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常任司教委員会
■5 月定例常任司教委員会
日

時

2016 年 5 月 12 日（木）10：00－14：30

場

所

日本カトリック会館

出席者

委

員

7人

事務局

7人

会議室 2
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報

告
1.

熊本地震に関する福岡教区およびカリタスジャパンからの報告とカリスからの依頼について
福岡教区の宮原良治司教およびカリタスジャパンの菊地 功司教より、2016 年 4 月 14 日に起こった熊本
地震関連の被害状況と対応状況および募金状況の報告が行われた。また、カリスでの地震保険による対
応報告とともに、熊本地震被災地へ 100 万円の献金を行うとの申し出があり、献金先を福岡教区とする

ことを申し合わせた。
2. 韓国でのカルト教団「新天地」に関する韓国司教協議会からの依頼について
韓国司教協議会会長の金大司教から、平和と諸宗教対話を装って教区司教に接触するカルト教団「新天
地」についての状況を説明する文書が届き、そのような接触があった場合は、韓国司教協議会の担当部
門に知らせてほしいとのことであった。新天地については、2015 年 11 月の常任司教委員会において報
告し、全司教にも資料を送付し注意を促している。
3. 聖書新翻訳事業について
2016 年 3 月－4 月に開催された聖書新翻訳事業編集委員会の主な検討事項について、同委員会の宮越俊
光委員から報告が行われた。
4.

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
4 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
73,542,948 円、支出合計は、61,665,249 円、残高は 11,877,699 円となった。

審

議
1.

2016 年度定例司教総会内容確認について
本年 6 月 13 日－17 日に開催予定の定例司教総会で取り扱う事項の確認を行った。なお、内容確定は 6
月常任司教総会で行う。

2.

2016 年度「司教の集い」の準備について
4 月常任司教委員会の諸意見に基づき修正を加えた 2016 年度「司教の集い」の内容とプログラムおよび
時間配分を承認した。

3.

教皇庁・諸宗教対話評議会からの依頼について
教皇庁・諸宗教対話評議会からの依頼である「多宗教世界のキリスト者のあかし」発行 5 周年の対応に
ついては、諸宗教部門およびエキュメニズム部門で同書の内容と日本における実践状況についての返答

4.

を準備する。
世界祈願日の呼称について

「日本の教会における祈願日」として定めている祈願日のうち名称変更が必要な祈願日について、2016
年度定例司教総会に諮る。
5. 2017 年祈祷の使徒｢日本の教会の意向｣について
本常任司教委員会での諸意見に基づき修正を加えた、2017 年度祈祷の使徒の「日本の教会の意向」を正
式版として提出することを承認した。
6.

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。
①書籍名 エッファタ！教会生活の中のろう者（仮題）
内

容

②書籍名
内

容

教皇庁保健従事者評議会第 24 回国際会議（2009 年 11 月）報告書の邦訳出版
教皇フランシスコ講話集 3
教皇フランシスコの講話集のペトロ文庫による出版
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典礼委員会
■典礼音楽担当部門
日

時

2016 年 4 月 18 日（月）15:00－20 日（水）12:00

場

所

日本カトリック会館

出席者

審

会議室 2

6人

議
1.

現在の歌唱ミサで使用できるよう、当部門で試作した「ニケア・コンスタンチノープル信条」と「使
徒信条」の旋律に修正を加えた。

2.

「教会の祈り」の賛歌のうち、待降節に歌われる賛歌を検討した。

3.

ミサの式次第や「教会の祈り」の賛歌などを公表する際、どのような記譜がふさわしいか検討を始め
た。何種類かサンプルを作成し、引き続き検討する。

■定例会議
日

時

2016 年 5 月 16 日（月）1 0 :3 0 －1 5 : 00

場

所

日本カトリック会館

出席者

8人

欠席者

2人

報

会議室 3

告
1.

2016 年度定例司教総会対応について
本年 9 月の全国典礼担当者会議で学ぶ予定の『司教儀典書』の堅信式・叙階式・献堂式・聖香油のミサ
について、6 月に開催される掲記総会において秘書が昨年同様、解説を行う。

2.

「ニケア・コンスタンチノープル信条」と「使徒信条」の旋律について
現在の歌唱ミサで使用できるよう、典礼音楽担当部門で行っている作業の進捗状況について報告した。
今後も作業を進めていくことを確認した。

審

議
1.

2016 年度全国典礼担当者会議について
本年 9 月 5 日－7 日に中軽井沢の御聖体の宣教クララ修道会で行われる掲記会議では、各教区の式長（儀
典長）の参加のもと、
『司教儀典書』に基づいて司教司式のミサや堅信式・叙階式などについて解説する。
今会合では、前回会議での意見交換に基づいて修正されたプログラムおよび内容を確認した。また、司
教司式の典礼で想定される諸課題についても検討した。

2.

