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 定例司教総会  

 

■2018年度定例司教総会 

日 時  2018年 2月 19日（月）14:00－22日（木）11:30 

場 所  日本カトリック会館  マレラホール 

出席者  会  員     14人 

来  賓         1人 

オブザーバー  5人 

総会事務局   6人  

 

報 告 

1. 東日本大震災仙台教区復興支援状況について 

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災から 7 年を迎えようとしている現在の復興状況と日本の教会

としての取り組みおよび今後の展望について、主に各管区が担当しているベースでの活動を中心に報告

が行われた。 
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2. 福者ペトロ岐部と 187同志殉教者の列福 10周年にあたっての催事について 

福者ペトロ岐部と 187 同志殉教者の列福 10周年にあたって、司教団として実施する以下の事項について

報告が行われた。 

①｢福者ペトロ岐部と 187同志殉教者列聖祈願ミサ｣(仮称) 2018年 7月 11日(水) 

②｢福者ペトロ岐部と 187同志殉教者列聖祈念公式巡礼｣ 2018年 11月頃 

また、列聖推進委員会より、各教区に「福者ペトロ岐部と 187 同志殉教者」ゆかりの地の聖堂などを教

区公式巡礼所に指定するよう関係教区に要請することと、記念の講演会や黙想会を企画するよう働きか

けることが報告された。 

3. 新福音化委員会の活動と今後の取り組みについて 

新福音化委員会から、昨年 10 月に行われた「新福音化の集い」と今後の取り組みに関する報告が行われ

た。2018 年 1 月常任司教委員会の要請を受けて、司教協議会として家庭の問題に取り組む部署として、

新福音化委員会内に「家庭部会」を設置し、担当を白浜 満司教とした。 

4. 「2018年四旬節キャンペーン大綱」承認について 

2017年 12月の常任司教委員会において、「2018年四旬節キャンペーン大綱」が承認されたことが、カリ

タスジャパン責任司教の菊地 功大司教から報告された。すでに四旬節に入ったので、教皇の意向に沿っ

て、小教区、カトリック系学校、諸団体にカレンダー形式の小冊子を配布して募金を呼び掛けている。 

5. 教皇庁福音宣教省からの教会組織への「財務監査制度」導入にあたっての意見収集について 

財務管理をより慎重で透明性のあるものにするために、教皇庁福音宣教省から財務監査制度をあらゆる

教会組織に導入する可能性に関する意見と提案を提出するよう各国司教協議会に通達があったことを受

け、カトリック中央協議会財務部より各教区にアンケートを実施し、その結果をもとに教皇庁福音宣教

省への回答案を中央協議会が作成することが報告された。 

6. カトリック中央協議会事務局組織一部改変について 

「カトリック中央協議会 新・等級／給与制度」実施に伴い、カトリック中央協議会事務局組織一部変

更に伴う「組織規程」、「事務局分掌規程」、「職務権限規程」の改訂案が 2018年 2 月の常任司教委員会で

承認されたことを受け、事務局のもとに「部」を置き、そのもとに「課」を配置し、それぞれの役職名

を「部長」、「課長」として職務権限や労務管理を整えたことが報告された。 

 

審 議 

1. 教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡“Magnum Principium”で改訂された『カトリック

新教会法典』第 838条の日本語訳承認について 

      本司教総会での諸意見を加味して修正した、教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡“Magnum 

Principium”で改訂された『カトリック新教会法典』第 838条の日本語訳を承認した。 

2. 『カトリック新教会法典』の用語の見直しについて 

教会行政法制委員会から提出された『カトリック新教会法典』の用語の見直しについては、本司教総会

の諸意見を加味して修正した用語を『カトリック新教会法典』の改訂用語として承認した。なお、一部

未確定の用語については、用語検討特別委員会に検討を依頼する。 

3. 日本カトリック神学院の 2キャンパス制から、2つの諸教区共立神学校制（東京と福岡）への移行につ

いて 

日本カトリック神学院の 2キャンパス制から、2つの諸教区共立神学校制へ移行すること、および「2

つの諸教区共立神学校制への移行準備のための基本方針」を承認した。 

4. 天皇の退位と即位に際しての政教分離の要望書について 

本司教総会の諸意見に基づいて修正した、「天皇の退位と即位に際しての政教分離の要望書」を日本カト

リック司教協議会として内閣総理大臣に送付することを承認した。 

5. カトリック新聞将来ヴィジョン策定チームからの提案について 

カトリック新聞将来ヴィジョン策定チームから提出された以下の提案を承認した。 
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①電子媒体（ＩＴ）を活用する広報活動を、カトリック中央協議会の重要な宣教事業の一つとして位置

づける。 

②紙媒体の意義を再考し、ふさわしい形でその独自の役割を果たせるようにする。 

③上記の目標を実施に移すために必要な人材と資金を投入する。 

6. 2017 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 

2017年度（宗）カトリック中央協議会収支決算書案を、2017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。 

7. カトリック中央協議会事務局長選任の件 

2018年 3 月末日をもって、現事務局長の宮下良平師（東京教区）が退職することを受け、2018年 4 月 1

日からのカトリック中央協議会事務局長として、現事務局次長大水文隆師（長崎教区）を選任した。 

8. カトリック中央協議会事務局次長選任の件 

現事務局次長の大水文隆師（長崎教区）の局長選任にともない、2018 年 4月 1日からのカトリック中央

協議会事務局次長（社会福音化推進部長と兼務）として、イグナシオ・マルティネス師（グアダルペ宣

教会）を選任した。 

 

 

 常任司教委員会  

 

■2月定例常任司教委員会 

日 時  2018年 2月 8日（木）10：00－14：30 

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 

 

報 告 

1. 日本聖書協会から新翻訳聖書の各書書名について 

2018年 2月 1日付書簡にて、新翻訳事業検討委員である髙見三明大司教あてに、12月 25日に検討委員

に依頼した新翻訳聖書各書書名へのアンケート結果にもとづき、「コヘレトの言葉」、「使徒言行録」、パ

ウロの書簡などについては、現行（新共同訳聖書）どおりとすることになった報告が届いた。 

2. 家庭に関する部会を新福音化委員会内に設置することについて 

1 月の常任司教委員会において、司教協議会として家庭の問題に取り組む部門として、新福音化委員会

内に部会を設置し、担当を白浜 満司教とする案を同委員会委員長の諏訪榮治郎司教に伝え、検討しても

らうことを申し合わせた。2 月 1 日に開催された新福音化委員会で検討を行い、新福音化委員会内に「家

庭部会」を設置することが報告された。 

3. カトリック新聞オンラインの一時閉鎖について 

2013年 1 月より配信を開始したカトリック新聞オンラインだが、更新を行う人材不足により、現状での

カトリック新聞オンラインを 2月末日で一旦閉鎖することが報告された。 

 

