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 常任司教委員会  

 

■7 月定例常任司教委員会 

日 時  2015年 7月 2日（木）10：00－14：15 

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  6人 



- 2 - 

報 告 

1. 「いつくしみの特別聖年」の祈りとロゴマークについて 

2015 年 3 月 13 日にバチカンの聖ペトロ大聖堂で行われた四旬節の回心式において、教皇フランシスコ

は、「いつくしみの特別聖年」の開催を宣言した。この特別聖年は 2015 年 12月 8 日に始まり、2016年

11 月 20 日で終了する。この特別聖年にあたり、教皇庁・新福音化推進評議会から「特別聖年のための

祈り」とロゴマークが発表されたので、邦訳を行った。本常任司教委員会の諸意見に基づき、ロゴマー

クの日本語表記と祈り文を見直し、常任司教委員会に諮った後、カードにして各所に配布する。 

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 

6 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

73,541,948 円、支出合計は、54,861,607 円、残高は 18,680,341 円となった。 

3. 日本カトリック会館の電気使用量減少について 

日本カトリック会館の 2015 年 5 月までの電気使用量は、昨年と比較し 2.3％の減少、都市ガス使用料は

29.0%の減少となり、料金も昨年と比較して 54,105 円減額となった。 

 

審  議 

1. FABC 東アジア気候変動セミナーへの招待について  

2015年 9 月 9日－10日に香港で開催される FABC 主催の東アジア諸国のための気候変動セミナーに、日

本カトリック司教協議会から菊地 功司教が参加する。 

2. 日本聖書協会からの訳語検討依頼について 

日本聖書協会の詩書・預言書編集委員会および新約聖書編集委員会から提案された訳語については、本

常任司教委員会での諸意見をまとめて、同協会に提出する。 

3. 『カトリック新教会法典』日本語訳の見直しについて 

教会行政法制委員会から提案された『カトリック新教会法典』の日本語訳見直しについては、関連各所

からのアンケート結果を考慮し、抜本的な改訂ではなく、一部の用語を見直し、現在確定している用語

とともに一覧表を作成すること、また、『カトリック新教会法典』発行後、変更のあった条項について、

用語一覧表とともに中央協議会ウェブサイトに掲載するため、整えたうえで常任司教委員会に諮ること

を申し合わせた。 

4. 『いのちへのまなざし』改訂特別委員会立ち上げ準備について 

『いのちへのまなざし』改訂特別委員会の設置を常任司教委員会から司教総会に提案するための準備と

して、作業チームで内容などの詳細を検討した後、常任司教委員会に諮ることとし、作業チームのメン

バーを確定した。 

5. 10月開催予定の特別臨時司教総会の内容について 

10月 2日を予備日としている特別臨時司教総会を開催することとし、「戦後 70年の間、カトリック教会

は社会の中で福音をどのように生きてきたか」をテーマとして 11 月に開催する日韓司教交流会の準備と

しての勉強会を行う。また、9月までに提出される審議事項があれば、合わせて検討を行う。 

 

 

 社会司教委員会  

 

■第 78 回社会司教委員会 

日 時  2015年 2月 24日（火）13：30－14：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  9人 
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審 議 

1. 2015 年度企画「現代世界憲章シンポジウム」のテーマについて 

東京教会管区 テーマ 現代の人々の喜びと希望、苦悩と不安 

2015年 5月 30日(土) 北一条教会（札幌教区カテドラル） 

長崎教会管区 テーマ 「時のしるし」を見極める 

2015年 6月 14日(日) ザビエル教会（鹿児島教区カテドラル） 

大阪教会管区 テーマ 「福音の喜び」が生まれた原点 

2015年 7 月 4日(土) 河原町教会（京都教区カテドラル） 

2. 第 39回正義と平和全国集会東京大会への参加企画について 

大会の最終日となる 9月 23 日に、教会がこの 50 年訴えて続けて来た“教会と社会のかかわり”を再確

認する場とし、「現代世界憲章シンポジウム」を締めくくる。登壇者は、松浦悟郎司教、菊地 功司教、

勝谷太治司教の 3人。 

 

 

■第 79 回社会司教委員会 

日 時  2015年 6月 16日（火）13：15－14：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

参加者  8人 

 

審 議 

2015年度司教のための社会問題研修会について 

日 程 2015年 12月 9日(水)－10日(木) 

場 所 日本カトリック会館 マレラホール 

テーマ 教皇フランシスコ回勅『ラウダート・シ』についての勉強会 

案内書 9月初旬に全司教あてに送付予定 

 

 

 教会行政法制委員会  

 

■2015 年度第 2 回会議 

日 時  2015 年 7月 9日（木）12：30－15：30 

場 所  カトリック福岡司教館 

出席者  4人 

欠席者  1人 

 

審 議 

「カトリック新教会法典」日本語訳の見直しについて 

2015 年 7 月常任司教委員会で、「カトリック新教会法典」における一部の用語を見直すことが決議され

た。これを受け、今後の作業方法について具体的に検討した。 

 

次回日程  第 3回会議 2015年 9月 2日（水）12：00－17：00 日本カトリック会館 

 

 

 



- 4 - 

 典礼委員会  

 

■定例会議 

日 時  2015年 7月 6日（月）10:30－15:00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  7人 

欠席者  3人 

 

報 告 

1. 2015 年度定例司教総会について 

掲記司教総会中の 6月 17日に行われた「司教の集い」において、司教方を対象に『新しい「ローマ・ミ

サ典礼書の総則」に基づく変更箇所』の解説と、「司教儀典書」に基づく司教司式のミサの留意点につい

て実習も含めた確認を行った。 

2. 『新しい「ローマ・ミサ典礼書の総則」に基づく変更箇所－2015年 11月 29日（待降節第 1主日）か 

らの実施に向けて』について 

本年 6 月 15 日付で発行した掲記冊子を、各教区事務所を通じて司祭中心に無料配布を行っている。11

月 29 日（待降節第 1 主日）からの導入を踏まえ、教区や修道会から研修の依頼が寄せられた場合は、当

委員会秘書、委員が随時、説明に赴いている。 

3. 『キリストの神秘を祝う－典礼暦年の霊性と信心』の出版について 

2009 年度と 2010 年度の全国典礼担当者会議におけるプレゼンテーションの講演録が、カトリック中央

協議会出版部より6月12日付で発行された。カトリック新聞その他に紹介記事、広告が掲載される予定。 

 

