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2019年11月、「すべてのいのちを守るため」をテーマに来日された教皇フランシスコ
は、「すべてのいのちを、よりいっそう守り世話する、社会の預言的パン種」となるため
には、善意あるすべての人、異なる宗教を信じる人々と対話し、協力することが必要だと
語られました。
日本司教団はこの招きに応え、教皇のメッセージを具体化していくために、2020年2月

から4月末まで、カトリック中央協議会の特設サイトにおいてアンケートを実施いたしま
した。

このアンケートを通じ、年齢や性別、居住地を問わず多くの方々より、「すべてのいの
ちを守るため」の取り組みに関するさまざまなご意見をいただきました。
アンケートの性質上、カトリック信者、あるいは教皇訪日の関連イベント参加者からの回
答が多くを占めておりますが、カトリック信者以外の方、また、イベント不参加の方から
もご意見を頂戴しております。
本「教皇フランシスコ訪日アンケート報告書」にて、アンケート回答者の属性および

「すべてのいのちをまもるため」に関するご意見をご報告いたします。

具体的な回答内容については後述いたしますが、「すべてのいのちを守るため」には、
周囲への思いやりや他者への関心が必要であるというご意見、あるいは、奉仕活動やボラ
ンティア等、社会貢献が必要であるというご意見が多く、アンケートにご回答くださった
カトリック信者の大部分が、社会への働きかけの在り方および行動が肝要であると考えて
いる傾向が見受けられました。
また一人ひとりが、信仰、信条、立場などを超え、協力しながら社会の中で活動するた

めには、まず教会が外に出向く意識をもって行動すること──宗教による壁を作ることな
く、すべての人にメッセージを発信し、信仰を問わず人々の交流や祈りの場を設けること
など──が求められ、期待されていることが分かりました。
あわせて、個人および教会として、前述のような活動に取り組むにあたり、教会の閉鎖

性、教区・教会ごとの意識や活動の差異に苦言を呈すご意見もありました。

司教団としては、これらの意見を受けて、教皇フランシスコ訪日に応える活動を検討し
てまいります。ネットでのアンケートにご協力くださった皆さまに、この場を借りて御礼
申し上げます。

2020年6月18日
日本カトリック司教協議会 常任司教委員会
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ローマ教皇来日についてのアンケート
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■設問内容

■年齢

■都道府県 ▼

■参加した会場（複数選択可）
□核兵器に関するメッセージ ：長崎爆心地公園
□日本二十六聖人殉教者への表敬：西坂公園・殉教の記念碑
□教皇ミサin長崎：長崎県営野球場
□平和のための集い：広島平和記念公園
□東日本大震災被災者との集い：ベルサール半蔵門
□青年との集い：東京カテドラル聖マリア大聖堂
□教皇ミサin東京：東京ドーム
□上智大学への訪問

■教皇の来日前と後で、カトリック（キリスト教）に対するイメージに変化はありましたか。
（300文字以内）

都道府県 ＋ その他

■信仰している宗教
□カトリック
□カトリック以外のキリスト教
□仏教
□神道
□その他の宗教
□無宗教

■教皇の発言や行動で、印象に残ったことはありますか。
（300文字以内）

■皇訪日のテーマは「すべてのいのちを守るため」でした。あなたにとって、いのちの尊厳を脅
かすものとは何ですか。また、いのちを守るために、どのような活動ができると思いますか。
（300文字以内）

■「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待することは何ですか。
（300文字以内）

■フリーアンサー
（300文字以内）

■性別 男 女 無回答

■アンケート対象者

■回答期間



ローマ教皇来日についてのアンケート
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2020/2/1～4/30

合計回答者数：499名
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203

237

313

380
401

426
442 450

471
482 489 496 499

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



6

ローマ教皇来日についてのアンケート

■回答者のイベント参加について

回答者のうち、69％の方がなんらかのイベントに参加されていました。
不参加の方でも、YouTubeで視聴したというコメントがありました。
男女比では女性の比率が高く、参加者のうち約6割（64％）が女性でした。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■回答者の内訳（性・年代）

回答者内訳
1番参加者が多かったのは50代の女性、次が60代の女性でした。
男女ともに40-60代が多いですが、回答者コメントにもあるように10代や
20代にも関心を持ってサイトを訪問/イベントに参加した方が見受けられま
す。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■回答者の参加エリア（居住地）

参加者の居住地

35の都府県と幅広い地域から参加がありました。
イベント参加者のうち、約1/4が東京都。埼玉・千葉・神奈川を含む東京圏
が43％を占めています。都道府県別の2位はイベントが多数開催された長
崎となっています。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■回答者の信仰
サイト訪問者の信仰

全体の約92％がカトリックでした。
カトリック以外のキリスト教徒よりも仏教徒が多く、イベント参加者に限っても
カトリック以外のキリスト教徒の数を上回っています。
今回の訪日およびイベントに対して興味・関心を持ち、実際に参加やイベント視
聴をされた仏教徒の方がアンケートでは多く見られました。
コメントにおいても「宗教の垣根を超えた思いやりの心を感じた」「保守的で不
寛容なイメージが変わった」など、好意的な回答がほとんどでした。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■回答者の参加イベント
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ローマ教皇来日についてのアンケート

「すべてのいのちを守るため」の
具体的な行動・活動へのアイデア



12

ローマ教皇来日についてのアンケート

■皇訪日のテーマは「すべてのいのちを守るため」でした。
あなたにとって、いのちの尊厳を脅かすものとは何ですか。
また、いのちを守るために、どのような活動ができると思いますか。