審 議 

1. 2018 年度定例司教総会議案確定について 

2018年度定例司教総会の内容を確定した。（詳細は 2018 年度定例司教総会報告参照） 

2. 教皇庁福音宣教省からの「財務監査制度」に関する要望への対応について 

教皇庁福音宣教省から依頼された、あらゆる教会組織に「財務監査制度」を導入することに対する意見

と提案の提出については、中央協議会財務部が各教区にアンケートを実施し、カトリック中央協議会の

監査状況とともに各教区の実情を教皇庁福音宣教省に提出できるよう準備を進める。この件については
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2018年度定例司教総会の報告事項とする。 

3. 福者ペトロ岐部と 187同志殉教者の列福 10周年にあたっての催事について 

(1)以下の催事を司教団として行うことを承認した。 

①2018年第 1回臨時司教総会開催中の 7月 11 日(水)夕刻､｢福者ペトロ岐部と 187 同志殉教者列福 10 

周年記念ミサ｣(仮称)を司教団主催で行う｡ 

②本年 11月をめどに､司教団として｢福者ペトロ岐部と 187同志殉教者列福 10周年記念公式巡礼｣を行

う。 

(2)以下の事項を列聖推進委員会から各教区に提案することを承認した。 

①福者ペトロ岐部と 187 同志殉教者ゆかりの地の聖堂などを教区公式巡礼所に指定するよう､関係教

区に要請する｡ 

②記念の講演会や黙想会を企画するよう働きかける｡ 

4. カトリック新聞将来ヴィジョン策定チームからの総会提出資料一部変更について 

本常任司教委員会にカトリック新聞将来ヴィジョン策定チームから提出された 2018 年度定例司教総会へ

の議案資料（改訂版）案を同総会への提出資料とすることを承認した。 

5. 2018 年度「司教の集い」について 

本常任司教委員会の諸意見をもとに修正した 2018 年度「司教の集い」のプログラムを承認した。なお、

「司教の集い」午前中の講師をイエズス会司祭の川村信三師とすることを承認した。 

6. カトリック中央協議会事務局組織一部改変に伴う「組織規程」「事務局分掌規程」「職務権限規程」の

改定について 

事務局から提出された「組織規程」、「事務局分掌規程」、「職務権限規程」を承認し、カトリック中央協

議会事務局組織一部改変を了承した。 

7. 2017 年度（宗）カトリック中央協議会収支決算書案について 

財務委員会から提出された 2017 年度カトリック中央協議会収支決算書案を、2018 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。 

8. 台湾司教協議会への地震見舞いについて 

台湾地震の見舞状を送信し、見舞金 5,000 ドルを司教自発献金から台湾司教協議会に送金する。 

 

 

 新福音化委員会  

 

■2018年度第 1回会議 

日 時  2018年 2月 1日（木）13：00 － 14：30 

場 所  日本カトリック会館 会議室 6 

出席者  5人 

審 議 

1. 「家庭に関する部会」（仮称）の設置と活動内容について 

新福音化委員会の中に「家庭に関する部会」（仮称）を設置するよう常任司教委員会より要請を受け、そ

の部会の位置づけや活動の主旨について検討した。 

2. 今後の活動と取り組みについて 

2017年 10月 20 日－ 22日に開催した「新福音化の集い」の参加者より挙げられた意見や言葉を参考に、

今後の委員会の活動と取り組みについて検討した。 
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 カリタスジャパン  

 

■第 1回事務局会議 

日 時  2 018年 1月 3 1日（水）10：00－14：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  7人 

 

審 議 

1. 「排除 ZEROキャンペーン」への対応について検討した。「アクションデー」を 3教会管区で行う。 

2. カリタスアジア理事会（3月 14 日－ 16日、日本開催）への対応について検討した。 

3. 遺贈募金について方針を検討し、カリタスジャパン委員会に諮ることとなった。 

4. 国際カリタス管理基準の外部評価結果を共有した。改善計画を策定し、国際カリタスへ提出する。 

 

次回日程  2018年 3月 6日（火）9:30－ 12:00  日本カトリック会館 

 

 

■第 1回援助部会会議 

日 時  2 018年 2月 6日 （火）13:00－ 7日 （水）13:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  11人 

 

報 告 

1. 前回議事録を承認した。 

2. 海外会議・視察報告 

カンボジア視察（1月 21日－ 26 日） 

支援している 2 か所の若者職業訓練センターを視察した。 

3. 東日本大震災関連 

2 月から 3月にかけて、各ベースの会計監査、カリタスアメリカの視察などが予定されている。 

4. 援助実績報告 

5. その他 

(1)カリタスアジア理事会を日本カトリック会館で開催する（3月 14 日－ 16日）。 

(2) 2017 年のクリスマス募金は約 26百万円集まった。 

 

審 議 

1. 援助部会活動計画の検討 

海外援助、国内援助それぞれについて、優先課題や今後の方向性を話し合った。 

2. 援助審査 国内 2 件、東日本大震災 7 件、海外 6件を審査し、以下 14 件を承認、1 件を却下とした。 

(1)北関東医療相談会「医療相談会事業（無料健康診断、医療相談、社会的活動）」1,000,000 円 

(2)仙台教区サポートセンター「SDSC・石巻ベース 2018 年度活動費」23,376,553 円 

(3)大槌ベース「大槌ベース 2018年度（1 月－ 3月）運営費」5,434,763 円 

(4)大船渡ベース「大船渡ベース支援活動 2018年度」13,378,751 円 

(5)米川ベース「米川ベース支援活動 2018年度」8,928,257 円 

(6)カトリック東京ボランティアセンター「福島県内外における被災避難者への支援システム構築 7年 

次（2018 年度）」29,749,596 円 

(7)さいたま教区サポートセンター「福島県いわき市在住原発事故被災者支援 2018 年度」3,817,075 円 
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(8)カリタス釜石「東日本大震災被災地復興支援事業 2018年度」32,610,383 円 

