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報

告
1.

中央協議会口座の東日本大震災復興義援金残高について
11 月 30 日現在の中央協議会口座の東日本大震災関連・義援金残高報告が行われた。義援金総額は
73,500,693 円、支出合計は、37,975,883 円、残高は 35,524,810 円となった。

2.

2014 年度教区分担金算定について
2011 年 6 月開催の定例司教総会において､2012 年－2014 年の教区分担金算出方法については、従来の基
準を適用することが承認された。また、2011 年から 3 年間は、東日本大震災の被害の大きかった仙台教
区とさいたま教区の教区分担金を免除し、その免除額を 14 教区で案分することが決定したが、2014 年
度からは通常の分担額に基づき教区分担金を算定したことが報告された。

審

議
1.

日本固有の祝日として承認された「日本の信徒発見の聖母」への対応について
現在、3 月 17 日に任意に祝っている「長崎信徒発見の記念日」を、
「日本の信徒発見の聖母」の名称で
日本固有の祝日とすることが、2013 年 10 月 28 日付で典礼秘跡省より承認されたことを受け、以下の事
項を確定した。
①「日本の信徒発見の聖母」の祝日の公式祈願、聖書朗読箇所（
「教会の祈り」の対応も含む）は 2014
年 2 月の司教総会で検討し、教皇庁・典礼秘跡省に申請する。
② 導入開始は、信徒発見 150 周年記念日である 2015 年 3 月 17 日とし、それまでは、日本の教会全体に
その意義を周知・共有する期間とする。

③日本固有の祝日として教皇庁から承認されたこと、および導入開始予定については、カトリック新聞、
中央協議会ウエブサイトで公表する。
④『毎日のミサ』
、
『カトリック教会情報ハンドブック』、
『教会暦と聖書朗読』には、2015 年版から掲載
する。
2.

「典礼憲章」発布 50 周年シンポジウムの参加について
典礼憲章発布 50 周年を記念して、2014 年 2 月 18 日－20 日に典礼秘跡省が教皇庁立ラテラノ大学と共同
で開催する国際シンポジウムの参加については、日本カトリック典礼委員会委員から梅村委員長の推薦
者を派遣する。

3.

FABC 広報局からの要望について
FABC 広報局からの要望である、ミャンマーのカレン語放送に対する日本司教協議会の宣教パートナーと
しての方針については、1 年に 1 回のリスナーズミーティングに日本司教協議会から司教を派遣するこ
とが困難なことから、その旨通知し、ミャンマーの教会には、司教協議会としてカリタスジャパンが、
日本の教会としても東京教区が多大な援助を行っていることを伝える。

4.

「特定秘密保護法案」反対声明について
今国会において審議予定の「特定秘密保護法案」に対し、可決となった場合に、常任司教委員会として
抗議声明を発表する。

5.

カトリック中央協議会規則の一部改定について
宗教法人「カトリック中央協議会」規則に、日本カトリック神学院に関する規定と監事に関する事項を
整備して加えるため、同規則の一部を提案どおり改定することを承認した。

6.

2014 年度予算編成方針について

財務委員会から提出された、減価償却費の会計表示の変更などを伴う「2014 年度予算編成方針」を承認
した。
7.

中央協議会発行出版物の企画承認について
出版審議会から提出された以下の書籍を中央協議会から発行することと、出版企画書を承認した。
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①書籍名

信仰の光

容

教皇フランシスコ最初の回勅の邦訳出版

訳

者

カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画

②書籍名

8.

回勅

内

使徒的書簡

女性の尊厳と使命

内

容

教皇ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡のペトロ文庫化

訳

者

初見まり子、松本三朗

四旬節キャンペーン大綱承認について
カリタスジャパンから提出された「2014 年四旬節キャンペーン大綱」を承認した｡

新福音化委員会
■2013 年度第 2 回会議
日

時

2013 年 12 月 5 日（木）15：30－17：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

審

会議室 5

5人

議
各教区の「信仰年」の取り組みと振り返りの調査依頼（案）検討
前回会合を受けて作成した、各教区における「信仰年」の取り組みの実り、課題などについて報告を
受けるための掲記依頼（案）の検討を行った。来年 1 月の常任司教委員会に提出し、内容などの確認
を願う。また、教皇フランシスコが「信仰年」閉幕にあたって発表した使徒的勧告『福音の喜び』
（仮
訳）は、日本の教会が新しい福音宣教に取り組むために重要な示唆に富んでいるため、それを周知し、
積極的に活用していく必要があることも強調された。

次回委員会

2014 年 1 月 22 日（水）1 4 : 0 0－16：00

日本カトリック会館

「司牧の手引き」編纂特別委員会
■2013 年度第 5 回委員会
日

時

2013 年 11 月 29 日（金）10：00－18：00

場

所

日本カトリック神学院 福岡キャンパス(福岡市)

出席者

報

6人

告
1.

2014 年度の当委員会の事業計画および予算について
収入は、『司牧に関する法規の手引き』の発行を予定しているので、頒布収入を計上。支出は製作費お
よび定例会を 2 回とする。以上を考慮し予算を計上する。

2.

特別シノドスについて（委員長）
2014 年開催予定の特別シノドスのテーマについて報告した。

3.

資料紹介（秘書）
2006 年発行のカナダ・ケベック版『司牧の手引き』
（仏語）を資料として取り寄せ、紹介した。
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審

議
1.

『司牧に関する法規の手引き』本文の確定作業
「序文」
、「第一章」の見直しと第二章「洗礼」の部の検討を行った。

2.

次回定例会までの作業分担確認
次回定例会までの作業分担を確認した。

次回委員会

12 月 20 日（金）13:00－19:00

カトリック広島司教館集会室（広島市）

典礼委員会
■定例会議
日

時

2013 年 12 月 2 日（月）1 0 :0 0 － 1 5: 1 0

場

所

日本カトリック会館

出席者

8人

欠席者

3人

審

会議室 3

議
1.

3 月 17 日の「日本の信徒発見の聖母」承認について
「長崎信徒発見の記念日」
（3 月 17 日・任意の祝日）について、教皇庁典礼秘跡省は 10 月 28 日付で「日
本の信徒発見の聖母」と名称を変更し、日本固有の祝日とすることを承認した。その公式祈願や聖書朗
読箇所などは 12 月の常任司教委員会での検討結果に基づいて準備し、典礼秘跡省に提出する。

2.

『典礼憲章』発布 50 周年記念講演会について
11 月 9 日(土)にカトリック麹町教会・ヨセフホール（東京教区）で開催した掲記講演会の評価を受けて、
次年度以降、大阪・長崎両教会管区で同様の講演会を開催する可能性について検討した。なお、当日の
記録は準備が整い次第、カトリック中央協議会のウェブサイトに掲載の予定。

3.

「司祭不在のときの集会祭儀」儀式書について
掲記儀式書の試案について、9 月に開催された全国典礼担当者会議で参加者より出された意見を検討し
た。本会合での指摘を受けて修正を加えた草案については、次回以降引き続き検討する。

4.

「聖体授与の臨時の奉仕者に関する手引き」について
多くの教区で、臨時に任命された信徒がミサの中で聖体授与の奉仕を行っている状況を踏まえ、留意す
べき規則をまとめて「手引き」として作成する。9 月の会合での指摘に基づき修正した草案の検討を行
った。次回以降、引き続き確認を行う。

5.

典礼秘跡省主催のシンポジウムについて
『典礼憲章』発布 50 周年を記念して、教皇庁典礼秘跡省が教皇庁立ラテラノ大学と共催で 2014 年 2 月
18 日－20 日にローマで開催する掲記シンポジウムについて、12 月の常任司教委員会に報告し、対応に
ついて指示を仰ぐ。

次回定例会議

2014 年 1 月 20 日（月）13：30－17：30 カトリック横浜司教館（神奈川・横浜市）
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難民移住移動者委員会
■AOS(船員司牧)コア会議
日

時

2013 年 11 月 19 日（火）13：00－18：00

場

所

ホテルパストラール横浜鴨居 会議室(神奈川・横浜市)

出席者

審

4人

議
2013 年度 AOS 船員司牧全国会議開催について
今年度の「AOS 船員司牧全国会議」を、2014 年 2 月 12 日(水)－13 日(木)にホテルパストラール横浜鴨
居で行う。プログラムなどの詳細について検討した。

■2013 年度 第 6 回事務局会議
日

時

2013 年 11 月 25 日（月）10：30－11：45

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 5

4人

告
1.

