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⼩塩海平

戦争罪責を悔い改めた教会がなすべきことは何だろう
か。それは、⾃分⾃⾝のように寄留の他国⼈を愛するこ
と、国に無条件に服従するのではなく「私はあなたがた
の神である」と宣⾔されるお⽅の声に聞き従うことであ
る。神が、⽇本⼈だけの神ではないように、教会も⽇本
⼈だけの教会でないことを、私たちは証していかなけれ
ばならない。



明治維新と尊皇攘夷

→天皇制と外国⼈差別は連動している



靖国問題との取り組みはアディアフォラか？

→信仰告⽩の事態としての靖国問題
→躓きの事態としての靖国問題

⾃⼰満⾜のためではなく、神と隣⼈のための取り組み

⽇本キリスト教会の⾃⼰認識（アイデンティティー）は？
教勢拡⼤、現状維持を⾃⼰⽬的化していないか？



⽇本キリスト教会における思想と神学の深まり
朝鮮戦争時に教団離脱
（植⺠地⽀配と15年戦争に対する罪責、沖縄の痛み、アメリカの占領には関⼼薄）

安保闘争、靖国闘争を通して「教会と国家」「抵抗権」「アジアの教会との交わり
の回復」などについて学ぶ

1995年、敗戦50年における超教派による謝罪（チェルノブイリ原発事故1986、昭
和天皇死去1987、天安⾨事件1989、バブル崩壊1991-1993）

→その後、⽇本キリスト教会の思想と神学は停滞しているのではないか？

阪神⼤震災、グローバル資本主義経済（ネオリベラリズム）、⽇本的雇⽤制度の崩
壊と格差社会の出現、テロとの戦い、アラブの春とイスラムとの共存、東⽇本⼤震
災、コロナ禍を経験した教会の使命は何か？



⽇本キリスト教会における⾃⼰認識１（第64回⽇本キリスト教会⼤会建議案から）

信徒⼤会の⽬ざすもの

私たちの教会は創⽴以来 60 余年、戦後⽇本の中で、教会の制度や組織を少しずつ充実、拡張させな
がら今⽇まで歩んできました。もちろん、その途上には数多くの困難と試練がありましたが、それら
を通しても、主は私たちを訓練し養い育ててくださいました。私たちは⾃分たちが改⾰・⻑⽼教会の
伝統に⽣きる者たちであることの⾃覚を深め、教会と国家の諸問題やディアコニアの課題に気づかさ
れ、歴史と伝統を共有する国内外の諸教会との出会いと交わりが与えられてきました。けれども、
1990年代半ばをピークに私たちの教会の教勢は低下をはじめ、その傾向は今⽇⼀層顕著なものと
なっています。また、私たちが遣わされているこの国では、キリストの和解と平和の福⾳に真っ向か
ら対⽴するような偏狭な主張や価値観が声⾼になっています。こうした精神的⼟壌の中で、私たちは
福⾳宣教と教会形成の困難を覚えています。しかし、私たちはこうした現実をいたずらに嘆いたり、
⾃分たちの⽋けと弱さに失望したりすることなく、主の約束と導きに信頼し、主のご委託に喜ばしく
応えたいものです。そのために、⽇本キリスト教会が最初に志したものを今⼀度思い起こし、主が私
たちの教会をこの地に建て、集めてくださっている使命を再確認し、新たな宣教の展開を願って、祈
りを合わせていきたいと思います。



中⼩企業庁⻑官の安藤久佳⽒による2018年の年頭所感
「今後10年の間に、70才（平均引退年齢）を超える中⼩企業･⼩規模事
業者の経営者は約245万⼈となり、うち約半数の127万⼈（⽇本企業全
体の3分の⼀）が後継者未定です。現状を放置すると、中⼩企業･⼩規模
事業者廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万⼈の雇
⽤、約22兆円のGDPが失われる可能性があります」「2015年の調査で
は380万社中47万社しか事業承継が決まっていない。」「経営者の⾼齢
化は⼤きな課題です。2025年には経営者の6割が70才を超え、多くの中
⼩企業が廃業する結果、約650万⼈の雇⽤が失われるとの分析もありま
す。実際、事業者数は年間10万社程度のペースで減少しつつある。」



