雄次郎氏 (東京国

際大学教授)､十市勉氏 (日本エネルギー経済研究所顧問)､種岡成一氏 (電力総連会長)



の 4名に委嘱 してお ります｡

事業計画に基づき､研究会を以下の 日程で開催 しま した｡

第 22回 平成 24年

第 23回 平成 24年

第 24回 平成 24年
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中東情勢 とエネルギー安定確保の課題

固定価格買取制度 と原子力の再稼働に向けての課題

｢革新的エネルギー ･環境戦略｣の問題点

各回の研究会では､購読会員十数名が傍聴 し研究委員 との質疑 ･意見交換を行いま した｡

継続的に研究活動を行 うため､購読会員制度 (現在 310口)を設け､会員に向けて各研

究会での報告 ･討論内容をまとめた研究 レポー トを計 4回送付 しま した｡

･第 21回エネルギー問題調査 レポー ト


『日本を取 り巻 く世界情勢/使命感が支える電力の安定供給』

･第 22回エネルギー問題調査 レポー ト


『中東情勢 とエネルギー安定確保の課題』

･第 23回エネルギー問題調査 レポー ト


『固定価格買取制度 と原子力の再稼働に向けての課題』

･第 24回エネルギー問題調査 レポー ト


革新的エネルギー ･環境戦略｣ の問題点』
 『｢

2)維持会員 ･特別会員 ･寄付募集の取組み

財団をお支えいただいてお ります維持会員制度の充実 と新たな法人 ･個人の入会のお願

いをしてまい りました｡また､特別会員のお願いや各種研究会や運動をすすめるための寄

付を幅広 くお願いいた しま した｡平成 24年度の維持会員は､団体会員 106組織､個人

会員 1名､特別会員は 4組織です｡ 

3)各種運動組織の取組み

個人賛助会員の ｢富士の会｣や ｢富士奨学基金協会｣の参加拡大に積極的に取組みま し

た｡また財団を支援する多くの現役 リーダー と財団との 日常的な交流の場づ くり､共同行

動の場づ くり､新たな運動組織 として ｢富士サポーターの会｣を発足 し､現在約 500名の

方に会員になっていただいてお ります｡ネ ット上のフォーラムでの意見交換や情報提供な

どの運動を展開 しています｡ 

4)友愛会創立 100年の取組み

友愛会は平成 24年 8月 1日に創立 100年を迎えま した｡ これを記念 して､下記の取

組みを行いました｡

① 自由にして民主的労働運動の継承 と発展に向けて､労働運動 ･社会運動の歴史や理念

を背景に､労働運動 ･社会運動で使用 される用語の正確な意味を解説 した 『労働運動用語

事典』を発刊 し､ 5, 000部以上の購読をいただきま した｡ 

② 6月 2日～3日に友愛会創立者である鈴木文治の生誕地 ･宮城県栗原市金成の碑やゆ

か りの地を訪ね､研鏡を深める ｢鈴木文治生誕地を訪ねる研修｣を行いま した｡併せて被

災地の石巻市の視察､平泉の見学 も行いま した｡ 

③ ｢友愛会創立を記念する会｣-の寄付を行いました｡



5)東日本大震災-の取組み

被災地域 ･被災組織の皆様に､心のケア､カウンセリングセミナー等の無料開催や無料

生活ア ドバイス等の提案を行いました｡また文部科学省 ｢東日本大震災子供の学び支援ポ

ータルサイ ト｣での支援も継続 してまいりました｡ 

6)土地の取得

平成 24年 10月 29日に､静岡県御殿場市神場の土地 (合計 15筆 ･31,930.72m2)の

取得契約を結びました｡ 

7)その他

中部電力労働組合様より､御殿場の中央教育センターでの第 100期研修会開講を記念 し

て､プロジェクター ･スクリーンの御寄贈をいただきました｡ 

2 総務グループ 

1)公益法人会計の基準に合った会計システムの効率的運用に努めました｡ 
2)財団の経営基盤の強化と公益財団法人の財政基盤づくりに向け､新たな維持会員制度

の検討を行い､よりレベルの高いサービスの充実に努めました｡ 
3)スタッフに対する健康管理と能力開発を行いました｡ 
4)職員研修として中部電力浜岡原子力発電所を見学し､電力の安定供給とエネルギー問