「2014 年度

全国研修会」候補地について

10 月 28 日(月)の「2014 年度 全国研修会準備会」で開催候補地の検討を行った結果、「2014 年度 全国
研修会」は、高松教区で開催することになった。
2.

フィリピン大使館訪問について
松浦悟郎司教は、7 月 6 日に法務省が 75 人のフィリピン人非正規滞在者を一斉にチャーター機で強制送
還した件を受け、9 月 30 日(月)にフィリピン大使館を訪問した。

審

議
「第 3 回定例委員会」
「全国担当者会議」の議題について
本日の午後に開催される「第 3 回定例委員会」「全国担当者会議」の議題について、詳細を確認した。

■2013 年度 第 3 回定例委員会
日

時

2013 年 11 月 25 日（月）12：30－14：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

10 人

欠席者

4人

報

会議室 2

告
1.

「全国研修会 in 仙台」について
会報 1 月号参照

2.

「大阪教会管区セミナー」について
10 月 14 日(月)13：30－16：30 に、布池文化センター(名古屋市)で「大阪教会管区セミナー」が開催さ
れた。参加者は 50 人。テーマは「隣の難民と私たち」で、NPO 法人・難民支援協会の石川えりさんの講
演とアフリカ系難民の男女 2 人の話を実際に聞き、日本にいる難民に対する理解を深めた。
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3.

「AOS 船員司牧全国会議」について
11 月 19 日(火)に開催されたコア会議で、
「AOS 船員司牧全国会議」を 2014 年 2 月 12 日(水)－13 日(木)
に横浜で開催することになった。

4.

「2014 年度

全国研修会」について

10 月 28 日(月)、大阪教会管区の教区担当者が集まり、「2014 年度 全国研修会準備会」で開催候補地の
検討や研修内容、テーマなどについて話し合い、2014 年度の「全国研修会」は高松教区で開催すること
になった。
5.

難民・移住労働者問題キリスト教連絡会(難キ連)、なんみんフォーラム(FRJ)運営委員について
11 月までに開催された難キ連の運営委員会と FRJ の会議について、報告があった。

6.

「長崎教会管区セミナー」について
2014 年 3 月 2 日(日)13：30─17：00 に、安里教会(那覇教区)で「長崎教会管区セミナー」を開催する。
テーマは「共に生きる信仰 〜Sharing the gift of faith」で、ちらしを作成し、12 月中に発送する。

7.

チャーター機によるフィリピン人一斉送還、フィリピン現地調査について
7 月 6 日に法務省が 75 人のフィリピン人非正規滞在者を一斉にチャーター機で強制送還した件を受け、
難民移住移動者委員会が「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」と共同で集団送還の背景や経緯を
明らかにし、帰国後の実態調査を目的に、調査団を 8 月 17 日－27 日にマニラに派遣した旨の報告があ
った。

審

議
2014 年度 活動計画の整理および予算修正、予算承認について
2014 年度 活動計画および予算概要を検討し、予算を承認。

■全国担当者会議
日

時

2013 年 11 月 25 日（月）13：30－26 日（火）12：00

場

所

日本カトリック会館

マレラホール

参加者

23 人

講

児玉晃一(弁護士)、ビスカルド篤子(大阪教区社会活動センターシナピス)

師

学習会「日本の入管収容施設、外国人政策について」
1.

フィリピン人一斉送還、フィリピン調査団派遣に関する報告

2.

全国 3 か所の入国管理センター訪問の現状
・東日本入国管理センター(茨城・牛久市)
・西日本入国管理センター(大阪・茨木市)
・大村入国管理センター(長崎・大村市)

3.
報

児玉晃一弁護士の話「イングランド入管視察」
告

1.

委員会事務局より（2013 年度活動について）

2.

分野別担当者からの報告

3.

報告書のまとめ
・特別に分かち合いたい活動報告
・今の教区、所属(自分たち)の課題について
・これから目標にしていること
・2014 年度全国研修会に関する報告(大阪教会管区)

- 6 -

審

議
1.

2014 年度活動計画の検討について

2.

2014 年度各教会管区セミナーについて

カリタスジャパン
■2013 年度カリタスジャパン定例全国教区担当者会議
日

時

2013 年 11 月 19 日（火）－20 日（水）

場

所

カトリック高松教区本部

出席者

2 階会議室

21 人

11 月 19 日（火）
1.

東日本大震災における現状と課題の共有
復興支援担当者会議の参加者からの報告を通して、被災地や支援活動の現状を知り、東日本大震災復興
支援における課題を共有した。震災前から抱えていた地域ごとの課題なども踏まえ、今後支援者がどう
かかわっていくのか、また被災者の間で起きている確執に対して、和解に向けた寄り添いの必要性と難
しさなどが挙げられた。

2.

国内援助の在り方について
国内援助ガイドライン作成に向けて、意見交換を行った。援助申請書記入要綱の英語版の必要性が指摘
された。

11 月 20 日（水）
3.

各部会の取り組み
援助部会は、国際カリタスキャンペーン“One Human Family, Food for All”

を視野に入れて活動を行

う。啓発部会は、引き続き「自死と孤立」をテーマに、公開勉強会やゲートキーパー養成講座開催の検
討を行う。
4.

四旬節キャンペーンについて
2014 年四旬節キャンペーン大綱を検討した。四旬節小冊子の内容は、四旬節献金を元にした援助活動の
報告となる。各種キャンペーン資料の送付申込は 12 月 13 日までに事務局あて返答。

5.

次期実行委員改選、事務局報告
次期実行委員改選について、2014 年 4 月－2016 年 3 月の実行委員として、町田 正師（新潟教区）、アン
トニサミー・イルダヤラージ師（高松教区）
、大瀬良直人師（長崎教区）が選出された。
事務局より、国際カリタスキャンペーン“One Human Family, Food for All”について、各教区、小教区
での取り組みへの協力依頼がなされた。

次回日程

2014 年 10 月 14 日（火）－15 日（水）

日本カトリック会館

■第２回事務局会議
日

時

2013 年 11 月 26 日（火）14：00－17：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

会議室 4

7人
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報

告
カリタスジャパン 8 月、9 月度収支状況が報告された。

審

議
1.

2014 年度活動スケジュールを確認し、カリタスジャパンニュース、広報活動、資金調達などについて
意見交換。

2.

国際カリタスの反貧困キャンペーンに対する取り組みについて検討。
キャンペーン開始日の 12 月 10 日に予定されている「祈りのウェーブ（世界各地で正午にキャンペーン
の祈りをささげる）
」については、英文の祈りを和訳し、ホームページに掲載する。また、責任司教のビ
デオメッセージも公開する。その他の取り組みは、今後、随時検討しながら進めていく。

■第 2 回援助部会会議
日

時

2013 年 11 月 27 日（水）1 3： 3 0 －1 7： 0 0

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 2

10 人

告
1. カリタスアジアの危機管理に関するワークショップ（10月25日－27日、タイ・バンコク）。
2.

東日本大震災関連
・各教会管区、教区が運営するボランティアベースは、来年度も今年と同様に活動を継続の予定。
・全国の教区でボランティア参加の呼びかけを行うことを検討中。
・カリタスジャパンが支援した南三陸のデイサービスセンターが12月に開所予定。
・宮城県の亘理で活動している支援団体が相互に協力する体制を築き、活動継続につなげていくことを
確認。

3.

フィリピン・ボホール地震、フィリピン台風ハイエンへの緊急支援としてそれぞれ 27,500 US ドル、
300,000 US ドルの支援を決定。

審
1.

議
以下の海外会議および視察を承認。
(1)パキスタン視察（2014年1月23日－31日）
(2)ミャンマーパートナー会議および視察（2014年2月中旬）

2.

国際カリタス中国フォーラム（11月30日－12月2日、台湾）の経費の一部として、3,000ユーロの支援
を決定。

3.

カリタスインドへの年間一括援助について、次期3年間の援助金年額が50,000 USドルに決定した。年
度内に契約締結の手続きを進める。

4.

国内援助ガイドラインについて、全国教区担当者会議で承認を得たので今後運用していく。

5.

援助審査

3件（東日本大震災2、海外一般1）を審査。以下の2件を承認し、1件を保留とした。

(1)和みサロン眞こころ「南相馬市仮設住宅でのサロン活動」3,739,760 円
(2)パキスタン「アフガン難民教育・職業訓練支援」17,452 US ドル
6.

