
��宗教団体の実態と宗教法人法の限界

宗教団体の実態と宗教法人法の限界

櫻井　圀郎（東京基督教大学）

目　次

一　問題の所在

二　宗教法人法による宗教団体の規定

三　神社活動の実態と組織の現状

四　基督教会活動の実態と組織の現状

五　宗教法人法改正私案

一、問題の所在

　ここ数年、宗教法学会においては、宗教法人課税の問題を取り扱い、さまざ

まな形で宗教法人課税が進行している実態について報告してきたが、その過程

で、新たな問題が発覚した。

　その概要は次の通りである。

　文部科学大臣所轄の宗教法人「○○宗教団体」の地方組織「○○宗教団体○

○地方組織」が、独自の理事会をもつ人格なき社団「○○宗教団体○○ホー

ム」を設立して○○宗教団体所属の教師・信徒のための有料老人ホーム「○○

宗教団体○○ホーム」（通常そうであるように、経営母体名と施設名とは同一

である。）を開設し、その経営を始めた。

　人格なき社団「○○宗教団体○○ホーム」は、開業と同時に、所轄税務署に

開業届を提出し、初年度以来、独自の決算を行ない、税理士を介して、収益事

業としての法人税申告納税を行ってきた。

　ところが、ある年度の申告書を提出したところ、所轄の税務署は、「○○宗
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教団体○○ホーム」という名称に拘泥し、「『○○宗教団体』の施設なのである

から、宗教法人『○○宗教団体』名義で、宗教法人『○○宗教団体』の本部の

所在地である東京の税務署で、一括して申告納税するべきである。」と考え、

上級行政庁の地方国税局に上申した。

　同地方国税局は、当該税務署からの上申を検討し、上申内容を是として、東

京国税局に連絡した。

　その結果、東京国税局から宗教法人「○○宗教団体」本部所在地の所轄税務

署に下命され、同税務署から宗教法人「○○宗教団体」本部に対して、「『○

○ホーム』の申告納税を東京で行なうべきである。全国で、他にも、類似の

施設があるなら一括して申告納税を行うべきである。」旨の指導が行なわれる

こととなった。

　宗教法人「○○宗教団体」としては、税務署の強い指導もあり、指導通り

に、全国の地方組織が独自に行ってきた収益事業に該当する諸施設の収支会計

を本部で集計し、本部で一括して、申告納税を行うことになった。

　しかるに、実態としては、各地方組織は「○○宗教団体」内において一定の

独立性を有しており、その地方組織の設立した各施設の運営機関は当該地方組

織からも独立している状況にあり、信仰・意識・理念・宗教活動などの面にお

いては「○○宗教団体」として一括することに問題ないものの、会計経理を

「○○宗教団体」として一括することには違和を生じている。

　そもそも、実態として、各施設の収支を宗教法人「○○宗教団体」本部が集

約している状況にはないからである。

　それは、税務署の指導のゆえに、やむをえず、形式的には、各施設の収支報

告などを得て、それらを合算し、宗教法人「○○宗教団体」の収益事業部門の

収支として申告納税をしているにすぎないものである。

　現実には、各施設で、独自の収支会計を行い、独自の機関（社員総会など）

の承認を得て決算している。

　各施設は、会計上、宗教法人「○○宗教団体」とは独立した立場にあるた

め、税務署の指導によって、形式的には、本部会計として合算して、申告納税

を行ってはいるものの、納税後、再度、税額負担を各施設の収支割合に応じて
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再計算し、各施設の負担すべき税額を各施設に按分し、本部と各施設の間で、

