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第125回通常宗議会

議会報告

平成28年６月27日から30日までの

れました。尚、議員上程の「平成27年３月27日付け以降

会期４日間の日程で第125回通常宗

に発信した、全ての『催告書』及び『お願い書』により

議会が招集されました。曹洞宗管長

集められた金銭の返金手続きを直ちに求める決議案」は

福山諦法猊下による開会式が静粛に

不採択となりました。

議長、有道会永井賢史議員それぞれ
の追悼演説が述べられました。その後、常任委員選挙、
総長演説、宗務監査報告がなされ、議案が上程されまし
た。今宗議会の提出議案は、平成28年度補正予算案と、
平成27年度曹洞宗一般会計並びに特別会計の歳入歳出決
算、宗教法人曹洞宗財産目録など承認を求める件等16件

開会式

月にご遷化された總和会川瀨信夫副

宗政樞機審議場
両尊奉請帯恩光
和平誓願相通處
叡智交流道愈昌

執り行われ、本会議に先立ち本年２

が上程され、総括質問、通告による一般質問（14件）文
章による質問（２件）がありました。上程議案は、各委
員会に付託され、最終日に本会議場において可決決定さ

平成27年度一般会計決算
歳 入 48億7,250万8,544円
歳 出 44億3,024万2,538円
経常部 41億8,814万6,516円
臨時部 ２億4,209万6,022円
差引残額 ４億4,226万6,006円（平成28年度準備資金に編入）
●可決された議案
平成28年度曹洞宗一般会計歳入歳出補正予算（第１回）
平成28年曹洞宗不動産（建物）償却引当積立金及び不動産取得運用基金特別会計歳入歳出補正予算（第１回）
平成27年度曹洞宗一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算
宗令公布の承認・熊本県第１宗務所管内の被災寺院の「宗費等」特例措置
●主な規則変更点
審事院の審事を６人から８人に増員など。
責任役員の残任期間についての明確化。

72

51
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鶴 一 聲

投票率 ・２％。離脱 ・９％、
残 留 ・ １ ％。 そ の 差 約 一 二 七 万
票。英国の欧州連合離脱の是非を問
う国民投票の結果である。直後、円
は一ドル九十九円台の高値をつけ、
株価下落とともに世界経済は不測の
状況を呈した。あのリーマンショッ
ク以上との観測ものぼっている。果
ては欧州連合の分裂か。
英国の移民の割合は、人口の約
％になった。残留派は都市部の比較
的富裕層。離脱派は、主に地方で移
民によって求職活動が遮られる人々。
そしてそこには〝英国の主権〟を唱
える声があった。しかし一週間 後、
やり直しの投票への署名は、約三五
〇万人以上に達している。下院でも
三分の二が残留派とのこと。いわゆ
るねじれ現象である。この混乱はグ
ローバリズムとローカリズムの対立
ともいえる。二十一世紀の地球規模
のテーマとなるだろう。日ごろ「我
ら日 本 人 として 」
、とよく 使 われる
が、同族意識を掻き立てる常套句で
ある。問題なのは、その時、そのリ
ーダーは何を指し示すかだ。
ポピュリズムという言葉は、悪い
意味で使われることが多い。大衆の
感情を利用する政治手法だからであ
る。これを利用したリーダーの暴走
は、過去に大きな傷跡を残した。こ
れは民主主義の落とし穴といってい
い。しかし民衆は、心の叫びを受け
止め、明日を導く真のポピュリスト
の出現を待っているものだ。
さて個々の寺院はどうか。三界の
大導師といわれるわれわれは、深慮
遠謀の果てに、人々の信仰心に何を
指し示すことができるであろうか。
48
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第125回通常宗議会