国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA)

以下 3 件の支援を決定。

(1)インド「サイクロン・洪水災害復興支援（EA20/13）」10,000 US ドル
(2)ナミビア「干ばつ緊急支援（EA21/13）」10,000 US ドル
(3)DR コンゴ「紛争避難民人道支援（EA22/13）
」10,000 ユーロ
次回日程

2014 年 1 月 16 日（木）10：00－15：00

日本カトリック会館
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正義と平和協議会
■事務局会議
日

時

2013 年 11 月 26 日（火）17：00－19：00

場

所

喫茶ルノアール四谷店

出席者

報

会議室（東京・新宿区）

5人

告
1.

2014 年全国集会福岡大会の進捗状況

2.

宗教者九条の和「シンポジウムと平和巡礼 in 沖縄」（9 月 28 日）について

3.

練成会（11 月 30 日、12 月 1 日）の進捗状況について

審

議
1.

部会、専門委員について、定例会議に諮るための事前検討

2.

定例会議（12 月 3 日）議案の検討

■定例会議
日

時

2013 年 12 月 3 日（火）11：00－16：00

場 所
出席者

報

日本カトリック会館
14 人

会議室 2

告
1.

11 月 1 日に「特定秘密保護法案」反対声明を安倍首相、国会議員に送付した。

2.

集会報告

3.

2014 年度全国集会福岡大会の進捗状況について

4.

2013 年度全国会議の準備状況について

審

議
1.

部会の再検討
「20 条の会」「死刑廃止を求める部会」の今後の運営の在り方、また専門委員の再編成を検討した。

2.

2014 年度活動計画を検討し、2014 年度の予算案を承認。

■練成会
日

時

2013 年 11 月 30 日（土）13：00－12 月 1 日（日）13：00

場

所

イエスのカリタス修道女会

亀川修道院（大分・別府市）

参加者

15 人

テーマ

「ヒロシマ・ナガサキ、福島からエクソドス（出エジプト）へ」

講

林 尚志師（イエズス会）

師

大分教区に正義と平和協議会の活動を紹介する機会をつくるため、初めて同教区で練成会を企画した。浜口
末男司教の参加もあり、大分教区より 8 人が集まった。教会が社会問題にかかわっていく福音的な視点を講
師の林師が体験を交えながら具体的に解説し、参加者間の交流を深めた。
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■学習会
日

時

2013 年 12 月 6 日（金）18：30－20：30

場

所

幼きイエス会

ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区）

参加者

30 人

テーマ

「考えよう、日本の現在の危機をドイツの歴史を知ることによって」

講

三宅晶子さん（千葉大学教授）

師

部落差別人権委員会
■定例委員会
日

時

2013 年 12 月 13 日（金）11：00－15：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 2

16 人

告
1.

2013 年度第 3 回定例委員会(10 月 9 日)

2.

全国会議(11 月 3 日－11 月 4 日、京都市）

3.

大阪教会管区部落差別人権活動センター

4.

・狭山事件の再審を求める市民集会(10 月 31 日、東京）
・ドキュメンタリー映画「SAYAMA 見えない手錠をはずすまで」上映会(10 月 31 日、東京）

5.

「未来へ紡げ、療養所の思い～現状を知り、将来のあり方を考える市民集会」(12 月 19 日、東京）

6. 「同和問題」にとりくむ宗教教団東京地区連帯会議 (東京同宗連)の花岡事件学習会(12 月 2 日－4 日、
秋田）
審

議
1.

2014 年春季合宿
テーマを「狭山事件 50 年

石川一雄さんと出会って」と変更した。またフィールドワークは、被差別民

と「箱廻し」(人形劇)の歴史的・文化的関係性の学習とする。決定事項を基に、募集要項を作成する。
2.

2014 年度スケジュール
以下の 4 件について審議、挙げられた日にちや会場を候補に具体化を進めていく。
a.全国会議 2014（7 月 20 日－21 日、会場 大阪、講師 検討中）
b.シンポジウム（9 月 6 日、9 月 27 日のどちらか。会場 大阪、講師 検討中）
c.秋季合宿（11 月 2 日－3 日、11 月 23 日－24 日のどちらか。会場 神奈川（秦野など）
）
d.春季合宿（2015 年 3 月予定、大阪を検討）

3.

2014 年度予算案
原案通りに承認された。

4.

その他
「身元調査お断りステッカー」については、配布はせずにニュースレターなどで紹介するにとどめる。
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部落問題に取り組むキリスト教連帯会議(部キ連)
■役員会
日

時

2013 年 10 月 30 日（水）14：00－17：15

場

所

大阪クリスチャンセンター301（大阪市）

出席者

報

カトリックから 1 人

告
1.

2.

学習会
テーマ

「武州鼻緒騒動について」

講

古賀昭範（日本バプテスト連盟）

師

研修委員会より
・ドキュメンタリー映画「SAYAMA 見えない手錠をはずすまで」の上映会を行う。
日

時

2013 年 11 月 24 日(日)16：00－18：00

場

所

大阪クリスチャンセンター201（大阪市）

動員目標を 100 人として、参加費を１人 500 円としたい。詳細は委員会に委任する。
・11 月 27 日のカトリック大阪教会管区部落差別人権活動センター主催の、石川一雄・早智子さん夫妻
講演会「狭山事件 50 年とこれからのわたしたちの歩み」に賛同し協力する。
・ 第 24 回行政責任者研修会については、前回同様、狭山現地調査学習会・狭山要請行動との共同企画
とする。
3.

狭山再審要求委員会
2014 年狭山現地調査学習会・狭山要請行動については以下の予定である。
第一候補

2014 年 3 月 3 日から 3 月 4 日。

第二候補

2014 年 3 月 17 日から 3 月 18 日。

若い人の参加、関東からの参加者を募りたい。１月に案内を送る予定。
4.

パンフレット作成委員会
三つ折りのパンフレットの原案が提示された。
教団教派としての加盟は現段階では難しいが、各教団教派の中で取り組んでいる人々の力を結集する方
策を検討したいとの意見があった。

5.

各教団の報告
カトリックからは、以下を報告した。
カトリック大阪教会管区部落差別人権活動センター主催で、以下の講演会を行う。

6.

テーマ

「狭山事件 50 年とこれからのわたしたちの歩み」

日

時

11 月 27 日(水)10:30－12:00

会

場

サクラファミリア（大阪市）

講

師

石川一雄・早智子さん夫妻

狭山事件の再審を求める市民集会
日

時

10 月 31 日(木)11:00－15:30

場

所

日比谷公園野外音楽堂(東京・千代田区)

初めにキリスト者前段集会があり、最後にデモを行う。
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中央協議会事務局
■総務
2 月会議予定
5 日(水)

第 50 回財務委員会

5 日(水)

日本カトリック幼稚園連盟常任委員会

〃

5 日(水)

第 4 回諸宗教部門会議

〃

6 日(木)

常任司教委員会

〃

6 日(木)

神学院常任司教委員会

〃

7 日(金)

カリタスジャパン委員会

〃

7 日(金)

カリタスジャパン援助審査会

〃

2013 年度臨時司教総会

〃

17 日(月) －21 日(金)
26 日(水)

日本カトリック会館

『司牧の手引き』編纂特別委員会

<会報 2014 年 2 月号

日本カトリック神学院(福岡キャンパス)

公文書>
フィリピン台風に関するメッセージ

2013 年 11 月 28 日

フィリピン台風に関するメッセージ
難民移住移動者委員会
委員長

松浦悟郎

フィリピン人共同体の皆さまへ
この度、フィリピンでの台風３０号によって多くの死者と大変な被害が出たことについて、心からお見舞
い申し上げます。
皆さまの中には被災地に家族や親せき、友人をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。国を離れてい
ることで詳しい情報も得にくく、心配されていることとお察しします。私たちはこの台風で亡くなられた方々
のために、そして今被害のただ中にある人々のために心から祈りたいと思います。
思えば２０１１年の東日本大震災に際しては、フィリピンの国からも多大な支援を頂きました。また、日
本のフィリピン人共同体からは同じ日本のカトリック教会のメンバーとして一緒に支援活動ができたことを
感謝のうちに思い起こしています。今回の台風についても、同じ連帯が両国の間で続き広がるように活動し
ていきたいと思っています。
一刻も早い援助と復興が実現しますように祈っています。
小教区の皆さま
今、多くの場所でフィリピンでの台風３０号の被災者のために募金などの支援活動が行われています。日
本の教会としては、募金はカリタスジャパンに集められ、フィリピンに送られています。基本的には私たち
難民移住移動者委員会も募金はそこに一本化にしています。
一方、各地ではすでにフィリピン人共同体がチャリティーコンサートやバザーなどの独自の企画や活動を
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通して募金活動を始めています。私たちも彼らの主体的な動きに対してはできるだけサポートし、連帯でき
ればと思いますので協力をよろしくお願いします。
祈りのうちに