題について学習を行いました｡ 

Ⅲ 経営監査室
経営に対する日常的監査と法令遵守に対する客観的な監査､経営と事業の一層の健全化

に取組みました｡ 

Ⅳ 学習推進本部の事業報告
｢自由にして民主的な労働運動｣発展のための労働者教育運動を継承 している運動体で

あり､改めて財団の使命と役割を再確認 し､財団にしかできない､財団らしい教育支援に

努めました｡ 

[公益事業] 

1 主催研修

時代認識を持った､高い志を持っリーダーの育成という基本目標に基づき､民主的労働

運動を推進する強い意識づけ､動機づけとなる主催研修の企画実施に努めました｡

各事務所の ｢幹事会 ･推進委員会｣と連携を図りながら､より大きな学習運動､継続学

習の広がりとなるような取組みを行いました｡ 

1)基本コース (ユニオンリーダースクール初級研修)

二泊三日の基本コースは､計画通 り全国 21回開催 しました｡

参加者数は､目標 660名に対し543名となりました｡新組織の拡大､プログラムの

改善(民主的共同社会システムを軸にしたプログラムの展開)他さまざまな課題に対する反

省を行い､来期に向け取組みの見直しを継続的に行っていきます｡修了生は､全国の本校

で､ 156, 602名となりました｡



基本コ-ス (ユニオンリーダースク-ル初級研修)実施状況一覧

平成 24年度 目標

東北本校 御殿場本校 東海本校 西部本校 九州本校 全体 
■ 6回 5回 2回 2回 6回 2 1回 

160名 150名 90名 60名 200名 660名

平成 24年度 実績

東北本校 御殿場本校 東海本校 西部本校 九州本校 全体 
6回 5回 2回 2回 6回 2 1回 

2)専門コース

本年度は新たな取組みとして ｢セカンドライフセ ミナー｣｢メンタル-ルスセ ミナー｣｢労
働法セミナー｣を共通プログラムによる全国同時期開催を行いました｡その他､経営分析､

政治活動､広報､労働法など､全国で 33回の開催､ 500名の参加をいただきました｡ 

3)富士政治大学校

①政治専科

｢政治専科｣は､高い志と確かな時代認識を持った地方議員を養成することを目的に

取組みました｡

政治専科は以下の集中講座を開催 しました｡

<政治専科 > 第 10期 ｢政策活動コース｣

第 1回 平成 24年 7月 23日 (月)- 2

第 2回 平成 24年 11月 19日 (月)-2

第 3回 平成 25年 4月 22日 (月)- 2

<政策研究科> 第 6期
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第 1回 平成 24年 8月 6日 (月)～ 8日 (水)

第 2回 平成 25年 2月 4日 (月)～ 6日 (水)

また､出版物として 『地方議員必携 政策ハン ドブック』､政策研究科論文集 『地方自

治を拓く4』､および下記の ｢自治レポー ト｣を発行いたしました｡

第 36号 平成 24年 5月 20日発行

第 37号 平成 24年 8月 13日発行

第 38号 平成 24年 11月 12日発行

第 39号 平成 25年 2月 20日発行

政治専科の同窓会組織 (高志会)との共催による ｢地域活性化セミナー｣を 2回開催

しました｡ 5月 23-24日に､中央教育センターにおいて ｢10周年｣を兼ねて開催

し8名が参加 しました｡また､ 10月 30- 31日､新潟県において開催 し､ 20名が

参加､メガソーラー､大型火力の発電所などを視察 しました｡

②労働組合専科

自由にして民主的な労働運動の指導者養成のための教育活動として､第 3期本科コ-

スを開催 しました｡

<本科> 第 3期
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第 1回 平成 24年 11月 6日 (火)～

第 2回 平成 25年 1月 17日 (木)- 1

第 3回 平成 25年 4月 18日 (木)- 2
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4)時局研究会

時局研究会は､事業計画に基づき､下記の日程 ･内容で開催 しました｡

第 91回 平成 24年 5月 21日 (月 ) チベ ット .中国問題を考える
ペマ .ギヤル ポ 氏 (桐蔭横浜大学教授 )

第 92回 平成 24年 7月 2日 (月 ) ミャンマー とはどうい う国か
山口洋一氏 (元駐 ミャンマー大使 )