総 長 演 説（要旨）
宗務総長

このたびの熊本地震では、熊本県各地、また大分県に
及ぶ広い範囲に甚大な災害をもたらしました。

釜田

隆文

人と緊密な連絡のもと、適切に対処してまいりたいと存
じております。

この地震災害により、犠牲となられた方々、また災害

人権擁護推進本部の取り組みについて  本年度の教区人

関連の傷病などにより命を失われた方々のご冥福をお祈

権学習会では、「過去帳」などの管理の徹底をテーマに

り申し上げ、ご家族、関係者の皆様に心よりお悔やみを

開催することを要請いたし、
「身元調査お断り」プレー

申し上げる次第であります。

ト、及び「過去帳」などの基本原則と、宗門の指示要望

また、被災されたすべての方々に、お見舞いを申し上

を印刷した「下敷き」を、全寺院に配布いたしました。

げ、宗門関係各位と共に早期の復旧と復興を祈念申し上

また、「差別戒名」を授与してきた事実において、広

げたいと存じます。

く宗内で認識を共有できることを目途に、新規の教材制

平成27年度曹洞宗一般会計歳入歳出決算について 一般

作を予定しております。

会計決算での歳入は、48億7,250万8,544円、また歳出は、

学事課関係の僧堂振興の施策について  「僧堂に対する

44億3,024万2,538円となりました。

補助金」並びに「僧堂での暴力事件、傷害事件の再発防

中国・天童寺との教団としての交流について  天童寺よ

止策」について、具体的な検討に入りました。その結果、

り、特に学術的な部分での協力要請をお受けしたところ

僧堂に対する補助金については、新到一人あたり５万円

であります。また、要請がありました相互交流事業につ

の補助を行うこと、昨年度中にあらたな給付基準により

いて、文献や資料に関する情報交換を契機として、日中

補助金の給付をいたしました。

曹洞禅の宗風宣揚のため法輪・食輪共に、さまざまな形

また、「僧堂での暴力事件、傷害事件の再発防止策」

で協力してまいりたいと考えております。

については、指導者である役寮をはじめ安居僧に「暴力

旧学校法人、多々良学園問題について  責任体制の構築

は許されない行為であること」を徹底するための学習会

については、宗務執行機関に関するコンプライアンス、

を、本年度から開催することといたしました。

リスクヘッジなどの総合的なリスクマネジメントに資す
るための組織創設の検討を進めております。

僧堂掛搭僧のための「坐禅」に関するテキストを作成
するため、準備を進めております。

具体的には、先の宗議会にて予算化された曹洞宗企画

指導課関係について  現職研修会について、平成28年度

委員会に、組織機能検討専門部会を設置しての調査研究

の研修要綱は、
「坐禅会を始めるために・宗門の坐禅を

であります。

ひろめよう」と題した研修を行っております。１か寺で

この専門部会では、宗務行政において最適な内部統制

も坐禅会を開催する寺院が増えることを願います。

の方途の導入を検討しております。またコンプライアン

庶務課関係について  本年２月開催の第124回通常宗議会

スの徹底のほか、適正かつ効率的な運営、財務報告の信

より、提出予定の議案などの関連資料を、議員各位にあ

頼性の向上や曹洞宗全体の資産の保全と損失の未然の防

らかじめお届けすることといたしました。

止を目的とし、議論していただくことになっております。

福祉課関係について  このたび作成いたしました２点の

金銭的損失に関して、一定程度の内部的な責任を明確

資料、「生き活き寺院」及び「災害にそなえて」につい

にすることについて申し上げます。この件では、平成28

て、寺院が今後地域社会で存立していく方途のひとつと

年５月31日現在62名、金額にして2,960万円を納入いただ

して、社会福祉の観点から寺院を活用した教化活動、福

いております。

祉事業などの手引きであり、今回は「入門編」を作成し

なお、善管注意義務違反による法的な金銭請求につい

ました。また、
「災害にそなえて」は、地震が発生した際

ては、本年５月末をもって消滅時効の完成となりました。

に活用していただくマニュアルとなっております。

今次内局としては、時効完成の前に司法の判断を求める