1938年10⽉第52回⼤会の富⽥満による開会説教
「⾮常時局に処する吾等の態度」
「然しながら、翻って吾等の教会全体としての教勢を⾒ると、決して楽観を許さぬ
ものがある。遺憾ながら教勢が順調であるとは云へない。詳細の数字は統計を⾒れ
ば分かるが、⼀昨年度に⽐して、またそれ以前の如何なる年に⽐するも甚だしく低
下して居る。受洗数、礼拝、伝道会、いずれの⽅⾯を⾒るも、教会の実⼒を⽰す統
計に於いては相当良好なのも多少はあっても全体としては著しく沈滞して居る」、
「私は⽇本基督教会の現勢⼒というものを種々な⾓度から調査してみるならば、物
的にも、⼈的にもその資源に於いて決して貧弱ではないと思ふ。富の程度に於いて
も⼈物の上から⾒ても、どの教団よりもすぐれた教団であると私は思ふ。然しその
何れもが⼗分に動員されておらぬ。伝道に必要なる財的資源に於いてもっと捧げう
る可能性があっても⼗分捧げられておらず、また⼈物の上に於いても適材適所と
いった具合に⼗分⽤いられておらぬではないか。制度の⽋陥と云うよりも精神の問
題であり運⽤の問題であるように思われる。こうした点に於いても⼤会は⼗分に研
究考慮を要すると思ふ」



皇紀⼆千六百年奉祝全国基督教信徒⼤会宣⾔（１９３８年１０⽉１７⽇）
神武天皇国を肇め給いしより茲に⼆千六百年 皇統連綿として禰々光輝を宇内に放つ此栄あ
る歴史を懐うて 吾等転た感激に堪へざるものあり 本⽇全国にある基督信徒相会し虔んで
天皇陛下の万歳を寿ぎ奉る 惟ふに現下の世界情勢は 極めて波欄多く⼀刻の偸安を許さざ
るものあり ⻄に欧洲の戦禍あり東に⽀那事変ありて末た其終結を⾒ず 此渦中にありて我
国は能く其針路を謬ることなく国運国⼒の進展を⾒つつあり 是れ寔に天佑の然らしむる処
にして ⼀君万⺠尊厳無⽐なる我国体に基くものと信じて疑わず 今や此世界の変局に処し
国家は体制を新たにし ⼤東亜新秩序の建設に邁進しつつあり 吾等基督信徒も⼜之に即応
し教会教派の別を棄て 合同⼀致以って国⺠精神指導の⼤業に参加し 進んで⼤政を翼賛し
奉り尽忠報国の誠を致さんとす 拠って茲に吾等は此記念すべき⽇に⽅り左の宣⾔を為す

⼀、吾等は基督の福⾳を伝え救霊の使命を完うせんことを期す
⼀、吾等は全キリスト教会合同を期す
⼀、吾等は精神の作興道義の向上⽣活の刷新を期す。

右宣⾔す 昭和⼗五年⼗⽉⼗七⽇



教会の当⾯するであろう所の３つの危険が考慮に上
がった。その⼀は教会が世に奉仕せんと願うの余り、
その思想を⺠衆のそれと同化させて俗化することであ
る。その⼆は教会が余りにも国家の⼒に頼りすぎて、
教会⾃体の積極的建設的批判的機能を失ってしまうこ
とである。その三は国家の圧迫が教会の上に加わり、
教会をして国家⺠衆のために公然奉仕することの出来
ぬようならしめることである。今⽇世界を通じて教会
と国家との間に緊張状態が存在し、かつ益々その拡⼤
せんとする傾向にあるは憂うべきことである。これに
は教会側の無⼒、失敗、過誤などに原因を有するもの
もあるが、多くの場合、時の政府がキリスト教的原理
に根本的に反対なる⼈⽣観を国⺠に強いようとする時
である。その時、教会が国家のためにまた教会の本質
を失わざる為に、確固たる⽴場を採るに⾄るのはやむ
を得ない。しかし具体的に如何なる事態が何の程度に
達したる場合に斯く⾒るかは、当事者たるその地の教
会の判断に任すべきである。ただ⼀般的には、時の政
府への服従が神への背教となる場合に於てのみ、教会
が『神に聴くよりも汝らに聴くは、神の御前にただし
きか、汝ら之を審け』と⾔い得るのであるとなされた。



