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教会憲法前文 
 

 教会の政治形態とは、教会が政治を行なう構造のことをいう。教会政治の目的は、教会

が宣教の業を遂行するのを支援するところにある。本教会憲法は、長老教会の形態にそっ

て作成されている。そしてその目的は、カンバーランド長老教会において、宣教の業の遂

行に向けて政治が行なわれることである。  

 聖書は、教会の政治形態について詳細に述べてはいないが、教会の有機的一体性につい

ては明確に言い表わしている。長老教会の形態は、聖書に合致した教会の有機的一体性を

具現するものである。 

 旧約聖書において、イスラエル王国時代には、教会政治は、半ば世俗的政治との混こう

であったり、時には世俗的政治に翻弄されたりした。イスラエル国家の滅亡後、バビロン

捕囚期には、会堂が、契約共同体の組織形態として現われてきた。この政治形態が、長老

教会の政治形態の原型である。 

 イエスと使徒たちは、会堂で礼拝し、またそこで教えた。パウロの都市における宣教活

動は、通常、会堂において開始された。イエスに従ってきた者たちがクリスチャンという

名で知られてくるにつれ、その運動は次第にユダヤ教から離れて行き、その政治形態は会

堂の線に沿って発展していったのである。 

 会堂から受け継がれた政治形態は、代表制であり、そこでは長老と呼ばれる一群の人た

ちが、会堂の生活に関する事柄について、人々のために働いたのである。長老と訳されて

いる語のギリシャ語は、プレスブテロスである。長老たちの集まりがプレスブテリオン（つ

まりプレスビテリー 中会）である。長老教会という名は、ここから来ている。 

 イエスに従ってきた者たちの中の最初の指導者たちは、使徒と呼ばれたが、この言葉は、

復活のキリストを目撃し、キリストによって個々に任命を受けた者たちに限定して用いら

れているようである。使徒たちの死後、既に用いられていた長老という語が、教会の最高

位の指導者たちの呼称として受け入れられるようになった。 

 新約聖書には、二種の長老が認められる。すなわち、みことばと聖礼典に仕える長老と、

それを助ける一般信徒の長老である。すべての長老は教会の政治に共に当たる。新約聖書

には、あまり多くはないが監督（エピスコポス）という語が用いられているけれども、こ

れは長老と同義語のようである。 

 長老職に加えて、新約聖書は、一般信徒の中に執事と呼ばれる指導者の群れのあったこ

とを示している。しもべを意味するディアコノスというギリシャ語から来ているこの呼称

は、貧困、窮乏にある人々の世話に当たるという特別な任務を負わされている者たちに与

えられているものである。 

 教会政治において長老は、代表団としての機能を果たす。新約聖書において認められる

政治の諸段階は、各個教会の政治（小会）、地域の政治（中会）、全体教会の政治（大会ま

たは総会）である。 



 

 

１．０  教 会 

 

 １．１ 神は、アブラハムとその子孫とに立てた信仰による契約に基づいて、御子イエ

ス・キリストにより、この世に教会を設立された。この信仰の家族、普遍的教会は、イエ

ス・キリストを主また救い主として告白し、召しに応えて弟子となった、あらゆる国、あ

らゆる時代のすべての人々によって構成される。 

 １．２  普遍的教会は、同時に同一の場所に集まることはできないので、礼拝と学びと

証しと奉仕のために集められた個々の教会として、この世に存在する。 

 

２．００ 各個教会 

 

 ２．０１ 各個教会とは、幼児洗礼を受けた子どもらを含む、信仰告白をしたキリスト

者たちの会衆のことである。会衆は、神を礼拝し、神の言葉を学び、共に福音の共同の証

しに参加し、キリスト者として召されている良き働きに従事することを目的として、相互

の契約に基づき定期的に集まる。また、それは、何らかの形の政治形態をとる。 

 

２．１０ 各個教会の会員 

 

 ２．１１ 各個教会の会員は、教会におけるすべての権利と責任を有する者であり、イ

エス・キリストを主また救い主として告白し、教会の契約を結び、洗礼の聖礼典を受けた

者たちによって構成される。 

  ２．１２ 小会は、各個教会につながる教会員の審査と教育の責任を負う。 

  ２．１３ 信徒のこどもらは、契約に基づき、洗礼の聖礼典を受けて信仰の家族の一員

になる資格がある。これらのこどもらは、牧会的な監督、指導を受け、また教会の配慮の

もとに置かれなければならない。このことにより、やがて彼らが罪を悔い改め、自らイエ

ス・キリストを主また救い主と告白し、教会員としての責任のすべてを負う者となるので

ある。 

 ２．１４ 幼児洗礼を受けただけで、イエス・キリストを主また救い主と告白していな

い者は、成人であっても、教会の注意深い配慮と指導のもとに置かれなければならない。

それは、彼らが、やがて自ら信仰を得る者となることを願うからである。 

 ２．１５ イエス・キリストを主また救い主と告白していない未受洗者は、彼らがやが

て悔い改めへと導かれ、イエス・キリストを救い主と信じる信仰に至ることが期待されて

いるのであり、教会の牧会的配慮のもとに置かれる。 

 

２．２０ 各個教会の会員に対する管轄権 

 ２．２１ 教会員は、それぞれが所属する各個教会の小会の管轄のもとに置かれる。 



 

 

 ２．２２ 各個教会からの転出書は、教会員当人宛に出されるのではなく、カンバーラ

ンド長老教会、あるいは他の教団の、各個教会にあてて送付される。 

 ２．２３ 各個教会の小会は、イエス・キリストを信じる信仰告白をしている他の教会

の会員を、転出書によって受け入れることができる。どうしても転出書を取り寄せること

ができない時は、当人の信仰の再確認をもって受け入れることができる。この処置は、当

人の前教会に通知される。転出書の送付をしない方針をとる教会に対しても、これと同じ

手続きが取られる。 

  ２．２４  カンバーランド長老教会から転出書によって転出した者でも、転出書の宛先

の教会の小会からの受け入れ証明書が届くか、あるいは、どこかの教会に受け入れられた

ことを転出書を出した小会が確認するまでは、転出書を出した小会の管轄下に置かれる。 

 （転出書及び受け入れ証明書の形式については、教会憲法付記１、２をそれぞれ参照の

こと） 

 ２．２５ 教会員が、所属する各個教会の範囲の外に転居し、転出書を請求することが

ない時、あるいは活動会員としての身分を保てなくなった時は、その人の名は教会の不活

動会員の名簿に移されなければならない。小会はこの処置を会議録に記録し、この処置に

ついてその教会員に知らせなければならない。 

 ２．２６ だれかが何らかの理由で教会員であることをやめたい時は、その人に対する

係争中の問題がなくまた当人が訓練規定の執行のもとにない場合は、その人の氏名を教会

員名簿から削除する。しかしながら、削除の前に当人との十分な話し合いがなければなら

ない。 

           

２．３０ 各個教会の役員 

 

 ２．３１ 各個教会の役員は、福音の宣教と聖礼典の執行のために按手を受けた担任教

職者、会衆の代表また指導者として選ばれて按手を受けた小会の構成員である長老たち、

及び、貧しい人やその他困っている人の必要のために選ばれて按手を受けた執事会の構成

員である執事たちである。 

 

２．４０ 各個教会の設立 

   

２．４１ 各個教会は、中会の権威においてのみ設立できる。新しい教会を形成しよう

とする時は、中会はこの企画に参加する。教会の設立が中会によって承認されたなら、委

任委員会が中会によって任命されている時の他は、中会の構成員である牧師は誰でも、設

立式を司式し、必要なすべての責務を遂行することができる。新しい教会は、中会の承認

がなければ、カンバーランド長老教会に属する既存の教会から３マイル（４．８キロ）以

内に位置してはならない。 



 

 

 ２．４２ 各個教会設立の順序は次の通りである。 

 ａ） いずれかの教会の会員である者は、転出書または現在教会員であることの証明を

提示する。その他の者は、信仰の再確認によって、あるいは、キリストを信じる信

仰告白、教会の契約、洗礼（または受洗の確認）、また必要な場合は審査を通して、

教会員の資格が与えられる。 

 ｂ） 次に、上記の者たちは、以下の質問に肯定の答をして、契約を結ぶことが求められ

る。 

  「あなたは、神の助けのもとに、カンバーランド長老教会の政治に基づく有機的教会

の一員として、共に歩んでいくことを、また神の恵みにあずかっている者として福音

を擁護し、あなたの賜物によってだけではなく、祈りと努力とをもってこの教会を支

えていき、教会の交わりを通して、我らの主イエス・キリストの名を高め、そのご     

計画の進展を願い、そして教会全体の純潔と調和を保つよう努めることを、神とお互

いとに厳粛に約束し契約しますか。」 

 ｃ） この質問の後に司式の教職者は次のように言う。 

   「わたしは今、あなたがたが、神の言葉とカンバーランド長老教会の政治に基づき、

教会とされたことを宣言する。父と子と聖霊の名によって、アーメン。」 

 ｄ） 教会員は次に、司式担当の教職者の進行のもとに、小会を構成する長老の数とそ

の任期を決め、長老を選出する。長老の按手と就任は、直ちに行われてもよいし、後

日行われてもよい。教会員の選択により、これと同じ時にあるいは後日の教会総会に

おいて、執事を選出し按手をし就任させることができる。これをまったく行わなく   

ともよい。 

 ｅ） 司式の教職者あるいは中会によって任命された委員は、設立礼拝についての報告

書を作成する責任がある。報告書には、次の定期中会会議において、この新しく設立

された教会が、中会の構成員として登録されることを求める推薦書が添付される。報

告書には設立の年月日、場所、教会設立のために中会を代表して働いた者たちの氏   

名、設立時の教会員の数、選出された役員の名簿が記録されなければならない。 

   （新教会の承認の様式については、教会憲法付記３参照） 

 

２．５０ 各個教会の政治 

 