企画研修課関係について  管区教化センターのうち、東

ことも、検討いたしましたが法的手続きを行わないこと

海管区、近畿管区、中国管区のセンター事務所は、それ

といたしました。

ぞれ移転を完了いたしました。曹洞宗青少年書道展は、

宗門関係学校に関して、特に愛知学院関係の訴訟進行

長年にわたる仏教精神に基づく青少幼年教化活動が評価

について  学校法人愛知学院を原告とする損害賠償を求

され、本年５月、第四十回正力松太郎賞の児童教化功労

める訴訟、理事長を原告とする懲戒処分の無効確認など

賞を受賞いたしました。

を求める訴訟、理事３人を原告とする懲戒処分の無効確

布教課関係について  特派布教の会場は、国内はもとよ

認などを求める訴訟、一連の訴訟については、訴訟代理

り海外においても、例年の北米と南米に加え、あらたに
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ヨーロッパでも開催する運びとなり、国内外あわせて740

文書課関係について ポータルサイト「曹洞禅ナビ」は、

余の教場にて、特派布教を実施いたします。

全寺院の基本情報を目的別に検索できる機能と共に、

国際課関係について  本年度からの新規事業として、檀

個々の寺院が自ら情報を追加、更新することで、寺院の

信徒会館において、外国人を対象とした英語による参禅

ホームページとしての機能をもたせるものであり、すで

会、「ZEN Class」を開催しており、駐在員や旅行者をは

に、
200か寺を超える寺院から申込みがあり、ご活用をい

じめとする多くの参加者から大変好評を得ております。

ただいております。

ヨーロッパ総監部においては、平成29年に国際布教50

曹洞宗宗制のデジタル化については、
「曹洞禅ネット」

周年をむかえます。現在は40名の国際布教師と415名の

の寺院専用サイトにて、電子書籍として閲覧できるよう

僧侶が活躍しております。大きな節目となる記念行事開

にいたしました。

催にむけて、該当地域の各国がひとつにまとまるよう宗

次に、一般の方々を対象とした「曹洞禅メールマガジ

門関係者との調整を行っております。

ン」は、運用から半年で、順調に読者を増やしております。

資源課関係について  次期級階査定は、平成30年度を目

また、各種取材対応については、昨今の「禅ブーム」に

途とする調査実施にむけて、専門部会において議論を重ね

対応し、広報係では積極的に取材対応にあたると共に、

曹洞宗公式サイトへの誘導などを通じて、坐禅ができる寺
第 111 号 （３）
和
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院を紹介するなど、広報活動を行っております。
檀信徒会館事業本部関係について  売上増強を図るべく、
共に、平成の市町村大合併の影響も踏まえ、負担点数変
インターネット販売の強化や魅力ある商品企画など、
化のシミュレーションを実施するなど、研究を重ねていま
す。本年度中に一定の結論が得られるものと考えています。 「販売力の強化」を主要課題として取り組み、鋭意努力
詠道課関係について  講員の減少化問題について梅花流
してまいりました。
平成27年度の決算内容について、総売上高は、10億
の研究機関である専門委員会に、小委員会を設置し検討
2,684万5,962円であり、経常利益は、6,106万9,371円であ
いたします。本年度に入りさらに本格的な検討を進めて
ります。純利益は、3,606万9,371円を計上いたしました。
おり、任期中には一定の結論を見出すべく集中的に審議
したがって、平成11年10月の発足以来積み上げてまいり
検討をお願いしております。
出版部関係について  頒布、出版物について、檀信徒の
ました繰越純利益は、12億8,576万8,180円となりました。
ソートビル建築後、42年を経た、建物全体の経年劣化
皆様の仏壇などにおまつりいただく小さな三尊仏として、
部分の、修繕・更新工事などに、注力してまいりたいと
０号型を発売いたしました。また「禅の友」
「てらスクー
存じます。
ル」は、平成28年４月号より掲載内容の企画を一新して
頒布いたしております。

