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全日本仏教青年会
第23代理事長 西郊  良貴

ごあいさつ

日頃より全日本仏教青年会に対して格別なご高配を賜り、忠心より篤く御礼を申し上げます。

令和3年12月より理事長を引き継ぎ新たな第一歩を踏み出しました。コロナ禍の中での会議を対面とオンラインによ

るハイブリッドで開催し、スムーズに会議が行えるような工夫をしながら、以前とは違う雰囲気の中での会議や協議を

重ねさせてまいりました。

初めてのことづくしで、戸惑いもありますが以前のようにはいかない会議形態を模索して、今後も行っていきたいと

思います。行事一つをとりましても、感染対策を念頭に置いて、国による感染症ガイドラインを踏まえて規模を縮小し、

計画の段階から感染状況を注視して、行わなくてはなりません。また花まつり千僧法要においても同様に人数を縮小

して執り行いました。その時々の判断で事業を行わなくては前に進めませんので、今後も変わらぬお付き合いをよろ

しくお願いいたします。

今年度は『ありがとう運動』を推し進めていきたいと考えています。世界の平和に向けて、色々な情報を発信し、僧

侶と一般の方を一緒に、日本のみならず世界で多くの犠牲になった方への哀悼と慰霊および、その復興を遂げようと

している方への支援と協力と援助、特にいまだ収束の見えないコロナ禍の中での活動になりますが、『ありがとう運

動』として活動し、合わせて祈りを捧げていきたいと思います。

世界平和に向け、誰一人取り残さない社会をつくる為に祈り、想いやりや相手を敬い、今生かされていることに喜

びを感じ、若者ならではの『挑戦』も心において、ありがとうの気持ちを持って多様性を求めつつ、青年僧としての役

割をそれぞれに理解し、人・災害・貧困・疫病など困難を乗り越えて、新しいより強い絆やパートナーシップを創り上

げて行きたいと思います。

また、当会は『SDGS（持続可能な開発目標）』を活動目標の一つとして、世界レベルの偏見や差別や不平等を廃

し、戦争の無い環境つくりを模索していくことを継続的に行って参ります。併せてウクライナに対する人道的観点か

ら、全国の団体から集まった支援金を関係各所に送らせていただくことも申し添えます。

最後に、会報誌JYBAを通じて全日本仏教青年会へのご理解とご協力を切にお願いし挨拶とさせていただきます。

 合掌　

全日仏青の様々な活動は公式YouTubeチャンネルで
配信中！ チャンネル登録宜しくお願い致します。

Information

全日本仏教青年会のwebコンテンツ

https://www.youtube.com/channel/
UCXrSD9e6osDy-o053VXeUXQ

公式YouTubeチャンネル

https://twitter.com/jyba1977 https://www.facebook.com/jyba1977/ https://www.instagram.com/jyba1977/

@jyba1977
Twitter

@jyba1977
facebook

@jyba1977
Instagram

平素は全日本仏教青年会に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。理事長退任にあたり、ご挨拶と御礼を

申し上げます。

2019年6月の就任から約2年半理事長を務めさせていただきました。就任から半年後の2020年の年明けからコロ

ナウイルスが世界中でまん延し、生活が一変してしまったのはどの方においても大きな出来事であったと思います。

未知のウイルスへの感染の恐怖のため、当会活動としても予定しておりました行事は中止または延期となり、会議も

開催出来ず、どのような対応をしていけば良いのかと頭を抱えておりました。感染拡大から2年半がたった今、過去

を振り返ってみればいくつものやり方や対応策が思いつきますが、当時はすべてにおいて手探りであり参加者や関係

者への安全を考えると何をやるにしても決断が出来ずにおりました。そのため、多くの方にご迷惑とご心配をおかけ

したこと深くお詫び申し上げます。

第22期のスローガン【パートナーシップ】を掲げ、当初は加盟団体会員をはじめ、仏教系団体、災害関係団体、支

援活動団体、寺院の観光や運営などをサポートする団体などその他多くの団体と協力や共同を計画しておりました。

にも関わらず、それらの活動のほとんどが中止や中断せざるを得ない状況になってしまったのは本当に残念で仕方

がありません。

しかし、私は度々申してますが、これまで人は困難を乗り越えるために新しくより強い繋がりや絆を創って参りまし

た。そのため今回も、各団体との繋がりがなくなったわけではなく、新たな形での相互協力ができ、困難に直面した

からこそ新しい考えや行動やツールの利用による活動が発展しました。ご協力いただきました関係者各位に感謝申

し上げます。

コロナ禍での会務運営で一番の変化はデジタルコンテンツやツールの利用でありました。社会的に見ても多くの団

体・個人がデジタルでの活動や利用が増え、それらを主体とする活動に容易に参加いただけるようになったことも大

きな転換点でした。そのため、２０２０年度全国大会はYouTube定期配信を4ヶ月にわたって行い、またコロナで延

期しておりました「国際仏教徒青年交換プログラム（IBYE）」も2021年8月にオンラインにて開催いたしました。デジタ

ルコンテンツは若い世代への発信としては有効な手段

であり今後も力を入れて行きたいと考えております。もち

ろんデメリットも当然あり、利用者の年齢層や利用環境

には限界もあり、現場だからこその空気感など得られな

い点もあります。メリット・デメリットをしっかりと把握し有

効なツールの1つとして利用して参ります。

　任期中、様々な点で通例と異なる場面が多々ありまし

たが、無事に任期を満了出来ましたことは、当会役員

の皆様、加盟団体会員皆様のご協力の賜物であり厚く

御礼申し上げます。また、ご協力いただきました関係団

体各位におかれましても感謝申し上げるとともに、今後

も当会活動にご支援ご協力をお願い申し上げます。

　最後に、この会報誌JYBAを通じて、皆様に全日本

仏教青年会への更なるご理解とご協力をお願いし挨拶

とさせていただきます。 合掌　

退任のごあいさつ

全日本仏教青年会
第22代理事長 谷  晃 仁
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西郊：今日の３者鼎談の基本テーマは、多様性の受容、すなわち
Diversity & Inclusion（以下、D ＆ I ）です。D ＆ I の我が国におけ

る可能性について、第99代内閣総理大臣の菅義偉様、そして公益社

団法人日本青年会議所第70代会頭の野並晃様にご参加をいただき、

お話を伺います。実は、ここにいる３名は同じ横浜出身であり、今回

の鼎談が実現しました。

西郊：早速ですが、コロナ禍になり、約3年が経ちます。現在の社会
情勢について、菅前総理からお考えをお聞かせください。

菅：世界が100年間経験のしたことがない、新型コロナウイルス問題
が発生し、当初は全体像が全く見えず、全国一律に緊急事態宣言な

どを行いました。最初、安倍政権の時に宣言を行った際はGDPが前

年比約30％減という戦後最大の下落となり、コロナ対策と同時に経

済対策も考えなければならないと痛感しました。

私自身が官房長官時代に武漢からの邦人帰国プロジェクトやクルー

ズ船の横浜寄港等のコロナ対策を実施しました。これにより、経済

に極めて大きな影響が生じたため、私は、国民の「命」と「暮らし」を

守るため、経済社会への影響も考慮しながら、より効果的な感染対

策を実施するべきだと考えました。

その後、安倍前総理が退陣をされて、コロナ対策からは逃げられな

いという思いで総裁に立候補し、当選させていただきました。そし

て、私自身、より経済社会への影響が少ない形でまん延防止等重点

措置や緊急事態宣言を行ってきたわけですが、最終的にはワクチン

が必要だという結論に至りました。海外では日本より厳しいロックダ

ウンを実施し外出者に罰金を科したりしていましたが、それだけやっ

ても感染拡大を繰り返していました。これが解消され、国民が街に出

て賑わいを取り戻したのは、２回のワクチン接種が40％に達したあ

たりからでした。そこで、ワクチンこそがかつての日常を取り戻すた

めの最短の道だと見定めたわけです。

実行するからには、具体的な目標を定めてやらないといけません。１

日100万回接種、希望する高齢者への接種を７月中に終わらせる、

ということを掲げました。そして皆さんに努力してやっていただいた

結果、当時もっとも怖いウイルスであったデルタ株に対して何とか最

小限の被害で抑えることが出来たと思っております。

そして、今のオミクロン株（４月時点）は、感染者数は圧倒的に多い

ですが、重症化リスクは非常に少ないです。今までは感染者の2％が

重症化していましたが、今は0.2％です。コロナウイルスは、徐々に怖

い病気ではなくなりつつあります。オミクロン株についてもワクチン

は効果があることがわかっており、今はとにかく早く3回目のワクチ

ン接種を促進した方がいいと思っています。それと同時に治療薬も

出来つつあるので、withコロナというか、マスクや手洗い、3密回避

など基本的なことをやりながら、徐々にかつてのような賑わいのある

生活に戻してきてもいい状況になってきているのではないかと思いま

す。分類を第2類から第5類へ変更するなど色んな議論があります

が、専門家による議論を踏まえながら様子を見る必要があると思い

ます。

西郊：ありがとうございます。では、野並直前会頭にもこのコロナ禍
における多様性、D ＆ I を含めた今の社会情勢についてお話しをお

願いいたします。

野並：我々青年会議所は、動き回ることや人が集まることが非常に多
い組織でしたので、元々の行動様式からすると、コロナ禍による運動

への支障は非常に大きなものがありました。一方で、そもそも我が

国の青年会議所は、戦後焼け野原の国を経済的に復興させるところ

から生まれた組織でしたので、世の中が困っている時こそ力を発揮

したいと創始の精神を改めて思い起こしたのがこの２年間でした。

実際2020年は、中小企業約３万社の集まる組織として、コロナ禍で

必要な経済対策等を多く政治に提言してきました。また、提言を元

に、どうしたらもっと世の中を動かすことができるのか、河野大臣と

も対談させていただきました。そして、20代～40代の人達に積極的

にワクチン接種を促す、それが世の中の活動を再開させるきっかけ

になると信じ、運動してきた2年間でした。

西郊：ありがとうございます。未曽有の危機において立ち向かったお
二人の素晴らしいお話でした。

私ども全日本仏教青年会は、毎年目標テーマというものが掲げられ

ます。本年度のテーマは、「多様性における青年僧の役割」と掲げさ

せていただきました。菅前総理は在職中に、所信表明演説で女性活

躍や外国人、中途採用の方々など多様性ある職場等しがらみにとら

われない経営の実現というところで、まさにD ＆ I を強く推進なさっ

てこられました。そこで、菅前総理には、在職時のD ＆ I の推進に関

する政策やご苦労、また前総理としてどのような成果を期待された

のかなどをお伺いします。

菅：日本は多様性が非常に遅れている国だと長年言われております。
しかし、国際化や人口減少社会の中で、これを乗り越えなければな

りません。まず女性の活躍、また、日本は外国人の皆様にとって一番

入りにくい、門戸が開かれてないなどとずっと言われている国です。

一方で、今は海外の人達が行き先の国を選ぶ時代になってきていま

す。日本はそういった外国人を受け入れる仕組みが確立していな

かったので、日本で安心して働くことの出来る仕組みを法律改正で

確立しました。コロナ禍で今は十分に機能していませんが、とにかく

日本は選ばれる国にならなければならないという観点で、仕組みを

構築しました。

三　者　鼎　談

令和4年4月13日(水)
於：衆議院第二議員会館 菅義偉事務所
発言者：菅義偉前総理大臣、野並晃日本青年会議所直前会頭、西郊良貴全日本仏教青年会理事長

今はコロナ禍で入国制限をしていますが、今後海外の方が日本に来や

すい社会を創れるようしっかり対応していきます。野並さんのお父さん

からも外国人がいないと工場の運営が出来なくなると伺いました。

野並：そうですね。製造の現場もコロナ以前は海外の方々がいてはじ
めて成り立つという会社が多かったと思います。

菅：女性が活躍出来る社会作りというのも、これも何年も言われて久
しいですが、官房長官時代に「まず隗より始めよ」ということで男性

公務員に育休取得を促すとともに、そうした管理職の取組を人事評

価に反映するようにしたんです。その結果、今では99％の方が育児

に伴う休暇や休業を取っています。今までも制度はありましたが中々

取りにくい仕組みだったんですね。国が率先して動き、それと同時に

民間の人にも男性が育休を取りやすいよう法律も改正しました。こ

れが動き始めると、少しずつ変わってくると思います。

あわせて女性活躍に向けて、女性の管理職を何％にするかという目

標も決めまして、これも国から実行し始めています。それと役員につ

いても女性の登用をお願いさせていただきました。本来は、各企業

から自然に湧き上がってくるのがいいのですが、日本はまず形を作ら

ないとなかなか進まないので、政府から率先して進めていきました。

こうした対策は、どうしてもコロナ関連の報道に隠れがちですが、そ

ういう方向性できちんと進めています。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭にお伺いしたいのです
が、日本青年会議所は2019年に本格的にSDGsの推進を始めたと