(9)カンボジア「若者教育センター（バッタンバン）」20,000 US ドル 

(10)パレスチナ「医療支援」16,191 US ドル 

(11)スリランカ「プランテーション地域女性の地位向上支援 2/2年目」22,379 US ドル 

(12)パキスタン「平和構築のための諸宗教対話 3/3年目」30,000ユーロ 

(13)パキスタン「コミュニティに根差した災害リスク軽減によるレジリエンス強化支援 3/3年目」 

19,684ユーロ 

(14)インド「サイクロン『オキ』人道支援」10,000 US ドル 

3. 国際カリタス緊急支援要請(Emergency Appeal/EA) 以下 1件の支援を決定した。 

ウガンダ「南スーダン難民支援（EA02/18）」5,000 ユーロ 

 

次回日程  2018年 4月 17 日（火）14：00 －18：00  日本カトリック会館 

 

 

■第 1回啓発部会会議 

日 時  2 018年 2月 1 3日 （火）11：00－15：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室3 

出席者  10人 

 

報 告 

1. 事務局報告 

2. 部会関連活動報告 

 

審 議 

1. 排除の実例募集について 

事務局に寄せられた実例について、意見交換を行った。 

2. 2018 年度事計画について 

各管区で実施するセミナーについての進捗状況を確認した。 

 

次回日程  2018年 4月 17日（火）10：00－14：00  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  2 018年 2月 1 3日 （火）15:00－ 17:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室2 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 援助部会 会報 2017年 12 月号、2018年 2月号参照 

2. 啓発部会 会報 2017年 12 月号、2018年 2月号参照 

3. 事務局 会報 2018年 2 月号参照 

4. その他 

(1)四旬節「愛の献金」キャンペーン 

キャンペーングッズを作成、配布した。講師を派遣して黙想会も開催する。 

(2)東日本大震災2017年度活動報告を作成し発送した。 
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審 議 

1. 2017 年度決算を承認した。 

2. 2018 年度年間行事予定を確認した。 

3. 国際カリタス管理基準への今後の対応について承認した。 

4. 遺贈募金に関する方針を検討していくことを承認した。 

 

次回日程  2018年 6月 26 日（火） 10：00－13：00  日本カトリック会館 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■定例委員会 

日 時  2018 年 1月 17日（水）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  17人 

 

報 告  

1. 全国集会名古屋大会進捗状況 

1 月 13日の名古屋での実行委員会に事務局より参加した。 

今後のスケジュール、分科会への企画参加状況について報告した。 

2. 改憲対策部会の憲法連続講演会（全４回）終了。今後の講演録、学習用 DVD作成について報告した。 

3. 死刑廃止を求める部会、平和のための脱核部会の今後の予定について 

4. ピース９の会、15 周年集会、年賀はがきについて 

5. 平和メッセージクリアファイル作成について 

 

審 議 

1. 全国会議（2018年 2月 16 日－18 日）について 

2 月 16日(金)18：30－20：30 公開講演会  場所 カトリック麹町教会ヨセフホール（東京教区） 

テーマ 「国家神道と信教の自由」 講師 島薗 進（上智大学） 

2 月 17日(土)9：00－18日(日)12：30 会議  場所 YMCAアジア青少年センター（東京・千代田区）   

・会議の内容、役割について検討した。 

学習会（講師 中野晃一・上智大学）で、最近の政治状況について学んだ後、改憲、原発、沖縄の３

つのテーマで分科会を持ち、分かち合いを行う。今後の活動につなげて行く方法を話し合う。 

2. 昨今の社会状況で、今後取り組みが必要と考えられるテーマ（北東アジアの平和構築、環境問題・気

候変動問題、沖縄の諸問題）について、現状分析と今後の見通しについて討議した。 

 

 

 日本キリスト教連合会（日キ連） 

 

■2017年度第 1回常任委員会 

日 時  2017年 6月 30日（金）16：30－18：30 

場 所  日本聖公会管区事務所 会議室（東京・新宿区） 

出席者  7人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟（日宗連） 
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・6 月 12日の幹事会・評議員会・理事会をもって植松委員長が退任し、理事長（代表理事）には吉村正

徳（教派神道連合会理事長）、事務局長には宍野史夫（教派神道）が就任した。 

・5月 29 日に千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式に出席した。 

2. 事務局 

1)日キ連あての文書 

・日本宗教連盟より「文化庁主催平成 29年度宗教法人実務研修会評価企画会議委員の委嘱依頼につい

て」を受領 

・日本宗教連盟より「大石 眞（京都大学名誉教授）研究代表による研究費補助金基盤研究（B）『国法

と宗教法人の自治規範との対立・調整に関する研究』学術調査実施に係る、貴団体加盟包括宗教法

人への周知等ご協力のお願いについて」および「公益財団法人日本宗教連盟の代表者等変更につい

て」受領  

・（委員長あて）京都大学大石 眞名誉教授より「科研費補助金による学術調査へのご協力のお願い」

受領 

・シオンの群れ教会から日キ連加入申し込みを受領（6 月 26日） 

・日本宗教代表者会議より比叡山宗教サミット 30周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」協賛団体

参加依頼を受領 

2)事務局対応 

・2017年総会（5月 9 日）に総議員数 70人中 25 人の議員が参加し、33人から委任状を得た。 

・総会に続いて総会講演会を開催。光延一郎師（上智大学神学部教授・イエズス会司祭）による「原

発のない世界を求めて、キリスト者として考えるために－『今こそ原発の廃止を』 カトリック教会

の問いかけから－」。  

 

審 議 

1. 定例講演会 

9 月 1 日（金）18：30より、イエズス会管区長レンゾ・デ・ルカ師（長崎の日本二十六聖人記念館元館

長）にキリシタン史「日本の宣教と信教の自由－浦上四番崩れ」について、講演を依頼。 

2. 第 42回法人実務・会計実務研修会 

10月 18日－20 日、富士箱根ランド(静岡・田方郡)にて開催。各担当が下記の通り決まった。 

 

・朝の礼拝 カトリック 1 日目大水文隆師、2日目参加者に依頼 

プロテスタント 参加者に依頼（次回委員会にて再考） 

・開会礼拝 白川委員   ・閉会礼拝 矢木委員   ・送迎バス 久保委員、金子  

・茶話会司会 矢萩委員  ・美術館巡り 前回は彫刻の森だったが今回はポーラ美術館を検討中。 

・特別講義 自由参加にし、長岡講師による税に関するテーマの講義を検討中。 

3. 入会承認について 

シオンの群教会の入会を承認した 

4. 科研費補助金による学術調査への協力について 

京都大学大石 眞名誉教授から学術調査への協力依頼書が届いた。それぞれの教団に判断を委ね、日キ連

としては静観する。 

5. 比叡山宗教サミット 30 周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」協賛団体参加の取り扱いについて協