『ミサ以外のときの聖体拝領と聖体礼拝』儀式書の第 1 章について
本年 2 月の臨時司教総会で「司祭不在のときの主日の集会祭儀」が承認されたことを受け、掲記儀式書
との整合性について検討した。今会合で出された諸意見を踏まえ、具体的に発行準備を進める。

3.

ミサの集会祈願の結びの日本語訳について
ミサの集会祈願の結びについては、2009 年度臨時司教総会での意見を受けて、2010 年 3 月に当委員会で
修正を加えたが未確定であった。そのため今会合で改めて検討し、合意した修正式文を常任司教委員会
に提案する。

4.

聖ヨハネ 23 世教皇の記念日（10 月 11 日）のミサの集会祈願について
2014 年 12 月の常任司教委員会での意見を受けて、今会合で改めて検討し、合意した修正式文を常任司
教委員会に提出する。
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次回定例会議

2016 年 7 月 11 日（月）10：00－15：30

日本カトリック会館

諸宗教部門
■2016 年度第 1 回会議
日

時

2016 年 5 月 11 日（水）1 8 :0 0 － 2 0: 0 0

場

所

KKR ホテル東京

出席者

9人

欠席者

2人

本会合において、来日中の教皇庁諸宗教対話評議会次官ミゲル・アンヘル・アユソ・ギクソット司教を迎
え、懇談会を開催した。
報

告
1.

東本願寺関係者との諸宗教対話に関する会合について
東本願寺北米開教監督部監督の伊東憲昭師より、東本願寺における今後の諸宗教対話の活動について相
談したいとの依頼が、シリル・ヴェリヤト委員を通して寄せられた。これを受け、2016 年 4 月 4 日、日
本カトリック会館でカトリック教会における諸宗教対話の歴史や当部門の活動について話すための会合
を行った。

2.

『多宗教世界のキリスト者のあかし』発行 5 周年に関する依頼について
教皇庁諸宗教対話評議会、世界教会協議会、世界福音同盟という三つのキリスト教組織の共同によって
発表された『多宗教世界のキリスト者のあかし』の 5 周年に際し、この指針に関するワークショップが
2016 年 6 月 21 日にローマで開催される。このワークショップ開催にあたり、教皇庁諸宗教対話評議会
より寄せられた依頼について報告された。

3.

日本の諸宗教対話に関する取材について
第二バチカン公会議公文書『キリスト教以外の諸宗教に対する態度についての宣言』発布 50 年を記念し
た映画製作のため、2016 年 7 月 30 日－8 月 13 日に、教皇庁諸宗教対話評議会のスタッフが取材のため
に来日する件について、実務責任者の宮下良平師より報告が行われた。

次回日程

第 2 回会議

2016 年 7 月 7 日（木）18：00－ 20：00

日本カトリック会館

カリタスジャパン
■2016 年度カリタスジャパン臨時全国教区担当者会議
日

時

2016 年 4 月 18 日（月）13：00－19 日（火）12：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

マレラホール

23 人

4 月 18 日
議題 1

委員改選

- 4 -

2016 年 9 月から 2019 年 8 月の任期で、教区担当者から選出される委員の改選が行われた。
選出された委員は以下のとおり
援助部会

東京教会管区

新海雅典（札幌教区）

新規

1 期目

大阪教会管区

アントニサミー・イルダヤラージ（高松教区） 継続

2 期目

長崎教会管区

ヨアキム・ホアイ（那覇教区）

新規

1 期目

東京教区管区

グエン・ゴン・ホアン（さいたま教区）

新規

1 期目

大阪教会管区

6 月に決定（大阪教区または名古屋教区）

新規

1 期目

長崎教会管区

大瀬良直人（長崎教区）

新規

1 期目

カリタスジャ

援助部会から

アントニサミー・イルダヤラージ

新規

パン委員会

啓発部会から

6 月に決定

新規

啓発部会

議題 2

東日本大震災

福島について

幸田司教より福島の現状について説明があり、その後、各教区における小冊子『福島から語る』（カト
リック東京ボランティアセンター発行）の活用について意見交換を行った。
議題 3

2016 年四旬節「愛の献金」キャンペーン振り返り

カリタスジャパンと共催で黙想会を開催した教区からの意見を聞き、次年度開催について討議した。
4 月 19 日
議題 4

カリタスデー企画について

名古屋教区で行う予定のカリタスデーについて、名古屋教区での話し合いをもとに説明がなされ、意見
交換を行った。
議題 5

熊本地震への対応について

カリタスジャパン福岡教区担当者の森山信三師が福岡教区復興支援室の担当となり、4 月 18 日に現地
に入り状況確認を行った。まだ現在はボランティアを受け入れる状態ではなく、社会福祉協議会も活動
を始めていない。福岡教区とカリタスジャパンで募金受付を開始した。今後も福岡教区と情報を共有し
ながら支援にあたる。
議題 6