 ２．５１ 各個教会の政治に責任を持つのは小会である。小会は、担任教職者と、会衆

によって選挙され小会の構成員として就任した長老たちとによって構成される。このよう

にして設立された小会は、教会に託された次のすべてのつとめにおいて、教会員を指導す

る責任がある。 

 ａ） 共同の礼拝。これには祈祷、讃美の歌、聖書の朗読、什一献金と、他の献金の奉

献、み言葉の説教、聖礼典の執行が含まれる。 



 

 

 ｂ） キリスト教教育。これにはキリスト者の成長のための聖書の学びが含まれる。 

 ｃ） 神の家族にふさわしい交わりの諸活動。 

 ｄ） 未信者や教会の交わりにまだ加わっていない人々に対する個人的な証し。 

 ｅ） 病気の人々の見舞い。 

 ｆ） 諸家庭、ことに問題がある家庭、崩壊した家庭に対する牧会的配慮。 

 ｇ） 時間、賜物、金銭の信仰的管理（スチュワードシップ）と、教会財産の保管と運

用。 

 ｈ） 訓練の実施。 

 ｉ） 個々の教会の範囲を超える教会のつとめへの参与。 

あるいは必要と思われるその他のつとめへの参与。これらのつとめにおける人々の

指導は、様々な領域に渡るつとめを負う諸委員会に任命し、そこで長老とともに奉

仕してもらうことや、教会生活のなかで個人的に教え導くことなどによってなされ

る。 

 ２．５２ 牧師のいない各個教会においては、小会を構成する長老たちが、その職務の

範囲内で、その教会に託されているすべてのつとめにおいて人々を指導する責任がある。 

 ２．５３ 各個教会の教会員総会は、次の目的のために招集される。 

 ａ） 長老、執事の任期の型を決定するため。 

 ｂ） 長老、執事を推薦し、選挙し、また辞任を受理するため。 

  ｃ） 小会、また執事会の定足数をその構成員の過半数以下の数に定めるため。 

  ｄ） 長老または執事のある者の働きが教会によって受容し得なくなった時の解任のた

め。 

 ｅ） 一般の法律または中会が求める時は、教会の資産の売却または購入の承認のため。 

  ２．５４ 教会員総会は、他の事柄についても、小会と教会員との相互理解のために開

かれてよいが、その場合、表決をとることはしない。 

 ２．５５  教会員総会は、小会によって承認された時、教会員総数の１５パーセントの

要請があった時、中会の指示があった時に開催される。教会員総会の告知は、開催より少

なくとも一週間前までに全教会員に文書によって通知するか、開催日前の三つの日曜日に

予告するか、あるいは、小会が適切と判断する他の方法によってなされる。担任教職者、

または牧師のいない教会では、中会の任命する教職者が、教会員総会の議長を務める。小

会の書記は会議録を記録する。会議録は、次の小会会議の承認を得て、小会の記録の一部

として編入される。教会員総会に指定された日時と場所に出席した教会員の数が、教会員

総会の定足数である。 

 

 ２．６０ みことばと聖礼典に仕える者 

 

 ２．６１ みことばと聖礼典に仕える者の職務は、教会生活の中で、その責任と有用性



 

 

において、独特である。神は人々を召し、このつとめに聖別される。この職務につく者は

信仰において健全であり、行状において模範的であり、このつとめの義務を遂行する能力

のある者でなければならない。みことばと聖礼典に仕える者は、その職務のゆえに尊敬を

受けるべきであるが、それは、その職務が他のキリスト者たちよりも聖く正しいためでは

ない。みことばと聖礼典に仕える者も、すべてのキリスト者に与えられている同一の召し

にあずかる者であり、共に、言葉と行いにより、福音を証しする者なのである。彼らはそ

の召された職務においてのみ、他のキリスト者たちと異なるのである。この職務が彼らの

人生の持ち場である。 

  ２．６２ このつとめに仕える職務につく者は、聖書において、その多様な任務を果た

す種々の名称が与えられている。 

 人々を見守り、霊の糧をもって養い、神の恵みのしるしの聖礼典を執行する者として、

「牧師」と呼ばれ、 

  人々に対する教会のすべてのつとめを通してキリストに仕える者として、「牧会者」と呼

ばれ、 

 教会の指導と政治を担当する者として、 「長老」と呼ばれ、 

 罪人たちに神との和解を訴え、イエス・キリストによる救いのよろこばしい福音を伝え

る者として、「伝道者」と呼ばれ、 

  人々に対して、また国々に向かって、不従順のもたらす結果について警告し、神のこと

ばを守るよう熱心に勧める者として、「預言者」と呼ばれ、 

人々のために祈りを通して神にとりなす者として、「祭司」と呼ばれ、 

  キリストの福音を公に宣言する者として、 「説教者」と呼ばれ、 

  キリスト者の成長に必須の学びを強調し、聖書を説き明かす者として、「教師」と呼ばれ

る。 

 これらの名称は教会の中での特権を与えるものではなく、また職務の種々の等級を示す

ものでもない。つとめに仕える者の職務の範囲を示すものなのである。 

 ２．６３  各個教会の牧師として招聘された教職者は、次の責任を負う。 

 ａ） 共同の礼拝を司式する。 

 ｂ） 会衆の口として、彼らのために、また彼らと共に、神に祈る。 

 ｃ） 会衆に向かって、聖書を読み、神のみことばを宣べ伝える。 

 ｄ） 聖礼典を執行する。 

 ｅ） 神からの祝福を人々に与える。 

 ｆ） こどもたちや、若者たち、成人たちに聖書を教える。 

 ｇ） 人々を訪問する。特に貧しい者、病気の者、死に瀕している者、その他危急の困

難にある者たちを見舞う。 

 ｈ） 結婚の準備をする者に対して助言を行なう。 

 ｉ） 未信者や教会の交わりに加わっていない人々に対して教会の人々がなす証しに、



 

 

共に加わる。 

 ｊ） みことばの光のもとで、人々の個人的な必要や問題について、彼らに助言する。 

 ｋ） 問題のある家族や、崩壊した家庭の者たちに助言を与える。 

 ｌ） 小会を構成する長老たちと共に、教会の働きのすべての面において、教会を指導

し、統治する。 

  ２．６４ 教職者の教会における最も基本的なつとめは牧師としてのつとめであるが、

神はみことばと聖礼典に仕える者たちに種々の賜物を与えているのであり、教会は、多種

多様のつとめのあることを承認している。中会は、教職者たちが、それぞれの賜物を生か

して各個教会の牧会者としてだけではなく、いろいろな種類の学校における宗教の教師と

して、宗教出版物の編集者として、軍隊や種々の団体のチャプレンとして、宣教師、伝道

者、カウンセラー、教会や団体の企画担当者、各個教会のキリスト教教育主事、あるいは

教会に直結するその他の分野の働きの指導者として働くことを認めることができる。中会

は、礼拝において、ある者が上記のつとめに従事することを許可し、教職者を上記のつと

めのいずれかを行なう者として任命しなければならない。どのようなつとめにあろうとも、

教職者は、牧師としての、あるいは牧会者、長老、伝道者、預言者、祭司、説教者、教師

としての責務をよく果たすことができるよう心がけるべきである。 

 

２．７０ 長 老 

 

 ２．７１ 長老は、会衆の直接の代表者であり、会衆によって選挙で選ばれ、教職者と

共に教会の政治と指導にたずさわる。小会を構成する長老は、担任教職者と共に各個教会

の牧会監督に当たる。 

 ２．７２ 長老は、その奉仕する教会の人々の世話をし、また指導するのであるが、特

に、イエス・キリストを主また救い主と告白していない人たちや、霊的に弱い人たち、信

仰の指導が必要な人たちを心にかけなければならない。家庭を訪問し、家の人たちと共に、

またその人たちのために祈らなければならない。特に、病気の者や、近親者を失った者、

困窮者のために祈らなければならない。言葉とよい模範によって人々を励まし、人々がそ

れぞれの時間や賜物、そして金銭の忠実な管理者として教会における礼拝、学び、証し、

奉仕に参加できるようにするのである。長老は、牧師の知っている必要のある事柄につい

ては何でも牧師に知らせなければならない。 

 ２．７３ 長老の職に就く者は、男女、老若の別を問わない。長老は、福音を証しする

ことにおいてすべてのキリスト者に共通の召しにあずかる者であるが、この長老としての

召しには、人々を指導する責任が付加されているのである。長老は、善良な人格を通して、

また健全な信仰、知恵、成熟した判断、分別、人との対話、教理や教会の政治についての

知識、そして自らの職務を遂行する能力によって、福音を体現する者でなければならない。 

  ２．７４ 長老としての責任を引き受ける者は、この職にふさわしい学びと準備をしな



 

 

ければならない。また、小会の構成員としての任期中、自らの職責をよりよく果たすこと

ができるよう学習を続けなければならない。 

 

 

２．８０ 執 事 

 

 ２．８１ 執事は、会衆によって選挙で選ばれ、按手を受けて、教会が貧しい者やその

他の助けを必要とする人たちの世話することを推進する。またこういった目的のために教

会が準備した基金の運用に当たる。この務めは、仕えられるためではなく仕えるために来

られたイエス・キリストから教会に与えられたものである。貧しい者や助けを必要とする

人々をかえりみることを通して、教会は、イエス・キリストにおいて示された神の憐れみ

深い愛を証しするのである。執事は、貧しい人々、お年寄り、病人、孤児、難民、囚人、

その他困難の中にある人々に奉仕する個人、委員会、グループの指導や調整に当たる。執

事の働きは、教会全体のものであるから、執事は、小会に対して、定期的に報告しなけれ

ばならない。 

 ２．８２ そうすることが望ましいとする教会においては、小会は、執事会に予算作成

の権限を与え、またその他の財政的責任を引き受けてもらうようにしてもよい。 

 ２．８３ 執事の職に就く者は、男女、老若の別を問わない。執事は、健全な判断力を

持ち、善良な人柄で、助けを必要とする人々に対して思いやりがあり、人々の役に立つ人

で、イエス・キリストに対する変わることのない深い信仰の持ち主でなければならない。

イエス・キリストの牧会の模範に、執事は倣うのである。執事としての責任を引き受ける

者は、この職にふさわしい学びと準備をしなければならない。また、執事会の構成員とし

ての任期中、自らの職責をよりよく果たすことができるよう、学習を続けなければならな

い。 

 ２．８４ 執事会を置くかどうかは、各個教会が独自に決定すべきことである。執事会

を置くことが実際的でない教会では、執事の職責は長老がこれを負う。執事会が創設され

たときは、同一の人が小会と執事会とで同時に仕えることはできない。 

 

