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 定例司教総会  

 

■2014 年度定例司教総会 

日 時  2014年 6月 16日（月）14:00－6月 19日（木）12:00 

場 所  日本カトリック会館  マレラホール 

出席者  会  員    17人 

来  賓     1人 

オブザーバー  4人 

総会事務局   7人 
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報 告 

1. 第 19回、第 20回日韓青年交流会について 

2013年 2月 20日－24 日に韓国の済州教区で開催された第 19回日韓青年交流会と、2014年 2 月 21日－

25 日に日本の福岡教区で開催された第 20 回日韓青年交流会について、青少年司牧部門責任司教の郡山

健次郎司教から報告が行われた。 

2. 「聖体授与の臨時の奉仕者に関する手引き」について 

日本カトリック典礼委員会が、臨時の奉仕者による聖体授与に関して、一般的な原則と奉仕に際しての

留意事項をまとめた「聖体授与の臨時の奉仕者に関する手引き」を 2014年 4 月の常任司教委員会に提出

し、常任司教委員会での諸意見を加味して修正した手引きが承認されたことが報告された。なお、手引

きは小冊子の形式で発行することを申し合わせた。 

 

審 議 

1. ｢公式祈願－種々の機会のため(2)｣改訂訳について 

典礼委員会から提出された「公式祈願－種々の機会のため（2）」を本司教総会での諸意見を加味して修

正し、教皇庁典礼秘跡省へ提出することを承認した。 

2. ｢叙階の祈り｣の旋律について 

典礼委員会から提出された「司教叙階の祈り」「司祭叙階の祈り」「助祭叙階の祈り」の各旋律について

は、本司教総会での諸意見を加味して修正し、提案のあった傍点表記とともに、10 月の特別臨時司教総

会に再度提出する。 

3. 『司牧の手引き』について 

本司教総会での諸意見を加味して修正した『司牧に関する法規の手引き』（新教会法準拠）の内容を承認

した。なお、修正後の最終確認は、常任司教委員会で行う。 

4. 列聖列福特別委員会の常設委員会への移行と委員会名称変更、及び同委員会の財源について 

列聖列福特別委員会からの提案について審議し、以下の事項が承認された。 

1)列聖列福特別委員会を特別委員会から常設委員会に移行する。 

2)委員会の名称を「列聖列福特別委員会」から「列聖推進委員会」(Committee for Promoting 

Canonization）とする。 

3)2015年度から、同委員会の活動の経費を、他の諸委員会同様、カトリック中央協議会の一般会計から

支出する。なお、現在、展開中の募金は、ユスト高山右近の列福式の開催に充てる特別献金枠として

積み立てる。 

5. 2015 年度からの教区分担金の算出方法について 

2015年度から 2017 年度の教区分担金算出方法については、従来の基準（信徒数×100 円）を適用するこ

とを承認した。 

6. 2013 年度(宗)カトリック中央協議会収支決算書案について 

2013年度(宗)カトリック中央協議会収支決算書案を、2013年度(宗)カトリック中央協議会収支決算書と

して承認した｡ 

 

 

 常任司教委員会  

 

■6 月定例常任司教委員会 

日 時  2014年 6月 5日（木）10：00－14：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  委  員  7人 

          事務局  7人 
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報 告 

1. 聖書新翻訳事業（預言書編集委員会）について 

2014 年 5 月 24 日(土)に行われた、日本聖書協会の聖書翻訳事業・預言書編集委員会に参加した宮越俊

光より、同委員会の位置づけや作業の進め方、および、今回は主に「ハバクク書」の編集作業を行った

ことが報告された。 

2. 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 

5 月 31 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、43,629,060 円、残高は 29,871,633円となった。 

 

審 議 

1. 2014 年度定例司教総会内容確定について 

本年 6月 16 日－20 日に開催予定の定例司教総会で取り扱う報告および審議事項を確定した。 

(詳細は定例司教総会報告参照) 

2. 「聖パトリック司教」の任意の記念日（3月 17日）の記載方法について 

従来の一般ローマ暦で、3月 17 日を「長崎の信徒発見記念日」と「聖パトリック司教」を任意の記念日

として記載していたが、同日は、日本固有の祝日として「日本の信徒発見の聖母」を祝うことが典礼秘

跡省から認可されたことを受け、「聖パトリック司教」の記念日の記載方法について検討し、従来どおり

3 月 17日に任意の記念日として記載することになった。 

3. 2015 年祈祷の使徒｢日本の教会の意向｣について 

5 月常任司教委員会での諸意見に基づき修正を加えた 2015年祈祷の使徒「日本の教会の意向」に本常任

司教委員会での意見を加味して再度修正を行い、正式版として提出することを承認した。 

4. 2015 年度からの教区分担金算出方法について 

2015年度から 2017 年度の教区分担金については、従来の基準（信徒数×100円）を適用することを常任

委員会として承認し、2014年度定例司教総会に諮る。 

5. 2013 年度（宗）カトリック中央協議会収支決算書案承認について  

財務委員会から提出された 2013 年度カトリック中央協議会収支決算書案を、2014 年度定例司教総会へ

常任司教委員会から提出する正式な同収支決算書案とすることを承認した。 

 

 

 教会行政法制委員会  

 

■2014 年度第 1 回会議 

日 時  2014 年 5月 22日（木）13：00－17：30 

場 所  カトリック福岡司教館（福岡市） 

出席者  4人 

欠席者  1人 

 

報 告 

「権限委任書」改定版作成作業について 

2012 年 11 月、常任司教委員会に提案した「権限委任書」改定版について、カトリック中央協議会事務

局長の宮下良平師より正式な回答と報告を得た。当委員会の提案を承認し、修正した上で、2014 年 7月

初旬に発行を予定している。 
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審 議 

1. 『司牧に関する法規の手引き』校閲作業について 

校閲作業中に出た意見を秘書が提案書として作成し、後日、委員長名にて「司牧の手引き」編纂特別委

員会に提出した。 

2. 裁判員制度への対応について  

宮原委員長が司教団へ確認したところ、各教区で裁判員に選ばれた信徒はいないとの返答があったため、

事態の推移を見守り、該当者が出た場合に、その都度対応することを承認した。 

3. 教会行政法制委員会の存続について 

委員長任期終了の頃を目途に、今後の存続について司教総会へ提案できるよう準備を進めることを承認

した。 

 

 

「司牧の手引き」編纂特別委員会  

 

■2014 年度第 2 回委員会 

日 時  2014年 6月 6日（金）9：30－17：00 

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  6人 

 

