TREATISE

教会とキリスト教社会事業の協働を問う
CIFジャパン副理事長ならびに事務局長としてさまざまな活動にご尽力くださっている坂本正路さんが、このほど標記研究論文
を発表されましたので、本紙に概要をご紹介いただきました。長年にわたり、福祉事務所、児童相談所、知的障がい者施設なら
びに救世軍の児童養護施設で専門職や施設長として勤務されたご経験の中から、キリスト教社会事業施設とキリスト教会との関
係が今後の課題であると認識され、研究を重ねてこられたそうです。坂本さんはクリスチャンとして、イエスがみ言葉を伝える事と
同じように愛の業を行なわれた事を教えられたと結んでおられます。
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１．キリスト教社会事業の課題
社会福祉の分野におけるキリスト教社会事業
の果たしてきた役割は決して小さいものではな
かったと思う。しかし近年の教会とキリスト教社
会事業との関係を見るときに、一部の例外を除い
てその関係は希薄であるように思える。このよう
な現状の原因を探り出すと共に、その解決の糸口、
方向性について、教会とキリスト教社会事業収容
施設の双方に調査を行うこことした。さらに牧師
の社会事業に対する姿勢、社会事業家の教会に対
する希望、最後にキリスト自身の働きから、現代
の教会の姿勢について考えてみたい。
２．教会とキリスト教社会事業に対する調査
調査客体を教会、キリスト教社会事業施設、
各々２００を目標とし、教会とキリスト教施設
（以下、施設という）に調査票を送付した。その
結果、教会からの回答数は７９教会（４１．６％）
、
施設からの回答数は１３２施設（６９．５％）で
あった。
① 教会への調査結果
○教会の社会的活動についてはその９５％が何
らかの活動を行っていた。教会では聖書研究会
を初めとする社会的な活動が多くの教会で行
われている事が明らかになった。しかし、牧師、
又は神父の地域との関わりについてはその５
２％が無回答であり、かならずしも積極的に地
域に出ていく姿勢にないことが明らかになっ
た。
○教会の施設に対する関わりについては寄付（６
１％）
、プレゼントなど（２９％）、ボランティ
ア活動（２７％）、教会員の中に施設従事者か
いる（４６％）などが多かった。
○施設従事者の場合、日曜出勤があるが、それに
ついての牧師の回答は、「社会的に必要とされ
る職業であるので認めている」が６２％と肯定
的なものが多かった。しかし、「出来るだけ日
曜に休める仕事をすすめている」が２７％あり、
牧師の４分の１強は福祉従事者の日曜出勤に

（浅野記）

は必ずしも賛成でない事が明らかになった。
○教会とキリスト教社会事業の望ましい関係に
ついては、「教会とキリスト教社会事業がお互
いに理解しようと努力し、支え合う必要があ
る」が７８％で８割近くであった。
「教会がキリスト教社会事業に対して理解と
働きかけをする必要がある」は３４％であった。
一方、「教会とキリスト教社会福祉事業はその
目標とするところが異なるので各々の道を行
くのがよい」との回答は３件（４％）に止まっ
ていた。
② 施設への調査結果
○施設とキリスト教の関係に付いては、「創設者
がクリスチャンである」が９２％。「理事、評
議員の中にクリスチャンがいる」が８８％。
「職
員の中にクリスチャンがいる」が８０％であっ
た。
○施設において、牧師（神父）が礼拝（ミサ）を
行っているかの問に対して、「行っている」が
６７％。「特別なときのみ」単独が２３％であ
った。しかし、「特に行っていない」も６％あ
った。
○施設運営の基盤としてのキリスト教精神の必
要性については、
「必要である」７４％、
「あっ
た方がよい」２２％、
「なくてもよい」２件、
「ど
ちらとも言えない」１件、「無回答」２件で、
９６％の施設が肯定的であった。
○施設と教会の関係について、「相互に理解する
努力をすること」７７％、「教会が積極的に関
わること」３３％、「施設が教会に積極的に関
わること」２０％、「あまり期待していない」
４件の３％であった。
○アンケートの記入者は理事長、施設長など管理
責任者が８２％であったが、クリスチャンが６
１％、ノンクリスチャンが３５％で、ノンクリ
スチャンの管理者も多いことが伺えた。
３．調査からの考察
○この調査を通しての教会の福祉に対する姿勢
を見ると、調査回答率が約４割であり、あとの
６割の教会が無回答であることに、現代の教会
の姿勢が現れているのではないか。「福祉は教
会に関係ない」という姿勢から、「多忙のため

