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はじめに

　（1）本報告は、砂川市政教分離訴訟に関する2010年（平22）１月20日の最高

裁大法廷判決の思考枠組みを提供したと考えられる、いわゆる国有境内地処分

法について、その妥当性の問題を含めて憲法史的な考察を加えようとするもの

である。

　したがって、同判決の当否を論じたり批評したりすることは、私に与えられ

た課題には属さない。本報告は、表題が示しているように、もっぱら国有境内

地処分問題の沿革と背景、そして、その問題への立法的解決への道程を検討す

ることを目的とするものである。このことを最初にお断りしておきたい。

　さて、この国有境内地処分法は、精確には「社寺等に無償で貸し付けてある

国有財産の処分に関する法律」（昭和22年４月12日法律第53号）―第二次境

内地処分法と呼ぶ―といい、政教分離原則の一環をなす日本国憲法第89条前

段に定める公金支出・公的財産供用の禁止との関係が争われる数少ない立法例

である。
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　しかし、それは、明治憲法の下で宗教団体法（昭和14年４月８日法律第77

号）と同時に成立し、長年の懸案であった社寺境内地処分問題に対して一定の

解決策を示した「寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律」

（昭和14年４月８日法律第78号）―第一次境内地処分法という―の後身に

当たるものである。

　（2）したがって、国有境内地処分問題の沿革や背景、そして国有境内地処分

法が設定した問題解決の枠組みを精確に知るためには、たんに現行制度の表層

的な理解だけでは足りないのであって、その問題をめぐって多くの立法例や裁

判例が展開された明治憲法時代、さらには明治憲法制定以前の各種の取組みに

までさかのぼって、考察する必要がある。

　本報告は、このような趣旨と意図に基づいて、関係法令等の動きをたどるこ

とによって、国有境内地処分問題の考察にとって必要な憲法史的な視点を提供

しようとするものである。

　その意味から、ここでは、国有境内地処分問題の沿革（Ⅰ）、明治憲法と国

有土地森林原野下戻法（Ⅱ）、社寺境内地還付問題と行政裁判所（Ⅲ）、第一次

境内地処分法の成立前後（Ⅳ）、そして日本国憲法と第二次境内地処分法（Ⅴ）

というように、主要な法案・立法例や判例等の動きを時系列的に整理するとと

もに、憲法上の論点に焦点を絞った検討を行うことにしたい１）。

Ⅰ　国有境内地処分問題の沿革

１　上知令による社寺領国有化と地租改正処分よる官有地編入

　いわゆる国有境内地処分問題が、明治初期の社寺領上地令（明治４年１月５

日太政官布告第４号）による社寺領の国有化に端を発していることは、広く知

られている２）。

　すなわち、まず、同令によれば、「諸国社寺由緒ノ有無ニ拘ラズ朱印地除地

等従前ノ通リ下置カレ候処、各藩版籍奉還ノ末、社寺ノミ土地人民私有ノ姿ニ

相成リ不相当ノ事ニツキ、今度社寺領現在ノ境内ヲ除ク外、一般上知仰セ付ケ

ラル」とされた。

　さらに、地租改正の実施（明治６年７月）に伴って、社寺境内外区画取調規
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則（明治８年６月29日地租改正事務局達乙第４号）では、社寺の境内地の範囲

