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平成 26年度事業報告 

Ⅰ 事業の概要と取組み

国家 ･社会が大きな課題を抱える中､教育活動を通 じて､｢教育立国 日本 ･人材立国 日

本｣ の実現に向け､｢労働に高い価値をおく｣ 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｡

労働 こそが人間の善なる営みの本質であり､労働は人間としての崇高な行いであり､労

働に最も高い価値を改めて認める事が ｢教育立国日本 ･人材立国 日本｣の実現に向けての

一歩として､積極的に取組んでまい りました｡

特に本年度は､財団の 3つの使命 と役割<(ヨオ ピ ニオン組織 としての役割 (民主的共同

社会システムによる社会改革の実践の検討 と提案)②生涯学習社会の充実に向けての新た

な取組み③ 自由にして民主的労働運動の発展 とリーダーの育成>を再確認 し､新たな取組

み､新たな教育支援の充実に努めてまい りました｡ 

Ⅱ 総合企画本部の事業報告 

1 総合企画会議

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､常務理事会 (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 

(∋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

に高い価値をおく｣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｡

下記 日程にて時局講演会を開催 しま した｡

平成 26年 10月 20日 ｢多発する国際紛争 とエネルギー問題｣

十市 勉氏 (日本エネルギー経済研究所研究顧問 )

平成 27年 3月 20日 ｢憲法改正の課題 と状況｣

佐瀬呂盛氏 (防衛大学校名誉教授 )

②社会教育推進室

平成 24年よりスター トした ｢教育立国日本 ･人材立国 日本｣ の実現に向けての研究

活動をレポー トとしてまとめました｡

･研究委員

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

統一地方選挙の準備の年にあたる本年度は､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｡

また､本年度は 7月に､御殿場 ･広島で選挙参謀セ ミナーを開催 し､ 74名の皆様に

参加をいただきました｡

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､エネルギー問題､安全保障問題､環境問

題､食糧問題をはじめとする国際的な問題を研究 し､広くその成果を社会に提起 しまし

た｡

･研究委貝

田久保忠衛氏 (杏林大学名誉教授)

十市 勉氏 (日本エネルギー経済研究所研究顧問)


古庄 幸一氏 (元海上幕僚長)

岸本 薫氏 (電力総連会長)


研究会を以下の日程で開催 しました｡

第 27回 平成 26年 7月 7日


｢イラク情勢とシーレーンの安全保障｣


第 28回 平成 26年 11月 11日


｢イスラム国-の対応/最近の原油価格の動向とその背景｣


第 29回 平成 27年 1月 1 6日

｢ェネルギーと安全保障の課題｣


また､以下の研究レポー トを発行 し､購読会員-送付いたしました｡


･第 26回エネルギー問題調査 レポー ト


『新エネルギー基本計画と原子力再稼働 -の課題』

･第 27回エネルギー問題調査 レポー ト


『イラク情勢とシーレーンの安全保障』

･第 28回エネルギー問題調査 レポー ト


『イスラム国-の対応/最近の原油価格の動向とその背景』

･第 29回エネルギー問題調査 レポー ト


『ェネルギーと安全保障の課題 20 15』
 

2)維持会員 ･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 27年 3月末 日現在の維持会員は､団体会員 10 7組織､個人会員 1名､特別会員

は 4組織です｡

また､愛知友愛サービス様､建設連合様より多大なご寄付をいただきました｡財団とし

て､関係組織 ･関係者様に感謝状をお渡 しいたしました｡



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

動の場づくりとしての ｢富士サポーターの会｣は､新たに約 85名の方にご入会いただき

ました｡ 3月末現在､会員は 854名となっております｡インターネットを使った意見交

換や情報提供等の運動を展開しています｡ 

4)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｡ 

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)公益財団法人の財政基盤づくりに向け､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｡ 

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｡落合新理事長の下､事業内容および役員の職務遂行の内部監査を行いま

した｡ 

Ⅳ 学習推進本部の事業報告
財団は ｢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､高い志を持つ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)ユニオンリーダースクール (基本コース ･中級コース)