フィリピン台風に関するメッセージ 英語版
Messages related to Typhoon Yolanda
Dear Filipino Brothers and Sisters in Japan,
It was with great sorrow that we heard that Typhoon Yolanda took a huge
number of people’s lives and inflicted serious damage in the Philippines. We would like
to extend our heartfelt sympathies.
Many of you who have family members, relatives or friends in the affected
areas are, I am sure, deeply worried because it is hard to obtain detailed information
from remote areas. We pray for those who lost their lives and those who are still
suffering due to this typhoon.
We Japanese recall how we received a huge amount of aid from the Philippines
after the Great East Japan Earthquake in 2011. We also remember with gratitude that
Filipino communities in Japan engaged in aid activities with us as the members of the
Church of Japan. We would like to make the utmost effort to show the same solidarity
in the latest typhoon disaster.
We pray that relief activities and reconstruction can be carried out at the
earliest possible date.
Dear Brothers and Sisters in the Parishes of Japan,
Various aid activities for the victims of Typhoon Yolanda in the Philippines
such as fund-raising campaigns are underway in many places. In the Church of Japan,
all donations are sent to Caritas Japan to be forwarded to the Philippines. Basically,
donations from the Catholic Commission of Japan for Migrants, Refugees and People
on the Move are also included in these contributions.
In addition, Filipino communities in Japan are already engaging in their own
aid activities, including charity concerts and bazaars in various regions. We would like
to support their spontaneous activities as much as possible in solidarity with them. To
that end, your contributions will be deeply appreciated.
In prayers,
Bishop Michael Goro Matsuura
Chairman of the Catholic Commission of Japan
for Migrants, Refugees and People on the Move
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「特定秘密保護法」成立に対する常任司教委員会の抗議声明文
内閣総理大臣
安倍晋三

殿

抗議声明文
２０１３年１２月７日
「特定秘密保護法」の強行採決に断固抗議します
日本カトリック司教協議会常任司教委員会は、日本国憲法の基本原理を尊重し、人間の尊厳に関わる自由
で平和な社会を求める宗教者として、「特定秘密保護法」を、１１月２６日に衆議院、１２月６日に参議院
で強行採決したことに対して断固抗議します。
今回採決された「特定秘密保護法」は、日本の根幹を揺るがしかねない極めて重要な法案です。この法案
については、以下の指摘する通り、憲法の三大原則である主権在民、基本的人権の尊重、平和主義を侵害す
る恐れがあり、日弁連をはじめあらゆる層の団体や市民たちが廃案を求めて声をあげました。
このような重大な法案を十分な審議も尽くさず、説得力ある説明もなされないまま強行採決することは絶
対にあってはならないことですが、自民党をはじめとする「数の力」で一方的に強行採決されました。これ
は法案成立反対の民意を無視し、民主主義の根底を脅かすものであり、わたしたちは到底容認できるもので
はありません。
この「特定秘密保護法」は、以下のような欠陥をもつものであることを危惧します。
1.

「特定秘密」を行政機関が定めるということは、国会が行政機関の下位に置かれることになり、これは
日本の民主主義制度に反します。また「特定秘密」の範囲が曖昧なまま、その指定を行政側の恣意的な
裁量に委ねるものです。これは情報公開制度が未整備の現状にあって、防衛、外交、特定有害活動の防
止、テロリズムの防止にあたるとすれば、何でも秘密にされる危険があります。

2.

民主政治は市民の信託によるものであり、情報の開示は民主的な意思決定の前提です。この法案により
国会議員の国政調査権も制限される可能性があります。国会では正確な情報に基づいた議論が保障され
るべきなのに、国会への情報提供が限定されてしまうことになり、主権在民が脅かされます。

3.

この法案により、市民の知る権利は大幅に制限され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自
由など、基本的人権が侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度
の導入は、プライバシー侵害の恐れがあります。

4.

防衛大臣が「特定秘密」と指定すれば、それが自衛隊の海外武力行使や米軍との共同作戦など憲法9条
に反することであったとしても秘密裡に実行されることになります。これは憲法前文で「日本国民は、
政府の行為として国家として再び戦争の惨禍が起こることのないように、この憲法を確定する」と決意
表明した平和主義を根底から揺るがします。

5.

福島第一原発事故の収束のめどが立たない現状なのに、放射能の量、健康への影響、環境汚染の実態な
ど、国民の不安をあおり公共の秩序を害することを理由に「特定秘密」と指定されかねず、それは市民
の生命、健康をさらなる危険にさらすことになります。
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このような重大な問題をかかえ、多くの反対や疑問が呈されている法案については、多方面からの意見を
聴取し慎重な審議を重ねた上で、民主的に定めていくことこそが民主政治です。
今回のような拙速な採決に対してわたしたちは断固抗議するとともに、今後同様な強行採決を決して行わ
ないよう要求します。
日本カトリック司教協議会 常任司教委員会
委員長

岡田 武夫 大司教

委員

髙見 三明 大司教

委員

大塚 喜直 司教

委員

梅村 昌弘 司教

委員

宮原 良治 司教

委員

菊地 功

委員

前田 万葉 司教

司教

「特定秘密保護法」成立に対する常任司教委員会の抗議声明文 英語版
Hon. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan
December 7, 2013
Statement of Protest
We Strongly Protest the Steamrolling of the Special Secrets Bill
We, the Standing Committee of the Catholic Bishops’ Conference of Japan, religious leaders
who respect the basic principles of the Constitution of Japan and seek a free and peaceful society where
human dignity is protected, strongly protest the steamrolling of the Special Secrets Bill on November 26
in the Lower House and on December 6 in the Upper House of the Diet.
The Special Secrets Bill, which was adopted this time, is so momentous that it could possibly
shake the constitutional foundation of Japan. The bill presents a danger of violating the three basic
principles of the Constitution, namely the principle that sovereignty resides in the people, the respect of
basic human rights and pacifism, as stated below. Therefore citizens and organizations at all levels
including the Japan Federation of Bar Associations have raised voices and demanded that the bill be
rejected.
Such a significant bill must never be steamrolled without having sufficient discussion or
offering convincing explanation. However, it was railroaded unilaterally by the ruling Liberal
Democratic Party and others by wielding majority power. We can never accept such conduct because it
threatens the foundation of democracy by neglecting public opinion that opposes the bill’s enactment.
We are deeply concerned that this Special Secret Bill has the following defects.
1) The fact that the administrative organs specify the Special Secrets means that the Diet is positioned
below administrative organs. Such a situation contradicts the democratic system in Japan. In
addition, the scope of the “secrets” remains ambiguous and the administration can decide arbitrarily
whether any case is to be designated as a secret. Under the current situation where an efficient
information disclosure system is still absent, a wide variety of matters can be specified as secrets
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when the bill is applied to defense, diplomacy and the prevention of particularly harmful activities
and terrorism.
2) Democratic decision-making rests on the premise that information is disclosed, while democracy is
brought about by citizen’s entrustment. Yet, this bill may possibly restrain Diet members’ right to
conduct legislative investigations. Deliberation based on accurate information ought to be
guaranteed in the Diet. However, information offered to the Diet will be restricted by this bill so that
the principle that sovereignty resides in the people will be undermined.
3) There is a risk that the citizens’ right to know will be largely restricted by this bill so that basic
human rights such as freedom of the press, expression and publication will be threatened. Moreover,
the aptitude evaluation system introduced to choose those who deal with secrets could lead to
privacy infringement.
4) If the Minister of Defense specifies a matter as a “Special Secret,” it will be carried out in secret,
even if it involves such matters as the overseas deployment of the Japan Self-Defense Forces or joint
operations with U.S. military forces in violation of Article 9 of the Constitution. It will shake the
foundation of pacifism declared in the preface of the Constitution: “We, the Japanese people …
resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of
government.”
5) Although the solution to the Fukushima Daiichi Nuclear Plant Accident is still unforeseeable, the
information on actual conditions such as radiation dose, effects on health and environmental
contamination can be specified as a “Special Secret” under the pretext of damaging the public order
by stirring anxiety among people. Then citizen’s lives and health will be exposed to additional risks.
Considering that this bill with such grave problems has caused much opposition and concern, it
should have been determined only after hearing opinions from various fields and being carefully
deliberated again and again. That is the way democracy should always be.
We strongly protest the recent hasty vote and demand that such steamrolling never be carried
out again in the future.
Standing Committee
Catholic Bishops’ Conference of Japan
Chairman
Archbishop Peter Takeo Okada
Members
Archbishop Joseph Mitsuaki Takami, S.S.
Bishop Paul Yoshinao Otsuka
Bishop Raphael Masahiro Umemura
Bishop Dominic Ryoji Miyahara
Bishop Tarcisius Isao Kikuchi, S.V.D.
Bishop Thomas Aq. Manyo Maeda
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タイ人一斉強制送還抗議声明
法務省入国管理局長
榊原一夫様
MRT13-10
2013 年 12 月 13 日
日本カトリック難民移住移動者委員会
委員長