ていただいております。現在は、平成27年国勢調査の人口
2016.3.22
總
速報集計結果が公表されており、そのデータを活用すると

平成 年度曹洞宗一般会計歳入・歳出決算

歳

入

内訳

4,872,508,544 円

27

手数料
0.60%
雑収入
2.47%

歳

出

準備資金
受入金
2.56%

義財金
8.30%
8
30%

歳

入

歳

額

4,193,854,220

義財金

404,417,830

準備資金受入金

124,779,000

雑収入

120,260,454

手数料

29,197,040

賦課金
86.07%

4,430,242,538 円

内訳

歳

出

宗務管理費

宗務管理費
40.76%
その他
1.11%

入

賦課金

宗費完納奨励金
14.06%

分担金
0.32%
山
両大本山
費 0.84%
84%
97%
企画費 0.97%
護
人権擁護
費
推進本部費
布教教化費
1.00%
9.54%
指導養成費
特別会計繰入金
補助費
会議費
出版費
1.22%
寺院年金 教育費 統合資金〜 臨時部
6.18%
1.80% 1.97% 2.81% 3.14% 4.30% 4.51%
5.46%

歳

出

額

1,805,602,902

宗費完納奨励金

623,021,071

布教教化費

422,613,911

特別会計繰入金

274,000,000

臨時部

242,096,022

統合資金〜

200,000,000

教育費

190,427,261

寺院年金

139,180,000

補助費

124,547,845

出版費

87,210,740

会議費

79,876,394

指導養成費

53,901,329

人権擁護〜

44,301,416

企画費

42,917,870

両大本山費

37,200,000

分担金

13,993,948

その他

49,351,829
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総 括 質 問（要

国際布教について
近年宗門における海外布教に対する力の入れようは、

旨）

總和会代表

山 本 健 善

また当然時代に合わせ改革すべき箇所も多くあり、教育
規程を抜本的に見直し、しかも基本法として位置づける

相当に目を見張るものがあるが、反面、今後の方向性に

ことが必要である。総長の僧堂教育にかける意気込みを

ついては案じている点もいくつかあり、不測の事態への

さらに広げ、宗門教育の基本法のもとでの諸規程の再編

対応はどのように考えられておられるか。また、帰国を

成がはかられることを期待している。

命ずる場合、その基準はどのようになっているか。国際

答弁

布教４カ所の総監部の年間経費はどのくらいなのか。サ

僧堂が人材育成の鍵を握っている、僧堂の振興なくし

ンフランシスコに置かれている国際センターにもっと力

て、宗門の発展はないと考える。僧堂振興に関しての

を入れ活用し、より積極的布教展開を計るべきではない

施策は総長演説の通りだが着実に進めたい。教育規程

か。総監という名称はやめて、代表者とすることも考慮

の見直しや諸規定の再編についても僧堂振興の施策の

すべきではないか。

中で必要に応じ検討してまいる所存。

天平山プロジェクトについて、総長は早い時期からこ
の計画の重要なることを察せられ、支持をされているが

旧多々良学園について
15年ほどが経過するこの問題は、いわば宗門にとって、

設立されたならば、正式な専門僧堂として認可し、それ