本年は民主的共同社会システムを軸とした中級コースと行動学習を軸とした基本コース

にプ ログラムを見直し､下記の回数 ･参加者数で実施 しました｡参加者数は､非常に厳 し

い結果となりました｡新規プログラムの PR不足､新組織の拡大､他さまざまな課題に対

する反省を行い､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､ 
157, 610名となりました｡



-

-

基本コース 実施状況一覧

平成 26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 160名 620名

6回 5回 2回 2回 5回 20回

128名 116名 93名 24名 14 2名 50 3名

中級コースは全国で 4回 80名の目標をかかげ､取組みましたが､東北本校の 1回

開催 10名 とな りました｡ 

2)専門コース

コース毎に内容を深化 ･充実させるとともに募集体制や広報のあり方を改善 し､目標達

成に努めました｡特に本年度は､統一地方選挙の準備の年度であり､ 2泊 3日の選挙参謀

セ ミナーをはじめ､公職選挙法改正 (IT解禁)や街宣セ ミナーなど軸に取組みました｡

その他 レクリーダー､話 し方 ･伝え方､労働法､広報等のテーマで､労働組合や職場の抱

える諸課題に対応できる研修会の企画 ･開催を行いました｡また労働組合の取 り巻くテー

マである男女共同参画フォーラムを開催致 しました｡専門コースは全国で 51回の開催､ 
351名の参加をいただきま した｡ 

3)富士政治大学校 

(丑政治専科

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､第 12期政治専

科 ｢候補予定者選挙活動コース｣(本科生 14名)を開講 しました｡｢政策研究科｣は統

一地方選挙の準備などの理由から開催するまでの参加人数が得 られず今期は中止 としま

した｡

<政治専科 > 第 12期 ｢候補予定者選挙活動コース｣

第 1回 平成 26年 7月 22日 (火)～ 24日 (木)

第 2回 平成 26年 7月 29日 (火)～ 31日 (木)

また､政策研究科 (第 7期)の論文集 『地方 自治を拓 く6』､時事的な課題を取上げた

機関紙	 『自治 レポー ト』を 4回､発行 しました｡

また､｢高志会｣として ｢地域活性化セ ミナー｣を平成 26年 8月 10日 (目)～ 8月 

11日 (月)に開催 しました｡

現在の卒業者ならびに在籍者は､政治専科 370名､政策研究科 98名です｡

②労働組合専科

志の高い､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 5

期本科コースを開講 しました｡研究科については参加人数が集まらず中止 としました｡

来期に向けて､ 日程設定 ･プログラムを含め再構築致 します｡

<本 科>第 5期
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現在の卒業者ならびに在籍者は､本科 54名､研究科 5名です｡ 

4)時局研究会

時局研究会は､東京において､団体会員を募 り､前年度まで通算 102回の講演会を開

催 してきました｡今年度は､事業計画に基づき､下記の日程 ･内容で開催 しました｡

蒔

第 103回 平成 26年 5月 12日 (月) (園聾院大学名誉教授)康男 大原 靖国神社を考える

第 104回 平成 26年 7月 7日 (月) ( 石 平 中国と東アジア情勢を考える拓殖大学客員教授)

第 105回 平成 26年 9月 8日 (月) ( 潮 匡人 集団的自衛権を考える拓殖大学客員教授)

第 106回 平成 26年 11月 10日 (月) (日労科研代表)川上 怨 マスコミのあり方を考える

第 107回 平成 27年 1月 19日 (月) 西村 異悟 これからの政治状況と 
(前衆議院議員) 日本の進路 

5)歴史未来塾

歴史未来塾につきましては､今回開催を見送 りました｡新たな運営について検討致 しま

す｡ 

6)富士経営塾

平成 26年 6月 16日より､企業幹部 ･管理監督者 ･労組 リーダーを対象に､財団評議

員の近藤宣之氏を塾長に､第 2期 ｢富士経営塾｣一般コースを開講 しました｡

<第 2期 ｢富士経営塾｣一般コース>

第一講 平成 26年 6月 16日 (月)開講式

記念講演 ｢企業と雇用を守るために社長がやるべきこと｣

講師 :近藤 宣之 (富士経営塾塾長)

第二講 平成 26年 6月 30日 (月)