聞いております。また（2019）年末には外務省のジャパンSDGsア

ワードでSDGsパートナーシップ賞を受賞され、昨年で推進3年目に

なると思います。およそ３万人の会員を抱える日本青年会議所にお

いて、どうやってSDGs推進の舵取りをなさってこられたのかをお聞

かせください。

野並：2019年はトップがSDGsを一丁目一番地に掲げて、これを青
年会議所が日本で一番推進している組織になるという宣言をし、皆

がそれについて来てくれました。

その結果、政府からも認めていただく結果になったのだと思います。

SDGsは17個ものゴールがあり、これが各地域の特色や得意な事業

にあてはめたとき、青年会議所の運動に比較的結び付けやすかった

ことも推進が進んだ要因であると思います。また、卒業された方々も

SDGsを自らのビジネスに取り入れていますが、まさにSDGsを推進

しないと地球自体が持続可能にはならないと気づいたからだと思い

ます。我々はSDGｓの推進は地球を守るだけではなく、仕事を守るこ

とにもなると思っております。

次に、D ＆ I についてです。青年会議所は男性が多く、多様性が乏

しい組織です。そこで、女性会員がどうやったら増えるかという点も

含めて2020年、その「育LOM」（育児世代であるJCメンバーが家庭

や仕事、JC活動を平行しながらも活躍できる子育て支援等を積極的

に行なう各地の青年会議所のこと）を推進しました。また、昨年以

降、「ベビーファースト運動」（あらゆる企業や行政を巻き込み、子育

て世代が子どもを“産み育てたくなる”社会を実現するための運動）を

開始するなど組織と社会を変えていくべく、邁進しています。我々も

お金と時間に余裕のある人だけが出来る組織ではなく、地域を良く

したいという気持ちを持った方々が誰でも入会しやすい組織にして

いかなければなりません。

西郊：ありがとうございます。今、組織論についてもお話いただきま
したが、私ども全日本仏教青年会もSDGsの推進を5年以上前から掲

げてきました。ですが、僧侶の世界は、横文字になじむこと自体が大

変で（一同笑）特に年配の方々は難しいと…。SDGsについて大僧正

達にご説明をしますと、「そんなことは我々は大昔からやっている。

横文字にされるとわからん。」というお叱りを受けることもあります

（一同笑）。私たちは昔から行われてきた活動をSDGsに引き直した

中で、青年僧侶にどのように伝えていくかが今後の課題の1つとして

捉えています。

そこで、SDGsについてお話を深めていきたいのですが、今世界は

SDGsというキーワードで一つになる反面、ウクライナ情勢の中で虐

げられる女性たちや中国で問題となった鎖につながれた母親の動画

等が報道されています。今一度女性の活躍に関し、菅前総理からお

話をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

菅：青年会議所と同じように、政治の世界も男性ファーストです（一
同笑）。ただ、やはり世の中の半分は女性ですから、女性の皆様の

様々な視点を大事にする政治が必要です。子どもが欲しいが治療費

が高額すぎて不妊治療を受けられないという切実な声にこたえて、

本年4月1日から不妊治療を保険適用にしました。そうしたら想像を

絶する反響をいただきました。私がツイッターで「（不妊治療の保険

適用が）始まります。」と一言言ったら、それを見た人が2500～2600

万人、「いいね」が49万4800人です。（野並、西郊、驚き）

少子化問題を解決する前提に出産や育児の問題があり、現状ではど

うしても女性の負担が圧倒的に多くなっています。働いていると出産

育児に関わることが難しいですよね。だからこそ、男性が育休をきち

んと取るのが当たり前な社会にしたい。まず役所から始め今では

99％もの男性職員が育休を取得しており、女性からものすごく感謝

されています。女性に活躍してもらうには、出産した女性のみに負担

が偏るのではなく、まず、男性も育児や家事を一緒にやっていくよう

な環境づくりをしていくことが重要です。さらにいえば、夫婦だけで

なく、家族や地域皆で子育てを支えていく地方自治も含めて、皆でそ

うした社会を作っていくことが大事です。

三者鼎談の様子

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭は、女性の活躍について
いかがお考えでしょうか。

野並：そうですね。よくあるのが男性だけで女性のことを考えたり、
女性だけで女性のことを考えて、互いの意見がぶつかってしまい、落

としどころがなく終わってしまうことがよくあります。1つの物事につ

いて両方の立場で一緒に議論して互いにこうしていこうという方向性

を、両性できちんと話し合い、合意形成することが必要です。そして、

この組織をもっとよくしていくという同じゴールを共有する。女性活

躍はその一手段であると考えています。逆に、女性活躍自体が目的・

ゴールとなってしまうと、建設的な方向からずれてしまいかねないの

で、青年会議所では、組織の活性化や社会が良くなるための手段と

して女性活躍があるという点を重視して話し合ってきました。

西郊：ありがとうございます。実は私どもの仏教界では政治の世界よ
りも更に男性社会でございまして、実際に昔は女人禁制を謳ってい

るお山や本山もございました。その中で先日喜ばしいことがあり、ヤ

フーの検索順位10位以内に「花祭り」というワードが表示されまし

た。まさに４月は、お釈迦様の誕生日でそのお祝いが花祭りです。そ

のお釈迦様ですが、生まれてすぐに７歩歩き「天上天下唯我独尊」と

発言をされました。全ての生命が皆何よりも尊いという意味です。正

にD ＆ I とお釈迦様の言葉がリンクしていると思います。仏教青年会

もこれから女性教師、女性僧侶の活躍にも重きを置いていきます。

具体的には私どもの社会問題対策委員会に女性教師を委員として選

任し、その意見を反映させる予定です。

西郊：最後になりますが、青年僧侶に対するご意見や、叱咤激励の
言葉をいただけたら非常に有り難いです。

菅：私は自分の人生を振り返った時にやはり、いろんな節目節目で行
動し続けたことが良かったと思っています。私は、政治の世界に入る

前に、いろんな遠回りをしました。何もないところから入る訳ですか

ら、いろんな壁にぶつかり合いながら、いろんな人の紹介でようやく

道が開かれる訳です。そして、一つの壁を越えると何年後かにまた壁

が現れて、私自身何にも知らないところで誰も応援してくれない中

で、西郊理事長のお父様（円満寺住職）のところにお願いに行き、そ

こからスタートすることができたと思っています。これは私事であり

恐縮ですが、（西郊さんの）理事長のお母様に後援会を受けてもらっ

たり、野並さんのお父様やお祖父様も、本当にいろんな意味でお世

話になりました。私は、皆さん大事にする。そういうご縁ですかね。

そういうものに引き寄せられたと思っています。

そして、市議会議員になり、また国会議員になれると思っていなかっ

たのが当選し、総理大臣にまでなりました。振り返ってみると、節目

節目に自分で行動して、そこでまた大事な人とお会いし、そこからま

たご縁が広がっていきました。ですから、青年僧侶の皆さんはやっぱ

り「挑戦をする」ということがものすごく大事だと思います。そして新

たな壁に突き当たったらまた、挑戦していくことで以前は考えてな

かったことが生まれたりもします。

西郊：野並直前会頭からもお願いします。

野並：いきなり一足飛びで行くことができれば理想かもしれません
が、それは難しいです。まずは1つずつ出来ることから着実に進めて

いくことが大事ではないかと思います。

西郊：ありがとうございます。菅前総理にはチャレンジしろという激
励のお言葉を、野並さんからはテーマを持って着実に進めて行くこと

の大事さをお話いただきました。私も全日本仏教青年会の理事長と

して、仏教界から多様性の受容を広めていく大変重要な役割を全う

してまいりたいと思います。

本日は大変有意義な時間をいただき、感謝申し上げます。有り難う

ございました。（拍手）

校正：菅義偉事務所、全日本仏教青年会事務局

さん　　　しゃ　　　てい　　　だん
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西郊：今日の３者鼎談の基本テーマは、多様性の受容、すなわち
Diversity & Inclusion（以下、D ＆ I ）です。D ＆ I の我が国におけ