（300文字以内）

■「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待す
ることは何ですか。 （300文字以内）

■今回のテーマについての回答者の思い

フリーアンサーで回答いただいた下記２つの質問について
回答の傾向をまとめさせていただきました。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■教皇訪日のテーマは「すべてのいのちを守るため」でした。
あなたにとって、いのちの尊厳を脅かすものとは何ですか。
また、いのちを守るために、どのような活動ができると思いますか。

（300文字以内）

■今回のテーマについての回答者の思い

回答有り

86.8%

回答無し

13.2%

アンケート全体回答499件のうち、8割強の方から本設問の回答がござい
ました。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■皇訪日のテーマは「すべてのいのちを守るため」でした。
あなたにとって、いのちの尊厳を脅かすものとは何ですか。
また、いのちを守るために、どのような活動ができると思いますか。

（300文字以内）

■今回のテーマについての回答者の思い

上記設問内「いのちの尊厳を脅かすもの」部分の回答別割合をまとめま
した。
設問に回答いただいた433件のうち、いのちの尊厳を脅かすものとして
【人間の悪意（無関心、DV、家庭内不和、差別）】を挙げた方が半数近
くいました。
【その他】では、ピックアップをしていない回答含め、特に人工妊娠中
絶に関する回答が目立ちました。
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6.1%

8.2%

4.0%

43.5%

9.2%

15.8%

あなたにとって、いのちの尊厳を脅かすものとは何ですか。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■教皇訪日のテーマは「すべてのいのちを守るため」でした。
あなたにとって、いのちの尊厳を脅かすものとは何ですか。
また、いのちを守るために、どのような活動ができると思いますか。

（300文字以内）

■今回のテーマについての回答者の思い

上記設問内、「いのちを守るために、どのような活動ができるか」部分
の回答別割合をまとめました。
設問に回答いただいた433件のうち、いのちを守るための活動として【意
識改革（おもいやり、他者への関心）】を挙げた方が最も多く回答の約3
割を占めました。次いで、【社会貢献（奉仕活動、ボランティア）】と
回答された方が約2割を占め、この2つの回答がで全回答の半数を占める
結果となりました。

33.7%

14.5%
4.2%7.2%

5.6%

13.4%

21.4%

いのちを守るために、どのような活動ができると思いますか。
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
戦争、核兵器 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

核兵器の廃絶を強く訴えられ、平和のための
武装は無いという事、軍備にかける費用を他
へという お話も 日本では なかなか聞けない
話で、そういった意識を ひとりひとりが持
つ事が大切なのではと思いました。

女性/49歳/島根県/無宗教

戦争と病です。パパ様には叱られてしまいそ
うですが、今の僕には、「祈る」ことしかで
きません。自分の命を投げ出せる勇気があれ
ば、何でもできそうですが、今の僕にはその
勇気がありません。

男性/51歳/東京都/カトリック

戦争や迫害。命の尊厳を脅かすものは人権侵
害、虐待、抑制、色々あるけれど、まず気づ
けるようになることと知らない顔をしないこ
と。

女性/44歳/京都府/カトリック

いのちそのものであれば、今流行している新
型コロナウイルス などの病気があるでしょ
うが、いのちの「尊厳」となると、戦争が浮
かびました。互いが完全にわかりあうことは
無理でも、共存はできると思います。それを
目指し対話と共存のための模索が必要と思い
ます。自分でできることはあらゆる多様性を
認め、行動に移すことかと思います。

女性/46歳/東京都/カトリック

戦争。自然破壊。イジメ。
国の代表たる方々が、互いに歩み寄り平和の
大切さを理解しなければ戦争はなくならない。
日本は戦争を放棄した唯一の被爆国として、
平和の大切さを広める使命があると思うが、
具体的にはよくわからない。

女性/58歳/埼玉県/カトリック

軍隊。軍国主義。戦争。沖縄をはじめ日本全
国にある米軍基地にまつわる問題。人種差別。
職場や学校でのいじめ嫌がらせ。現在の総理
大臣をはじめとする与党。憲法9条改正。原
発にまつわる環境破壊や健康被害。貧困。キ
リストの教えの真髄をより深く理解し、憲法
9条の精神に立ち返り有権者が賢く投票する。
聖書研究や志を同じとする他宗教と一体とな
り主の平和の実現に取り組む。

女性/42歳/長崎県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
環境（環境破壊、原発）具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

気候変動がすべてのいのちを脅かしていると
思います。気候危機への緊急対策を求めるア
クションに参加し、声をあげて、叫んでいく
こと。また社会で起きている差別・暴力・貧
困等々の問題に関心を持ち、祈りや自分にで
きることで参加していくこと。

女性/75歳/東京都/カトリック

消費社会ではないかと思います。物や便利さ
にとらわれてしまいがちになります。自分に
できることはこの地球の環境を守るために、
水を大切にすること、ごみを減らすこと、エ
アコンを使用しないこと。また、回りの人に
対して、優しい言葉、肯定的な言葉で励ます
ことなど小さなことです。

女性//57歳/東京都/カトリック

環境破壊や石油化学部質の汚染と戦争、二酸
化炭素による温暖化等人間の行為が他の生物
を間接的に死滅や排除する事。従って人間の
都合よりも、その他の生物を犯さない事と思
います。

男性/65歳/茨城県/無宗教

福島の大惨事に収拾のメドが立たない状況に
も拘らず、原発を稼働し続けている無神経さ。
被爆国であり、福島事故を起こした日本は
もっと世界に向かって警告を発信すべきです。

