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◆講義で使用するテキスト 
  書記リーダー研修  
   ２０２０年版 
 「企画・提案（方針書） 
と会議の運営」 
 

◆この講義では、運動と業務をすすめるために
必要な方針書作成と会議運営のポイントをお
話しします。 書記のパソコン教室 

（２００１年１２月１０日） 



第１章 企画・提案のすすめ（方針書ガイドライン） 
ーはじめに 

 
 

◆方針書の構成 

 経過、情勢と基本的課題の認識、課題と目標、 

ガイドラインを示す 

 

○方針書づくりの提案（方針案）です。方針書に必
要な構成（ガイドラインなど）を述べます。 

 議案は、充実した構成になることで、より効果的な
（より良い結果の出る）方針書となります。 
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第１章 企画・提案のすすめ（方針書ガイドライン） 
ーはじめに 

 
 

◆このメモの趣旨 

 第１項 文書の基本的な構成を説明 

 第２項 支部執行委員会議案を想定して方針書
の基本的な構成を説明 

 第３項 企画書・提案書の構成 

 第４項 現状認識（情勢と基本的課題の認識） 

 第５項 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 

 第６項で総括、第７項で問題提起を説明します。 
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第１章 １ 文書の基本的な構成 「簡潔さ」の大切さ 
         文書一般の基本 

 
 

① 誰が、何時、何を提案する方針書かを冒頭で示す 

 出所不明の文書になら 

ないように 

② タイトルに文書の要 

点を端的に示す 

 結論として何を言いたい 

のか、タイトルで明言 

③ 「はじめに」で方針書の 

目的を示す 
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労災隠し報道で鹿島に要請 

（２００３年１１月２６日） 



第１章 １ 文書の基本的な構成 「簡潔さ」の大切さ 
         文書一般の基本 

 
 

④ 「見出し」「要約」をはじめに示す 

 読者の頭に「理解した内容を並べる棚」ができる 

 「読み終わらないと何を言いたいのかわからない」
文書は読まれない 

⑤ 見出し、小見出しを活用する 

 構成（趣旨）⇒見出し（項目出し）⇒ベタ
文の順に作成（推敲） 
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第１章 １ 文書の基本的な構成 「簡潔さ」の大切さ 
         文書一般の基本 

 

⑥ 長い文章を避ける 
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■文章例 （以下のＡ・Ｂは同じ内容です） 
A：一つの文章が数行にもまたがることは、その意味の理
解がそれだけかかるので、せいぜい２行以内にして、３行
になるものは赤信号だと考えて、「そのことの意味がわかる
もの」などの言い方はわかりにくいことなので、文章を書くと
きは簡潔を旨として下さい。 
B：一つの文章は２行以内です。３行は赤信号、４行
以上で意味不明となります。 
「その、もの、こと」の多用を避け、簡潔明瞭をめざします。 



第１章 １ 文書の基本的な構成 「簡潔さ」の大切さ 
         文書一般の基本 

 

⑦文章構成のヒエラルキー（階層構造）を持つ 

 タイトル、大見出し、中見出し、小見出し、囲み
メモ、プロローグ（はじめに）とエピローグ（おわり
に）の自分用のモデル 

パターンを持つ。 

（文書モデルパターン 

参照） 
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不払い解決 

（２００４年１０月２７日） 



第１章 2. 企画書・提案書の構成 
         ① 第一段階：概要案 

 
 

○概要案 

 イベントであれば、「名称」「いつ」「どこで」「主な内
容」「規模」「予算」で実施したいと提案 

 事業であれば、「名称」「いつから」「どのような規模」
「予算」で実施を提案 

○提案の趣旨 

 なぜ、その企画を提案するのか、その分野・範囲の
現状認識（情勢と基本的課題の認識）をのべる 
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第１章 2. 企画書・提案書の構成 
         ① 第一段階：概要案 
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■概要案の例：副主任研修企画案（１４年６月） 
１．開催概要 １１月２１日、けんせつプラザ東京 
    １００人規模 
２．研修の目的「柱となる書記の育成」 
３．研修のメニュー 
 ①現状認識 ②方針構成  
 ③会議運営 ④書記局運営 
 ⑤共同と交渉  
 ⑥自己管理と研さん 
４．初回は「２つのテーマで 
 ワークショップ」 
５．年度内に第２回を開催 

書記決起集会 

（２００５年８月２５日） 



第１章 2. 企画書・提案書の構成 
         ② 第二段階：企画から実施 

 
 