る可能性について、第99代内閣総理大臣の菅義偉様、そして公益社

団法人日本青年会議所第70代会頭の野並晃様にご参加をいただき、

お話を伺います。実は、ここにいる３名は同じ横浜出身であり、今回

の鼎談が実現しました。

西郊：早速ですが、コロナ禍になり、約3年が経ちます。現在の社会
情勢について、菅前総理からお考えをお聞かせください。

菅：世界が100年間経験のしたことがない、新型コロナウイルス問題
が発生し、当初は全体像が全く見えず、全国一律に緊急事態宣言な

どを行いました。最初、安倍政権の時に宣言を行った際はGDPが前

年比約30％減という戦後最大の下落となり、コロナ対策と同時に経

済対策も考えなければならないと痛感しました。

私自身が官房長官時代に武漢からの邦人帰国プロジェクトやクルー

ズ船の横浜寄港等のコロナ対策を実施しました。これにより、経済

に極めて大きな影響が生じたため、私は、国民の「命」と「暮らし」を

守るため、経済社会への影響も考慮しながら、より効果的な感染対

策を実施するべきだと考えました。

その後、安倍前総理が退陣をされて、コロナ対策からは逃げられな

いという思いで総裁に立候補し、当選させていただきました。そし

て、私自身、より経済社会への影響が少ない形でまん延防止等重点

措置や緊急事態宣言を行ってきたわけですが、最終的にはワクチン

が必要だという結論に至りました。海外では日本より厳しいロックダ

ウンを実施し外出者に罰金を科したりしていましたが、それだけやっ

ても感染拡大を繰り返していました。これが解消され、国民が街に出

て賑わいを取り戻したのは、２回のワクチン接種が40％に達したあ

たりからでした。そこで、ワクチンこそがかつての日常を取り戻すた

めの最短の道だと見定めたわけです。

実行するからには、具体的な目標を定めてやらないといけません。１

日100万回接種、希望する高齢者への接種を７月中に終わらせる、

ということを掲げました。そして皆さんに努力してやっていただいた

結果、当時もっとも怖いウイルスであったデルタ株に対して何とか最

小限の被害で抑えることが出来たと思っております。

そして、今のオミクロン株（４月時点）は、感染者数は圧倒的に多い

ですが、重症化リスクは非常に少ないです。今までは感染者の2％が

重症化していましたが、今は0.2％です。コロナウイルスは、徐々に怖

い病気ではなくなりつつあります。オミクロン株についてもワクチン

は効果があることがわかっており、今はとにかく早く3回目のワクチ

ン接種を促進した方がいいと思っています。それと同時に治療薬も

出来つつあるので、withコロナというか、マスクや手洗い、3密回避

など基本的なことをやりながら、徐々にかつてのような賑わいのある

生活に戻してきてもいい状況になってきているのではないかと思いま

す。分類を第2類から第5類へ変更するなど色んな議論があります

が、専門家による議論を踏まえながら様子を見る必要があると思い

ます。

西郊：ありがとうございます。では、野並直前会頭にもこのコロナ禍
における多様性、D ＆ I を含めた今の社会情勢についてお話しをお

願いいたします。

野並：我々青年会議所は、動き回ることや人が集まることが非常に多
い組織でしたので、元々の行動様式からすると、コロナ禍による運動

への支障は非常に大きなものがありました。一方で、そもそも我が

国の青年会議所は、戦後焼け野原の国を経済的に復興させるところ

から生まれた組織でしたので、世の中が困っている時こそ力を発揮

したいと創始の精神を改めて思い起こしたのがこの２年間でした。

実際2020年は、中小企業約３万社の集まる組織として、コロナ禍で

必要な経済対策等を多く政治に提言してきました。また、提言を元

に、どうしたらもっと世の中を動かすことができるのか、河野大臣と

も対談させていただきました。そして、20代～40代の人達に積極的

にワクチン接種を促す、それが世の中の活動を再開させるきっかけ

になると信じ、運動してきた2年間でした。

西郊：ありがとうございます。未曽有の危機において立ち向かったお
二人の素晴らしいお話でした。

私ども全日本仏教青年会は、毎年目標テーマというものが掲げられ

ます。本年度のテーマは、「多様性における青年僧の役割」と掲げさ

せていただきました。菅前総理は在職中に、所信表明演説で女性活

躍や外国人、中途採用の方々など多様性ある職場等しがらみにとら

われない経営の実現というところで、まさにD ＆ I を強く推進なさっ

てこられました。そこで、菅前総理には、在職時のD ＆ I の推進に関

する政策やご苦労、また前総理としてどのような成果を期待された

のかなどをお伺いします。

菅：日本は多様性が非常に遅れている国だと長年言われております。
しかし、国際化や人口減少社会の中で、これを乗り越えなければな

りません。まず女性の活躍、また、日本は外国人の皆様にとって一番

入りにくい、門戸が開かれてないなどとずっと言われている国です。

一方で、今は海外の人達が行き先の国を選ぶ時代になってきていま

す。日本はそういった外国人を受け入れる仕組みが確立していな

かったので、日本で安心して働くことの出来る仕組みを法律改正で

確立しました。コロナ禍で今は十分に機能していませんが、とにかく

日本は選ばれる国にならなければならないという観点で、仕組みを

構築しました。

今はコロナ禍で入国制限をしていますが、今後海外の方が日本に来や

すい社会を創れるようしっかり対応していきます。野並さんのお父さん

からも外国人がいないと工場の運営が出来なくなると伺いました。

野並：そうですね。製造の現場もコロナ以前は海外の方々がいてはじ
めて成り立つという会社が多かったと思います。

菅：女性が活躍出来る社会作りというのも、これも何年も言われて久
しいですが、官房長官時代に「まず隗より始めよ」ということで男性

公務員に育休取得を促すとともに、そうした管理職の取組を人事評

価に反映するようにしたんです。その結果、今では99％の方が育児

に伴う休暇や休業を取っています。今までも制度はありましたが中々

取りにくい仕組みだったんですね。国が率先して動き、それと同時に

民間の人にも男性が育休を取りやすいよう法律も改正しました。こ

れが動き始めると、少しずつ変わってくると思います。

あわせて女性活躍に向けて、女性の管理職を何％にするかという目

標も決めまして、これも国から実行し始めています。それと役員につ

いても女性の登用をお願いさせていただきました。本来は、各企業

から自然に湧き上がってくるのがいいのですが、日本はまず形を作ら

ないとなかなか進まないので、政府から率先して進めていきました。

こうした対策は、どうしてもコロナ関連の報道に隠れがちですが、そ

ういう方向性できちんと進めています。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭にお伺いしたいのです
が、日本青年会議所は2019年に本格的にSDGsの推進を始めたと

聞いております。また（2019）年末には外務省のジャパンSDGsア

ワードでSDGsパートナーシップ賞を受賞され、昨年で推進3年目に

なると思います。およそ３万人の会員を抱える日本青年会議所にお

いて、どうやってSDGs推進の舵取りをなさってこられたのかをお聞

かせください。

野並：2019年はトップがSDGsを一丁目一番地に掲げて、これを青
年会議所が日本で一番推進している組織になるという宣言をし、皆

がそれについて来てくれました。

その結果、政府からも認めていただく結果になったのだと思います。

SDGsは17個ものゴールがあり、これが各地域の特色や得意な事業

にあてはめたとき、青年会議所の運動に比較的結び付けやすかった

ことも推進が進んだ要因であると思います。また、卒業された方々も

SDGsを自らのビジネスに取り入れていますが、まさにSDGsを推進

しないと地球自体が持続可能にはならないと気づいたからだと思い

ます。我々はSDGｓの推進は地球を守るだけではなく、仕事を守るこ

とにもなると思っております。

次に、D ＆ I についてです。青年会議所は男性が多く、多様性が乏

しい組織です。そこで、女性会員がどうやったら増えるかという点も

含めて2020年、その「育LOM」（育児世代であるJCメンバーが家庭

や仕事、JC活動を平行しながらも活躍できる子育て支援等を積極的

に行なう各地の青年会議所のこと）を推進しました。また、昨年以

降、「ベビーファースト運動」（あらゆる企業や行政を巻き込み、子育

て世代が子どもを“産み育てたくなる”社会を実現するための運動）を

開始するなど組織と社会を変えていくべく、邁進しています。我々も

お金と時間に余裕のある人だけが出来る組織ではなく、地域を良く

したいという気持ちを持った方々が誰でも入会しやすい組織にして

いかなければなりません。

西郊：ありがとうございます。今、組織論についてもお話いただきま
したが、私ども全日本仏教青年会もSDGsの推進を5年以上前から掲

げてきました。ですが、僧侶の世界は、横文字になじむこと自体が大

変で（一同笑）特に年配の方々は難しいと…。SDGsについて大僧正

達にご説明をしますと、「そんなことは我々は大昔からやっている。

横文字にされるとわからん。」というお叱りを受けることもあります

（一同笑）。私たちは昔から行われてきた活動をSDGsに引き直した

中で、青年僧侶にどのように伝えていくかが今後の課題の1つとして

捉えています。

そこで、SDGsについてお話を深めていきたいのですが、今世界は

SDGsというキーワードで一つになる反面、ウクライナ情勢の中で虐

げられる女性たちや中国で問題となった鎖につながれた母親の動画

等が報道されています。今一度女性の活躍に関し、菅前総理からお

話をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

菅：青年会議所と同じように、政治の世界も男性ファーストです（一
同笑）。ただ、やはり世の中の半分は女性ですから、女性の皆様の

様々な視点を大事にする政治が必要です。子どもが欲しいが治療費

が高額すぎて不妊治療を受けられないという切実な声にこたえて、

本年4月1日から不妊治療を保険適用にしました。そうしたら想像を

絶する反響をいただきました。私がツイッターで「（不妊治療の保険

適用が）始まります。」と一言言ったら、それを見た人が2500～2600

万人、「いいね」が49万4800人です。（野並、西郊、驚き）

少子化問題を解決する前提に出産や育児の問題があり、現状ではど

うしても女性の負担が圧倒的に多くなっています。働いていると出産

育児に関わることが難しいですよね。だからこそ、男性が育休をきち

んと取るのが当たり前な社会にしたい。まず役所から始め今では

99％もの男性職員が育休を取得しており、女性からものすごく感謝

されています。女性に活躍してもらうには、出産した女性のみに負担

が偏るのではなく、まず、男性も育児や家事を一緒にやっていくよう

な環境づくりをしていくことが重要です。さらにいえば、夫婦だけで

なく、家族や地域皆で子育てを支えていく地方自治も含めて、皆でそ

うした社会を作っていくことが大事です。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭は、女性の活躍について
いかがお考えでしょうか。

野並：そうですね。よくあるのが男性だけで女性のことを考えたり、
女性だけで女性のことを考えて、互いの意見がぶつかってしまい、落

としどころがなく終わってしまうことがよくあります。1つの物事につ

いて両方の立場で一緒に議論して互いにこうしていこうという方向性

を、両性できちんと話し合い、合意形成することが必要です。そして、

この組織をもっとよくしていくという同じゴールを共有する。女性活

躍はその一手段であると考えています。逆に、女性活躍自体が目的・

ゴールとなってしまうと、建設的な方向からずれてしまいかねないの

で、青年会議所では、組織の活性化や社会が良くなるための手段と

して女性活躍があるという点を重視して話し合ってきました。

西郊：ありがとうございます。実は私どもの仏教界では政治の世界よ
りも更に男性社会でございまして、実際に昔は女人禁制を謳ってい

るお山や本山もございました。その中で先日喜ばしいことがあり、ヤ

フーの検索順位10位以内に「花祭り」というワードが表示されまし

た。まさに４月は、お釈迦様の誕生日でそのお祝いが花祭りです。そ

のお釈迦様ですが、生まれてすぐに７歩歩き「天上天下唯我独尊」と

発言をされました。全ての生命が皆何よりも尊いという意味です。正

にD ＆ I とお釈迦様の言葉がリンクしていると思います。仏教青年会

もこれから女性教師、女性僧侶の活躍にも重きを置いていきます。

具体的には私どもの社会問題対策委員会に女性教師を委員として選

任し、その意見を反映させる予定です。

西郊：最後になりますが、青年僧侶に対するご意見や、叱咤激励の
言葉をいただけたら非常に有り難いです。

菅：私は自分の人生を振り返った時にやはり、いろんな節目節目で行
動し続けたことが良かったと思っています。私は、政治の世界に入る

前に、いろんな遠回りをしました。何もないところから入る訳ですか

ら、いろんな壁にぶつかり合いながら、いろんな人の紹介でようやく

道が開かれる訳です。そして、一つの壁を越えると何年後かにまた壁

が現れて、私自身何にも知らないところで誰も応援してくれない中

で、西郊理事長のお父様（円満寺住職）のところにお願いに行き、そ

こからスタートすることができたと思っています。これは私事であり

恐縮ですが、（西郊さんの）理事長のお母様に後援会を受けてもらっ

たり、野並さんのお父様やお祖父様も、本当にいろんな意味でお世

話になりました。私は、皆さん大事にする。そういうご縁ですかね。

そういうものに引き寄せられたと思っています。

そして、市議会議員になり、また国会議員になれると思っていなかっ

たのが当選し、総理大臣にまでなりました。振り返ってみると、節目

節目に自分で行動して、そこでまた大事な人とお会いし、そこからま

たご縁が広がっていきました。ですから、青年僧侶の皆さんはやっぱ

り「挑戦をする」ということがものすごく大事だと思います。そして新

たな壁に突き当たったらまた、挑戦していくことで以前は考えてな

かったことが生まれたりもします。

西郊：野並直前会頭からもお願いします。

野並：いきなり一足飛びで行くことができれば理想かもしれません
が、それは難しいです。まずは1つずつ出来ることから着実に進めて

いくことが大事ではないかと思います。

西郊：ありがとうございます。菅前総理にはチャレンジしろという激
励のお言葉を、野並さんからはテーマを持って着実に進めて行くこと

の大事さをお話いただきました。私も全日本仏教青年会の理事長と

して、仏教界から多様性の受容を広めていく大変重要な役割を全う

してまいりたいと思います。

本日は大変有意義な時間をいただき、感謝申し上げます。有り難う

ございました。（拍手）

校正：菅義偉事務所、全日本仏教青年会事務局
集合写真
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西郊：今日の３者鼎談の基本テーマは、多様性の受容、すなわち
Diversity & Inclusion（以下、D ＆ I ）です。D ＆ I の我が国におけ

