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平成２６年度公益財団法人偕行社事業報告書 

〔平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日〕     

                                                    

１．全般    

偕行社は、中期的展望に立った新たな視点で組織及び業務全般を見直すとともに、各種事業を

積極的に推進した。この際、平成２５年度事業の成果を着実に拡充して安定・充実した偕行社の

運営基盤の確立に留意した。 

２．事業推進に当たり特に考慮した事項 

（１） 引き続き元幹部自衛官の入会促進を最重点とし、各地偕行会の協力を得て、会員数の増加を 

図るとともに、会員の維持管理施策を積極的に推進し、全国的継承基盤を確立した。この際、

部内出身幹部自衛官、家族会員及び賛助会員、特に法人会員の入会に努力した。 

（２） 会員数・会費収入・資産運用収入等の見通しを踏まえ、安定かつ充実した会務運営ができる 

方策を具体的に推進した。 

（３）  各種事業の実施に当たり、各地偕行会との連携・協力体制を重視するとともに、関係友好 

団体との連携に留意した。このため、各地偕行会の活動基盤の充実に協力した。 

（４） 部外研究者・協力団体研究員等と連携して、研究員同士の切磋琢磨により、安全保障・近現 

代史の研究内容を深めた。また、各研究員の部外に対する積極的な意見発表を補助し、もっ

て国民・政治家への啓蒙活動を推進した。 

（５） 将来態勢検討会の答申に基づき、事務局の強化について検討を継続する。 

３．定款に掲げてある事業の実施状況 

（１） 公益目的事業 

ア 慰霊・援護（公１） 

（ア） ４・１０月を除く毎月第３水曜日に靖國神社、千鳥ケ淵戦没者墓苑、自衛隊殉職者慰霊 

碑に、年間１０回の月例参拝を実施し、国家のために殉じられた英霊等に感謝と崇敬の

誠を捧げた。この際、輸送力を勘案し、例年通りのグループに区分して参拝者を募った。

参加者は、会員以外の有志を含み１ｶ月平均３９名であり、最大５９名であった。元自衛

官の参加者が３３％を超えるようになり、更に多くが参加する事業としたい。 

（イ） ９月１７日、市ヶ谷駐屯地のメモリアルゾーンにおいて、「市ヶ谷台慰霊祭」を実施し、 

同地域に祀られている英霊並びに自衛隊殉職者に追悼と慰霊の誠を捧げた。ご遺族阿南

惟正氏、吉本元大将ご親族、国会議員３名、防衛省からは事務次官、官房長、陸幕監理

部長、空幕総務部長始め多数の自衛官、協力団体等の代表、会員、部外有志等合計１５

５名が参列した。爾後、偕行社に於いて９１名の参加者を得て、直会を実施した。 

（ウ） ４月６日、靖國神社が齋行した軍馬・軍犬・軍鳩合同慰霊祭に、偕行社が参列者を募る 

とともに、受付を支援した。偕行社からは２０名、一般の参列者は２１名であった。爾 

後、偕行社に於いて２６名の参加者による直会を実施した。偕行社が今後どのように関

与するか、検討を要すると思料する。 

（エ） 全国戦没者追悼式、自衛隊殉職者慰霊祭、靖國神社春季・秋季例大祭、千鳥ヶ淵戦没者 

墓苑拝礼式及び秋季慰霊祭、大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会主催の合同慰霊祭に参 
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列し、大東亜戦争で戦没された英霊等に鎮魂・慰霊の祈りを捧げた。 