○企画案 人・物・金、そして場所 
 概要案をもとに、具体的な実施企画を提案 
 「人：誰が、あるいはどのような体制で実施するか」
「物：宣伝や運営のために必要な資材」「金：予
算」「場：企画を実施する会場、エリア」を提案し、
合意のうえ確保する 
○工程表・進行案 
 その実施をシミュレーション（机上模擬実施） 
○当日進行表 
 企画を実施する台帳となる 
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第１章  
3. 方針書（支部執行委員会議案）の基本的な構成 

 
 

○さまざまなスタイルと内容の方針書 

 個別打合せのメモ、部会議案、執行委員会議
案、大会決定… 

○支部執行委員会 

議案を念頭に、ある 

べき基本的な構成 

を検討します 
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アスベスト国民決起集会 

（２００６年１月３０日） 



第１章  
3. 方針書（支部執行委員会議案）の基本的な構成 

 
 

① 経過と到達点 

 行動の指標と同時に求められる課題との関係で
の到達点を評価。（簡易な総括） 

② 情勢の特徴と課題を確認 

 情勢と東京土建の役割を確認します。 

 支部方針においては、中執、大会議案の情勢
報告を下敷きに、区（市）情勢も踏まえる。 
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第１章  
3. 方針書（支部執行委員会議案）の基本的な構成 

 
 

③ 実践的課題と指標を示す 
 当面、何を「やりとげるべき課題」とし、「どこまでやる
のか（目標）」  
 主要課題を構成し、当面あるいは年間の目標を持
つ。 
④ 課題をすすめる行動と分担を示す 
 ガイドライン（指標と行動）を示す。 
 各分野の課題・行動を連携・連動・統一して取り
組む。 
 ガイドラインがないと、方針書は「解説書」に。 
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第１章  
3. 方針書（支部執行委員会議案）の基本的な構成 

 
 

⑤ 資料を付ける ＜主な資料の例＞ 
○前回以降の主な取り組みの結果 
 全支部的イベント、拡大月間 
など主要取組の結果 
○主要取組状況表 
 拡大や主な運動課題、 
イベント参加、納入状況、 
役員選出状況…など 
○拡大取組状況表 
○行動一覧（動員表） 
○財政納入状況 
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新入書記研修 

（２００７年２月９日） 



第１章 4. 現状認識（情勢と基本的課題の認識） 

 

 なぜ、支部の執行委員会議案や企画書が、情
勢と基本的課題の認識を示すことが必要なのか。 
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我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか ポール・ゴーギャン 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%91%E3%80%85%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9D%A5%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B_%E6%88%91%E3%80%85%E3%81%AF%E4%BD%95%E8%80%85%E3%81%8B_%E6%88%91%E3%80%85%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8B&psig=AOvVaw3t31KCSTv2Xl3Enr3htbi1&ust=1590806409070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDRreqF2OkCFQAAAAAdAAAAABAI


第１章 4. 現状認識（情勢と基本的課題の認識） 

① その理由はどこから来るか 決定だから？ 

 「自ら納得する理由（意義）」のない方針は… 

② われわれはどこから来て、何者なのか 

 参加者共通の「立脚 

点」を確認、「同じ目で 

見る」。建設産業労働 

政策参照。 
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書記研修 

（２００８年７月１３日） 



第１章 4. 現状認識（情勢と基本的課題の認識） 

 

③ 東京土建をめぐる環境（活動の条件）を見極める 
 「東京土建〇〇支部」が「進むべき道すじ」を合意するた
めに、私たちの進路にある「山や尾根や谷、あるいは崖」を
見極め、メンバーの力量を図り、パーティの進路を合意しま
す。（このルートで行こう） 
 「建設産業と建設労働者、建設労働組合」は、どういう
環境に置かれ、どういう社会的位置にあるかを確認するの
が「情勢」を語る意味です。 
 情勢は地域や分野、職域ごとに特徴を持って現れること、
また、相互に影響しながら変化していきます。現状認識
（情勢と基本的課題の認識）は、どの支部も同じではなく、
また不変でもないことが重要です。 
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第１章 5. 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 

 

 現状を変えるために、「軸となる課題」でガイドラ
イン（行動と指標）を設定すること、つまり戦略
的方針の提起が必要です。 

 執行委員会では冒頭 

に簡潔に記載・提案。 
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書記研修 

（２００８年７月１３日） 



第１章 5. 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 

 

 ① 現実の環境のもとで課題をやりとげるための
仕掛け（戦略）は何か 

 運動課題と組織活動を連動させることが戦略
的方針の仕掛けとなる。 
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■拡大強化とたたかいは車の両輪（綱領） 
 …組合の拡大強化とたたかいと車の両輪のように追
求し、基礎組織を確立して組合民主主義を強化してき
た。… 