る可能性について、第99代内閣総理大臣の菅義偉様、そして公益社

団法人日本青年会議所第70代会頭の野並晃様にご参加をいただき、

お話を伺います。実は、ここにいる３名は同じ横浜出身であり、今回

の鼎談が実現しました。

西郊：早速ですが、コロナ禍になり、約3年が経ちます。現在の社会
情勢について、菅前総理からお考えをお聞かせください。

菅：世界が100年間経験のしたことがない、新型コロナウイルス問題
が発生し、当初は全体像が全く見えず、全国一律に緊急事態宣言な

どを行いました。最初、安倍政権の時に宣言を行った際はGDPが前

年比約30％減という戦後最大の下落となり、コロナ対策と同時に経

済対策も考えなければならないと痛感しました。

私自身が官房長官時代に武漢からの邦人帰国プロジェクトやクルー

ズ船の横浜寄港等のコロナ対策を実施しました。これにより、経済

に極めて大きな影響が生じたため、私は、国民の「命」と「暮らし」を

守るため、経済社会への影響も考慮しながら、より効果的な感染対

策を実施するべきだと考えました。

その後、安倍前総理が退陣をされて、コロナ対策からは逃げられな

いという思いで総裁に立候補し、当選させていただきました。そし

て、私自身、より経済社会への影響が少ない形でまん延防止等重点

措置や緊急事態宣言を行ってきたわけですが、最終的にはワクチン

が必要だという結論に至りました。海外では日本より厳しいロックダ

ウンを実施し外出者に罰金を科したりしていましたが、それだけやっ

ても感染拡大を繰り返していました。これが解消され、国民が街に出

て賑わいを取り戻したのは、２回のワクチン接種が40％に達したあ

たりからでした。そこで、ワクチンこそがかつての日常を取り戻すた

めの最短の道だと見定めたわけです。

実行するからには、具体的な目標を定めてやらないといけません。１

日100万回接種、希望する高齢者への接種を７月中に終わらせる、

ということを掲げました。そして皆さんに努力してやっていただいた

結果、当時もっとも怖いウイルスであったデルタ株に対して何とか最

小限の被害で抑えることが出来たと思っております。

そして、今のオミクロン株（４月時点）は、感染者数は圧倒的に多い

ですが、重症化リスクは非常に少ないです。今までは感染者の2％が

重症化していましたが、今は0.2％です。コロナウイルスは、徐々に怖

い病気ではなくなりつつあります。オミクロン株についてもワクチン

は効果があることがわかっており、今はとにかく早く3回目のワクチ

ン接種を促進した方がいいと思っています。それと同時に治療薬も

出来つつあるので、withコロナというか、マスクや手洗い、3密回避

など基本的なことをやりながら、徐々にかつてのような賑わいのある

生活に戻してきてもいい状況になってきているのではないかと思いま

す。分類を第2類から第5類へ変更するなど色んな議論があります

が、専門家による議論を踏まえながら様子を見る必要があると思い

ます。

西郊：ありがとうございます。では、野並直前会頭にもこのコロナ禍
における多様性、D ＆ I を含めた今の社会情勢についてお話しをお

願いいたします。

野並：我々青年会議所は、動き回ることや人が集まることが非常に多
い組織でしたので、元々の行動様式からすると、コロナ禍による運動

への支障は非常に大きなものがありました。一方で、そもそも我が

国の青年会議所は、戦後焼け野原の国を経済的に復興させるところ

から生まれた組織でしたので、世の中が困っている時こそ力を発揮

したいと創始の精神を改めて思い起こしたのがこの２年間でした。

実際2020年は、中小企業約３万社の集まる組織として、コロナ禍で

必要な経済対策等を多く政治に提言してきました。また、提言を元

に、どうしたらもっと世の中を動かすことができるのか、河野大臣と

も対談させていただきました。そして、20代～40代の人達に積極的

にワクチン接種を促す、それが世の中の活動を再開させるきっかけ

になると信じ、運動してきた2年間でした。

西郊：ありがとうございます。未曽有の危機において立ち向かったお
二人の素晴らしいお話でした。

私ども全日本仏教青年会は、毎年目標テーマというものが掲げられ

ます。本年度のテーマは、「多様性における青年僧の役割」と掲げさ

せていただきました。菅前総理は在職中に、所信表明演説で女性活

躍や外国人、中途採用の方々など多様性ある職場等しがらみにとら

われない経営の実現というところで、まさにD ＆ I を強く推進なさっ

てこられました。そこで、菅前総理には、在職時のD ＆ I の推進に関

する政策やご苦労、また前総理としてどのような成果を期待された

のかなどをお伺いします。

菅：日本は多様性が非常に遅れている国だと長年言われております。
しかし、国際化や人口減少社会の中で、これを乗り越えなければな

りません。まず女性の活躍、また、日本は外国人の皆様にとって一番

入りにくい、門戸が開かれてないなどとずっと言われている国です。

一方で、今は海外の人達が行き先の国を選ぶ時代になってきていま

す。日本はそういった外国人を受け入れる仕組みが確立していな

かったので、日本で安心して働くことの出来る仕組みを法律改正で

確立しました。コロナ禍で今は十分に機能していませんが、とにかく

日本は選ばれる国にならなければならないという観点で、仕組みを

構築しました。

今はコロナ禍で入国制限をしていますが、今後海外の方が日本に来や

すい社会を創れるようしっかり対応していきます。野並さんのお父さん

からも外国人がいないと工場の運営が出来なくなると伺いました。

野並：そうですね。製造の現場もコロナ以前は海外の方々がいてはじ
めて成り立つという会社が多かったと思います。

菅：女性が活躍出来る社会作りというのも、これも何年も言われて久
しいですが、官房長官時代に「まず隗より始めよ」ということで男性

公務員に育休取得を促すとともに、そうした管理職の取組を人事評

価に反映するようにしたんです。その結果、今では99％の方が育児

に伴う休暇や休業を取っています。今までも制度はありましたが中々

取りにくい仕組みだったんですね。国が率先して動き、それと同時に

民間の人にも男性が育休を取りやすいよう法律も改正しました。こ

れが動き始めると、少しずつ変わってくると思います。

あわせて女性活躍に向けて、女性の管理職を何％にするかという目

標も決めまして、これも国から実行し始めています。それと役員につ

いても女性の登用をお願いさせていただきました。本来は、各企業

から自然に湧き上がってくるのがいいのですが、日本はまず形を作ら

ないとなかなか進まないので、政府から率先して進めていきました。

こうした対策は、どうしてもコロナ関連の報道に隠れがちですが、そ

ういう方向性できちんと進めています。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭にお伺いしたいのです
が、日本青年会議所は2019年に本格的にSDGsの推進を始めたと

聞いております。また（2019）年末には外務省のジャパンSDGsア

ワードでSDGsパートナーシップ賞を受賞され、昨年で推進3年目に

なると思います。およそ３万人の会員を抱える日本青年会議所にお

いて、どうやってSDGs推進の舵取りをなさってこられたのかをお聞

かせください。

野並：2019年はトップがSDGsを一丁目一番地に掲げて、これを青
年会議所が日本で一番推進している組織になるという宣言をし、皆

がそれについて来てくれました。

その結果、政府からも認めていただく結果になったのだと思います。

SDGsは17個ものゴールがあり、これが各地域の特色や得意な事業

にあてはめたとき、青年会議所の運動に比較的結び付けやすかった

ことも推進が進んだ要因であると思います。また、卒業された方々も

SDGsを自らのビジネスに取り入れていますが、まさにSDGsを推進

しないと地球自体が持続可能にはならないと気づいたからだと思い

ます。我々はSDGｓの推進は地球を守るだけではなく、仕事を守るこ

とにもなると思っております。

次に、D ＆ I についてです。青年会議所は男性が多く、多様性が乏

しい組織です。そこで、女性会員がどうやったら増えるかという点も

含めて2020年、その「育LOM」（育児世代であるJCメンバーが家庭

や仕事、JC活動を平行しながらも活躍できる子育て支援等を積極的

に行なう各地の青年会議所のこと）を推進しました。また、昨年以

降、「ベビーファースト運動」（あらゆる企業や行政を巻き込み、子育

て世代が子どもを“産み育てたくなる”社会を実現するための運動）を

開始するなど組織と社会を変えていくべく、邁進しています。我々も

お金と時間に余裕のある人だけが出来る組織ではなく、地域を良く

したいという気持ちを持った方々が誰でも入会しやすい組織にして

いかなければなりません。

西郊：ありがとうございます。今、組織論についてもお話いただきま
したが、私ども全日本仏教青年会もSDGsの推進を5年以上前から掲

げてきました。ですが、僧侶の世界は、横文字になじむこと自体が大

変で（一同笑）特に年配の方々は難しいと…。SDGsについて大僧正

達にご説明をしますと、「そんなことは我々は大昔からやっている。

横文字にされるとわからん。」というお叱りを受けることもあります

（一同笑）。私たちは昔から行われてきた活動をSDGsに引き直した

中で、青年僧侶にどのように伝えていくかが今後の課題の1つとして

捉えています。

そこで、SDGsについてお話を深めていきたいのですが、今世界は

SDGsというキーワードで一つになる反面、ウクライナ情勢の中で虐

げられる女性たちや中国で問題となった鎖につながれた母親の動画

等が報道されています。今一度女性の活躍に関し、菅前総理からお

話をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

菅：青年会議所と同じように、政治の世界も男性ファーストです（一
同笑）。ただ、やはり世の中の半分は女性ですから、女性の皆様の

様々な視点を大事にする政治が必要です。子どもが欲しいが治療費

が高額すぎて不妊治療を受けられないという切実な声にこたえて、

本年4月1日から不妊治療を保険適用にしました。そうしたら想像を

絶する反響をいただきました。私がツイッターで「（不妊治療の保険

適用が）始まります。」と一言言ったら、それを見た人が2500～2600

万人、「いいね」が49万4800人です。（野並、西郊、驚き）

少子化問題を解決する前提に出産や育児の問題があり、現状ではど

うしても女性の負担が圧倒的に多くなっています。働いていると出産

育児に関わることが難しいですよね。だからこそ、男性が育休をきち

んと取るのが当たり前な社会にしたい。まず役所から始め今では

99％もの男性職員が育休を取得しており、女性からものすごく感謝

されています。女性に活躍してもらうには、出産した女性のみに負担

が偏るのではなく、まず、男性も育児や家事を一緒にやっていくよう

な環境づくりをしていくことが重要です。さらにいえば、夫婦だけで

なく、家族や地域皆で子育てを支えていく地方自治も含めて、皆でそ

うした社会を作っていくことが大事です。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭は、女性の活躍について
いかがお考えでしょうか。

