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宗 務 所 便 り 
                                          2011 年 8 月 1日発信   №．85 
 

                                          愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
           

暑中お見舞い申し上げます。 
 今年はことのほか天候が不順で猛暑が続きます、集中豪雤で被災されている地域も尐なくあり

ません。いついかなる事態が起きても対応できるよう危機管理を徹底ください。さて、盆行事で

大変忙しくなってくることと存じます。酷暑の砌ご尊体ご自愛ください。 
 

 

7月の報告 
8日     微笑会理事会                   於、本山 

 8日     青年僧の会研修会「自死の問題を考える」      於、名古屋会議室 

 9日     第6部 台番1614 林昌寺先住職 野田日進師 遷化  81歳 

12日     花園会会長会                   於、本山 

13日     詩偈研修会                    於、徳源寺 

20日     本山参拝推進委員会                於、本山 

21日     本山集団得度式                  於、本山 

21日～22日  学徒研修会                    於、本山 

24日     月授戒（布教師 小坂雅俊師）           於、瑞泉寺 

27日～29日  社会事業従事者研修大会              於、 

28日     NHK文化センター講座 講師 圓光寺・山田英隆師   於、NHKビル21Ｆ 

28日     第14部 台番1766 慈雲寺津送・新忌斎 

 

8月の予定 
 8日～17日  宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

23日     教学審議会                    於、本山 

25日     NHK文化センター講座 講師 大興寺・一色宏襄師   於、NHKビル21Ｆ 

25日～28日  本山本派安居会                  於、本山 

26日～28日  花園会夏季講座                  於、本山・花園大学 

27日～28日  青年僧の会「禅寺一日入門」            於、妙興寺 

29日     明日の宗門を考える会               於、本山 

30日     人権擁護推進委員会                於、本山 

 

 

＜報 告＞ 

 
◎ 平成 2３年度本派人権擁護推進合同研究会               

    教区人権擁護推進副員 服部雅昭 

本派人権擁護推進合同研究会 （平成 23 年 6 月 23・24 日 於：花園大学・花園会館） 

 基幹テーマは本派生活信条より「人間の尊さにめざめ、自分の生活も他人の生活も大切にしま

しょう」、今回の研修テーマとして「自殺（自死）問題について」と掲げられました。 

 内容は朝日新聞社の磯村健太郎氏による講演に始まり、奈良女子大学名誉教授、清水新二氏の

「自死とグリーフケア」と題した講演、19 歳で母君を自殺により亡くされた尾角光美氏の講演、

更には各氏によるパネルディスカッション（自死問題に積極的に取り組む本派大禪寺住職・根本
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紹徹師もパネラーとして参加）と続きました。そして最後に参加者全員による班別討議と、たい