第１章 5. 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 
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 運動課題と組織活動を連動させることが戦略的方
針の仕掛けとなる。 
○連動の仕掛けの例 
（秋の月間） 月間統一行動 
 「コロナ被害の実情と要求」についての事業所対話
を柱に構成する 
（春期）国保更新・分会総会と健診・署名ハガキ
要請行動を展望して、「分会総会と連動して健診・
署名を設定」し、訪問行動 
（春の月間）労働保険の更新・新規のとりくみ 
 ⇒事業所対策の前半の軸に 



第１章 5. 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 
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■連動の思想 人と人の出会いがエネルギー源 
 運動の前進を実感する「数の増加」と、「新しい活動
家」の参加。新たな参加者はどこから生まれてくるのか。
そのヒントの一つが連動です。 
 「違う分野・組織にいる」組合員や書記同士を「集団
的に」クロスさせることでつながりができ、「組合について連
絡し合う（組織する）関係」が生じます。 
 連動が一人の組合員を「組織者＝活動家」に変えて
いくのではないか。 
 さまざまな方針・企画のなかで、「人と人が出会う」仕
掛けを考えます。 



第１章 5. 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 

 ②ガンバリズムに決別し、行動を具体的に 

 行動があってはじめて成果が生まれる。 

 「とにかくがんばろう」は「何をしていいかわから 

ない」と同じ意味。 

 「何をすべきか」の 

論議と合意に努力。 
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書記決起集会 

（２００８年８月２７日） 



第１章 5. 戦略的方針とガイドライン（行動と指標） 
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○課題を「呼びかけ」から具体化する例 
◎コロナ対策で事業所相談をすすめよう 
 ６月２５日の持続化給付金説明会に「分会から２社以上
の参加」を目標とし、夏期の拡大行動の課題として「分会内事
業所の１巡訪問行動」を実施する。 
◎「まちの救助隊」を活性化しよう 
 「２０年住宅デーの全会場で救助隊会員が担当する、防
災コーナーを設置する」を目標とし、月間行動で実行委員会お
誘い行動を入れる。 



第１章 6. 総括とは何か 作成の要点 

 起点と視点、基準となる指標に基づいて教訓と
課題を抽出したうえで評価を示し、方針に反映す
べき課題を提示する。 

①過去と現在・未来の対話 

 運動では、その節節で、取組の経過と教訓
（過去）を振り返り、現在（到達点）を評価し、
未来への道すじを確認する作業が必要です。 

 「情勢と基本的課題の認識」を深める作業。 
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第１章 6. 総括とは何か 作成の要点 

 ② 起点と視点 

 まず何時の時点からの「経過」を総括するか、そ
の運動の意義・位置付けや目標（視点）を定め
ます。前向きの結果 

から教訓を抽出し、 

そうでない状況から 

克服すべき課題を 

抽出します。 

27 

書記決起集会 

（２００９年８月２６日） 



第１章 6. 総括とは何か 作成の要点 
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■起点と視点の例： 
 ０８年以降の総括（総合５カ年計画策定の際の作業） 
◎起点：東京土建が５年間の組織後退に入った２００８年 
◎視点：「外的要因の激変」と「支部間格差」 
 「リーマンショックに象徴される受注激減（深刻な不況）」「国
保組合攻撃と就業実態調査」「自民党政権の復活とアベノミク
ス」にどう対応したかが分岐点となって、０８年以降の支部間格
差の拡大をもたらしたのでないか。 
 また、首都圏組合員調査で明らかになった変化を踏まえた大
会方針・５カ年計画の視点で、教訓を導きだすことが求められる。 
■渋谷支部 ２０１０年秋の月間総括参照 



第１章 6. 総括とは何か 作成の要点 

③ 指標に基づいて評価する 

 評価の基準となる指標を設定 

 例：組織動態 産業対策活動参加組合員
（PAL・まちの救助隊など） 

④ 教訓と課題を整理 

 「有意な違い」前進を 

生み出したものは何か。 

 解決すべき問題点、 

課題は何か。 
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鹿島不払い交渉 

（２０１０年３月５日） 



第１章 7. 問題提起（方針再構成の提案）の構成 

 主要な分野の活動方針について、その基本的
な構成を検討すべき場合に「問題提起」という提
案をすることになる。総括の発展形として、現状認
識による基本的課題の再設定（パラダイムシフ
ト）を提案する作業です。 
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■パラダイムシフト   
 ある時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇
的に変化すること 思想の枠組みの変動  



