
 

 

 

公益財団法人 日本労働文化財団 

2019 年度事業報告（２０１９年７月１日～２０２０年６月３０日） 

 

 

１．公益目的事業報告(定款第 4 条関係) 

 

 2019 年度事業計画に基づき、以下の支援・助成事業を行った。 

（１）労働に関する調査研究に対する支援・助成事業 

  ・公益財団法人 連合総合生活開発研究所(連合総研)…1 億 4,800 万円 

 

（２）労働者の就労支援事業に対する支援・助成事業 

  ・一般社団法人 日本ワークルール検定協会…1,088 万 726 円 

    ・公益社団法人 教育文化協会…500 万円 

 

（３）労働者の組織のリーダーとなる人材育成に関する支援・助成事業 

  ・公益財団法人 国際労働財団…6,800 万円 

  ・公益社団法人 教育文化協会…400 万円 

 

（４）その他この法人の目的を達成するに必要な事業 

  「連合大学院」の運営事業をはじめとする本法人の事業目的の達成のため、こ  

の間、ホームページ等による周知活動、一般寄附金・特定寄附金の募集活動を  

行った。 

 

 

２．連帯社会インスティテュート（連合大学院）運営事業の報告                                

 

（１）連帯社会インスティテュート(連合大学院)の事業報告関係 

（２）連帯社会研究交流センターの事業報告関係 

 これらに関しては、「附属資料」を参照されたい。 

 

 

３．理事会の開催 

 

【第 43 回(臨時)】2019 年 8 月 21 日(水)   書面表決 

第１号議案「2018 年度事業報告及び附属明細書」の件 

第２号議案「2018 年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属        

明細書並びに財産目録」の件 

第３号議案「評議員候補者の推薦」 

  表決の結果：同意・理事 12 名中 12 名   不同意・0名 

監事（3 名）からは異議のない旨の意思表示があった。 



 

 

【第 44 回】2019 年 9 月 6 日（金） 

  第１号議案「（公財）日本労働文化財団と（公社）教育文化協会との統合」の件 

  第２号議案「2019年度助成額の追加（（一社）日本ワークルール検定協会）」の件 

  第３号議案「理事候補者の推薦」の件 

  第４号議案「評議員候補者の推薦」の件 

第５号議案「会計監査の委嘱」の件 

  第６号議案「第 33回臨時評議員会の開催」の件 

【第 45 回】2020 年 3 月 25 日（水）   書面表決 

第１号議案「理事候補者の推薦」の件 

 第２号議案「評議員候補者の推薦」の件 

 第３号議案「監事候補者の推薦」の件 

第４号議案「2020 年度連帯社会研究交流センター事業計画・支出計画」の件 

 

 

４．評議員会の開催 

 

【第 32 回】2019 年 9 月 6 日（金） 

  第１号議案「議事録署名人の選出」の件 

  第２号議案「2018 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附

属明細書並びに財産目録」の件 

  第３号議案「評議員の選任」の件 

  第４号議案「連合大学院事業の追加」の件 

【第 33 回】2019 年 10 月 18 日（金） 

  第１号議案「（公財）日本労働文化財団と（公社）教育文化協会との統合」の件 

  第２号議案「理事の選任」の件 

  第３号議案「評議員の選任」の件 

  表決の結果：同意・評議員 13名中 13名   不同意・0 名 

【第 34 回】2020 年 3 月 25 日（水）  書面評決 

第１号議案「理事の選任」の件 

第２号議案「評議員の選任」の件 

第３号議案「監事の選任」の件 

【第 35 回】2020 年６月 26 日（金） 

第１号議案「（公財）日本労働文化財団と（公社）教育文化協会との統合」の件  

 

５．寄附金の関係 

   

2019 年 7 月 1 日から 2020 年 2 月 29 日までに本法人が受け取った特定寄附金に

ついては、個別の寄附者及び寄附金額を含めて、本法人のホームページで公表して

いる。 

 

 

６．監査の実施 

 

【２０１８年度】 



 

 

（１）独立監査法人の監査 

  監査実施日：2019 年 7 月 8 日（月）（第三次） 

  独立監査人：丸森一寛公認会計士 

  監査報告書：2019 年 7 月 17 日（水） 

（２）事業・会計監査 

  監査実査日：2019 年 7 月 22 日(月)     

  監査実査者：下田・度会・岩田各監事   

  監査報告書：2019 年 7 月 22 日(月)    

 

 

７．定期提出書類の提出 

 

公益法人認定法第 22 条に基づく、内閣府への提出については、以下により行った。 

 