報 告 

1. 常任司教委員会報告 

2. 「教会行政法制委員会」の回答について 

教会行政法制委員会の校閲内容（資料別紙）を反映させた本文を、2014年度定例司教総会提出資料とし

て準備し、事前資料として司教に送付する。 

 

審 議 

『司牧に関する法規の手引き』（案）2014年度定例司教総会提出資料（本文）編集作業 

教会行政法制委員会の校閲を反映させた本文の編集作業を行い、総会資料として全司教に発送した。 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 143 回学校教育委員会 

日 時  2014年 6月 20日（金）16：30－18：30 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

出席者  9人 

 

報 告 

1. 「第 27 回校長・理事長・総長管区長の集い（集い）」会計報告（事務局） 

2014年 4月 28日－29 日に開催された「第 27 回集い」の決算について 

2. 日本カトリック学校連合会の動き（西田委員） 

学校連合会の 4 月－6月の動きが報告された。 

・学校連合会は一般財団法人化するための準備を進めている。 

・一般財団法人化については、中央協議会会長 岡田大司教あてに文書で知らせる。（池長委員長より） 
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審 議 

1. 「第 27回校長・理事長・総長管区長の集い（集い）」の振り返り（アンケート、分科会報告を参考に）

と次回に向けた提案 

・事例報告(2 人)はオープンでとても参考になった。カリタスの事例が参考になったという声が多い。

イエズス会でさえも危機感をもって対応していることに衝撃を受けた。 

・全体会なしで、分科会に多くの時間を取ったのは良かった。 

・分科会の数と部屋の大きさを工夫する。(隣のグループの声が聞こえすぎる。全体会会場にもいくつか

のグループを配置することを検討する。) 

・学校連合会と学校教育委員会の役割分担が理解されていない。 

・分科会の報告書は、全部の回答を揃えて、メール便で「取扱注意」として、参加者に発送する。 

・次回も今年と同じ時間割で、全体会なし、2 日目は分科会、ミサで終了のスケジュールにする。 

・今年は消費税 5％で契約していたが、来年は 8％になる。値上げ分について検討の結果、総額 19,000 

円を 20,000 円に値上げし、いずれ消費税が 10％になった時は値上げしないことを決めた。 

2. 学校教育委員会が取り組むべきテーマの検討 

・管理職・校長の養成塾が必要なのではないか。既に管理職になった人のプログラムもあってよいので

はないか。 

・道徳教育とカトリック校(カト校)のあり方について、プロテスタント校では既に取り組みを始めてい

る。11月 24日に青山学院(東京・渋谷区)で懇談会がある。「キリスト教校がどう教育していくか」が

良いのではないか。 

・学校連合会は具体的な内容、学校教育委員会は霊的な内容を補いあってやるということを分かっても

らう。霊的な部分と同時に具体的な部分がないと現場で困ってしまう。 

・学校連合会で開いている研修会の内容を知りたい。 

・森 一弘司教、溝部 脩司教の時代に、校長の研修や黙想会などいろいろなことをやっていた。 

・「期待されていることに応えること」と、「道徳－カト校の宗教教育について」に集約されるのではな

いか。カト校は大勢の人に発信できる、社会の接点である。 

・霊的な“キリスト教の養成”を発信していくことだ。ネックは時間であろう。現場の人は忙しくて通

うことは難しい。インターネットを使った講座が考えられないか。 

・社会で起きていることにカトリックとしてどのような視点を持っているか、を具体的に知りたい。「原

発の即時停止」の他にも、生命倫理とかカトリック的なポイントについて聞きたい。 

・社会司教委員会が文書を出している。『いのちへのまなざし』(日本カトリック司教団・2001 年発行)

の中にいろんな事例が出ている。『使徒的勧告 福音の喜び』(教皇フランシスコ・2014年発行)には現

代のもの、学校にもふれている。『いのちへのまなざし』『福音の喜び』を次回までに読んでくる。 

以上今日出された意見も参考に、次回までに次の点について準備してくることを申し合わせた。 

西田委員  学校連合会でどんなことをしているかをまとめてくる。 

清水委員・永尾委員  カトリック学校の現場で取り上げたら良いと思われる具体的なこと 

カトリックの物の考え方がわかるようなこと 

杉田委員・事務局寺村  学校教育委員会がこれまでしてきたこと 

山崎委員  「道徳」― 宗教教育を取り上げるとしたらどんなものになるか。 

片山委員  動画公開事例情報を集める。 

3. その他 

バチカンから委員会あてに送られてきた“EDUCATING TODAY AND TOMORROW”について検討。 

カトリック学校や大学関係者を対象にした質問書がついている。 

・質問回答期限（7月 31日）に間に合わなくても、翻訳して発信する。 

・翻訳者候補(1 人)に当たる。（事務局） 

 

次回委員会  2014年 9月 12 日（金）15：00－17：00 幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 
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 難民移住移動者委員会  

 

■2014 年度第 1 回事務局会議 

日 時  2014年 4月 9日（水）10：30－12：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  4人 

 

報 告 

「2014年度公開講演会」について 

5 月 20 日(火)16 時－17 時 30 分、幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区)で開催される。

講師は、ジャーナリストの安田浩一さん。「なぜ、いまヘイトスピーチか？」と題し、各地で起こったマ

イノリティーの人々を対象とする差別や暴力を扇動するデモの実態について話を聞く。 

 

審 議 

1. 社会司教委員会『現代世界憲章』に関するシンポジウム企画について 

第 74 回社会司教委員会で話された各委員会が行う『現代世界憲章』を念頭においた企画について確認。 

2. 「2014年度世界難民移住移動者の日」のポスターについて 

作成について検討した。 

 

 

■2014 年度第 2 回事務局会議 

日 時  2014年 5月 20日（火）10：30－12：00 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区) 

出席者  4人 

 

報 告 

1. 「船員の日」「世界難民移住移動者の日」のポスター作成について 

試作ポスターを作成し、今後どのデザインで進めていくか検討する。 

2. 「世界難民の日 2014」シンポジウムについて 

6 月 20日(金)14時－17時、幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院にて、特定非営利活動法人なんみん 

フォーラムジャパン(FRJ)主催で開催する。当委員会は後援団体とする。 

3. 「全国研修会 in坂出」(香川・坂出市)について 

10月 27日(月)－29日(水)に開催。プログラム、スケジュールについて検討した。 

 

審 議 

「第１回定例委員会」の議題について 

本日の午後に開催される「第１回定例委員会」の議題について、詳細確認を行った。 

 

 

■2014 年度第 1 回定例委員会 

日 時  2014年 5月 20日（火）13：00－15：30 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区) 