国家と教会の間の摩擦はしばしば教会が要求する最⼩限度の宗教的⾃由に対し、時の政府がある種の
制限を加うる場合に起きる。教会は神とキリストに従う⽴場上、その職能を果たすために、次のごと
き最少限度の宗教的⾃由を要求する。即ち（１）妨げられずに公の礼拝に参集すること。（２）信条
を作成すること。（３）適当と思う牧師の任職権を有すること。（４）会員たるの資格条項を決定す
ること。（５）⼦⼥の宗教的教育をなすこと。（６）福⾳を宣伝すること。（７）⼊会志望者を受容
することなどである。これに関連して教会がその存⽴上⾃治を要求するものもある。これらが極端な
る制限を受け、または全然拒否せらるる様な場合に摩擦が予想せられる。しかし、如何なる場合に抗
争するか、如何なる場合に迫害を⽢受するかの決定もまた、その地⽅の当事教会に⼀任すべきである
と論ぜられた。しかして⾮キリスト教社会において、教会が何故に宗教的⾃由を要求するかを理解せ
しめることは困難であろうが、しかし衝突を避けるためには、平素より各政府当局にわかりやすくそ
の理由の説明をなし置く必要が⼤いにあると附加せられた。

→
「教会と国家との関係如何はもっとも新しい問題であり、かつ今⽇、世界における伝道地各⽅⾯にお
いて、現実に当⾯しつつある問題であるが故に、第１５部⾨において慎重なる注意の下に研究がなさ
れた。しかしこの問題は本来難問であり、かつ微妙なる⼼理の伴うものであるから、性急に原則的断
案を下すわけには⾏かないものである。況んや各国家その成⽴の事情を異にし、かつ国⺠のこれに対
する感情もまた相異しているにおいては、到底決定的⽅針を⽴てるわけに⾏かない。したがって本部
⾨において議論されたところは諸外国殊に欧⽶の国々を背景としたものが多く我が国情に適せぬ節が
多い」。



2019年 東京中会での出来事

⼩⼭教会と雲雀ヶ丘伝道所の解散→「組織が維持できないため」
東京告⽩教会の⼩会記録に対するコメント
「東京中会教職福祉部委員会より牧師謝儀最低基準（23万円）が提⽰されており、
伝道所牧師については満たすことのできない場合の対処までなされようとしている
中で、御教会の牧師謝儀は基準より⼤分低く設定されている。他教会や教師、また
執事職のために相当の⽀出がなされていることは評価できるが、牧師謝儀が不⼗分
では再考の余地があるのではないか?」

東京告⽩教会における謝儀額に対する議場での発⾔
「伝道所最低基準の謝儀に達していないから、東京告⽩教会は伝道所になるべき」
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⽇本キリスト教会における⾃⼰認識2（2015年⼤会議⻑名の安保関連法案反対声明から）

わたしたち⽇本キリスト教会は、７⽉１６⽇、安倍内閣が衆議院本会議において、集団的⾃衛権の
⾏使を可能とする安全保障法案の採決を強⾏し、可決に⾄らせたことに深く憂慮し、反対し、強く抗
議するものであります。この法案は明らかに⽴憲主義の原則、またその精神を踏みにじり、憲法の解
釈を⼤幅に変更することによって、国家が恣意的に権⼒を⾏使することを容認するものであります。
しかもこの法案の柱の⼀つとなっている集団的⾃衛権の⾏使については、圧倒的多数の憲法学者が憲
法９条に違反していることを指摘しています。またこの法案は「国⺠の⽣命と安全を守るため」と
謳っていますが、むしろ近隣諸国との緊張を⾼め、戦争状態を引き起こす要因にもなりかねません。
もし我が国が危機的状況に直⾯することがあるならば、⼤国との同盟関係に依存する仕⽅で乗り越え
るのではなく、憲法９条の戦争放棄の原則に従い、平和を平和的⼿段によって追求し、実現すること
を強く訴え、求めます。
よって、わたしたちはこの法案の廃案を要求いたします。
「剣を取る者は皆、剣で滅びる」（マタイによる福⾳書２６章５２節）。