回答する余裕はない」というものまで、様々で
あろうが教会の福祉に対する関心の低さを表
していると考える。
○教会の社会的な活動は割合盛んであるが、牧師
の地域社会への関わりは半数に止まっている。
牧師は外部からの人を待つだけでなく、自ら地
域に出て行くという積極性が必要ではないか。
○教会と社会福祉との関係では約半数の教会に
福祉従事者がいるが、教会全体を考えるとその
率は低いと思われ、教会員に福祉従事者がいる
ことが、社会事業への関心を高めているとも考
えられる。
○回答施設の多くが定期的にあるいは特別な行
事のときに礼拝を守っているが、回答のなかっ
た施設がどれほど礼拝を守っているかを知り
たいものである。
○施設従事者の日曜礼拝に対して牧師の肯定的
な回答は６割を占めていたが、調査教会全体か
ら見ると３割弱に止まり、福祉に対する理解の
深まる必要性が感じられた。
○教会と施設の相互理解については教会と施設
いずれも「相互に理解と協力する必要性」を感
じているが、どちらかというと教会側からの理
解と協力の必要性が訴えられている。この点が
今後の教会と福祉の協働という課題を解く鍵
になるのではないか。
○施設の８割にクリスチャンがいるが、この調査
の回答者の３分の１強がノンクリスチャンで
あり、この事は、将来キリスト教施設が非キリ
スト教施設化する事を暗示しているように思
われる。この事を教会も施設も真剣に受け止め、
早急にその対応策を考えなければいけない時
期になっているのではないか。
４．教会の社会事業に対する姿勢
社会事業に対して教会の牧師はどのように考
えているのであろうか。
○消極的姿勢
植村正久は次のように言った。「キリスト教
徒はみだりに動くなかれ。みだりに慈善事業
に狂奔するなかれ」
島村亀鶴（富士見町教会）は「教会は宣教中
心に生きねばならない。善行が不必要という
のではない。神の言葉を捨てて、善行に肩代
りをさせようとすることは大きな罪だ」と言
っている。
○積極的姿勢
カトリックの本田哲郎神父は大阪釜ヶ崎にお
いて２０年に亘り路上生活者の支援活動を行

っているが「宗教者達が、もっと人の痛みに
敏感になって、小さくされているがゆえに本
物と偽善を見分ける事の出来る野宿者達の鋭
い感性や洞察力を学ぶことの方が大切なので
はないか。」と言う。
渡辺英俊は「身近な野宿者の存在に教会が関
心を寄せることは、教会の命に関わる課題で
ある。イエスの生活感覚と視座は常に〈低み〉
にあった。高い所から下ってきて、また高い
ところに帰っていったのではなく、徹頭徹尾
低くされた人々と共にあった。
」と言う。
以上のように教会の牧師にも全く相反する姿
勢のあることが分かる。そのような中で社会事業
を営むことは常に困難が存在していると言える
であろう。
５．キリスト教社会事業家からの発言
一方、社会事業の実践者は教会に対してどのよ
うな思いを抱いていたであろうか。
松島正儀（元東京育成園園長・元全国養護施設
連絡協議会長）は次のように言っている。
「教会には一部であろうが、教会が社会福祉に関
係することも、協力の姿勢を持つことも、教会の
失墜であり信仰の堕落だという見解がまだある。
残念なことである。」
阿部志郎（横須賀基督教社会館会長）は「教会
が偏狭な意味で中心的であることをやめ、教会自
らがこの世の痛みを自らの痛みとなし、隣人に対
して責任を持って生きるべく『仕える教会』にな
るときに、キリスト教社会事業の主体性も必然的
に確立されるであろう。」と言う。
社会事業現場からの発言は多くはないが、教会
に対して、もっと社会事業に目を向けてほしいと
訴えていることが分かる。
６. イエスの「み言葉」と「愛のわざ」の関係
イエスは神の「み言葉」と「愛のわざ」を生涯
の中でどのように表していかれたであろうか。こ
こに言うみ言葉とは宣教の事であり、愛のわざと
は苦しみ悲しむ者への共感と癒しのわざの事で、
現代の社会事業に通じるものであると思う。
イエスは生涯の中で、神としての多くの、み言葉
を語っている。しかし、それと同時に実に多くの
奇跡を行っている。この奇跡こそがイエスの愛の
わざなのである。何故なら、奇跡は「群衆が飼い
主のない羊のように弱り果て、打ちひしがれてい
るのを見て、深く憐れまれた。」（マタイ９：３
６）結果としての愛のわざとして行われているか
らである。ここでは「マタイによる福音書」（新