2016 年度定例全国教区担当者会議について

10 月 25 日－26 日実施予定の 2016 年度定例全国教区担当者会議は、カリタスデーと合わせて名古屋で
行う方向で検討する。
議題 7

事務局報告

過去の大きな災害での救援活動について、またマンスリーサポーター制度について報告した。

■2016 年度第 1 回なんみんフォーラム(FRJ)運営委員会会議
日

時

2 0 16 年 4 月 2 8 日 （木）15：00－17：00

場

所

イエズス会

出席者

報

岐部ホール（東京・千代田区）

難民移住移動者委員会より1人、カリタスジャパンより1人

告
1.

アーユス仏教国際協力ネットワーク支援を通じた組織強化開始について

2.

草の根市民基金ぐらん助成金ならびに LUSH 助成金による事業実施について

3.

G7 伊勢志摩サミットについて情報共有

4.

シリア難民国内受け入れに関しての動きについて
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5.

収容代替措置・保護費に関するワーキンググループより進捗状況

6.

ネットワークメンバー団体より行事予定についての告知

審

議
1.

委託事業の可能性について

2.

6 月 22 日世界難民の日チャリティイベントについて

■第 1 回援助部会
日

時

2016 年 5 月 16 日（月）11：00－16：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 4

9人

告
1.

前回議事録を承認した。

2.

海外会議、視察
(1)モンゴル視察（4 月 11 日－15 日）
託児センターを視察した。センターがコミュニティ内に浸透し、子どもたちの生活改善が世帯の改善
へ波及している。後日国内で視察報告会を行う。
(2)国際カリタス管理基準評価者研修と台風ハイエン復興支援視察（4 月 25 日－29 日、フィリピン）
・管理基準について、評価とその方法について学んだ。
・二つの教区でいくつかの被災したコミュニティを視察した。現在復興支援 3 年目、自立へ向けたコ
ミュニティ支援段階に入っている。後日国内で視察報告会を行う。

3.

東日本大震災対応
(1)全ベース・サポート会議（4 月 27 日、宮城・仙台市）
・仙台教区サポートセンターが新体制となった。
・各ベースによる近況報告が行われた。
・大規模災害時の対応案が承認され、常任司教委員会へ諮ることになった。
(2)2015 年度会計監査とカリタスアメリカによる会計モニタリング（5 月 9 日－12 日）が行われた。

4.

熊本地震対応
(1)募金

25 百万円（5 月 13 日現在）、支出

10 百万円（センター立ち上げ）
、１百万円（炊き出し）

(2)カリタス福岡・熊本支援センター（くまセン）
5 月 3 日より立ち上げを開始し（カトリック菊池教会にて）
、現在はボランティア受付も始まっている。
社会福祉協議会ボランティアセンターを通しての活動や、被災信徒から依頼を受けた支援活動を行っ
ている。
5.
審

2015 年度援助実績報告
議

1.

以下の海外会議と視察を承認した。
(1)カンボジアパートナー会議・視察（5 月 21 日－25 日）
(2)カリタスアジア総会およびパートナーフォーラム（6 月 6 日－10 日、タイ・バンコク）
(3)アフリカ視察（9 月前半からで日程調整）
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(4)5 月実施予定だったスリランカ視察は延期する
2.

委員が変わる 9 月にワークショップを実施する。

3.

援助審査

8 件（国内 3 件、海外 5 件）を審査、以下 7 件を承認、1 件を保留とした。

(1)難民支援協会「シリア難民受け入れのための環境整備と日本語学校入学パイロット事業」5,000,000 円
(2)児童養護施設いわき育英舎「新園舎備品支援」2,256,984 円
(3)わだちコンピュータハウス「熊本地震避難所間仕切りセット設置」2,500,000 円
(4)ミャンマー「カリタスミャンマー会計能力強化支援」20,000 US ドル
(5)ミャンマー「安全な移住促進と人身取引防止支援」30,000 US ドル
(6)パキスタン「ラホール爆破事件被災者支援」10,000 ユーロ
(7)タイ「カリタスアジア総会およびパートナーフォーラム経費支援」3,000 US ドル
4.