議した。開催地近隣の教会に声掛けをする。 

6. その他 

・矢萩委員より全日本仏協会主催の「年金問題についての研修会」の参加報告があった。年金加入促進

に関する通達が厚生労働省からあり、法人の実態把握のため調査が行われた。外務委託を受けた民間

事業者の理解の違いにより強制加入を迫ったようである。 

・キリスト教新聞社名刺広告の件を承認した。 

 

次回日程  2017年度第 2回常任委員会 2017年 9月 1日（金）16：30－18：00 日本聖公会管区事務所 

2017年度第 3回常任委員会 2017年 12月 12日（火）16：30－18：00 日本聖公会管区事務所 
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■2017年度第 2回常任委員会 

日 時  2017年 9月 1日（金）16：30－18：30 

場 所  日本聖公会管区事務所 会議室（東京・新宿区） 

出席者  10人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟（日宗連） 

8 月 4 日の宗教サミット 30周年記念行事に参加した。 

2. 東京都宗教連盟（都宗連） 

・主に 11月 21 日に立正佼成会で行われる宗教法人運営実務協議会について話し合った。 

・9月 21 日に小池百合子都知事に公式面会し、防火関係の取り組み・オリンピックへの宗教的対応につ

いて申し入れを行う予定。 

3. 事務局 

1)日キ連あての文書 

日本宗教連盟より政府主催「全国戦没者追悼式」の実施について受領 

2)事務局対応 

・シオンの群れ教会吉川直美師へ、日キ連加入が受理された旨報告した。 

・第 42回法人実務・会計実務研修会の案内（カラーちらし、三つ折りご案内、申込用紙、振込用紙）

を会報と共に送付した。 

・櫻井圀郎顧問より教憲教規調査に関する意見書など資料を拝受した。 

・分担金納入状況。7月 20日分担金の案内発送。8月末日締め切り。 

 

 

審 議 

1. 定例講演会(9月 1 日)の役割分担 

講演者紹介 宮下委員、司会 白川委員、開会の祈り 本田委員、閉会の祈り 植松委員長 

2. 第 42回法人実務・会計実務研修会の役割分担 

開会礼拝 廣瀬委員、 

2 日目朝の礼拝 カトリック 大水文隆師、プロテスタント 白川委員 

3 日目朝の礼拝 カトリック 大水文隆師、プロテスタント 宗田信一牧師 

閉会礼拝 矢木委員、 オリエンテーション 矢萩委員、 会計 久保委員 

3. 科研費補助金による学術調査への協力について（櫻井顧問意見書） 

櫻井顧問と相談しつつ、積極的には協力しない方向で対応する。 

4. その他 

矢木委員より、宗教法人審議委員会に出席した報告があった。委員の年齢制限が 70 歳なので今期で最後

となる。任期終了時に日キ連から１名を選出する必要がある。 

 

次回日程  2017年度第 3回常任委員会 2017年 12月 12 日（火）16：30－18：00日本聖公会管区事務所 

 

 

■2017年度第 3回常任委員会 

日 時  2017年 12月 12日（火）16：30－18：30 

場 所  日本聖公会管区事務所 会議室（東京・新宿区） 

出席者  8人 

 

報 告 

1. 日本宗教連盟（日宗連） 

・9月 21 日生命倫理シンポジウムの企画、法人実務研修会について協議した。 



- 10 - 

・9月 28 日に宮崎、11月 14 日に佐賀において、日宗連幹事として法人実務研修会の講師を務めた。 

2. 東京都宗教連盟（都宗連） 

・厚生年金の強制加入に関し、櫻井顧問を中心に厚生労働省と話し合いを予定している。 

・東京都と東京都宗教連盟で防災連絡会議が結成され、日キ連からは浦野雄二師が参加。 

3. 事務局 

1)日キ連あての文書 

・クリスチャン新聞より創刊 50 周年記念特別号受領（広告記載号） 

・キリスト新聞社より新年の抱負原稿依頼受領 

・日本宗教連盟より「第 8回宗教と生命倫理シンポジウム」案内受領 

・全日本仏教会より新年懇親会の案内受領 

2)事務局対応 

・第 42回法人実務・会計実務研修会を 10月 18 日から 20 日、富士箱根ランドにて開催した。 

参加者 43人、スタッフ（講師含）10人、計 53人。  

・クリスチャン新聞創刊 50 周年号（10月 22 日号）に広告を掲載。 

・日本宗教連盟「第 8 回宗教と生命倫理シンポジウム」案内を加盟団体に発送した。 

・分担金納入状況（8月末日締切）12月 6 日現在、56 団体中 45団体入金。11団体が未納。 

・都宗連 29 年度会費・実務研究協議会会費を浦野師経由で納金。 

 

審 議 

1. 定例講演会 

牧 由希子さん（CWS Japan プログラムオフィサー）もしくは小美野 剛さん（CWS Japan 事務局長）に防

災関連の講演を依頼する。2018年 2月 15日(木)牛込バルナバ教会にて開催予定。 

2. 第 42回法人実務・会計実務研修会振り返り 

アンケート報告を受け、朝の礼拝を合同で行う、休憩室での会話が会計実務講義中に響くことへの対応

などが話し合われた。 

3. 京都大学大石 眞名誉教授調査依頼に関する対応 

宮下委員より京都で行われた大石教授の説明会について報告があり、国から補助金を受けた研究である

ため、信教の自由を侵される懸念があることが共有され、日キ連として下記の見解を日宗連幹事に対し

伝えることが決まった。 

 

「大石眞氏の科研費研究への協力依頼に対する日本キリスト教連合会常任委員会の見解」 

 

 大石氏の科研費助成による研究への協力依頼に対して、日本キリスト教連合会常任委員会と

しては、宗教団体法から宗教法人法が制定されていった歴史に鑑み、大石氏が行おうとする当

該研究は、憲法が保障する「信教の自由」、「聖俗分離の原則」に抵触するのではないかとの疑

念を強く抱くものである 。 

 ことに、国家が執行する予算によって助成される研究（科研費助成）であれば、知り得た宗

教団体の宗教活動上の情報とその分析結果等を国に報告するという義務を負っており、国家に

よる信教、即ち宗教、信仰への関与につながりかねないという視点から、本研究には大きな疑

問を呈するものである。 

 