女性/79歳/東京都/カトリック

地球温暖化と伝染病の広がり、核兵器の拡散、
国家間、宗教間、世代間、人種間、などの分
断が深まること。人権やヒューマニズム、自
由や多様性を脅かすイデオロギーが脅威。イ
ンターネットからの募金、教養を高めること、
聖書と英語に親しみ、外国の人々と交流する
ことが出来ればと思う。

男性/54歳/東京都/無宗教

脱原発社会の実現に向けた働き。
東京つくろいファーストの稲葉剛さんが若松
英輔さんと一緒にイグナチオ、徳田教会で連
続トークイベント「貧困への無関心を越え
て」を行っている。高齢化等で小さな教会単
独で何かを行うのは難しくなっている。すで
に活動している団体と一緒に出来ることを掘
り下げ、ボランティア活動等に参加すること
で社会の福音化に寄与出来るのではないだろ
うか。

女性/60歳/東京都/カトリック



18

ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
経済（貧困、貧富の差）具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

拡大する格差と貧困、行き過ぎた新自由主義。
私個人としては居住する地域を主体にした若
手層への講話(主なテーマは自分なりの時代
全体感、経済の変遷、科学技術／社会動向
等)機会をより拡げて行きたい

男性/67歳/宮崎県/カトリック

社会一般においては経済至上主義。教会内に
おいては規定や忖度、聖職者主義。いずれの
場においても霊的識別を大切に、目の前の事
象の選択を大切にしてゆきたい。

女性/43歳/福岡県/カトリック

このテーマこそ教皇様が日本の社会、教会へ
の提言だと思います。現在の日本の社会にあ
る格差が、見捨てられつつある経済的に貧し
い人、社会的に差別される人々の事実をわれ
われはもっと知るべきだと思います。今マス
コミは新型ウィルスの広がりと病死者を報道
していますが、日々の生活に追い詰められ自
殺する人はどれぐらいなんでしょうか。

男性/71歳/神奈川/カトリック

社会や世界全体が大国の政府や大企業の経
済・消費・目先の財務成績に振り回されて、
テレビのコメンテーターもスポンサーの意向
を「忖度」した様な発言ばかりになり、「そ
れ以外」の発想や価値、生き方が見えなくな
ること、そして理想や真実や「尊さ」への関
心そのものがなくなる事…コマーシャルやテ
レビが社会を染めてしまい動かしてしまう事。
と言って唐突な「宗教」の話は「怪しい・怖
い」と誰でももちろん警戒するし。まずは自
分の足元の「実力」をごまかさずよく確かめ
る事から始めたい。それがどれだけ良い動機
でも知らない内に自分がイデオロギーにして
しまうと思うので…その上で足元から一つ一
つ「実力」を付けたい。上手く言えなくてす
いません。

男性/47歳/大阪府/カトリック

教皇様は日本の若者が成果主義の犠牲になっ
ている とおっしゃって心配してくださって
います。私の息子も心優しい じっくり物事
を考えるタイプで時々のアイディアがユニー
クな子供ですが 社会に出て案の定 彼の居場
所はむずかしい状態です。いつも彼の命の危
機を感じています。健常者・障がい者という
言葉だけでなく思想や宗教をを含めて一人ひ
とりの個性を、接する人が 認める大切にす
ることが「命を守る」ことに繋がると思いま
す。

女性/71第/神奈川県/カトリック

貧しい人たちを踏みにじるようなことが公然
と行われる社会であってはいけません。
2018年3月10日付のromereport.comで教
皇が「風俗に行く客は（人道に背く）犯罪者
なのです。彼らは女性を虐待しているので
す」と発言されました。日本のどんな街にも
風俗があります。また、<売春島 「最後の
桃源郷」>というルポが最近話題になってい
ますが、人身売買の実態が報告されています。
買春客を罰し、貧しい人たちの尊厳を守る法
制定に取り組んでいただけたらと思います。
教皇聖下来日を機に聖下のご意向に沿った活
動を始めていただけたらと思います。

男性/50歳/愛知県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
病気（コロナ）具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

政治と病気です。悪い政治のせいで日本社会
が光を失っていると思います。
よく食べ、よく寝て、よく運動し、よく祈る
ことです。

女性/68歳/兵庫県/カトリック

体にとっては「病気」
心にとっては「差別」
今、目の前にいる人を大切にする。

女性/57歳/埼玉県/カトリック

今はまさにコロナです。医療者の方々の支援
が必要と感じています。

女性/48歳/東京都/カトリック

今現在は、新型コロナウィルス。
自粛して、パパ様と世界のみんなとともに祈
ること。

女性/49歳/愛媛県/カトリック

新型コロナウイルス。感染拡大直前に教皇が
来日されたことは私自身の人生にとって意義
深いものだった。
国や自治体の指示をしっかり守り、感染拡大
させないようにしながら、祈りによって聖母
の取次を願うロザリオを捧げる。

男性/43歳/千葉県/カトリック

今はコロナ球菌肺炎の脅威が皆を脅かしてい
ます。 中近東、アジアの貧しい国での子供
の人身売買、飢饉による餓死など。自分たち
の生活を顧みて何かできることをやっていき
たいと思っています。

女性/80歳/北海道/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
人間の悪意（無関心、DV、家庭内不和、差別）具体的回答内容
性別/年齢/居住地/宗教

戦争や大規模な自然災害だけでなく、日ごろ
接している人々を見下したり、いじわるな言
葉や差別的な行いをすること。それによって
自殺をする大人やこどもが大勢いる現実があ
る。まず一番身近な人を思いやること、自分
のはかりではなく、一人ひとり違う相手のは
かりで見ること。