出席者  14人 

欠席者  5人 
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報 告 

1. 2013 年度 活動報告について 

2013年度の活動報告として、事務局会議、定例委員会、全国担当者会議、委員会主催研修会、管区別 

セミナー、公開講演会、外部シンポジウム・セミナー参加について報告を行った。 

2. 各部門、言語別司牧担当者からの報告について 

収容所問題専門委員より、東日本入国管理センターで 3 月末頃、収容中の男性二人が相次いで病死した

件の報告があった。また、2013年に行われたチャーター機による集団強制送還にかかわるその後の報告

と 2020年の東京オリンピック開催に向けた外国人技能実習制度の危惧についての報告があった。 

3. 2014 年度東京教会管区セミナーについて 

今年度の開催地として、秋田を候補地として検討している。 

4. 2014 年度大阪教会管区セミナーについて 

今年度は、「全国研修会」開催地が大阪教会管区内であるため、セミナー開催はしない。 

5. 2014 年度長崎教会管区セミナー進捗状況について 

長崎教会管区代表者が欠席のため、事務局が代理で報告。セミナーを開催する方向で準備しているが、

開催地や日程などは未定。 

6. 2014 年度「全国研修会 in 坂出」について 

10 月 27日(月)－29 日(水)に坂出教会(高松教区)で開催する。研修会、プログラムなどの詳細について

は、今後の準備会で随時検討する。 

7. 「船員の日」ポスターおよび AOS(船員司牧)研修会、AOS(船員司牧)全国会議進捗状況について 

7 月 13 日(日)の「船員の日」のポスターデザインについては、AOS コアメンバーと事務局に一任されて

おり、検討の上、デザインを決定する。AOS研修会および AOS 全国担当者会議については、未定。 

8. 「世界難民移住移動者の日」のポスター作成について 

ポスターデザインは、昨年度同様キャッチコピーをつけずにポスターを作成する予定で準備を進める。

また、委員長メッセージを 7 か国語で印刷したちらしを作成する。ポスターや教皇・委員長メッセージ

の発送は、8 月下旬を目途に行う。 

9. その他 

6 月 20日(金)14:00－17:00、幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区)で「世界難民の日 2014

シンポジウム」を開催する。テーマは「世界一の難民支援をめざして!」とし、当委員会委員長の松浦悟

郎司教が登壇する。主催は、なんみんフォーラムジャパン(FRJ)。後援は、当委員会およびカリタスジャ

パン。 

  

審 議 

2013年度決算について 

2013年度の決算について報告があり、全員一致で承認された。 

 

 

■公開講演会「なぜ、いまヘイトスピーチか？ 〜差別や暴力の煽動をのりこえるために」 

日 時  2014年 5月 20日 (火 )16:00－ 17:30 

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  約40人 

出席者  11人 

 

ジャーナリストの安田浩一さんを講師に、公開講演会が開催された。 

 ヘイトスピーチとは、在日コリアンなど、特定のマイノリティーの人々に対する言葉の暴力である。安田

さんはジャーナリストとして最初、外国人実習生の過酷な実態について取材していく中、ある事件の裁判の

際に、初めてヘイトスピーチというものを体験し、「なぜ、普通の人々がヘイトスピーチやネット右翼などに
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かかわるようになったか」に関心をもって取材を続けてきた。 

 講演の中で安田さんは、彼らが叫ぶ背景に、「被害者意識」があるという。「日本人は、在日の人々の特権

で被害を受けている」「日本の領土が奪われている」など、被害者として攻撃する。その矛先が弱者である在

日外国人に向けられているのは、いじめと共通する構造である。 

 一方で、ヘイトスピーチに反対するカウンターという行動も広がっている。それでもヘイトスピーチやネ

ットでの中傷が絶えることがない。また、現在の政権のスタンスがこのような差別的行動を許す空気を作っ

ている状況も見逃せない。 

 非常に重いテーマであったが、安田さんのジャーナリストとしての真摯な態度に圧倒される講演会であり、

この思いに応えるために、教会は何ができるかを考えさせられるいい機会となった。 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 2 回援助部会会議 

日 時  2014年 5月 28日（水）10：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  10人 

 

審 議 

1. スマトラ沖地震10周年記念イベント（12月3日－5日、スリランカ・コロンボ）およびスリランカ視察

が承認された。 

2. 東日本大震災対応の今後の見通しについて意見交換を行った。福島支援、防災・災害対応のワークシ

ョップ実施などが具体的内容として挙げられた。今後関係者間で話し合いを持ち、まとめていく。 

3. カリタスアジア年次総会費用の一部として3,000 USドルの支援が承認された。 

4. 援助審査 17件（国内一般6、東日本大震災3、海外一般8）を審査、以下16件を承認、1件を却下。 

(1)ライトハウス「啓発漫画プロジェクト」350,000 円 

(2)なんみんフォーラム「困窮する難民申請者への緊急援助事業」4,480,000 円 

(3)沖縄ダルク「新規ナイトケアハウス開設」2,000,000 円 

(4)徳島ダルク「徳島ダルク新規設立」2,000,000 円 

(5)ほしのいえ「厨房改修工事」500,000円 

(6)もみの木サポートステーション「2014 年度活動費」7,672,968 円 

(7)東京カトリックボランティアセンター「2014 年度活動費」37,292,039 円 

(8)障がい者自立センターかまいし「2014 年度活動費」7,884,000 円 

(9)ルワンダ「孤児支援」12,969 US ドル 

(10)ウガンダ「持続的農業支援」29,129 USドル 

(11)カンボジア「若者職業訓練支援」30,000 USドル 

(12)カンボジア「地域保健支援」20,000 USドル 

(13)モンゴル「技術訓練センター支援」20,000 USドル 

(14)モンゴル「カリタスモンゴル事務局支援」30,000 USドル 

(15)パキスタン「諸宗教対話プログラム」14,502 USドル 

(16)シリア「シリア難民人道支援」10,000 ユーロ 

5. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 5件の支援を決定した。 

(1)フィリピン「台風ハイエン復興支援・1年目（EA12/14）」500,000 US ドル 

(2)ミャンマー「カチン紛争避難民緊急支援（EA13/14）」10,000 USドル 

(3)マリ「困窮する人々および避難民への食糧支援（EA14/14）」10,000ユーロ 
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(4)ボスニア・ヘルツェゴビナ「洪水・地滑り緊急支援（EA15/14）」10,000 ユーロ 

(5)セルビア「洪水災害緊急支援（EA16/14）」10,000 ユーロ 

 

次回日程 2014年 7月 29日（火）10:00－ 16:00 日本カトリック会館 

 