 したがって、日本キリスト教連合会としては、日本宗教連盟に加盟する諸連合会の抱く懸念

を共有し、大石氏の研究への協力依頼については、 慎重にならざるを得ないと判断している。 

2017年 12月 14 日 

日本キリスト教連合会 常任委員会 

 

4. 厚生年金強制加入について 

矢木委員より、イムマヌエル綜合伝道団の長岡教会が厚生年金加入の働きかけを受けたとの報告があっ

た。 

5. 宗教法人制度の運用などに関する調査研究について 
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白川委員より、昨年行われた文化庁主催の宗教法人制度の運用などに関する調査研究の冊子ができあが

ったとの報告があった。 

 

次回日程 2017 年度第 4回常任委員会 2018年 2月 15 日（木）15：30－18：00 日本聖公会管区事務所 

2017年度第 5回常任委員会 2018年 3月 19日（月）17：30－20：00 

      お茶の水クリスチャンセンター南館 602号室（イムマヌエル綜合伝道団）会議室 

2017年度第 6回常任委員会 2018年 4月 23日（月）10：00－12：00 日本聖公会管区事務所 

 

 

 中央協議会事務局  

 

■総務 

4 月会議予定 

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

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

12 日(木)        正義と平和協議会定例委員会                     〃 

16 日(月)        青少年司牧部門事務局会議                                        〃 

17 日(火)            カリタスジャパン啓発部会                     〃 

17 日(火)            カリタスジャパン援助部会                     〃 

 

 

 

 

<会報 2018年 4月号 公文書> 

 

 日本政府に対する核兵器廃絶の実現のための要望書  

Prot.SC JP18-1 

2018年 1月 25日 

内閣総理大臣 

安倍晋三様 

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

                                会長 勝谷太治司教 

 

日本政府に対する核兵器廃絶の実現のための要望書 

 

 日本カトリック正義と平和協議会は、日本政府に対して、核兵器廃絶の実現のために以下のことを求めま

す。 

 

一、戦争被爆体験国として、核兵器禁止条約に調印し、世界の核兵器廃絶の動きをリードしてください。 

一、国連総会に提出する核廃絶決議案は、核保有と核抑止論とを明確に否定する内容に修正してください。 

一、核開発、核保有をめぐり緊張する北東アジア情勢において、威嚇と核開発の連鎖を止めるために、長期

的な視野での外交に努めてください。 
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 昨年 2017 年は、核軍縮の世論が世界的に高まる年でした。７月７日、国連で核兵器の使用などを史上初め

て禁止する核兵器禁止条約が 122カ国の賛成によって採択され、９月 20日、署名式が行われました。ノーベ

ル平和賞も、「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）が受賞しました。また、私たちカトリック教会

でも、ローマ教皇庁が、11月、国際機関代表者、ノーベル平和賞受賞者、政府関係者、学者など約 300人を

招き、「核兵器のない世界と統合的軍縮への展望」国際会議を開催しました。日本からも長崎の被爆者、和

田征子さんが発言され、満場の喝采を浴びました。教皇フランシスコはここで、「偶発的爆発の危険性を考

慮すれば、使用の脅迫も、保有そのものも断固として非難されなければならない」と語り、核保有自体を退

けました。 

 2018年に入り、国内でも１月、ノーベル平和賞を受賞した「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）

のベアトリス・フィン事務局長が来日、被爆地・長崎と広島、そして東京を訪れ、核保有国に先んじて、核

の傘の下にある国々、特にまず戦争被爆国日本が核兵器禁止条約に調印し、核廃絶に取り組むことが、核廃

絶の第一歩であると訴えました。 

 ところが、率先して核兵器廃絶を世界に訴える責務を担うべき日本は、核兵器禁止条約への調印を拒否し、

2017年 10月には、国連総会に 20年来提出してきた核廃絶決議案の、「核兵器のあらゆる使用」を「壊滅的

な人道上の結末」に至るものとして禁じるという従来の文面から、「あらゆる」を削除し、核保有、核抑止

政策を許容する内容に変更して、賛成票を大幅に減らしました。さらに安倍晋三総理大臣は、来日中のベア

トリス・フィン事務局長の申し入れを受けて面会の時間を持つことも、ありませんでした。 

   

日本国憲法はその前文において「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除

去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と宣言します。教皇フランシス

コも、上述のバチカンでの会議で「国際関係は武力や、相互の威嚇、軍事力の顕示によって統治することは

できず、特に核兵器などの大量破壊兵器は、偽りの安心感を生むだけなのです」と語りました。 

私たち日本カトリック正義と平和協議会は、平和に向かう国際的な機運に連帯しつつ、日本政府が、対立

を深める今の世界にあって、緊張を高めるのではなく、核兵器廃絶の動きをリードすることにより平和の構

築に貢献し「国際社会において、名誉ある地位を占め」ることを要望いたします。 

 

 

 

 

 2018年四旬節 教皇メッセージ  

 

2018年四旬節教皇メッセージ 

「不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える」（マタイ 24・12） 

 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん 

 

 復活祭がまた近づいてきました。神は摂理により、「わたしたちの回心の秘跡的しるし」（1）である四旬節

を、復活祭に備えるために毎年、与えてくださいます。四旬節は、生活のあらゆる側面で心の底から主に立

ち帰るようわたしたちに呼びかけ、そのことを実現させます。 

 

 今年も、この恵みのときを喜びと真理のうちに過ごせるよう、このメッセージを通して、わたしは教会全

体のために役立ちたいと思います。そのために、わたしはマタイによる福音書に記されたイエスのことばの

導きに身をゆだねます。「不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える」（マタイ 24・12）。 

 

 このことばは、終末に関するキリストの説教の中に表れます。それは主の受難が始まる場であるエルサレ
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ムのオリーブ山で告げられました。イエスは弟子たちの質問に答え、大きな災いを予告し、信者の共同体に

起こりうる状況を描きます。痛ましい出来事を前にして、偽預言者たちが多くの人を惑わし、福音全体の中

心である愛が人々の心から消える恐れがあります。 

 

偽預言者 

 

 この箇所に耳を傾け、自分自身に問いかけましょう。偽預言者はどんな姿をしているでしょうか。 

 