国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA)

以下 4 件の支援を決定した。

(1)ミャンマー「カチン州・北部シャン州 IDP 支援フェーズ 8（EA10/16）」10,000 US ドル
(2)ルワンダ「ブルンジ難民支援フェーズ 3（EA11/16）」10,000 US ドル
(3)エクアドル「地震緊急・復興支援（EA12/16）」20,000 US ドル
(4)ジンバブエ「干ばつ緊急支援（EA13/16）
」10,000 US ドル
次回日程

2016 年 7 月 15 日（金）13:00－17:00

日本カトリック会館

正義と平和協議会
■事務局会議
日

時

2016 年 3 月 16 日（水）10：00－16：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

報

会議室 5

5人

告
1. 「いのちの光 3.15 フクシマ」（3 月 15 日、カトリック原町教会）について
2. 第 5 回 9 条世界宗教者会議準備状況

審

議
1.

パンフレット『すべての人のいのちと平和なくらしのために』について
内容、作業過程の検討

2.

定例委員会、事務局会議、ミーティングの役割、決定範囲について確認した。

3.

部会（死刑廃止を求める部会、カトリック20条の会、平和のための脱核部会）の活動について
三つの部会合同の集まりを近日中に行い、活動活性化を検討する。

4.

「JP 通信」が秋に 200 号を迎える。表紙デザインのリニューアルを検討した。

■事務局会議
日

時

2016 年 4 月 21 日（木）10：00－15：30

場

所

日本カトリック会館

出席者

会議室 5

6人
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報

告
1. パンフレット『すべての人のいのちと平和なくらしのために』と小冊子『東アジアの平和と福音的展
望−済州島から考える』の出版、配布について
2. 平和のための脱核部会大分集会の準備状況
3. 4 月 20 日に部会（死刑廃止を求める部会、カトリック 20 条の会、平和のための脱核部会）の連絡会
議開催。確認事項の報告。

審

議
1.

定例委員会（4 月 27 日）議案について

2.

沖縄について啓発を進めるプログラムの具体的な提案を検討した。

3.

部会連絡会議を振り返り、活動活性化のために各部会への事務局からの取り組みについて検討した。

■定例委員会
日

時

2016 年 4 月 27 日（水）11：00－16：00

場 所
出席者

報

日本カトリック会館
13 人

会議室 3

告
1. パンフレット『すべての人のいのちと平和なくらしのために』と小冊子『東アジアの平和と福音的展
望−済州島から考える』の出版、配布について
2. 2017 年度全国集会開催地について
3. 部会連絡会（4 月 20 日）、事務局会議（4 月 21 日）での確認事項の報告
4. 教皇庁正義と平和評議会、パックスクリスティ共催の国際会議「 非暴力と正義の平和－非暴力につい
て、カトリック教会の理解とコミットメントを深めるために」
（International Conference “Nonviolence
and Just Peace: Contributing to the Catholic Understanding of and Commitment to Nonviolence”）
（4 月 11 日－13 日、イタリア・ローマ）について
参加した勝谷司教より報告があった。

審

議
1.

パンフレット『すべての人のいのちと平和なくらしのために』製作について反省。今後に生かすため
に討論した。

2.

委員、事務局の役割の確認と検討を行った。

3.

沖縄に関しての啓発を進める企画の時期と内容を検討した。

4.

2015 年度決算案を承認した。

5.

正義と平和協議会の新しいロゴマークを承認した。

■平和のための脱核部会大分集会
日

時

2016 年 5 月 14 日（土）14：00－17：00

場

所

カトリック別府教会

信徒会館（大分・別府市）

参加者

約 45 人（韓国から 4 人の参加者）

テーマ

「福島の声を未来のために」

講演者

武藤類子さん（福島原発告訴団団長）
小坂正則さん（NPO 法人九州・自然エネルギー推進ネッワーク代表理事）
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翌日 15 日(日)は、四国電力株式会社伊方発電所（愛媛・西宇和郡）で現地学習会を開催、20 人の参加が
あった。伊方発電所原子炉３号機再稼働反対の申し入れを行った。

■NCC 女性委員会
日

時

2016 年 4 月 27 日（水）10：30－12：30

場

所

日本聖公会

出席者

報

管区事務所（東京・新宿区）

カトリックから 1 人

告
1.

各教派、団体からの報告

2.

世界祈祷日献金先について

審

議
1.

日本キリスト教協議会(NCCJ)女性委員会と韓国キリスト教協議会(NCCK)女性委員会の連帯交流会議に
ついて

2.

第 14 回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議への参加について

■平和を実現するキリスト者ネット
日

時

2016 年 4 月 4 日（月）14：30－16：30

場

所

富坂キリスト教センター

報

告
1.

会計、賛同状況

2.