２．９０ 長老、執事の選挙、按手、就任 

 

 ２．９１ 各個教会の設立の際は、長老と執事は、設立時のその教会の会員によって推

薦され、選挙される。その他の場合は、長老、執事を選挙する集会において、小会が会衆

に対して候補者を推薦するか、あるいは会衆が推薦委員会を選出するように計るのが、適

切であり妥当である。そのほか、教会の他の会員が推薦することもできる。その場合、推

薦を受ける者の同意が必要である。投票は推薦を受けた者の氏名が発表された教会員総会

か、またはその次の教会員総会においてなされる。発声投票による以外は、投票は無記名



 

 

投票で行なわれ、投票の過半数によって選ばれる。推薦を受けた者が定員を越える場合は、

多得票者から順次選ばれる。 

 ２．９２ 長老、執事いずれかが選出されたなら、小会は按手と就任のための日取りを

決める。すでに按手を受けている者は就任式だけを行なう。小会は定められた日に、礼拝

のために集まった会衆と共に按手式を行なう。司式の教職者は、長老職、執事職の性質と

責任について簡潔に述べ、守るべきクリスチャンとしての行為について話す。 

 それがすむと、司式者は次に掲げる質問を志願者にする。 

Ⅰ．あなたは、旧約聖書と新約聖書が霊感を受けた神の言葉であり、信仰と実践の規範で

あると信じますか。 

Ⅱ．あなたは、カンバーランド長老教会の信仰告白を、聖書の教える基本的な教理を含む

ものとして、心から受け入れ、用いますか。 

Ⅲ．あなたは、カンバーランド長老教会の教会政治を承認し、これを支持することを約束

しますか。 

Ⅳ．あなたは、教会の平和、一致、純潔の促進に努めることを約束しますか。 

Ⅴ．（長老に）あなたは教会会議に長老として参加するに際して、会議の決定に責任ある仕

方で参与し、決定に従い、教会の益のためにつくすことを約束しますか。 

Ⅵ．あなたは、この教会の長老（執事）の務めを受け入れ、神の助けをいただき、その職

責を忠実に果たすことを約束しますか。 

 すでに按手を受けた長老、あるいは執事の就任においては、質問をする。 

 これらの質問に肯定的な答がなされると、司式者は次のような質問を会衆にする。 

 「この教会の会員であるあなたがたは、この長老（執事）を承認し、受け入れますか。

またあなたがたは、この職につく者を、励まし、助け、尊敬することを約束しますか。」 

 質問に肯定の答がされると、志願者はひざまずく。小会の人々は志願者のまわりに集ま

る。司式者の適切な祈りの後、長老たちは手を置き、志願者を長老（執事）の職につける。

それから、全会衆は立ち上がり、司式者は次のように言う。 

 「私は、いま、あなたがこの教会において、神の言葉に従い、カンバーランド長老教会

の教会政治に従って、規則正しく選挙され、按手を受け、長老（執事）に就任したことを

宣言します。父と子と聖霊の御名によって、アーメン」 小会の人々は新しく就任した者

の手を取り、次のように言う。 

 「このつとめに、主にあって共に励みましょう。」 

 そして司式者は、新しく就任した者と会衆に向かって、ふさわしい勧めの言葉を述べる。 

 ２．９３ 小会・執事会の構成員は、任期を定めないで選ぶことも、また輪番制に基づ

く任期を定めて選ぶこともできる。教会の設立に当たっては、小会・執事会が採用する任

期の型を決めなければならない。既存の教会において任期の型を変更しようとする時は、

決議によって、小会・執事会を解散し、新しい任期の型を設定し、新しい任期の型に基づ

いて小会・執事会の構成員を選出しなければならない。これらの決議は、教会員総会にお



 

 

いて会衆によってなされる。各個教会が輪番制による任期を決めて長老・執事を選出する

ことを選ぶ時は、その職務の任期は３年未満であってはならない。但し、組による輪番制

をとっている場合、または、任期残余期間を務める場合は、この限りではない。 

 ２．９４ 小会・執事会の構成員が正当な理由なしに、年度の定例会議の半分以上を欠

席した時や、訓練規定以外の理由で、その職責の遂行に関して教会が受容し得なくなった

時は、小会は、リコールによる解職を審議するために教会総会を招集することができる。

ただしこの決定の前に、関係者が会衆の前で発言する機会が与えられなければならない。 

２．９５ 長老・執事が、その職責を遂行し教会の礼拝、学び、証し、奉仕に参加する

ことが出来ない遠隔地に移転したときは、小会は、その人の任期の終結を会衆に提案する

ことができる。長老・執事が転出書により転出した時は、その職の任期は自動的に終結す

る。小会は、このことを会議録に記録しなければならない。 

  ２．９６  長老・執事が、転出書によって他の教会の会員となった時は、選挙と就任式

を経て小会・執事会の構成員となることができる。   

 

 

 

 

３．００  教会会議 
 

  ３．０１ 教会の政治は教会の秩序を保ち、その働きを生かすものでなければならない。

そのためにそれは、分かりやすく合理的な形であることが求められる。立法、行政、司法

を扱い、法廷とも呼ばれる教会会議は、下から順に、小会、中会、大会、総会である。 

 ３．０２ 教会の連携的特質は、次の政治構造に現わされている。すなわち小会は各個

教会について、中会は区域内の教職者・小会・教会について、大会は区域内の中会・教職

者・小会・教会について、総会は大会・中会・教職者・小会・教会について、牧会上の監

督と裁定を行なう。 

 ３．０３ 教会政治における各会議の権限は、教会憲法の条項によって限定されている。

各会議はそれぞれに属する固有の事項に関して独自の裁定を行なうが、下位の会議は、正

規の順序のもとに、上位の教会会議の監査と指導のもとに置かれる。 

 ３．０４ 教会政治において正規に構成されている会議はどれも、適切かつ真剣に提起

された教理や訓練に関する問題を処理し、広く真理と正義の保持に努め、教会の平和と純

潔と進展を損なう誤った諸説を排除する権限を持つ。 

 ３．０５ 会議はすべて、祈りをもって始め、祈りをもって閉じる。 

 ３．０６ 中会、大会、総会の臨時会議は、代議員を送る会議が別の者を代議員として

選出する時のほかは、直前の定期会議において代議員であった者またはその代理人であっ

た者によって構成される。小会の構成員としての任期が切れている長老は、臨時会議の代



 

 

議員を務めることはできない。 

 ３．０７ カンバーランド長老教会の他中会、あるいは総会と交流のある教会に属して

いる信望の厚い教職者が、中会または大会の会議に出席している場合は、助言者として、

会議においてすべての問題について発言する特権を与えることができる。他教団に属する

信望の厚い教職者は、来賓として会議に出席してもらうことができる。中会、大会の議長

は、助言者、来賓を、会議に紹介する。 

 ３．０８ 小会、中会、大会、総会の会議録、その他すべての公式の記録は、それぞれ

の会議あるいはその法的後継者によって、永久に保存される。各個教会、中会、あるいは

大会が解散するときは、それぞれの記録は、解散前に所属していた上位の教会会議によっ

て保存される。現存あるいは解散された小会、中会、大会の会議録あるいは他の公式の記

録またはその写しはすべて、保全のために、カンバーランド長老教会歴史資料館に保管す

べきである。各会議の記録の恒久的保全を会議に勧告するのは各会議の書記の責任である。 

 

３．１０ 教会会議の委員会および委任委員会 

 

３．１１ 教会の各会議はそれぞれ、その監督と権威を適切に遂行するために、その目

的に即して、常設ないしは特設の委員会を設置し、委員会の要員を選出または任命するこ

とができる。このようにしてできた委員会は、それを設置した教会会議の働きを推進させ

るためのさまざまの方策を検討し、思案し、会議に提案する。 

 ３．１２ 教会の各会議はそれぞれ、委任委員会を任命し、会議の監査のもとに、委任

委員会がその付託された業務について審議し決定する権威を与えることができる。委任委

員会はその活動の全記録を、それを任命した教会会議に提出しなければならない。この記

録は会議の承認があれば、会議の会議録に編入することができる。委任委員会は過半数を

もってその定足数とする。委任委員会は、下記の目的のために任命される。 

 ａ） 教職者の按手。この場合、委任委員会は中会の定足数を満たすものでなければな

らない。また、２名の教職者が含まれていなければならない。 

 ｂ） 担任牧師および副・準牧師の就任。 

 ｃ） 新しい教会の設立。 

 ｄ） 証言の聴取、あるいは訓練に関する聴聞会の実施。 

 ｅ） 問題のある教会の訪問。 

 ｆ） 上訴の聴取。 

 ｇ） 教会内に起った特定の問題に関する調査。 

 

３．２０ 照 会 

 

  ３．２１ 教会会議は、最高位の会議を除き、直接上位の教会会議に対して、照会によ



 

 

って公的助言を求めることができる。照会は、直接上位の教会会議に対して、下位の教会

会議において未だ決定されていない事項に関して文書で提示される。照会を行なう教会会

議は、上位の教会会議の処置または助言を得るに必要なすべての証言や書類をしかるべく

整え用意しなければならない。照会は、教会会議の表決に基づいてなされなければならな

い。 

３．２２ 照会は、前例がなく困難または微妙な事例に関することで、下位の教会会議

において決定しかねている場合や意見が分かれているような場合に行なうのが適切である。 

 ３．２３ 照会は、下位の教会会議が何か決定を下す前に助言を求めてなされることが

ある。この場合、照会中の下位の教会会議の決定は停止される。照会によって、事例全体

を上位の教会会議に託し、最終の決定を仰ぐこともできる。 

 ３．２４ 照会を受理した教会会議は、必ず助言または決定をしなければならないわけ

ではなく、照会を求めてきた教会会議に問題を差し戻してもよい。 

 ３．２５ 照会は、事例によっては適切であるが、一般的には、それぞれの教会会議が

各自で判断を下すのが、教会にとってよいことである。 

 