審 議 

1. 『典礼憲章』発布 50周年記念講演会について 

本年 9月 23 日(水・祝)にカトリック岡山教会(広島教区)で「典礼刷新－これまでとこれから」をテーマ

として開催する掲記講演会について検討を行った。 

日 時  2015年 9月 23日(水・祝) 10時 30分－16 時（10 時から受付） 

会 場  カトリック岡山教会  

参加費  無料 

講 演  1.典礼刷新を指導した人々とその思い－今、私たちに問いかけるもの 

          石井祥裕委員（上智大学非常勤講師） 

2.新しい福音宣教における典礼の意義－行動的参加の観点から 

          市瀬英昭委員（神言修道会司祭） 

3.神への賛美としての典礼－典礼における「歌うこと」の意義 

          南雲正晴委員（フランシスコ会司祭） 

 

報 告  『ミサ典礼書』改訂の進捗状況と展望  宮越俊光（当委員会秘書） 

主 催  日本カトリック典礼委員会 

協 力  カトリック広島教区典礼委員会 

問い合わせ 日本カトリック典礼委員会（TEL 03－5632－4445） 

2. 「司祭不在のときの主日の集会祭儀」儀式書の「諸言」について 

前回会合での意見に基づいて加筆・修正した「諸言」の第 2 稿について検討した。今会合での意見を踏

まえて資料を修正し、「司祭不在のときの主日の集会祭儀」儀式書の発行に向けて準備を進める。 

3. 『新しい「ローマ・ミサ典礼書の総則」に基づく変更箇所』の解説について 

掲記冊子の PDFをカトリック中央協議会のウェブサイトに掲載したが、質問を寄せられる可能性のある
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箇所について、Q＆A式の解説を作成した。今会合での意見を踏まえて修正した掲記解説を同サイトやカ

トリック新聞に掲載し、変更点についての具体的な周知を図る予定。 

 

次回定例会議  2015年 9月 14 日（月）9：00－12：00 御聖体の宣教クララ修道会 軽井沢修道院（長野） 

 

 

 諸宗教部門  

 

■2015 年度第 2 回会議 

日 時  2015年 7月 1日（水）18:00－ 20:00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  6人 

欠席者  5人 

 

審 議 

1. 2015 年度シンポジウムについて 

シンポジウムのスケジュール、当日の役割について最終確認を行った。 

日時  9月 26 日(土) 14：00－17：00 

場所  カトリック大宮教会（さいたま教区） 

テーマ 「平和のための宗教者の使命」 

パネリスト  杉谷義純師（天台宗）、薗田 稔師（神道）、斉藤 泰師（大本教）、 

マリア・デ・ジョルジ修道女（当部門顧問） 

2. 教皇庁諸宗教対話評議会発行物の邦訳版について 

教皇庁諸宗教対話評議会が発行した“Dialogue in Truth and Charity”の邦訳について、前回会合での

検討内容を踏まえ修正された原稿が翻訳者より挙げられたため、一部修正し、発行することを承認した。

発行方法は、カトリック中央協議会のウェブサイトに掲載することで合意した。 

3. フェリックス・マチャド大司教来日対応について 

アジア司教協議会連盟諸宗教対話部門の担当司教であるフェリックス・マチャド大司教の来日にあたり、

部門との交流の場を設けることについて検討した。 

4. 『キリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言』発布 50年を記念した催しについて 

2015年 6月 8日付で、『キリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言』発布 50年を記念

した催しに関する書簡が、教皇庁諸宗教対話評議会から届いたため、具体的な対応について検討した。 

 

次回日程  シンポジウム「平和のための宗教者の使命」 2015年 9月 26日（土）14：00－ 17：00 

カトリック大宮教会（さいたま教区） 

第 3回会議 2015 年 11月 4 日（水）18：00－ 20：00  日本カトリック会館 

 

 

 難民移住移動者委員会  

 

■2015 年度第 3 回事務局会議 

日 時  2015年 7月 3日（金）13：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  6人 
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報 告 

1. 全国研修会準備状況 

2015年度難民移住移動者委員会全国研修会 in 佐世保（10月 20日－ 22 日） 

2. 「船員の日」資料発送について 

2015年度「船員の日」(7月 12 日)に向けポスター、AOSニュースなどを全国の小教区、修道院、カトリ

ック学校に配布した。 

3. 「AOS船員司牧全国会議 in 横浜」（9月 30日－ 10 月 1 日）の準備報告 

4. 「世界難民移住移動者の日」準備状況 

5. アドボカシー・啓発プロジェクトについて 

改定入管法、技能実習生法、国家戦略特区および構造改革特別区域法（特区法）と議員立法の人種差別

撤廃施策推進法案の国会における審議状況とロビーイングアドボカシー活動についての報告。 

 

審 議 

1. 国際移住委員会(ICMC) 援助金要請、アジアワークショップ派遣について 

援助金は支出しない。アジアワークショップは、アジアにはつながりを持っておくために、委員 1人を

派遣する方向。 

2. JFC(Japanese-Filipino Children)問題に関するフィリピンカトリック教会への要請 

JFC スタディツアーに同行しフィリピンカトリック教会に対して要請を行う。このツアーに ENCOM 

YOKOHAMA(横浜教区難民移住移動者委員会)ほか関連団体職員 2人を派遣する。 

3. 次回ネットワークミーティング準備会 

11月 16日(月)－ 17日(火)の全国担当者会議に合同会議とし、地区代表、担当を人選し、地区実務担当

者と教区担当者とのつながりを図る。 

4. 難民移住移動者委員会援助金規定については継続審議。 

5. 運営委員交代 

新庄美重子修道女から塩谷惇子修道女（日本女子修道会総長管区長会派遣）に交代。小塚恵子修道女の

後任については、当面欠員とする。 

6. 第 39回正義と平和全国集会東京大会の分科会内容検討について 

(1)各国言語グループの進捗状況 

(2)当日の進行についての検討 

 

 

 カリタスジャパン  

 

■第 2 回援助部会会議 

日 時  2015年 7月 6日（月）10：00－14：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 前回議事録を承認した。 