松浦

悟郎

チャーター機によるタイ人の一斉送還に対する抗議声明
12 月８日、法務省入国管理局は、入国管理施設に収容されていたタイ人 46 名をチャーター機により強制
送還しました。
今年７月 6 日のフィリピン人 75 名の送還に続き、
２回目のチャーター機による一斉送還です。
私たちは、度重なるチャーター機による非正規滞在者の一斉送還に強く抗議します。
日本のカトリック教会は、かねてから日本における難民・移住者の人権状況に深い関心をもち、とりわけ
弱い立場にある非正規滞在の外国人の支援にも積極的にかかわり、収容施設の外国人をはじめとする非正規
滞在者に対する施策の改善も申し入れてきました。
送還を忌避する外国人の強制送還については、これまでにもさまざまな人権上の問題が指摘されてきまし
た。
私たち日本カトリック難民移住移動者委員会（J-CaRM）は、今年７月のチャーター機によるフィリピン人
一斉送還に関して、移住労働者と連帯する全国ネットワークと共同で送還の翌月８月に実態調査団を派遣し、
現地調査を行いました。送還を忌避し、長期にわたり入管施設に収容されている非正規滞在の外国人一人ひ
とりには、日本への定住を望むさまざまな背景や事情があります。７月に一斉送還されたフィリピン人のな
かには、日本に一緒に暮らすパートナーや子どもなどの家族がある人が半数近くいました。そのほかにも、
20 年前後の長期にわたり日本に定着し母国に身寄りや帰る家もない人や、まだ退去強制令書が発付された後
６ヶ月の提訴期間内で訴訟準備中の人などが多く含まれていたのです。実態調査からは、長時間にわたる手
錠の使用など送還のプロセスにおける問題点のほか、多くの被送還者が、日本の家族とも分離され、長期に
わたって生活した国から突然送還されたことで、フィリピンでの生活のめどが立たずに苦しんでいる現状が
明らかになりました。
退去強制令書発付処分等取消訴訟の提訴期間内の人を送還するのは、裁判を受ける権利の侵害です。また、
家族の結合権は、日本も批准している「自由権規約」や「子どもの権利条約」などで保障された権利で、突
然の強制送還による家族の分離はこの権利を侵害するものです。強制送還によって子どもが父母から引き離
される場合にはとりわけ深刻な影響がありますが、日本政府はこれにかかわる「子どもの権利条約」第９条・
10 条について、入管法が優先するとの独自の解釈宣言を行い、強制送還による親と子どもの引き離しを正当
化しています。これに対し、国連子どもの権利委員会の総括所見や国連の移住者の人権に関する特別報告者
による報告など、国際社会からも繰り返し、日本政府のこのような条約解釈と非正規滞在者への施策が家族
の分離という深刻な人権侵害をひきおこしている現実への強い懸念が表明されているのです。
7 月のチャーター機による一斉送還については、2013 年 11 月 5 日の衆議院法務委員会の一般質疑の中で、
郡和子議員からさまざまな人権上の問題点の指摘がされましたが、日本政府はその指摘に対し、必ずしも誠
実な対応をとっていません。このような中で行われた今回のタイへの一斉送還については、詳細は明らかに
- 17 -

されていないものの、人権上のさまざまな懸念が拭えません。
私たちは、当事者が望まない強制送還を繰り返すことにより、非正規滞在者の人権が蔑ろにされている現
実を深く憂慮します。私たちが望むのは、日本に定着したすべての人びとが等しく人権を尊重される社会で
あり、非正規滞在であった人にも、家族との結合や日本での定着性などが配慮され、合法化が検討されるこ
とです。
私たちは、チャーター機による一斉送還に強く抗議するとともに、日本政府に対し、非正規滞在外国人に
対する施策を根本的に見直すよう求めます。

「2014 年世界平和の日」教皇メッセージ
教皇フランシスコ
2014 年「世界平和の日」
（2014 年 1 月 1 日）メッセージ
平和への道と基盤としての兄弟愛
１

このわたしの最初の「
『世界平和の日』メッセージ」により、個人と諸国民を含めたすべての皆様に、喜

びと希望に満ちたいのちが与えられるよう、お祈り申し上げます。実際、すべての人の心のうちには完全な
いのちへのあこがれが宿っています。このあこがれには兄弟愛への抑えがたい望みも含まれます。兄弟愛は
わたしたちを他者との交わりへと駆り立てます。こうしてわたしたちは、他者を敵や競争相手としてではな
く、受け入れ抱き合う兄弟姉妹として見いだすのです。
実に兄弟愛は、人間に不可欠の特徴です。人間は関係的な存在だからです。このような関係性をはっきり
と自覚することにより、わたしたちはすべての人をまことの兄弟姉妹とみなし、接することができます。兄
弟愛がなければ、公正な社会と堅固で持続的な平和を築くことはできません。すぐに次のことを思い起こす
必要があります。わたしたちはふつう、兄弟愛を家庭の中で、とくに家族全員――とりわけ両親――が補い
合いながら担う責任ある役割によって学び始めます。家庭はすべての兄弟愛を生み出す源泉です。そのため、
家庭は平和の基盤であり、平和に通じる最初の道でもあります。家庭の使命は、その愛を世界に広めること
だからです。
現代世界の交流と通信の機会の増大により、わたしたちは諸国家間の一致と目的の共有をいっそう強く自
覚するようになりました。わたしたちは、歴史のダイナミズムと、民族・社会・文化の多様性のうちに、互
いに受け入れ合い配慮し合う兄弟姉妹からなる共同体を形成する使命が宿っているのを見いだします。しか
し、こうした使命は現代においても、
「無関心のグローバル化」を特徴とする世界の中でしばしば妨害され、
否定されます。
「無関心のグローバル化」により、わたしたちは少しずつ他者の苦しみに「慣れ」
、自分のう
ちに閉じこもるからです。
世界の多くの地域では、基本的人権、とくに生存権と信教の自由の権利の深刻な侵害が続いているように
思われます。人身売買という悲惨な現象――そこでは人命と絶望が容赦なく取り引きされます――は、憂慮
すべき一例にすぎません。武力による戦争のほかに、それほど目立たないながら、残虐さにおいては劣るこ
とのない戦争が存在します。この戦争は、生命と家庭と企業活動を等しく破壊する手段を用いて、経済と金
融の分野で行われています。
ベネディクト十六世が指摘したとおり、グローバル化はわたしたちを隣どうしにはしても、兄弟にはしま
せん（1）。さらに、さまざまな不平等、貧困、不正の状況は、兄弟愛の深刻な欠如だけでなく、連帯の文化
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の不在をも示しています。個人主義と利己主義と物質的消費主義の広まりによって特徴づけられる新たな思
想は、社会のきずなを弱め、
「使い捨て」の風潮を助長します。このような風潮により、弱者、すなわち「不
要」とみなされた人々はさげすまれ、見捨てられます。こうして人間の共同生活は、ますます功利的で利己
的な単なる「ギブ・アンド・テイク」となるのです。
同時に次のことも明らかです。現代の倫理も、真の兄弟愛のきずなを作り出すことができません。究極的
な基盤としての共通の父に関連づけられることのない兄弟愛は長続きしないからです（2）。人々の間の真の
兄弟愛は、超越的な父を前提し、また必要とします。このような父を認めることにより、人々の間の兄弟愛
は堅固なものとなり、すべての人は互いのことを心にかける「隣人」となるのです。
「お前の弟は、どこにいるのか」（創世記 4・9）
2