 

■第 1 回カリタスジャパン委員会会議 

日 時  2014年 6月 6日（金） 15:00－ 17:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

1. 啓発部会 会報6月号参照 

2. 援助部会・援助審査会 会報6月号と前項参照 

3. 事務局 

(1)反貧困キャンペーン 

「五つのパンと二匹の魚」をテーマに四旬節黙想会を実施した。（3月 21 日 東京、4月 5日 大阪） 

(2)反貧困キャンペーンの進捗状況と今後の予定について 

(3)カリタスジャパンニュースを次号より全面改訂する。 

(4)東日本大震災対応について 

 

審 議 

1. 2013 年度決算が報告、承認された。 

2. 東日本大震災対応の今後の見通しについて 

意見交換を行った。今後も関係者間で話し合いを持ち、最終案をまとめる。 

3. 2015 年四旬節キャンペーンについて 

大枠は継続、小冊子に教皇メッセージを掲載することが承認された。 

 

次回日程 2014年11月5日（水）15:00－17:00  日本カトリック会館 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■定例会議 

日 時  2014年 6月 3日（火）13：00－4日（水）13：00 

場 所  3日 大阪教区社会活動センターシナピス（大阪市） 

     4日 鶴橋フィールドワーク（大阪市） 

出席者  13人 

 

＜6月 3日 定例会議 13：00－17：00＞ 

報 告 

1. 全国集会福岡大会準備状況 

2. 脱原発ワーキンググループについて 

「いますぐ原発の廃止を」司教団メッセージのフォローと、脱原発ネットワークについて、2 つの動き

の現状報告。    
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3. 「地上の平和は憲法から」キャンペーン実施状況 

4 月－6月まで全国 18 か所で実施。 

4. 正義と平和ブックレット講演録 VOL.6『奄美でカトリック排撃はなぜ起ったのか』発行の報告 

5. 練成会について 

11月 2日－3日に、高松教区主催、正義と平和協議会共催で、四国カトリック会館(香川・高松市)にて

練成会を行う。講師は林 尚志師（イエズス会）。 

6. 『福音の喜び』シンポジウムの進捗状況 

6 月 28日（土）13:30－16:00  カトリック麹町教会 ヨセフホール 

    シンポジスト 光延一郎師、マシア・ホアン師、シーゲル・マイケル師 

    開会の辞   幸田和生司教   

司会・進行  松浦悟郎司教 

日本カトリック社会司教委員会、正義と平和協議会共催 

7. 2013 年度決算報告を行い、承認された。 

 

審 議 

1. 2014 年度ブックレットについて、委員の意見を聴取した。 

講演会、学習会の記録は今後も必要なので、内容は継続審議していく。 

2. 全国会議（2015年 2月 13 日－15 日）の公開講演会の内容と講師について検討した。 

3. 脱原発ネットワーク立ち上げについて 

全国集会福岡大会の脱原発ネットワークミーティングで、主だったメンバーが集えるよう準備したい。 

4. 2015 年度活動計画について 

 

＜6月 4日 鶴橋フィールドワーク＞ 

在日韓国朝鮮人の多住地域である生野区鶴橋周辺を、金 成元さん（在日韓国基督教会館館長）の案内でフ

ィールドワークを行った。旧地名、猪飼野と呼ばれるこの地域は、済州島出身者が多く住んでいる。朝鮮

半島が日本の統治下であった時代に、済州島、大阪間の直行航路により、済州島から多くの人が来阪し、 

経済活動を支えてきた。在日韓国朝鮮人社会の形成にいたる歴史の説明と、昨今のヘイトスピーチに見ら 

れる排外主義、多民族共生への取り組みについて、金さんから話を聞いた。 

 

 

■カトリック 20条の会 

日 時  2014年 5月 31日（土）10：00－16：30 

場 所  シャルトル聖パウロ修道会、靖国神社（東京・千代田区） 

 

靖国神社・遊就館見学ツアー「靖国神社の役割と現状を考える」 

午前 10時よりシャルトル聖パウロ修道会会議室で、辻子 実さん（NCC靖国神社問題委員会委員、靖国神

社問題ならびに政教分離訴訟問題専門家）から見学のポイントについて説明を受け、11時半から午後3時

まで靖国神社境内、遊就館内を見学した。遊就館内では辻子さんの解説を聞いた。午後3時半から4時半ま

で、再び修道会会議室で質疑応答や意見交換をした。東京教区正義と平和委員会、横浜教区正義と平和協

議会の協賛を得て、25人の参加があった。 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2014年 5月 12日（月）18：00－19：00  

場 所  日本キリスト教会館 バプテスト同盟会議室（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 
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報 告 

1. 日本キリスト教協議会の仮事務所の移転先について 

2. 各教派、団体 

 

審 議 

1. 2014 年度学習会について 

2. 講演会について 

日 時 9月 8日（月）18：30－20：30 

場 所 日本キリスト教団 信濃町教会 

テーマ 「天皇制と差別－いつまで騙される側にいるのか」 

講 師 藤野 豊さん（敬和学園大学） 

 

 

■NCC 靖国神社問題委員会 

日 時  2014年 6月 2日（月）18：00－19：00  

場 所  日本キリスト教会館 バプテスト同盟会議室（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. 各教派、団体 

2. 訴訟関係 

 

審 議 

1. 2014 年度学習会について 

2. 9月 8日の講演会について内容を検討した。 

3. 「集団的自衛権とヤスクニ」作成について 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2014年 5月 14日（水）10：30－13：00 

場 所  日本キリスト教団 巣鴨ときわ教会（東京・豊島区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. 各教派、団体 

2. 各委員会 

3. 世界祈祷日の献金について 

 

審 議 

1. フォーラム「女性の視線で聖書を読む」の開催を 9 月に延期する。 

2. 沖縄の辺野古埋立についての意見広告に賛同する。 

 

 

■NCC 平和・核問題委員会 

日 時  2014年 5月 22日（木）14：00－15：00  

場 所  日本キリスト教会館 会議室（東京・新宿区） 
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出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. 日本キリスト教協議会の仮事務所の移転先について 

2. 各教派 

 

審 議 

1. 2014 年度活動計画について 

2. 日本キリスト教会館倉庫に所蔵の委員会資料の整理について 

 

 

■平和を実現するキリスト者ネット 

日 時  2014年 4月 7日（月）15：00－17：00 

場 所  富坂キリスト教センター 会議室（東京・文京区） 

 