３．３０ 資産について 

   

この項は、カンバーランド長老教会、またそれよりも前の教会が、長老制の教会政治の

もとに歩み出したときからそれに則って来た原理を明らかにしたものである。 

 ３．３１ われわれの教会においてなされる決定、再検討、訂正の方法を定めている教

会憲法・訓練規定・会議規定にある教会政治の規定は、資産に関するすべての事項につい

ても適用される。 

  ３．３２ カンバーランド長老教会は、有機的一体の教会である。教会のすべての下位

の教会会議、すなわち、大会、中会、および各個教会は、一つのからだの枝である。従っ

て、各個教会、中会、大会、総会、あるいはカンバーランド長老教会によってまたはそれ

らのために所有されている資産はすべて、法的権利が法人に置かれている場合も、代表役

員または責任役員会、あるいは法人格を持たない団体に置かれている場合も、また、その

資産が各個教会の働きのために用いられている場合も、あるいはより包括的な教会会議の

働きのために用いられている場合も、あるいは収益を得るために保持されている場合も、

また、資産の証書にそのような記載があってもなくても、カンバーランド長老教会の使用

と益に委ねられている。 

 ３．３３ カンバーランド長老教会の各個教会の資産、あるいはその教会のために保持

されている資産が、その教会によってもはや使用されなくなった時は、教会憲法に基づく

カンバーランド長老教会の一各個教会である教会の資産は、その各個教会の置かれている

中会の定めるところにより、保持、使用、充当、移転、売却される。 

 ３．３４ 各個教会が、中会によって正式に解散させられた場合、あるいは教会員の離



 

 

散、教会の活動放棄、その他の理由によって消滅した場合、そこにあるかもしれない資産

は、その各個教会が置かれている地域の中会が指導、制限、指定する用途、目的、委託の

ために保持、使用、充当される。または、そのような資産は、カンバーランド長老教会の

教会憲法に基づき、中会の指導のもとに、売却または処分される。 

 ３．３５ 各個教会は、礼拝、教育、伝道のために使用されている教会の不動産を、そ

の各個教会が置かれている地域の中会からその教会の小会宛に送付された文書による許可

無しに、売却したり賃貸したりすることはできない。 

 

４．０ 小 会 
 

   ４．１ 各個教会の小会は、担任教職者と、教会員総会で選ばれた長老たちによって構

成される。長老は少なくとも２名いなければならないが、実際の数は、各教会が定める規

定に基づいて教会員総会において決定される。 

 ４．２ 教会が無牧の時や担任教職者あるいは中会の任命する議長が不在の時は、小会

が、会議を開き、すべての業務を処理することができる。 

 ４．３ 小会会議は、小会の構成員の２名以上の者が求める時、開くことができる。担

任教職者は、定例の礼拝の中や礼拝後に、あるいは小会の構成員に適宜の通知をして他の

時に、いつでも小会会議を開くことができる。 

 ４．４ 教会員総会で特に定足数を定めている場合を除き、小会の過半数が会議の定足

数である。ただし、教会員の受け入れと転出の許可は、教職者と２名の長老がいれば行う

ことができる。 

 ４．５ 小会は各個教会の牧会的監督を委ねられ、以下の責務を負う。 

 ａ） 中会の承認のもとに、牧師（または副ないし準牧師）を招聘する。（招聘の書式は、

教会憲法付記４を見よ。） 

 ｂ） 会員を受け入れる。 

 ｃ） 教会内の教理と訓練に関する問題に解決を与える。 

 ｄ） 訓練規定に基づく聴聞において有罪とされた教会員に、中会への上訴があればそ

れを待って、戒告や資格停止の処分をする。 

 ｅ） 親たちに、こどもの洗礼の大切さを知らせ、奨励する。 

 ｆ） 転出書を発行する。その際、幼児洗礼を受けている子どもをもつ人の転出書には、

こどもの名も必ず記入する。 

 ｇ） 長老や執事が選出されたとき、按手を授け、就任させ、これらの役員が、その責

任をよく果たすよう求める。 

 ｈ） 執事会の会議録を審査し、その働きを監督する。 

 ｉ） こどもたちの育成のために特別な関心をはらい、教会内に教会学校や聖書勉強会、

交わりの会、その他の会をつくり、その監督にあたる。 



 

 

 ｊ） 教会員のスチュワードシップ（賜物をもって主に仕えること）を奨励し、信仰に

かなった目的のために献金を募ることを命じ、指導する。また、全般的に、教会の

財政について監督する。 

 ｋ） 無牧の時、会衆を集め、礼拝を守る。 

 ｌ） 教会の働きの進展と拡大のために最善の方策を立て、その調整を計る。 

 ｍ） 上位の諸教会会議へ送る代表者を選び、彼らが戻って来た時は、その精勤さと、

会議の決定事項についての報告とを求める。 

 ｎ） 上位の教会諸会議の命令を遵守し、遂行する。 

 ４．６ 小会の構成員は、教会の宗教法人上の責任役員でもある。責任役員は教会の資

産の名義人であり、民事法の求めるすべての要件の処理に当たる。そうすることが望まし

いと見なされる時は、小会は、その構成員の中から何人かを責任役員として選んでもよい。

その場合、責任役員は、小会より権威を託されたものとして行為することができるに留ま

る。この場合の責任役員の任期は、無期限とするか、または輪番制のもとで一定の期間と

することができる。 

 ４．７ 小会は、小会会議の経過に関する正確な会議録を付けなければならない。会議

録は、少なくとも年に一度、中会に提出し、点検を受けなければならない。小会は、教会

員総会、教会員の結婚、洗礼、転入、死亡、転出の記録も付けなければならない。 

 

５．０  中 会 
 

 ５．１ 中会は、所定の地域内の諸教会において小会の代表として選出された長老と、

その地域の按手を受けた教職者によって構成される。   中会は地理的な境界線を基礎

として設立するか、あるいは、教会の繁栄と拡大という観点から正当と見なされる時は、

共通語以外の共用語が使用されていることを根拠として設立することができる。地理的要

件によらない中会は、地理的要件による中会と地域が重なってもよい。 

 ５．２ カンバーランド長老教会の教職者で、複数の教派の教会からなる大きな教区、

すなわち少なくともそのうちの一つが他の教会と提携している教区の教職者となっている

者や、合同教会の教職者となっている者、ある一定の期間他教派の教会の教職者として奉

職する者、他の教会の大学や神学校の宗教の教授となっている者は、中会の承認のもとに、

その務めの期間中、他教派あるいは複数の教派の教職となることができる。 

 そのような資格がどのような方法で付加されたとしても、前述のカンバーランド長老教

会の教職者としての資格は変わらない。また、按手時に中会の問いに肯定的に答えたこと

に基づく厳粛な責務は、失効あるいは変更されることはない。 

 ５．３ 他教派の教会の教職者で、その者が総会と相互協定を結んでいて、その関係が

その者の所属する教会によって承認されており、その者がカンバーランド長老教会の教会、

あるいは少なくとも一つの教会がカンバーランド長老教会と提携している諸教派からなる



 

 

大きな教区の教職者となっている他の教会の教職者や、合同教会の教職者、あるいはアメ

リカ合衆国以外の教会の教職者で、その者と総会が相互協定を結んでおり、教職者の資格

でカンバーランド長老教会 ー大学あるいは神学校の教授としての勤務を含む ーで奉職

している者は、そのような奉職の期間中、中会の構成員として登録することができ、一時

的に構成員の権利と特権を持つことができる。 

 ５．４ 各個教会の小会は、中会会議に１名またはそれ以上の代議員を送ることができ

る。活動会員が１名から３００名までの教会の小会は、中会会議への代議員として１名の

長老を送ることができる。活動会員が３０１名から６００名までの教会の小会は、中会会

議への代議員として２名の長老を送ることができる。以下代議員数は上記の比率で決定さ

れる。 

代議員である長老は、その小会の代表として選ばれたことを示す証明の提示を求められ

ることがある。 

 ５．５ 中会会議は、指定された日時と場所において、少なくとも、定足数である、１

名の教職者と１名の長老を含む４名（教職者と小会の代表者）で議事を進行することがで

きる。 

 ５．６ 中会会議は、牧会的監督を委ねられ、以下の責務を負う。 

 ａ） 教職志願者の受理、審査、却下、伝道師の任職を行ない、伝道師を按手をもって

教職者に任ずる。 

 ｂ） 教職者の受理、解任、就任、移動を行ない、教職者に対する訓練規定の発動を行

なう。（教職者の受理と解任の書式は教会憲法付記５と６を見よ。） 

 ｃ） 教職者が、牧師または他の牧会的つとめにつくことを承認する。 

 ｄ） 教職者がその聖なる召命に勤勉であるよう求め、またその怠慢に対しては譴責し、

あるいは訓練を行なう。 

 ｅ） 小会会議の記録を点検し、小会がどのような事であれ秩序に違反するならこれを

訓練し、教会政治に従うよう充分な指導をする。 

  ｆ） 正しい手続きで提出された上訴、異議申し立て、照会を審査し、決定する。 

 ｇ） 教会と教職者の牧会関係について、一方または両者が求める時、あるいは教会の

益に是非必要である時、それを締結あるいは解消する。 

 ｈ） 上位の諸会議の勧告が遵守されるようにする。 

 ｉ） 教会の純潔と平和を妨げる誤った意見をとがめ、適切かつ真剣に発議された教理

や訓練に関する問題を解決する。 

 ｊ） 各個教会を訪問し、教会の状況を尋ね、そこに不都合なことが見出されるならば

これを是正する。 

 ｋ） 教会の財産とその使途に関する不和を調停する。 

 ｌ） 新しい教会の場所と既存の教会の移転場所を承認する。 

 ｍ） 教会施設の新築、改築、増築の提案と計画を承認する。 



 

 