女性/82歳/宮城県/カトリック

現代の日本社会においてどれほどの孤独死が
ありますか、いじめ、虐待、おとな、
子供の自殺、長時間労働、日本社会では人間
の命はそれらの問題へのかかわり尊重されて
いません。にもかかわらずカトリック教会は
こうしたことに関心が薄いように見えます。

女性/73歳/兵庫県/カトリック

身近に感じるものは妊娠中絶や幼児虐待、ネ
グレクト、人種・民族差別。この中で特に堕
胎は女性の権利と主張する考え方もあり、こ
れは男性の立場からは立ち入り難い領域でも
ある。

男性/53歳/千葉県/カトリック

この社会そのものだと思う。
うつ病も当てはまるが、それ以上に他人から
認知されず苦しむ人たち、特に目で判断でき
ない発達障害者は他人から理解されず疎外さ
れる傾向があり、これがもとで自殺等の死に
追いやられることも少なくない。
私としては、発達障害者と理解ができない人
たちとがディベートできる集会が必要だと思
う。

男性/31歳/東京都/カトリック

教会の中で信徒どうしが傷つけあい、同じ兄
弟姉妹ではなく上下関係とか優劣という価値
観で関わろうとする事、自分と違う考えの人
を排除したい人がたくさんいる事が命の尊厳
を脅かしています。心のよりどころして集ま
る教会に、そのような事が蔓延している状態
に救いはないからです。教会の中に倫理綱領
のようなルールをツクルとか、ひどい人間関
係を改善する取り組みが必要だと思います

女性/52歳/北海道/カトリック

差別/性奴隷/日常的ﾚｲﾌﾟ/拷問/死刑・難民拒
否/圧政下で生きる国民/言論弾圧/児童労働/
貧富の差・自然破壊/動物虐待、売買/無関心
/無視/いじめ/ﾍｲﾄｽﾋﾟｰﾁ
まず関心を持ちできるところからネット等を
駆使してメッセージや情報、教会の見解を発
していく。信者の意識を変えるためには司祭
の養成のあり方の改革が必要、署名運動、一
般市民との連帯寄付ﾒﾃﾞｱを利用して声を発す
る。行って見て、ことの重大さを知り行動す
る。国としての生活の見直しを訴える

女性/68歳/宮城県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
自身の心 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

お互いの尊重を忘れたときだと思います。ど
のような形であれ、必要としている相手の傍
らにいることが大切だと感じます。

男性/27歳/長野県/カトリック

あらゆる多様性に反すること。
どのような主張であれ，自分が絶対的に正し
いと思うこと自体がいのちの尊厳を脅かして
いる。謙虚に他者に寄り添いたいと思うこと
で，具体的な活動はその場面ごとに自ずと出
てくると思う。

男性/28歳/京都府/カトリック

他の人のことを自分のことのように考えるこ
とができれば、その人の痛みもわかり、故意
に傷つけることも無くなるでしょうと思いま
すし、自分の命も大切にできるのではないか
と思います。まず、周りの人に無関心でいる
ことを止めることから始めたいと思います。

女性/49歳/神奈川県/カトリック

命を守るとは、単に他国の貧しい子どもたち
を助けるために寄付したり、犬猫の殺処分を
やめさせたりすることではない。人間は潜在
意識の奥底で、全ての人々は深層意識で繋
がっている。だから、近くの隣人や家族に愛
を持って接すれば、それが左右に次々と繋
がって世界平和に繋がっていく。まずは隣人
を尊重して違いも認め合うことが、全ての命
を守ることに繋がると、教皇様のお話から強
く感じました。

女性/54歳/愛知県/カトリック

まず、自分の内奥にいのちの尊厳を脅かす心
が存在することに気づく。それは自分のいの
ちに対し、また他者のいのちに他紙いて脅か
すもの。自分のいのちに敬意をもって扱うこ
とができなければ他者のいのちに対してはと
うてい不可能であるという事実を知って日常
のささいな挨拶なども丁寧に行う。

女性/69歳/宮城県/カトリック

自分の日常生活、幸せ、自己実現を満たすこ
とだけに心を奪われ、その為に犠牲になって
いる人、特に物理的な生活を維持する為に犠
牲になっている、自然破壊や犯罪的開発、経
済戦争の犠牲となっている多くの人達や被造
物の存在を知らず、興味を持たず、自分がそ
の犯罪行為には無関係な存在だと思っている
こと。
日常生活に於いて、物理的に豊かな生活より
も、多くの人や神様の被造物の命と存在を大
切にしながら、素朴にささやかに生きる幸せ
を教会や社会の中で分かち合っていきたいで
す。世界中で生きることの困難な生活を強い
られている人たちや被造物の為に、地球温暖
化防止の為に、若い人達の希望ある未来の為
に、自分達の生活レベルを下げる勇気、生活
の便利さを下げる勇気も分かち合っていきた
いです。

女性/54歳/東京都/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■いのちの尊厳を脅かすもの
その他 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

命を脅かすもの。戦争、貧困、疫病、災害、
いろいろあると思いますが、一番は、「無
知」ということだろうと思います。私はまだ、
講演や、仲間に語ることぐらいしかできませ
んが、世界に伝えに行けたら、とは思います。