を限定的に定め、これとその他の部分とを区別して、「社寺境内ノ儀ハ祭典法

要ニ必需之場所ヲ区画シ、更ニ新境内ト定メ、其ノ余悉ク上地之積、取リ調べ

キ事」とされるとともに、「総テ民有地ノ証ナキモノ及民有地ヲ政府ヘ買上ゲ

シ神社敷地ハ官有地第一種、寺院敷地ハ同第四種ヘ編入スベシ」と定められた

（第１条）。

２　土地森林原野の下戻しの問題

　しかし、このような社寺上地と地租改正事業によって官有に編入された土地

森林原野には、寺社その他の私人が所有権や分収権をもっていたものが少なく

なかった。そこで寺社側の不満は強く、その返還を申請したが、政府も、正当

な事由や確実な証拠等のある土地森林原野については、地方長官が還付する、

つまり官有に編入したものを下げ戻すという方法がとられたりした。

　しかし、その還付基準は明確でなく、下戻しを認めるかどうかは地方長官の

裁量に委ねられていたので、寺社側の満足するところとならなかったことは、

言うまでもない。この状況は、さらに信教の自由を保障する明治憲法の制定

（明治22年２月）によって大きく変わらざるをえないことになる３）。

Ⅱ　明治憲法と国有土地森林原野下戻法

１　明治憲法による「信教の自由」の保障

　（1）すなわち、大日本帝国憲法（明治23年11月29日施行）は、「日本臣民ハ

安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」

（28条）と定めた。これまでの土地森林原野の下戻し問題が、社寺のみならず

氏子や檀家などの信教の自由と相容れないことは、改めて言うまでもない。

　このような憲法と従来の法令との矛盾・抵触関係は、憲法施行日までに解消

する必要がある。その動きは、まず、官有に属する土地・森林原野・営造物・

家屋・船舶などの官有財産の取扱いの問題として表面化する。しかし、政府の

立法方針は必ずしも一貫したものではなく、憲法施行に備えて制定された官有

財産管理規則（明治23年11月25日勅令第275号）にも、それに関する規定は設
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けられなかった。

　（2）とはいえ、まったく対応措置が採られなかったわけではない。憲法施行

後に制定された社寺上地官林委託規則（明治24年４月８日農商務省令第５号）

が、「社寺上地官林の委託」という制度を設けたのは、その代表例である。そ

の手続は、「社寺ニ於テ上地官林ノ委託ヲ請ケント欲スルトキハ、願書ニ其ノ

創立ノ年代、由緒資格、出願地ノ字名区域段別樹種別木数…維持方法、氏子檀

徒信徒ノ概数等ヲ詳記シ年限ヲ定メ図面ヲ添ヘ、神官住職及ヒ氏子檀徒総代

……三名以上連書シ寺院ハ管長ノ奥書ヲ経テ所轄大林区署長ニ差シ出スヘシ」

（１条）というものであった。

　この委託年限は15年を限度としていたが、「委託年限ヲ経過シ尚ホ引キ続キ

其ノ委託ヲ請ケント欲スルトキ」は、改めてこの手続を踏むこととされた（２

条）。したがって、継続的な社寺上地官林委託も可能となったが、官有財産で

あることを前提とした不安定な状態であることに変わりはなく、寺社側の不満

が解消されることはなかった。

２　国有林野法（明治32年）による社寺保管林制度の恒久化

　そこで、これまでの社寺上地官林委託制度の恒久化を図る方向での解決策が

模索されることになる。すなわち、まず、国有林野法（明治32年３月23日法律

第85号）により、「…社寺上地ニシテ其ノ境内ニ必要ナル風致林野ハ区域ヲ画

シテ社寺現境内ニ編入スルコト」ができるようにして（３条２項）、国有林野

のうち「上地ノ森林ヲ其ノ社寺ニ売払フトキ」には、「随意契約ヲ以テ売払フ

コト」を容認した（８条３号）。そのほか、同法は、「社寺上地ノ森林ハ其ノ社

寺ニ保管セシムルコト」ができるとしたうえ、その社寺に「勅令ノ定ムル所ニ

依リ社寺林地ヲ使用シ又ハ主副産物ヲ採取スルコト」もみとめた（17条）。

　この勅令が、約４ヶ月後に定められた社寺保管林規則（明治32年８月３日

勅令第361号）である。ここでは、社寺の願出に依り社寺上地の森林保管を許

可すること（１条）、保管林の保管期間が50年を限度とすること（３条。更新

可）、そして、「本令施行前ニ社寺ニ委託シタル上地官林ハ従前ノ例ニ依ル」と

するか、「其ノ社寺ノ出願ニ依リ本令ニ定ムル保管林ト為スコト」ができる
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（11条・12条）などの措置も講じられた。