へん充実した研修会でありました。 

 このテーマでは、自殺者を救うという面と、自死遺族のケアという面、両面から考える必要が

あります。前者は、一緒に暮らす家族ですら止められないことがあると知り、尐なからず衝撃を

受けました。後者は、まさに僧侶の力が役に立つと感じました。通夜・葬儀をしっかりと勤める

ことの大切さ、また、七日七日のお勤めを通して、遺族の心の支えになっていくことが重要であ

ると再認識いたしました。そして、その支え方は、独善ではなく、「寄り添う」ことが大事なの

だと学んで参りました。 

 
◎ 部落解放をめざす愛知研修会「第 35 期部落解放講座」   

教区人権擁護推進員 石井康州 

～基調講演「土地差別調査事件の真相」赤井隆史（部落解放同盟中央執行委員） 

分科会Ⅰ「東日本大震災から見えたマイノリティーの課題」山田昭義（ＡＪＵ自立の家・専務理

事） 

分科会Ⅱ「タイ国におけるスラムの現状と課題」中原亜紀（ＳＶＡシャンティ国際ボランティア

会・海外事業課課長） 

「基調講演」の報告      2011 年 7 月 12 日（火）於、名古屋市公会堂 

マンション開発業者が広告代理店を通じ調査会社からの土地に関する報告を受け、それを基に

土地購入を断念していたという事件である。その報告を数例あげておきます。「地域下位地域」

地域下位地域がらみの中学校」等の表現が地図上に多数表記あり。計画地の中学校区は 2 ヶ所

の「地域下位地域」が入っており、このために学校区が劣り、ポテンシャルを落としている。 
 

Ａ中校区の小学校では、Ｂ小Ｃ小が「地域下位地域の校区」となる。しかし、計画地校区のＤ

小エリアには「地域下位地域」が無く、Ｅ駅の南の街区では唯一の「一般的な学校」という状況。

中学校要因により、レベル落ちし、ポテンシャルが落ちている立地。計画地周辺の地域特性〈エ

リア評価Ａ～Ｄ〉計画地ロケーション評価において「当地の土地柄、地域性等に問題はない。た

だし、計画地域の南方のＡ中学校まわりが地域下位地域となっており、計画地はこの校区に入っ

ている。」この校区条件が不利要因になる可能性はあるが、需要は非ファミリー主体と考えられ

特にデメリットにはならないと考える。計画地まわりは城東貨物線で地域分けされ、西側は学校

区・地域イメージが大きく劣る。立地エリア評価の地図に、「旧村落地地域下位地域」「住宅密集

地地域・地域下位地域がらみの住宅地域」の表記があり。エリア評価（10 点満点）3．0 点＝Ａ

区では最も評価が低くなるエリア。一部問題地域もある。 
 

4．0 点＝Ｂ川沿いの住宅地。文化住宅、市営住宅が多く、所々に資材置場があり、地域性・

住環境レベルは低い。ただ、同じＢ川沿いでも JRＣ線以東より“まし”とされている。この村落

は公的な資料では地域下位地域に入っていないが、地元地域では地域下位地域といわれている。

単に半島系住民が多いというだけでなく、被差別部落或いは半島系被差別部落であるとの見解を

示す人もいる。但し、このあたり、行政から同和地区指定を受けている地区はなく、これが逆に

優遇政策から外れている事により、スラム化している要因でもある。以上のように多数事例があ

ります。このように社会に存在する部落差別が「土地調査」によって世に知らしめることとなり

ました。大阪府では橋本知事のもと平成 23 年 3 月 15 日大阪府部落差別調査等規制等条例の改

正が行われ、①調査する土地に、同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。 
 

②同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示

をしないこと。そして違反行為には勧告・公表を適用することになりました。2010 年 11 月下

旬から 12 月上旬にかけて土地差別調査事件の糾弾会が大阪で行われました。どうしてこのよう

な事件が起こるのでしょうか？要因と背景を上げておきます。①企業として、部落地名総監差別
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事件、日本アイビー・リック差別身元調査事件の反省が社内に徹底されておらず、不十分な状態

であるなど、同和問題の取り組みが欠落していた。②当時策定した「同和・人権研修推進委員会」

「同和問題の基本方針」「同和・人権研修」が形骸化しており、現実の不動産業務から乖離して

いた。③「不動産と部落（土地）」の表裏の関係があるにもかかわらず、リサーチ業、広告業、

不動産業の歴史ある業界団体や監督官庁において、同和問題や人権問題の取り組みの欠落から、

同和地区を忌避する市民に迎合し、土地差別調査の構造を確立させてきた。④国の同和問題解決

の窓口・方針・法制度がないことから、部落を忌避する市民の差別意識を野放しにし、土地差別

調査の構造を確立させ、部落差別を温存・助長してきた。⑤自治体の個人情報保護条例、部落差

別調査等規制等条例の有無など、部落問題解決に関わる条例整備が都道府県によってバラツキが

あること。⑥宅建業者が同和地区の情報を教える行為が、宅建業法では指導できないなど、宅建

業者に対する国（国土交通省）や都道府県の指導が不十分であること。以上 6 点があげられま

す。  

 