⽇本キリスト教会は、いまだに
標準的⽇本⼈のための教会をめざしているのではないか？

→すべての⺠のために
レイトゥルギア（礼拝）
ディアコニア（奉仕）
コイノニア（交わり）を整える

















2017年の失踪者数

ベトナム⼈：3751⼈
中国⼈：1594⼈
カンボジア⼈：656⼈
ミャンマー⼈：446⼈
インドネシア⼈：242⼈

東京福祉⼤学に研究⽣として来⽇していた外国⼈留学⽣
のうち1400⼈が⾏⽅不明



早⼄⼥勝元著『ベトナム“200万⼈”餓死の記
録』には、ヴォー・アン・ニン⽒が撮影した
当時の⽣々しい写真が何枚も掲げられている。
「何でも⾷べた、拾ったネズミの死骸さえも」
「まだ若い⺟親は極度の栄養失調で早産し、⾚ん坊は⽣ま
れてすぐ死んだ」

「２⼈の⼦どもが⽗親の⼝に粥を流し込むが、すでに顎が
硬直しており、粥は外にこぼれる」

「死にそうなわが⼦をみつめる⽗」
「飢えて痩せ細り、歩くのもやっと」
「この⼦たちの親はみんな死んだ」
「残された⼦」
「⼀握りのご飯を分け合う若い⼥性たち」
「痩せさらばえた⻘年たち」
「どこへ⾏ってもこうした光景に出くわした」
「捨てられた腐敗臭のする⽥螺を⾷べる⼈々」
「ナムディン〜タイビン間の路上でよくみかけた光景」
「学校に通っていた年頃の少⼥も⽣死の淵に」
「家でこの⼦だけが残った」



⽇本⼈とは何か？
・1873年「⼤政官布告による内外⼈婚姻条規の発令」
家族内同⼀国籍、⽗系⾎統優先主義
→「⽇本⼈男性の妻となる外国⼈⼥性は⽇本国籍を取得し

外国⼈男性の妻となる⽇本⼈⼥性は⽇本国籍を失う」
・1916年国籍法改正
→「外国⼈男性の妻となる⽇本⼈⼥性がその外国籍を

得られぬ場合のみ⽇本国籍は失わない」
・1985年国籍法改正
→「男⼥の区別なく外国⼈と⽇本⼈の間に⽣まれた⼦は

⽇本国籍を取得できる」
1984年に批准した⼥⼦差別撤廃条約

・2008年国籍法⼀部改正
→「⽇本国⺠の⽗から認知されていれば、⽗⺟が結婚して

いなくても、届出によって⽇本の国籍を取得できる」

⼆重国籍について



⽇本⼈とは何か？

『⽇本⼈の境界』（⼩熊英⼆、1998、新曜社）

・旧植⺠地⼈の⽇本国籍離脱
・奄美諸島と沖縄



⽇本⼈とは何か？

旧植⺠地出⾝
BC級戦犯者の問題



コロナ禍のもとで東京告⽩教会が確認したこと

１）主⽇礼拝は教会堂で必ず⾏う。
２）礼拝に来たものは、どんな⼈であれ、拒まない。
・コロナ陽性者、濃厚接触者
・種々の伝染病患者
・犯罪者、容疑者、脱獄者
・野宿者、外国⼈



近畿中会において教会に問われていることを考える
１）天照⼤神を祭神とする伊勢神宮（三重県）

⼤国主⼤神を祭神とする出雲⼤社（島根県）

２）神武天皇を祭神とする橿原神宮（奈良県）
後醍醐天皇を祭神とする吉野神社（奈良県）

３）明治維新への復古を⽬指す ⼤阪維新の会・⽇本維新の会

４）森友・加計学園、近畿財務局

５）福井県、伊⽅原発の問題

６）阪神・淡路⼤震災

７）名古屋⼊管のウィシュマさん事件が問いかけるもの

８）ウトロ放⽕事件について

９）広島からの発信
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与野党の代表者による伊勢神宮参拝と記者会⾒に抗議します

内閣総理⼤⾂ 岸⽥⽂雄様
⽴憲⺠主党代表 泉健太様
国⺠⺠主党代表 ⽟⽊雄⼀郎様
マスコミ関係各社 御中

2022年1⽉4⽇、岸⽥⾸相は伊勢神宮を参拝し、記者会⾒を開きました。TBSやMBSなどによりますと、総理周辺は「伊勢参拝は公務としての⾏
事であり、地元に帰るのとはわけが違う」と述べたことが報道されています。最⾼裁は1997年、公費で⽟串料を払った愛媛県に対し、「県が特
定の宗教団体を特別に⽀援している印象を⼀般の⼈に与える」と指摘し、政教分離違反にあたるとの判決を出しています。今回、⾸相が公務であ
ると⾃覚しつつ伊勢神宮を参拝したことは、憲法20条3項の政教分離原則を蹂躙する許しがたい⾏為です。
さらに、こうした政府の暴⾛をチェックすべき野党の代表までが、無批判に後を追う姿勢に強く抗議いたします。
私たちはまた、記者会⾒において、そのことを指摘しなかったマスコミ各社に対しても、失望と憤りを禁じ得ません。