2. 東日本大震災対応について 

(1)復興支援全国会議（6月29日－7月1日）に参加した。現地視察後、全体会で小教区の活動発表などが

あり、今後の課題についての話し合いとまとめを行った。 

(2)振り返りと今後の活動計画策定会議（6月8日－10日 石巻・米川、7月3日 大船渡）を実施した。 

3. 2014年度援助実績について 
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審 議 

1. 以下の海外会議参加を承認した。 

(1)FABC東アジア気候変動セミナー（9月9日－10日、香港） 

(2)カリタスアジア管理基準トレーニング（9月23日－25日、タイ） 

2. 援助審査 以下7件（東日本大震災1、海外6）を審査し承認した。 

(1)いわきサポートステーションもみの木「復興支援 2015年度活動費」5,979,114 円 

(2)ルワンダ「孤児支援」（金額は視察時に確定） 

(3)インドネシア「災害に強いコミュニティ構築支援」（金額は先方との調整後確定） 

(4)パキスタン「諸宗教対話による平和構築支援」15,258 USドル 

(5)スリランカ「諸宗教対話による平和構築支援」15,000 USドル 

(6)イラク「母子支援」30,000 USドル 

(7)シリア「シリア・イラク難民支援」10,000ユーロ 

3. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 3件の支援を決定した。 

(1)タンザニア「ブルンジ難民緊急支援（EA15/15）」10,000ユーロ 

(2)コンゴ民主共和国「ブルンジ難民緊急支援（EA16/15）」10,000 USドル 

(3)マラウィ「洪水災害緊急支援（EA17/15）」10,000 USドル 

 

次回日程  2015年 9月 4日（金）10:00－15:00  日本カトリック会館 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■事務局会議 

日 時  2015年 7月 3日（金）9：30－12：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 5 

出席者  5人 

 

報 告 

1. 平和のためのフクシマバスツアー（9月 23日－25 日） 

現地下見の報告と今後の準備について 

2. 死刑廃止を求める部会 

6 月 25日の神田 司さん（名古屋拘置所）への死刑執行に対して、抗議声明を出した。 

 

審 議 

1. 「武力によらない平和を！」憲法キャンペーン 

実施状況と今後の課題、改善点について、意見交換を行う。 

2. 気候変動問題についての今後の対応 

 3. 次回全国集会の開催地について 

 

 

■NCC 女性委員会 

日 時  2015年 5月 13日（水）10：30－13：00 

場 所  日本聖公会 聖バルナバ教会（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 
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審 議 

1. 一泊研修会（6月 23日－24日）について 

2. 沖縄基地問題、辺野古との連帯について 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2015年 5月 22日（金）11：00－14：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 前回 2014年度第 5回事務局会議（3月 12日）の議事録確認 

2. 2015 年度第 1回定例委員会（4月 24日）の議事録確認 

3. 『同和問題』に取り組む宗教教団連帯会議（同宗連）報告 

カトリックが常任会議の委員になり、会合出席などをはじめ今後は同宗連の活動が増える。  

4. ハンセン病市民学会 第 11 回総会・交流集会 in東京・駿河（5月 9 日－10日） 

「バトンをつなごう」というテーマで開催。委員は 6人参加。 

5. 狭山事件の再審を求める市民集会（5月 21日、日比谷野外音楽堂） 

カトリックからは 17人が参加した。 

6. 大阪教会管区部落差別人権活動センター（部活センター） 

 

審 議 

1. 全国会議 2015（7 月 10 日－11 日、大阪・サクラファミリア） 

講師は NPO法人「こどもの里」職員の植月智子
さ と こ

さん。委員推薦の 7 人と、昨年と同じ人を招待する。 

昨年同様、少人数のグループでの分かち合いを行う。 

2. 第 39回正義と平和全国集会東京大会（9月 21日－23日） 

5 月半ばで申し込みは約 140 人。分科会、上映会とも呼びかけの必要がある。 

狭山事件のパネル展を行う。重要証拠(被害者の万年筆)の発見場所とされている「石川家のかもい」の

模型の展示も検討する。 

3. シンポジウム（10月 24 日、カトリック関口教会・ケルンホール） 

・シンポジスト、司会、事務局の打ち合わせを 7 月 11 日全国会議終了後に行う。 

・テーマは、以下の案をシンポジストに確認してもらい、問題なければ確定する。 

「人間のいのちと尊厳～教会
わたしたち

は差別、排外主義にどう向き合うのか～」 

4. 秋季合宿（11月 28日－29日、千葉・野田市） 

講師の鎌田行平さんとの打ち合わせを、6月 19日(金)に千葉県人権センター（千葉・印旛沼郡）で行う。 

5. 2016 春季合宿（3 月 5日－6 日、長崎） 

次回の定例委員会で詳細に検討する予定。  

6. 映画『袴田 巖』製作の賛同金 10,000円を送る。エンドロールに委員会の名前が出される。 

 

 

■事務局会議 

日 時  2015年 7月 6日（月）10：30－14：20 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 
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出席者  8人 

 

報 告 

1. 前回 2015年度第 1回事務局会議（5月 22日）の議事録確認 

2. 大阪教会管区部落差別人権活動センター（部活センター） 

3. 群馬で行われた「部落解放東日本研究集会」(7月 2日－3 日)で、「狭山再審は近い」との発言があっ

た。また、「全国水平社創立宣言」の世界記憶遺産登録運動が紹介された。 

4. 専門委員、事務局メンバーとして、石川治子修道女（聖心侍女修道会）が加わる。 

 

審 議 

1. 全国会議 2015（7 月 10 日－11 日、大阪・サクラファミリア） 

申し込み 30 人。（委員 15人、招待者 10人、講師 2人、事務局 3人） 

講師は NPO法人「こどもの里」職員の植月健司さん、植月智子
さ と こ

さん。 

当日の役割分担を決めた。また「解放ミサ」式次第、共同祈願の一部見直しをする。 

2. 第 39回正義と平和全国集会東京大会（9月 21日－23日） 

上映会、分科会は 9月 22 日、四ツ谷。締め切りが過ぎたが、申込数が少ないのでさらに呼びかけを行う。

7 月 11日に分科会担当者連絡会議があるが、欠席するため「確認項目」のメモを事務局に送った。   

3. シンポジウム（10月 24 日、カトリック関口教会・ケルンホール） 

ちらし、プロフィール（ちらし裏）の案を確認し、修正点を確認した。 

7 月 11日に、シンポジスト、司会の打ち合わせを行うので、内容の詳細はその中で詰める。 

4. 秋季合宿（11月 28日－29日、千葉・野田市） 

6 月 19日に案内・講師の鎌田行平さんと打ち合わせを行った。その後の検討で、今回は「福田村事件」

を中心に学ぶ。初日は「福田村事件」、二日目に千葉県の現状や取り組み、「災害と人災」について、質

疑応答の時間もとってもらうように、講師に依頼する。 

 

 

 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2015 年度第 1 回常任委員会 

日 時  2015年 5月 21日（木）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟(日宗連) 

マイナンバー制度、特定個人情報などの安全管理に関する規定について 

2. 東京都宗教連盟(都宗連) 