 ｎ） 教会が長期にわたる危機または不活動の状態にある時、これを合併あるいは分割

する。そのほかの教会で、教会の過半数の賛成がある時、それを合併あるいは分割

する。また、正当な理由がある時、教会を解散し、その教会員を他の教会に加入さ

せる。 

 ｏ） 新しい教会を設立し、受け入れる。また区域内の教会の進展のための方策をまと

める。 

 ｐ） 担任教職者のいない教会をよく監督する。また、小会で議長を務める教職者を指

名する。 

 ｑ） 予算を立て、中会内の各教会に分担額を割り当てる。 

 ｒ） 中会の活動に必要な機関を設置し、監督する。 

 ｓ)  広く、管轄下の教会のために役立つあらゆることについて、指示を与える。 

 ｔ） 上位の教会会議への代議員を選出する。 

 ｕ） 大会または総会に対して、教会あるいは広く社会のために益となるような議案を

提出する。 

 ５．７ 中会は、十全で正確な会議録を作成し、これを大会の定例会議に提出し点検を

受けなければならない。中会は、定期的に、すべての教職志願者、伝道師、教職者、小会

書記、および教会の名を記載した名簿を大会および総会に提出しなければならない。さら

に中会は、伝道師任職および按手について、教職者の受理、解職、死去について、教会の

合併、分割、設立について、あるいは中会全体の教会の実情を知るのに必要とされる統計

や情報について、報告しなければならない。 

 ５．８ 中会は、独自に定める日程により、年に１回開催される。予め定められている

次回開催期日の以前に緊急の会議を開催する必要が生じた時は、議長が、別個の教会の２

名の教職者と２名の長老の文書による合意または要請に基づいて臨時会議を招集しなけれ

ばならない。議長が不在、死亡、あるいは業務不能の時は、書記がこれを行う。招集に際

しては、会議に指定された日時の少なくとも１０日前に、中会の名簿に記載されている、

全教職者と全各個教会の小会宛に、開催予定の会議で扱う案件を明示して、通知しなけれ

ばならない。臨時会議においては、会議がそのために開催された特定の案件以外のものを

取り上げてはならない。 

 ５．９ 何らかの理由で、会議が予定の日時に開催できなかった時は、議長が、事情の

許す限りなるべく早く、通常の業務を処理するために、場所を指定して、会議を招集しな

ければならない。議長が不在、死亡、あるいは業務不能の時は書記がこれを行う。書記が

不在、死亡、あるいは業務不能の時は、会議定足数に相当する人数の人たちがこれを行う。

会議の通知は、上記の通り、指定された日時の少なくも１０日前に、出されなければなら

ない。 

 

 



 

 

 ６．００  教職者、伝道師、教職志願者に対する中会の権限 
 

６．１０ 教職志願者の受け入れ 

 

 ６．１１ 各中会は、教職者養成のための指導と育成をその役割の一つとする、教職委

員会，ないしはそれに代わるものを設置しなければならない。 

  ６．１２ 中会に属する各個教会の忠実な会員でなければ、その中会の教職志願者とし

て受理されない。 

  ６．１３ 伝道師の資格を得ようとする者、また教職者の按手を受けようとする者は、

そのつとめが適格者だけに委ねられるために、一定の期間の訓練と準備の時を経なければ

ならない。教職者となる認可を求める者の適性を正しく判断するために、中会は先ず教職

志願者としてこれを受け入れ、十分な準備期間の後、教職志願者に説教資格を与えて、伝

道師とする。伝道師が教職者の按手を受けるためには、その適性についての更に十分な証

明を提示することが求められる。 

  ６．１４ 教職委員会は教職志願者に対して、当人の信仰経験について、教職者の職を求

めるに至った動機と召命感について、これから受ける教育の計画について、審査しなけれ

ばならない。教職委員会による事前審査は、受け入れ時に中会がする審査を妨げるもので

はない。受け入れの時には、教職志願者のために文書または口頭による証言がなされ、当

人の所属する教会の小会からの文書による推薦が読まれなければならない。 

  ６．１５ 教職志願者の受け入れは、正規の中会会議においてなされなければならない。

志願者の審査と種々の証言の後に、教職委員会の委員またはその目的のために任命された

者が、志願者に対して次のように言う。 カンバーランド長老教会日本中会は、あなたに

関する証言を聞き、審査をしてきました。ここで、次の質問にお答えください。 

Ⅰ．あなたは自分を知る限り、神により教会の伝道のつとめに召されていると信じますか。 

Ⅱ．あなたは、神の恵みに依り頼み、キリスト者としての品性と行動を保ち、勤勉かつ忠

実に、教職者になるための十分な準備をすることを約束しますか。 

Ⅲ．あなたは、教職委員会を通して中会と共に、教職者になる準備をすすめることを約束

しますか。 

Ⅳ．あなたは、今、カンバーランド長老教会の教職志願者としてこの中会に受け入れられ

ることを願いますか。 

  中会は教職志願者をここで正式に受け入れ、続いて司式者はその場にふさわしい祈りを

する。祈りの後、会衆は起立し、司式者は志願者に対して次のように言う。 

  「教会の大いなる頭である主イエス・キリストのみ名により、中会の権威によって、わ

たしは今、あなたがカンバーランド長老教会の教職志願者として承認され、受け入れられ

たことを宣言します。そしてあなたの名前が中会の教職志願者名簿に登録されるよう、こ

こに命じます。」 



 

 

  次に司式者は、教職志願者に主にある交わりの手を差し伸べて、次のように言う。 

 ｢願わくは主があなたを祝福し、 

あなたを守られるように。 

  願わくは主がみ顔をもってあなたを照らし、 

あなたを恵まれるように。 

願わくは主がみ顔をあなたに向け、 

 あなたに平安を賜わるように。 

われらの主イエス・キリストのみ名によって。アーメン。」 

 中会の会議録に、受け入れの正式の記録が記載されなければならない。 

  ６．１６ 中会は、教職志願者の名前を名簿からいつでも削除することができる。但し

その理由を示さなければならない。教職志願者は、自分の名前を名簿から削除するようい

つでも求めることができる。名前の削除は、次に開かれる定期中会会議においてなされる。 

 ６．１７ 所属教会の小会の構成員である者が、教職志願者として中会に受け入れられ

たなら、その職を辞任しなければならない。 

６．１８  教職志願者は、他の中会への転出書を求めることができるが、その中会には

転出書を受け入れる義務はない。受け入れる中会は、教職志願者に対して上に記した通常

の審査をすることができる。教職志願者が他の中会に移籍する時は、移籍する中会の各個

教会の会員にならなければならない。 

 

６．２００ 教職志願者の伝道師任職 

 

 ６．２０１ 教職志願者が牧会と伝道の働きにふさわしい一定の資質と能力を備え、そ

の働きのための準備が一定の水準に達していると中会が判定する時、中会はこの者を伝道

師に任職する。この判定は、霊的成長、教会と教会のつとめについての理解、聖書・神学・

教会史の知識、共通語を話し書く能力、および準備段階における他の必須科目の知識につ

いて教職委員会が教職志願者に対して行なった事前審査に基づいてなされなければならな

い。審査の過程の一部として、専門家による職業適性検査や心理学検査を行なうのもよい。

教職委員会による審査報告は、中会による審査を排するものではない。 

 ６．２０２ 教職志願者は、中会の認める大学の卒業資格を有する者でなければ伝道師

の資格を得ることはできない。例外が認められるのは、実りある伝道の働きをする賜物や

能力を持ちながら、中会の判断で正当と見なされる理由のために、大学卒業の資格を取得

できない者の場合だけである。このような場合、教職志願者は、教職委員会の指導のもと

に、総会認可の３年課程の代替神学教育を満足すべき成績で終了しなければ、伝道師の資

格を得ることはできない。 

 ６．２０３ 教職志願者の伝道師任職は、正規の中会会議または前もって日時と場所が

指定された中会の委任委員会によってなされなければならない。委任委員会は、中会会議



 

 

の定足数によって構成され、２名の按手を受けた教職者を含まなければならない。司式者

は、伝道師任職の意味と重要性について簡潔に話した後、教職志願者に対して次の質問を

しなければならない。 

Ⅰ．あなたは、旧新約聖書が霊感された神のことばであり、信仰と実践の規範であること

を信じますか。 

Ⅱ．あなたは、カンバーランド長老教会の信仰告白を、聖書の教える基本的な教理を含む

ものとして、心から受け入れ用いますか。 

Ⅲ．あなたは、教会の平和と一致と純潔のために尽くすことを約束しますか。 

Ⅳ・あなたは、これからも教職委員会を通して中会との協力を保ち、按手の備えをし、ま

た教会憲法が伝道師に課している牧会と伝道の働きを遂行することを約束しますか。 

質問に肯定の答えがなされ、司式者は、その場にふさわしい祈りをする。祈りの後、会

衆は起立し、司式者は教職志願者に次のように言う。 

  「教会の大いなる頭、主イエス・キリストの名により、また教会の形成のために主が与

えてくださった権威によって、中会は今、福音を説教し、教会憲法に定めるそのほかの伝

道のわざを遂行するために、あなたを伝道師に任じます。この目的のために、あなたの上

に神の祝福がありますように、またあなたの心がキリストの御霊で満たされますように。

アーメン。」 

  伝道師任職の正式の記録が、中会会議録に記されなければならない。 

  ６．２０４ 伝道師は、中会の範囲内で、あるいは関係する中会の承認のもとに他のと

ころで、福音の説教をすることができる。 

 ６．２０５ 伝道師は、中会教職委員会と中会の承認のもとに、中会に所属する一つな

いし複数の各個教会の代務者として奉仕することができる。 

 ６．２０６ 伝道師は、他の中会の教会で代務者として奉仕することができるが、その

場合、両中会あるいは関係するすべての中会の教職委員会の承認と、中会の承認とがなけ

ればならない。このような場合には、両中会あるいはすべての中会の教職委員会は互いに

緊密な連絡を保たなければならない。この伝道師が奉仕する中会が、その人の牧会の直接

の監督に当たらなければならない。 

 ６．２０７ 伝道師は、代務者として奉仕する認可を得た後も、引き続き按手を受ける

準備をするよう期待される。 

 ６．２０８ 伝道師は、中会および大会の構成員ではない。それ故これらの会議におけ

る議決権を持たない。また伝道師は、総会の代議員になることはできない。 

 ６．２０９ 伝道師は、他の中会への転出書を求めることができるが、その中会にその

転出書を受理する義務はない。受け入れる際に中会は、その伝道師に対して、上に記した

通常の審査をすることができる。伝道師は、移籍する中会の一各個教会の会員にならなけ

ればならない。 

 ６．２１０ 伝道師の籍は、一各個教会に置かれる。しかし、伝道師が牧会と伝道の一



 