分科会Ⅱの報告 

工業政策によって農村から都市部へ出て来た人々は居住地区がなかったから沼地へ住んだ。

（日本では会社・行政が住居を造った。）人口の移動が自然発生し 30 年以上たちコミュニティ

ーが成立し物流・仕事・衣食住が成り立っている。スラム居住者は以前に比べて外の人達の出入

りもあるが差別は強く残っている。タクシーはスラムの中に入っていかない。金持ちは車を所有、

スラム内にアパートも所有して貸している。スラム内に郵便物も届く。以前に比べるとコンクリ

ート敷きになり歩きやすくなった。スラムはゴミの収集が来ない為、家の外に溜まり悪臭を放っ

ている。ＳＶＡはスラム内の子供たちの教育問題に取り組み移動図書館やスラム内に図書室を設

立して子供たちに読書を勧めています。 
 

読書を心の栄養にし、心豊かに、行動アクティブになるよう取り組んでいます。貧困から脱す

るには教育が第一であるとの方針。行政は集合住宅を建設し移住を期待するところであるが、現

状スラム街にコミュニティーが成り立っているため、移り住むと日常の生活が困難になるのが現

状です。スラム居住者の平均月収は 2 万円～3 万円であります。ワーキングプア・その日暮らし

の生活者。その反面町では高級車が多く走行。富の分配はなされていません。格差大です。スラ

ムの現状は報道されない。メディアが差別・貧困を知らせる役割を果たしてない。 
 

タイは観光地としても発展国であるが、表の部分だけでなく裏の部分（スラム）に一歩踏み込ん

でみる事が必要であろう。2011 年 2 月 20 日～25 日部落解放愛知県共闘会議 結成 35 周年 記

念事業としてバンコクへ 21 名が反差別国際研修をしてまいりました。海外の差別・貧困にも目

を向けていかなければ世界の平和は実現できないのではないでしょうか？ 以上 

 

◎ 部落開放をめざす愛知研修会 に参加して   主催 部落開放愛知県共闘会議 
    第 2 部推進委員 龍珠寺 藤田宗祝 

 

 7 月 12 日 10 時 名古屋市公会堂に 1000 人をはるかに越える人々が参加して、研修会は始 

まりました。議長挨拶の後、「土地差別調査事件の報告」と題して赤井隆史氏の基調講演を聞き

ました。2007 年大阪府では土地調査会社がマンション開発会社(デベロッパー)に対して部落差

別に繋がる調査、報告を行った事件が発覚して、大きな問題となり今年 3 月「大阪府部落差別

調査規制条例」が改正され、土地取引にかかわる業者が、調査対象の土地に同和地区が含まれて

いるか調査、報告したり、同和地区所在地の一覧表を提供するなどして、教えたりする行為を禁

止することになった経緯について報告がありました。 

この事件の深層には同和地区に住みたくないと思う府民の忌避意識が働いていることを、人権に

関する「府民意識調査」の結果から導き出しておられました。この事件から見えてくるものは、

人権に関するあらゆる差別が倍々深刻化するであろうということでした。そこでこの日戴いた
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「部落問題一問一答」という冊子に差別問題と人権に関する良い回答を見つけましたので原文の