5 月 22日の会議に廣瀬委員が出席する。 

3. 事務局 

1）日キ連あての文書 

・日宗連より特定個人情報などの安全管理に関する資料を久保委員を介して受領し、委員会で回覧。 

・文化庁より「宗教関係統計に関する資料集」を受領。 

・WCRP（世界宗教者平和会議日本委員会）3月号、4月号を受領。 

2）2015年度総会（4月 23日開催）出席 22人、委任 26 人で無事終了した。 
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審 議 

1. 日宗連の懇親会参加費について 

6 月 29日の日宗連評議員会に続いて開かれる懇親会（理事、評議員、事務局幹事、文化庁課長他） 

参加費の負担について、2015 年度(予定)は、岡田委員長(理事)、山北宣久顧問、評議員 長尾博吉、高

橋秀二郎、久保委員の計 5人分を渉外費より負担する。 

2. 2015 年度第 1回定例会について 

・開催日程  9月 10 日(木)13：30－15：30 

 ・テーマ候補 安部首相談話から戦争を考える 

キリスト教各団体からの戦後 70 年メッセージアピールを受けて 

知的に理解するだけの若者に「戦争」の悲惨さ、戦争のリアリティを伝えたい 

・講師推薦  前回好評だった中野晃一先生に 2 回目を打診する。 

・会場    カトリック麹町教会 アルペホール 

 ・当日は常任委員会 11：00、定例講演会 13：30－15：30 

3. 2015 年度法人事務・会計実務研修会について 

a.開催日程・場所  2015 年 10 月 21日(水)－23 日(金) 富士箱根ランド(静岡・田方郡) 

b.準備担当は今年もカトリックと日本バプテスト連盟 

c.プログラムについて 

  ・事務と会計と両方希望という声もあるが、繰り返し参加してほしい。 

  ・日キ連のこの研修は入り口的な役割であり、専門的になるほど個別的になってしまう。どの教団に

も共通したものを取り上げるべき。 

  ・マイナンバーの説明、派遣法の対応、守秘義務－教会の情報の管理 

  ・会計基準、宗教法人と資産運用 

  ・合併・解散の事例を学びたい 

d.講師推薦 法人事務は、今年も矢木委員と白川委員。法人会計は長岡淳三さん。 

e.その他 箱根山の噴火について一言説明をいれる。 

4. 会報発行の件 

・加盟団体に会報を発行することは義務であり、今年は年 3回は発行したい。 

・原稿を各委員に依頼する（表紙、日宗連と都宗連の研修の内容、定例会の講演など） 

5. 日宗連関係 

a.負担金増額の件 

日宗連より、経費増のため赤字が続き貯金を取り崩す状態に陥っている。収入の 94%を占める協賛負

担金の増額が打診された。30%を目指し段階的に増額が可能かどうか。試算すると、日キ連の分担金を

一律に 10％値上げしないと、必要な値上がり分を賄うことが出来ない。 

・「日キ連はお金が余っている訳ではなく、値上げするとなれば全教団、教会に了解を得なければな

らず大変ハードルが高いと思われる」と回答する。 

b.幹事選出の件 

日宗連の幹事は故佐藤委員が 17 年間勉め、久保委員は 3年目に入った。今年は担当するが、2016年

度からの日宗連幹事の選任について検討してもらいたい。 

＊事務局幹事の働きはどうあるべきか。 

・他の団体は、その団体の渉外担当部長などが出席している。 

・数年で交代するというやり方もあるが、「信者で有力・有名な人」「キリスト教で代表をしていた

ような人」「生業と連動する人」が継続できると有り難い。 

・宗教団体の窓口として、キリスト教としてのアピールをしなければいけない組織と思う。 

・言いたいことを言える人、幹事会で発言できる人が望ましい。 

 

次回日程  2015年 7月 14 日（火）15：00－17：00  日本カトリック会館  



- 11 - 

 外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協） 

 

■事務局会議 

日 時 2015年 7月 9日（木）18：00－20：00 

場 所 在日本韓国 YMCA（東京・千代田区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

審 議  

1. 第 30回全国協議会（2016年 1月 28日－29日）・全国集会（1月 30日午前）  

(1)全国協議会 会場は在日本韓国 YMCAに決定。11月 19 日の全国運営委員会で議題を確認する。 

  (2)全国集会 都内会場で、礼拝とメッセージ、歌（音楽）を予定。 

2. ネット署名 

入管法の見直しを求めるネット署名の締め切りを 7月末までに延ばし、引き続き呼びかける。 

3. 第２回院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」（7月 22 日） 

ヘイトスピーチをはじめとする人種、民族などに対する差別の撤廃をめざした法案が、民主党および社

民党議員らにより 5月 22日に国会に提出された。6月 26 日に開催された第 1回院内集会には、議員・

議員秘書 16 人を含む二百数十人が参加。今国会での法案可決にむけて第 2 回集会を開く。賛同団体は 7

月 7日現在、難民移住移動者委員会を含めて 48団体となった。 

4. 全国キャンペーン 

パワーポイント「『知っているようで、知らない』多文化社会の基礎知識」を完成し、各地の外国人住

民基本法学習会で活用する。 

5. マイノリティ問題と宣教国際会議 

準備状況の報告および今後の日程確認。 

6. 「外キ協ニュース」第 92 号（8 月 15日発行） 

本年 1 月の全国集会での犬養光博さん(前日本基督教団 福吉伝道所牧師)のメッセージを掲載するほか、

入管法・人種差別撤廃法の動きを共有する。 

7. 今後の活動日程 

  ・7月 22日     院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」 

  ・8月 18日－19日  第 26 回全国キリスト教学校人権教育セミナー（会場 恵泉女学園大学） 

「子どものいのちと人権－キリスト教学校の教育課題－」 

 

 

 子どもと女性の権利擁護のためのデスク  

 

■第 32 回定例会議 

日 時  2014年 12月 10日（水）14：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 3 

出席者  8人 

 

報 告 

ケース報告 

 

審 議 

1. 聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニュアル改訂について 
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2. 第 39回正義と平和全国集会東京大会の分科会参加について 

2015年 9月 22日(火)の分科会を担当することを決定した。 

 

 

■第 33 回定例会議 

日 時  2015年 2月 12日（木）16：00－18：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

 

報 告 

ケース報告 

 

審 議 

聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニュアル改訂について 

 

 

■第 34 回定例会議 

日 時  2015年 5月 8日（金）14：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 丹波朋子委員の退任 

2. 対応チームの現状と課題 

 