金銭の授受を行なっているという、信じられない状況を呈している。

　なお、実際問題としては、このような会計処理が、法人税のみならず、法人

住民税、消費税、固定資産税など、すべての税目におよび、収益を目的とする

企業とは異なる宗教団体としての事務負担は膨大なものとなっている。

　思うに、税務署担当官らに宗教団体の組織や宗教法人制度に関する知識が十

分ではないために、あたかも、一般企業（株式会社など）と同様に、宗教団体

や宗教法人を理解して、宗教団体を指導したことに原因する。

　他方、指導を受けた宗教団体としても、必ずしも法律上の知識が十分ではな

いために、税務当局の指導通りに（言いなりに）事務を処理するという事態に

至ったものであり、現状は実態と大きく乖離している。

　さらには、宗教法人法上の規定の不十分さという点も否めないものと思わ

れ、その点についての検討も必要である。

　なお、付言すれば、一般企業・一般法人においては、「○○会社○○支社」

「○○会社○○店」「○○会社○○工場」「○○法人○○支部」「○○法人○○セ

ンター」などという名称は、「○○会社」「○○法人」の、単なる下部組織・下

部機関・下部施設の名称にすぎず、それぞれ本社の指揮命令監督下にあって、

それ自体に独立性が認められるものではない。

　しかし、宗教法人・宗教団体にあっては、「○○宗○○寺」「○○教団○○教

会」というのは、「○○会社○○店」「○○法人○○センター」と同様に見える

が、法律上の位置はまったく異なり、宗教法人法上、「○○宗」「○○教団」か

ら独立した宗教法人・宗教団体とされているのである。

　さらに、叙上の事例の宗教団体などのように、宗教団体によっては、「○○

宗○○教区」「○○教団○○教区」も、団体法上、独立した位置関係にあるも

のも少なくない（この点については別途研究報告の予定である。）。

二、宗教法人法による宗教団体の規定

　宗教法人法によれば（別表１参照）、同法は「宗教団体」に法律上の能力を

与えることを目的に制定された法律であり（１条１項）、「宗教法人」とは、同
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法によって法人となった「宗教団体」をいうものとされている（４条２項）。

　すなわち、「宗教団体」は、宗教法人法によって法人となることができるの

であり（４条１項）、同法によって法人となった「宗教団体」を「宗教法人」

と呼ぶのである（同条２項）。

　ここで「宗教団体」とは、しばしば誤解されているように、「宗教活動を行

う団体」という意味ではなく、日本国憲法第20条第１項後段にいわゆる「宗教

団体」とは別の概念である。

　宗教法人法第２条によれば、「宗教法人」となることができる「宗教団体」

とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを

主たる目的とする、礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これ

らに類する団体（以下「単位団体」という。）と、単位団体を包括する教派、

宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体（以下「包括団

体」という。）とをいうのであり、かつこれに限定されているのである。

　すなわち、宗教法人法において「宗教団体」とは、次の（1）および（2）の

要件を具備する団体をいうのである。

　（1）次の事項を主たる目的とすること

　　　① 宗教の教義をひろめること

　　　② 儀式行事を行うこと

　　　③ 信者を教化育成すること

　（2）次のいずれかに該当すること

　　　① 礼拝の施設を備える単位団体

　　　② 単位団体を包括する包括団体

　つまり、宗教法人法においては、「宗教団体」としては、上記の要件を具備

する「単位団体」か「包括団体」かのどちらかしか認められていないのであ

る。

　しかし、実際の宗教活動においては、この法律の枠内に収まる組織のみでは

なく、数千数万もの単位団体を包括する宗教団体・宗教法人にあっては、この

枠に収めきれるものではなくなっており、これが問題の根源となっているので

ある。
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　実際の宗教団体の宗教活動に即して言えば、概して、比較的限られた地域に

存する比較的少数の単位団体を包括する小規模の宗教団体の場合には、宗教法

人法に規定する単位団体とそれを包括する包括団体との二階構造で十分であ

る。

　しかし、全国的に散在する数多くの単位団体を有する伝統的な宗教団体の場

合には、単位団体＋包括団体という宗教法人法の定める二階構造では、実際の

宗教団体の組織・活動を収めることが必ずしも十分とは言えない。

　なお、伝統的な宗教団体とは異なる創立・展開の過程を経てきた新宗教の宗

教団体にあっては、全国に展開するすべての組織を単一の団体として運用して

おり、巨大な一個の単位団体として存在するのみであって、そもそも宗教法人

法に規定する単位団体＋包括団体という二階構造は必要ではない。

　これを要約すれば、次の通りと言うことができる。

　（1）伝統的な宗教団体　　単位団体＋包括団体では収まらない

　（2）小規模な宗教団体　　単位団体＋包括団体の枠組みで十分

　（3）新宗教の宗教団体　　単一団体。単位団体～包括団体制をとらない

　以下、宗教法人の定める単位団体＋包括団体の二階構造では収まりきれない

全国的に展開する伝統的な宗教団体について考察する。

三、神社活動の実態と組織の現状

　第一に、全国に約８万ある日本の伝統的な「神社」を包括し、日本最大の宗

教団体となっている「神社本庁」について考察する（別表２参照）。

　「神社本庁」の最高規則である「神社本庁憲章」（以下、「憲章」という。）に

よれば、「神社本庁」は、「神宮」（「伊勢の神宮」「伊勢神宮」）を「本宗」と仰

ぎ、奉賛の誠を捧げる団体であるとされ（２条１項）、「神社本庁」の宗教法人

規則である「宗教法人『神社本庁』庁規」（以下、「庁規」という。）において

も、「伊勢の神宮」を「本宗」として奉戴するものとされている（73条）。

　それにもかかわらず、「神社本庁」は、「神宮」と「神社」を包括して、その

興隆と神徳の宣揚に務めるものとされ（憲章２条２項）、「神宮」の宗教法人規

則である「神宮規則」においても、「神宮」を包括する宗教団体は「神社本庁」
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とする旨が規定されている（３条）。