まま抜粋してご報告と致します。 

問 15 最近 「人権」という言葉をよく聞きますが、部落問題との関係は？ 

人権とは、「人間であるというだけで認められる権利」をさします。そのなかには、自分が思う

ように生きていってよいという権利や政治に参加する権利(政治的・市民的権利)、安心して生き

ていくための条件を保障されるという権利(経済的、社会的、文化的権利)など、さまざまな内容

が含まれます。 国連が中心になってつくった人権条約は二十六あり、その他にもさまざまな国

際的な人権関連の文書があります。そこでは、開発・環境・教育・居住の自由・健康・差別・住

宅供給・食料・貧困・平和・労働などの社会的課題が提起されています。また、移住労働者・ 

高齢者・子供と若者・障害者・女性・人種・性的指向・先住民・難民・マイノリティーなどの集

団にかかわる人権の課題が指摘されています。人権といえば、みんな自由にしていいんだという

《自由権》を思い浮かべる人がいますが、それにとどまるわけではありません。 
  

この人権を全ての人びとに実現していくうえで、《差別をなくす》ということは重要なテーマで

す。差別を残したままで、人権の保障などありえないからです。第二次世界大戦後における世界

の人権の基礎となった世界人権宣言が、第二条で「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗

教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類す

るいかなる事由による差別も受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由を享有する

ことが出来る」と定めているのはそのためです。 しかしこれは何から何まで平等といっている

わけではなく、平等の範囲を定めた文言だということに注意が必要です。つまり《世界人権宣言

に掲げる権利と自由》についてのみ人びとは差別を受けないということです。あらゆることにつ

いてすべての人は同じであるべきだとか、同じに扱うべきだということを意味しているわけでは

ありません。人権とは、基本的には法律的に定められた範囲について、法的な関係における平等

な権利を認める考え方です。 
 

 こうした人権に関する考え方は、もともと国家と個人との関係にかかわる権利として出発しま

した。「差別をしてはいけない」というときにも、「国家が個人を差別してはいけない」というこ

とだけを定めた考え方で、市民同士の差別について直接は述べていませんでした。しかし、第二

次世界大戦後の人権条約においては、市民同士の差別もはっきりと禁止するようになりました。

たとえば、人種差別撤廃条約第二条は、「各締約国は、すべての適当な方法により、いかなる個

人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」と定めています。 

 人権とはこのようなものですから、部落問題とのかかわりはさまざまな角度から見ることがで

きます。 

 一つには、差別の禁止という点です。世界人権宣言は差別禁止をうたい、人種差別撤廃条約は

個人や団体によるものも含めて差別をはっきりと禁止しています。部落差別にかかわる、差別の

宣伝・結婚差別・就職差別などの差別行為を禁止する立法や政策の推進は、日本ではこれからの

課題だといわなければなりません。 

 二つには、生活・環境改善に取り組んできたこれまでの部落解放運動や同和行政・同和教育な

どとのかかわりです。これらは、環境・教育・健康・住宅供給・貧困・労働などの社会的課題に

取り組んできました。部落の人たちが力を合わせてまちづくりに立ち上がり、教育や仕事の保障

に取り組み、住宅建設を進め、健康を守ろうとしてきたことの一つひとつが、人権と結びついて

います。 
 

 三つには、人権と言う観点から見たとき、問題は部落差別だけではないということです。さき

に、人権には、移住労働者・高齢者・子供と若者・障害者・女性などの集団にかかわる課題が含

まれていると述べました。部落のなかの女性差別、障害者の位置、在日韓国・朝鮮人など外国人

との関係など、部落のなかにもとらえなおすべき課題はたくさんあります。 

 人権を固定的なもの、人から与えられるものとして見るのではなく、今の自分たちの現実に即
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して発展させることが求められています。部落問題の解決に向けた取り組みは、その重要な一翼

であるといえるでしょう。 

 たとえば、人と人との対等な結びつきを大切にする考え方という観点から人権をとらえなおす

動きもあります。「言論の自由」を「人びとがコミニケーシヨンする自由」としてとらえなおし、

意見を主張することと他者の意見を受け止めることの両方を重視するべきだと言うのです。ぜひ

人権そのものを学びなおして、部落問題をはじめとする差別問題と人権とのかかわりを広い視点

からとらえなおしてください。そのことによって、私たち一人ひとりが直面している状況を見つ

め、変えていく知恵と力を得ることができるはずです。 
 

◎「部落解放をめざす愛知研修会」参加報告  教区人権擁護推進副員 服部雅昭 
第 35 期部落解放講座 （平成 23 年 7 月 12 日 於：名古屋市公会堂） 

 「土地差別調査事件の報告」と題して部落解放同盟大阪府連合会西成支部の赤井隆史氏が熱弁

を振るわれました。講演テーマは専門的だなあという第一印象でしたが、内容をうかがいますと、

人権の根本的なところの解決が大切だというお話だと受け取りました。人権の根本問題とは即ち、

「予断」と「偏見」であり、私たちが知らぬ間に犯してしまう過ちであります。 
 

禅の立場から「ありのまま」「そのまま」に森羅万象や世界をみていくことが大切であると説き

ますが、本当に難しいことだと思います。自分自身を省みれば、「予断」と「偏見」ばかりを起

こしている気がいたします。 

 赤井氏はレンズに譬えてお話しを結ばれました。「予断」や「偏見」といったレンズを取り除

くべきであると。私たちの修行の眼目もここにあると感じましたし、また禅や仏教の教えが人権

問題を解決する力をくれると、心強く思った一日でありました。 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎ 花園会女性部研修会参加者募集のお願い 