報 告 

1. 会計、賛同状況  

2. 集会・行動の報告 

第 123回自衛隊海外派兵中止と脱原発を求める宗教者国会要請行動（平和をつくりだす宗教者ネットより） 

2014年 3月 26日（水） 衆議院第二議員会館第 8会議室 

             署名提出 470 筆  総数 99,410 筆 

 

審 議 

1. 第 124回自衛隊海外派兵中止と脱原発を求める宗教者の要請行動（4月 9日）のための要請メンバー

を検討した。 

2. 5.3憲法集会の役割について 

 

 

■さようなら原発実行委員会 

日 時  2014年 5月 20日（火）18:00－20:00 

場 所  連合会館 501会議室（東京・千代田区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

審 議 

1. 署名数の確認 (8,415,2736 筆 2014年 4 月 25日現在)  

2. 川内原発再稼働緊急行動について 

3. 集会の広報について 

6月28日(土)13：00 明治公園(東京・新宿区) 

「川内原発を再稼働させない！ さようなら原発6・28集会」 

9月23日(火・祝日)11：00  代々木公園(東京・渋谷区) 

「9・23さようなら原発全国大集会 フクシマを忘れない！再稼働を許さない！」 

4. ニュースレター発行について 
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 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2014 年度第 1 回常任委員会 

日 時  2014年 5月 15日（木）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2   

出席者  6人 

陪 席  1人 

事務局  1人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟（日宗連） 

・日宗連セミナー「『限界集落』化する地域社会と宗教の力」が、6月 17日(火)に国学院大学で開催。 

講師の一人はバプテスト連盟天草中央キリスト教会牧師の南 圭生師。 

・文化庁主催「平成 26 年度都道府県宗教法人事務担当者研修会」(6 月 12 日、神戸国際会館)の講師派

遣の依頼があり、日キ連から日本基督教団総務部宗教法人担当の松田正子さんを推薦する。 

・5月 30 日に 2013 年度最後の理事会があり、次回は 6 月 30日に評議委員会と理事会がある。  

2. 東京都宗教連盟（都宗連） 

3. 事務局 

4 月 21日(月)開催の 2014 年度総会は、出席 22人委任 23 人で、とどこおりなく終了した。 

 

審 議 

1. 「平成 26年度都道府県宗教法人事務担当者研修会」の講師に松田正子さん(日本基督教団総務部宗教

法人担当)を推薦することが承認された。 

2. 2014 年度第 1回定例会について 

 ・開催日程  2014年 7月 7日(月)－11 日(金)の間で講師と会場の都合のよい日を設定。 

 ・テーマ(仮) 積極的平和主義とは何か 

積極的平和主義をキリスト教からどう考えるか 

キリスト者にとって“平和を作りだす”とは、など 

・講師推薦  池住義憲さん（立教大学大学院特任教授） 

 ・会場候補  日本基督教団 富士見町教会(東京・千代田区) 

・担当    講師との交渉 相澤委員、会場依頼 清川元委員 

＊次々回の定例会への提案 

韓国のカトリックの司教団が出した『核技術と教会の教え』が日本語に翻訳され 6 月末に発行される。

韓国カトリック司教協議会のカン・ウイル司教は日本語での講演が可能。都合がつかなかった場合は

翻訳した日本人神父から内容紹介も可能との提案があり、本会出席委員全員が賛成した。 

3. 2014 年度法人事務・会計実務研修会について 

 ・開催日程・場所  2014 年 10月 29日(水)－31日(金) 富士箱根ランド(静岡・田方郡) 

 ・準備担当教団  日本バプテスト連盟（会計、ホテルとの連絡、部屋割りなど担当) 

カトリック（案内作成・発送、しおり・資料作成など担当） 

 ・プログラム ア.法人事務 5 回の講義と報告会（1マス 1.5 時間） 

  「宗教法人はなぜ非課税か」(共通講座で)矢木委員が原案を作成する。 

 イ.会計 長岡淳三さん(税理士)に継続して依頼する。 

ウ.パソコン 今回は見送る。 

 ・講師  矢木委員、白川委員(法人事務）、長岡淳三さん(会計） 

 ・申し込み締め切り日  9月 25日 
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 ・告知  ア.案内を会報に掲載する。5月末に発行予定。 

イ.ポスターを作る 

 ・その他  質問事項を事前に書面で提出してもらうよう参加者に伝える。 

2012年度に行われた、地元の教会訪問を希望。 

4. 経済センサス調査への対応について 

久保委員より、総務省・経産省の「平成 26年度経済センサス」について説明があった。 

事業所を対象の国勢調査のようなもので、公表している情報についてはすでに印刷された上で配布され

る。｢収入｣欄には収益部門の収入のみ記入する。これに関してトラブルがあった場合、日キ連を通して

日宗連に伝えるので、知らせてほしい。答えたくないことは答えなくてよい。それぞれの教団で対応を

してほしい。 

5. その他 

相澤委員(日本聖公会)は異動のため今回を最後に退任する。後任は 7 月ころ着任の予定。 

 

次回日程 

2014年度第 2回常任委員会、第 1回定例会 

日時 2014年 7月 10日（木） 11：00－12：00 常任委員会 

               13：30－15：00  定例講演会 

会場 日本基督教団 富士見町教会(東京・千代田区) 

 

 

 統一協会問題キリスト教連絡会  

 

■2014 年度統一原理問題全国連絡会日韓シンポジウム 

日 時  2014年 6月 26日（木）－27日（金） 

場 所  北海道クリスチャンセンター（北海道・札幌市） 

出席者  カトリックから 1人 

 

6 月 26日（木） 

講演Ⅰ パスカル・ズィヴィーさん（北海道マインドコントロール研究所）「統一協会脱会者と関わって」       

報 告 韓国からの報告 「統一協会を初めとするカルト宗教の勧誘について」 

講演Ⅱ 郷路征記さん（弁護士）「青春を返せ裁判勝訴判決の意義」 

 

6 月 27日（金） 

報 告 脱会者家族からの報告 

     カトリックからは、「世界平和会議」をかたった新天地の執拗な会議勧誘について報告した。 

講演Ⅲ 櫻井義秀さん（北海道大学教授）「カルト宗教の特質」 

 

 

 HIV/AIDS デスク   

 

■第 1 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2014年 5月 28日（水）13：30－15：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室3 