審 議 

1. 聖職者による子どもへの性虐待に対応するためのマニュアル改訂について 

2. 第 39回正義と平和全国集会東京大会の分科会参加について 

テーマ 「性暴力・性虐待に遭うということ－二次被害を出さないために私たちができること」 

内 容 午前は性暴力・性虐待の当事者からの発言を聞き、午後の部は NPO法人レジリエンスの「ここ

ろの Care講座」ファシリテーター養成講座を実施する。 

講 師 午前の部  中島幸子さん、大藪順子さん、山本 潤さん、椹木京子さん 

午後の部  中島幸子さん、西山さつきさん、辻 ロビンさん 

3. 2016 年度全国研修会の企画について 

全教区の相談窓口担当者を対象とした研修会を実施する。性虐待・性暴力の基礎的な研修とネットワー

クづくりを目的とし、2016 年秋頃の開催に向けて今年の 10 月までに相談窓口担当者を任命するよう、6

月定例司教総会で全司教に働きかける。 

 

 

 HIV/AIDS デスク   

 

■第 2 回 HIV/AIDS デスク会議 

日 時  2015年 7月 15日（水）15：00－17：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室2 

出席者  5人 
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報 告  

1. 京都AIDSキャンドル・パレード（5月 16日）の報告 

京都在住の当デスクのサポーターから協力を得て、京都市役所前から円山公園までパレードした。開会

式でスピーチの機会を与えられ、デスクの紹介をした。参加者と通行人に配布する袋の中にデスクの小

冊子や紹介文を入れた。 

2. ホームページのリニューアルと反響について 

6 月 22日に更新、小冊子の注文や講演依頼も入ってきた。フェイスブックのアクセス数も増えている。 

3. 世界AIDS・DAY記念礼拝の打ち合わせ 

牛込聖公会聖バルナバ教会(東京・新宿区)で 7月 9日、今年の記念礼拝について打ち合わせをした。 

第 21 回記念礼拝は、11月 29 日(日)17 時に開催することを決定した。今年はHIV陽性者から話を聞く年

なので、メッセージを依頼できる人を探す。 

4. 大阪でHIV/AIDSの話 

大阪在住の当デスクのサポーターでHIV/AIDS啓発活動をしている人が、7月 12 日(日)の午後、大阪北地

区社会活動委員会でHIV/AIDSについて話し、デスクの小冊子とミニカードを配布した。 

 

審 議 

1. ホームページに掲載するメッセージについて 

今年の世界エイズデーにデスクからメッセージを発表する。バチカン発表のメッセージも掲載していく。 

2. 啓発グッズとデザインについて 

沖縄から多数のデザインが届いているが、一般にも公募する。啓発グッズは活用してもらえる物を考え

ていく。 

3. 第 39回正義と平和全国集会東京大会について 

9 月 22日のデスク担当の分科会は、定員まで余裕があるので、ちらしを作って積極的に広報する。9 月

21 日と 23日にカトリック関口教会(東京教区)で開催されるパネル展示に、デスクも参加する。 

 

次回日程  2015年 9月 3日（木）17:00－19:00  日本カトリック会館 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

9 月会議予定 

1 日(火)           学校教育委員会       幼きイエス会ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区) 

2 日(水)      第 72回ルーテル／ローマ・カトリック共同委員会      麹町教会(東京教区)                            

2 日(水)           子どもと女性の権利擁護のためのデスク会議          日本カトリック会館 

3 日(木)           常任司教委員会                         〃 

3 日(木)           カリタスジャパン事務局会議                   〃 

3 日(木)           HIV/AIDS デスク会議                      〃 

4 日(金)           カリタスジャパン援助部会                    〃 

4 日(金)      列聖推進委員会                         〃 

9 日(水)           子どもと女性の権利擁護のための対応チーム会議          〃 

10 日(木)      WYDクラクフ大会打ち合わせ①                  〃 

14 日(月)           難民移住移動者委員会事務局会議                     〃 

14 日(月)           難民移住移動者委員会定例委員会                     〃 

16 日(水)           第 93 回聖公会／ローマ・カトリック合同委員会 日本聖公会管区事務所(東京・新宿区) 
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21日(月)－23日(水)  第 39回正義と平和全国集会東京大会            関口教会(東京教区) 

28 日(月)           WYDクラクフ大会打ち合わせ②              日本カトリック会館 

 30日(水)－10 月 1日(木) AOS船員司牧全国会議      末吉町教会 (横浜教区)・聖母訪問会三浦修道院 

(神奈川・三浦市) 

 

10 月会議予定 

1 日(木)           常任司教委員会                      日本カトリック会館 

2 日(金)      2015 年度特別臨時司教総会                          〃 

5 日(月)           部落差別人権委員会事務局会議                  〃 

13 日(火)           カリタスジャパン援助審査会                    〃 

19 日(月)－20日(火)  全国広報担当者会議                       〃 

20 日(火)           難民移住移動者委員会全国研修会            三浦町教会(長崎教区) 

24 日(土)           部落差別人権委員会シンポジウム             関口教会(東京教区) 

 

 

 

 

 

<会報 2015年 9・10月号 公文書> 

 

 2015年世界難民移住移動者の日 教皇メッセージ  

 

2015年「世界難民移住移動者の日」教皇メッセージ 

 

「すべての人の母である、国境のない教会」 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん 

 

イエスは「最高の福音宣教者であり、ご自身が福音そのものです」（教皇フランシスコ使徒的勧告『福音の

喜び』209）。イエスはもっとも弱い人々、社会の片隅に追いやられた人々のことを特別に気遣っておらます。

そして、わたしたち皆に対して、もっとも弱い立場にある人々に心を配り、とりわけ新しい形の貧困と隷属

関係の犠牲となっている人々のうちに、ご自分の苦しんでいる顔を見いだすよう招いておられます。主はい

います。「おまえたちは、わたしが飢えていたときに食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をしてい

たときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれた」（マタイ 25・35

－36）。したがって、世の旅人であり、すべての人の母である教会は、イエス・キリストを愛すること、とり

わけもっとも貧しく見捨てられた人々の中におられるイエスをあがめ、愛することを使命としています。こ

うした人々の中には、劣悪な生活条件やあらゆる種類の危険から逃れようとしている移住者や難民も間違い

なく含まれています。こうした理由により、今年の世界難民移住移動者の日のテーマを、「すべての人の母で

ある、国境のない教会」とすることにしました。 

 

教会は、「神は愛」（一ヨハネ 4・8、16）であることを告げ知らせるために、両腕を広げてすべての人を分

け隔てなく受け入れます。イエスは死んで復活した後、弟子たちにご自分をあかしし、喜びとあわれみの福

音を告げ知らせるという使命を託しました。聖霊降臨の日、弟子たちは勇気と熱意をもって高間を出ました。

聖霊の力が、弟子たちの疑念や不安を取り除き、彼らの語っていることをすべての人が自分の故郷のことば
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で理解できるようにしたのです。教会は初めから、全世界に開かれた心をもった母です。教会には国境があ