女性/45歳/愛知県/カトリック

社会の余裕の無さ。どの立場の人も忙しくて
心の余裕が無くて辛いのではないでしょうか。
週に1度ミサに与るだけでちょっと心がホッ
とします。
カトリックに…とは言いませんが、何か祈っ
たり心落ち着く場所がどの人にもあると良い
かも…。まだまだ勉強中の身ですが、SNSや
自分の生活の中で祈りやカトリックのことを
伝え、1人でも救われる人がいると良いなぁ
と思っています。

女性/30歳/北海道/カトリック

堕胎。貧困。マーチフォーライフや円ブリオ
基金、こうのとりのゆりかごと言ったプロラ
イフ運動に参加、募金すること。教会でどの
ような経済的支援があるか、どうすれば受け
られるかを教えること。

男性/28歳/沖縄県/カトリック

外国人労働者の問題に本当に極末端ですが関
わらせ頂きました。まず学齢期の子供たちの
未就学問題を考えます。教育をきちんと受け
られなけば将来の安定も危いものになります。
難民や外国籍の子供に自国語での教育環境を
整える支援をまず教会から出来るのではない
かと思います。

女性/49歳/東京都/カトリック

今の日本の制度で妊娠中絶が当たり前の選択
にあることです。自分がいる環境でそのよう
な話題が上がれば意見を述べるようにしてい
ますが、祈ることが一番だと思っています。

女性/55歳/長崎県/カトリック

私が通う教会では、アルコール依存や、麻薬
からの更生を促す団体が、集会の場として利
用している。更生を目指す人達に場を提供す
るのは、カトリック教会として当然の義務で
あるはずだが、信者の中には、施設使用料と
しての月定金を納めさせる事にこだわる人達
がいる。特殊な福祉団体の彼らを、教会の異
物のように考えているようにも見受けられる。
彼らが、まるで新しい命を得たように社会復
帰出来るよう、集会の場として心おきなく使
用出来るよう、祈りだけでは無く、基本的に
は無償で教会を提供してほしい。献金は強制
ではなく、任意で払われるべきだと思う。何
か出来ないかと考えているが、わからない。

女性/46歳/千葉県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待す
ることは何ですか。 （300文字以内）

■今回のテーマについての回答者の思い

アンケート全体回答499件のうち、8割強の方から本設問の回答がござい
ました。

回答有り

85.4%

回答無し

14.6%
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■今回のテーマについての回答者の思い

「すべてのいのちを守るために、カトリック教会（宗教）に期待するこ
と」の回答別割合をまとめました。
本設問に回答いただいた433件のうち、【さまざまなメッセージの発信】
を挙げた方が最も多く回答の2割弱を占めました。次いで、【交流・祈り
の場を設ける】【苦しむ人への同伴】という回答結果となりました。
【その他】では、教会の姿勢刷新を求める声のほか、教皇ミサ落選への
不満、コロナ禍への心配なども述べられました。

■「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待す
ることは何ですか。 （300文字以内）

18.8%

6.4%

7.8%

12.2%
15.5%

3.3%

36.0%

「すべてのいのちを守るため」に、

カトリック教会（宗教）に期待することは何ですか。

1 2 3 4 5 6 7
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
さまざまなメッセージの発信 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

・まず、教皇がいのちを守ることに力を入れて
いることを信徒に知らせなければならないと感
じる。全信徒に「普遍」教会であることを自覚
させる（●●教会や特定の神父様に属している
のではない）→地方ではカテドラル以外の教会
への目配りが特に重要だと感じる
・過度な資本主義で疲れている人の心の癒しの
ために、教会の典礼や聖堂などの芸術的資産の
活用・アピール、芸術から教会に興味をもつ人
は現代においても多い

男性/29歳/東京都/カトリックパパ様の日々のご活動、祈りのお姿を、もっと
沢山広く信徒に知らしめ、全世界の信徒と共に
祈る機会を増やして頂きたいと期待しています。
私はVATICAN NEWSに直接登録したので、今は
日々のごミサを拝聴し、全てのお祈りの呼び掛
けを直ぐに予定表に入れて、メッセージを読ん
でいますが、日本語訳が少な過ぎます。私は重
度下肢障害を持つ70代後半の老人ですが、ミラ
ノのカトリック大学の教授に直接招かれて学ん
だので、イタリア語は読めますが、日本の老人
世代には、外国語に不慣れながら、信仰深く善
意に溢れた方が多いので、翻訳陣を充実して頂
きたいです。教皇庁では、アラビア語の翻訳も
殆ど同時に発表される時代です。宜しくお願い
します。

女性/77歳/兵庫県/カトリック

今回参加した東京ミサで、自分の所属している
教会や地区では、外国人が増えているが、そう
いう教会が多いと知りました。
東京のごミサの聖歌がかなりインターナショナ
ルで最初は何でだろう…と、思っていたが、前
に座っていた外国人の方たちが元気に聖歌を
歌っていて凄く嬉しかったです。
所属の教会でも、外国人実習生達に朗読をして
もらうとか、色々動きが出てきて良いと思いま
した。
色んな国籍の人と仲良くやっていけるよう、カ
トリックから良い意味で発信していってほしい
です。(反日ではなく)

女性/57歳/愛知県/カトリック

教皇訪日を一過性のイベントで終わらせないた
めに、すべての信徒に刺激を与え続けてくださ
い。訪日イベントに参加した人としなかった人
の意識の差も感じます。もっともっと私たちを
巻き込んでください。公式聖歌ももっと歌うよ
うに勧めてください。私たちが一般社会の中で
真のパン種になれるよう、鍛えてください。講
話集、読みました。読みこんで、私の使命を考
え続けます。講話集の読書会なら、私にも企画
できるかもしれません。ご高齢の教皇様が来て
くださったことに、教会が来日行事を滞りなく
なさったことに、心から感謝を申し上げます。
カトリックの存在価値を示す好機だと思います。
カトリック信者で良かったと、私は心から思っ
ています。感謝のうちに。