　神社の主要な活動の一つに「神宮大麻」（天照大神の神札）や「神宮暦」の

頒布があるが、「神宮大麻」や「神宮暦」は、その名が示す通り、「神宮」にお

いて作成・発行されるものであり、全国の「神社」は、「都道府県神社庁」お

よび「神社本庁」を通じて、「神宮」から交付を受けて、その頒布を行ってい

るのである。

　「神宮」の内部規則である「神宮大麻及び暦頒布規則」「神宮大麻及び暦頒布

取扱規程」によれば、「神宮大麻」「神宮暦」の頒布は、「神宮」から「神社本庁」

に委託され、「神社本庁」から各都道府県の「神社庁」を通じて、全国の「神社」

を経由して行われるものとされている。

　このように、「神社本庁」は、「神宮」を「本宗」として奉戴し、全国の約

８万の「神社」を包括している宗教団体なのであるが、宗教法人法的には、「神

宮」および「神社」を包括する宗教団体とされているのである。

　「神社本庁」の役職としては、「神宮」の「祭主」を「総裁」として推戴し（憲

章４条１項）、「神社本庁」の名誉を象徴するものとされている（同条２項）ほ

か、「統理」以下の「役員」その他の機関を置くものとされ（同５条１項）、「統

理」が「神社本庁」を代表するものとされている（同条２項）。

　一方、「神宮規則」によれば、「神宮」には、「大宮司」「少宮司」「禰宜」「権禰宜」「宮

掌」「楽長」「楽師」「衛士長」「衛士」「技監」「技師」なる「職員」が置かれ（31

条１項）、その「大宮司」をもって当てる「代表役員」と、「少宮司」１人と「責

任総代」３人をもって当てる「責任役員」とからなる「役員」を置くものとさ

れている（６条、７条）ほか、大御心を体して「神宮」をいつき奉る（30 条２項）「祭

主」を奉戴するものとし（同条１項）、「祭主」は、皇族（または元皇族）のう

ちから、勅旨を奉じて定めるものとされている（同条２項）。

　このように、「神社本庁」を総理し、「神社本庁」を代表するのは「統理」で

あり（憲章５条２項）、「統理」は、「神社本庁」「神社庁」「神社」の職員を統

督し（庁規40条３項。「神宮」は、本宗と仰がれる存在なのであるから、「神社

本庁」を代表する「統理」の下にないということであろう。）、規程を布達し、

懲戒を行うものとされている（同条４項）が、その行為は、すべて「総長」の
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補佐を得て行なわれるものとし、その責任は「役員会」が負うものとされてい

る（同条５項）。

　なお、「神社本庁」には、「統理」のほか、17人の「理事」が置かれ（憲章

５条１項、神社本庁役員その他の機関に関する規程（以下、「役員規程」とい

う。）２条１項、庁規６条１項）、「理事」のうち一人は「総長」と、一人は

「副総長」と、二人は「常務理事」とされる（役員規程２条２項、庁規６条２

項）。

　そして、「総長」は、「統理」の命を受けて、庁務を総督し（役員規程４条１

項）、「副総長」は、「総長」の職務を補佐し、「総長」の命を受けて常務を掌理

し（同条２項）、「常務理事」は、常務を処理するについて、「総長」を補佐す

るものとされている（同条３項）。

　「統理」と17人の「理事」を「役員」と称し（役員規程２条１項）、「役員」

は「役員会」を組織し（役員規程５条１項）、「統理」が召集して（役員規程５

条２項）、庁務の重要事項を審議するものとされている（役員規程５条１項）。

　その17人の「理事」を宗教法人法上の「責任役員」とし（庁規６条１項本

文）、「総長」を宗教法人法上の「代表役員」として、宗教法人「神社本庁」を

代表するべき者とし（庁規７条）、宗教法人「神社本庁」の事務を総督するも

のとしている（庁規８条１項）。

　上述の通り、役員規程においては、「総長は、統理の命を受けて、庁務を総

督する」とされているのであるが、庁規においては、「総長は事務を総督する」

とされており、「統理の命を受けて」はないことに注意する必要がある。

　というのも、「総長」は、宗教法人法上は、宗教法人の代表者なのであるか

ら、その上の存在を意味する「統理の命を受けて」は不都合であるということ

なのであろう。

　つまり、「神社本庁」の代表者は「統理」である一方、「宗教法人神社本庁」

の代表者は「総理」なのであって、「統理」と「総理」の上下関係は、「統理」

が上で、「総理」が下という関係にあるのである。

　換言すれば、宗教法人「神社本庁」の代表者（代表役員）は宗教団体「神社

本庁」を代表しないということであり、宗教法人「神社本庁」は宗教団体「神
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社本庁」を代表せず、宗教法人「神社本庁」は宗教団体「神社本庁」を包含し