第１章 7. 問題提起（方針再構成の提案）の構成 

① その分野方針の課題は何（だった）か 
 方針の位置づけと課題（その時点での合意内容）を確認。 
② 到達の分析と評価 
 課題の到達点を指標・数字をもとに分析し、課題の位置づけ
に即して評価。 
 「方針に基づいて、どこまで進んできたか（あるいは停滞してい
るか）」評価。 
③ 教訓―何をつかんできたか 
 実践によって、どのような前進・教訓があったか。 
④ 壁や障害―何を克服すべきか 
 困難がある場合、設定した目標に到達しない場合、その原因
を検討。 
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第１章 7. 問題提起（方針再構成の提案）の構成 

⑤（これからの）課題はどうなるか 

 到達点の評価と教訓から、「ではこれから何をする
か」を再設定。 

⑥ 実践上のポイントは何か 

 これまでの教訓や新たな条件に即して、「どのような
具体的行動・目標を焦点にすすめるか」を提案。 

⑦ 意見交換のテーマは何か 

 以上の検討に基づいて、どのような進路を選択し目
標を設定するかなど、意見交換を求める。 
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第１章 7. 問題提起（方針再構成の提案）の構成 

⑧ 問題提起の留意事項 
○「障害」に囚われてはならない 
 「棚上げ」して前に進む場合も多い。 
○支部・書記局の体制 
上の課題 
 新たな方針構成は、 
体制上（人・物・金 
・場…）も担保され 
なければならない。 
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幹部学校（２０１０年６月２０日） 



第１章のおわりにー 

◆方針書（企画と提案）の意味 

 「俺はこう言ったのに」「そうは思っていなかった」
…愚痴や泣き言で物事は動きません。 

 現状を踏まえた意見交換の組織と、「一歩踏
み出すための具体的な行動の提案」、合意形
成が必要です。意見交換と合意づくりの舞台・
基準となる「文書」が必要です。 

 そのために、「企画・提案力」を磨いて下さい。 
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第２章 会議の準備と運営（会議運営テキスト）   

◆（テキスト１㌻） 

 ２０１４年東京土建第６７回大会 

 …支部の執行委員会議案等の状況から、「全く
情勢や重点の意義づけがされていない支部もいくつ
かある」と指摘し、「２～３時間の開催」である執
行委員会の開催の工夫、機関会議確立の意義、
準備における書記局や四役・常任執行委員会の
役割をのべたうえで、「会議運営に関するテキストも
学習制度化委員会で作成します。」としました。 
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第２章 会議の準備と運営（会議運営テキスト）   

２０１５年第６８回大会で策定 
■テキストの構成 
 ①機関会議確立と充実の意義 
 ②機関会議の準備における四役 
・常任執行委員会、 
書記局の役割 
 ③執行委員会運営の 
工夫 
 ④執行委員会方針の 
構成 
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東日本大震災岩手視察 

（２０１１年３月２８日） 



会議も大切な組合活動ー 
  生かすも殺すも書記の努力次第 

◆会議の準備と運営は書記の大切な役割です。書
記の労働時間の大きな部分を占めます。 
 一日一日の努力が組合活動を発展させ、書記の労
働生活を豊かにします。 

 

◆会議運営テキストは執
行委員会の運営を基本に
構成されています。専門部
会や分会の会議も基本は
同様です。 
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３ 会議運営テキスト   
  会議は組合民主主義の第一歩  

 

◆（テキスト２㌻） 

 ①東京土建は「みんなの組合」 

です 合意形成の過程に組合員 

の意思、合意の水準が反映されます 

 ②規約第９条では会議出席を義務としています  

 ③青年・後継者の活動参加と継承が課題 

 ④労働組合の交渉（団体交渉）における基準
（労働協約などの妥結条件や自治体要求内容）
を、労働組合として、みんなで決める 
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３ 会議運営テキスト   
  会議は組合民主主義の第一歩  
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■労働組合法 第五条 抜粋 
 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して…立証しなけれ
ば、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、
この法律に規定する救済を与えられない。… 
五  …役員は、組合員の直接無記名投票により選挙され… 
六  総会は、少くとも毎年一回開催… 
八  同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票によ
り選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を
経なければ開始しないこと。  
九 …規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支
持を得なければ… 



３ 会議運営テキスト   
  会議は組合民主主義の第一歩  
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■労働組合法 第八条 （民事免責） 
  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なもの
によつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合
員に対し賠償を請求することができない。 