 

定の働きを遂行することができるのは、ただ中会の権威によるのであるから、伝道師は中

会の訓練に服する。 

 ６．２１１ 中会は、伝道師の氏名を名簿からいつでも削除することができる。但しそ

の理由を示さなければならない。また、伝道師に聴聞の機会を与えなければならない。 

 

６．３０ 教職者の按手 

  

６．３１ 按手は、福音のつとめのすべての業を遂行させるために伝道師を聖別するこ

とである。按手を受けた者のつとめは、教会の最高位の職務であるから、中会は、このよ

うに重要な働きを行なうに十分な資格を持つまでは、いかなる者にも按手を授けることの

ないように注意しなければならない。伝道師は、いずれかの教会の招聘あるいは中会の承

認するつとめへの招きがなければ、按手を受けることはできない。中会は、伝道師の期間

が長いということでその者に按手を授けなければならないと考えたり、あるいは必要以上

にその期間を長くしようとしたりしてはならない。 

 ６．３２ 伝道師は按手を受ける前に、次の事項について教職委員会および中会全体の

慎重かつ十分な審査を受けなければならない。すなわち、信仰、霊的成長の過程、つとめ

への内的召命、聖書についての知識、教会史、組織神学、牧会とカウンセリング、教会運

営、教会教育、説教準備と実際、公同の礼拝の本質と意味、カンバーランド長老教会の教

理と教会政治である。上記の審査の一部として中会は、中会の礼拝を計画、実施して、伝

道師に説教をさせることを含めて、必要と判断される筆記および口頭の論述を求めてもよ

い。教職委員会の事前審査は、中会の審査を排するものではない。 

 ６．３３ 中会は、伝道師が按手を受けるために、上記の学習のほかにヘブル語および

ギリシャ語の少なくとも実用的な知識を修得するよう奨励する。両語の修得は、聖書の理

解に必要である。 

 ６．３４ 中会の承認する神学校の学位を取得していない伝道師は、按手を受けること

ができない。唯一の例外は、伝道者になるに相応しい賜物と能力を有しながら、中会が止

むを得ないと判定する理由により、神学校の正規の神学教育課程を終了することが出来な

い者の場合である。この場合、中会の指導のもとに、総会の承認する２年課程の代替神学

教育を満足すべき成果をもって修了しなければ、按手を受けることができない。 

 ６．３５ 按手は、中会の定期会議、継続会議、臨時会議によってなされる。あるいは、

２名の按手を受けた教職者を含む中会の定足数からなる委任委員会によってなされる場合

がある。 

 ６．３６ 伝道師に十分な資格があると中会が認めた時、中会は按手式の日時と場所を

告示し、その準備をしなければならない。前もって告示された日時と場所において守られ

る正規の礼拝の説教の後、伝道師は前に進み出る。司式者は、この集会の目的と按手の意

味について短く話した後、伝道師に対して次の質問をする。 



 

 

Ⅰ．あなたは旧新約聖書が霊感された神のことばであり、信仰と実践の規範であることを

信じますか。 

Ⅱ．あなたは、カンバーランド長老教会の信仰告白を、聖書の教える基本的な教理を含む

ものとして、心から受け入れ用いますか。 

Ⅲ．あなたは、カンバーランド長老教会の教会政治を承認しますか。 

Ⅳ．あなたは、教会の諸会議に教職者として参加する時、そこでなされる議決に責任をも

って加わり、その決定に従い、教会の益を計ることを約束しますか。 

Ⅴ．あなたが召命に答えてこのつとめに就くのは、聖霊の導きによるのであり、神と隣人

への愛と、神の栄光を現わしこの世に御国を広めようとする誠実な願いとによるもので

あることを、良心に基づいて言い表わしますか。 

Ⅵ．あなたは、たとえどのような反対があっても、神の助けによって福音の真理と教会の

潔さと平和を熱心かつ忠実に守ることを約束しますか。 

Ⅶ．あなたは、キリスト者としてまた福音に仕える者として、そのすべてのつとめに忠実

かつ勤勉に励み、私的にも公的にもキリストとキリストの教会の妨げとならないよう努

めることを約束しますか。 

  上の質問に肯定の答えをし、伝道師はひざまずく。出席している中会の全教職者と、助

言者として招かれた者と、中会会議の構成員である全長老は、伝道師を囲む。代議員はみ

な手を置き、司式者または指名を受けた者がその場にふさわしい祈りを捧げ、厳粛に、伝

道師を福音に仕える者の職に任ずる。 

 次に、全代議員は静かに体を起こし、司式者は次のように言う。  

「教会の大いなる頭、主イエス・キリストの名により、中会の権威のもとに、わたしはい

ま、あなたが福音に仕える者としての職に按手をもって任ぜられたことを宣言し、あなた

にみことばの説教、聖礼典の執行、教会の統治のすべての権威を委ねます。」 

  司式の教職者は、全代議員とともに、新しい教職者の手を取って言う。 

 「共に福音に仕える者としてあなたに交わりの手を差し伸べます。」 

  代議員たちが席に戻ると、司式者または指名を受けた者が、新しく教職者になった者に

適切な勧めをする。次に、新しく教職者となった者の働きの上に神の恵みを願う祈りがさ

さげられる。 

  以上のことは、正式に中会の会議録に記録され、新しく教職者とされた者の氏名が、中

会教職者名簿に記載される。また、その教職者が籍を置いていた教会には、その氏名を教

会員名簿から削除するよう通知する。 

 

６．４０ 按手の承認 

 

 ６．４１ 他教団の教職者で、カンバーランド長老教会の教職者になることを希望する

者は、加入を希望する中会の教職委員会に出頭しなければならない。委員会は、次の事項



 

 

を調査する。 

  ａ） その所属する教団の正式の資格証明書を持っているかどうか。 

 ｂ） 大学及び神学校の卒業資格を有するかどうか。 

  ｃ） カンバーランド長老教会の歴史、神学、教会政治の知識を持っているかどうか。 

  ｄ） カンバーランド長老教会の教職者として仕えるのにふさわしいかどうか。 

 ６．４２ ６．４１の事項に関して満足すべき答えが得られたならば、伝道師の按手時

の質問と同じものに肯定の答えをすることを条件に、教職委員会は、その教職者を正式の

カンバーランド長老教会の教職者として受け入れるよう中会に推薦することができる。以

上の手続きは、中会によるその教職者の審査の機会を排するものではない。  

 ６．４３ カンバーランド長老教会の教職者になることを志望する者で、大学及び神学

校の卒業資格を持たない者または総会認可の代替神学教育課程に相当する学習をしていな

い者は、準備期間に、按手に必要な教育の水準を達成するようにしなければならない。大

学の卒業資格を持たない者または代替神学教育課程を終了していない者の身分は、教職志

願者である。大学卒業の資格を持っている者または伝道師に必要な代替神学教育を終了し

ている者の身分は、伝道師である。学業の基準が満たされた時、準備期間を終結すること

ができる。伝道師の按手時の質問と同じものに肯定の答えがなされ、その教職者が有して

いた教職者資格が承認される。以上の手続きは、中会によるその教職者の審査の機会を排

するものではない。 

 

６．５０ 教職者に対する管轄権 

 

 ６．５１ 教職者、伝道師、教職志願者の転出書は、カンバーランド長老教会の特定の

中会または他教団宛に送付されなければならない。教職者、伝道師、教職志願者は、転出

書の宛先のカンバーランド長老教会の中会または他教団からの正式の受理通知があるまで

は、転出書を発行した中会の管轄下に置かれる。如何なる教職者、伝道師、教職志願者も、

前中会からの正式の転出書なしに、カンバーランド長老教会の他の中会に加入することは

できない。 

 ６．５２ 教職者が、籍を置きたい中会の地域外に住む時は、その中会に籍を持つため

に、その中会が属する大会の同意を得なければならない。 ６．５３ 審理中の告訴また

は訓練規定執行の対象になっていない教職者が、教職者としての神の召命がない事が明ら

かな時、あるいは教職者と 

して勤める能力がない事を示す十分な証拠がある時、あるいは何か他の理由でそれを希望

する時は、自らの教職者の資格の取り消しと解職の要請をすることができる。教職委員会

は、その者との面談がまだ行なわれていなならばそれをして、次の定期中会会議に報告し

なければならない。要請する者の意志が固い時、中会は、この処置が訓練規定の執行によ

るものでないことを明らかにして、その要請に応じなければならない。 



 

 

  ６．５４ 本人の要請により、あるいは罷免によって、按手を取り消された者は、信仰

の再確認をして、各個教会の会員になることができる。 

 

 

７．００ 教職者、伝道師、教職志願者と教会との関係 

 

 ７．０１ 各個教会の招聘に基づく関係は三つある。すなわち、ある者は担任牧師とし

て、ある者は副・準牧師として、またある者は代務者として招聘される。 

 ７．０２ 担任牧師の職に就くことができるのは、按手を受けている教職者だけである。

各個教会が任期を付さずに招聘し、中会が小会会議の議長の職をはじめとする教会におけ

る霊的指導をその者に委ねる。 

 ７．０３ 副・準牧師の職に就くことのできるのは、按手を受けた教職者だけである。

招聘する教会が定め中会が承認する多様な牧会的つとめを行う者として、各個教会が任期

を付しあるいは付さずに招聘する。担任牧師が不在の時は、副牧師は、担任牧師及び小会

の承認のもとに、小会会議あるいは教会員総会の議長を務めることができる。 

 ７．０４ 代務者の職に就くことができるのは、按手を受けた教職者、または伝道師、

教職志願者である。各個教会が任期を付さずに招聘する。また、臨時代行の場合、専従者

としてではなく任期を付して招聘した者である。按手を受けた牧師が代務者となる時は、

小会会議の議長をはじめ、教会における霊的指導に関するすべての務めと働きとを行なう。

伝道師あるいは教職志願者が代務者の任に就く時は、小会会議の議長、聖礼典の執行、結

婚式の司式はできないが、そのほかの務めと働きを遂行することができる。 

 ７．０５ 各個教会と上記の関係を結ぼうとする者は、その教会が所属 

する中会の承認を得なければならない。中会は、中会伝道局に以下の権限を与えることが

できる。即ち、中会に代わって招聘について審査を行ない、各個教会と教職者、伝道師、

教職志願者との間に結ばれる関係を、中会会議の正式の承認の前に、暫定的に承認するこ

とである。 

７．０６ 教職者、伝道師、教職志願者と各個教会との関係の解消は、両者がこれを求

める時、あるいは一方が正当な理由をもって求める時、あるいは中会がその教会の益のた

めに必要であるとみなす時、中会だけがこれをすることができる。 

 