これまでにない最大の大失策であり、責任追及は様々に

を資格取得の機関として扱っていこうとされているが、

及び複雑にこじれてしまっている状態で、これを収拾す

建物が出来上がり、活動が始まったら認めようでは、い

べく、現内局は金銭的解決を図ろうして、一定の金額を

ささか消極的ではないか。海外においては、前向きな姿

当時の関係する議員を中心に損害として支払いを請求し、

勢をとり、曹洞宗が、未来に向かって足跡を残せるよう、

この問題に決着をつけようとされた。その結果が仮受金

どうか時期を失することなく、総長自ら設立に向けて、

として一次処理されている2,960万円であり（未収金につ

この先頭に立ってこれを導く考えはないのか。

いては時効の完成によって）一応の決着としたい、との

答弁

総長演説での発言と受け取ったが、請求に応じた方、反

不測の事態についての対応は外務省の海外安全情報を

発された方、応じようとされていた方など、胸中は複雑

常に注視し、現地の状況に応じて日本からの命令を待

であろう察する。この問題を現総長としてなるべく早急

つことなく、迅速かつ柔軟に対応を判断するよう指示

に全国に報告、説明すべきではないか。そして報告書を

している。27年度の国際布教費は、9,800万で曹洞宗一

もとに総括がなされ、繰り返すことがないよう未然策を

般会計の約２％であり、ここ10年間の決算額は平均し

示し、宗門としての決着はいかにあるべきか、総長の大

ているが、今後の為替レートの変動により増減もあり

英断に期待したい。

得る。国際センターについては平成29年、創設20周年

再発防止の観点からはコンプライアンスの意識や、知

をむかえ、世界に広がる曹洞禅を国内外にアピールす

識の向上が図られているが、先ずは議員を含め宗務庁内

る好機と捉え、記念事業に向けた準備を進めまいりた

外で働く者に研修などを行うべきで、早急にこれを進め

い。代表者については各国々の代表者を生む環境が整

ることを望む。また、訴訟社会を反映し我々の世界も法

うよう、その誕生への方途について模索してまいりた

律家に是非を委ね、判断を仰ぐ傾向が多くなったが、宗

い。天平山プロジェクトに関しては、今後も先頭に立

門の将来を導く使命を負う我々は、いたずらに法律家の

つ覚悟をもって、この事業を推進していきたい。将来

介入は避けるべきと考えるがいかがか。

的には宗風の宣揚を図ることを目的に認可専門僧堂を

答弁

設置し、檀信徒研修会、宿泊可能施設等を備え、曹洞

再発防止のための改善と改革を図ること一定程度の内

宗の海外拠点となることを切に望んでいる。

部的責任を明らかにすることにあると認識している。

人材育成について

組織改革については専門部会を設け総合的なリスクマ

僧侶の資質低下は宗門の存亡、そのものに危機感を感

ネジメントに資するための組織創設にむけ検討に入っ

じている。宗門には教育規程があるが、これは分限規程

ている。金銭的賠償については本年５月をもって消滅

と連携して資格を規制するための教育規程であり、現行

時効完成となり、その結果を踏まえ経過の検証とご報

規程では十全ではなく総合的判断を加える必要がある。

告の方途を検討している。法令遵守等の意識と資質の

教育内容についても、再検討されるべきであると考える。

向上の問題に関しては、積極的な規律を支える組織や、
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客観的な判断が可能となるような、人的意識改善が必