３　国有土地森林原野下戻法（明治32年）による対応

　（1）これと前後するかたちで定められたのが、７ヶ条からなる国有土地森林

原野下戻法（明治32年４月17日法律第99号）である。これは、先にみた地方長

官による還付を制度化したものであり、本報告の主題である後の国有境内地処

分法の原型をなすものとして、見逃すことのできない内容をもっているので、

以下にほぼ全文を紹介しておこう。

第一条　地租改正又ハ社寺上地処分ニ依リ官有ニ編入セラレ現ニ国有ニ属ス

ル土地森林原野若ハ立木竹ハ、其ノ処分ノ当時之ニ付キ所有又ハ分収ノ事

実アリタル者ハ、此ノ法律ニ依リ明治三十三六月三十日迄ニ主務大臣ニ下

戻ノ申請ヲ為スコトヲ得

③　府県設置以後上地処分ヲ受ケタル土地及地租改正処分既済地方ニ於ケル

未定地脱落地ニ付テハ此ノ法律ノ規定ヲ準用ス

第二条　下戻ノ申請ヲ為ス者ハ、第一条ノ事実ヲ証スル為少クトモ左ノ書面

ノ一ヲ添付スルコトヲ要ス

　　一　公簿若ハ公書ニ依リ所有又ハ分収ノ事実ヲ証スルモノ

　　二　高受又ハ正租ヲ納メタル証アルモノ

　　三　払下下付売買譲与質入書入寄附等ニ依ル所有又ハ分収ノ事実ヲ証スヘ

　　キモノ

　　四　木竹又ハ其ノ売却代金ヲ分収シタル証アルモノ

　　五　私費ヲ以テ木竹ヲ植付ケタル証アルモノ

　　六　私費ヲ以テ田畑宅地ニ開墾シタル証アルモノ

第三条　前条ノ証拠書類ニシテ所有又ハ分収ノ事実ヲ証スルニ足ルト認メル

トキハ主務大臣ハ其ノ下戻ヲ為スヘシ

第六条　下戻申請ニ対シ不許可ノ処分ヲ受ケタル者、其ノ処分ニ不服アルト

キハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第七条　此ノ法律施行以前ニ差出タル下戻ニ関スル申請書又ハ願書ハ此ノ法

律ニ依リタルモノト看做ス
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　（2）このように、下戻しの対象は「地租改正又は社寺上地処分に依り官有に

編入せられ現に国有に属する土地森林原野若しくは立木竹」とされたが（１

条）、下戻し不許可処分に対して行政裁判所への出訴がみとめられた点（６条）

は、きわめて大きな意味をもっている。

　というのも、明治憲法下の行政裁判制度は、周知の通り、「行政庁ノ違法処

分ニ関スル行政裁判ノ件」（明治23年10月10日法律第106号）によって、出訴事

項について限定列記主義が採られた。したがって、「租税及手数料ノ賦課ニ関

スル事件」「租税滞納処分ニ関スル事件」「営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事

件」など所定の事項のほかは、原則として行政裁判所への提訴がみとめられな

かった。

　けれども、この「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」自身、「法律勅

令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外」と述べていたように、限定列記主義に対す

る例外もみとめられた。国有土地森林原野下戻法第６条は、正しく例外的な行

政裁判事項を定めたものであった。

Ⅲ　社寺境内地還付問題と行政裁判所

１　農商務省の対応と国有林下戻し関連事件

　（1）もちろん、これによって問題が全面解決に向かったわけではない。とい

うのも、政府は、ここに取り扱った社寺境内外上地林については下戻しに応じ

たが、その他の境内地については、本来公領地であって、朱印状や黒印条の下

付はたんなる領知権の付与にすぎないとの立場を堅持して、主務大臣である農

商務大臣は下戻し申請をすべて却下してしまったからである。

　そのため、全国から農商務大臣を被告とする夥しい数の国有林下戻し関連事

件が行政裁判所に係属することになった。

　（2）この点を数字で確認しておくと、当時の衆議院請願委員会における政

府委員の答弁によれば、下戻し申請の総数は20,675件、農商務省による許可が

あったのは1,332件で、行政裁判に持ち込まれたのが1,924件という数字になっ

ている。

　そして、私が調べた限りでは、1906年（明39）から1910年（明43）の５年
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間に、行政裁判所で審理した事件は、全部で1,718件ほどあるが、その半数以