集会・行動の報告

会議室（東京・文京区）

第 147 回「戦争する国」に反対し、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）
2016 年 3 月 17 日（木）14：00－15：30 参議院議員会館 101 会議室
署名提出 334 筆
審

総数

110,554 筆

議
1.

第 148 回「戦争する国」に反対し、脱原発を求める宗教者の要請行動（4 月 12 日）と、第 149 回「戦
争する国」に反対し、脱原発を求める宗教者の要請行動（5 月 10 日）のための要請メンバーを検討した。

2.

ニュースレターの内容について

3.

リーフレットの増刷、改定について

4.

5 月の集会、各種の集会実行委員会への参加について

部落差別人権委員会
■事務局会議
日

時

2016 年 3 月 30 日（水）11：00－16：20

場

所

日本カトリック会館

会議室 2
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出席者

報

8人

告
1.

2015 年度第 5 回事務局会議（2 月 1 日）

2.

2015 年度第 4 回定例委員会（2 月 22 日）

3.

春季合宿「原爆と被差別部落とキリシタン」
（2016 年 3 月 5 日－6 日、長崎市）
概要の報告を行い、参加した委員から意見・感想を聴いた。

4.

大阪教会管区部落差別人権活動センターの報告
新しい規約に沿って管区全体として活動を進める。まず担当者の養成から着手する予定。

5.

部落問題に取り組むキリスト教連帯会議（部キ連）総会（2016 年 5 月 16 日、大阪市）
イグナシオ・マルティネス師、橋本瑠璃子修道女、吉岡秀紀師、松浦三千代修道女が出席する。

審

議
1.

合宿研修会 （5 月 23 日－24 日、東京）
23 日は公開学習会とする。講師は委員長の平賀徹夫司教、委員の太田 勝師、根津正幸秘書の 3 人。司
会は委員の石川治子修道女、あいさつをイグナシオ・マルティネス師が行う。

2.

『全国部落調査』
「部落地名総監」のもとになった本の出版差し止めの仮処分が横浜地方裁判所から出された。部キ連総
会で予定されている決議に賛同する。

3.

『いのちへのまなざし』改訂版
改訂委員会から、第三章「十 差別・ヘイトスピーチ」について、4 月末までに案の作成の依頼。
委員の石川治子修道女に原稿を依頼した。

4.

次期の秘書、定例委員、専門委員、事務局メンバーについて
委員長名の「教区担当者」派遣のお願いを、担当者未定の教区の司教あてに送る。

5.

委員の派遣などに関する規定について
現在は明文規定がない。委員の出張などは、委員会として依頼して行ってもらう派遣が原則。
事後的に申請されたものは、個々に精査することになる。
2016 年度は、暫定的対応として個々に精査・判断する。
2017 年度は、何らかの規定を作り対応する。関連予算は予算案の一環として定例委員会で審議する。

6.

2016 年度計画、2017 年度計画について
1）「司祭月修」などでの活動の紹介
できれば社会系各委員会・デスクで提供可能なテーマや講師をメニューのようにまとめる。それをも
とに各教区でニーズに沿って選んでもらい、司祭月修、司祭の集いの研修などで話をする。
2）「初めての人を対象とした簡単な資料」の作成
A4 サイズで 1、2 枚程度にまとめたものを準備する。5 月の第 1 回合宿研修会の内容をまとめて「資料」
にすることを検討する。

■定例委員会
日

時

2016 年 4 月 11 日（月）11：00－16：00

場

所

日本カトリック会館

出席者

17 人

欠席者

2人

報

マレラホール

告
1.

2015 年度第 4 回定例委員会（2 月 22 日）
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2.

春季合宿「原爆と被差別部落とキリシタン」
（2016 年 3 月 5 日－6 日、長崎市）
永井 隆博士の「神の摂理」発言について話を聴き分かち合えたのは、地元長崎の人にとっても貴重な機
会となった。参加した人が真摯に率直に話しいろいろな視点の発言が出た。それができる雰囲気のある
集まりを持つことができた。

3.

大阪教会管区部落差別人権活動センターの報告
大阪教区カテドラルの防犯カメラ設置計画などについて

4.

その他
・大阪教区「部落差別・人権信徒の会」
大島青松園に入所しているカトリック信徒の大野安長さんや他の人への聞き取りをまとめた本が出版
された。
・部キ連総会（5 月 16 日、大阪クリスチャンセンター）
・『全国部落調査』の件などが議題に挙げられている。
・
『 いのちへのまなざし』改訂版 第三章「十

差別・ヘイトスピーチ」の原稿について

4 月 15 日に「草案」を提出。
審

議
1.