ないということであり、逆に、宗教団体「神社本庁」の下に宗教法人「神社本

庁」があり、宗教団体「神社本庁」が宗教法人「神社本庁」を包含していると

いうことを意味する。

　また、17人の「理事」は「役員」と称され（庁規６条１項本文）、「役員」は

「役員会」を組織して、共同の責任を負い、本庁の事務を決定するものとされ

ている（庁規10条１項）が、その「役員会」を招集する者は「統理」とされて

いる（同条２項。思うに、これは「総長」の誤りであろう。役員規程において

は、「統理」と「理事」が「役員」とされており、「統理」が「役員会」の招集

することに問題はないが、庁規においては、「理事」のみが「役員」とされて

おり、「統理」は「役員」ではないので、その「統理」が「役員会」を招集す

るというのは不合理であるからである。）。

　ところで、所在地、規模、組織、由緒などさまざまで、全国的に存在する

８万もの神社を一括して包括するということは、現実問題として不可能である

か、著しく困難である。

　そこで、「神社本庁」は「各都道府県に神社庁を置く。」と定め（庁規59条１

項）、「神社庁」に、「神社庁」固有の事務のほか、「統理」の指揮による庁務を

行なわせるものとしている（同条３項）。

　「神社庁」は、「『神社本庁』が置く」ものとされているが、独自の「神社庁

の規則」を自ら作成するものとされ（庁規60条１項）、それぞれ都道府県名を

冠して、「京都府神社庁」「千葉県神社庁」等と称するものとされ（同条２項）、

「神社庁」の経費は「神社庁」の負担（自己負担）とされている（庁規61条）。

　そして、「神社庁」には、「庁長」１人、「副庁長」１人または２人（特に統

理の承認を受けたときは３人）、「理事」若干人からなる独自の「役員」が置か

れ（庁規62条1項）、「庁長」が「神社庁」を統括し、代表するものとされてい

る（庁規63条１項）。

　このように、「神社庁」は、独自の規則および独自の役員を有し、独自の予

算で運営されている独自の団体（「神社本庁」から独立した団体）なのである。

したがって、庁規も、条件の整う神社庁は宗教法人となることができる旨定め
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ているのである（61条の２。現実には、全国のほとんどの神社庁が宗教法人と

なっている。）。

　なお、宗教法人となった「神社庁」においては、「庁長」が「代表役員」と

なり、「副庁長」および「理事」が「責任役員」となるものとされている（庁

規62条２項）。

　さらに、「神社庁」だけでも、傘下に多数の「神社」を擁している（最も多

い新潟県神社庁では約5,000社も）ので、「神社庁」は、その管内に「支部」を

設けるものとされ、「支部」に「支部長」１人と「副支部長」１人または２人

の「役員」を置くものとされている（庁規71条１項）。

　一般に「支部」とは、団体の地方事務を取り扱う内部機関をさしているが、

「神社庁」の場合は、「支部」の経費は「支部」の負担とされている（庁規61

条）ことから、「支部」もまた、組織的に、「神社庁」から独立した団体である

と解するのが適切である。

　このように、「神社」は「支部」に属し、「支部」は「神社庁」に属し、「神

社庁」は「神社本庁」の下にあり、「神社本庁」の上に「神宮」があるという

五階構造となっているのが実態である（別表２－１参照）。

　ところが、宗教法人法では、「単位団体」と「包括団体」の二階構造しか認

められていないことから、「神社本庁」を包括団体とし、「神宮」は「神社本

庁」に包括される単位団体とし、「神社」も「神宮」と同格の単位団体とし、

「神社」を事実上包括している「支部」は「神社庁」の内部機関とし、「神社」

を包括する「神社庁」を「神社」とは無関係の「神社」と同格の単位団体とし

て「神社本庁」に包括されるものとし、五階構造を二階構造に擬制しているの

である（別表２－２参照）。

四、基督教会活動の実態と組織の現状

　第二に、全国1,700 ほどの教会を有し、日本のプロテスタント最大の教団で

ある「日本基督教団」（以下、「教団」という。）を事例調査対象とする（別表

３参照）。

　教団の教会政治は、「教憲」「教規」その他の規則に基づいて行なわれる（教
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憲１条）が、「教憲」「教規」は、「教団」の存在を前提とした「教団総会」の