上の926件が国有林下戻し関連事件であるから、毎月平均して15件ずつ下戻し

関連事件―不当処分取消請求訴訟又は山林下戻し請求訴訟のかたちをとった

―が処理された計算になる。

２　行政裁判所の対応と社寺境内地処分問題の転機

　（1）これらの訴訟について、行政裁判所は、当初、政府見解と同様に、すべ

て「相立たず」として棄却していた。けれども、1908年秋になって、弁護士鳩

山和夫を訴訟代理人とする一乗寺山林下戻請求事件（行政裁判所明治37年1051

号事件、明治41年10月29日判決）において、ついに農商務省の指令を取り消

し、係争の対象となっていた山林・立木を原告の寺に下げ戻すべき旨の判断を

示すにいたった。

　この判決は、「本件係争山林は、古来原告寺の所有境内地にして永禄年中赤

松義祐より租税免除の特典を受けし以来、徳川時代に至り朱印地として諸役免

除となり、歴代住職の自由進退を為し来たりし土地なるを以て原告に下戻さる

べきものなり」とする原告の主張を認め、「免税地にして私有に属するものは

之を下戻すべきものとす」との判断を下したものである。

　（2）この判決が嚆矢となって、以後、一連の行政裁判所による下戻し認容判

決が続くことになる。代表例を挙げるだけでも、明治41年12月19日第三部宣告

（奈良・長谷寺事件）、同年12月22日第三部宣告（延暦寺事件）、同42年12月27

日第三部宣告（滋賀・石山寺事件）、同43年１月24日第一部宣告（茨城・真壁

郡神社神職事件）、同43年２月28日第一部宣告（栃木・西明寺事件）などがあ

る４）。

　このような判断が定着した背景には、国有土地森林原野下戻法の適用の可否

という「実際問題」の解決のために著された、日本法制史の泰斗、中田薫博士

による「御朱印寺社領の性質」（国家学会雑誌21巻11・12号所載）という論考

があることは、宗教制度史上よく知られた事実である５）。

　（3）このような行政裁判所の判例変更とその定着は、社寺境内地処分問題に

一大転機をもたらすことになった。というのは、同裁判所への出訴・判決の前
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後によって不公平が生じただけでなく、もともと国有土地森林原野下戻法第１

条の定める期限までに申請しなかった寺社は、永久に下戻しを受ける機会を失

うことになった。

　そのため、反って問題が顕在化し、寺院側は、帝国議会に対して幾度も寺院

境内地還付請願をおこない、これを契機に、衆議院の請願委員会において社寺

境内地還付法案が作成され、本会議でも可決されるにいたったからである（第

28回帝国議会、明治45年３月25日）。

　以後、寺院側の度重なる請願をうけるかたちで、この社寺境内地還付法案は

大正期を通じて何度も衆議院に提出されたが、成立するまでにはいたらなかっ

た。

３　国有財産法（大正10年）による調整

　（1）けれども、その間に制定された国有財産法（大正10年４月８日法律第43

号）のなかで、その問題に対する一定の調整が行われたことにも注意を払う必

要がある。

　すなわち、従来の官有財産管理規則（明治23年11月25日勅令第275号）は、

もともと帝国議会の議決を得た法律ではなかったが、種々の特別規定が存した

ため同規則の適用されない財産があるとともに、官有財産は各省の管理下に置

かれたため、統一的管理機関を欠くなどの問題があった。

　（2）そのため、大蔵大臣を会長とする官有財産調査会が設置された（大正７

年）。そして、同調査会による調査･検討の結果として用意された国有財産法案

が帝国議会に提出され（同９年）、翌年成立したのであるが、そこには以下の

規定が設けられている。

第二四条　従前ヨリ引続キ寺院又ハ仏堂ノ用ニ供スル雑種財産ハ、勅令ノ定

ムル所ニ依リ、其ノ用ニ供スル間、無償ニテ之ヲ当該寺院又ハ仏堂ニ貸付

シタルモノト看做ス

②　寺院又ハ仏堂ノ上地ニ係ル雑種財産ハ、其ノ用ニ供スル為必要アルトキ

ハ、勅令ノ定ムル所ニ依リ、無償ニテ第十五条［国有財産ノ貸付期限］ノ
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規定ニ拘ラス、之ヲ当該寺院又ハ仏堂ニ貸付スルコトヲ得