｢佐藤-斎 『言志四録』から学ぶ企業人のあり方｣

講師 :窪田 哲夫 (拓殖大学客員教授)

第三講 平成 26年 7月 14日 (月)

｢コンプライアンスと危機管理｣

講師 :川上 恕 (株式会社 日本労働科学研究所代表)



第四講 平成 26年 8月 25日 (月)

｢企業の使命と役割｣


講師 :柳揮 信一郎 (3Q研究所マネジメン トコンサルタン ト)

第五講 平成 26年 9月 8日 (月)


｢コミュニケーション能力を高めよう｣


講師 :園田 英幸 (富士社会教育センター東京事務所事務局長)

第六講 平成 26年 9月 22日 (月)


｢ス トレスに負けない人材づくり｣


講師 :升田 範夫 (株式会社アルファラーニング研究所代表取締役)

第七講 平成 26年 10月 6日 (月)


｢なぜ､女子高生は､登頂に成功 したのか｣


講師 :高橋 清輝 (立川女子高等学校校長)

第八講 平成 26年 10月 20日 (月)


｢日本人の心と魂をさぐる 一 目本 ･日本人の精神的支柱-｣

講師 :落合 清四 (富士社会教育センター理事長)


第九講 平成 26年 11月 10日 (月)

｢新たなビジネスデザインについて｣

講師 :藤江 俊彦 (千葉商科大学大学院教授)


第十講 平成 26年 12月 1日 (月)修了式

｢社員の成長が企業の成長となるための経営｣


講師 :近藤 宣之 (富士経営塾塾長)
 

2 企画研修

厳 しい社会環境や経済環境の中､｢労働に高い価値をおく｣ 職場風土づくりや企業 ･職場

文化の創造､組合員の共通意識づくりを教育内容の柱に据え､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ました｡民主的共同社会システムの理念を基本に､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 してまいりました｡また､統一地方選挙の準備の年として､連

合 ･産別 ･単組の取組みニーズにあわせた政治 ･選挙セ ミナーを開催 しました｡

平成 26年度 企画研修 目標と実績

研修種類 目標 実績 東北 東京 東海 西部 九州

本校研修 一泊二日 ll 13 ○ 8 4 1 ○

本校外研修二泊三日 24 26 2 16 4 2 2

本校外研修一泊二日 98 116 9 51 20 33 3

本校外研修 一日 93 87 6 25 34 17 5

出 講 370 400 46 137 71 107 3933 通信教育

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コースに下記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｡



また､新たな取組みとしてワンポイン ト通信教育もトライアルを行いました｡

平成 26年度は､総合コース : 130名､実務コース : 312名､知識コース : 398

名､入門コース : 606名､合計 1, 446名の方に受講いただきました｡ 

4 中央教育センター

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

にふさわしい施設づくりに努めました｡ 

1)施設の保守点検を行い､多様なニーズに対応できる施設の充実に努めました｡ 
2)環境保全活動の N PO法人富士山ナショナル ･トラス ト (富士山の環境ボランティア

団体)-の支援を行いました｡ 
3)｢富士山わくわく自然塾｣｢豊かな心を育むセミナー｣等､子供から大人まで､広く国

民を対象にした環境教育､保全活動､エコライフ実践､地球温暖化対策等-の教育 ･実践

活動を行いました｡ 

[収益事業] 
1 メディア ･調査 ･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教材､各種の研修に対応 した教材