規定を第一とし（教憲１条、教規１条以下）、次いで、「教区」が「教団」の機

能・教務を遂行するために置かれるものであるとし（教憲６条、教規59条以

下）、最後に、「教会」について規定している（教憲７条、教規85条以下）。

　「教団」は、教憲および教規の定めるところに従って、会議制により政治を

行うものとし（教憲４条）、「教団総会」をもって「教団」の最高の政治機関で

あるとしている（教憲５条１項）が、「教団総会」は、次の「議員」をもって

組織し（教規１条）、「正教師」である「議員」のうちから「教団総会」におい

て選挙される「議長」「副議長」「書記」なる「役員」が置かれるものとされて

いる（教規７条）。

　（1）各「教区総会」において、「教区総会議員」である教師のうちから選挙

された者　185名

　（2）各「教区総会」において、「教区総会議員」である教会役員のうちから

選挙された者　185名

　（3）「常議員会」の議決を経て、「教団総会議長」が推薦した教師または信徒

30名

　このように、「教団総会議員」は、基本的に「教区総会議員」によって構成

されているものであり、「教団」は「教区」を構成員とする社団という性格を

有するものである。

　「教団総会議長」は、議場の秩序を維持し、議事を整理し、「教団総会」を代

表する者であって（教規13条1項）、宗教法人「教団」の「代表役員」の職務を

行うものとされ（同条２項）、「教団」の教会的機能および教務を総括するもの

とされている（教規39条）。

　「教団」には、「教団総会議長」「教団総会副議長」「教団総会書記」と「教団

総会議員」の互選による者27名（うち14名は教師、13名は信徒）によって組織

する「常議員会」が置かれ（教規30条）、「教団総会議長」「教団総会副議長」

「教団総会書記」および「常議員」の互選による者７名をもって組織する「常

任常議員会」が置かれるものとされている（教規37条１項）。

　さらに、「教団」は、その教会的機能および教務を遂行するために、「教団」
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所属「教会」の地域的共同体である「教区」を置くものとされている（教憲６

条１項・２項）。

　「教区」は、「教区総会」をもって「教区」の最高政治機関とし（同条２項）、

「教区」の教会的機能および教務は、「教区総会」の決議と教憲および教規の定

めるところに従って、「教区総会議長」が総括するものとされ（同条３項）、次

の者を「議員」として組織し（教規61条１項）、「議長」「副議長」「書記」なる

「役員」を置くものとされている（教規63条１項）。

　（1）「教区」内の「教会」「伝道所」の主任担任教師

　（2）「教区」内の正教師である巡回教師および教務教師の互選による者

　（3）「教区」内の正教師である神学教師

　（4）「教区」内の教会役員である信徒

　（5）「常置委員会」の議決を経て、「教区総会議長」の推薦した教師または信徒

　このように、「教区総会」は、基本的に、「教区」内の「教会」の教師と信徒

を構成員とするものであって、「教区」は「教会」を構成員とする社団という

様相を呈している。

　さらに、「教区」は、教規に則り、独自の「教区規則」を定めなければなら

ないものとされ（教規60条１項）、「教区」の経費は、「教会」の負担金、献金、

「教団」交付金その他の収入をもって当てるものとされ（教規79条）、「教会」

の負担金は、「教区総会」の議決を経て定めるものとされており（教規80条１

項）、独自の予算・決算を行うものとされている（教規84条において準用する

156条から163条まで）。

　これらのことから、「教区」は、「教団」の指揮命令によって機能する地方的

支分部局ではなく、地方の諸「教会」を構成員とし、独自の規則と、独自の役

員と、独自の会計によって機能する、独立した団体であるものと考えるのが相

当である（別表３－１参照）。

　「教団」の所属「教会」は、「教団」の信仰告白を奉じる者の団体であり、

「教会総会」をもって、「教会」の最高政治機関とし（教憲７条1項）、「教会」

の教会的機能および教務は、「教会総会」の決議と教憲および教規の定めると

ころに従って、「教会担任教師」である「教会総会議長」が総括するものとさ
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れている（同条２項、３項）。

　「教会」は、「教団」の信仰告白、教憲、教規、諸規則に則り、「教会規則」

を定め、「教区総会議長」の承認を受けるものとされ（教規85条）、教会担任教

師と現住陪餐会員によって、教会の最高政治機関である「教会総会」を組織し

（教規94条）、「教会総会」には「議長」と「書記」を置く（教規96条１項）ほ

か、「教会」に若干名の「役員」を置いて（教規98条）、「役員会」を組織する

ものとされている（教規100条１項）。

　「教師」の謝儀、「教会」の負担金、その他の「教会」の必要経費は、信徒の

献金、寄付金、教会財産から生じる果実、その他の収入によって支弁するもの

とされ（教規115条１項）、「教会」は、毎年度の歳入・歳出の予算・決算を作

成して「教会総会」に付議する（教規116条１項）ほか、処分したり、担保に

供したりすることができない基本財産を設定しなければならないものとされ

（教規117条1項、118条１項）、財政的な自立が求められている。

　このように、「教会」は、「教団」に所属するものであるが、「教団」との直

接の関係はなく、すべて「教区」を通して「教団」との関係の中に置かれてい

る。

　なお、「教会」は、宗教法人となることが想定されており（教規85条の２）、

「教会」は「教区」から独立した存在であることは明らかである。

　すなわち、「教団」は、「教団」～「教区」～「教会」という三階構造によっ

て組織され、運営されているのである（別表３－１参照）が、宗教法人法上

は、「教区」を割愛し、「教団」～「教会」という二階構造によって処理されて

いるのである（別表３－２参照）。

五、宗教法人法改正私案

　以上、神社と基督教会を事例として、宗教団体の運営上の性格について考察

したが、その特質について、国家組織および一般法人との比較において考察す

る（別表４参照）。

　株式会社、協同組合、一般社団法人、学校法人など、宗教法人以外の法人

（以下「一般法人」という。）の場合には、全国的に展開し、多数の事業所を有
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する場合、「本社」～「支社」～「支店（営業所）」という組織をとることが通