で、専門領域での、執行機関への補佐を願うべきと考え

要になると考える。今後委員会が創設された際に、研

る。この新しい職制を設けることによって、人材の活用、

修内容なども検討されるものと考えたい。

経費の削減、宗侶の活性化が計れると存じ、総長にその

具体的平和運動について
近年曹洞宗は人権、平和、環境の三本の柱を標榜し、

お考えはないか伺いたい。
答弁

これを基にそれぞれ施策を行っており、特に平和につい

宗務庁では、事務処理を中心としているのでこうした

ては、
「平和のつどい」を開催したこともあり、また核実

状況に評価制度を適合させる事ができるかを、検討が

験実施をした国に対し抗議文を提出してきた。今日、国

必要であると考える。新しい職制を設けることと、経

の防衛にはじまり、「憲法改正」「いや平和憲法を守れ」

費の削減は同時に実現することは、かなり難しい点も

など、政治の世界ばかりでなく、すでに一般庶民がその

あろうかと考えるが、人事サイクルの関係もあり、人

選択をしなければならない時がきている中で、今まで宗

材の活用については、今後において考慮したいと考え

門当局はその政治的立場を明確にはしてはなかったが、

たい。

平和運動は一宗派だけの問題ではないので、それを導く

ソートービルの老朽化対策について

ためにも全日本仏教会をもっと活用し、我が宗門がリー

株式会社東京グランドホテルは無くなってしまい、当

ダーシップをとっていくべきで、積極的に関与をして具

初宗門が描いたようにはなってないが、自らが所有する

体的平和運動を進める時ではないか。

ビルであり、このビルの運営は宗門に様々な益をもたら

答弁

せ、その活用が曹洞宗の将来を左右する、といっても過

終戦70年をむかえての、総長談話のなかで申し上げた

言ではない。幸いにホテル経営は順調で、隣接地の買収

とおり、非戦の立場をもって平和運動に取り組み、具

も着実に行われ、将来の宗門財政にとって大きな希望を

体的な平和運動に関しては、この機会に仏教界に関わ

抱かせている。しかし最大の課題は、このビルの老朽化

る様々な問題について、全日本仏教会と供に協力しな

ですでに建設して42年を迎える。修繕も順次行われ喫緊

がら積極的に取り組んでまいりたい。

の問題はないようだが、同等以上のものを建てようとす

教化体制の整理と時代に対応する再構築の提言
時代に合った布教体制の構築が必要であり、全般的停
滞やマンネリ化など、活力の滞留が感じられ、教化体制

るならば、これには及ばない額とおもわれる。遠くない
将来やって来る、この自主財源確保とビルの運用に関し
て、総長の目指すところをお示しいただきたい。

の再構築が必要であり、もっと現場に即した、また臨機

答弁

応変に変化できるような体制がなければ、教化伝道はで

昭和49年に建設され今年で42年を迎え、近い将来建替

きないと感ずる。この教化体制の再構築について、是非

えを含めた対策を要することは明らかで、基礎的な資

検討を始めるべきではないか。宗侶各位の持てる力を十

金は備蓄されてはいるが、建替えのための資金を充分

二分に発揮できる教化体制の再構築の考えはないか。ど

に備えているとは言いがたい面もあり、現在の建物の

うか豊かな「想像力」と「創造力」を発揮していただき、

維持管理と将来的な展望、構想をどのように考えてい

一歩を踏み出していただきたい。

くべきなのか、その他指摘された財源確保等の懸念さ

答弁

れるところも考えておくべきと存ずる。

布教教化において時代の変化に対応すべく、過疎化や

責任役員会議のメンバーに事業部長が加わることについて

人口の都市集中などの社会現象を注視し、時代の要請

収益部門の責任者として、事業部長が責任役員会議に

に応じた、あらたな体制の構築を視野に、提言の趣旨

加わることは当然と考えるがいかがか。このことは機構

を踏まえて検討してまいりたい。

改革の中で思慮されると存ずるが、前向きな組織改革も

宗務庁職員への自己評価制度採用と新しい職制の検討
人材の育成は、宗門の命脈であり、これが十分に確立

視野に入れて考えていただきたい。
答弁

できれば、自ずと宗門の各局面に波及、影響して諸問題

平成11年の檀信徒会館事業本部の創設にともない、宗

に向きあっていくことができるものと確信している。現

務総長が本部長に、また事業部長は特別職として就任

場を担う人材を活かし、育てることが、組織そのもの価

することになっている。現状、変更を加えることは考

値を決定するものであり、宗務庁に自己評価のシステム

えてないが、その機構などついては常に検討を加え、

を導入することは速やかに可能ではないか。こうした宗

衆望にお応えすべく進化、進展させ、指摘がありまし

務庁職員を中心としたシステムを導入するお考えはない

た機構改革のなかで思慮すべきものと考えたい。

か。
また、専門部署に長年携われた主に課長職などの方々
には、退職後もそのスキルを宗門に生かしていただく、
新しい職制が必要と思われる。２年あるいは４年の期限
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通 告 に よ る 一 般 質 問

（登壇順）

※答弁については正確を期するため曹洞宗報をご覧下さい。
宗門の災害対策について 義援
金の分配についてどうなっている
のか。災害援護施策で貸付金の限
度額、返済期間及び利息はどう
なっているのか。今後の災害復興
財源確保の提案をする。

森

元亨

岩井

（第５区選出）

水野

格正

（第８区選出）

山﨑

奎一

（第28区選出）

宗門の組織改革について 企画
委員会に設置された専門部会で、
どの様な検討がなされているのか
を、具体的にお答えいただきた
い。
監査報告書の特筆すべきこと
各部共通事項について、現時点で
の内局の方針をお答えください。