　ここには、雑種財産としての永久無償貸付の対象になる寺院境内地と公用財

産として無償貸付の対象となる神社境内地との区別が前提とされていることを

思い起こす必要があるが、要するに、国有財産法第24条は、寺院境内地につい

て永久無償貸付をなしたものとし、下戻しと同じ効果をもたせようとしたもの

である。その内容は「実質上所有権と同一視すべき法定借地権」６）とも言われ

たが、第１項にいう勅令としては、翌年１月に国有財産法施行令が制定されて

いる（大正11年１月28日勅令第15号）。

Ⅳ　第一次国有境内地処分法の成立前後

１　第二次宗教法案と国有地譲与問題

　以上のような事情を反映するかたちで、1927年（昭２）１月には、宗教制度

調査会に諮られた、全体で130 ヶ条に上る政府の第二次宗教法案が、帝国議会

の貴族院に提出されている７）。同法案の主眼は、寺院･仏堂の財産管理性制度

を整備することにあったが、寺院等の国有境内地譲与問題に関する具体的方策

をも含んでいた。

　すなわち、同法案は、附則第125条において、現に寺院・仏堂に貸し付けて

ある国有財産について、申請に基づいて寺院境内地処分審査会が審査した後

に、大蔵大臣が当該寺院等に「譲与」しうる途を開くとともに、第126条にお

いて、その譲与が認められなかった場合に、随意契約によって「時価の半額」

で売り払うことができる、と定めていた。

　この意味において、第二次宗教法案は、後の国有境内地処分法が採用するに

いたった無償譲与・半額売払いという仕組みを採用した点で、注目すべきもの

であった。けれども、同案は、結局、貴族院で審議未了となってしまう。

２　宗教団体法案との連動

　（1）その２年後の1929年（昭４）２月、これまでの寺院･仏堂の財産管理性

制度を整備することに主眼を置いた宗教法案に代えて、神道を除く宗教団体の
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取扱いにも重点を置いた全99 ヶ条からなる宗教団体法案―しばしば「第一

次宗教団体法案」と呼ばれる―が、第56回帝国議会の貴族院に提出された。

　この段階での特徴は、２年前の第二次宗教法案にあった寺院等の国有境内地

処分に関する部分（同案附則125条・126条）が削られ、いわばその姉妹法案と

して、単行法案として全５ヶ条の「寺院等ノ国有境内地処分ニ関スル法律案」

が用意され、そこに組み入れられたことである。

　（2）この寺院等国有境内地処分法案は、譲与処分に対する不服申立て（訴

願）をみとめる規定を新たに設けた点において、第二次宗教法案とは異なって

いる。けれども、宗教団体法案とともに、同案もまた廃案に帰している。

　このように、国有境内地処分問題の前提条件という意味をもたされた宗教団

体法案は、その６年後の1935年（昭10）にも用意された（いわゆる第二次宗教

団体法案、全85 ヶ条）。しかし、この時は、帝国議会に提出されるまでにいた

らず、姉妹法案としての国有境内地処分法案も作成されなかったようである。

３　第一次国有境内地処分法（昭和14年）の成立と施行

　（1）その４年後の1939年（昭14）になって第三次の宗教団体法案が整い、大

きな転機が訪れた。すなわち、全37 ヶ条にまで絞り込んだ同法案は、寺院等

の財産を財産台帳に登録し、財産処分を地方長官の認可に係らしめるなど、財

産管理制度を完備しようとしたものであるが、これとともに、全５ヶ条からな

る「寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律案」が、第70回

帝国議会に提出されたのである（昭和14年１月18日）。

　この後者は、10年前の寺院等国有境内地処分法案に対して売払い代金の支払

い条件などに少し修正を加えたものであるが、議会では、宗教団体法案を含め

て、先議された貴族院において一部修正されたうえで両議院において可決され

て成立し、それぞれ「宗教団体法」「寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ

処分ニ関スル法律」として公布された（昭和14年４月８日法律第77号と同日法

律第78号）。後者が「第一次国有境内地処分法」と呼ばれるものであるが、こ

こにその全文を掲げておこう。
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第一条　本法施行ノ際現ニ国有財産法ニ依リ寺院又ハ仏堂ニ無償ニテ貸付シ

アル国有財産ハ、寺院ニ在テハ本法施行後二年以内ニ、仏堂ニ在テハ宗教

団体法第三十五条ノ規定ニ依リ其ノ仏堂ガ寺院ニ属シ又ハ寺院若ハ法人タ

ル教会ト為リタル場合ニ本法施行後三年内ニ、申請シタルトキハ、寺院境

内地処分審査会ニ諮問シ、主務大臣之ヲ当該寺院又ハ教会ニ譲与ス

②　前項ノ規定ニ依リ譲与スベキ国有財産ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二条　前条ノ譲与ニ関スル処分ニ対シ不服アル者ハ、訴願ヲ為スコトヲ得