第 93回 平成 24年 9月 3日 (月 ) 日本 と中国の友好を考える
岡本幸治氏 (大阪国際大学名誉教授 )

第 94回 平成 24年 11月 5日 (月 ) 領土 .領海 と日本の安全保障
大松明則理事長

第 95回 平成 25年 1月 21日 (月 ) 新時代の労働運動
達見直人氏 (UAゼンセン会長 )

第 96回 平成 25年 3月 4日 (月 ) 憲法を考える 

5)歴史未来塾

事業計画に基づき､財団主催の歴史未来塾として各エリア (東北 ･東京 ･東海)開催を

行 うと共に､御殿場本校での宿泊研修や東北事務所における現地視察方式など､様々な学

習形態を取 り入れ積極的に展開しました｡ 

2 企画研修

厳 しい社会環境や経済環境の中､｢民主的共同社会システム｣を基本に､組織のさまざま

な課題に応えられる教育支援の充実に努めてきました｡組合員の意識 ･社会環境 ･労働法

制の変化や企業環境の変化等､未経験の課題や問題-の指針となるものを積極的に提案 し､

財団にしかできない､役に立っ教育支援に向けて取組みました｡

また､創立 40周年を契機に､新たに以下の教育内容や教育技法の開発に取組みました｡ 

1)｢教育立国日本 ･人材立国日本｣実現のための継続学習 ･継続教育の企画 ･立案､｢国

民総学習運動｣に結びつく研修コースの企画開発やセミナーの開催のためにプロジェ

クト会議 ･学習会などで取組みました｡ 

2)｢公益財団法人｣の事業内容に沿った総合的教育支援のあり方､支援組織や新規組織

との新たな関係作 りについて検討を行いました｡ 

3)事務局長会議の開催方法や全国統一アクションなど運営システムを改善し､スタッフ

の情報 ･課題の共有と各々のスキルアップに努めました｡



◆平成 24年度 実施研修

研修種類 目標 実績 東北 東京 東海 西部 九州

本校研修 二泊三日 15 14 ○ 8 4 2 ○

本校研修 一泊二日 ll 20 ○ 14 6 ○ ○

本校外研修二泊三日 27 13 2 7 1 1 2

本校外研修 一日 82 81 8 14 32 16 ll 

3 通信教育

企画研修と連携をはかりながら､民主的労働運動の教育支援のため､教育に連動 した

通信教育コースの拡大に取組みました｡労働組合の基礎を学ぶ ｢労働組合入門コース｣

と､組合役員対象の ｢労働組合の知識コース｣｢労働組合の実務コース｣｢総合コース｣

の 4コースに 1320名の受講をいただきました｡またテキス トを改定し､より良い教

材や添削方法の検討等､業務の改善に取組みました｡ 

4 中央教育センター

高い志を持ったリーダーの養成のための道場､民主的労働運動の教育活動の場として､

並びに地域の子どもたち-の自然体験､環境教育にふさわしい施設づくりに努めました｡ 

1)研修 ･団体関係の施設利用は､研修 44団体 2510名､施設利用 81団体 3519

名の利用をいただきました｡研修会利用の増加等により研修会利用者数が､昨年度より

増加 しました｡ 

2)研修会や会議､イベン ト活用に適 した施設作りをめざし､施設の改善､多様な利用目

的に対応できるような施設の管理､整備､スタッフの能力向上に努めました｡ 

3)社会貢献事業の一環として､御殿場本校自主企画プ ログラム ｢富士山わくわく自然塾｣

や ｢コミュニティ ･カレッジ｣を行いました｡ 

4)富士山ナショナル ･トラス ト (富士山の環境ボランティア団体)の活動支援と共に春

の植樹祭をはじめ､各種ボランティア活動の受け入れ､支援を行いました｡ 

[収益事業] 
1 メディア ･調査事業 ･ソリューション 

1)メディア

労働組合等の教育活動や組織活動の支援を目的にした新教材の企画出版等､新たな研

修対応の教材開発を行いました｡労働組合の教育活動や組織活動の支援を目的にした図

書 ･教材の企画 ･発行を継続 して行ってきました｡

友愛会 100周年記念出版として､逢見直人民 (UAゼンセン会長)を編著者に 『労