女性/57歳/京都府/カトリック

あんなにはっきりと核兵器に反対することがで
きるのは、宗教だからだと思います。人間に
とってほんとうに大事なことが、宗教の本質だ
と思います。カトリックは特に、ひとつの宗教
団体としてだけでなく、ひとつの国家として
メッセージを発信していけるという強みがある
ので、他の国々が経済や外交関係にとらわれて
強く発信できない「すべてのいのちを守るた
め」のメッセージを、これからも発信し続けて
ほしいです。

性別不明/36歳/京都府/カトリック

S N Sなどを使って若い人達にもっとカトリック
教会の事、どこに教会があってどんな事をして
いるかなどを発信してほしい

女性/69歳/兵庫県/カトリック

従来の「迷信」のような信仰の仕方に固執せず、
本来のキリストの生き様、教えを広める。平和
への貢献。

女性/42歳/長崎県/カトリック

どのようないのちも、神に愛されている大切な
いのちであるということを広く伝えて欲しい。
自分自身も、神から愛されている大切な存在で
あると伝えて、人々の自殺を少しでも減らして
欲しい。

女性/37歳/千葉県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
世界で広く活動 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

カトリックの一致。世界の一致。
沢山の方達に信仰が広がりますように。

女性/59歳/広島県/カトリック

世界平和、布教で教皇様が動けば世界の
ニュースになるので、各国を回られてきつい
ですが、世界平和を訴え続けてほしいです。

男性/65歳/長崎県/カトリック

世界的には大きな活動を期待しています。残
念ながら昨今の欧米や日本では教会への意識
が薄いので、我々信者が地道な行動を行って
いくことが次第に社会への貢献になると思い
ます。

男性/54歳/兵庫県/カトリック

理論や会議を重ねるばかりではなく、行動に
移してほしい。教皇と信徒が触れ合うだけの
自己満足に終わらないで、教皇の背中から学
んだことを、行動に移して欲しい。単なる教
皇フィーバーで終わらないことを願う。

男性/45歳/東京都/カトリック

争いを少しでも無くして行けるよう、せかい
の平和活動の先頭で活躍して欲しい。

男性/58歳/長崎県/仏教

規則や伝統を重んじることも、もちろん大切
ですが、時代の流れや変化に、臨機応変に対
応し、どんなに小さな命も忘れられることの
ない世の中になっていけるよう、様々な宗教
が積極的に行動し、導いていってほしいと思
いますし、私自身もそうできるよう努力した
いと思います。

女性/49歳/神奈川県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
門戸を開く 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

もっと親しみやすく、誰でも気軽に教会に足
を運べるように、メディアを活用して欲しい。

女性/57歳/埼玉県/カトリック

カトリックだけでなく、他の教団、異邦人、
無神論者の人にも開かれていて欲しいですね。

男性/46歳/埼玉県/カトリック以外のキリスト教

カトリックの学校を卒業し、学校から離れて
社会で働いている人が、やはり洗礼を受けた
いな、と思うことがあると思います。学校か
ら、もう一度教会に興味を持った人や、ミサ
にあずかりたい人に、働きかけをしてくだ
さったらとてもありがたいです。

女性/36歳/神奈川県/無宗教

日本のクリスチャンは人口が少ないせいか、
特権意識が強いと聞くが、井の中の蛙的な考
えを改めて、自分達も、もう一度生まれ直す
必要があるのではないか。「世界の恵まれな
い子供達の為に」といった、大きすぎる問題
ばかりではなく、日本の中の問題にも目を向
け、もっと積極的に未信者の人を受け入れる
方が良いのではないだろうか。未信者に、教
会に入る勇気が足りないのでは無くて、信者
の側に、未信者を受け入れる勇気が欠けてい
るのだろう。教会に入るだけで救われるいの
ちや、取り戻せる尊厳が、あるのではないか。
それが出来ないのは、教会や信者にとって、
大きな過失ではないか。今のところ、あまり
期待は出来ないようだ。

女性/46歳/千葉県/カトリック

教会を開かれたものにしてほしい。今の教会
は安全な場所である事を第一にして、危険な
事をしそうな人を排除する様な状況にあると
感じる。受刑者と文通をするボランティアを
しているが、彼らが出所して、カトリック教
会を訪ねて来ても、果たして普通に受け入れ
られるか、今の状態では難しい。

女性/55歳/埼玉県/カトリック

Catholic教会は「内向き」を感じます。初め
て教会に来る方を迎える準備をしていないよ
うに感じる。共同体の運営について、変化を
恐れている上に時代に追い付いていない。居
心地が良いことを求めるのではなく、受け継
ぐ所と変化する所、真理を見極め、意見を出
し合い、信徒全員が責任を負い、イエスの教
会を維持していきたい。教会から離れた人た
ち、新しい人が来れるよう門を開いていたい。
前問のような活動について、教会からどんど
ん提案して欲しい。少なくとも私が通ってい
る教会ではCatholic新聞に記載されているこ
とが話題に上りません。形だけの機能してい
ない評議会や、個々人がおしゃべりすること
はあっても、話題にして議論する場は無いで
す。
変わっていかねばなりません。