例である。

　これを、宗教団体（宗教法人）の場合と比較してみると、次のようになり、

両者がきわめて類似しており、一見、同一であるように見える。

　　　一般法人の場合　　　本社　～　支社　～　支店

　　　宗教団体の場合　　　教団　～　教区　～　教会

　ところが、一般法人の場合は、「支社」も「支店」も「本社」と一体であり、

「本社」の内部組織にすぎないが、宗教団体の場合には、「教団」と「教会」と

は、別の団体であり、「教区」も「教団」とは別の団体であるのであるから、

まったく性質が異なるのである。

　同様のことは、それぞれ別個の法人である、弁護士法人（弁護士法30条の２

以下）と弁護士会（同法31条以下）と日本弁護士連合会（同法45条以下。以下

「日弁連」という。）との関係について言える。

　また、農事組合法人（農業協同組合法72条の３以下）と農業協同組合（同法

４条以下）と農業協同組合連合会（同法４条以下）と都道府県農業協同組合中

央会（同法73条の15以下）と全国農業協同組合中央会（同法73条の15以下）と

の関係についても言える。

　しかし、株式会社なら株主、一般社団法人なら社員、弁護士会なら会員、農

業協同組合なら組合員など、当該法人の構成員となるべきところ、宗教団体

（宗教法人）の場合には「包括する」ものとされており、「構成員とする」とい

うのとは、意味が異なっている。

　日本語で「包括する」とは、「含む」「包む」「取りまとめる」「統一する」

「ひっくるめる」などという意味であり、法律用語としては「包括遺贈」（民法

964条）があり、「包括遺贈」とは、財産を特定することなく全部をまとめて遺

贈することである。

　「宗教団体の包括」とは、分立して活動している個々の単位団体をひとまと

めにすることを意味する。

　これと同様の意味で用いられている事例は地方自治法にあり、「都道府県は、

市町村を包括する広域の地方公共団体」（２条５項）、「都道府県は市町村を包
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括する」（５条２項）とされている。

　市町村は、独自の条例、首長、議会、財政を有し、都道府県から独立した法

人であって、都道府県を構成するものではないが、都道府県に包括される存在

である。明文の規定はないが、国と都道府県の関係についても同様であろう。

　その結果、「国」～包括～「都道府県」～包括～「市町村」という三階構造

となっているのである。同様のことが宗教団体（宗教法人）についても妥当

し、「包括」は一回に限るから、包括宗教団体の包括はありえないなどという

主張を破る根拠となろう。

　国および地方公共団体の場合と同様、全国展開する宗教団体（宗教法人）に

ついては、「教団」～包括～「教区」～包括～「教会」という三階構造（ある

いはそれ以上）とされることが、現実に叶って望ましい。

　以上の検討の結果、結論に代えて、別表５の通り、宗教法人法の改正私案を

呈示する。
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別表２（神社組織の実態と宗教法人法）

（この法律の目的）

第１条　この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これ
を維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営すること
に資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。

（宗教団体の定義）

第２条　この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行
事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団
体をいう。

（1） 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団

体

（2）前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教
区その他これらに類する団体

（法人格）

第４条　宗教団体は、この法律により、法人となることができる。この法律
において「宗教法人」とは、この法律により法人となった宗教団体をいう。

別表 1（宗教法人法の規定）

１　神社組織の実態
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２　宗教法人法の制限による組織

３　神社本庁の役職制の実態と宗教法人法上の職務

４　根拠規定

○神社本庁憲章

　２条１項　神社本庁は、神宮を本宗と仰ぎ、奉賛の誠を捧げる。
　４条１項　神社本庁は、総裁を推戴する。
　　　２項　総裁は、神社本庁の名誉を象徴し、表彰を行ふ。
　５条１項　神社本庁に統理以下の役員、その他の機関を置く。
　５条２項　統理は、神社本庁を総理し、これを代表する。

○神社本庁役員その他の機関に関する規程

　２条１項　神社本庁の役員は、次の通りとする。
　　　　　　統理１人、理事17人
　２条２項　理事のうち１人を総長、１人を副総長、２人を常務理事とする。
　５条１項　役員は、役員会を組織し、庁務の重要事案について審議する。
　６条　　　神社本庁に監事３人を置く。
　７条１項　役員及び監事は、評議員会で選任する。
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　７条２項　総長は、役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する。
　７条３項　副総長は、総長の意見を聞いて、理事のうちから統理が指名する。
　７条４項　常務理事は、役員が互選する。
　10条１項　神社本庁の議決機関は、評議員会とする。
　10条２項　評議員会は、庁規に定めるところによりこれをあてる。
　11条　　　神社本庁は、各都道府県に神社庁を置く。