野並：そうですね。よくあるのが男性だけで女性のことを考えたり、
女性だけで女性のことを考えて、互いの意見がぶつかってしまい、落

としどころがなく終わってしまうことがよくあります。1つの物事につ

いて両方の立場で一緒に議論して互いにこうしていこうという方向性

を、両性できちんと話し合い、合意形成することが必要です。そして、

この組織をもっとよくしていくという同じゴールを共有する。女性活

躍はその一手段であると考えています。逆に、女性活躍自体が目的・

ゴールとなってしまうと、建設的な方向からずれてしまいかねないの

で、青年会議所では、組織の活性化や社会が良くなるための手段と

して女性活躍があるという点を重視して話し合ってきました。

西郊：ありがとうございます。実は私どもの仏教界では政治の世界よ
りも更に男性社会でございまして、実際に昔は女人禁制を謳ってい

るお山や本山もございました。その中で先日喜ばしいことがあり、ヤ

フーの検索順位10位以内に「花祭り」というワードが表示されまし

た。まさに４月は、お釈迦様の誕生日でそのお祝いが花祭りです。そ

のお釈迦様ですが、生まれてすぐに７歩歩き「天上天下唯我独尊」と

発言をされました。全ての生命が皆何よりも尊いという意味です。正

にD ＆ I とお釈迦様の言葉がリンクしていると思います。仏教青年会

もこれから女性教師、女性僧侶の活躍にも重きを置いていきます。

具体的には私どもの社会問題対策委員会に女性教師を委員として選

任し、その意見を反映させる予定です。

西郊：最後になりますが、青年僧侶に対するご意見や、叱咤激励の
言葉をいただけたら非常に有り難いです。

菅：私は自分の人生を振り返った時にやはり、いろんな節目節目で行
動し続けたことが良かったと思っています。私は、政治の世界に入る

前に、いろんな遠回りをしました。何もないところから入る訳ですか

ら、いろんな壁にぶつかり合いながら、いろんな人の紹介でようやく

道が開かれる訳です。そして、一つの壁を越えると何年後かにまた壁

が現れて、私自身何にも知らないところで誰も応援してくれない中

で、西郊理事長のお父様（円満寺住職）のところにお願いに行き、そ

こからスタートすることができたと思っています。これは私事であり

恐縮ですが、（西郊さんの）理事長のお母様に後援会を受けてもらっ

たり、野並さんのお父様やお祖父様も、本当にいろんな意味でお世

話になりました。私は、皆さん大事にする。そういうご縁ですかね。

そういうものに引き寄せられたと思っています。

そして、市議会議員になり、また国会議員になれると思っていなかっ

たのが当選し、総理大臣にまでなりました。振り返ってみると、節目

節目に自分で行動して、そこでまた大事な人とお会いし、そこからま

たご縁が広がっていきました。ですから、青年僧侶の皆さんはやっぱ

り「挑戦をする」ということがものすごく大事だと思います。そして新

たな壁に突き当たったらまた、挑戦していくことで以前は考えてな

かったことが生まれたりもします。

西郊：野並直前会頭からもお願いします。

野並：いきなり一足飛びで行くことができれば理想かもしれません
が、それは難しいです。まずは1つずつ出来ることから着実に進めて

いくことが大事ではないかと思います。

西郊：ありがとうございます。菅前総理にはチャレンジしろという激
励のお言葉を、野並さんからはテーマを持って着実に進めて行くこと

の大事さをお話いただきました。私も全日本仏教青年会の理事長と

して、仏教界から多様性の受容を広めていく大変重要な役割を全う

してまいりたいと思います。

本日は大変有意義な時間をいただき、感謝申し上げます。有り難う

ございました。（拍手）

校正：菅義偉事務所、全日本仏教青年会事務局
西郊良貴全日本仏教青年会理事長
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西郊：今日の３者鼎談の基本テーマは、多様性の受容、すなわち
Diversity & Inclusion（以下、D ＆ I ）です。D ＆ I の我が国におけ

る可能性について、第99代内閣総理大臣の菅義偉様、そして公益社

団法人日本青年会議所第70代会頭の野並晃様にご参加をいただき、

お話を伺います。実は、ここにいる３名は同じ横浜出身であり、今回

の鼎談が実現しました。

西郊：早速ですが、コロナ禍になり、約3年が経ちます。現在の社会
情勢について、菅前総理からお考えをお聞かせください。

菅：世界が100年間経験のしたことがない、新型コロナウイルス問題
が発生し、当初は全体像が全く見えず、全国一律に緊急事態宣言な

どを行いました。最初、安倍政権の時に宣言を行った際はGDPが前

年比約30％減という戦後最大の下落となり、コロナ対策と同時に経

済対策も考えなければならないと痛感しました。

私自身が官房長官時代に武漢からの邦人帰国プロジェクトやクルー

ズ船の横浜寄港等のコロナ対策を実施しました。これにより、経済

に極めて大きな影響が生じたため、私は、国民の「命」と「暮らし」を

守るため、経済社会への影響も考慮しながら、より効果的な感染対

策を実施するべきだと考えました。

その後、安倍前総理が退陣をされて、コロナ対策からは逃げられな

いという思いで総裁に立候補し、当選させていただきました。そし

て、私自身、より経済社会への影響が少ない形でまん延防止等重点

措置や緊急事態宣言を行ってきたわけですが、最終的にはワクチン

が必要だという結論に至りました。海外では日本より厳しいロックダ

ウンを実施し外出者に罰金を科したりしていましたが、それだけやっ

ても感染拡大を繰り返していました。これが解消され、国民が街に出

て賑わいを取り戻したのは、２回のワクチン接種が40％に達したあ

たりからでした。そこで、ワクチンこそがかつての日常を取り戻すた

めの最短の道だと見定めたわけです。

実行するからには、具体的な目標を定めてやらないといけません。１

日100万回接種、希望する高齢者への接種を７月中に終わらせる、

ということを掲げました。そして皆さんに努力してやっていただいた

結果、当時もっとも怖いウイルスであったデルタ株に対して何とか最

小限の被害で抑えることが出来たと思っております。

そして、今のオミクロン株（４月時点）は、感染者数は圧倒的に多い

ですが、重症化リスクは非常に少ないです。今までは感染者の2％が

重症化していましたが、今は0.2％です。コロナウイルスは、徐々に怖

い病気ではなくなりつつあります。オミクロン株についてもワクチン

は効果があることがわかっており、今はとにかく早く3回目のワクチ

ン接種を促進した方がいいと思っています。それと同時に治療薬も

出来つつあるので、withコロナというか、マスクや手洗い、3密回避

など基本的なことをやりながら、徐々にかつてのような賑わいのある

生活に戻してきてもいい状況になってきているのではないかと思いま

す。分類を第2類から第5類へ変更するなど色んな議論があります

が、専門家による議論を踏まえながら様子を見る必要があると思い

ます。

西郊：ありがとうございます。では、野並直前会頭にもこのコロナ禍
における多様性、D ＆ I を含めた今の社会情勢についてお話しをお

願いいたします。

野並：我々青年会議所は、動き回ることや人が集まることが非常に多
い組織でしたので、元々の行動様式からすると、コロナ禍による運動

への支障は非常に大きなものがありました。一方で、そもそも我が

国の青年会議所は、戦後焼け野原の国を経済的に復興させるところ

から生まれた組織でしたので、世の中が困っている時こそ力を発揮

したいと創始の精神を改めて思い起こしたのがこの２年間でした。

実際2020年は、中小企業約３万社の集まる組織として、コロナ禍で

必要な経済対策等を多く政治に提言してきました。また、提言を元

に、どうしたらもっと世の中を動かすことができるのか、河野大臣と

も対談させていただきました。そして、20代～40代の人達に積極的

にワクチン接種を促す、それが世の中の活動を再開させるきっかけ

になると信じ、運動してきた2年間でした。

西郊：ありがとうございます。未曽有の危機において立ち向かったお
二人の素晴らしいお話でした。

私ども全日本仏教青年会は、毎年目標テーマというものが掲げられ

ます。本年度のテーマは、「多様性における青年僧の役割」と掲げさ

せていただきました。菅前総理は在職中に、所信表明演説で女性活

躍や外国人、中途採用の方々など多様性ある職場等しがらみにとら

われない経営の実現というところで、まさにD ＆ I を強く推進なさっ

てこられました。そこで、菅前総理には、在職時のD ＆ I の推進に関

する政策やご苦労、また前総理としてどのような成果を期待された

のかなどをお伺いします。

菅：日本は多様性が非常に遅れている国だと長年言われております。
しかし、国際化や人口減少社会の中で、これを乗り越えなければな

りません。まず女性の活躍、また、日本は外国人の皆様にとって一番

入りにくい、門戸が開かれてないなどとずっと言われている国です。

一方で、今は海外の人達が行き先の国を選ぶ時代になってきていま

す。日本はそういった外国人を受け入れる仕組みが確立していな

かったので、日本で安心して働くことの出来る仕組みを法律改正で

確立しました。コロナ禍で今は十分に機能していませんが、とにかく

日本は選ばれる国にならなければならないという観点で、仕組みを

構築しました。

今はコロナ禍で入国制限をしていますが、今後海外の方が日本に来や

すい社会を創れるようしっかり対応していきます。野並さんのお父さん

からも外国人がいないと工場の運営が出来なくなると伺いました。

野並：そうですね。製造の現場もコロナ以前は海外の方々がいてはじ
めて成り立つという会社が多かったと思います。

菅：女性が活躍出来る社会作りというのも、これも何年も言われて久
しいですが、官房長官時代に「まず隗より始めよ」ということで男性

公務員に育休取得を促すとともに、そうした管理職の取組を人事評

価に反映するようにしたんです。その結果、今では99％の方が育児

に伴う休暇や休業を取っています。今までも制度はありましたが中々

取りにくい仕組みだったんですね。国が率先して動き、それと同時に

民間の人にも男性が育休を取りやすいよう法律も改正しました。こ

れが動き始めると、少しずつ変わってくると思います。

あわせて女性活躍に向けて、女性の管理職を何％にするかという目

標も決めまして、これも国から実行し始めています。それと役員につ

いても女性の登用をお願いさせていただきました。本来は、各企業

から自然に湧き上がってくるのがいいのですが、日本はまず形を作ら

ないとなかなか進まないので、政府から率先して進めていきました。

こうした対策は、どうしてもコロナ関連の報道に隠れがちですが、そ

ういう方向性できちんと進めています。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭にお伺いしたいのです
が、日本青年会議所は2019年に本格的にSDGsの推進を始めたと