責任役員について 責任役員会
において、利益相反に関する事項
があった時、どの役職の方が仮責
任役員になるのか。
宗門関係学校への補助金について
関係規定、基準等の整備を検討
する事を要望する。

（第17区選出）

山本

元晴

（第３区選出）

近藤

龍弘

（第25区選出）

（第４区選出）

五十嵐靖雄

秀弘

催告書により納入された金銭の
返納について 現内局における
利益相反事項に基づき、本来代表
権を有さず仮代表役員を選定しな
ければならないにも関わらず、資
格のない立場の人が、催告書の内
容を決定し執行した事による、賠
償請求は無効となるのではない
か。真摯な回答を強く要望する。

龍谷

顯孝

（第12区選出）

震災による急速な過疎化の現状
と今後の対応 震災によって急
速に進む過疎化問題について、宗
門はどう対応していくべきなのか。
現場の声を聴く相談窓口の設置を
望む。
教育規程39条について 宗門関
係学校の理事長職を部長職に当て
るという規定を外し、部長は各宗
務に、理事長は学校運営に専念し
て頂きたい。
多々良問題について 「催告書」
について
宗務所への補助金と教区の構成
について 小規模な宗務所へは
手厚い補助を要望する。教区構成
を１教区20 ヶ寺程度に構成する
事は出来ないのか。
寺族の活性化について 寺院を
守り檀信徒の相談にのり、子弟を育
てる寺族を支援すべきではないか。
催告書について 再度の質問で
あるが、訂正とお詫びの文書は
送ったのか。その日付は。請求に
応じた者と応じない者がおり、そ
のような不公平な結果を想定して
いたのか。従前の金額の根拠、及
び集めた金銭は賠償金であるの
か。

関連質問 平成27年３月27日の
議員招集において、議会にはから
ず報告として済ませた経緯につい
て、既に催告の相手や請求金額が
決まっていたのか、また財産処分
を含むものであるから、議会の同
意を得ていないものは、手続き違
反ではないのか、その点について
答弁を求む。

― 文 書 質 問 ―
永島

玄隆

第124回通常宗議会の文書質問の答弁について 参事会で決議したのなら予算書に項目を作
成すべきではなかったのか。又、手続き違反ではないのか、議会での承認を得た事になるのか。
黙示的という決議が決議といえるのか。道義的責任の根拠はあるのか、又、理事会は善管注意
義務違反にならないのか、催告書で集めた金銭を返金する考えはあるのか。

山路

純正

旧多々良学園に関する催告書の手続きの妥当性と公平性について 旧多々良学園問題におい
て、この様な事を繰り返さない為にどの様な改革が必要か。催告書における請求総額と善管注
意義務違反に関わる金額とその人数、道義的責任とする金額と人数及び、その金額決定の根拠、
それらの内局の見解を示されたい。

（第26区選出）

（第13区選出）
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お見舞い
本年４月に起こりました九州、熊本・大分を中心に襲った大震災でお亡くなり
になられた方々に、衷心より謹んでお悔やみ申し上げます。被災により本堂、庫
裡の全壊・半壊等の被害を受けられた御寺院及び関係各位の皆様にお見舞い申し
上げます。

總和会本部



震 災 レ ポ ー ト
熊本県・神照寺住職 岩崎哲秀



この度の熊本、大分を中心に起こった大震災に対し、全国の皆様から多大なる支援物資・義援金等を頂
戴しましたこと、深く感謝申し上げます。
まだまだ予断を許さない緊張した日々の中で、寺院の片付け・炊き出し・行茶活動等を行いながら過ご
しております。
３ヶ月経過してようやく始まる復旧・再建に向けて襟を正し、檀信徒の声を聴き受け止めていきたいと
思います。
引き続きの御助言、御支援を賜りますよう伏してお願い申し上げます。