彼らは、人々を奴隷にして思い通りに動かすために、人間の感情を操る「蛇使い」のようです。どれほど

多くの神の子が、一時的な楽しみを幸福と取り違え、そのとりこになっていることでしょう。いかに多くの

男女が、金銭という幻想に夢中になりながら生活していることでしょう。その幻想は実際、人々を利益やわ

ずかなもうけの奴隷にするだけです。自分自身に満足していると思いながらも、孤独に支配されている人が

どれほどいることでしょう。 

 

偽預言者は「詐欺師」にもなります。彼らは苦しみに対して簡単で手短な解決策を示しますが、それらは

まったく役に立ちません。どれほど多くの若者が麻薬、「用が済めば切り捨てる」人間関係、安易だが不正な

利益といった誤った治療を施されていることでしょう。また、まったくバーチャルな生活にとらわれている

人々がどれほどいることでしょう。そこでの結びつきは、非常に容易で迅速であるかのように思えますが、

まったく無意味であることがのちに判明します。これらの詐欺師は価値のないものを与え、その代わりに尊

厳、自由、愛する力といったもっとも大切なものを奪います。思い上がりという錯覚により、わたしたちは

うぬぼれ屋になり……愚かな状態に陥ります。そして、その状態からのちに自分自身を取り戻すこともあり

ません。これは驚くべきことではありません。「偽り者であり、その父」（ヨハネ 8・44）である悪魔はずっ

と昔から、人間の心を混乱させるために、悪いものを良いものとして、偽りのものを真のものとして示して

きたからです。したがってわたしたちは、自分がこの偽預言者の嘘にだまされていないか、自らの心を各自

で識別し、見極めるよう求められています。その場限りの表面的なレベルにとどまらずに、心にいつまでも

残るよいしるしを見分けるすべを学ばなければなりません。それらは神がくださるものであり、わたしたち

の幸福にとって真に価値あるものだからです 

 

冷えた心 

 

 ダンテ・アリギエリは、地獄に関する記述の中で、氷の玉座に座った悪魔の姿を描いています（2）。悪魔

は、愛のない氷の家に住んでいます。ここで自分自身に問いかけましょう。わたしたちの中で愛はどのよう

に冷えていくのでしょうか。心の中から愛が消えてしまう危険を表す兆候は、どのようなものでしょうか。 

 

 「すべての悪の根」（一テモテ 6・10）である金銭欲は、何よりもまして愛を弱めます。そして人は神を拒

むようになり、そのために神のうちに慰めを求めることを拒絶し、みことばや秘跡による慰めよりも孤立し

た状態を好むようになります（3）。こうしたすべてのことは、胎児、病気を患う高齢者、移動者、外国人、

さらには自分の期待にそぐわない隣人といった、自分にとって「確かなもの」を脅かすように思われる人に

対する暴力を引き起こします。 

 

 被造物もまた、このように愛が冷えることを静かにあかししています。地球は無関心と利益追求のために

捨てられた廃棄物によって汚染されています。海も汚染されています。不幸なことに海は、移住を強いられ

難破した多くの人の遺体を覆わなければなりません。神の計画のもとに神の栄光を称える天空にも、死の道

具を降らす兵器の筋が残されています。 

 

 わたしたちの共同体の中でも愛は冷えています。使徒的勧告『福音の喜び』の中で、わたしはこの愛の欠
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如のもっとも顕著なしるしを描こうとしました。それらは怠惰な利己主義、実りをもたらさない悲観主義、

孤立願望、互いに争い続けたいという欲望、表面的なものにしか関心をもたない世間一般の考え方などです。

こうして、宣教的な情熱は失われていきます（4）。 

 

何をすべきか 

 たとえ、これまで述べてきたしるしをわたしたちが自分自身の内面や周囲に見つけたとしても、母であり

師である教会は、この四旬節の間、祈りと施しと断食という美味な薬を、時には苦い真理の薬と一緒に与え

てくれます。 

 

 「祈る」ために長い時間を費やすことにより、わたしたちの心は自分自身をあざむく隠れた嘘を暴き（5）、

神の慰めを最終的に探し求めます。神はわたしたちの父であり、わたしたちが生きることを望んでおられる

のです。 

 

 「施し」は、わたしたちを欲深さから解放し、隣人が自分の兄弟姉妹であることに気づかせてくれます。

自分のものは、自分だけのものではないのです。施しがすべての人の真のライフスタイルになったらどんな

によいでしょう。わたしたちキリスト者が使徒の模範に従い、自分のものを他者と分け合うことの内に、教

会に息づいている交わりの具体的なあかしを感じ取ることができたらどんなによいでしょう。この点につい

てわたしは、聖パウロがエルサレムの信徒のために献金するよう、コリントの信徒を促したときのことばを

繰り返します。「それがあなたがたの益になるからです」（二コリント 8・10）。このことばは、多くの団体が

教会や困窮している人々のために献金を集める期間である四旬節にとりわけ当てはまります。また日々の人

間関係の中でも、助けを求める兄弟姉妹を前にして、その人を神の摂理からの呼びかけとして受け止めるこ

とができたらどんなによいでしょう。一つひとつの施しは、ご自分の子どもに対する神の摂理にあずかる機

会です。もし今日、誰かを助けるために神がわたしをお使いになるなら、明日にはわたしが必要としている

ものも与えてくださるかもしれません。神ほど惜しみなく与えるかたはいないのです（6）。 

 

 最後に断食は、わたしたちの中にある暴力を鎮め、武装を解かせるものであり、わたしたちの成長にとっ

て重要な機会です。断食は、必要最低限のものさえ不足する状態や、空腹に見舞われる日々の苦しみを体験

させてくれますが、その一方で善意に飢え、神のいのちを渇望している、わたしたちの霊的状態も表してい

ます。断食はわたしたちを目覚めさせ、神と隣人にさらに心を向けるよう促し、神に従う意欲を燃え上がら

せます。神はわたしたちの飢えを満たす唯一のかたなのです。 

 

 わたしは、心を開いて神に耳を傾けようとしている善意あふれる皆さんに、カトリック教会の垣根を越え

てわたしの声を届けたいと思います。もし皆さんが、わたしたちのように、この世に不正がはびこっている

ことに心を痛め、人々の心と行いを麻痺させる冷淡さに懸念を抱き、共通の人間家族の一員であるという意

識が弱まっていると感じているなら、わたしたちと一緒に神に祈り、ともに断食し、兄弟姉妹を助けるため

に自分にできることを行いましょう。 

 

復活祭の炎 

 