聞いております。また（2019）年末には外務省のジャパンSDGsア

ワードでSDGsパートナーシップ賞を受賞され、昨年で推進3年目に

なると思います。およそ３万人の会員を抱える日本青年会議所にお

いて、どうやってSDGs推進の舵取りをなさってこられたのかをお聞

かせください。

野並：2019年はトップがSDGsを一丁目一番地に掲げて、これを青
年会議所が日本で一番推進している組織になるという宣言をし、皆

がそれについて来てくれました。

その結果、政府からも認めていただく結果になったのだと思います。

SDGsは17個ものゴールがあり、これが各地域の特色や得意な事業

にあてはめたとき、青年会議所の運動に比較的結び付けやすかった

ことも推進が進んだ要因であると思います。また、卒業された方々も

SDGsを自らのビジネスに取り入れていますが、まさにSDGsを推進

しないと地球自体が持続可能にはならないと気づいたからだと思い

ます。我々はSDGｓの推進は地球を守るだけではなく、仕事を守るこ

とにもなると思っております。

次に、D ＆ I についてです。青年会議所は男性が多く、多様性が乏

しい組織です。そこで、女性会員がどうやったら増えるかという点も

含めて2020年、その「育LOM」（育児世代であるJCメンバーが家庭

や仕事、JC活動を平行しながらも活躍できる子育て支援等を積極的

に行なう各地の青年会議所のこと）を推進しました。また、昨年以

降、「ベビーファースト運動」（あらゆる企業や行政を巻き込み、子育

て世代が子どもを“産み育てたくなる”社会を実現するための運動）を

開始するなど組織と社会を変えていくべく、邁進しています。我々も

お金と時間に余裕のある人だけが出来る組織ではなく、地域を良く

したいという気持ちを持った方々が誰でも入会しやすい組織にして

いかなければなりません。

西郊：ありがとうございます。今、組織論についてもお話いただきま
したが、私ども全日本仏教青年会もSDGsの推進を5年以上前から掲

げてきました。ですが、僧侶の世界は、横文字になじむこと自体が大

変で（一同笑）特に年配の方々は難しいと…。SDGsについて大僧正

達にご説明をしますと、「そんなことは我々は大昔からやっている。

横文字にされるとわからん。」というお叱りを受けることもあります

（一同笑）。私たちは昔から行われてきた活動をSDGsに引き直した

中で、青年僧侶にどのように伝えていくかが今後の課題の1つとして

捉えています。

そこで、SDGsについてお話を深めていきたいのですが、今世界は

SDGsというキーワードで一つになる反面、ウクライナ情勢の中で虐

げられる女性たちや中国で問題となった鎖につながれた母親の動画

等が報道されています。今一度女性の活躍に関し、菅前総理からお

話をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

菅：青年会議所と同じように、政治の世界も男性ファーストです（一
同笑）。ただ、やはり世の中の半分は女性ですから、女性の皆様の

様々な視点を大事にする政治が必要です。子どもが欲しいが治療費

が高額すぎて不妊治療を受けられないという切実な声にこたえて、

本年4月1日から不妊治療を保険適用にしました。そうしたら想像を

絶する反響をいただきました。私がツイッターで「（不妊治療の保険

適用が）始まります。」と一言言ったら、それを見た人が2500～2600

万人、「いいね」が49万4800人です。（野並、西郊、驚き）

少子化問題を解決する前提に出産や育児の問題があり、現状ではど

うしても女性の負担が圧倒的に多くなっています。働いていると出産

育児に関わることが難しいですよね。だからこそ、男性が育休をきち

んと取るのが当たり前な社会にしたい。まず役所から始め今では

99％もの男性職員が育休を取得しており、女性からものすごく感謝

されています。女性に活躍してもらうには、出産した女性のみに負担

が偏るのではなく、まず、男性も育児や家事を一緒にやっていくよう

な環境づくりをしていくことが重要です。さらにいえば、夫婦だけで

なく、家族や地域皆で子育てを支えていく地方自治も含めて、皆でそ

うした社会を作っていくことが大事です。

西郊：ありがとうございます。野並直前会頭は、女性の活躍について
いかがお考えでしょうか。

野並：そうですね。よくあるのが男性だけで女性のことを考えたり、
女性だけで女性のことを考えて、互いの意見がぶつかってしまい、落

としどころがなく終わってしまうことがよくあります。1つの物事につ

いて両方の立場で一緒に議論して互いにこうしていこうという方向性

を、両性できちんと話し合い、合意形成することが必要です。そして、

この組織をもっとよくしていくという同じゴールを共有する。女性活

躍はその一手段であると考えています。逆に、女性活躍自体が目的・

ゴールとなってしまうと、建設的な方向からずれてしまいかねないの

で、青年会議所では、組織の活性化や社会が良くなるための手段と

して女性活躍があるという点を重視して話し合ってきました。

西郊：ありがとうございます。実は私どもの仏教界では政治の世界よ
りも更に男性社会でございまして、実際に昔は女人禁制を謳ってい

るお山や本山もございました。その中で先日喜ばしいことがあり、ヤ

フーの検索順位10位以内に「花祭り」というワードが表示されまし

た。まさに４月は、お釈迦様の誕生日でそのお祝いが花祭りです。そ

のお釈迦様ですが、生まれてすぐに７歩歩き「天上天下唯我独尊」と

発言をされました。全ての生命が皆何よりも尊いという意味です。正

にD ＆ I とお釈迦様の言葉がリンクしていると思います。仏教青年会

もこれから女性教師、女性僧侶の活躍にも重きを置いていきます。

具体的には私どもの社会問題対策委員会に女性教師を委員として選

任し、その意見を反映させる予定です。

西郊：最後になりますが、青年僧侶に対するご意見や、叱咤激励の
言葉をいただけたら非常に有り難いです。

菅：私は自分の人生を振り返った時にやはり、いろんな節目節目で行
動し続けたことが良かったと思っています。私は、政治の世界に入る

前に、いろんな遠回りをしました。何もないところから入る訳ですか

ら、いろんな壁にぶつかり合いながら、いろんな人の紹介でようやく

道が開かれる訳です。そして、一つの壁を越えると何年後かにまた壁

が現れて、私自身何にも知らないところで誰も応援してくれない中

で、西郊理事長のお父様（円満寺住職）のところにお願いに行き、そ

こからスタートすることができたと思っています。これは私事であり

恐縮ですが、（西郊さんの）理事長のお母様に後援会を受けてもらっ

たり、野並さんのお父様やお祖父様も、本当にいろんな意味でお世

話になりました。私は、皆さん大事にする。そういうご縁ですかね。

そういうものに引き寄せられたと思っています。

そして、市議会議員になり、また国会議員になれると思っていなかっ

たのが当選し、総理大臣にまでなりました。振り返ってみると、節目

節目に自分で行動して、そこでまた大事な人とお会いし、そこからま

たご縁が広がっていきました。ですから、青年僧侶の皆さんはやっぱ

り「挑戦をする」ということがものすごく大事だと思います。そして新

たな壁に突き当たったらまた、挑戦していくことで以前は考えてな

かったことが生まれたりもします。

西郊：野並直前会頭からもお願いします。

野並：いきなり一足飛びで行くことができれば理想かもしれません
が、それは難しいです。まずは1つずつ出来ることから着実に進めて

いくことが大事ではないかと思います。

西郊：ありがとうございます。菅前総理にはチャレンジしろという激
励のお言葉を、野並さんからはテーマを持って着実に進めて行くこと

の大事さをお話いただきました。私も全日本仏教青年会の理事長と

して、仏教界から多様性の受容を広めていく大変重要な役割を全う

してまいりたいと思います。

本日は大変有意義な時間をいただき、感謝申し上げます。有り難う

ございました。（拍手）

校正：菅義偉事務所、全日本仏教青年会事務局
菅義偉前総理大臣

野並晃日本青年会議所直前会頭
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国際委員会・IBYE実行委員会　
国際仏教徒青年交換プログラム「IBYE 2021」実施報告

全日本仏教青年会はこれまで、青少年仏教徒の育成と国際交流を目的とした様 な々事業を積極的に展開してきました。
その中の最大の継続事業がWFBYとの共催事業である国際仏教徒青年交換プログラム（IBYE）です。

IBYE 実行委員長 山田 俊哉
国際委員長 松野 瑞光

Information

WFBYのホームページ
https://wfby.org

IBYE 2021
主催
世界仏教徒青年連盟（WFBY）
全日本仏教青年会（JYBA）
期間
2021年（令和3年）
8月20日（金）～22日（日）
参加者数
WFBY・Club25 メンバー 112名
JYBA会員等 53 名
一般参加者 340 名

各国Club25メンバーがZoom参加

令和３年度 委員会活動報告
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令和３年度 委員会活動報告 IBYEは、最近日本では2013年、2015年、2017年に開催し、

300名を超えるアジア各国の青少年参加のもと、仏教を通じた深い

国際交流の機会を作ってきました。

昨年度も日本で開催すべく、要項の作成や実地下見など計画を進

めておりましたが、コロナ禍における来日制限などの影響で、誠に残

念ながら無期限延期となりました。JYBA役員の任期が代わっての今

年もコロナ禍引き続く中ではありましたが、昨年度の想いを受け継ぎ、

初めてオンライン上での開催とし実施致しました。事業運営は、国際

委員会を拡大する形でIBYE実行委員会を組織して行いました。

3日間それぞれ、基調講演を開催しました。「アフターコロナ」「パ

ラダイムシフト」「SDGs」「アントロポセン(人新世)」などをキーワー

ドに藤田一照師、釈徹宗師、内田樹氏、三宅善信氏、そしてプラムヴィ

レッジよりチャン・ファプカム師、WBU（世界仏教徒大学）フラ・ア

ニル学長を講師にお迎えし、YouTubeも併用し広く一般へ公開しま

した。

基調講演後の夕方から夜間にかけて、シェアリングと国際交流を

Club25 メンバーと WFBY 会員で行いました。オンラインを活かし、

これまで時間的、経済的にもなかなか参加することができなかった

アジア各国の青少年仏教徒たちが広く参加し、文化的、民族的な相

互理解を深めました。アフターコロナを見据えた貴重な国際交流の

場となり、また事業終了後もLINEグループなどでの交流が続いてい

ることは大変喜ばしいことです。

オンライン配信はWFBY村山博雅会長の師寮寺である東光院様を

現地会場とし、コロナ対策を徹底の上、限られた人員での作業とな

りました。しかし、ZoomとYouTubeの併用、現地法要・講演の中

継と各講師等のリモート出演、逐次通訳と同時通訳、Zoomブレイ

クアウトルームを使って多人数の各国間交流と、結果的にこれまで

に例の無い大規模なオンライン配信となりました。この得難い経験は、

JYBAまた各加盟団体の、これからのアフターコロナでも引き続くで

あろうオンライン事業に大いに役立てていきたいと存じます。

「全日本仏教青年会JYBA」、「World Fellowship of Buddhist 

Youth（WFBY）」各YouTube チャンネルにて、基調講演などの公

開事業部分をアーカイブとして配信中です。ぜひご覧ください。

チャン・ファプカム師 藤田一照師

村山WFBY会長と進行の大來師

内田樹氏三宅善信氏

釈徹宗師
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教化研修委員会
令和３年度 千僧法要 実施報告 教化研修委員長 武田 靜典