（オ） 各地偕行会は、偕行社の助成費、自衛隊殉職者追悼支援費を活用して、各種慰霊行事に 

参加した。 

（カ） 陸上幕僚監部及び各地偕行会の協力を得て、各地に散在する自衛隊殉職者慰霊碑の調査 

を実施した。 

（キ） 自衛隊殉職者遺族援護のため、例年のとおり（一般財団法人）防衛弘済会の「遺族援護 

基金」に協賛した。 

（ク） 平成２１年度から『偕行』に連載してきた陸軍墓地の記事を集大成して冊子『陸軍墓地』 

を刊行し、防衛省特に陸上自衛隊の部隊・機関等、全国の図書館及び関係協力団体等に

頒布した。 

（ケ） 靖國神社の国家護持については、引き続き情報収集及び分析を継続する。 

   イ 安全保障等に関する調査・研究・提言及び相談・助言の実施（公２―１） 

（ア） 安全保障に関する研究は、新防衛大綱以降の自衛隊運用のあり方について諸問題を研究 

し、発表するとともに、８月には近現代史研究委員会と合同で、編集・広報委員会関係者

を交えて研究員夏季セミナーを開催した。研究員夏季セミナーでは、研究方針・スケジュ

ールの大綱を検討し、特に戦略環境の認識を巡り白熱した討論となり、研究員相互の切磋

琢磨と研究内容の深化を図った。 

（イ） 年度計画に基づき定期講座を偶数月に５回、１月に臨時講座１回の計６回の講座を開催 

し、引き続き研究会を実施した。各回とも、２５名以上の参加者を得て、質疑応答が活発

に行われ、防衛政策への関心及び健全な理解を促す等防衛基盤の拡充に資する成果を収め

た。研究員の論考を、『偕行』並びにホームページ（HP）に掲載した。１０月に実施した

第３７回講座では、「対中偶発的紛争事態対処への法的課題」にテーマを変更した。 

（ウ） 近現代史研究委員会と合同で、核武装に関わる技術的可能性について、特別講演会を 

５月に実施し、６６名の参加者を得た。技術的に高度な内容を含んでいたが、研究に一石

を投ずる内容であった。講演内容を、『偕行』に掲載した。 

（エ） 「転換期における安全保障政策の新しい方向―日米同盟の将来―」をテーマにした第６ 

回安全保障シンポジウムを、３月２４日、東洋学園大学本郷キャンパスに於いて開催した。

部外識者による講演、パネルデｲスカッション及び Q&A セッションにより、議論を深める

とともに、偕行社の活動を広く社会に知らせる一助となった。今回は、メデｲア（産経及

び読売新聞社）を通じて事前に公表するとともに、会場には１３名のマスコミ関係者、

NHKの TVカメラが入り、参加者は１５９名の盛会であった。  

別紙第１ 平成２６年度安全保障講座実施結果       

  ウ 近現代史に関する調査・研究及び発表（公２－２） 

（ア） 一昨年開始した大東亜戦争に関する研究テーマを、その経過に応じて逐次研究を進め、 

本年は、大東亜戦争開戦時（昭和１６年１２月８日を指す）の攻勢作戦から絶対国防圏設

定による守勢作戦に至る間の政戦略に焦点を当て、その経緯及び評価について研究した。

発表にあたっては、部外の研究・メデｲア機関と協力して東京裁判史観の払拭に努力すると

ともに、外国への発信について配慮した。 
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（イ） 年度計画による隔月の研究発表会（講座）を、５回実施し、平均参加者数は３１名であ 