働運動用語事典』を発行 し､ 5000部超のご活用をいただき､好評を得ました｡



2)受託制作

労働組合の教材 ･機関誌､個人の自費出版支援､各種出版物の制作協力をより低コス

ト､高付加価値で行えるよう一層のサービス提供に努めました｡ 

3)調査事業

組合の依頼に応 じた組合員意識調査や賃金実態調査の受託 と充実を目指 しました｡ 

4) ソリューション

組織ニーズに的確に対応 した各組織のデジタル教材の作成､ホームページ作成 ･更新

など､組織の課題や依頼 -の対応 ･サー ビスを行いま した｡ 

2 施設利用

組織ニーズ､個人ニーズのあった御殿場本校施設の利用を提供 しました｡ 

Ⅴ 事務所事業報告

･北海道 ･東北事務所

｢ユニオンリーダースクール｣は､第 146期～ 150期､及び北海道第 17期を開催

いた しま した｡専門コースでは ｢政治 ･選挙セ ミナー｣(仙台)､｢職場マネジメン トセ ミナ

ー｣ (仙台)｢労働法セ ミナー｣(仙台)｢経営分析セ ミナー｣(仙台 ･新潟)｢政治活動の費

用に関するコンプライアンスセ ミナー｣(仙台)｢ユニオンメディアクリエイ トセ ミナー｣ 
(仙台)｢レクリーダーセ ミナー｣ (仙台)を実施 しました｡また､毎年行ってお ります東

北フォーラムを ｢国家の再興 とエネルギー政策｣のテーマで開催いた しま した｡また東北

事務所設立 30周年祝賀会を行いま した｡東北歴史未来塾初の取組みとして 1泊 2日で青

森 ･弘前地方を訪れま した｡

･東京事務所

ユニオンリーダースクールを 5回 (6月､ 10月､ 11月､ 12月､平成 25年 1月)

を中央教育センター (御殿場本校)にて開催 しま した｡

専門コースとして ｢政治活動｣｢安全衛生｣｢労働法｣｢経営分析｣｢政治資金収支報告書

セ ミナー｣｢広報 ･情宣｣等々のセ ミナーを開催 しま した｡

また､東京歴史未来塾 (5月～ 2月 ･全 10回開催 )･御殿場歴史未来塾 (6月 ･ 11月､ 
2泊 3日)の開催を行いま した｡

･東海事務所 

2回のユニオンリーダースクール基本コース､東海富士塾 として ｢政治･選挙セ ミナー｣､

｢職場マネジメン トセ ミナー｣｢労働法セ ミナー｣｢安全衛生活動セ ミナー｣｢経営分析 &協

議の基本セ ミナー｣｢政治活動の費用に関するコンプライアンスセ ミナー｣｢ユニオンメデ

ィアクリエイ トセ ミナー｣､また東海歴史未来塾を開催 しました｡

時事フォーラムとして､政治評論家 ･岩見隆夫氏を講師に ｢閉塞打破 ･日本再生 -の道

～官僚支配の打破 と政治の役割～｣を開催 し 132名の参加をいただきま した｡ 25年 2

月には第 29代航空幕僚長 ･田母神俊雄氏をお招きし､｢日米同盟 と日本の安全保障～緊迫

する東アジア情勢にどう対処するか～｣と題 し開催 しました (参加者 170名)｡ 12月に

は第 2回韓国セ ミナーを実施 しま した｡



･関西事務所

ユニオンリーダースクールを 11月と 1月に開催 しました｡昨年より 4名多い､ 50名

の修了生を送りだすことができました｡研修受託については､特に下半期は政治研修のお

問い合わせやご相談を多くいただき､研修実施に結びつきました｡それ以外では､例年お

手伝いをしている各産別､各単組から今年度も研修のご依頼をいただき､組織ニーズ､運

動方針にもとづいて､研修活動を実施いたしました｡

･九州事務所

財団主催研修の ｢ユニオンリーダースクール｣ は､第 292期～ 297期を開催いたし

ました｡

専門コースでは､福岡のユニティーホールにて､｢労働法セミナー｣｢安全衛生セミナー｣

｢政治セミナー｣｢歴史未来塾｣､｢経営分析セミナー｣｢ユニオンメディアクリエイ ト｣｢政
治資金収支報告書セミナー｣を開催いたしました｡

併せて九州独自開催として ｢ヤングリーダーセミナー｣｢ゲームリーダーセミナー｣を実

施 しました｡