教化研修委員会では主として東大寺様における「仏法興隆花まつ

り千僧法要」の企画、運営を担当しています。この法要は全国各地よ

り宗派の垣根を超えて多くの青年僧が参集し、世界の平和と安寧を

願い共に祈りを捧げております。しかしながら、現在も続くコロナ禍

の影響により昨年、一昨年と中止とさせていただきました。

本年も開催を目指し検討を重ね、東大寺様、南都二六会様とも協

議を行ってまいりました。そして、規模を大幅に縮小してとなりまし

たが、３年振りに開催する運びとなりました。この２年間も開催に向

けて準備をしてまいりましたので、大変感慨深く存じます。

また、今回はWFBY世界仏教徒青年連盟の50周年の慶讃記念と

なり、WFBY会長村山博雅師、WFBY執行特別副委員長東海林良昌

師にもご出仕いただきました。大変有難いご縁もいただくことがで

き、また併せてYouTubeでライブ配信もさせていただきました。

　当日は雨曇りで、今にも雨が

降りそうな空模様でした。総合

文化センター金鐘ホールにおい

て開会式の後、東大寺教学執事

鷲尾隆元師を導師に仰ぎ、「正

午の祈り」をお勤めさせていた

だきました。「正午の祈り」とは、

東大寺大仏殿において、令和２

年４月１日より毎日お昼に新型

コロナウイルスの早期終息と罹

患された方々の早期快復並びに

感染により亡くなられた方々の

追福菩提を祈る勤行です。
定刻になり、大仏殿に向けて行列が出立し、幸いにも雨に降られ

ること無く大仏殿に入堂することができました。大仏殿法要では谷

晃仁直前理事長導師の下、東大寺式衆をはじめ南都二六会式衆、

全日仏青式衆約40名が出仕し、ライブ配信をご視聴の皆さまと共に

本尊毘盧遮那仏様に世界の平和と安寧、万国天災人災物故者慰霊、

被災地復興等を一心に祈念しました。

大仏殿法要終了後、出仕者一同はアショカピラー宝塔へ移動し、

南都二六会会長倉本堯惠師導師の下、法要が執り行われました。こ

の宝塔は昭和63年（1988）第１回千僧法要を勤修した際に、苦悩す

る人々の心の救済と人類の福祉、世界の平和に寄与することを誓願

し、その精神を永く継承し青年層の想いを後世に伝えていくために

建立されました。

今回の法要は、現在も続くコロナ禍の影響に鑑み、規模を大幅に

縮小して勤修することとさせていただき、毎回行っていた一般参拝者

の募集、東大寺幼稚園園児の歌唱、雅楽、太鼓等の演奏を取り止

め、ご来賓各位へのご案内も控えさせていただきました。そして各加

盟団体様には出仕者の上限を設けさせていただき、感染防止の対策

を講じながらの法要となりました。来年こそは、以前のように盛大な

「仏法興隆花まつり千僧法要」を多くの皆様と共に勤修できますこと

を心よりお祈り申し上げます。

最後になりましたが、「仏法興隆花まつり千僧法要」の開催にあた

り、東大寺様をはじめ南都二六会様、ご来賓の皆様、関係団体の皆

様、そして各加盟団の皆様には深いご理解と多大なご協力を賜り、

心より感謝申し上げます。

救援委員会活動報告 救援委員会委員長 射馬 瑞圓

全日本仏教青年会救援委員会では慈悲の精神のもと、災害への

支援にも取り組み、義援金の募金や国内外の被災地支援、災害物故

者の慰霊法要などを実施しております。

幸いなことに昨年度は、国内では大きな災害はなく、表立った救

援活動は行いませんでした。

しかし国外では、２月にロシア軍によるウクライナへの武力侵攻が

開始されました。全日本仏教青年会としてどのような救援活動がで

きるのか西郊理事長 はじめ副理事長と 協議 をした結果 、 各加盟団

体の協力の下、避難者への人道支援として UNHCR （国連難民高等

弁務官事務所） に 寄付させていただくことになりました。 下記に西

郊理事長のコメントを掲載します。

今後とも、全日本仏教青年会並びに救援委員会の活動にご支援賜

りますようよろしくお願い致します。

【ロシア連邦軍のウクライナ侵攻について】
先般、ウクライナへロシア連邦軍侵攻が行われました。

戦争・武力・暴力によって物事の解決を望む方法を強く否定いたし

ます。

争いによって平和を生むことは出来ず、争いによって失われてよい

命はありません。

争いによって得られるものはなく、人の心に大きな悲しみや苦し

み、憎しみを生むことになります。

争いを止め対話による平和的解決を望みます。平穏な日常を取り

戻し幸福なる生活を安心して過ごせるよう、そしてその先には世界各

国が平和・共生・共助で支え合う世の中になることを願います。

この度のことで失われたすべての命に深く哀悼の誠を捧げ、悲し

みや苦しみを受けた方へ衷心よりお見舞い申し上げます。

世の中がお釈迦様のみ教えである差別ない慈悲あふれるものにな

ることを強く願い、全日本仏教青年会として慈悲の実践と祈りを続

けていきます。

全日本仏教青年会 第 23 代理事長  西郊 良貴
※全日本仏教青年会 ホームページ より抜粋
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コロナ禍に見舞われた令和2年、当会は創立50周年を迎え全国大会中央結集を開催する予定でし
たが、残念ながら延期の決定を致しました。
それから約1年間、コロナ禍での開催方法を模索し、記念講演を事前にオンラインで開催し、記念
法要を少人数にて屋外で執り行うという新しい結集を実行致しました。
これまでは一泊二日での研修・法要という開催方法でしたが、宿泊はせず記念講演をオンラインに
て人数無制限で受け入れ、後日記念法要を26教区から2名の出仕に限り約60名で厳修致しました。
創立から半世紀の節目に大きな変革期を迎え、これを乗り越え新たな結集を無事円成できました

のは、諸先輩方の積み上げてこられた実績・信頼あればこそでした。天台宗・延暦寺両内局も、仏青
を信頼して全面的に支援して下さり、今までにない結集を作り上げることができました。
先の見通せない現代において、何事にも恐れず前向きに変革していく重要性を学びました。我々青
年僧は、率先して変革に取り組んでいくべきだと実感しております。

令和３年度 加盟団体活動報告

天台仏教青年連盟創立５０周年記念
全国大会中央結集 天台仏教青年連盟 代表 角本 尚隆

未だ新型コロナ収束の見通しが立たない中、対面とオンラインを併用した活動をいくつか行わせて頂きました。
〇「一昼夜法華経不断読誦修行」 5/15・16 金峯山寺・本地堂
五條良知管長猊下にもご随喜頂く中、当会世話人を中心に、本山関係諸氏にご出仕頂き、LINEミーティングで会

員の方々に配信する形で共にご修行頂き、疫病・災害の鎮静をお祈り申し上げました。
〇公開講座「修験道という生き方」11/21 別格本山 東南院・鳳凰殿
哲学者の内山節先生を講師にお招きし、五條良知管長猊下・田中利典長臈にもお出ましいただいて、コロナ禍の

現代における修験道の持つ意義やその思想を活かした生き方について講演・パネルディスカッションを行いました。
事前申請・人数制限での開催でしたが、会員のみならず他宗僧侶や大学教授など様々な方に聴講頂きました。また、
この模様は当会Facebookページにてオンライン配信され多くの方にご視聴頂きました。
〇一方、大人数が参集しての研修や青少年研修など不特定多数の宿泊を伴う事業などは2年連続で開催する事が出
来ませんでした。
〇オンラインの便利さや可能性を感じる一方、やはり対面によって伝わるものや繋がるご縁の大切さにも改めて気づ
かせて頂きました。
〇一日も早い世界の平和・コロナの収束を祈り、実修実験の活動を模索してまいります。

活動報告
金峯山青年僧の会 会長 小澤 慧月

一昨年より続くコロナ禍の影響は未だに続いておりますが、今年度もその感染状況に鑑みながら、オンラ
インを活用して活動を行ってまいりました。不慣れな中でも昨年の経験を活かしながら、各会員の協力、事
務局の尽力により何とか活動を維持することができ、「第41回結集東京大会」、「広報フォーラム」を開催す
ることができました。
「第41回結集東京大会」は当連盟の柱となる事業であり、コロナ禍の状況悪化により完全オンラインとな
りましたが、1年の延期を経て開催できましたことは、大変感慨深いものがございました。また「広報フォー
ラム」では、当時はコロナ禍も落ち着いておりましたので、現地とオンライン併用で開催することができました。
どちらも各分野でご活躍の講師の方々の貴重な講演を拝聴することができ、多くの会員が場所を問わず、研
鑽する機会が増えましたことは、大変有意義でありました。
オンラインは大変有効な手段であり、このコロナ禍で広く使われるようになりました。その利便性を大いに
体感しましたが、場の空気感や相手との距離感などを考えると、やはり対面の有り難さを改めて感じました。
今後、コロナ禍の状況はどうなるか分かりませんが、今後も起こり得る様々な問題に対して、より繋がりを
深め共に研鑽しながら、新しい時代に即応して行ければと存じます。

活動報告
全真言宗青年連盟 理事長 武田 靜典
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コロナ禍に見舞われた令和2年、当会は創立50周年を迎え全国大会中央結集を開催する予定でし
たが、残念ながら延期の決定を致しました。
それから約1年間、コロナ禍での開催方法を模索し、記念講演を事前にオンラインで開催し、記念
法要を少人数にて屋外で執り行うという新しい結集を実行致しました。
これまでは一泊二日での研修・法要という開催方法でしたが、宿泊はせず記念講演をオンラインに
て人数無制限で受け入れ、後日記念法要を26教区から2名の出仕に限り約60名で厳修致しました。
創立から半世紀の節目に大きな変革期を迎え、これを乗り越え新たな結集を無事円成できました

のは、諸先輩方の積み上げてこられた実績・信頼あればこそでした。天台宗・延暦寺両内局も、仏青
を信頼して全面的に支援して下さり、今までにない結集を作り上げることができました。
先の見通せない現代において、何事にも恐れず前向きに変革していく重要性を学びました。我々青
年僧は、率先して変革に取り組んでいくべきだと実感しております。

令和３年度 加盟団体活動報告

天台仏教青年連盟創立５０周年記念
全国大会中央結集 天台仏教青年連盟 代表 角本 尚隆

未だ新型コロナ収束の見通しが立たない中、対面とオンラインを併用した活動をいくつか行わせて頂きました。
〇「一昼夜法華経不断読誦修行」 5/15・16 金峯山寺・本地堂
五條良知管長猊下にもご随喜頂く中、当会世話人を中心に、本山関係諸氏にご出仕頂き、LINEミーティングで会

員の方々に配信する形で共にご修行頂き、疫病・災害の鎮静をお祈り申し上げました。
〇公開講座「修験道という生き方」11/21 別格本山 東南院・鳳凰殿
哲学者の内山節先生を講師にお招きし、五條良知管長猊下・田中利典長臈にもお出ましいただいて、コロナ禍の