りません。この使命は、二千年、続いています。教会がすべての人の母であることは、最初の数世紀にすで

に宣教を通して伝えられていました。そして、教父の著作の中でその後、詳しく説明され、第二バチカン公

会議で取り上げられました。公会議教父は、教会の本性を説明するにあたり、「母なる教会（Ecclesia Mater）」

のことを述べています。「母なる教会は、彼らをすでに自分のものとして愛と配慮をもって迎え入れます」（『教

会憲章』14）。 

 

 すべての人の母である、国境のない教会は、受容と連帯の文化を世界中に広めます。その文化の中では、

役にたたない人、居場所のない人、使い捨てられる人などいません。キリスト教共同体は、こうした母性を

十分に発揮しながら、道を整え、方向づけ、示します。そして、すべての人と共に忍耐強く歩み、祈りとあ

われみのわざを通して人々に寄り添います。 

 

 このことは今日、とりわけ重要です。実際、移住が非常に広範囲に渡っている現在、多くの人々が恐れと

願いが詰まったスーツケースを持って故郷を離れ、より人間らしい生活環境を求め、希望を抱きながら危険

な旅に出ています。しかし、こうした移住に伴い、キリスト教共同体の中ですら、移住者の生活や、迫害と

貧困の経緯を知らずに、疑いや敵意を抱いてしまうことが少なくありません。そうした場合の疑いと偏見は、

困窮している異邦人を敬意と連帯をもって受け入れるという聖書のおきてと矛盾しています。 

 

 一方、イエスが見知らぬ人、苦しんでいる人、暴力と搾取の無実の犠牲者としてご自分を示されるとき、

わたしたちは人間の悲惨さに触れるよう求める声と、イエスが残した愛のおきてを実践するよう求める声を、

自分の良心の中に感じます。しかし、自分の本性上の弱さゆえに、「わたしたちは、主が受けた傷から用心深

く距離を取ったキリスト者であろうとする誘惑を覚えることがあります」（『福音の喜び』270）。 

 

 わたしたちは、信仰と希望と愛から生じる勇気によって、人間の悲惨さと自分の間の隔たりを縮めること

ができます。イエス・キリストは、移住者、難民、強制移住者、亡命者の中にいるご自分に、わたしたちが

気づくのをいつも待っておられます。そして、こうした人々を通して、自分の財を分かち合い、時には手に

した富の一部を差し出すよう呼びかけておられます。パウロ六世は、このことについて次のように述べまし

た。「恵まれた人々は他の人々のために自分の持ち物の一部を惜しみなく分け与えるべきです」（教皇パウロ

六世使徒的書簡『オクトジェジマ・アドヴェニエンス』23）。 

 

 多文化が共存する現代社会において、教会も、連帯と交わりと福音宣教のための新たな取り組みを行うよ

う促されています。実際、移住現象に対処するためには、民族間、文化間の平和的共存を確かなものとする

のに必要な価値観を深め、強めなければなりません。多様性と、異なる背景や文化をもつ人々との分かち合

いを尊重する寛容さだけでは十分ではありません。教会は、まさに国境をなくすために、また、「自己防衛的

で臆病で無関心で差別的な態度を捨てて、出会いの文化に基づく態度をとる」ために尽力します。「よりよく、

より正しく、より兄弟愛に満ちた世界を築くことができるのは、出会いの文化だけです」（2014 年世界難民

移住移動者の日教皇メッセージ）。 

 

 しかし、移住があまりにも広く行われているので、国家間、国際機関間で組織的な協力が積極的に行われ

なければ、それを有効に規制、管理することができなくなっています。移住は、すべての人に影響を及ぼし

ているからです。それは、その規模の大きさのためだけではありません。「引き起こされる社会、経済、政治、

文化、ならびに宗教上の問題のため、そして国家および国際共同体に突きつける劇的な課題のため」でもあ

ります（教皇ベネディクト十六世回勅『真理に根ざした愛』62）。 

 

 移住への対策の適否、方法、必要基準に関する国際レベルの論議がしばしば行われています。国際、国内、

地域レベルの様々な機関や団体が、移住を通してよりよい生活を求める人々を助けるために精力的に活動し
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ています。彼らの惜しみない、賞賛に値する努力にもかかわらず、より決定的で建設的な行動が必要とされ

ています。全世界に及ぶ協力ネットワークを用いた行動、すべての人の尊厳と重要性の保護を基盤とする行

動が求められます。そうした行動は、人身売買という恥ずべき犯罪、基本的人権の侵害、あらゆる種類の暴

力、抑圧、隷属状態との戦いにおいて、大きな成果を上げるはずです。しかし、共に行動するためには、次

のことを認識しつつ、相互に助け合い、協力し、受け入れ、信頼することが求められます。「この現象の問題

点に単独で対処できる国はどこにもありません。移住は現在、あまりに広範囲に広がっているために、入国

と出国という二重の流れによってあらゆる大陸に影響を与えているからです」（2014 年世界難民移住移動者

の日教皇メッセージ）。 

 

 移住者がより人間らしい生活を送れるように移住のグローバル化に対処するためには、愛と協力をグロー

バル化しなければなりません。また、しばしば紛争や食糧不足によって引き起こされる状況、民族全体が母

国を去ることを余儀なくされる状況を確実に改善するために、より一層、努力することも必要です。 

 

 移住者や難民との連帯は、より正しく公正な金融・経済秩序を世界規模で発展させるために必要な勇気と

創造性を伴ったものでなければなりません。また、あらゆる真の発展にとって不可欠な条件である平和への

取り組みも促進しなければなりません。 

 

 

 親愛なる移住者と難民の皆さん、皆さんには教会の中心に特別な場所があります。そして皆さんは、教会

が心をより広く開くために、また教会が母であることを全人類家族に示すために貢献しています。信仰と希

望を失わないでください。エジプトに逃れる聖家族を思い起こしましょう。おとめマリアの母なる心と聖ヨ

セフの優しい心が、神は決して自分たちを見捨てないと信じ続けたように、皆さんも主において同じ希望を

抱き続けることができますように。わたしは、皆さんをマリアとヨセフのご保護にゆだね、心から皆さんに

使徒的祝福を送ります。 

バチカンにて 

2014年 9月 3日 

教皇フランシスコ 

 

 

 

 

 

 抗議声明「安全保障関連法案の強行採決に厳重に抗議します」  

 

正義と平和協議会 

Prot.SC-JP 15-01 

2015年7月15日水曜日 

内閣総理大臣 安倍晋三 様 

衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会会長 浜田靖一 様 

 

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

                                勝谷太治司教 
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抗議声明 

 