 とりわけ信者の皆さんにお願いします。施しと断食と祈りによって力づけられ、熱意をもって四旬節の歩

みを進めてください。たとえ多くの人々の心から愛が消えそうになっても、神の心がそうなることは決して

ありません。神は、わたしたちが再び愛し始められるように、新たなチャンスをつねに与えてくださいます。 

 

 今年も、恵み深い機会として「主にささげる 24時間」という取り組みを行います。その際には、聖体礼拝

においてゆるしの秘跡を受けることが望まれます。2018 年には、「ゆるしはあなたのもとにあり」という詩

編 130編 4節の中のことばに導かれながら、3月 9日金曜日から 10 日土曜日までこの取り組みを行います。
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各教区の中で、少なくとも一つの教会は 24時間ずっと扉を開き続け、聖体礼拝とゆるしの秘跡を行う機会を

提供します。 

 

 復活徹夜祭に、わたしたちは再び復活のろうそくをともし、感動的な光の祭儀を行います。この「新しい

炎」から生じる光は、暗闇を少しずつ消し去り、この典礼に集まった人々を照らします。「輝かしく復活した

キリストの光が、心のやみを照らしますように」（7）。そして、わたしたち全員が、エマオの弟子たちの体験

を再び味わうことができますように。みことばに耳を傾け、聖体によって育まれ、わたしたちの心が信仰と

希望と愛によって再び燃え立ちますように。 

 

 わたしは心から皆さんを祝福し、皆さんのために祈ります。どうか忘れずに、わたしのために祈ってくだ

さい。 

バチカンにて 

2017年 11月 1日 

諸聖人の祭日 

フランシスコ 

（注） 

1. 『ミサ典礼書』四旬節第一主日集会祈願（イタリア語版）。 

2. 「悲しみの王土の大帝は、胸の半ばから上を氷の外に出して立っていた」（『神曲』、地獄編第 34 歌 28

－29〔寿岳文章訳、『ダンテ神曲地獄編』集英社〕）。 

3. 「不思議なことに、わたしたちは慰めを恐れ、慰められることを恐れるときがあります。実際、悲しみ

や惨めさのうちにあるほうが安全であると感じたりします。なぜだか分かりますか。なぜなら、悲しみ

のうちにあるとき、わたしたちは自分が主人公だと感じるからです。それとは逆に、慰めのうちにある

ときには、聖霊が主人公です」（「お告げの祈り」でのことば、2014年 12月 7日）。 

4. 76－109参照。 

5. 教皇ベネディクト十六世回勅『希望による救い』33参照。 

6. 教皇ピオ十二世回勅 Fidei donum, 3。 

7. 『ミサ典礼書』復活徹夜祭、光の祭儀。 

 

 

 

 

 天皇の退位と即位に際しての政教分離に関する要望書  

CBCJL18-17 

2018 年 2月 22 日 

内閣総理大臣  

安倍晋三 様 

天皇の退位と即位に際しての政教分離に関する要望書 

 

2019年 4月 30日に今上天皇が退位され、翌 5月１日に新天皇が即位されます。 

前回の天皇逝去と即位に際しては、皇室の私的宗教行事である大嘗祭を「宗教色はあるが公的性格をもつ

皇室行事である」として、それに国費を支出し、三権の長が出席しました。また国事行為である即位の礼に

も宗教的伝統を導入しました。これらは日本国憲法の政教分離原則にそぐわないと考えます。 

そして昨日の報道によると、今回の大嘗祭においても前回を踏襲する方針が示されました。私たちはそれ

を大変遺憾に思います。  

日本国憲法の政教分離（憲法第二〇条）の原則は、日本がかつて天皇を中心とした国家神道のもとで戦争
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を行い、アジアの人々をはじめ世界の多くの人々の人権と平和を侵害した歴史への反省から生まれたもので

す。この不幸な歴史を決して忘れず、同じ轍を踏まないようにする責任を日本政府は負っています。 

そのために、私たちは次のとおり要望いたします。 

 

「天皇の退位と即位に関する一連の行事にあたって、日本国憲法が定める政教分離原則を厳守し、国事行

為と皇室の私的宗教行事である皇室祭祀の区別を明確にすること」 

以 上 

 

日本カトリック司教協議会 

髙見 三明  前田 万葉  菊地 功   岡田 武夫   大塚 喜直  梅村 昌弘 

松浦 悟郎  宮原 良治  幸田 和生  郡山健次郎  平賀 徹夫  諏訪榮治郎 

         浜口 末男  勝谷 太治  白浜 満   W・バーント 

 

 

 

 

日本カトリック神学院設立に至った経緯および東京ならびに福岡諸教区共立

神学校への移行について  

 

「日本カトリック神学院設立に至った経緯 

および 

東京ならびに福岡諸教区共立神学校への移行について」 

 

2018年 2月 20日 

日本カトリック司教協議会 

 

1．明治初期から戦後の 2神学院体制まで 

1865 年 3 月 17 日長崎の大浦天主堂で起こった「日本の信徒発見」以来、宣教師たちが力を入れた事業の

一つは日本人司祭の養成でした。プティジャン神父は、禁教令がまだ布かれていた同年 12月 8日の頃、司祭

館の屋根裏で数名の少年を司祭職に向けて養成し始め、本格的な哲学・神学履修のためにはマレーシアのピ

ナン神学校へ送りました。 

1870年代に東京と長崎に神学校が設立されましたが、東京神学校が長崎の神学校に合併されたり、長崎の

神学生が東京神学校で養成されたりしました。 

1929年に東京大神学校が開校すると、1932 年には布教聖省によって日本の神学校（National Seminary）

として認可されました。 

1947年 1 月、布教聖省は、日本司教会議の決定を受けて、東京神学校をイエズス会に、福岡神学校をスル

ピス会に委託することを承認しました。 

1948年 2 月、布教聖省は東京カトリック神学院を諸教区神学校（Inter-diocesan Seminary）、福岡聖スル

ピス大神学院を地方神学校（Regional Seminary）として認可しました。なお、東京カトリック神学院は 1970

年4月から日本司教協議会神学校司教委員会（東京教会管区と大阪教会管区の 11教区）に移管されましたが、

福岡サン・スルピス神学院は一貫してスルピス会によって運営されました。この状況が 2009 年 3月まで続き

ました。 

 

2．日本カトリック神学院の設立 
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 神学生の減少、養成者の確保の課題、経済的な負担の軽減などを理由に、2004年 2月の臨時司教総会中の