り、５月には「我が国の国防制度―その過去・現在・未来―」をテーマとして特別講演会  

を実施し、参加者は６６名を数え、聴講者との意見交換も実施した。発表会終了後、研究

員によるフリーディスカッション（自由討議）の時間を設け、研究内容を深めることがで

きた。 

（ウ） 第６回シンポジウム（２７年２月２７日）では、テーマを「大東亜共栄圏を考える」と 

して、国士舘大学世田谷キャンパスに於いて実施した。参加者は、８０名を数え盛会であ

った。 

（エ） 終戦７０周年にあたる平成２７年を目途に、多くのマスコミ・軍事研究者・部外者から 

のインタビュー、質問・調査依頼に対応し、その結果を収集・整理する等の成果を収めた。 

別紙第２ 平成２６年度近現代史研究会講座実施結果 

エ 教育問題の研究（公２－３） 

（ア） 本年度は、「教育問題特別委員会」を解散し、新たに「教育問題プロジェクトチーム 

（PT）」が発足したことを受け、今後の同プロジェクトの活動の方向について議論を深めた。 

（イ） 平成１８年以降の教育基本法の改正を始めとする教育基本三法の改正及び新学習指導要 

領に基づく初めての教科書採択という特性を踏まえ、当面の活動の焦点を平成２７年度中

学校教科書の採択に置き、研究と啓蒙に努めた。 

（ウ） このため、教科書検定の現状と問題点、教科書採択の仕組み等について、部外専門家 

の講義や委員相互の研究の成果を、『偕行』誌上に掲載した。また、平成２７年度教科書

採択について会員への情報提供を行うとともに、関係諸団体に依頼し、請願等の実施要領

について HP を活用して普及に努めた。 

オ 自衛隊に対する協力（公３） 

（ア） 自衛隊の行う国際平和協力活動・災害派遣の民生協力に対し、自衛隊関係機関及び関係 

友好団体と連携して激励・協力活動に参加・協賛した。特に２６年８月２０日に広島県で

発生した大規模土砂災害に災害派遣した第１３旅団に対し、広島県偕行会を通じて、激

励・支援した。また、２６年９月２６日に発生した御嶽山の噴火活動に対する陸上自衛隊

の災害派遣に対し、１０月１７日に志摩理事長が陸上幕僚長を激励するとともに、現地の

偕行会（信州及び群馬）を通じて担当部隊を激励・支援した。また、１１月には南スーダ

ン派遣施設隊第７次派遣部隊に対し、山形県偕行会を通じて派遣部隊を激励した。 

（イ） 陸上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生（１回）及び小平学校業務管理集合教育学生（５ 

回）が偕行社を訪問し、陸上自衛隊と偕行社の協力関係及び偕行社の概要を修得するとと

もに、退職自衛官の偕行社における活動意義について理解を深める機会として効果を収め

た。 

（ウ） 指揮幕僚課程学生に対しては、陸軍士官学校５０期生の堀江 正夫氏が「陸軍中将安達 

二十三第１８軍司令官の戦場における統率」をテーマとして２月に講演し、参加者一同が

感銘を受けた。また、陸軍士官学校５７期生の総山 友雄氏は陸上自衛隊幹部学校におい

て学校職員等に対し「偕行社及び旧陸軍について」をテーマとして３月に講演し、大きな

感動を与えた。 
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（エ） 方面隊、師団、旅団及び主要な学校等の記念式典に偕行社代表が参加するとともに、祝 