  日本カトリック正義と平和協議会は、本日7月15日、衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関す

る特別委員会（平和安全法制特別委員会）における安全保障関連法案の強行採決に厳重に抗議します。 

 

昨年2014年6月27日、私たち正義と平和協議会は集団的自衛権の行使容認の閣議決定の直前、以下の一文か

ら始まる抗議声明を発表しました。 

 

「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

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」 

 

ところが安倍内閣は、私たちの抗議を聞き入れることなく、昨年７月１日、集団的自衛権の行使を容認す

る閣議決定を行いました。また、政府は、この閣議決定に基づき、極めて重要な11本の法案を一括した安全

保障関連法案を本年５月１５日に国会に提出し、さらに本日7月15日、衆議院 平和安全法制特別委員会にお

いてこの法案の強行採決を行いました。 

 

 安倍内閣は国際関係の緊張を理由に抑止力強化こそ平和の道と強調します。しかし、集団的自衛権の行使

容認は国際的緊張とテロ発生の危険をむしろ一層高め、軍拡競争への道を開き、政府の恣意的な判断による

海外での武力行使に道を開くものです。 

 

 集団的自衛権の行使容認は憲法違反。これが長年にわたる我が国政府の公式見解でした。これは、国内の

弁護士全てを束ねる日本弁護士連合会、国内の大多数の憲法学者の見解でもあります。憲法を無視して集団

的自衛権の行使を実現するこの法案の成立は、立憲主義という国家の枠組みを破壊します。立憲主義が破壊

されたのちに残されるのは独裁的支配です。 

 

 平和とは、単に戦争がないことでもなければ、敵対する力の均衡を保持することでもなく、独裁的な支配

から生じるものでもありません。地上の平和の獲得に必要なのは、他人および他国民と、また彼らの尊厳を

尊重する確固たる意志および兄弟愛の実践なのです。（『第二バチカン公会議 現代世界憲章』＜1965年・

ローマ教皇庁＞より要約） 

 

 わたしたち日本カトリック正義と平和協議会は平和をこのように理解しています。集団的自衛権の行使を

実現する安全保障関連法案は、わたしたちの平和理解と真っ向から対立するものです。なぜならそれは、国

際的緊張を高めて敵愾心を煽り、人を戦争へと駆り立て、立憲主義を破壊して独裁社会への道をつくるから

です。 
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 わたしたち日本カトリック正義と平和協議会は、衆議院 平和安全法制特別委員会における安全保障関連法

案の強行採決に強く抗議し、速やかにその取り下げ、廃案を求めます。 

 

 

 

 

 

 抗議声明「安全保障関連法案の強行採決に厳重に抗議します」英語版ｗ     

 

 

Japan Catholic Council for Justice and Peace 

July 15, 2015 

Hon. Shinzo Abe 

Prime Minister of Japan 

Hon. Yasukazu Hamada 

Chairman of the Special Committee on Legislation for the Peace and Security of Japan 

and the International Community of the House of Representatives 

 

Statement of Protest 

 

We, the Japan Catholic Council for Justice and Peace, strongly protest thesteamrolling of 

security bills through the Special Committee on Legislation for the Peace and Security of Japan and 

the International Community of the House of Representatives. 

 

On June 27, 2014, immediately after the cabinet decided to allow the exercise of a right to 

collective self-defense, we announced a statement of protest beginning with the following sentences: 

 

“For nearly 70 years since World War II, we have respected and taken pride in the 

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

peace and Article 9 that stipulates the renunciation of war. Therefore Japan has not caused any 

deaths in war, either among Japanese or foreigners, during these years while international society 

has undergone incessant armed conflicts. However, your cabinet is trying to end this peaceful 

70-year period by deciding to reinterpret the Constitution so as to permit the exercise of a right to 

collective self-defense. 

 

It is absolutely unacceptable for one cabinet to decide to make such a reinterpretation which 

is against the basic principle of the Constitution. It is nothing short of a denial of 

constitutionalism.” 

 

On July 1, 2014, however, your cabinet made a decision to permit the exercise of a right to 

collective self-defense without paying attention to our protest. In addition, the government 

proposed security bills consisting of 11 extremely momentous bills to the Diet on May 15, 2015, and 

steamrolled these bills through the Special Committee on Legislation for the Peace and Security of 

Japan and the International Community of the House of Representatives today on July 15, 2015. 
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Your cabinet stresses that a strong deterrent is indispensable for peace due to strained 

international relations. However, if the exercise of a right to collective self-defense is permitted, the 

tension among nations and risk of terrorism will rise, the arms race will be promoted and military 

forces can be used overseas following the government’s arbitrary decision. 

 

It is against the Constitution to permit the exercise of a right to collective self-defense. This 

has been the Japanese government’s official stance for a long time. It is also the stance of the Japan 

Federation of Bar Associations, which consists of all attorneys in Japan, and a majority of 

constitutional scholars in Japan. This nation’s legal framework, constitutionalism, will be destroyed 

by enacting this bill which puts in place the exercise of a right to collective self-defense. What 

remains after constitutionalism is destroyed is dictatorial domination. 

 

“Peace is not merely the absence of war; nor can it be reduced solely to the maintenance of a 

balance of power between enemies; nor is it brought about by dictatorship …. A firm determination 

to respect other men and peoples and their dignity, as well as the studied practice of brotherhood 

are absolutely necessary for the establishment of peace” (Gaudium et spes 78). 

 

This is how we, the Japan Catholic Council for Justice and Peace, understand peace. The 

security bills which put in place the exercise of a right to collective self-defense is drastically 

opposed to our understanding of peace, because the bills will provoke hostility by heightening 

tension among nations, impel people to wage wars and open the way to dictatorship by destroying 

constitutionalism. 

 

Therefore, we strongly protest the steamrolling of the security bills through the Special 

Committee on Legislation for the Peace and Security of Japan and the International Community of 

the House of Representatives, and demand that the bills be withdrawn and abandoned as soon as 

possible. 