女性/47歳/沖縄県/カトリック

社会状況に関する声明文が出ていますが、同
時にその反対意見にも理由や背景があると思
います。そことしっかり向き合わない限り、
言葉に力がなくなり内輪の話に終わると思い
ます。カリタスジャパンや各修道会の方々の
日々の努力に敬意を感じ、そこに大きく期待
しつつも、そこに一抹の不安を覚えます。世
代が交代し、時代が変わり、環境問題・災
害・経済格差と価値観が大きく動き、社会が
不安感と無関心に対応できなくなっている現
代「だからこそ」むしろ地道にミサや入門講
座や聖書研究を通して「交わる場」としての
教会が(自分たち自身の足場を固めつつ)門戸
を広く開けておく事が大事ではないかと思い
ます…新参者が生意気ながらも、そう思って
います。

男性/47歳/大阪府/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
苦しむ人への同伴 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

傷ついている人、病んでいる人が安心して集
まることができる教会、共同体であること。
信者以外の方にも、腕を広げていること。信
者も信者以外の方も救うことにつながるミサ。

女性/44歳/東京都/カトリック

弱者の救済。特に離婚をした人々、性的マイ
ノリティの方の信仰を守ってほしい。
聖職者による犯罪には、法的な償いと被害者
への補償、フォローをしてほしい。ここを解
決しないといつまでも世界からの評価は厳し
い。

女性/53歳/宮城県/カトリック

日本では中絶が多いと聞いたことがあります
が、海外のカトリックの方々にくらべて日本
のカトリックの皆様はあまりそういった啓発
をされてないように感じます。
そして日本にもいらっしゃるという教会にお
ける性的嫌がらせの被害に遭われた方の救済
を願っております。

女性/45歳/大阪府/仏教

フランシスコ教皇様が言われているように、
されているように、常に貧しい人達、人種差
別、宗教差別や様々な偏見によって差別を受
けている人達、困難な生活を強いられている
人達、移住者や難民の人達に心を向け、その
様な人たちの為の祈りと連帯の内に、勇気を
持って平和な社会や世界の為に行動を起こし
ていく、自分達の生活を変えていく、共に生
きていく道を示す教会づくりをしてほしいで
す。

女性/54歳/東京都/カトリック

貧困者に教会の門戸を開くことだと思います。
悩みや苦しみを聞いてあげる、食べるものを
提供する。日本の様々な事を教えてあげる。
具体的な問題を、直結する行政機関へつない
で上げる。適時に教会としての意見を述べる。

女性/68歳/東京都/カトリック

常に弱い人の立場へ、手を差し伸べるという
言葉を私達は教会の中で何度も耳にするが、
理解するのと実行するのは大違いである。私
も実際にその状況に置かれたときに、無視し
たり、逃げたりしてしまう。私達教会も、口
では言うけれども、果たして実行しているの
か、愛を頭では理解できても、実行しなけれ
ばそれは意味がないものだと思う。口だけで
はなく実行して背中で語るようになるために
いままで以上に最初の重い一歩を踏み出さな
くてはいけないように思う。

男性/26歳/宮城県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
交流・祈りの場を設ける 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

多様性カフェで対話やふれあう機会を増やす
のはいいと思います。以前イグナチオで与っ
た多言語ミサはその一つだったと思います。

女性/46歳/東京都/カトリック

教会内の活動ではなく、一般的な中にある
「いのちを大切にする」活動にもっと積極的
に参加していく。教会に誘うのではなく、教
皇様がアルゼンチンで出向いて野外ミサ等を
したように何か、出向いて人々の中に入って
いくことが、今、最も必要と思う。神の愛を
人々の中に運んでいくような方法をと考える。

女性/65歳/東京都/カトリック
教皇訪日で地域格差を実感しました。
地元では特に教会の中に子どもの居場所がな
いと言っても過言ではありません。
日本全体として、子どもたちにカトリック信
徒としての教育が平等に行き渡るよう、一年
に一回でも、全国から子どもたちが集まれる
ような黙想会やイベントをしてほしいです。
お手伝いはもちろんします。

女性/45歳/宮城県/カトリック

まず2010年11月27日に開催された「いのち
のための前晩のいのり」を再度開催していた
だきたいです。当時「すべてのいのち（特に
出生前の命）のための前晩の祈り」をささげ、
合わせて聖体礼拝が行われました。中央協議
会の中にプロライフ活動に携わる家庭委員会
をぜひ設置して頂きたいと思います。そこで
他国のプロライフ活動の実態等も参考にして、
実り有る活動へと進んで行きたいと思います。

男性/76歳/愛知県/カトリック

活動できる人が少なく若年層の教会場離れに
よって、教会そのものが活気がない。他の福
祉等の団体に場所提供や宿泊、その中で一緒
にやっていくしかないのでは…と。

女性/60歳/東京都/カトリック

今回の教皇来日東京ミサの抽選に落選した
人々が、何らかの形で、教皇ミサに参加でき
るようにしてほしいです。本当に、つらい思
いをした人は、たくさんいると思います。
あと、私自身は、ルーテル教会の信徒なので、
宗教改革500年のルンドの合同礼拝や、日本
における長崎での宗教改革500年の合同記念
も、本当に生きる糧になりました。また来年、
何か記念があると聞いたので、その事をとて
も楽しみにしています。私にとって、宗教改
革500年の時点で、自分だけではなく、周り
の恩師たちのいのちのような信仰を守った大
事な出来事だったので、その御恩は永遠に消
えないと思います。

女性/31歳/東京都/カトリック以外のキリスト教

教会の外に出ること。教会の外で活動してい
る信者を支えること。野戦病院であること。

女性/50歳/東京都/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
戦争抑止・核兵器廃絶 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