出席者  8人 
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報 告  

1. 第 22回エイズキャンドルパレード 

5 月 17日(土)19時から、京都市役所と円山公園の間をロウソクを持ち約 100 人でパレードした。沿道の

約 85 店舗がレッドリボンを貼り出してくれた。5 月 18 日(日)、河原町教会(京都教区)のミサ後のお知

らせで、HIV/AIDS デスクの紹介をした。 

2. Facebook（フェイスブック）活用について 

5 月中旬から本格的に活用し始めた。いろいろな活動や報告を紹介できる。 

3. 第 21回 AIDS文化フォーラム in横浜 

8 月 1 日－3 日に開催されるフォーラムの展示会場に参加申し込みをした。8 月 2日の「宗教と AIDS」に、

当デスクから鈴木委員と平良委員が登壇する。8 月 3 日には当デスクの仲介により、横浜雙葉学園の茶

道部がお茶席を出す。 

4. HIV/AIDSデスクのサポーター制度の広報について 

名古屋教区ニュース 5 月号に、サポーター募集の記事を掲載した。順次他の教区報にも掲載を依頼する。 

 

審 議 

1. エコバッグの製作について 

キーホルダーに続く啓発グッズとしてエコバッグを希望する声があり、検討してきた。レッドリボンの

ロゴとデスク名などを印刷して発注する。 

2. 正義と平和全国集会 2014 福岡大会について 

9 月 13日－15日に開催される大会に出展する。 

3. 関東地区カトリック学校小中高連盟宗教部会との共催企画について 

2015年 1 月か 2 月の実現に向けて準備を進めている。 

4. HIV/AIDS小冊子のマニュアルについて 

作成を検討してきたが、行政などが発行しているリーフレットを併用することになった。 

 

次回日程  2014年 7月 2日（水）13:30－15:30  日本カトリック会館 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

8 月会議予定 

1 日(金)       カリタスジャパン援助審査会                    日本カトリック会館 

 

 

 

 

 

<会報 2014年 8月号 公文書> 

 

「安倍首相のフランシスコ教皇訪日要請の報道を受けて」会長談話  
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安倍首相のフランシスコ教皇訪日要請の報道を受けて 

 

6 月 6 日にバチカンにて安倍晋三首相とフランシスコ教皇との会談が行われ、安倍首相が教皇の訪日を要

請された、との報道がありました。ローマ教皇は、バチカン市国の国家元首であると同時に、全世界のカト

リック教会の頭としてカトリック信者を導き、世界の平和のために働くキリストの僕です。そして、日本国

はバチカン市国との外交関係を長年大切にしており、教皇の訪日要請はその一環としてなされたと受けとめ

ております。 

ところで、日本カトリック司教協議会は既に昨年 10月に教皇の訪日をお願いする書簡を教皇に送りました

が、まだ承諾の返事はいただいておりません。 

本日はこの機会に、日本カトリック司教協議会として、フランシスコ教皇の訪日を切望するカトリック教

会の願いを、教会内外のかたがたに幅広くご理解いただきたく、ここに短い、会長コメントを用意しました。 

１． 教皇にはこの機会に東日本大震災の被災地を訪れ、人々とともに祈っていただきたいと願っていま

す。また、大震災を契機として起こった福島第一原発の事故の被害者の声に耳を傾け、これから

何十年にわたる事故収束への働きの上に神のご加護を願っていただきたい、と願います。人間の

傲慢さにより原発事故が起こったのだとわたしたちは考え、日本カトリック司教協議会は原発廃

止の運動を進めております。わたしたちのこの働きをフランシスコ教皇が祝福し、この趣旨を世

界に伝えてくださることを期待しております。 

２． 日本は第二次世界大戦へ至る歩みを深く反省し、戦争を放棄する平和憲法を制定し、戦争をしない

国として歩み、世界への平和貢献をしてきました。そのことをフランシスコ教皇はよく理解して

くださいます。ご承知のように、ノーベル平和賞候補に憲法９条を保持する日本国民がノミネー

トされております。フランシスコ教皇には、そのような素晴らしい憲法を持ち、戦争放棄をこれ

からも世界に発信し続ける日本国民を力づけ、励ましていただきたい、とわたしたちは願ってい

ます。 

また、３３年前に広島と長崎を訪れた聖ヨハネ・パウロ２世教皇が行ったように、フランシスコ

教皇にも、戦争の悲劇を繰り返さないことを訴えるメッセージを全世界に発信していただきたい、

と願っています。 

３． カトリック教会としてはまた、キリシタン大名の高山右近の「列福」の実現を近い将来に期待して

おります。かなうならば、高山右近を「福者」と宣言する列福式をフランシスコ教皇が日本で司

式してくださるならば、それは大きな喜びであります。また、来年３月１７日に当時の長崎大浦

天主堂にて迫害の最中にも信仰を守ってきた信徒が発見され１５０周年を迎えます。教皇がこの

機会に、わたしたち日本のカトリック教会が、さらに信仰を深めその信仰を広く伝えていくよう、

励ましてくださることを願っています。 

そして、教皇の訪日が日本における諸宗教対話をより進展する機会となることを願っています。 

 

さて、フランシスコ教皇は今年の８月に韓国を訪問され、来年フィリピンとスリランカを訪問されます。

そしてさらに、教皇の訪日が実現されれば、それは、平和を願い求める多くの日本の人々を励まし、また貧

しい人々、悲しんでいる人々、苦しみにある人々が神の愛を身近に感じるための特別な機会となると信じま

す。わたしたち日本のカトリック教会の司教たちは、フランシスコ教皇の訪日を願って、これからも教皇訪

日実現のために祈り、努力してゆくつもりでおります。どうかご理解くださるようお願いいたします。 

 

2014年 6月 7日 

                                           日本カトリック司教協議会 

会長 岡田武夫(カトリック東京大司教) 
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「安倍首相のフランシスコ教皇訪日要請の報道を受けて」会長談話 英語版 2    

 

 

Comments on the News that Prime Minister Abe 

Has Invited Pope Francis to Japan 

 

It has been reported that Prime Minister Shinzo Abe met with Pope Francis on 

June 6 and invited the Pope to visit Japan. Pope Francis, a servant of Christ working 

for peace, guides Catholics as head of the Catholic Church in the world and the 

sovereign of the Vatican City State. Japan has long valued its diplomatic relations with 

the Vatican City State, and this invitation can be regarded as a part of that attitude on 

the part of Japan.  

Meanwhile, in October 2013, the Catholic Bishops’ Conference of Japan sent 

the Pope a letter requesting the honor of his presence in Japan. However, we have not 

yet received a letter of acceptance. 

Today on this occasion, I, as the President of the Catholic Bishops’ Conference 

of Japan, have prepared some brief comments so that those within and outside of the 

Church can understand why we earnestly desire to invite the Pope to Japan. 

