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新教区準備委員会の進捗状況について（報告） 

（2023 年 2 月 24 日作成 NO.6） 

 

２月８日に第２回新教区準備委員会（長浜・京都教区の教区会参事会員及び教区門徒会常任委

員会委員で構成）が開催されました。 

この度の準備委員会は、昨年１２月に教区会議員の任期満了に伴い、新たに教区会の正副議長、

参事会員が選出されたことにより、新教区準備委員会の委員長、副委員長、常任委員を互選する

と共に、委員の各小委員会への分属について協議しました。（２・３頁参照） 

また、「教化・組織」、「財務」、「長浜特区」の各小委員会からの報告書を基に作成された、「各

組巡回説明資料VOL.3」（案）が準備委員会に提案され、その内容について協議がなされました。 

今後、両教区において教区改編委員会が開かれ、新教区準備委員会の経過を報告し、「各組巡

回説明資料VOL.3」（案）について、意見を求めていきます。 

 

●教化・組織小委員会 

第４回小委員会を２月２０日に開催し、これまでの協議の内容について確認し、新教区の組織等

に関する諸規則（案）について協議をしました。 

 

●財務小委員会 

第４回小委員会を２月１６日に開催し、教区費割当の件を中心にこれまでの協議内容を確認しま

した。また、新教区準備委員会から新たに付託された「教区諸規則に関する事項（会計関係規則）」

について、事務局より提案された６件の規則案を協議しました。今回提案された規則案は、新教

区に設置を検討している保管金や積立金に関する規程、宗派経常費や教区費の減額・免除に関す

る規程、教区教化事業の講師謝礼や会議旅費・日当等の支給基準に関する内規で、一部について

は次回も継続して協議します。 

 

●長浜特区小委員会 

第３回小委員会を２月１３日に開催し、新教区準備委員会から新たに付託された「長浜別院の予

算に関する事項」、「諸団体に関する事項」（婦人会）について協議をしました。 

また、長浜特区を説明する資料についても協議し、今後、新教区準備委員会の協議を経て、各組

巡回の際の説明資料として使用します。 
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新教区準備委員会正副委員長及び各委員の分属については、以下の通りです。 

 

正副委員長 

新教区準備委員会委員長   曽我 謙成（長浜教区 第１２組 等倫寺住職） 

新教区準備委員会副委員長  深尾 浄信（京都教区 近江第７組 淨敬寺住職） 

 

常任委員会委員 

＜長浜教区＞ 

曽我 謙成（第 12組 等倫寺住職）、福井  惠（第 13組 見瑞寺住職） 

北川 清治（第 19組 西敎寺門徒）、金山 正雄（第 20組 唯敎寺門徒） 

藤谷 秀樹（第 22組 慈榮寺住職） 
 

＜京都教区＞ 

北脇 光昭（近江第 4組 圓光寺住職）、深尾 浄信（近江第 7組 淨敬寺住職）、 

田中 正章（近江第 25西組 誓行寺門徒）、桂 喜八郎（近江第 11組 慶照寺門徒） 

前田 賢龍（石西組 專龍寺住職） 

 

小委員会委員 

〈教化・組織小委員会〉（主な協議事項：教化方針及び諸規則について） 

＜長浜教区＞ 

【副主査】北川 清治（第 19組 西敎寺門徒） 

曽我 謙成（第 12組 等倫寺住職）、福井 惠（第 13組 見瑞寺住職） 

佐金 利幸（第 14組 極性寺門徒）、武田 幸太郎（第 15組 長源寺門徒） 

蜂屋 良生（第 16組 德満寺住職・教区教化委員会企画室委員） 

澤面 宣了（第 16組 浄願寺住職・教区部落差別問題協議会会長） 

山田 孝夫（第 21組 禮信寺住職）、中谷 幸博（第 21組 專通寺門徒） 

美濃部 俊裕（第 24組來入寺住職・教区教化委員会教化本部長） 

髙岡  淳（敦賀組 唯願寺住職） 
 

＜京都教区＞ 

【主 査】北脇 光昭（近江第 4組 圓光寺住職） 

亀田 晃巖（山城第 2組 唯明寺住職）、深尾 浄信（近江第 7組 淨敬寺住職） 

桂 喜八郎（近江第 11組 慶照寺門徒）、小川 三智男（近江第 25東組 正願寺門徒） 

中島 正泰（丹波第 3組 本光寺住職）、春日 正信（出雲組 光明寺住職） 

瀧村 義幸（因伯組 緑浄寺門徒）、河野 緑（石西組 西藏寺門徒） 

沙加戸 崇（近江第１組 響忍寺住職）（教化本部長） 

長 紀子（近江第 9組 願念寺衆徒・教化本部副部長） 

谷 大輔（近江第 2組 良覺寺住職・同和協議会会長） 
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〈財務小委員会〉（主な協議事項：予算及び御依頼割当について） 

＜長浜教区＞ 

【主 査】 藤谷 秀樹（第 22組 慈榮寺住職） 

     池田 廣美（第 13組 栁岸寺門徒）、千田 洋文（第 17組 念相寺住職） 

金森  繁（第 18組 玄龍寺門徒）、北辺 禎雄（第 19組 西敎寺住職） 

金山 正雄（第 20組 唯敎寺門徒）、野村 一成（第 23組 西信寺門徒） 

山岡 𠮷彦（第 24組 報春寺門徒）、髙橋 宗明（第 24組 猶存寺住職） 

 

＜京都教区＞ 

【副主査】田中 正章（近江第 25西組 誓行寺門徒） 

近藤 諭（近江第 5組 敬應寺住職）、安井 廣正（近江第 25西組 善養寺住職） 

三原 隆応（若狭第 1組 妙應寺住職）、前田 賢龍（石西組 專龍寺住職） 

福本 修一（近江第 6組 法興寺門徒）、木村 正利（近江第 10組 本專寺門徒） 

中村 正彦（若狭第 2組 浄蓮寺門徒）、酒井 渉（丹波第 3組 宗玄寺門徒） 

 

  〈長浜特区小委員会〉（主な協議事項：長浜特区における教化体制及び予算について） 

＜長浜教区＞ 

 【主 査】金山 正雄（第 20組 唯敎寺門徒）【副主査】福井 惠（第 13組 見瑞寺住職） 

     曽我 謙成（第 12組 等倫寺住職） 

澤面 宣了（第 16組 浄願寺住職・教区部落差別問題協議会会長） 

蜂屋 良生（第 16組 德満寺住職・教区教化委員会企画室委員） 

北辺 禎雄（第 19組 西敎寺住職）、北川 清治（第 19組 西敎寺門徒） 

藤谷 秀樹（第 22組 慈榮寺住職）  

美濃部 俊裕（第 24組來入寺住職・教区教化委員会教化本部長） 

 

＜京都教区＞ 

北脇 光昭（近江第 4組 圓光寺住職）、沙加戸 崇（近江第 1組 響忍寺住職） 

深尾 浄信（近江第 7組 淨敬寺住職）、田中 正章（近江第 25西組誓行寺門徒）

桂 喜八郎（近江第 11組 慶照寺門徒） 

 

            ＜敬称略・組順＞ 