電を打電した。 

カ 定期刊行誌『偕行』の発行（公４） 

（ア） 偕行社の公益目的事業の性格を重視し、会員の研究論説、シンポジウムや研究会等の報 

告、部外研究者の記事や協力団体の論文との交換掲載、一般マスコミとは別の観点から自

衛隊の活動周知等、幅広い内容で類似誌とは異なる広報媒体としての性格を発揮するよう

努めた。また、２７年４月号から表紙をカラー印刷とし、『偕行』に対する印象度を深める

こととした。 

（イ） 『偕行』は収支均衡対策として年度内に２回、２ヵ月合併号を試験的に刊行したが、２ 

７年度は毎月発行に戻すこととした。 

（ウ） 本年度の発行部数は、会員数の減少が影響し、引き続き減少傾向にある。本年度の発行 

部数は、６９，１１４冊であり、昨年度に比し２２，３９９冊減少した。これは、２ｶ月合

併号を７・８月号及び１・２月号で試行したことにもよる。 

（エ） 規程に基づき会員に配布したほか、本年度も社外有識者、公立図書館、陸上自衛隊の連 

隊等の各部隊・機関の長及び地方協力本部長等に毎月贈呈（約４００冊）した。また、会

員以外の希望者にも販売している。  

    キ 広報事業 

（ア） 本年度も、『偕行』及びホームページを主要手段として、防衛基盤の強化拡充に資する 

対外広報を重視し、偕行社の目的・存在意義・主要事業を周知・宣伝することを主眼と

して広報活動を実施した。この際、ホームページを活用した情報発信に留意して広報活

動を行った。 

（イ） 昨年度実施した「憲法改正」提言のフォローアップとして偕行社と日本郷友連盟との共 

同プロジェクトにより『「国防なき憲法」への警告』を出版し、頒布の促進を図った。 

（ウ） ホームページの内容更新のため専従員を確保して定期的に内容を更新するとともに、 

『偕行』の誌面を補完するホームページの活用に留意して積極的な情報の発信を図った。

特に、会員の意見・コラム、焦点・論点、偕行社のイベントなどのコーナーを設けると

ともに、安全保障・近現代史講座及びシンポジウムの案内などを掲載し、ホームページ

の魅力化を図った。更に、広報活動用のメールアドレスを取得し、偕行社に対する意見

等を聴取できるようにした。今年度のホームページへのアクセス数は、４１,１１１件で

あり、昨年度（３６,８６６件）に比し４,２４５件増加した。年度目標である４万件を突

破することができ、更なる目標に向かいホームページの魅力化を図りたい。 

（エ） 安全保障講座・シンポジウム及び近現代史講座・シンポジウムの予定を陸上自衛隊幹部 

の機関誌『修親』に広告として掲載し、現職幹部自衛官の偕行社に対する理解と協力を得

るとともに、退職後の入会促進に寄与した。 

（オ） 各地偕行会との一体化を促進するため、広報用ツールとして偕行社の幟と腕章を作成し、 

各地偕行会に配布した。 

（２） 収益事業 

ア 集会施設等の運営（収１） 
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（ア） 会館の収益事業は、会議等のための貸会議室及び飲食を提供する談話室で実施して 