現代における修験道の持つ意義やその思想を活かした生き方について講演・パネルディスカッションを行いました。
事前申請・人数制限での開催でしたが、会員のみならず他宗僧侶や大学教授など様々な方に聴講頂きました。また、
この模様は当会Facebookページにてオンライン配信され多くの方にご視聴頂きました。
〇一方、大人数が参集しての研修や青少年研修など不特定多数の宿泊を伴う事業などは2年連続で開催する事が出
来ませんでした。
〇オンラインの便利さや可能性を感じる一方、やはり対面によって伝わるものや繋がるご縁の大切さにも改めて気づ
かせて頂きました。
〇一日も早い世界の平和・コロナの収束を祈り、実修実験の活動を模索してまいります。

活動報告
金峯山青年僧の会 会長 小澤 慧月

一昨年より続くコロナ禍の影響は未だに続いておりますが、今年度もその感染状況に鑑みながら、オンラ
インを活用して活動を行ってまいりました。不慣れな中でも昨年の経験を活かしながら、各会員の協力、事
務局の尽力により何とか活動を維持することができ、「第41回結集東京大会」、「広報フォーラム」を開催す
ることができました。
「第41回結集東京大会」は当連盟の柱となる事業であり、コロナ禍の状況悪化により完全オンラインとな
りましたが、1年の延期を経て開催できましたことは、大変感慨深いものがございました。また「広報フォー
ラム」では、当時はコロナ禍も落ち着いておりましたので、現地とオンライン併用で開催することができました。
どちらも各分野でご活躍の講師の方々の貴重な講演を拝聴することができ、多くの会員が場所を問わず、研
鑽する機会が増えましたことは、大変有意義でありました。
オンラインは大変有効な手段であり、このコロナ禍で広く使われるようになりました。その利便性を大いに
体感しましたが、場の空気感や相手との距離感などを考えると、やはり対面の有り難さを改めて感じました。
今後、コロナ禍の状況はどうなるか分かりませんが、今後も起こり得る様々な問題に対して、より繋がりを
深め共に研鑽しながら、新しい時代に即応して行ければと存じます。

活動報告
全真言宗青年連盟 理事長 武田 靜典

全国各地で念仏を勤める行事「同時同行念佛会」を令和 4年 1月19日から1月25日にかけて
オンラインで開催。法然上人の「念仏の声のするところ我が遺跡」とのお言葉をうけて、誰もが気軽
に特設サイトから登録ができるよう工夫した。特に、参加した地域や名前がオンライン上の地図に「遺
跡」として色とりどりの蓮の花として表示されるシステムは参加者から好評を得た。期間中7日間で
国内外より2211 件の登録があり、ブラジルやオーストラリア、アメリカなどの海外 22ヵ国からも多
くの登録があった。また、知恩院おてつぎ運動本部が運営する『毎月25日はライブ配信でお念仏「ど
こでも木魚」』と相互リンクしてコラボレーションを行い、こちらも「はじめての体験だった。」と一般
の参加者にも好評を得た。オンラインの活動により、僧俗を超えて世界へ向けて発信することができ
る可能性を大いに感じられた活動になった。
例年開催している全国大会ならびに各種研修会は、昨年に引き続きオンライン会議システムを利

用して開催した。現地開催とオンライン配信のハイブリッド開催にあたっては、通信環境や配信設備
の準備など課題も多くあったが、回を重ねるごとにノウハウが蓄積されたように思われる。この知見
をどう各寺院の青年僧の活動へ還元できるかが今後の課題といえるだろう。

活動報告
全国浄土宗青年会 幹事 吉田 武士

融通念佛宗青年会ではコロナ禍の影響もあり昨年同様、限られた中での活動となりました。
研修旅行、史跡参拝、ボランティア活動などを企画、予定しておりましたがやむなく中止、延
期となりました。
その中で一時期コロナ感染が落ち着いている時期にビハーラ僧として活動されていた融通念

佛宗の僧侶でもある龍谷大学教授森田敬史師を招き、講習会を開催させて頂きました。ビハー
ラ活動を通しての「仏教者の関わり」をテーマにお話し頂き、特に最近ではコロナ禍の影響も
あり、人と人との関わり、ふれあいがさらに薄れてしまっている所、我々にとって大切な「人に
寄り添う」ことを改めて考える機会となりました。会員だけでなく、末寺住職、寺族など多くの方々
にも参加して頂きました。
又、春休み夏休み期間中に総本山大念佛寺にて行われる安居（僧侶になるための修行）の

中で青年会の時間を頂戴しましてこれから僧侶を目指す行人の皆さんに向けて青年会の活動報
告、これからの時代の青年僧に求められること、在り方を僭越ながらお話しさせて頂きました。
今後もコロナ終息を願う「鎮静祈願」「病没者供養」の回向を引き続き会員それぞれが各自

坊にて行い、さらには戦争の無い平和を願う「世界平和祈願」を心より唱えさせて頂きたいと
思います。「平穏」である日常が戻ることを会員一同祈念致します。

活動報告
融通念佛宗青年会 会長 辻　 良和

役員交代して迎えた令和3年度、残念ながら全定例会議がオンラインとなり対面は一度も叶いませんでした。
寂しさは否めませんが、オンラインならではの利点も享受しながら比較的スムーズに会務を運営できたと感じま
す。特にオンライン企画について、今期スローガン『Paradigm Shift』に則り、新たな青年会活動を切り開くべく
積極的に取り組みました。
大本山總持寺が開創700年を迎え、9月に記念行事が行われました。能登・大本山總持寺祖院での集客イベ

ントは中止となりましたが、「ZENSOUSEI ONLINE FESTA」と称し、全国加盟青年会が制作した動画と現地
法要を約５時間に渡り中継配信しました。
主管した東日本大震災慰霊行事では多数の会員がZoomで法要参加し、YouTube配信を行いました。また

被災地へのメッセージを募集し同時に配信しました。共催の全日仏青・WFBYと共に、宗派を超え世界に繋がる
行事となりました。
「オンライン坐禅」は毎月最後の日曜日の夜に継続して行っています。楽しみにしてくれるリピーターの方もおり、
基本教化活動として定着してきています。また、外国人向けの英語でのオンライン坐禅もWFBYと協力し継続して
行っています。
各オンライン配信はアーカイブし当会YouTubeチャンネルよりご覧いただけます。チャンネル登録者が１万人

を突破しました。引き続き高まると思われるオンラインへの需要に応えるべく、またコロナ禍の後も見据えながら、
新たな青年僧侶の役割を自覚し、活動に邁進してまいります。

『Paradigm Shift』
オンラインでZENSOUSEIを展開 全国曹洞宗青年会 会長 山田 俊哉
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第 59回全国日蓮宗青年僧九州結集鹿児島大会をオンラインで開催した。当初から鹿児島・知覧の地で唱題行脚を
行い、若くして散った特攻隊の英霊に慰霊の誠を捧げるべく準備を進めていたが、感染状況を踏まえ、開催直前にオン
ライン配信へと切り替えた。
実際に触れて頂きたかった知覧の歴史・特攻隊への思いは、現地の語り部の方より映像として配信し、当日は 500

名もの青年僧にご参加頂くことができた。
また、現地での唱題行脚が出来なくなったが、全国から読経の映像データをそれぞれ収録し、それを繋ぎ「一部経読

誦リレー」として、全国青年僧の思いとして特攻平和観音堂へ奉納させて頂くことができた。
また、新企画として「全日青HUB RADIO」の配信を開始した。全国青年僧の方々との情報交流の場として、一方

通行ではない相互利益を得られると同時に、意見や要望を素早く反映出来る媒体として、このウェブラジオを選択した。
PRはもちろんのこと、企画制作にあたっての全貌や裏話など、組織内や企画者の思いが見えることにも一役買ってい

る。ゲストには、執行部が出演するのはもちろんだが、全国の青年僧にも幅広く出演頂き、僧侶以外の特技や活動にも
スポットを当てるなど、さまざまなコンテンツ配信を目指している。
配信する情報が、全日青に関わる方々だけでなく、必要とする全国の方達へつないでいけるような、多方面に広げら

れる「ハブ」役になることができればと願っている。

活動報告
全国日蓮宗青年会 執行部 柳本 晃教

一昨年から始まった新型ウイルスの影響により、当会も例年通りの活動は今なお困難な状況ではあります
が、その中でも自分たちに出来る事をと模索したところ、コロナ禍により生活が困窮する方々を直接的に支援
する為に托鉢を行い、お預かりした浄財を認定NPO法人おてらおやつクラブ（代表  松島靖朗師／奈良県）
へお渡しする事となりました。
当会では例年、人で賑わう都心部で托鉢を行っておりますが、今回は感染対策により出来るだけ密になら
ないよう、大阪市中央区にある法善寺様の境内をお借りして行う事となりました。
お預かりした浄財を出来るだけ速やかに支援したいとの想いから、全てお米としてお渡しする事となり、ま
た、この支援活動に対し園田ファーム様（滋賀県近江八幡市）にもご賛同頂き、計３トンものお米を手配する
事が出来ました。
しかしながら、あまりにも莫大な量だった為、配送料を考慮し、当日は２トントラック２台を手配の上、自ら
運転し、二手に分かれ奈良県と大阪府のおてらおやつクラブ賛同寺院６ヶ寺へお渡し致しました。
新型ウイルスの影響により多くの方々が経済的に困窮されている中、私たち僧侶が出来る事を模索しなが

ら、引き続き邁進してまいります。

活動報告
大阪府佛教青年会 事務局次長 栖川 直道

埼玉県佛教青年会とは、宗派関係なく当会の活動に賛同していただいた個人加盟会員と、天台宗・
埼玉第二教区智山青年会・埼玉第八教区智山青年会・曹洞宗第二宗務所・浄土宗の５つの加盟団体、
そして今年度から新たに真言宗智山派の埼玉第一教区智山青年会が加わり、計6つの加盟団体青年
僧のあわせて約250名からなる埼玉県内青年僧侶を中心とした団体です。
令和３年度の活動として、月１回開催しています高橋英心先生の「写仏教室」、年２回開催していま

す種智院大学副学長  真言宗智山派永福寺御山主  児玉義隆先生の「梵字勉強会」、さいたま市岩槻
区にある天台宗慈恩寺様で行われる玄奘忌『日想経行』への参加、そして埼玉県佛教会や全日本仏
教青年会が開催する行事へ参加させていただきました。
一昨年度に引き続き昨年度も新型コロナウイルスの影響により、会員同士直接顔を合わせての活動

が困難でした。
令和４年度もいつまで新型コロナウイルスの影響が続くか分かりません。ただ昨年度と同じ事を行っ

ていても成長はありません。コロナ禍でもしっかり感染対策や工夫を行い、ひとりでも多くの会員と会
えるように、また会員相互の親睦を深められるように、魅力的な活動を企画していきたいと思います。

活動報告
埼玉県佛教青年会 会長 飯野 隆宥

会長 射馬 瑞圓心王山 殊勝院

一般社団法人
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会長 塩田義照
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会長 射馬 瑞圓心王山 殊勝院
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理 事 長 螺 澤 明 法

〒 　兵庫県神戸市中央区楠町  ワコーレ大倉山フラッツ 号
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会 長 小 澤 慧 月
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TEL：06-6713-5526　FAX：06-6713-5562　http://www.oyba.jp

会長 塩田義照
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