○宗教法人「神社本庁」庁規

　３条 本庁は、神宮を本宗と仰ぎ、神社神道を宣布し、祭祀を執行し、……を
目的とする。

　６条１項　左の責任役員（以下「役員」と称する。）を置き、そのうち一人を代表
役員とする。

　　　　　　理事17人
　６条２項　理事のうち１人を総長、１人を副総長、２人を常務理事とする。
　７条　　　役員のうち総長は、宗教法人神社本庁の代表役員とし、法人を代表

する。
　21条１項　本庁に評議員会を置く。
　21条２項　評議員会は、左の評議員で組織する。
　　　　　　（1）神宮で選ばれた者２人
　　　　　　（2）神社庁長の職にある者47人
　　　　　　（3）神職のうちから選ばれた者47人
　　　　　　（4）特に員数の指定を受けた神社庁で、神職のうちから選ばれた者

25人以内
　　　　　　（5）神職以外の神社の役員及び総代の内から選ばれた者47人
　21条３項　前項第３号または第５号の評議員は、各神社庁の協議員会で各１人

を選挙する。
　21条４項　第２項第４号の員数は、昭和27年から３年ごとに統理が指定する。
　39条１項　本庁は、総裁を推戴する。
　39条２項　総裁は、役員会で推薦し、評議員会の同意を得て推戴する。
　39条３項　総裁は、表彰を行ふ。
　40条１項　本庁に統理１人を置く。
　40条２項　統理は、評議員会に於て選任……する。
　40条３項　統理は、神社本庁及び神社庁並びに神社の職員を統督する。
　59条１項　各都道府県に神社庁を置く。
　59条３項　神社庁は、神社庁固有の事務のほか、統理の指揮を受けて庁務を行ふ。
　61条　　　神社庁又はその支部の経費は、当該神社庁又は支部の負担とする。
　62条１項　神社庁に左の役員を置く。
　　　　　　　庁長
　　　　　　　副庁長　１人又は２人（特に統理の承認を得たときは３人）
　　　　　　　理事　　若干名
　　　　　　　監事　　２人又は３人
　62条２項　宗教法人たる神社庁においては、庁長をもって代表役員とし、副庁

長及び理事をもって責任役員とする。
　68条１項　神社庁に協議員を置く。
　69条　　　協議員会は、左の協議員で組織する。
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別表３（日本基督教団組織の実態と宗教法人法の枠）

１　日本基督教団組織の実態

　　　　　　（1）神職のうちから選ばれた者
　　　　　　（2）神職以外の神社の役員その他の者のうちから選ばれた者
　71条１項　神社庁は管内に支部を設け、支部に支部長１人及び副支部長１人

又は２人を置く。
　73条　　　伊勢の神宮は、本庁の本宗として奉戴する。
　75条　　　神社は、本殿、拝殿等公衆礼拝の施設を備へ、神社神道に従……

を主たる目的とする。
　78条　　　宮司をもって代表役員とし、宮司代務者をもって代表役員の代務

者とする。
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２　宗教法人法による組織

３　根拠規定

○教憲

　１条　　　本教団はイエス・キリストを首と仰ぐ公同教会であって……。
　４条　　　本教団は教憲および教規の定めるところにしたがって、会議制によ

りその政治を行う。
　５条１項　本教団は教団総会をもってその最高の政治機関とする。
　　　２項　本教団の教会的機能および教務は教団総会の決議ならびに教憲およ

び教規の定めるところにしたがって、教団総会議長が総括する。
　６条１項　本教団はその教会的機能および教務を遂行するために教区を置く。
　　　２項　教区は本教団所属教会の地域的共同体であって、教区総会を最高の

政治機関とする。
　　　３項　教区の教会的機能および教務は教区総会の決議ならびに教憲および

教規の定めるところにしたがって、教区総会議長が総括する。
　７条１項　本教団所属教会は、本教団の信仰告白を奉じる者の団体でって、教会

総会を最高の政治機関とする。
　　　２項　教会の教会的機能および教務は教会総会の決議ならびに教憲および

教規の定めるところにしたがって、教会総会議長が総括する。

○教規

　１条　　　教団総会は、次に掲げる議員をもって組織する。
　　　　　　（1）各教区総会において教区総会議員である教師のうちから選挙さ

れた者総数185名
　　　　　　（2）各教区総会において教区総会議員である教会役員のうちから選

挙された者総数185名
　　　　　　（3）教師または信徒で、常議員会の議決を経て教団総会議長の推薦し

た者30名
　７条１項　教団総会に、議長、副議長および書記各１名を置く。　
　13条１項　議長は……、教団総会を代表する。
　　　２項　宗教法人法による本教団代表役員の職務は、教団総会議長が行なう。
　18条１項　教団総会において処理すべき事項は、次のとおりである。
　　　　　　（5）歳入歳出決算に関する事項
　　　　　　（12）次年度の歳入歳出予算に関する事項
　30条１項　本教団に常議員会を置く。