「合宿研修会」（5 月 23 日－24 日）について
・日本カトリック会館（アネックス）に宿泊する。
・ 二日目の「狭山事件について」講師の丹波二三夫さんは、『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議
(同宗連)の創立当初から尽力し事務局長を勤め、カトリックとのかかわりも深い日本基督教団の信徒。

2.

2015 年度決算案について
一般寄付金が予算の 6 割も増えている。きちんと御礼をして分析もする必要が指摘された。若干変更さ
れる可能性を前提に、決算案は承認された。

3.

2016 年度、2017 年度計画について
1）全国会議について
・2016 年度は、各地へ泊りがけで出かける秋季合宿を行わない。
・今年の全国会議は、新任の委員長（司教）
、委員、教区担当者が初めて参加するので、入門的な
内容の学習会を会議の一環として公開で行う。講師は上杉 聰さん（関西大学講師）に依頼する。
二日目に狭山事件の再審を求める市民集会（日比谷野外音楽堂）への参加を組み込む。
・5 月に行う「合宿研修会・公開学習会」の経験を全国会議に反映させる。
2）
「司祭月修」などでの活動の紹介
各教区の司祭月修や研修会などで、活動の紹介をする可能性について確認した。まず広島教区で実現・
具体化の機会を作ってもらう。
3）「初めての人を対象とした簡単な資料」の作成
「合宿研修会・公開学習会」（5 月 23 日－24 日）の録音・文字おこしから資料を一つ作る。
4）「委員の派遣に関する規定」の作成
研修、合宿などへ委員を派遣する際の規定案を作る。2017 年度予算案の作成に間に合うように、
次回定例委員会に提出する。

4.

次期の部落差別人権委員会の秘書、定例委員、専門委員、事務局メンバーについて
各教区、修道会の担当者、地域で活動を担う人や知識・経験を持つ人を委員にすることが規約の前提だ
が、実態と違う部分がある。まず、各教区から担当者を派遣してもらうように、各司教あてに委員長名
の依頼の手紙を出す。
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■事務局会議
日

時

2016 年 5 月 18 日（水）11：00－16：20

場

所

日本カトリック会館

出席者

7人

欠席者

1人

報

会議室 2

告
1.

2015 年度第 6 回事務局会議（3 月 30 日）

2.

2016 年度第 1 回定例委員会（4 月 11 日）

3.

その他
・同宗連総会（4 月 7 日）
、常任会議（4 月 26 日）
2016 年秋に「石川夫妻の幸せを願う会」を行う予定。3 年前に行った同様の宗教者の取り組みが、石
川一雄さん夫妻の大きな励ましになっている。
・部キ連総会（5 月 16 日）
世界に大きなネットワークを持つカトリックは期待されていると感じた。
・『全国部落調査』について
抗議文案を検討したが、批判が多く提出を見合わせた。
『全国部落調査』については、解放同盟が出版
社と経営者を東京地方裁判所に提訴（4 月 19 日）している。
・大阪教区「部落差別と人権を考える信徒の会」
テーマは長崎合宿の報告、在日被爆者のことなど。6 月は「フクシマ 5 年目の神学」について。

審

議
1.

2015 年度決算（案）
決算内容は 4 月 11 日の定例委員会で承認済み。定例委員会の時とは書式が異なり、金額も税抜き表示に
なっているが、決算内容は変更なしであることを報告。

2.

「合宿研修会」（5 月 23 日－24 日）について
参加申し込みは 25 人、宿泊は 22 人。スケジュール、会場間の移動、解放ミサ式次第など詳細について
確認をした。23 日の公開学習会について、講師 3 人で打ち合わせを行い、登壇の順番などを決めた。

3.

『いのちへのまなざし』改訂版 第三章「十 差別・ヘイトスピーチ」原稿準備について
特別委員会の事務局から原稿の手直しの依頼があり、差別全般について記述し、その一部としての
ヘイトスピーチについて教会の考え方を書くことが望まれている。6 月中に再提出する。

4.

次期の秘書、定例委員、専門委員、事務局会議メンバーについて
・何人かの委員は今期で退任。後任は、男女比や当事者性などに配慮して候補を選ぶ必要がある。
・教区担当者からの委員（6 人）は、できれば各教会管区から 2 人ずつとしたい。
・委員候補として何人かの名前が挙げられた。6 月の司教総会後に具体的に打診をする。

5.

専門委員などに関する規定について
「活動費：各種研修会、集会に関する規定」
（案）をもとに審議し、基本的に了承された。次回定例委員
会に事務局案として提案する。

6.

2016 年度全国会議について
当初予定の 10 月 27 日－28 日以外に設定する。二日目の狭山集会（10 月 28 日）への参加は外れ、
「全国
会議＋公開学習会」として内容を再検討する。二つの候補日を設定。会場は東京とする。講師の上杉 聰
さんの都合を確認する。

7.