（１）2018 年度事業年度終了後提出 

 提出日：2019 年 9 月 20 日（金） 

  提出方法：電子提出 

 提出書類：①2018 年度事業報告書 

②2018 年度決算書 

 

 

８．変更認定の申請 

 

 公益法人認定法第 11条第 1 項の規定に基づき、内閣府より認定を受けた。 

 

申請日：2019 年 6 月 13日 

認定交付日：2019 年 10 月 21 日 

変更に関わる事項： 

公益目的事業「エ 法政大学大学院連帯社会インスティテュート事業」の追加 

 

 

９．人事関係 

 

（１）新旧理事・評議員・監事の登記・届出 

   法務局への登記…2019 年 9 月 19 日、10 月 30 日、3 月 26日 

   内閣府への届出…2019 年 10 月 16 日、11 月７日、5 月 11 日 

 

 

１０．事務局活動の報告 

 

（１）事務局役員会議の開催 

【第１回】2019 年 7 月 23 日(火) 

 ・6 月度決算状況について 

 ・第 43 回臨時理事会（書面評決）について 



 

 

 ・年度監査の報告書について 

   

【第２回】2019 年 8 月 8 日(木) 

 ・7 月度決算状況について 

 ・第 44 回理事会・第 32 回評議員会について 

 ・大学院後任教授について 

  

【第３回】2019 年 9 月 4 日（木） 

 ・8 月度決算状況について 

 ・第 44 回理事会・第 32 回評議員会について 

  

【第４回】2019 年 10 月 3 日（木） 

 ・9 月度決算状況について 

 ・2019年度連帯社会連続講座について 

・連合大学院・指定団体推薦について 

・第 33 回臨時評議員会について 

・（公社）教育文化協会との調印式について 

 

【第５回】2019 年 11 月 7 日（木） 

 ・10 月度決算状況について 

・国際労働財団３０周年記念スタディツアーへの派遣について 

 ・連合大学院・指定団体推薦について 

 

【第６回】2019 年 12 月 17 日（火） 

 ・11 月度決算状況について 

 ・（公社）教育文化協会との合併について 

  

【第７回】2020 年 1 月 29 日（水） 

 ・12 月度決算状況について 

 ・第 45 回理事会・第 34 回評議員会について 

 

【第 8回】2020 年 2 月 28 日（金） 

 ・1 月度決算状況について 

 ・連合大学院第６期生受験状況について 

 ・第 45 回理事会・第 34 回評議員会について 

 

【第９回】2020 年 3 月 26 日（木） 

 ・2 月度決算状況について 

 ・連合大学院第 6期生確定について 

 ・連合大学院卒業祝賀会について 

 

【第 10 回】2020 年 6 月 11 日（木）   zoom による開催 

 ・第 35 回評議員会について 

 ・2019年度外部監査計画 



 

 

 

（２）広報・教育活動等 

○ホームページの更新…2018 年 7 月 2 日、9 月 3 日、9 月 11 日、10 月 11 日、

11 月 9 日、2 月 28 日 

 

 

 

以 上 

  



 

 

【附属資料】 

 

「連合大学院」関係事業の報告 

 

１． 連帯社会インスティテュート運営委員会 

（１） 第４回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：７月１２日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②教務委員の新設とそれに伴う内規の変更について 

   ③海外出張願（栗本・柏木）   

（２） 第５回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：９月 20 日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②教務委員の新設とそれに伴う内規の変更について 

   ③海外出張願（柏木）   

（３） 第６回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：１０月４日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②教務委員の内規案 

   ③フィールドスタディについて 

（４） 第７回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：１１月８日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②協同組合プログラム教員採用について 

   ③2019 年度修士論文審査委員名簿 

（５） 第８回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：１２月６日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②2019 年度修士論文審査体制について 

   ③科目担当の確認について 

（６）第９回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：１月１７日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②2020 年度専担教員について 

   ③2020 年度新入生オリエンテーション日程（案）について 

  

（７）第 10 回連帯社会インスティテュート運営委員会 



 

 

日時：２月２１日（金） 11：00～11：30 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②2020 年度運営委員会日程 

   ③2020 年度シラバス第三者確認（案） 

（８）第 11 回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：３月６日（金） 11：00～11：30 

場所： 連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①研究科長会議報告 

   ②オムニバス授業について 

   ③ 

（９）第１回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：４月１０日（金） 11：00～11：30 

場所：zoom による開催  

議題：①研究科長会議報告 

   ②新入生オリエンテーションについて 

③オムニバス授業について    

（１０） 第２回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：５月１５日（金） 11：00～11：30 