人間の兄弟愛への使命をよく理解し、兄弟愛の実現の妨げとなる障害を十分に知り、この障害を克服する

方法を見いだすために、神の計画を認識し、それに導いてもらうことが不可欠です。神の計画は優れたしか
たで聖書の中に示されます。
創造の初めに関する記事によれば、すべての人は共通の祖先であるアダムとエバに由来します。神はご自
身の像と似姿としてこの二人を創造しました（創世記 1・26 参照）
。この二人からカインとアベルが生まれま
す。この最初の家族の物語のうちに、わたしたちは社会の発生と、個人と諸民族の関係の発展を見いだしま
す。
アベルは羊飼いで、カインは農夫です。二人の深いアイデンティティと使命は――たとえ彼らの活動と文
化、神と被造物とのかかわり方に違いがあったとしても――「兄弟となること」です。しかし、カインによ
るアベルの殺害は、兄弟となるという使命を根底から拒絶したことを悲惨な形で示します。二人の物語（創
世記 4・1－16 参照）は、一致を生き、互いのことを心にかけるという、すべての人が招かれた使命を果たす
困難さを明らかにします。神は、羊の群れの中から最高のものをささげたアベルを心に留めます――「主は
アベルとそのささげものに目を留められたが、 カインとそのささげものには目を留められなかった」
（創世
記 4・4－5）――。このことを受け入れられなかったカインは、嫉妬のゆえにアベルを殺します。こうして
カインは、相手を兄弟として認め、よい関係をもち、神の前で生き、そのために他者を心にかけて守る責任
を果たすことを拒絶します。神は「お前の弟は、どこにいるのか」とカインに尋ね、彼のしたことを説明す
るように求めます。カインは答えていいます。
「知りません。わたしは弟の番人でしょうか」
（創世記 4・9）
。
創世記が述べるとおり、その後、「カインは主の前を去り」（同 4・16）ました。
わたしたちは自らに問いかけなければなりません。カインが兄弟愛のきずなをないがしろにした深い理由
は何だったのでしょうか。なぜカインは、弟アベルと彼を結びつける、相互の交わりのきずなをないがしろ
にしたのでしょうか。神ご自身が、悪に手を染めたカインを非難し、とがめます。「罪は戸口で待ち伏せて」
（創世記 4・7）いると。しかしカインは悪に逆らうことを拒んで、
「弟アベルを襲って殺」
（創世記 4・8）す
ことに決め、神の計画を無視します。こうしてカインは、神の子となって兄弟愛を生きるという、本来の使
命を放棄するのです。
カインとアベルの物語は次のことを教えてくれます。兄弟愛への使命とともに、この使命を裏切る力が、
人類のうちには刻まれています。日々の生活の中に存在する利己主義がこのことを示しています。利己主義
は多くの戦争と不正の原因です。実際、多くの人が兄弟姉妹の手で殺されています。これらの兄弟姉妹は自
分たちが兄弟姉妹であることを認めません。すなわち、互いにかかわり合い、交わり合い、与え合うために
造られたことを認めないのです。
「あなたがたは皆兄弟なのだ」
（マタイ 23・8）
3

そこで自然に疑問が浮かびます。この世の人間は、父である神から記された兄弟愛へのあこがれに完全に

はこたえることができないのでしょうか。自分の力だけで、無関心と利己主義と憎しみに打ち勝ち、兄弟姉
妹がもっている正当な違いを受け入れることができるのでしょうか。
主イエスが与えてくださった答えを、少し言い換えて、次のように要約することができます。あなたがた
の父は神おひとりだけだ。あなたがたは皆兄弟なのだ（マタイ 23・8－9 参照）
。兄弟愛の根拠は、神の父と
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しての愛です。ここでいう父としての愛は、あいまいで歴史的に力のない、一般的な意味での父性のことで
はありません。むしろ、すべての人に対する神の個人的、具体的かつ特別な愛のことです（マタイ 6・25－
30 参照）。それゆえ、この父の愛は兄弟愛を力強く生み出します。なぜなら、神の愛は、わたしたちがそれ
を受け入れるなら、生活と他者との関係を造り変える強力な動因となり、連帯と真の分かち合いへと人間の
心を開くからです。
とくに人間の兄弟愛は、死んで復活したイエス・キリストのうちに、また彼によって、新たに生まれ変わ
ります。十字架は、人間が自力で生み出すことのできない兄弟愛を築くための決定的な「場」です。人間を
あがなうために人間本性を受け取り、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで御父を愛したイエス・キ
リストは（フィリピ 2・8 参照）、復活によってわたしたちを新しい人類とします。わたしたちは神のみ心と
計画に完全に一致します。この計画は、兄弟愛への使命の完全な実現も含みます。
イエスは最初から御父の計画を受け入れ、それが他の何ものにも増して優先されることを認めました。し
かしキリストは、御父への愛のゆえに死に至るまで身をささげることにより、わたしたち皆の新しく決定的
な始まりとなりました。わたしたちはキリストのうちに自分たちを兄弟として認めるよう招かれます。わた
したちは同じ父の子だからです。キリストは契約そのものです。彼は人間と神とを和解させ、また兄弟どう
しを和解させるための場となるかたです。イエスの十字架上の死は、諸民族の分裂をも克服します。契約の
民と異教の民の分裂をも克服します。異教の民は、このときまで契約の約束から除外され、希望をもてなか
ったからです。エフェソの信徒への手紙に書かれているとおり、イエス・キリストはご自身においてすべて
の人を和解させます。キリストは平和です。二つの民を一つにし、敵意という隔ての壁を取り壊したからで
す。キリストはご自身のうちに一つの民、一つの新しい人、一つの新しい人類を造り出します（エフェソ 2・
14－16 参照）。
キリストのいのちを受け入れ、キリストに結ばれて生きる人は、父である神を認め、神に自分を完全にさ
さげ、すべてを超えて神を愛します。和解された人は神のうちに万物の父を見いだします。その結果、すべ
ての人に開かれた兄弟愛を生きるよう促されます。キリストに結ばれた人は、他者を受け入れ、他者を、よ
そ者や競争相手や敵としてではなく、神の子、兄弟姉妹として愛します。すべての人は神の家族のうちにあ
って同じ父の子であり、御子における子としてキリストに接ぎ木されるので、
「使い捨てのいのち」など存在
しません。すべての人は平等の不可侵の尊厳を享有します。すべての人は神に愛されています。すべての人
は、すべての人のために十字架上で死んで復活したキリストの血によってあがなわれています。だから、わ
たしたちは兄弟の運命に無関心でいることはできないのです。
平和への基盤と道としての兄弟愛
4

以上述べたことから、兄弟愛が平和への基盤と道であることが容易に分かります。このことに関してわた

しの先任者たちの社会回勅がたいへん助けとなります。パウロ六世の『ポプロールム・プログレシオ』やヨ
ハネ・パウロ二世の『真の開発とは――人間不在の開発から人間尊重の発展へ』による平和の定義を参照す
るだけで十分です。わたしたちは前者から諸民族の完全な進歩が平和の新しい呼び名であることを学びます
（3）
。後者から、平和は連帯の行動であることを学びます（4）。
パウロ六世は、個人だけでなく国家も兄弟愛の精神をもって出会わなければならないといいます。
「このよ
うな相互の理解と友情の中で、そしてこの聖なる交わりの中で、人類共通の未来をともに建設する仕事に取
りかからねばなりません」
（5）
。この務めはまず、恵まれた条件にある諸国にかかわります。彼らの責務は人
間的・超自然的な兄弟愛に根ざしており、三つの形で示されます。一つは連帯の義務です。富める国は発展
途上国を助けなければなりません。二つ目は社会正義の義務です。強い国民と弱い国民の間の不平等な商取
引を正しい姿に戻さなければなりません。三つ目は普遍的愛徳の義務です。すなわち、すべての人のために
世界をもっと人間にふさわしいものとすることです。そこでは、すべての人が等しく与え、等しく受け、他
人を犠牲にして自分だけが発展することのないようにしなければなりません（6）
。
さらに、平和が連帯の行動であることを考えるなら、兄弟愛が基本的な基盤であることがおのずと分かり
ます。ヨハネ・パウロ二世はいいます。平和は分けることができない善です。すなわち、すべての人のため
にあるか、あるいはまったく存在しないかのいずれかです。平和が生活の高い質と、より人間的で持続可能
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な発展として達成され、享受されるには、すべての人が「共通善のために働くべきであるとする堅固な決断」
（7）をすることが必要です。すなわち、
「利潤至上主義」や「権力の渇き」に導かれてはなりません。他者
を搾取するのではなく、他者のために「自らをささげる」心をもって、また自らを優位に立てるために他者
を踏みつけにするのではなく、
「彼に仕える」心構えをもたなければなりません。「個人、民族、国家を問わ
ず、
『他者』を安価に使うことのできる労働力、物理的力をもった、そして利用価値がなくなればお払い箱と
することのできるある種の『道具』ではなく、わたしたちの『隣人』として、
『助ける者』として」
（8）見な
ければなりません。
キリスト教的連帯は、隣人を「種々の権利を保有し、万人と変わらない基本的な平等性を備えた人格とい
うだけでなく、御父、神の似姿を体現し、イエス・キリストの血によってあがなわれ、そして聖霊の不滅の
行為のもとに置かれた生きた存在」
（9）として、すなわちもう一人の兄弟姉妹として愛することを前提とし
ます。ヨハネ・パウロ二世はいいます。「このとき、普遍的な神の父性が認識されるのであり、
『御父のもと
での子どもたち』
、キリストのもとではすべての人間が兄弟である、と体得されるのであり、聖霊の存在が、
そしてその生命付与の行為が理解されるのですが、こうした認識や体得や理解の結果、世界を望むわたした
ちの視野に、世界を解釈」し変容「する新しい基準が与えられ、見えてくるのです」
（10）。
貧困との戦いの前提となる兄弟愛
5