司祭月修・司牧者の集いなどでの「基礎研修」
1）広島教区の「司祭月修」(7 月 25 日)での研修会
太田 勝師の 5 月 23 日の公開学習会用の資料を基に、野中 泉師が広島教区の要望を確認する。
2）仙台教区で年 2 回行う「司祭月例会」での研修会
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中央協議会の社会福音化推進部（社会系委員会やデスクの事務局）が、提供可能なテーマや講師の
メニューを作り、その中から教区が選べるようにする。6 月 7 日に司祭役員会で検討される。
8.

その他
・部落差別人権委員会のホームページについて
簡単な「案」を基に検討した。いくつかの案を作って選んでもらうようにする。委員会のイメー
ジカラーやシンボルマークは特に決まっていない。
・2017 年度予算案日程（現在の予定）
説明会は 9 月初旬、予算案提出は 9 月末から 10 月初旬、承認は 12 月司教総会となる見込み。
・「ハンセン病家族訴訟」について
本委員会としてどのようにかかわるのかを、次回 7 月 8 日の定例委員会で話し合う。そのために次回
の事務局会議で検討する。

中央協議会事務局
■総務
7 月会議予定
14 日(月) －6 日(水)

第 30 回典礼音楽担当部門会議

17 日(木)

常任司教委員会

〃

17 日(木)

社会司教委員会秘書合同会議

〃

8 日(金)

部落差別人権委員会定例会議

〃

11 日(月)

典礼委員会定例会議

〃

12 日(火)

カリタスジャパン啓発部会

〃

15 日(金)

列聖推進委員会

〃

15 日(金)

カリタスジャパン援助部会

〃

19 日(火) －20 日(水)

子どもと女性の権利擁護のためのデスク全国担当者の集い

〃

20 日(水)

正義と平和協議会定例委員会

〃

29 日(金)

東日本大震災復興支援仙台教区サポート拡大会議

〃

<会報 2016 年 7 月号

日本カトリック会館

公文書>

今こそ武力によらない平和を―安全保障関連法の施行にあたって―英語版
Now especially, peace must not depend upon weapons:
Regarding the enforcement of the security laws
To our Brothers and Sisters in Christ and to All Who Hope for Peace,
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On March 29, new national security laws went into effect. (Note 1). In order to fulfill the Japan
Catholic Church’s mission to work for peace, it is important that we examine these laws to see if
they in fact follow the road to the peace that God desires. Toward that end, we ask that all those
who hope for peace to once again read last year’s statement marking the 70th anniversary of the end
of World War II, “Blessed are the Peacemakers – Now, especially, peace must not depend upon
weapons.”
The following notes may be of help in that rereading.
1. Past statements by Japan’s bishops regarding the security laws
In response to the Abe cabinet’s announcement on July 1, 2014, that it had decided to recognize a
right to collective self-defense, the Standing Committee of the Catholic Bishops’ Conference of
Japan issued a statement on July 3. We declared that the cabinet decision was a major problem
because by a decision of a single cabinet that was in conflict with the fundamental principles of the
Constitution it changed nearly 70 years of postwar curbs on militarization and the use of force.
Furthermore, to mark last year’s 70th anniversary of the end of the war, the bishops’ conference
issued the message, “Blessed are the Peacemakers – Now, especially, peace must not depend upon
weapons.” By approving the Designated Secrets Law and a right to collective self-defense, the
government has undermined Article 9 of the Constitution and put us on a path that may lead to the
use of military force overseas.
2. The mission of the Catholic Church for peace
When we bishops issued our message marking the 70th anniversary of the end of the war, some
asked why bishops were making a political statement that seemed to violate the principle of the
separation of religion and state. In this regard, the first paragraph of that message affirmed, “the
Church cannot close itself up with merely ‘religious’ concerns. We have realized that the problems
of humanity are our problems.” The Catholic Church does not stand for any particular political
position. However, as believers, bishops have a duty to speak out when the recent trends of
Japanese politics endanger the future of human lives and dignity.
Furthermore, “separation of religion and the state” does not mean the separation of government and
religion, but the separation of the government and religious organizations. Thus, specific religious
groups may not enter into relationships with the state that involve the exercise of power, nor may
they receive special consideration from the state. This is distinct from political activity. And so,
based upon our consciences as believers, we have the right and duty to engage in political activities
(cf. Gaudium et Spes, 75). So also, when necessary, church leaders have the duty and right when
matters of faith and morals are concerned to declare the teachings of the church as regards politics
(Gaudium et Spes, 76; Code of Canon Law, Article 747, Paragraph 2). The security laws are a
problem touching upon the lives and dignity of people, and therefore the church cannot remain
silent. We must look upon it as a human problem, exercise judgement in light of the Gospel and
then act.
The bishops of Japan are acutely aware of our mission to work for peace. This awareness is built
upon deep remorse for the attitude of the Japanese Church before and during the war as well as the
experience of the horror of nuclear weapons at Hiroshima and Nagasaki.
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3. The Constitution of Japan and the renunciation of war
The Constitution of Japan sets out the government structure, basic human and social rights,
administrative structures, international relations, the spirit of the law and the system of governance.
It puts in place a national policy of pacifism. However, when we look at the current situation
regarding the war-renouncing Article 9 of the Constitution as well as moves toward collective
self-defense and the passage of security laws, we in fact see reinterpretations that violate the
original intent of the Constitution. (Note 2). In addition, we see that attempts to amend the
Constitution have suddenly taken on a new vigor. In the face of these realities, we cannot avoid
expressing our serious concern for the future.
In addition, the government is working towards amending the Constitution to establish new
“emergency provisions.” These provisions include recognizing government authority to set
temporary limitations upon individual freedom and rights in emergency situations such as disasters
or war. (Note 3).
As a matter of course, the bishops of Japan respect and support the idea of the pacifist Constitution
of Japan. For Christians, renouncing war comes as a direct call from the Gospel of Christ, and as
religious people who respect life we are convinced that for the sake of the whole human race it is an
ideal that must not be abandoned. The Catholic Church believes that peace is not simply the
absence of war nor is it maintained by a balance of hostile forces. Rather, it is built upon the
practice of love for other people and nations, respecting their dignity. (Gaudium et Spes, 78).
4. The “right of collective self-defense”
Can we claim that the implementation of a law allowing collective self-defense measures is
compatible with the Catholic Church’s goal of peace? Such a move increases international tensions
and hostility, inclining people to conflict. Under this law, even if Japan were not itself under attack,
the nation could become embroiled in the conflicts of others. This differs from Japan’s right to
protect itself in the event of an attack, allying the country in the conflicts of other nations in clear
violation of Article 9 of the Constitution.
Thus would the great principle of the renunciation of war be overturned and Japan would become a
“military nation,” inevitably exposing itself to dangers it has not faced before. In addition, this
legislation is basically intended to keep peace through military deterrence. This will lead to an
endless arms race with other countries, with increasing defense spending that will affect our lives.
We must consider whether or not protecting peace by limiting military force by military force is
even possible.