来る、9 月 27 日(火)午前 10 時より、午後 2 時頃まで、宗務所(白林寺)において「教区花園会・

女性部研修会」を開催いたします。 

各部より、女性部会長様を含めて 5 名以上 の参加募集を御願いいたします。内容は別紙にて

ご案内しました。 
 

支所長様にはお忙しき時に恐縮ですが、9 月 15 日までにまとめていただき 宗務所へ寺院名、

参加者氏名を報告下さいますよう御願い申し上げます。 

  日  時  平成 23 年 9 月 27 日（火）午前 10 時～午後 2 時頃まで 

  場 所  宗務所（白林寺）         fax  052-241-5207 

  参加費  500 円（昼食代）         mail info@aichi-west.jp 

 

◎ 第 56 回花園会愛知西大会 参加者募集の御願い 
来る、平成 23年 10月 26日(水) 午後 1時より、稲沢市民会館大ホールにおいて「第 56回 

花園会愛知西大会」が開催されます。今回は、第 3地区（第 8部・第 9部・第 10部）、第 4地区

（第 11部・第 12部・第 13部）の皆様に参加をしていただきます。各支所へ参加募集のチラシ

を配布いたしました。各部におかれましては、お盆、お施餓鬼、お彼岸の期間などを利用して参

加募集を御願い申し上げます。 

会場は 1300 名の収容可能ですので多くの檀信徒の方、有縁の方に声を掛けて募集を御願いいた

します。また、第 1地区、第 2地区の皆様にもご参加の推進を御願い申しあげます。 
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◎ 東日本大震災 義援金のお願い 
 3月 11日に起こりました「東日本大震災」義援金募金のお願いが花園会本部から各寺院に送

付されました。各寺院におかれましては、花園会員、地域の方、その他の方に広く募金のお願い

をしていただきますようにお願いします。義援金は花園会本部に送金して下さい。被災された花

園会員様、本派寺院、被災地住民の皆様に救援義援金を送っていただきます。 

 ご協力をお願いいたします。尚、各寺院にて集計して花園会本部に直接送金して下さい。 

義援金額は「花園会報・無相教会報」「正法輪」に金額、芳名が掲載されます。 

 

◎ 東日本大震災救援ボランティア参加者募集 
日 程  9 月 5 日（月）～9 日（金）  活動期間 9 月 6 日～8 日（3 日間） 

募集人数 10 名程度（松島 瑞巖寺 観音堂宿泊予定・3 食事風呂あり） 

活動地  東北教区現地対策本部内、または宮城福島教区現地対策本部内 

申込締切 8 月 16 日（準備の都合上、参加希望者は早めに連絡ください。） 

申込先  愛知西教区宗務所  TEL：052-241-5200  mail：info@aichi-west.jp 

 愛知西教区から東日本大震災現地へボランティアに参加します。交通費の負担は教区で行いま

す。参加希望の方はお早めに宗務所へ申し込み下さい。ボランティア保険は本山災害対策本部に

て加入します。 

 志のある方、ご参加をお願いします。詳細につきましては参加者に追って連絡いたします。 

 

◎ 花園会沖縄平和祈念法要について 
 11月 27日(日)～29日(火)の 2泊 3日で命の尊さを学び、伝えていくことを目的とした平和祈

念法要が沖縄にて厳修されます。参加希望のお方は宗務所まで申し込みください。中部空港利用

コースは 72,000円ですが、教区花園会としてお一人 5万円（先着 10名）助成します。 

 

◎ NHK 文化講座のご案内 

本年 4 月から 9 月まで、月 1 回(第４木曜日) 15:30～17:00 まで 6 回。 

NHK カルチャー名古屋教室(名古屋市東区東桜 1-13-3 NHK 名古屋放送センタービル 21 階)

にて開講中です。妙心寺派愛知西教区が協力いたします。 

テーマ「楽しく学ぶみんなの仏教」 

 １回受講は、2,400 円 (入会金不要)です。 檀信徒の皆さまにもご推奨ください。 
 

URL  http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ≪ 23年度 行事予定 ≫ 
 

★ 平成 23年度 花園会運営委員会 
    平成 23年 10月 14日（金）午後 1時 30分より 

     於、名古屋都市センター 第１．２会議室 

http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_568384.html