７．１０ 担任牧師及び副・準牧師の就任 

 

 ７．１１ 担任牧師及び副・準牧師の就任は、中会あるいは中会の委任委員会が行なう。

就任式では、その場にふさわしい説教、牧師と教会の関係についての短い説明、そして次

の質問がされる。 

 教職者に向かって： 



 

 

Ⅰ．あなたは、この教会の招聘に応じて、担任牧師（副・準牧師）の責任を引き受けるこ

とを心から願いますか。 

Ⅱ．あなたが牧師の責任を引き受けるのは、神の栄光と教会の益を求める誠実な願いに基

づくものである、と信じますか。  

Ⅲ．あなたは、神の恵みにより頼み、神からいただく知恵と力によって、この教会の担任

牧師（副・準牧師）としてその責務を全うし、神のみ言葉を説教し、また教え、病気の

者や、困難の中にある者、死の床にある者、近親者を失った者を助け、教会のつとめと

証しを指導することを厳粛に約束しますか。 

 質問に肯定の答えがなされ、次の質問がされる。 

 長老に向かって： 

Ⅰ．あなたがたは、会衆の直接の代表として、担任牧師（副・準牧師）となるこの教職者

と共に喜んで教会政治と会衆指導の責任を担いますか。 

Ⅱ．教会憲法では、担任教職者と会衆に選ばれた長老とによって小会を構成することにな

っており、小会は会衆に対して牧会的配慮を行うものです。あなたがたは、この担任教

職者（副・準牧師）と共に喜んでこの事を行いますか。 

Ⅲ．あなたがたは、この担任牧師（副・準牧師）をあなたがたの指導者として受け入れ、

この教会の務めについて充分に重荷を分かち合い、彼/彼女の為に祈り、励ましていく事

を約束しますか。 

 会衆に向かって： 

Ⅰ．あなたがたは、あなたがたが招聘したこの教職者を、この教会の担任牧師（副・準牧

師）として受け入れることを心から願いますか。 

Ⅱ．あなたがたは、その働きに共にあずかるものとして、この教職者の牧会と伝道の働き

を励まし、助けることを約束しますか。 

Ⅲ．あなたがたは、この教職者の教会における牧会と伝道の働きを支えるために、スチュ

ワードシップと祈りをもって物心両面の援助を常にすることを約束しますか。  

 質問に肯定の答えがなされると、司式の教職者が次のように言う。 

「わたしは今、       が正規の手続きのもとに招聘を受け、神の言葉にのっとり、

またカンバーランド長老教会の教会政治に基づいて、この教会の担任牧師（副・準牧師）

に就任したことを宣言します。それ故、      には、主にあって、あらゆる援助と

励ましと名誉とが与えられなければなりません。父と子と聖霊のみ名によって。アーメン。 

  次に、司式の教職者、またはそのために立てられた者が、担任牧師（副・準牧師）と会

衆に対して、両者の間に結ばれた契約が全うされるよう適切な勧めをする。次に司式の牧

師は、祈りをもって両者を神の恵みと神の聖なる加護のもとに委ねる。 

 

 

 



 

 

８．０  大  会 
 

 ８．１ 大会は、少なくとも三つの中会からなる所定地域内のすべての教職者と同地域

内の教会の小会を代表する長老たちによって構成される。 

 ８．２ すべての各個教会の小会は、１名ないしそれ以上の代表を大会に送ることがで

きる。活動会員が１名から３００名の各個教会は、小会の代表として１名の長老を大会に

送ることができる。活動会員が３０１名から６００名の各個教会は、２名の長老を代表と

して大会に送ることができる。代表数の基準は、上記の比率で続く。長老たちはその代表

する小会で選出された者であることの適正な証明の提示を求められることがある。 

  ８．３ 指定された時と場所で開催される大会は、定足数の６名（教職者と小会の代表

者）の出席をもって議事に入ることができる。そこには少なくとも１名の教職者と１名の

長老がいなければならない。また、少なくとも三つの中会からの代議員がいなければなら

ない。 

  ８．４ 上訴または抗議を提出している中会からの代議員は、その問題に関して表決に

加わることはできない。 

  ８．５ 大会は、次の事項について監督し、責任を負う。 

  ａ） 中会から正規に送られてきた上訴、抗議、照会を審査し、決定する。 

  ｂ） 中会の諸記録を点検し、規則に反するものがあればこれを補正し、中会が教会の

政治に服し上位教会会議の指示に従うよう、実効のある対応をする。 

  ｃ） 必要に応じて、中会を設立し、分割し、解散させる。 

  ｄ） 大会が管轄する働きのために、人を任命する。 

  ｅ） 予算を編成し、各中会の分担額を決める。 

  ｆ） 全般的に、大会内の中会・小会・各個教会に関わることで、教会を高めると思わ

れることは何事であれ、教会政治に則ってこれに指示を与える。 

  ｇ） 教会の資産とその用途について、訴えのある時は、調整を計る。 

  ｈ） 管轄内の教会の繁栄と発展を促進するための方策を立てる。 

  ｉ） 教会全体の益となるような方策を、総会に提案する。 

 ８．６ 大会は、その議事の十全で正確な記録を取り、それを総会の定例会議に提出し

て点検を受けなければならない。また大会は、通常、その管轄区域内に起こる重要なすべ

ての変化や教会の状況について報告しなければならない。また、総会の要請があるときは

そのほかの情報を提供しなければならない。 

  ８．７ 大会は、独自に定める日程により、年に一回開催される。予め定められている

次回開催期日の以前に緊急の会議を開催する必要が生じた時は、議長が、少なくとも三つ

の中会の代表からなる３名の教職者と３名の小会構成員の文書による合意または要請に基

づいて、臨時会議を招集しなければならない。議長が不在、死亡、あるいは業務不能の時

は書記がこれを行う。招集に際しては、会議に指定された日時の少なくとも３０日前に、



 

 

大会名簿に記載されている全教職者と全各個教会の小会宛に、開催予定の会議で扱う案件

を明示して、通知しなければならない。臨時会議においては、大会がそのために開催され

た特定の案件以外のものを取りあげてはならない。 

  ８．８ 何らかの理由で、大会会議が予定の日時に開催できなかった時は、議長が、事

情の許すかぎりなるべく早く、通常の業務を処理するために、場所を指定して、会議を招

集しなければならない。議長が不在、死亡、あるいは業務不能の時は書記がこれを行う。

書記が不在、死亡、あるいは業務不能の時は、会議定足数に相当する人数の人たちがこれ

を行う。このために、会議の少なくとも３０日前までに、大会の名簿に記載されている、

全教職者と小会とに通知しなければならない。 

 

９．０   総 会 
 

 ９．１ 総会は、この教会の最高位の教会会議であり、一体において、所属するすべて

の各個教会を代表する。カンバーランド長老教会総会の名称のもとに、所属するすべての

教会と教会会議の一致と平和と調和、そして相互信頼の絆を形作っている。 

 ９．２ 総会は、２年に１回、前もって決定された時と場所において開催され、次の比

率による各中会の代議員によって構成される。 

 ａ） 活動会員（按手を受けた教職者を含む）が１名から１２５０名の中会は、１名の

教職者と１名の長老を送ることができる。 

 ｂ） 活動会員（按手を受けた教職者を含む）が１２５１名から２５００名の中会は、

２名の教職者と２名の長老を送ることができる。 

 ｃ） 代表者数は、上記の比率で続く。 

代議員になることのできる長老は、総会開催時に、小会の構成員でなければならない。 

  ９．３ 少なくとも１０名の教職者と１０名の長老からなる２０名以上の代議員が、指

定の日と場所に集まった時、それは、案件処理の定足数となる。 

 ９．４ 総会は、次の事項に関して監督し、責任を負う。 

 ａ） 正規の手続きのもとに、下位の教会会議から提出されたすべての上訴、抗議、照

会の受理と決定。 

 ｂ） 教会の大きな障害となる、教理上の誤りや生活における不道徳の立証。 

 ｃ） 教理、訓練、教会の財産、教会憲法、の解釈に関するすべての論議についての裁

定。 

 ｄ） 総会の活動に必要な諸機関の設置と監督。 

 ｅ） 総会に提出されたすべての事柄に関して、教会政治に合致した助言と指示を与え

ること。 

 ｆ） 大会の記録の点検。 

 ｇ） 下位の教会会議における教会政治の遵守に関する監督と、下位の教会会議が秩序



 

 

に反する時はその矯正。 

 ｈ） 予算の編成と各中会の分担金の指定。 

 ｉ） 教会の繁栄、拡大の促進計画の立案。大会の設立、分割、解散。 

 ｊ） 管轄下の働きのための要員の任命。 

  ｋ） 分争のもとになるような議論や論争を、教会政治、訓練規定に基づいて解決する

こと。 

  ｌ） この教会の教理と秩序に合致する他のキリスト教団体を、管轄下に受け入れるこ

と。また同様の権威を大会と中会に与え、それぞれがその地域内で、その教会会議

の構成員とするのにふさわしい団体を受け入れるようにすること。 

 ｍ） 全教会の活動の監督。 

 ｎ） 他の教会との交流。 

  ｏ） 広く管轄下の全教会に、愛と、真理と、聖潔の増進のための方策を推奨すること。 

 ９．５ 何らかの理由で、総会が予定の日時に開催できなかった時は議長が、事情の許

すかぎりなるべく早く、通常の業務を処理するために、場所を指定して、会議を招集しな

ければならない。議長が不在、死亡、あるいは業務不能の時は書記がこれを行う。このた

めに、会議の少なくとも６０日前までに、各中会の書記宛に通知が送付されなければなら

ない。議長と書記の両方が不在、死亡、あるいは業務不能の場合は、同様に、五つの中会

の５名の代議員によって招集される。 

 