熊本市

安國寺

熊本市

大慈寺

大慈寺ご本尊の損傷

峨山禅師伝考
【その九】
愛知学院大学学長

佐藤悦成

を受け取ることのできる弟子は僅かであり、
それらの人々は門派興隆への責務も同時に

り判明しています。この配分は、葬儀から

近藤

龍法

森

元亨

片山

昌佳

大道

光肇

三𠮷

由之

惠宗


入 滅
受領するのです。
峨山禅師の「御喪記」には、仏事の次第

貞治五年（一三六六）
、峨山禅師は九十
一歳となられ、總持寺の後席を太源宗真禅
などは含まれていません。瑩山禅師がまと
められた徹通義介禅師の喪記「永平三代大

六日後の十月二十八日におこなわれ、手続

今回をもちまして最終回といたします。

弘隆

伊東 盛寧
⃝請願委員会
長 山本 元晴

師に譲り、山内の隠寮に退かれたのは貞治
四年のことと思われます。
「惣持寺山門住
乗開山大和尚遷化喪事規記」がその後の標
たのでしょう。
「御喪記」に続く「抄箚」

持職事」を著わされたのが貞治三年十二月
四年に住持職の譲与が行なわれたのでしょ
後の十月二十二日であり、その後二十五日

には、葬儀が行われたのは遷化されて二日

準となっていて、敢えて記す必要がなかっ

う。
『總持寺第二世峨山和尚行状』には、

十三日のことでしたから、年が改まった翌

「しかるに、宗真長老をして總持寺の席を

「御遺附記」冒頭には、
「新般涅槃当寺第

に至るまで、亡き師に対する供養が極めて

二世峩山大和尚。今貞治五年丙午十月廿日。

継がしめ、師自ら養寿院と号す小庵に隠居
貞治五年の夏を過ぎる頃には衰弱が一層

亥剋遷化。両班は法光院に就いて抄箚す」

丁重に行われたことを知ることができます。

進み、ついに十月二十日、九十一歳を一期

と記され、禅師が所持されていた袈裟など

す。
」と記されます。

皮肉 九十一年 夜来依旧にして 身を黄

の品々を、塔頭であった法（放）光院にお

として遷化されました。遺偈は、
「合成の
泉に横う」
（原漢文）

いて調査（抄箚）した上で、直弟子が拝領

跡も残さず黄泉国へと身を移そう）

を実峰良秀禅師ほかの三師、記録を認証し

したことを記します。法光院は長谷部一族

峨山禅師のご遺体は荼毘に付され、舎利

たのが太源真宗禅師ほかの六師でした。ま

（た またま父母の縁によってこの世に
生を受け、九十一年の歳月を過ごして

を山内西北偶の亀山に葬ったと諸伝は記し

た、十八師の中には直弟子であった本韶・

とが、長谷部正連、るりわかの寄進状によ

ま す。 葬 儀 に つ い て は、
「總 持 二 代 御 喪

が峨山禅師のために開いた塔頭であったこ

記」に詳しく記されており、当時の様子を

妙準・源珠の比尼丘も記され、比丘・比丘

きた。夜になったら［死の時が来たな

知ることができます。

尼の差別なく遺品が授与されたことがわか

らの意］また元に戻り、この世に何の

「御 喪 記 」は、
「總 持 二 代 和 尚 抄 箚 」 と
められており、
「抄箚」は禅師の行実、お

長い間ご高覧賜りましたことに深謝申し上

ります。

よび葬儀当日の弔辞を併せ記し、
「御遺付

げます。

「当山二祖大和尚御遺附記」が一巻にまと

記」は峨山禅師の遺物を門弟子が話し合っ
て頂戴した記録をいいます。亡き師の遺物

http://souwakai.info

編集・山本健善 嶽盛和三 岩井秀弘 片山昌佳 服部直哉

会務報告を掲載しております

主…主査

長…委員長

伊藤

⃝予算委員会
主 五十嵐靖雄

純正

山路

典雄

深川

主

光肇

西岡祖秀師

⃝懲罰委員会
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地元並びに宗門のため、微力ながら
誠実に職務に励みたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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