Brothers and Sisters who desire peace, we are now standing at an epochal crossroads. We know
from the experience of World War II the enormous suffering inflicted upon civilians by the mass
destruction wrought by modern warfare. Japan was not only a victim of that indiscriminate
slaughter, but was also a perpetrator against other countries in Asia. In particular, the suffering
caused by nuclear weapons goes beyond words. Having experienced such misery and devastation
whose origins were in war, we have come thus far determined to never again cause such horrors and
have therefore supported the ideal of pacifism embodied in our Constitution. We have passed this
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experience from generation to generation, inscribing a desire for permanent peace and pacifism in
our hearts.
Now that more than 70 years have passed since the war, we fear that empathy with that tragic
experience is weakening as the war becomes merely something of an academic memory. Let us not
repeat those mistakes, but rather, as people of this time and as Christians let us reflect seriously
upon what it is we are called to do. With prayers rather than armed force, let us move toward peace
built on mutual trust.
April 7, 2016
Standing Committee of the
Catholic Bishops’ Conference of Japan

___________________________________________________________________________
NOTES
Note 1: Two laws are involved. The first amends laws governing cooperation by Japan’s
Self-Defense Forces with other nations’ military in peacekeeping and security operations. The
second puts in place the legal framework for such involvement.
Note 2: Though constitutional scholars, former high court justices, cabinet legislative bureau chiefs,
the Japan Federation of Bar Associations and many private citizens have protested this fundamental
shift in post-war security policy, the government passed it by a forced vote. A constitution exists to
limit a government’s abuse of power to the detriment of the rights of citizens. For a government at a
particular time to unilaterally change long-standing interpretations of the constitution is a denial of
the whole constitutional principle.
Note 3: Other countries have emergency security laws, but the new Japanese one contains no
limitations on the government. The well-known historical experience of the German Weimar
Republic demonstrates the danger of abuse such a law can enable. The Weimar Constitution
provided for the president to rule by decree in the event of a national emergency. Hitler took
advantage of that during a period of social unrest to gain unrestricted legislative power. Such
historic abuses where extraordinary measures have become standard make plain the necessity of
determining who decides when an emergency exists and what provisions are allowed. We must
beware of the danger of abuse that national emergency laws present.
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