 

1. We truly wish that the Pope would visit the East Japan Great Earthquake disaster 

area and pray with people there. We desire from the bottom of our hearts that the 

Pope will listen to the voices of those who are suffering from the Fukushima Daiichi 

Nuclear Plant Accident that occurred due to the earthquake. We hope that the Pope 

will join us in praying for divine support and assistance for the decades-long work 

of reconstruction and coping with the accident. Based on our belief that the nuclear 

accident was ultimately caused by human arrogance, we have begun a campaign to 

abolish nuclear power plants. We hope that Pope Francis will bless our efforts and 

convey this appeal to the world. 

 

2. We Japanese people deeply regret our past conduct that led to the Second World 

War, and have promulgated the Constitution of Japan, known as the Peace 

Constitution, under which Japan forever renounces war. Since then we have carried 

on as a nation which refuses to wage war, and we have contributed to world peace. 

We are sure that such conduct will be well received by the Pope. As is well known, 

Japanese citizens who have maintained Article 9 of the Constitution have been 

nominated as candidates for the Nobel Peace Prize. We sincerely wish that the Pope 

would encourage and inspire the Japanese people who have such a wonderful 

Constitution and continue to appeal to the world for the renunciation of war. 

 Moreover, as Saint John Paul II did 33 years ago when he visited Hiroshima 

and Nagasaki, we fervently hope that Pope Francis will appeal to the world to not 

repeat the tragedy of war anymore.  
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3. The Catholic Church in Japan hopes that the beatification of Ukon Takayama, a 

Christian feudal lord, will be realized in the near future. We would be overjoyed if 

the Pope could preside at the beatification ceremony in Japan. In addition, on 

March 17, 2015, we will celebrate the 150th anniversary of the discovery of the 

Hidden Christians who had kept their faith under severe persecution. Their 

existence was revealed at Oura Catholic Church in Nagasaki. We would be deeply 

grateful if Pope Francis would encourage us in deepening our faith and conveying 

widely the message of faith to others. We also expect that a visit by the Pope would 

be an occasion for promoting and advancing inter-religious dialogue in Japan. 

 

Pope Francis plans to visit South Korea this August, then Sri Lanka and the 

Philippines next year. If a visit to Japan by the Pope is realized, we believe it will be an 

especially encouraging opportunity for the many Japanese people who seek peace. It 

will also be a special occasion for the poor, and those who sorrow and suffer to feel close 

to the love of God.  

We, the Japanese bishops, are determined to pray and make every effort to 

make possible a visit of the Pope to Japan. We deeply appreciate your understanding. 

 

June 7, 2014 

Peter Takeo Okada, President 

Catholic Bishops’ Conference of Japan 

 

 

 

 

 

「安倍晋三内閣の集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対します」      

正義と平和協議会会長声明 1  

 

                                     Prot.SC-JP 14-02 

2014 年 6 月 27 日 

内閣総理大臣      

安倍晋三殿 

                       日本カトリック正義と平和協議会 

会長 勝谷太治 

 

安倍晋三内閣の集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対します 

 

 わたしたちは戦後 70年、日本国憲法、特に、国際平和の創造を呼びかけ、恒久平和を誓った憲法前文と戦

争放棄を定めた憲法第９条を信じ、尊重し、守ってきました。それによって日本は、依然として武力紛争の

絶えない国際社会にあって、自国民についても、他国の人びとに対しても、戦死者をひとりも出すことがあ

りませんでした。しかし現安倍内閣は、解釈改憲によって集団的自衛権の行使を容認し、この平和な 70 年に
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幕を引こうとしています。 

 

 これまでの政府の憲法解釈では、憲法９条の下で許容される自衛権の行使は、専守防衛に徹するものとし、

自国が直接攻撃されていないにもかかわらず武力行使を可能にする集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、

憲法上許されない、とされてきました。ところが現政権は、 これを憲法の範囲内とする、大幅な解釈変更を

行おうとしています。 

 

 憲法の基本理念に抵触するこのような解釈の変更を、一内閣の決定によって行うことは、立憲主義の否定

であり、断じて許されることではありません。 

 

  また、与党自民党は、集団的自衛権行使の前提条件のひとつとして、「我が国の存立が脅かされ、国民の

生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるがあること」を挙げました。しかし、

どれほどの「限定」条件を挙げようとも、政治家の判断ひとつで参戦を決め、国際社会に宣戦布告をするこ

とにかわりはありません。ひとたび戦争に加われば、武力行使はさらなる反撃を招き、戦禍は拡大すること

になります。それはもはや「自衛」とはかけ離れた事態です。 

 

 さらに政府は、集団的自衛権発動の事例としてホルムズ海峡での機雷除去作業を挙げています。その理由

として安倍首相は、ホルムズ海峡が「機雷で封鎖されれば、死活的な利益が損なわれる」からだと語りまし

た。しかし、かつて日本は「満蒙は我が国の生命線」というスローガンで日中戦争に突入し、軍や商社の特

殊権益確保と引き換えに、東アジア全域に多大な犠牲者を出したことを、今こそ思い出すべきです。 

 

 集団的自衛権行使の容認は、経済利益重視の日本による、国際紛争への武力参加の意思表明と見るべきで

あり、日本国内と周辺国を恐怖に陥れ、東アジアを一層不安定にするものです。世界の恒久平和を訴える日

本国憲法に背き、これまで積み重ねられ形成された、立憲国家としての日本に対する国民、および国際社会

からの信頼を覆し、踏みにじる行為です。 

 

 1981年に来日した教皇ヨハネパウロ二世は、広島を訪問した際行った「平和アピール」において、次のよ

うに訴えました。 

 

戦争という人間がつくり出す災害の前で、「戦争は不可避なものでも必然でもない」ということをわれわれは

みずからに言い聞かせ、繰り返し考えてゆかねばなりません。人類は、自己破壊という運命のもとにあるも

のではありません。イデオロギー、国家目的の差や、求めるもののくい違いは、戦争や暴力行為のほかの手

段をもって解決されねばなりません。人類は、紛争や対立を平和的手段で解決するにふさわしい存在です。 

 

 わたしたち日本カトリック正義と平和協議会は、いかなる条件下においても集団的自衛権の行使を断じて

容認できません。集団的自衛権の行使容認の閣議決定には断固反対します。 

 

 

 

 

「集団的自衛権行使容認の閣議決定についての抗議声明」常任司教委員会 1   

 

2014年 7月 3日 

内閣総理大臣 

安倍晋三殿 
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集団的自衛権行使容認の閣議決定についての抗議声明 

 

  