わたしの前任者は『真理に根ざした愛』の中で、個人間および民族間の兄弟愛の欠如がどれほど貧困の重

要な原因となっているかを世界に思い起こさせました（11）
。わたしたちは多くの社会で、家族や共同体の堅
固な関係の欠如による、深刻な関係性の貧困を経験しています。わたしたちは、さまざまな種類の貧困、疎
外、孤独、依存症の増大を、懸念をもって目の当たりにしています。このような貧困を克服するには、家庭
と共同体の中で兄弟愛に基づく関係を再発見・再評価することが不可欠です。そのために、人間生活に伴う
喜びと悲しみ、困難と成功を分かち合わなければなりません。
さらにわたしたちは、一方で絶対的貧困の減少を目にしていると同時に、他方で相対的貧困の深刻な増大
をも認めないわけにはいきません。相対的貧困とは、同じ地域または社会的・文化的状況に住む個人また集
団の間の不平等のことです。これに関して、兄弟愛の原理を推進する実効的な政策も求められています。そ
れは、その尊厳と基本的権利において平等な個人が、
「資本」
、サービス、教育、保健、科学技術の資源を用
いることを保障し、すべての人が自らの計画を表明また実現し、人格として完全に成長する機会を与えられ
るためです。
収入の過度な不平等を是正するための政策も必要です。いわゆる社会的抵当権に関する教会の教えを忘れ
てはなりません。この教えによれば、聖トマス・アクィナス（1224／1225－1274 年）もいうとおり、
「人間
が固有のものを所有することは」
（12）正当であり、必要不可欠でもあります。しかし、物財の使用に関して
は「自分が正当に所有している富も単に自分のものとしてだけでなく、共同のもの、すなわち富が自分だけ
でなく他人にも役立ちうるという意味において共同のものであると考えなければならない」（13）のです。
最後に、すべての他者の基盤にあるべき兄弟愛を推進する――また、それによって貧困と戦う――もう一
つの方法があります。すなわち、簡素で最低限の生活様式を生きることを選んだ人、自分の富を共有のもの
とすることによって他者との兄弟の交わりを味わう人における、富からの離脱です。このことはイエス・キ
リストに従い、まことのキリスト信者となるために不可欠です。これは、清貧の誓願を宣立する奉献生活者
だけでなく、多くの家庭や責任ある市民にもいえることです。彼らはもっとも貴い富を築くのは隣人との兄
弟としての関係であると堅く信じるからです。
経済における兄弟愛の再発見
6

現代の深刻な金融・経済危機――その原因は、人間が次第に神と隣人から遠ざかっていること、物質的な

富の貪欲な追求と、人間関係・共同体的関係の希薄化にあります――により、多くの人は、満足と幸福と安
全を、消費および健全な経済論理に従わない利益のうちに求めました。すでに 1979 年にヨハネ・パウロ二世
はこう警告していました。
「人間の物に対する経済的支配が進むにつれて、人間はその支配の本質的線を失い、
人間性がさまざまな形で物の支配のもとに置かれて――すぐには気づかれないにしても――共同体生活の有
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機的組織全体を通して、生産機構を通して、マスメディアの圧力を通して操作されるという現実の危険が感
じられます」（14）
。
次々に起こる経済危機は、経済発展モデルの再考と、生活様式の変革の機会となるべきです。今日の危機
は、人々の生活に深刻な影響を与えているとはいえ、賢明、節制、正義、勇気の徳を回復するよい機会とも
なりえます。これらの徳は、困難な時を乗り越え、わたしたちを互いに結び合わせる兄弟のきずなを回復す
る助けとなることができます。こうしてわたしたちは、
個人の利益を最大化すること以上のものを必要とし、
また実現できることに深く信頼を置けるようになります。これらの徳は、人間の尊厳にふさわしい社会を築
き、維持するためにとくに必要です。
戦争を鎮める兄弟愛
7

昨年も、わたしたちの多くの兄弟姉妹が、すべてを引き裂く戦争を経験し続けました。戦争は兄弟愛に深

刻な傷を負わせます。
多くの紛争が起きているにもかかわらず、人々はそれに無関心でいます。わたしは、武力が恐怖と破壊を
もたらしている地域に住むすべての人に、わたしと教会全体が寄り添うことを約束します。教会の使命は、
平和のための祈りと、傷ついた人、飢えた人、難民、避難民、恐怖のうちに過ごしている人々への奉仕を通
じて、忘れられた戦争の無防備な犠牲者にもキリストの愛をもたらすことです。教会は、政治指導者にこれ
らの苦しむ人々の苦悩の叫びを聞かせるため、また、敵対関係と、基本的人権への濫用と侵害をなくすため
に声を上げます（15）
。
そのためわたしは、武力によって暴力と死の種をまく人々に強く呼びかけたいと思います。今日、倒すべ
き敵としか考えていない人のうちに、兄弟姉妹の顔をあらためて見いだし、武器を捨ててください。武力に
よる道を放棄し、対話とゆるしと和解により他者と話し合ってください。そして、正義と信頼と希望をあな
たがたの周りで再建してください。
「このような観点から、次のことは明らかです。諸国民の生活にとって、
武力紛争はつねに、可能なあらゆる国際的協調の意図的な否定であり、修復のために長い年月を要するよう
な深い分裂と傷を作り出します。戦争は、国際社会が目指す大きな経済的・社会的目標に達するための努力
に対する真っ向からの拒絶です」（16）
。
しかし、現在すでに多量の武器が流通しているにもかかわらず、敵意をかき立てるための新たな理由がつ
ねに見いだされます。そのためわたしは、核兵器と化学兵器からはじめて武器の不拡散と全面的な軍備撤廃
に向けたわたしの先任者たちの呼びかけを自分のものとします。
しかしわたしたちは、国際的合意と国内法が――たとえそれが必要不可欠で大いに望ましいものだとはい
え――、それだけでは人類を武力紛争の危険から守るには不十分であることを認めざるをえません。必要な
のは回心です。回心は、すべての人が他者を兄弟と認め、この兄弟を大切にし、彼とともにすべての人のた
めに満たされた生活を築くために努力することを可能にします。この精神が、宗教団体を含む市民社会によ
る平和のための多くの取り組みを促すのです。すべての人の日々の取り組みがたえず成果を上げますように。
また、基本的人権であり、他のすべての権利を行使するうえでの不可欠な条件である、平和への権利に関す
る国際法が適用されますように。
兄弟愛を脅かす汚職と組織犯罪
8