いる。本年度の貸会議室の利用者数は、１２，５９２名であり、昨年度より３５３名

減少したが、昨年度の減少者数１，０５４名に比し減少率は大きく向上した。また、

談話室利用者数は、９，１５１名であり、昨年度より７２８名減少したが、昨年度の

減少者数１，７３６名に比し減少率は向上した。 

（イ） 昨今の会員数の減少に伴い貸室収入と飲食の売り上げが逐次減少傾向にある。本年 

度の貸室収入は約５７８万円で、昨年度より約５７万円減少したが、昨年度の約９９

万円の減少に比し向上し、飲食の売り上げは１，０７４万円であり昨年度より９５万

円減少したが、昨年度の約４９７万円の減少に比し著しく向上した。総計的に収益事

業（収１）収入は約１、６５２万円であり昨年度に比し約１５３万円減少したが、昨

年度の約５９５万円の減少に比し大きく改善された。 

（ウ） 偕行社は、２５年度に２階部分を返還し、本年度は縮小された会議室及び談話室で 

営業を継続している。本年度は会議室の改修及び使用機材の改善、談話室及び厨房の

改修、積極的な接客意欲及びサービスの向上、先行的な会場準備等の集客努力を継続

するとともに、会議室の使用依頼には綿密な調整と融通性を保持し、効率的使用によ

り利用促進を図る等、厚生委員会の努力もあり、事業が飛躍的に改善された。 

イ 図書の販売（収２） 

（ア） 本年度の定期刊行誌『偕行』の部外販売は、昨年に比し４１冊減少し、１５７冊と 

なり、伸び悩んでいる。現在は、偕行社事務局のほか、自衛隊市ヶ谷駐屯地売店、靖

國神社（偕行文庫）で販売しているが、販売促進に更に努力するとともに、部外の書

店等で販売することができれば、国民の啓蒙誌としての価値の向上及び増収が見込め

るため、その要領も継続的に検討している。 

（イ） 『雄叫』については、特定の企業から大口の申し込みもあり昨年度より２，１１ 

３冊増加し、２，３２１冊の販売であった。愛好者が特定の分野に限定される内容 

であるが、『偕行』とともに販売先の拡大も継続的に検討している。 

（ウ） 全国陸軍墓地の調査結果を集大成し『陸軍墓地』として、出版した。陸幕を始め主 

として陸上自衛隊の各部隊・機関、各地偕行会及び全国の主要図書館に頒布するとと

もに、販売活動を開始した。 

（エ） 日本郷友連盟との共同著書『「国防なき憲法」への警告』を２７年１月に内外出版 

社から出版し、販売活動を促進中である。 

（３） その他の事業 

ア 定期刊行誌『偕行』の別冊付録の発行（他１） 

主として会員相互の親睦、連絡及び偕行社事業の各会への反映に資する、会員向け広 

報誌「花だより」と「つどい」を、定期刊行誌の別冊付録として昨年に引き続き全会員

に配布した。別冊付録は、防衛問題等部隊等の読者に有意義な内容も含み、昨年同様に

贈呈先にも配布している。 

イ 厚生活動 

（ア） 厚生委員会は、２回の臨時を含め年５回開催し、従来の半分のスペースとな 
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った談話室と会議室の有効利用及び利用者の便宜を図る要領について検討し、積極的