核兵器廃絶を訴え続けていただきたい。

男性/56歳/福岡県/カトリック以外のキリスト教

司教団が他宗教の指導者と協力して核廃絶に
向けて、政府に働きかけていくこと

男性/67歳/長崎県/カトリック

この状況が続けば、戦争が起こるかもしれな
い。
かつての歴史の中で、大きい戦争の前に別の
大きい脅威があることが多かった。
世界の人々が憎しみ合い、ついに戦火を交え
ないように平和と一致を、より強く全世界に
要請してほしい。

男性/43歳/千葉県/カトリック

パパ様のメッセージを これからの一般の新
聞にも引き続き掲載し 戦争（核廃絶）や環
境破壊のこと および 子供たちの教育に力
を注いでほしい。

女性/64歳/兵庫県/カトリック

東方の果ての地まで、不自由なお体を押して
来日してくださったフランシスコ教皇様に感
謝を忘れてはならないと思います。また教皇
来日をお祭り騒ぎで終わらせるのではなく、
教皇が私たち日本人に直接伝えたかったこと
や、教皇が日本から発信されたかったことに
ついて、カトリック教会は詳細に分析し、訪
日されたその意味（意図）をわかりやすい言
葉で信徒を含め日本国民に発信し続ける必要
があります。教皇の影響力は素晴らしいもの
があります。教皇様から託された日本のカト
リック教会の責務は、重責です。戦争反対。
核兵器の保有開発には反対と明確な意思を示
す必要があります。各教区で同様の催しや集
いを積極的に開催し、小さな種が大きな木と
なり太い根を張ることを疑わずに諦めずに、
日本の国、国会や内閣に民意として働きかけ
ることを希望します。

女性/55歳/兵庫県/カトリック

私も共に行動して行きたいと思いますが、
ヒューマニズムの側面から核廃止、平和を訴
えて行くこと。
あとは信仰心は人を強くし、悪いことに手を
染める強い歯止めになります。カトリック教
徒が増えることはその一つの大きな力となる
と思っております。

男性/40歳/東京都/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

■ 「すべてのいのちを守るため」に、カトリック教会（宗教）に期待すること
その他 具体的回答内容 性別/年齢/居住地/宗教

少子高齢化の先を行く日本のカトリック教会
ですが、高齢化する聖職者の皆様と一般信徒
の乖離、全国的な組織であるべき教区間の不
調和の克服することを期待いたします。

男性/71歳/神奈川県/カトリック

社会の動きに敏感にあってほしい。カトリッ
ク教会も社会の中に存在しているので、さま
ざまな厳しい現実を見ないわけにはいかない
と思います。問題を解決するのは極めて難し
い場合もあると思いますが、寄り添う姿勢は
あってほしいです。

女性/46歳/長崎県/カトリック

「教会」が何かやってくれるとは思っていな
い。「教会」に期待するのではなく、教会に
期待されていることを実現して行きたい。

男性/56歳/神奈川県/カトリック

カトリック信者一人ひとりが、祈りをもって、
聖霊の働きに自ら心を開き、みことばと聖体
に養われ秘跡に強められながら、キリスト者
として歩むべき道を識別すること。日々その
識別に基づいて、イエスを証しする者として
行動すること。自己充足、自己完結の教会か
ら、「出向いて行く教会」になること。わが
神は、私たちのところまで「出向いて」下
さったのだから。† Ave Maria

男性/55歳/神奈川県/カトリック

幼児洗礼で生きてきました。信徒としてミサ
に参列する喜びは計り知れないものだと年を
重ねるほどに感じます。それなのに、世の中
が変わってきて幼少期に感じた毎週集う教会
の良さが消沈しているように思います。古い
信徒のつながりが濃くなりすぎ沈没していな
いだろうか？自分たち教会の問題が多すぎて
社会の問題に共に関心や行動を起こせません。
指導者（神父）も変化（移動）が多くその度
に左右され、充実した頃にゼロに戻り、中心
を見失う状況さえ感じます。社会の多くの問
題や教会内の問題を信仰の力が必要である今
こそカトリック教会の教えの方法を変える時
期なのかと一人不安に思っています。

女性/58歳/山形県/カトリック

これを書き込んでる今日は4月12日です。さ
すがに長崎でもミサはお休み。
そのかわり、YouTubeでバチカンのパパ様
の御ミサを見ておりました。
現代的にうまく解決できますように。

女性/56歳/長崎県/カトリック
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ローマ教皇来日についてのアンケート

【参考】アンケートページ画面
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POPE IN JAPAN 2019 アンケートフォーム

イベントに
参加した

ローマ教皇来日についてのアンケート

この度の38年ぶりの来日について、皆さまのご意見・ご感想をいただきたく
アンケートのご協力をお願いいたします。

イベントに
参加していない

下記に記載する「ローマ教皇関連イベント」のいずれかに
参加された方は「イベントに参加した」したボタンを、

参加されなかった方は「イベントに参加しなかった」ボタン押して
次に進んでください。

1

「イベントに参加した」ボタンを押すとP2目に遷移します。
「イベントに参加してない」ボタンを押すとP3目に遷移します。

ローマ教皇関連イベント

・核兵器に関するメッセージ ：長崎爆心地公園
・日本二十六聖人殉教者への表敬：西坂公園・殉教の記念碑
・教皇ミサin長崎：長崎県営野球場
・平和のための集い：広島平和記念公園
・東日本大震災被災者との集い：ベルサール半蔵門
・青年との集い：東京カテドラル聖マリア大聖堂
・教皇ミサin東京：東京ドーム
・上智大学への訪問
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