場所：zoom による開催  

議題：①研究科長会議報告 

   ②中期目標・年度目標達成状況報告書(案)について 

   ③2021 年度秋学期入試実施検討 

（１１） 第３回連帯社会インスティテュート運営委員会 

日時：６月１２日（金） 11：00～11：30 

場所：zoom による開催  

議題：①研究科長会議報告 

   ②秋学期のリモート授業について 

 

２． 連帯社会研究交流センター常任会議 

（１）第４回常任会議 

    日時：７月１２日（金） 11：30～12：00 

    場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

    議題：①2019 年度連帯社会連続講座について 

（２）第５回常任会議 

日時：９月２０日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①2019 年度連帯社会連続講座について 

   ②コミュニティオーガナイジングワークショップについて 

（３）第６回常任会議 

日時：１０月４日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①授業改善アンケートの実施について 

（４）第７回常任会議 



 

 

日時：１１月８日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①授業改善アンケートの結果について 

   ②2019 年度修士論文発表会の実施要領（案）について 

（５）第８回常任会議 

日時：１２月６日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①2019 年度修士論文発表会について 

   ②2019 年度卒業祝賀会について 

（６）第９回常任会議 

日時：１月１７日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①卒業祝賀会の開催について 

   ②修士論文集の仕様と編集工程計画について 

（７）第 10回常任会議 

日時：２月２１日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①卒業祝賀会について 

   ②修士論文集について 

（８）第 11回常任会議 

日時：３月６日（金） 11：30～12：00 

場所：連帯社会研究交流センターY501 教室 

議題：①卒業祝賀会について 

   ②修士論文集の配布について 

 

３． 出願者募集の取り組み 

2019 年８月３１日（金）を締め切りとし、指定団体推薦依頼を集約した結果、

以下の各組織からの推薦依頼を受け、６名の指定団体推薦を決定した。 

  ・連合本部    ・東京電力     ・自治労     ・連合東京 

  ・労金協会 

   

 

４． コミュニティ・オーガナイジング関係 

（１） 講演会・ワークショップの開催 

ﾐｯﾄﾞｳｴｽﾄｱｶﾃﾞﾐｰからローラ・マクリントック氏を招いて以下の通り開催し

た。 

2019 年９月７日～８日：ワークショップ 

（２） 米国シカゴのミッドウエストアカデミーへの派遣 

連合大学院の院生２名をﾐｯﾄﾞｳｴｽﾄｱｶﾃﾞﾐｰに派遣した。（8/14～8/21） 

小石美保子 （連合大学院・４期生・労働組合プログラム） 

若月利之  （連合大学院・５期生・労働組合プログラム） 

山口宏一  （連合大学院・４期生・ＮＰＯプログラム） 

長江敦子  （連合大学院・５期生・ＮＰＯプログラム） 

 



 

 

５． ＪＩＬＡＦ30 周年記念スタディツアーへの派遣 

以下の３名を派遣した。 

 星 竜生  （連合大学院・５期生・協同組合プログラム） 

    永井 浩  （連帯社会研究交流センター 事務長） 

    前田美代子 （連帯社会研究交流センター 職員） 

 

 

６． 連帯社会連続講座 

（１） 第１回連続講座 

日時：９月２８日（土）15：00～17：00 

講師：李妍焱（駒沢大学文学部教授） 

テーマ：中国とＮＰＯ：中国におけるＮＰＯ活動と日中交流の活動 

（２） 第２回連続講座 

日時：１０月１９日（土）15：00～17：00 

講師：三浦まり 上智大学法学部教授 

テーマ：社会への投資 

（３） 第３回連続講座 

日時：１１月３０日（土）15：00～17：00 

講師：田中聡一郎 関東学院大学経済学部准教授 

テーマ：検証：新しいセーフティネット 

（４） 第４回連続講座 

日時：１２月１４日（土）15：00～17：00 

講師：水口 剛 高崎経済大学経済学部教授 

テーマ：ＥＳＧ投資の現状とＮＰＯ/ＮＧＯの役割  

（５） 第５回連続講座 

日時：１月１８日（土）15：00～17：00 

講師：伊丹謙太郎 千葉大学特任教授 

テーマ：賀川豊彦と連帯社会 

（６） 第６回連続講座（新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み中止） 

日時：２月２９日（土）15：00～17：00 

講師：上林千恵子 法政大学社会学部教授 

テーマ：外国人労働者の受入と日本 

 

５． 出版等 

（１） 連帯社会研究交流センターホームページ 

（２） 連帯社会研究交流センターFacebook ページメンテナンス 

（３） NPO/NGO 向けチラシ作成 

以上 

 