共同訳）に見られるイエスのみ言葉と愛のわざに
対する姿勢について探っていきたい。
まず、イエスはガリラヤで最初の福音を宣べ伝
えたのであるが、同時にあらゆる病気を癒された
のである（マタイ４：２３～２５）。それは福音
を伝えることと、人の病を癒すことがイエスの中
では同じ比重を持って行われていたということ
ではないか。この時、大勢の群衆がイエスに従っ
たと書かれているが、それはイエスのみ言葉より
も、病人を癒されたその行為に驚き、さらに癒し
ていただこうとイエスに従ったとも考えられる。
イエスは有名な山上の説教をしている（マタイ
６～７章）。そしてその直後に、重い皮膚病を患
っている人、百人隊長の僕、ペトロのしゅうとめ
を癒したのみならず、大勢の悪霊に取りつかれた
人や病人を癒している（マタイ８：１～１６）。
ここに出てくる悪霊に取り付かれた人というの
は精神的な病を持つ人のことであろう。ここでも
宣教と愛のわざが同じような比重の中で書かれ
ている。
イエスはその後も多くの奇跡を行っているが、
嵐を静めた奇跡（マタイ８：２３～２６）や５千
人（マタイ１４：１３～２１）あるいは４千人（同
１５：３２～３９）の人々に食べ物を与えた奇跡
を行っている。これらは人生上の危機や生活上の
困難を象徴する出来事に対するイエスの奇跡で、
人々への思いの広さと深さを表していると言え

るであろう。
イエスの最後のみ言葉は「わたしの兄弟である
この最も小さい者の一人にしたのは私にしたの
である」（マタイ２５：３１～４６）であった。
すなわち永遠の命に与る者とは小さい者への慈

しみの行為をした者であるというのである。ここ
にイエスの弟子である現代の牧師や信徒に与え
られた使命と役割があるということではないか。
７．教会とキリスト教社会事業の連携における課
題
イエスはその公生涯において、み言葉を語ると
共に、悲しみや苦しみの中にある群衆に対して深
い憐れみの思いを持ち、奇跡を通してその必要を
満たし、叶えている。福音書にはその両方の姿が
はっきりと描かれているが、今の教会では，み言
葉を伝えることが強調されてしまっているので
はないか。教会はもう一度、イエスの生き様の原
点を見つめ直し、イエスの示された生き様を実行
して行かねばならないと考える。
しかし，教会の中にはキリスト教社会事業に対
して直接には積極的に関わっていないとしても,
教会自身が老人問題、障がい者問題、児童問題、
精神的な課題を持つ人々やホームレスの人々へ
の活動を行っている教会もある。教会の社会に対
する関わりの姿勢には多様なものがあって、各々
の教会にふさわしい関わりを持つことが求めら
れているであろう。
一方、キリスト教社会事業は厳しい現実にジッ
と耐えるだけでなく、もっと積極的に教会に働き
かけ、教会から物心両面の支援を受けると共に、
有能なクリスチャンが働き人として送り込まれ

るようにあらゆる機会に呼びかけていく責任も
あると考える。

World News Winter 2011が発行されました。下記ホームページをご覧ください。
http://www.cifinternational.com/sites/default/files/cif-winrter2011-11.pdf
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