東日本大震災・道具届ける 

（２０１１年４月１５日） 

会議は労働組合の 
行動する権利を保障する  



３ 会議運営テキスト   
   役員と書記局が準備し合意して会議に臨む  

 

◆（テキスト３㌻）①四役の合意に基づいて常任執
行委員会を開催運営し、その討議と合意に基づ
いて執行委員会を開催します。 
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■四役会議の議題（例） 
・執行委員会基調（戦略的方針）の検討 ・重要課
題、検討事項 ・対外課題 ・人事 ・財政出動  
■常任執行委員会の議題（例） 
・執行委員会議案（基調報告及び分野方針）  
・主要課題の推進 ……… 



３ 会議運営テキスト   
   役員と書記局が準備し合意して会議に臨む  

 

◆（テキスト３㌻） 

 ②部会の定期的な開催と、論議が重要。そのも
とに、執行委員会においては部長が専門分野の
方針を提案します。  

 ③書記局員規程は、定期的な書記局会議の
開催を主任書記に義務付けています。支部方針
の討議と準備はその主要な内容です。 
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３ 会議運営テキスト   
   会議も大切な組合活動 改善を重ねよう  

 

①執行委員会１５０分モデル（テキスト４㌻） 

 部会でも時間の配分と内容、分担をデザインして運営します。 
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７時００分 開会    議長 会議スケジュールを示す 

会議運営ルールを設定しておく。下記④参照 

 委員長挨拶 挨拶の要点（主要取組の結果お礼、当面の主要

課題、奮起の訴え………） 

７時５分 議案資料説明 担当（副主任書記）：会議配布物の確認 

７時１０分 基調報告 書記長（主任書記）：主要取組状況、情勢と基本的

課題、当面の主要課題と進め方……… 

７時３０分 討議 討議テーマを設定して意見交換 

８時 分野課題 専門部長ほか提案と質疑： 

９時 財政報告ほか 財政・動員・日程確認等 

９時２５分 まとめと閉会 副委員長（書記長）：主要課題の再確認 

９時３０分 閉会  

 



３ 会議運営テキスト   
   会議も大切な組合活動 改善を重ねよう  

 

②会議をはじめる前に 

  設営・出欠確認・運営打合せ 
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書記決起集会 

（２０１１年８月３日） 



３ 会議運営テキスト   
   会議も大切な組合活動 改善を重ねよう  

 

③コーディネーターの役割 

 ○書記長…執行委員会の舞台回し。基調
報告の提案者。紛糾した場合の対処策提案。 

 ○議長…直接的な運営者。副委員長が多
い。会議を目的に沿ってコントロールし、不規則
発言、個人攻撃、著しく長い発言を抑制。議
事は項目ごとに決定・合意を確認して次に移る。 

 ○主任書記…全体を統括。 
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３ 会議運営テキスト   
   会議も大切な組合活動 改善を重ねよう  

 

④会議運営のルールとポイント 

 ○提案と討議ルール 

 要点提案。読上げ提案は 

不可。議長の復唱も不可。 

その方針の勘所を外さない。 
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幹部学校 

（２０１３年６月２３日） 



３ 会議運営テキスト   
   会議も大切な組合活動 改善を重ねよう  

 

④会議運営のルールとポイント 

○参加者のルール 

 発言は簡潔に。反対意見は事実にもとづいて、
個人攻撃や、特定分会への攻撃は許さない。
決定事項の蒸し返しは原則できない。 

 支部事務所からの退出や書記の退勤時間を
定めておく。（例：会議終了後３０分以内な
ど） 
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３ 会議運営テキスト   
   会議も大切な組合活動 改善を重ねよう  

 

○意見交換の促進 

 テーマを設定して意見を求める 
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■意見交換のテーマ（例） 
・分会総会（支部大会）の参加を広げるため１・２月
のとりくみのポイントは 
・拡大月間の統一行動を運動や業務と連動させるには 
・公契約条例を実現するために自治体理事者・議会と
の合意をはかるには 
・住宅デーのとりくみで防災組織づくりをすすめるには 



３ 会議運営テキスト   
   方針書（支部執行委員会議案）の基本的な構成  

 

＜第１章で説明＞ 

○「委員長あいさつ考」参照 
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新入書記研修・大久保駅頭宣
伝（２０１４年３月１１日） 



おわりにー 

◆会議運営を不断に改善するカギは、事前の主
催者（執行委員会であれば四役・常任執行委
員会・書記局）の意見交換です。 

「合意に基づく運営」 

を会議でも大切にし 

ましょう。 
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大手企業交渉・清水建設
（２０１７年４月２０日） 