��

　　　２項　常議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
　　　　　　（1）教団総会議長、副議長および書記
　　　　　　（2）教団総会議員の互選による者27名
　33条１項　常議員会に議長および書記各1名を置く。
　　　２項　議長には、教団総会議長をあてる。
　　　４項　書記には、教団総会書記をあてる。
　50条１項　本教団に総幹事を置く。
　　　３項　総幹事は、教団事務局・宣教研究所を管理し、出版局・年金局およ

び部落解放センターをその所轄のもとに置き、教団の教務の円滑な
遂行をはかる。

　51条１項　本教団に教団事務局を置く。
　52条１項　本教団は、宣教の研究のために、宣教研究所を置く。
　55条１項　本教団に、部落解放センターを置く。
　56条１項　本教団に、出版業務を行なうために出版局を置く。
　57条１項　本教団に、年金業務を行なうために年金局を置く。
　59条１項　本教団の教区は、次のとおりとする。
　　　　　　（1）北海道教区、……、（5）東京教区、……、（17）沖縄教区
　　　２項　教区は、教務遂行のため、分区または地区を置くことができる。
　　　３項　東京教区は、その教務の一部を委任するために支区を置く。
　60条１項　教区は、本教規にのっとり教区規則を定めるものとする。
　61条１項　教区総会は、次に掲げる議員をもって組織する。
　　　　　　（1）教区内における教会および伝道所の主任担任教師
　　　　　　（2）教区内における正教師たる巡回教師および正教師たる教務教師

の互選による者
　　　　　　（3）教区内における正教師たる神学教師
　　　　　　（4）教区内における教会の役員たる信徒
　　　　　　（5）教師または信徒で常置委員会の議決を経て教区総会議長の推薦

した者
　66条　　　教区総会において処理すべき事項は、次のとおりである。
　　　　　　（2）歳入歳出予算、決算および財務に関する事項
　77条　　　教区事務所は、教区総会の定めるところに置く。
　78条１項　教区事務所は、教区総会議長の管理に属し、次の事項を処理する。
　　　　　　（1）～（7）
　79条 教区の経費は、教会および伝道所の負担金、献金、教団交付金その他

の収入をもってこれにあてる。
　80条１項　教会および伝道所の負担金は、教区総会の議決を経て定める。
　85条　　　教会は、本教団の信仰告白、教憲、教規および教団諸規則にのっとり

教会規則を制定。
　94条　　　教会総会は、教会担任教師および現住陪餐会員たる信徒をもって組

織する。
　98条１項　教会に役員若干名を置く。
　100条１項　役員は、役員会を組織する。
　103条　　　教会担任教師が正教師であるときは牧師、補教師であるときは伝道

師という。
　106条１項　教会担任教師は、教会が招聘するものとする。
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　114条　　　宗教法人法による教会の代表役員の職務は、主任者たる教会担任教
師が行なう。

　115条１項　教師の謝儀および教会の負担金、その他教会に必要な経費は信徒の
献金、寄付金および教会財産から生じる果実、その他の収入によって
支弁するものとする。

　116条１項　教会は、毎年度歳入歳出の予算および決算を作成し、教会総会に付
議する。

　120条１項　教区、教会または教師、信徒は、伝道所を設けることができる。

○宗教法人「日本基督教団」規則

　５条１項　この法人には、次の役員を置く。
　　　　　　（1）責任役員　　　７人
　　　　　　（2）会計監査委員　２人
　　　２項　責任役員のうち１人を代表役員とする。
　６条１項　代表役員は、この教団総会の議長をもって充て、その他の責任役員

は、教団総会において常議員のうちから選定する。
　　　２項　会計監査委員は、教団総会において選定する。

別表４（国家の組織・国家行政組織・一般法人の組織）　

１　国および地方公共団体
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○地方自治法

　１条の３・１項
　　　　　　地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
　　　２項　普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
　２条１項　地方公共団体は、法人とする。
　　　３項　市町村は、基礎的な地方公共団体として……。
　　　５項　都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として……。
　10条１項　市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括す

る都道府県の住民とする。

２　国家行政組織・一般法人の組織

別表５（宗教法人法改正案）　

１　改正案

宗教法人法の一部を改正する法律案

　宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号）の一部を次のように改正する。

　第二条第二号を次のように改める。

二　前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教区、教会、修道会、司
教区その他これらに類する団体

　第二条第二号の次に次の一号を加える。

三　前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区そ
の他これらに類する団体
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２　新旧対照表

＜旧＞
（宗教団体の定義）

第二条　この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事
を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体を
いう。

一　礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二　前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区そ
の他これらに類する団体

＜新＞
（宗教団体の定義）

第二条　この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事
を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体を
いう。

一　礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二　前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教区、教会、修道会、司
教区その他これらに類する団体

三　前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区そ
の他これらに類する団体