 日本国民は戦後 70年近く、日本国憲法、特に国際平和の創造を呼びかけ、恒久平和を誓った憲法前文と戦

争放棄を定めた憲法第 9条を尊重し、それを誇りとしてきました。この間、日本は、武力紛争の絶えない国

際社会にあって、自国民についても、他国の人びとについても、戦争でひとりの死者も出すことがありませ

んでした。しかし安倍内閣は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定によって、この憲法

を踏みにじりました。 

 

 これまでの政府の憲法解釈では、憲法第 9条の下で許容される自衛権の行使は、専守防衛に徹するものと

し、自国が直接攻撃されないにもかかわらず武力行使を可能にする集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、

憲法上許されない、とされてきました。安倍内閣は、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を発表し

ましたが、憲法の基本理念に抵触するこのような解釈の変更を、一内閣の決定によって行うことは本来でき

ないはずです。それを強行することは、憲法第 99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他

の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に対する明らかな違反であり、立憲主義の否定と言わ

ざるをえません。集団的自衛権行使の容認は、軍備増強と武力行使についての歯止めを失わせるものであり、

時の政府の考え一つで、自衛隊員や国民を戦争の恐怖と生命の危険にさらすものです。それは実質的に、憲

法前文の精神と第 9条を葬り去る暴挙です。 

 

 わたしたちは集団的自衛権の行使容認の閣議決定に断固として抗議します。安倍内閣がこの不当な閣議決

定をもとに、集団的自衛権行使を前提にして同盟国との協力を約束するようなことは絶対にあってはなりま

せん。即座に閣議決定を見直し、撤回してください。 

 

 わたしたちカトリック教会は、現代世界の状況の中で、軍備増強や武力行使によって安全保障が確保でき

るとする考えは誤っていると確信しています。それは国家間相互の不信を助長し、平和を傷つける危険な考

えです。また今ここで、平和憲法の原則を後退させることは、東アジアの緊張緩和を妨げ、諸国間の対話や

信頼を手の届かないものにしてしまいます。平和はすべての人間の尊厳を尊重することの上にしか築かれま

せん。また、過去の歴史に対する誠実な反省と謝罪、その上でのゆるしがあってこそ成り立つものです。 

 対話や交渉によって戦争や武力衝突を避ける希望を失ってはなりません。たとえ、それがどれほど困難に

見えても、その道以外に国際社会に平和をもたらす道はないのです。 

 

 安倍首相と閣僚の方々の良心に訴えます。日本国民と他国民を戦争の恐怖にさらさないこと、子どもたち

のために戦争のない平和な世界を残すこと、人間として、政治家として、これが最大の責務であることをど

うか思い起こしてください。わたしたちはこのことを日本国民として、宗教者として強く訴えます。 

 

                            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 東京教区大司教 

委 員 髙見三明 長崎教区大司教 

  大塚喜直  京都教区司教 

梅村昌弘  横浜教区司教 

宮原良治  福岡教区司教 

菊地 功  新潟教区司教 

前田万葉  広島教区司教 
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「集団的自衛権行使容認の閣議決定についての抗議声明」常任司教委員会 

英語版 1   

 

The Hon. Shinzo Abe 

Prime Minister of Japan 

 

Statement of Protest against the Cabinet Decision 

That Allows the Exercise of a Right to Collective Self-defense 

 

 

 For nearly 70 years since World War II, the Japanese citizens have respected and taken 

pride in the Constitution of Japan, especially Preamble that appeals for world peace and pledges 

permanent peace and Article 9 that stipulates the renunciation of war. During these years while 

international society has undergone incessant armed conflicts, Japan has not caused any deaths in 

war, either among Japanese or foreigners. However your cabinet has trampled on this Constitution 

by deciding to reinterpret the Constitution so as to permit the exercise of a right to collective 

self-defense.  

 

 According to the constitutional interpretation of previous governments, the exercise of a 

right to self-defense allowed under Article 9 means a nonaggressive national security policy in all 

cases, while the exercise of a right to collective self-defense, which enables the use of force even 

when our country has not been attacked directly, is ruled out by the Constitution and thus 

constitutionally unacceptable. Your cabinet announced a reinterpretation of the Constitution so as 

to allow Japan to exercise a right to collective self-defense. However, it should be absolutely 

impossible that one cabinet can decide to make such a reinterpretation which is against the basic 

principles of the Constitution. To enforce such a policy is clearly against Article 99 of the 

Constitution; “The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, 

judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.” 

This action is nothing short of a denial of constitutionalism. To allow the exercise of a right to 

collective self-defense is to release a brake on armaments and the use of force. It also means that a 

decision by the government at the time can expose the whole citizenry and the members of the Self 

Defense Forces to the threat of the horror of war and danger to life. This is absolutely an outrage 

that buries the spirit of the Preamble and Article 9 of the Constitution. 

 

 We strongly protest the cabinet’s decision that allows the exercise of a right to collective 

self-defense. It is totally unacceptable that your cabinet promises to cooperate with allied nations 

based on this unjust decision under the premise of an exercise of a right to collective self-defense. 

Please review and repeal the cabinet’s decision at once. 

 

 We, the Catholic Church, are convinced that it is false to think that national security can 

be ensured by military buildup and the use of force. This is a dangerous idea that aggravates 
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distrust among nations and shatters peace. Moreover, the backtracking on the principles of the 

Peace Constitution at this moment obstructs the easing of tensions in East Asia so that dialogue 

and trust among nations will be beyond our reach. Peace is built solely on respect for the dignity of 

all. Peace can be built only by sincere reflection upon history and apology for past conduct followed 

by forgiveness. 

 

 We must not abandon the hope to avoid war and armed conflict through dialogue and 

negotiation. No matter how difficult it seems, this is the only way to bring about peace among 

nations.  

 

 

 We appeal to your conscience and those of your cabinet members. Please remember that 

your most important task as a man and a politician is to not expose Japanese people and people of 

other nations to the horrors of wars, and to preserve a peaceful world without war for our children. 

We make this strong appeal as Japanese citizens and as religious leaders.  

 

July 3, 2014 

Catholic Bishops’ Conference of Japan 

Standing Committee 

 

Chairman:  Takeo Okada, Archbishop of Tokyo 

Members:   Mitsuaki Takami, Archbishop of Nagasaki 

           Yoshinao Otsuka, Bishop of Kyoto 

            Masahiro Umemura, Bishop of Yokohama 

                   Ryoji Miyahara, Bishop of Fukuoka 

            Isao Kikuchi, Bishop of Niigata 

            Manyo Maeda, Bishop of Hiroshima 

 

 

 

 

 

 新刊書籍案内  

 

※「使徒的勧告 福音の喜び」  教皇フランシスコ 
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