「司教のみの会議」で東京と福岡の神学院の統合の検討を始めることが同意され、2005年 6 月の定例司教総

会で、東京と福岡両神学校を統合し、日本の全教区が連合で設立する一つの神学校（National Seminary）を

運営する体制に移行することを決議しました。福音宣教省長官による認可は 2008 年末に与えられました。 

 こうして、2009 年 4 月、司教団は一つの神学校の運営責任を持つという基本構想のもと、「東京カトリッ

ク神学院」と「福岡サン・スルピス大神学院」を合同し、「日本カトリック神学院」を開校し、旧両校をその

まま二つのキャンパスとして使用する「2 キャンパス制」を採用してきました。東京キャンパスには哲学科

1･2年生、および助祭（神学科 4年）、福岡キャンパスには神学科 1・2・3 年生が在籍することになりました。 

その主な理由は、次の通りです。 

(1) 一つの神学院にしたのは、これまでの二つの神学院の神学生が、ともに一つの神学校で養成されるこ

とで、神学生時代から知り合い交わることができ、その結果、将来彼らが司祭となって日本の教会全体

のために福音宣教する仲間意識と宣教の視点を神学生の時から持たせることができる。 

(2) 日本の教会の信徒が、心を一つにして、自己の教区司祭のみならず、日本全体で働くすべての司祭の

ために祈り、経済的に援助することができる。 

(3) 二つのキャンパス制にしたのは、日本のカトリック教会の司祭召命促進と神学のセンターとしての拠

点が、日本の東西に存在することが必要かつ有益だからです。 

 

3．一つの神学校に二つのキャンパスの問題 

一つの神学院に二つのキャンパスという体制は、東西間に見えない壁があった日本の教会の交わりのため

に、また、交流が少なかった二つの神学院の伝統や教育法の融合のために有意義でしたが、一つの神学校と

は言え、遠距離間に二つのキャンパスがあることで、予想以上に問題が生じました。 

たとえば、 

(1) 神学生が 6年のうち２回キャンパスを移動するので、養成者と神学生との関わりが希薄化し、また、

霊的同伴が一貫してできない。また、すべての学年で三学年離れている神学生同士が、6 年間を通じ

て一度も生活を共にすることのない状況になってしまった。 

(2) 各キャンパスが平均 20人以下の人数の場合、各キャンパスでの共同体を構築する能力が低下している。 

(3) 教員（講師）が遠方から来るため、集中講義が多くなり、教員と学生の負担が大きい。 

(4) 二つのキャンパスの運営のため経費がかさむ。また、神学生と教師の移動にかかる時間と費用が大き

い。 

(5) 各キャンパスに最低５人の養成者が必要で、全体で 10 人の養成者の確保が容易ではない。 

 

そのため、6 年経過した 2014年 4月から、二つのキャンパス制の養成上の弱点を改善するため、二つのキ

ャンパス制を見直し、キャンパスの統合を検討することになりました。そして、ほぼ 4 年をかけて縷々検討

し審議を重ねました。検討を進める中で、神学校は 1箇所に設置すべきであるとの意見が次第に強くなり、

具体的に東京にするか福岡にするか、という議論になりました。しかし、種々の理由により合意に達するこ

とができませんでした。 

その主な理由は次の通りです。 

(1) 東京教会管区と大阪教会管区の司教団は知的養成を上智大学との提携で行いたい考えであるが、長

崎教会管区の司教団は神学院の中で統合的な養成をスルピス会の養成方法に則って行うことを望ん

でいる。 

(2) それぞれの地域に神学校が必要であること。神学校はそれぞれの地域の教会にとっていわば魂の役

割をし、召命促進や教会生活の支えになり、無くなれば教会全体にとって大きな損失になる。 

 

4．二つの諸教区共立神学校への移行 

上記 3．に挙げた理由により、2017 年度第 1回臨時司教総会中の「司教のみの会議」（2017年 9月 28日）

で、長崎・福岡・鹿児島・大分教区の司教から、教会法第 237 条に基づいて、4 教区による諸教区共立神学
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校（Inter-diocesan Seminary）設立の意思が表明されました。この 4教区（この時点で那覇教区は態度保留）

の申し出をうけて、司教協議会が管轄する全地域のために 2009年に設立された「日本カトリック神学院」は、

新たに二つの諸教区共立神学校による体制へ移行することとなりました。 

あらためて日本 16教区の司教の意向を確認した結果、東京キャンパスに設置される諸教区共立神学校は、

東京教会管区の 6教区（札幌、仙台、新潟、さいたま、東京、横浜）と、大阪教会管区 5教区（名古屋、京

都、大阪、広島、高松）によって設立し、福岡キャンパスに設置される諸教区共立神学校は、長崎教会管区

5 教区（長崎、福岡、大分、鹿児島、那覇）によって設立されることになりました。 

 

5．二つの諸教区共立神学校設立の認可 

2009年の 2キャンパス制の日本カトリック神学院の設立は日本カトリック司教協議会によって総会の中で

承認されましたので、同じようにあらたに二つの諸教区共立神学校制へ移行することが、2018年度定例司教

総会において（2018 年 2 月 20 日）承認されました。この決定を受けて、教皇庁福音宣教省長官に最終的な

認可を申請することになります。 

 

6．共通の養成綱要 

おりしも教皇庁聖職者省が 2016年 12月 8日に出した『司祭召命の賜物～司祭養成の為の基本綱要～』の

規定によると、各司教協議会の管轄する地域にある神学校は、この司祭養成のための基本綱要（Ratio 

Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis）を基準にして作成された国ごとの綱要（Ratio Nationalis）

によって運営されることを求めています。よって日本の司教団も、日本の教会に見合った司祭養成の綱要を

作成し、二つの神学校はその綱要に基づいて、それぞれの地域の状況を考慮に入れながら、具体的に適応し

ていくことになります。 

以上 

 

 

 

 

 

 新刊書籍案内  

 

※ 「エッファタ！－ 教会共同体のろう者」    教皇庁 保健従事者評議会 

 

 

 

 

 

 

 

カトリック中央協議会 「 会報 」 2018年 4月号 （通巻 556号） 

発行日 2018年 3月 20日 

発行  宗教法人カトリック中央協議会  http://www.cbcj.catholic.jp 

〒135-8585 東京都江東区潮見 2-10-10 電話 03-5632-4411  Fax 03-5632-4457 

 

 

http://www.cbcj.catholic.jp/