に改善意見を事務局に提出して協力している。 

（イ） 第５回文化祭を、偕行社３階で開催した。１１月６日～８日の間に会議室を使用し 

て作品展示会を、１０日には、３階全室を使用して芸能発表会を実施した。作品展示 

会では、出展者３３名、作品数６５点（絵画・写真・書道・陶芸・手芸・彫塑・クラ

フト）であり、来場者数は１０９名であった。また芸能発表会では出演者２８名、来

場者は４４名であった。 

（ウ）臨時絵画展を７月６日の富士学校創立記念日に同地で開催し、偕行社及び同文化活 

動を紹介した。 

（エ）伝統を誇る偕行社の各種文化・スポーツ活動を組織化して「偕行社文化・スポーツ

クラブ」として認定し、その活動を充実することにより、会勢の充実、継承者の育成

及び偕行社の魅力化を図ることとした。 

４ 会勢の状況 

（１） 当面の目標（体制）を５，０００名以上とする元幹部自衛官の入会促進は、昨年に   

引き続き、偕行社事業の最重点と位置付け、各地偕行会と連携を図りつつ、偕行社を

挙げて会員数の増加に努めた。 

（２） ２７年３月末現在の元幹部自衛官の会員総数は２，６４８名で、２６年３月末に比  

し約２４０名増加した。入会促進業務の推進に当たっては、各地偕行会との連携を強

化しつつ、特に部内出身幹部自衛官の増勢を図った。部内出身幹部自衛官は、２６年

３月末に比し約１５０名増加した。 

（３） ２６年度中の元幹部自衛官会員の退会者数は１４７名（２年未納者６２名を含む。）   

であった。各地偕行会に対し、会員の定着率向上に資するため、各種会同等の場を活

用して、偕行社と各地偕行会の一体化の施策についての説明及び意見交換を実施して

協力を要請した。施策は緒に就いたばかりであり、引き続き、施策実現のための努力

を継続する。 

（４） 新たに京都偕行会で、元幹部自衛官による組織の継承が行われた。元幹部自衛官に 

よる組織の継承が未完の偕行会については、引き続き、可能な限り早い時期の実現を

目指して、努力を継続する。 

５ 財政状況 

（１） 本年度の収支予算書では、一般会計における収支差額が約７６０万円の赤字予算を計 

上したが、年度末の収支差額は約７００万円の赤字となった。これは収益事業の赤字解

消のため、昨年度に引き続きあらゆる方面からの情報収集・意見聴取を行い、改善策を

見出す努力を傾注するとともに、公益目的事業利用比率の拡大・仕入れ価格の見直し、

管理経費の節減等を図ったことに加え、アベノミクス効果による運用財産収入の増加が

要因である。 

（２） 正味財産では、本年度末で約１３億７千９百万円となり、経済市況が好転したこと、 

臨時・特別収入の増加により昨年度より約５千４百万円増加している。 

（３） 今後は、更に必要な事業に積極的に経費を投入する反面、経費節減はもとより総資産 
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の有効活用と積極的な収入増加対策を推進し、一般会計収支差額の改善に努める。 

６ 会議等 

（１） 偕行社総会を、１０月１０日、グランドヒル市ヶ谷に於いて実施した。専務理事の会 

務報告、東部方面音楽隊の演奏に続き、陸軍士官学校５３期生の西宮 正泰氏の記念講

演が行われ、好評を博した、懇親会においては、ローレルバンク・マシーン株式会社に 

感謝状を贈呈した後、国会議員２名、その後陸上幕僚長から祝辞を頂いた。出席者は各

地偕行会会長等を含み２２９名（元自１２２名）であった。元自会員の参加者は、昨年

に比し６１名増加した。 

（２） 各地偕行会会長会同を、１０月９日、靖國神社、市ヶ谷台慰霊碑を巡拝した後、偕行 

社で実施した。今回の会同では、理事長の挨拶に続き、平成２６年度偕行社事業計画の

説明、各委員会の活動状況の説明及び質疑応答が行われた。その後、「偕行社の入会促進

活動及び偕行社と各地偕行会の一体化施策の検討」をテーマとして、各地偕行会会長か

ら「各地偕行会の現状及び将来像、偕行社に対する要望等」の発表後活発な意見交換が

行われ、偕行社の今後の施策と課題に関し多くの教訓が得られた。また、各地偕行会会

長相互の現状認識と意思疎通に進展があった。参加者は、会長等各地代表６０名に偕行

社役員等２０名を加え８０名であった。 

（３） ブロック別偕行会会長会同 

ア 偕行社と各地偕行会が一体となって公益目的事業を推進することを目的としたブロ 

ック別偕行会会長会同を、２回実施した。 

イ 西部ブロック（九州・沖縄地区）会長会同を、５月１８日、熊本市内のホテルで実 

施した。西部ブロックの偕行会からは、会長（１０名）及び事務局長等（９名）が参

加し、偕行社の事業説明後、各地偕行会の一体化及び入会促進について各地偕行会会

長からの発表に続き、活発な意見交換が行われた。その後会員及び部外招待者として

西部方面総監以下現職自衛官等１２名が参加し、懇親会が行われた。偕行社から、理

事長、専務理事、事務局長及び入会促進特別委員長の４名が出席した。 

ウ 東北・北海道ブロック会長会同を、２月７日、仙台市内のホテルで実施した。東北・ 

北海道ブロックからは、会長（５名）、及び事務局長等（８名）が参加し、西部ブロッ

ク会長会同同様の要領で実施し、特に一体化に関し活発な意見交換が行われた。その後

村井宮城県知事の祝辞に続き東北方面総監の講演会を実施した後に、会員（５０名）及

び部外招待者（１０名）を含め懇親の夕べを開催した。偕行社から、理事長、事務局長

及び入会促進特別委員長３名が出席した。 

（４）理事会（臨時を含み５回）、業務連絡会議（１１回）及び評議員会（臨時を含み３回） 

を実施したほか、委員会及び特別委員会を定期的に開催し、多くの成果とともに教訓を

得た。 

７ 年度末の役員、評議員及び事務局員の状況 

（１） ２７年３月３１日現在の理事数は２５名、監事数は２名である。 

（２） ２７年３月３１日現在の評議員数は、３０名である。 

（３） ２７年３月３１日現在の事務局員数は、５名である。 