かつて1933年、伊勢神宮参拝旅⾏への参加を拒否した⼀児童に対して、政界、教育界、宗教界、マスコミを巻き込んだ全国的な排撃運動（いわ
ゆる美濃ミッション事件）が展開され、私たちの教会の先達である⽇本基督教会⼤垣教会の浅倉重雄牧師も「祖先・国忠志を祭る神社に低頭して
敬意をはらうのはキリスト教信仰に何ら差し⽀えない。愛する美濃ミッションの⽅々が国体と神社を正しく認識し、問題を繰り返さぬよう祈る」
との⾒解を美濃⼤正新聞に発表しました。官⺠がこぞって伊勢神宮参拝を国⺠⾏事として⽀持し、マスコミの煽動によってマイノリティーを排除
しようとした歴史に加担した罪責を覚える時、私たちは今回の与野党の代表者による伊勢神宮参拝とマスコミによる記者会⾒を看過することがで
きません。

1965年の佐藤栄作⾸相以来、連綿と続いている総理⼤⾂による伊勢神宮参拝によって、この国は少しはマシになったのでしょうか。かえって政
治も経済も教育も医療も宗教も、すべからく低迷しているのではないでしょうか。いやしくも⼀国の⾸相や公党の代表たるあなたがたが、与野党
ともに神頼みの政治を⾏おうとしている体たらくは、国内外の他⺠族・他宗教者に新たな恐怖を植え付けるとともに、唯々諾々と情報を垂れ流す
マスコミ各社ともども、失笑を買うほかないでしょう。かつて全国⺠に神社参拝を強要した狂気は、アジア全体にすさまじい戦争の惨禍をもたら
しましたが、あのような過ちを⼆度と繰り返さないためにも、公⼈による伊勢神宮参拝と記者会⾒は、これを最後にして欲しいと願います。

2022年1⽉4⽇
⽇本キリスト教会⼤会靖国神社問題特別委員会委員⻑ ⼩塩海平



美濃ミッション事件に関する⼤垣教会浅倉重雄牧師発⾔のどこが問題か？
「祖先・国忠志を祭る神社に低頭して敬意をはらうのはキリスト教信仰に何ら差し⽀えない。愛する
美濃ミッションの⽅々が国体と神社を正しく認識し、問題を繰り返さぬよう祈る」

１）「神社に低頭して敬意を払う」→偶像崇拝の罪、ごまかしの罪

２）「愛する美濃ミッションの⽅々」→美濃ミッションに対する罪、⾃⼰正当化の罪

３）「問題を繰り返さぬよう祈る」→⼦どもに対する罪、祈りの乱⽤





児童虐待の防⽌等に関する法律（2000年）
１）通報制度：虐待を発⾒しやすい⽴場の⼈が通報を躊躇する事態を変える
２）⽴ち⼊り調査権の整備：鍵を開けて⽴ち⼊れる場合を限定して可能とする
３）緊急分離としての⼀時保護に期限を設け、事後的に家庭裁判所の許可をとる
４）⻑期分離としての施設⼊所や⾥親委託にも期限を設け、家庭裁判所の判断で更新すべき

→親権停⽌の制度が必要
５）親へのカウンセリングや治療を促すための制度が必要
６）ケースワーカーやカウンセラーの養成、資格の整備が必要
７）親権の喪失や停⽌、親へのカウンセリングや治療について、⼦ども⾃⾝にも家庭裁判所

⼦どもの貧困対策の推進に関する法律（2013）
⼦どもの貧困対策⼤綱（2014）
１）教育的⽀援としての就学・学資・学習の援助
２）⽣活⽀援、⽣活相談、社会との交流の促進
３）保護者に対する酒楼の⽀援
４）経済的⽀援
⼦どもの貧困率15.7％（2009）、13.9%（2015）、⼀⼈親家庭の貧困率50.8%（2015）