Bishop Taiji Katsuya 

Chairman 

The Japan Catholic Council for Justice and Peace 

 

 

 

 

 

 日弁連シンポジウム リレートークでの、岡田武夫大司教スピーチ     

 

日本弁護士連合会 シンポジウム「安全保障法制の問題点を考える」 

リレートークでの岡田武夫大司教によるスピーチ 

 

日時：2015年 7月 15日（水）18時～20時 

会場：弁護士会館２階 講堂「クレオ」 

 

司会：日本カトリック司教協議会会長、東京教区大司教の岡田武夫さんにお話しいただきます。お聞きしま

したところ、日本のカトリック教会は戦前、戦中の戦争への協力を痛切に反省し、戦後 50 年、60 年
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に平和を守るためのメッセージを出されました。今年は戦後 70年にあたり、2 月には護憲と平和を守

るためのメッセージをあらためて出されたとのことです。岡田さんには日本のカトリック教会の護憲

と平和を守るための基本姿勢と今までの活動をお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

岡田大司教のスピーチ 

岡田でございます。今日、このような機会を与えてくださったことを心から感謝申し上げます。 

今日、強行採決が行われた。大変残念に思い、また強い不安を感じております。日本国民として、またキ

リスト者としてわたくしは日本国憲法、その平和主義、9 条、そして前文を大変、誇りとして今まで歩んで

参りました。カトリック教会は全世界ネットワーク、いろいろな機会に他の国のかたがたとお会いします。

もちろん、アジアの隣国、韓国、フィリピン、中国、そして遠い国々の人たち、そしていろいろな機会に「日

本の平和主義、日本は戦争をしない国、戦争をしないことを憲法でうたっている。素晴らしい」。それが今、

戦争をする国、戦争をしてもいい国になってよいでしょうか。絶対、それはいけないことであります。 

憲法 9条を改悪して戦争ができるようにしようとしていくのかなと思ったら、今度は集団的自衛権行使と

いう解釈、そしてその解釈に基づいた、戦争ができる法案を通す。多くの国民が理解できない不安を感じて

いる。そして憲法学者も 99％の人が反対しているのに、どうしてこの法案を通すのか、まったく理解できな

いのであります。日本国民として大変残念に思う。 

今日はカトリック教会として一言、言うようにということでございます。戦争しない、と、そして隣人を

愛する、敵を敵としてではなくて、同じ人間として大切に思うように、それがわたしたちの信じるイエス・

キリストの教えであり、聖書全体を貫いている考え方であります。そして、教会の教えの中に、50 年前に開

かれた第二バチカン公会議という大切な会議がございましたが、このときにわたしたちは自分たちだけのこ

と、教会の中のこと、あるいはお祈りとか教えとかいうことだけでなく、現代の世界の状態に深い関心を寄

せ、そして人々の幸福と平和のために献身しなければならないということを確認したのであります。 

戦争をしないということは福音、つまりイエス・キリストの教えから直接出て来る、いたって当然の考え

方であります。ところが、残念なことですが、わたしたちキリスト教徒はこの教えをいろいろ、それこそ解

釈をして、場合によっては戦争をできる、戦争をしてもよいというようにしてきた歴史があることも思いま

す。ヨハネ・パウロ 2世という法王がおりました。大変、偉大なかたであります。このかたが紀元 2000年を

迎えるに際して、世界中の信者、そして世界中の善意の人びとに書簡を送りました。ご存知でしょうか、ヨ

ハネ・パウロ 2世というかたはポーランド人です。若いとき、戦争の中で苦しい毎日を過ごしたかたです。

そして、教会は 2000年という記念すべき年を迎えるためには、しなければならない大切なことがある。それ

は反省するということだ。とくに、反省する範囲が非常に長いというか広いのですけれども、この千年間、

過去千年を振り返って、どういう点が一番問題であったかということを述べましたが、その中にこの戦争の

ことが大切なこととして出て来ます。｢わたしたちは戦争はいけない、戦争を止めなければならないのにそう

しなかった。あるいは、そうなることにはっきり気づかなかった。あるいは、心配なのに何も言わなかった。

そして、このような悲惨な結果を招いてしまった。あるいは、招いたというのは言いすぎかもしれないが、

協力してしまった。このことを心から悔い改めなければならない｣、そう言われたのです。 

ちょっと個人的なことで恐縮ですが、1995 年、もう 20 年も前ですけれども、わたくしはヨハネ・パウロ

2 世とお会いする機会があった。そこでついお尋ねしたのです。「教皇（法王）様が今度おっしゃっている、

全体主義政権が基本的人権をじゅうりんしたことについて、教会は深く反省しなければならないと言ってお

られますが、もちろん、ドイツ、イタリアのことがまず第一番でしょうが、日本のことも入っていますか」

と聞いたら、「え、日本」と一瞬、息をのんでおられました。日本という国のことが視野に入っていたかはは

っきりしませんけれども、わたしたち日本のキリスト教、わたくしはカトリック信者でありますが、自分た

ちがアジア・太平洋戦争のときにどういう態度をとったのかということを反省いたしました。そして、戦争

が終わってちょうど 50 年目に反省の意を込めた平和のメッセージというものを出しました。60 年後の機会

にも出しました。そして、今年は 70年、普通は 8月に発表するのですけれども、今、非常に雲行きが怪しい

ということで 2月に発表いたしました。そして、その中で日本国の憲法の精神は本当に福音的なもので、イ
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エス・キリストの教えそのものである、ということを率直に表明いたしました。 

日本の中でキリスト教徒は非常に少ないです。ところが、憲法が非常にキリスト教的であるというのは不

思議な感じがいたします。それはともかく、この憲法の基本である平和についての規定を守る、広めていく

ことがわたしたちの使命であると思います。 

70 年間、日本は戦争をしない国だということで、他の国からも信頼を勝ち得ていた。そこがだんだん危

なくなってきていると思います。聖書の中に預言者という人が出て来るのであります。預言者というのは勇

気を出して神様のことば、神様のみ心を人々に語る人のことなのです。預言者は迫害され、そして殺された

りしました。教会はこの預言者の任務を持っている。ですから、「これはどうしてもいけないことですよ。神

様のみ心に背くことですよ」と思ったら、自分の身を守るために黙っているのではなくて、はっきりと言わ

なければならないと思うのであります。 

集団的自衛権という言葉が何を指しているのか、国民の理解が得られていないのに、どんどん前に進めよ

うとしているこの状況は大変、危ない、そしてよくないことであると思います。わたくしは一人の日本国民

として、そして一人のキリスト教徒として、この日本国憲法の理念、理想をしっかり守り、そして多くの人

に伝えていかなければならないと思っています。わたくしはカトリック教会に属していますので、全世界ネ

ットワーク、その中で今いただいている評価、これをしっかり守る、そしてさらなる、この日本国外の仲間

と手を握り、力を合わせて、ぜひとも日本国憲法の平和の理想をしっかり守り、そして推進していきたいと

考えております。いろいろな主義、主張、宗教の違いを超え、人類共通の目標、生命の尊重、そして人間の

尊厳を守り、進めるために、皆さん、力を合わせて歩んで参りませんか。よろしくお願いいたします。 
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※ 「秘跡・聖霊のたまもの・教会―教皇講話集」      教皇フランシスコ 
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