開発､人材育成や自己啓発､生涯学習等の出版物の提供に努めました｡

また､公職選挙法改正に伴い 『みんなの選挙活動 Q&A』の改訂版を発行 しました｡

生涯学習を視点とした企画本につきましては､検討に留まり出版には至りませんでし

た｡新たな取組みとして､各組織にあわせた機関紙のイラス トコラムに取組みました｡ 

2)受託制作

労働組合の教材 ･年史 ･機関誌､個人の自費出版を支援 し､各種出版物の制作に協力し

ました｡受託組織 :連合､電力総連､三菱重工労組､住重労連､全矢崎労組､愛知機械工

業労組等 

3)調査事業

労働組合を対象に､組合員意識調査や賃金実態調査等の受託に向けての取組みを行いま

した｡受託組織 :北海道電力労組､共同印刷労組等 

4)ユニオンソリューション

組織ニーズに的確に対応 した IT教材の開発､業務支援､労働組合､関係組織のホームペ

ージの作成 ･リニューアルや政治 ･社会運動のための新たな提案を行いました｡

受託組織 :原電労組等 

2 施設利用

多くの組織 ･個人の方に､御殿場の中央教育センター施設のご利用をいただきました｡



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基本コース｣ は､第 159期～ 160期､及び北海道第 1 
9期を開催いたしました｡また､｢ユニオンリーダースクール中級コース｣ では第 1期を開

催いたしました｡専門コースでは ｢政治活動の費用に関するコンプライアンスセ ミナー｣､

｢経営分析&協議の基本セミナー｣(仙台)を実施 し､また 3月開催セ ミナーとして ｢統一

地方選挙集中講座｣(仙台)､｢レクリーダ⊥講座｣(仙台)､｢ユニオンメディアクリエイ ト

セ ミナー｣(仙台)の企画 ･募集を行いました｡

･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 27年 2月)

を中央教育センター (御殿場本校)にて開催 しました｡

本年度からスター トしました中級コース (1泊 2日)については､開催人数に達せず開

催を延期とさせていただきました｡

専門コースとして ｢安全衛生セ ミナー｣､｢労働法セ ミナー｣､｢仲間と組織を動かす話 し

方 ･伝え方セ ミナー｣､｢IT活用政治活動セ 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｣､｢経営分析&協議の基本セ ミナー｣､｢ユニオンメディアクリエイ トセ

ミナー｣等々のセ ミナーと本年度新 しく ｢男女共同参画フォーラム 2015｣を開催 しまし

た｡

･東海事務所

幹事 ･推進委員の皆様にご協力をいただきながら､第 33期ユニオンリーダースクール

基本コースを開催 しました｡新規の中級コースは開催人員に達せず中止いたしました｡

東海富士塾は全国専門セ ミナーと連動 し､ ｢政治活動の費用コンプライアンスセ ミナ

ー｣､｢経営分析&協議の基本セ ミナー｣､｢ユニオンメディアクリエイ トセ ミナー｣ を開催

しました｡また ｢統一地方選挙集中講座｣､｢レクリーダーセ ミナー｣ の募集､開催を展開

しました｡ 
27年 2月には時事セ ミナーとして 『日本の安全保障とエネルギー』(講師 :日本経済研

究所研究顧問 ･十市勉先生)を開催 し､多数の皆様 と課題認識を共有することができまし

た｡

･関西事務所

幹事 ･推進委員の皆様にご協力をいただきながら､専門セ ミナーとして 2月 25日には

｢男女共同参画フォーラム｣ を開催致 しました｡また広報情宣の教育として ｢ユニオンメ

ディアクリエイ トセ ミナー｣､｢政治活動の費用コンプライアンスセ ミナー｣､｢経営分析&

協議の基本セ ミナー｣ の各種セ ミナーの企画を行いました｡統一地方選挙直前対策として

3月に	 ｢統一地方選挙集中講座｣ を開催致 しました｡

ユニオンリーダースクール基本コースについては､ 11月に開催 しましたが､ 2月につ

いては統一地方選挙などの状況により中級コースとあわせ中止となりました｡

その他､受託研修においても関西､中国､四国各地域の組織の研修や多様なニーズに対

応いたしました｡



･九州事務所

幹事 ･推進委員の皆様にご協力をいただきながら､ユニオンリーダースクールは､第 2 
98期～ 302期の 5回を開催いたしました｡ しかしながら中級コースは開催に至りませ

んでした｡

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｣､｢労使で取り組む安

全衛生セ ミナー｣､｢仲間と組織を動かす話 し方 ･伝え方セ ミナー｣､｢ユニオンメディアク

リエイ トセ ミナー｣､｢政治活動の費用コンプライアンスセ ミナー｣ を開催いたしました｡

また､統一地方選挙直前対策として 3月に ｢統一地方選挙集中講座｣ を開催いたしまし

た｡