少年法「改正」（2021年） 18・19才の少年が「特定少年」と規定され、実名報道、厳罰化



恩寵園事件
⼦どもを養護すべき児童養護施設「恩寵園」では、⻑い間児童虐待が⾏
われていました。⼤濱浩園⻑は、「体罰は、創⽴以来の伝統」と公⾔す
るなど、児童福祉を⾷い物にしてきました。⼦どもたちの証⾔によれば、
「ビンタ、ケリは当たり前」と⽇常的に暴⼒にさらされていました。さ
らに、「⼦どもを乾燥機に⼊れ回した」「⼦どもを裸にして池に浸け
た」「⼦どもが⼿に持っているティッシュに⽕をつけた」「死んだ鶏を
ベッドに⼊れ、⼀緒に寝かせた」「⼦どものペニスにハサミをあて、⾎
を流した」「24時間正座させ、トイレに⾏かせなかった」「⼦どもに⾸
輪をつけ、鎖につなぎ、床においたどんぶりからご飯を⾷べさせた」
「熱いお⾵呂に、⼦どもを無理⽮理浸からせた」「園児全員が⾒ている
前で、⼦どもの⾜⾸に包丁をあて、⾎を流させた」「⾼校⽣の⼥⼦の園
児を、下着だけの姿で⽴たせた」「⼦どもを⿇袋に⼊れ吊した」など、
数々の虐待を⾏ってきました。



安冨歩教授の指摘（『ハラスメントは連鎖する』（2007、光⽂社新書））

『ハラスメントは連鎖する』（2007、光⽂社新書）には、⼀⽇中⼦供とつきあい、夜も遅くなって、
⼦供にうんざりしている親が登場するのであるが、このとき親は「おまえは疲れているんだから、も
う寝なさい」という。安冨⽒が指摘するのは、ここに「私はおまえを愛しているから、その体を気
遣っている」というメッセージとともに「おまえにはもううんざりだ。うせろ」という背反したメッ
セージが隠されていることである。つまり「私がおまえを厄介者扱いするような、そんな意地悪な⼈
間だと思っているんじゃないだろうね」というもう⼀つの悪意のある裏のメッセージが存在すること
が問題なのである。⼦供は、このメッセージの存在を敏感に感じ取るが、⾃分に対する親の愛情を否
定したくないために、本当は眠くない⾃分の感情や感覚の⽅を偽って、⾃分は眠いのだと思い込もう
とし、⾃らを騙そうとする。これが⽇本で⽇常⾏われている「しつけ」であり「教育」の正体なのだ
と安冨⽒は指摘する。このような「しつけ」や「教育」について⾏けないまともな神経、まともな⾔
語感覚を持った⼈々は、ドロップアウトしてしまい、「発達障害」とか「精神障害」とか「⼈格障
害」などというレッテルを貼られることになる。⼀⽅で、⾃分を殺して相⼿を忖度する特殊能⼒を⾝
につけた「正常な」⼈たちは、⽇々繰り返されるこのような訓練によって忖度能⼒を増⼤させハラス
メント社会を⽣み出していく。それならば、せめて「もう疲れたから寝てくれ」とはっきり告げて、
⼦供が親を正当に憎めるようにするのが正しいことなのだと安冨⽒は述べている。



・⽴場主義、委員会制度
・信徒⼤会、アンケート、教会統計
・「〜ありたいものです」説教、振りをする信徒

・地動説、進化論、三⾓関数、原⼦論、ナノテクノロジー
・地震予知、原⼦⼒安全委員会、中教審…
・平均値、確率

→等⾝⼤かつ⽣活レベルの理論、神の国の拡がりに⽣きる
終わりの⽇を⽬指して現在を⽣きる



⽵島（独島）、尖閣諸島、北⽅領⼟

→オフショア・バランシング理論
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『主の⺠か、国の⺠か』（いのちのことば社、2006）

帝国憲法が発布された⼀⼋⼋九年は、神武天皇を祭神とする橿
原神社（翌年神宮）と、後醍醐天皇を祭神とする吉野神社が創
建された年である。国会開設（⼀⼋九〇年）を前に、天皇の神
聖化・神格化図られ、教育勅語・御真影とともに、祖霊崇拝、
功⾂霊崇拝そして記紀の聖典化が進められた。