兄弟愛の地平は、すべての人の完全な発展にもかかわります。個人、とくに若者が抱く正当な野心を抑圧

し妨げてはなりません。個人の自己実現への希望も奪ってはなりません。しかし、野心を権力の濫用と混同
してもなりません。むしろ反対に、互いに対する尊敬をもって競争を行うべきです（ローマ 12・10 参照）
。
人生において避けがたいいさかいにおいても、自分たちが兄弟であることをたえず心に留めなければなりま
せん。それゆえ、隣人を敵や排除すべき相手と考えないよう、互いに教え合い、自らも肝に銘じるべきです。
兄弟愛は社会の平和を生み出します。なぜならそれは、自由と正義、個人の責任と連帯、個別的善と共通
善の間の釣り合いを作り出すからです。そのため政治団体は、これらすべてのことのために、透明かつ責任
あるしかたで行動すべきです。市民は、政治権力が自らの自由を尊重し自分たちの代表となっていると感じ
ることができなければなりません。しかし、市民と政治団体の間に党派的利害がくさびを打ち込むことがし
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ばしば起こります。党派的利害は両者の関係をゆがめ、絶え間のない紛争の空気を作り出すのです。
個人の利己主義は、人が自由と互いの一致のうちに生きる力に逆らいますが、真の兄弟愛の精神はこうし
た利己主義に打ち勝ちます。利己主義は社会的にも拡大します。それは今日蔓延する、汚職のさまざまな形
をとる場合もあれば、小さなグループから国際組織に至るまでの、犯罪組織の形をとる場合もあります。犯
罪組織は法の支配と正義を深く損なうばかりか、人格の尊厳の核心を攻撃します。これらの組織は神にひど
く逆らい、兄弟を傷つけ、被造物を痛めつけます。それが宗教の名のもとに行動する場合はなおさらです。
わたしは次のことにも思いを致します。薬物中毒の悲劇――薬物は道徳法と市民法を無視して利潤を得て
います。自然資源の破壊と進行中の汚染。悲惨な労働の搾取。違法な通貨取引と金融投機――それはしばし
ば経済・社会システム全体にとって、略奪する、有害な性格を帯び、何百万もの人を貧困に追いやります。
売春――それは日々、罪のない犠牲者、とくに少年少女の犠牲者を生み出し、彼らから未来を奪います。憎
むべき人身売買と、未成年者に対する犯罪と虐待。今なお世界の多くの地域に恐ろしく広がる奴隷制度。し
ばしば見過ごされる移民の悲劇――移民はしばしば不適切にも違法と考えられています。これについてヨハ
ネ二十三世はこう述べました。
「力関係だけに基づいた社会は、人間にふさわしいものではありません。その
ような社会においては、人間の成長や自己実現が刺激され促進されるどころか、人々は束縛され圧迫されて
いるのです」（17）
。しかし人間は回心することができます。生活を改める可能性に絶望する必要はありませ
ん。これがすべての人にとって、それも残虐な罪を犯した人にとってさえも、信頼できるメッセージとなる
ことを願います。神は罪人が死ぬことではなく、彼が回心して生きることを望むからです（エゼキエル 18・
23 参照）
。
人間社会の状況の中で、広く犯罪と刑罰のことを考えるとき、多くの刑務所の非人間的な環境のことも考
えずにはいられません。受刑者はしばしば非人間的な状態に置かれ、人間の尊厳が侵害され、解放の望みも
その表明も抑圧されています。教会は多くの場合無言で、こうした領域すべてにおいてたくさんのことを行
っています。ますます多くのことをしてくださるよう勧め、励まします。多くの勇気ある人々によってなさ
れるこの分野での活動が、国家権力によってもますます公正かつ誠実に支えられますように。
自然を守り耕す兄弟愛
9

人間家族は、造り主から自然という共通のたまものを与えられました。キリスト教の創造観は、自然から

恩恵を受けるために介入する正当性に関して肯定的に判断します。ただしその条件は、責任をもってこの介
入を行うことです。すなわち、自然のうちに記された「文法」を認め、資源をすべての人の益となるように
賢く用い、個々の生物の美と目的と有用性およびその生態系における役割を尊重しなければなりません。要
するに、自然はわたしたちにゆだねられています。だからわたしたちにはそれを責任をもって管理する務め
があります。しかしわたしたちはしばしば、支配、所有、操作、搾取しようとする貪欲と高慢に導かれます。
自然を守ることも尊重することもありません。世話し、将来の世代を含む兄弟のために役立てるべき無償の
たまものとして自然を考えることもありません。
とくに農業は、人類を養うために自然資源を耕し守るという重要な使命をもつ、きわめて生産的な分野で
す。このことに関連して、世界における飢餓の継続という恥ずべき事態は、皆様とともに次の問いかけを行
うようわたしを促します。わたしたちはどのように地球の資源を用いているでしょうか。現代社会は、生産
が目指すべき優先順位の序列を反省しなければなりません。まことに、すべての人が飢餓から解放されるよ
うなしかたで地球の資源を使用することは、緊急の責務です。多くの取り組みと可能な解決法が存在します。
それは生産量の向上だけに限りません。現在の生産量で十分なのに、何百万もの人が飢餓に苦しみ、死んで
いるのは周知の事実であり、それが真に恥ずべきことです。それゆえ、すべての人が大地の実りから恩恵を
受けられるような方法を見いだす必要があります。それは、豊かな者と、わずかなもので満足しなければな
らない者の格差の拡大を避けるためだけではありません。なによりもそれが、正義と公平とすべての人に対
する尊重から要求されるものだからです。これに関して、わたしはすべての人が、教会の社会教説の基本原
理の一つである、財貨は万人のためにあるという原理を思い起こすべきだと思います。この原理を尊重する
ことが、すべての人が必要とし、またその権利を有する基本的で主要な財貨を実効的かつ公平に使用できる
ようにするための不可欠な条件です。
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結び
10

わたしたちは兄弟愛を発見し、愛し、体験し、告げ知らせ、あかししなければなりません。しかし、神

が与えてくださる愛だけが、兄弟愛を受け入れ、完全な形で生きることを可能にします。
政治と経済に必要なリアリズムを、理想を欠き、人間の超越的次元を無視した技術偏重主義におとしめて
はなりません。神への開きを欠くなら、あらゆる人間活動は不毛なものとなり、人格は搾取の対象となりま
す。神はすべての人を愛されます。この神に対する開きが保証する広い空間の中で活動することを受け入れ
るとき、初めて政治と経済は真の兄弟愛の精神に基づいて構築され、人間の完全な発展と平和のために有効
な道具となることができます。
わたしたちキリスト信者は、自分たちが教会の中で互いに部分であり、すべての人が互いを必要とすると
信じています。なぜなら、わたしたちにはおのおの、キリストのたまもののはかりに従って、全体の益とな
るために、恵みが与えられているからです（エフェソ 4・7、25、一コリント 12・7 参照）
。キリストはわた
したちに神の恵みをもたらすために世に来られました。神の恵みとは、神のいのちにあずかれるようになる
ことです。それが兄弟愛の関係という織物を紡ぎ出します。この兄弟愛は、神の愛の広さと深さに従って、
互いにかかわり、ゆるし合い、自分を完全に与えます。神の愛は、十字架につけられて復活し、すべての人
をご自分のもとに引き寄せるかたによって、人類に与えられました。
「あなたがたに新しいおきてを与える。
互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。互いに
愛し合うならば、それによってあなたがたがわたしの弟子であることを、皆が知るようになる」
（ヨハネ 13・
34－35）
。この福音は、すべての人に求めます。さらなる一歩を踏み出しなさい。徹底して共感し、自分から
遠く離れた人を含む他者の苦しみと希望に耳を傾け、険しい愛の道を歩みなさいと。この愛は、わたしたち
のすべての兄弟姉妹の善のために無償で自分をささげ、用いるすべを知っています。
キリストはすべての人類を抱き締め、だれひとり失われることを望みません。
「神が御子を世に遣わされた
のは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである」
（ヨハネ 3・17）
。その際キリストは、
抑圧することもありませんし、すべての人が心と思いの扉をご自身に向けて開くのを強制することもありま
せん。イエス・キリストはいわれます。
「あなたがたの中でいちばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、
上に立つ人は、仕える者のようになりなさい。……わたしはあなたがたの中で、いわば給仕する者である」
（ルカ 22・26－27）。それゆえ、すべての活動は、人々、とくに遠く離れた人、まだ知らない人に対する奉
仕の態度をもって特徴づけられなければなりません。奉仕は、平和を築く兄弟愛の魂です。
イエスの母であるマリアの助けによって、御子のみ心からわき出る兄弟愛をわたしたちが日々、理解し、
生きることができますように。そして、わたしたちの愛する地上にいるすべての人に平和をもたらすことが
できますように。
2013 年 12 月 8 日、バチカンにて、
フランシスコ
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