 

 

１０．０   諸教会間の関係 
 

 １０．１ 総会、大会、中会は、他の教会組織の総会、大会、中会、あるいはそれに相

当する機関と協力することができる。また中会は、中会の教会あるいは機関が、他の教会

組織の教会や機関と協力して、プログラムを企画しまた実施するのを許可することができ

る。このことは、非公式な形でなされることも、合同を含めて公式な形でなされることも

ある。 

  １０．２ 我々のものと同様の教会憲法の条項を持つ他の教会組織に属する各個教会が、

我々の教会の中会に加入することを求めてきた場合、以下のことが満たされなければ、中

会はその教会を受け入れてはならない。 

ａ） その各個教会が、それを管轄する中会またはそれに相当する教会会議によって正

式に脱退の手続きが取られていて、この脱退に関するいかなる抗告も、最終的に決

着がつけられていること。 

 ｂ） 受け入れ側と転出される側の双方の中会が、教会組織間の関係についての問題を

処理する、それぞれの最高位のしかるべき教会会議の指導を仰いでいること。 



 

 

 ある各個教会が、上記の規定に基づいて、正式に脱退し、受け入れられた場合、それを

受け入れた中会は財政上の事柄に関しては考慮する必要はない。ただし、財産が抵当に入

っていたり、その他の債務がある場合、受け入れ中会が、そのすべての債務を引き受け、

支払うことに同意する時は別である。 

  １０．３ 中会はその構成員である教会（単数または複数）が他の教会組織に属する教

会（単数または複数）と協力あるいは合同の教会を形成することを認可することができる。

また中会は、他の教会組織の中会に相当する教会会議との連携のもとに、協力あるいは合

同の教会を組織することができる。このことは、中会と他の教会組織のそれに相当する教

会会議との間で結ばれる文書による合意によって成立する。 

  １０．４ 米国カンバーランド長老教会の中会または大会と、カンバーランド長老教会

の中会または大会は、その管轄地域が同一である場合または同一にすることができる場合、

両者に対して同等の関係を持つ合同の中会あるいは大会を設立することができる。 

 

 

１１．０ 修 正 
 

 １１．１ 信仰告白・信仰問答・教会憲法・訓練規定・礼拝指針及び会議規定の修正案

は、カンバーランド長老教会または米国カンバーランド長老教会の総会に提出することが

できる。どちらかの総会が修正案を受理したならば、それはすべて、双方の総会での議決

の準備のために、それぞれの常設司法委員会の５名の委員からなる修正に関する合同委員

会に送られる。 

 １１．２ 信仰告白・信仰問答・教会憲法・訓練規定の修正案が、修正に関する合同委

員会によって各々の総会に提出されたならば、各総会の建議に基づき、投票者の４分の３

の賛成によって、各中会に移すことができる。ただし、すべての中会からの代議員からな

る総会の全代議員の少なくとも７５％の出席と投票がなければならない。 

 １１．３ 信仰告白･ 信仰問答及び訓練規定の修正は、次の場合に採択される。すなわ

ち修正案が両総会から各中会へ移され、各々の総会を構成する中会の４分の３が賛成し、

かつ両総会において承認の宣言がされた場合である。一つの中会の表決は、過半数による

ものとする。 

 １１．４ 教会憲法の修正は、次の場合に採択される。 

  ａ） 両教会において、各総会を構成する中会の４分の３が賛成し､ かつ両総会におい

て承認の宣言がされた場合。各中会の表決は過半数による。 

 ｂ） どちらか一方の教会において、総会を構成する中会の４分の３が賛成し、かつそ

の総会において承認の宣言がされた場合。各中会の表決は、過半数による。この場

合、その修正は、承認した教会の教会憲法にのみ適用され、却下した教会の教会憲

法は従来通り変更されない。 



 

 

  ｃ） 中会は、総会から修正の付託を受けたならば、付託された年度内 に議決を行い、

修正案が中会に送られた後最初に開催される総会のときまでにその結果を報告しな

ければならない。 

 １１．５ 礼拝指針または会議規定の修正は、次の場合に採択される。すなわち、各総

会に登録されている全代議員の３分の２が賛成した場合である。ただし、その修正案は信

仰告白と教会憲法の条文及び精神に反するものであってはならない。 

 



 

 

 

 

教会憲法付記 
 

付記１ 

教会員の転出書 

  

（転出させる側の教会の小会書記から、受け入れ側教会の当該機関宛に送付する。夫婦の

場合、夫と妻の転出書は個別に発行する。） 

 

 カンバーランド長老キリスト教会     中会     教会の忠実な会員である 

      は、本人の願いにもとづき、      教会（教団）     教会への転

出が、ここに認められたことを証明します。  

 幼児洗礼を受けているこどもの名前は次の通りです。          

（長老・執事である場合）上記の者は、カンバーランド長老キリスト教会の長老（執事）

であります。  

カンバーランド長老キリスト教会       教会小会の指示により、   年  月 

   日送付。  

 

 署名            （議長または小会書記）  

 住所                              

 

 

 

付記２ 

教会員の受け入れ証明書 

 

 （受け入れ側教会の牧師は、この書式に記入の後、これを切り離し、転出書を発行した小

会の議長または書記宛に郵送する。） 

 カンバーランド長老キリスト教会     教会の忠実な会員である      は、同

教会からの   年  月   日付の転出書にもとづき、   年  月   日をもっ

て     教会（教団）     教会に受け入れられたことを証明します。  

                                 署名              （牧師） 

 

書記は、以下の内容を含む転出記録を永久保存する。  

  



 

 

小会書記の記録 

 

会員名       住所                              

転出先  

 教会名                                      

 教派名                                     

転出書送付先  

 氏名      住所               送付年月日           

受け入れ証明書受け取った日付                

注記：受け入れ証明書が６か月以内に返送されてこない場合、問い合わせをする。  

 

 

付記３ 

新教会の加入承認 

 

新しい教会が設立された時には、小会は、その地域を管轄する中会への新教会の加入承認

を求めなければならない。以下の書式を用いることができる。 

       中会殿 

下記に署名した者一同、謹んで以下のことを宣言致します。 

   年   月   日、     牧師（または中会の委任委員会）により、新しい教会

が設立されました。この教会は、カンバーランド長老キリスト教会の教会政治原理を採択

した教会であり、   名の会員を有しております。以下の者が長老として選ばれており

ます。 

                               

 以下の者が執事として選ばれております。 

                               

私どもは、貴中会の管轄の下に受け入れられることを願い、カンバーランド長老キリスト

教会の教会政治が各個教会とその役員に課しているすべての務めと義務に服することを、

小会として約束致します。 

 日付      

  長老                         

 

 

 

 

 



 

 

付記４ 

牧師、副・準牧師の選任 

 

 教職者を教会の牧師または副・準牧師として招聘するにあたっては、小会は、教会員の

意志を確かめる努力を払い、その教会の益に最もよく仕え得る教職者を選任すべきである。

招聘の書面は次のようにして教職者に提示されねばならない。 

 

私ども           教会は、あなたの牧師としての能力を高く評価し、私どもの教会の多様

な求めに応じる牧会的力量をあなたがお持ちであると確信しましたので、あなたが当教会

の牧師（副・準牧師）として奉仕され、地域共同体全体に対する伝道・牧会の業に加わっ

て下さるよう、ここに任期を定めずに招聘致します。私どもは、あなたがこの召しに応え

るために必要な援助、協力、そして励ましを提供することを誓います。私どもは、年俸           

     円をお支払いすることを約束致します。 

 

  招聘の書面は、これに続けて、休暇・病気療養休暇・牧会活動の交通費・契約終了の際

の規定などの詳細に渡ってもよい。招聘の内容は、その全体が、中会の承認を得なければ

ならない。 

 

付記５ 

教職者、教職志願者の転出書 

 

 （転出させる側の中会の書記が作成し、受け入れ側中会の書記、あるいは受け入れ側教会

組織の当該機関宛に送付する。）  

 

  カンバーランド長老キリスト教会          中会は、本人の申し出により、務めに忠実

な按手を受けた教職者（伝道師・教職志願者）          の転出を認め、カンバーランド

長老キリスト教会         中会、あるいは             （受け入れ側の当該組織）に、

謹んで薦書を送ります。 

      年     月     日、中会の指示によって送付。   

 署名                 （書記）           

 住所                               

 

 

 

 

 



 

 

付記６ 

教職者、教職志願者の受け入れ証明書 

 

 

（受け入れ側教会組織の書記あるいは当該機関は、この書式に記入した後に、これを切り

離し、転出させる側の中会の書記宛に郵送する。） 

 

 カンバーランド長老キリスト教会の按手を受けた教職者（伝道師・教職志願者）       

      は、   年   月   日付の     中会からの転出書の提出にもとづ

き、  年   月   日をもって、カンバーランド長老キリスト教会     中会、あ

るいは        （受け入れ側教会の当該組織）に受け入れられたことを証明しま

す。 

 署名              （書記あるいは当該役職者） 

 住所                            

 

 

転出に関する中会書記の記録 

 

 按手を受けた教職者（伝道師・教職志願者）      は、   年   月   日を

もって、カンバーランド長老キリスト教会     中会、あるいは     （受け入れ

側教会の当該組織）に転出した。 

 

 

受け入れの記録 

 上記の者は、   年   月   日をもって、カンバーランド長老キリスト教会     

中会、あるいは      （書記あるいは当該役職者）に受け入れられた。 受け入れの

記録 署名者         （書記あるいは当該役職者） 

住所                               