（岩崎孝志：「皇国史観とキリスト者の国体感」）



津地鎮祭訴訟 1977年⼤法廷判決
→⽬的効果基準

愛媛県靖国神社⽟串料訴訟 1997年
→最⾼裁違憲判決
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カジノ問題（『ギャンブル⼤国ニッポン』古川美穂、2013、岩波ブックレット参照）
⽯原慎太郎都政下の1999年に「お台場カジノ構想」が出され、その後、2012年の第⼆次安倍政権下で、
再燃。⽯原は数々の⼥性・障がい者・外国⼈差別発⾔、尖閣諸島の購⼊、築地移転に伴う不正、新東京
銀⾏による巨額の負債などで物議を醸したが、「『勝つ⾼揚感』を⼀番感じられるのは、スポーツなど
ではなく、戦争だ」などと述べていた。⽯原を持ち上げたのが維新の会であることを忘れてはならない。

2020年の東京オリンピック、パラリンピックの開催
安倍⾸相は、2014年5⽉にシンガポールのカジノを視察し、カジノを含む総合リゾートを、成⻑戦略の
柱として、カジノ解禁に向けて後押しした。候補地として、東京、⼤阪、沖縄があげられ、他にも全国
20あまりの地⽅⾃治体が、誘致活動を展開した。

松井⼀郎府知事は熱⼼で、すでにマカオのメルコ・クラウン、⽇本のセガサミー、マレーシアのゲン
ティング、アメリカのラッシュ・ストリート・ゲーミング、MGM、シーザーズ、ウイン等、国内外のカ
ジノ企業が⼤阪を訪問した。アメリカカジノ運営⼤⼿のラスベガス・サンズも、最後のフロンティアと
しての⽇本市場について「⽇本のカジノに100億ドル（約⼀兆円）の投資準備がある」とインタビュー
に答えている。

橋下徹市⻑は「ギャンブリング＊ゲーミング学会」で「⽇本はギャンブルを遠ざけるゆえ、坊ちゃんの
国になった。⼩さいころからギャンブルをしっかり積み重ね、全国⺠を勝負師にするためにも、カジノ
法案を通してください」と述べ、「増税よりカジノ。収益の⼀部は教育、福祉、医療に廻す。隣の兵庫
県知事が反対しても無視。わいざつなものは全部⼤阪が引き受ける」と発⾔した。



⼤阪維新の会の⽬的「国を愛する意識の涵養」
→「学校における規律の厳格化」
「国歌⻫唱時に教職員の起⽴を義務づける条例」

教育基本条例
・「知事は、府教育委員会を任命する権限のみならず、地⽅教育⾏政法の定
める範囲において、府内の学校における教育環境を整備する⼀般的権限を有
する」（第6条）

職員基本条例
・「五回の職務命令違反または同⼀の職務命令に対する三回⽬の違反を⾏っ
た教員等は、直ちに免職とする」

府⽴学校条例
・「⼊学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない⾼等学校で、その
後も改善する⾒込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする」
（第2条の2）



⼤阪府の統⼀学⼒テスト「チャレンジテスト」
→学校間競争、地域間競争による「競争統治」
「グローバル競争を勝ち抜く⼈材」

⻄成特区構想と釜ケ崎

⼤阪市⽴⼤学と⼤阪府⽴⼤学の統合
住吉市⺠病院の廃⽌

⼤阪府と読売新聞の「包括連携協定」

教育への政治介⼊、少数者への攻撃、個⼈の⾃由や⼈権の蹂躙、ローカルポ
ピュリズム、反主知主義

「政治的意志決定の集中化」「強いリーダーシップによる⺠意の反映」「迅
速な政策実現」



近畿中会において教会に問われていることを考える
１）天照⼤神を祭神とする伊勢神宮（三重県）

⼤国主⼤神を祭神とする出雲⼤社（島根県）

２）神武天皇を祭神とする橿原神宮（奈良県）
後醍醐天皇を祭神とする吉野神社（奈良県）

３）明治維新への復古を⽬指す ⼤阪維新の会・⽇本維新の会

４）森友・加計学園、近畿財務局

５）福井県、伊⽅原発の問題

６）阪神・淡路⼤震災

７）名古屋⼊管のウィシュマさん事件が問いかけるもの

８）ウトロ放⽕事件について

９）広島からの発信
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Biak Earthquake Feb. 17, 1996



Tsunami happened in Koram village in Biak, Papua





Area comparison of Indonesia with Europe



Around 200,000 young soldiers were dead in New Guinea mostly by hunger and diseases



Papuans forced to work for Allied Forces



Javanese Curie who were brought to Papua to serve for Japanese military 



Taiwanese boys who were brought to Papua to serve for Japanese 
military 



Korean boys who were brought to Papua to serve for Japanese 
military 



Japanese Torchka remaining in Papua 



Japanese cave where about 2,000 Japanese soldiers were burnt to death



WWII Monument built by Japanese government in East Biak, Papua



“This monument is built to let all the world not to repeat
the results and misery brought by war”

（Only written in Japanese!）











近畿中会において教会に問われていることを考える
１）天照⼤神を祭神とする伊勢神宮（三重県）

⼤国主⼤神を祭神とする出雲⼤社（島根県）

２）神武天皇を祭神とする橿原神宮（奈良県）
後醍醐天皇を祭神とする吉野神社（奈良県）

３）明治維新への復古を⽬指す ⼤阪維新の会・⽇本維新の会

４）森友・加計学園、近畿財務局

５）福井県、伊⽅原発の問題

６）阪神・淡路⼤震災

７）名古屋⼊管のウィシュマさん事件が問いかけるもの

８）ウトロ放⽕事件について

９）広島からの発信



トヨタ、JR東海によるネオリベラリズムの牽引都市 名古屋

名古屋トリエンナーレ「表現の不⾃由展」

名古屋⼊管におけるウィシュマ・サンダマリさん死亡事件

被収容者数
東⽇本⼊国管理センター 20⼈
⼤村⼊国管理センター 12⼈
仙台出⼊国在留管理局 2⼈
東京出⼊国在留管理局 43⼈
東京出⼊国在留管理局横浜⽀局 3⼈
名古屋出⼊国在留管理局 24⼈
⼤阪出⼊国在留管理局 26⼈
広島出⼊国在留管理局 2⼈
福岡出⼊国在留管理局 2⼈

2020年における難⺠認定申請3936⼈中、認定されたのは47⼈（1.2%）
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2021年8⽉30⽇ 京都府宇治市ウトロ放⽕事件

・犯⼈は名古屋の在⽇本⼤韓⺠国⺠団建物にも放⽕していた。

戦時中、宇治に京都⾶⾏場を建設する際、2000名の朝鮮⼈が⼯事に動員され、
その時の朝鮮⼈の飯場跡がウトロ地区であり、約70世帯・230⼈の在⽇朝鮮⼈
が居住している。

京都⾶⾏場は軍事的⾊彩の強い⾶⾏場で、特攻隊の訓練基地として利⽤され
た。隣接する⽇産⼯場跡地は、かつて⽇本国際航空⼯業が戦機の製造組み⽴
てを⾏い、朝鮮戦争期にはナパーム弾が製造された。

戦後、今の⾃衛隊⼤久保駐屯地の場所には⽶軍キャンプが置かれ、近隣には
⽶軍⽤の慰安施設も作られた。⽶軍による朝鮮戦侵略の拠点となり、ウトロ
では抗議⾏動も⾏われた。
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No Pearl Harbor, No Hiroshima        Little boy, Fatman saved my life, Thank you



ルカによる福⾳書13章１〜5節
ちょうどその時、ある⼈々が来て、ピラトがガリラヤ⼈たちの⾎を流し、

それを彼らの犠牲の⾎に混ぜたことを、イエスに知らせた。そこでイエス
は答えて⾔われた。「それらのガリラヤ⼈が、そのような災難にあったか
らといって、他のすべてのガリラヤ⼈以上に罪が深かったと思うのか。あ
なたがたに⾔うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、みな
同じように滅びるであろう。また、シロアムの塔が倒れたために押し殺さ
れたあの18⼈は、エルサレムの他の全住⺠以上に罪の負債があったと思う
か。あなたがたに⾔うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、
みな同じように滅びるであろう」

→同じ過ちを繰り返させないための努⼒が求められている



2020年11⽉2⽇ カブール⼤学に対するイスラム国による攻
撃で22名が死亡、22名が怪我





CDM 市⺠的不服従運動

ジーン・シャープの⾮暴⼒抵抗運動