②　前項ノ訴願ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ寺院境内地処分審査会ニ諮問スベ

　シ

第三条　第一条ニ規定スル国有財産ニシテ同条ノ規定ニ依ル譲与ヲ為サザル

者ハ、勅令ヲ以テ特ニ国有トシテ存置スルノ必要アリト定ムルモノヲ除ク

ノ外、第一条ノ申請ヲ為シタルモノニ付テハ譲与ヲ為サザルコトノ決定通

知ヲ為シタル日ヨリ五年内ニ、其ノ他ノモノニ付テハ寺院ニ在リテハ本法

施行後五年内ニ、仏堂ニ在リテハ宗教団体法第三十五条ノ規定ニ依リ其ノ

仏堂ガ寺院ニ属シ又ハ寺院若ハ法人タル教会ト為リタル場合ニ本法施行後

六年内ニ、申請シタルトキハ、時価ノ半額ヲ以テ随意契約ニ依リ之ヲ当該

寺院又ハ教会ニ売リ払フコトヲ得

②　前条ノ規定ニ依リ訴願ヲ為シタル者ハ前項ノ期間満了後ト雖、其ノ裁決

書ヲ受領シタル日ヨリ尚二年間前ノ売払ノ申請ヲ為スコトヲ得

第五条　第一条ニ規定スル国有財産ニシテ同条ノ規定ニ依ル譲与ヲ為サザル

コトニ決定シタルモノニハ国有財産第二十四条ノ規定ヲ適用セズ。但シ第

三条ノ規定ニ依リ売払申請シタル国有財産ニ付テハ売払契約成立ノ日又ハ

売払ヲ為サザルコトノ決定通知ヲ為シタル日迄、命令ノ定ムル所ニ依リ、

無償ニテ当該寺院又ハ教会ニ貸付シタルモノト看做ス

　（2）この第一次国有境内地処分法は、翌1940年（昭15）の４月１日から施行

されたが、その際、第１条所定の手続によって処分されるべき国有境内地の範

囲、つまり「譲与スベキ国有財産ノ範囲」をどのように定めるかは、実際上き

わめて大きな問題となる。
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　そこで、検討が進められた結果、ようやく年末になって、同法施行令として

「寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律施行ニ関スル件」

（昭和14年12月勅令第892号）が制定され、以下に列挙されたいずれかに該当す

るものと定められた（１条）。

　一　本堂、庫裡、会堂其ノ他寺院又ハ教会ニ必要ナル建物又ハ工作物ノ敷地

　　　ニ供スル土地

　二　宗教上ノ儀式又ハ行事ヲ行フ為必要ナル土地

　三　参道トシテ必要ナル土地

　四　庭園トシテ必要ナル土地

　五　寺院又ハ教会ノ風致ヲ維持スル為必要ナル土地

　六　社寺等ノ災害ヲ防止スルタメ直接必要ナル土地

　七　歴史又ハ古記等ニ依リ寺院又ハ教会ト密接ナル縁故アルモノト認メラル

　　　ル土地

　八　其ノ社寺等ニ於テ現ニ公共事業ノタメ使用スル土地

　九　前各号ノ土地ニ於ル立竹木其ノ他ノ定着物

　（3）第一次国有境内地処分法による処分計画は、翌年から10年をかけて完了

するという息の長いものであった。というのも、同法施行の時点でみると、無

償貸付を受けていた寺院・仏堂は総計46,308件で、その面積は坪数にして合計

29,285,302坪に及び、しかも、その大部分が譲与の申請をするであろうと見込

まれていたからである。

　実際の申請は、無償譲与にかかるものが33,426件、半額売払いにかかるもの

が6,310件で、合計すると39,736件であった。けれども、寺院境内地処分審査

会の議を経て、譲与されたものが9,638件、売り払われたものが370件あまりに

なったところで、1941年（昭16）12月８日の米英両国に対する宣戦布告と同時

に突入した太平洋戦争の戦況が悪化し、処分作業は中断を余儀なくされてし

まった。

　したがって、４万件近い譲与・売払い申請のうち、処理されたのは１万件余
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りにすぎなかったことになるが、その処理は日本の敗戦と同時に新たな段階を

迎えることになる。

Ⅴ　日本国憲法と第二次国有地境内地処分法

１　神道指令と日本国憲法の制定

　（1）日本は、1945年（昭20）８月にポツダム宣言を受諾した後、連合国軍に

よる占領管理体制の下に置かれ、その総司令部が発する数多の指令や覚書に服

することになる。本報告の主題である国有境内地処分問題についてとくに大き

な影響を与えたのは、年末のいわゆる国家神道体制の除去を命じた「神道指

令」（昭和20年12月）である。

　その主な内容は、戦時体制の軍国主義のイデオロギー的支柱となった国家神

道を厳しく指弾し、「神道及び神社に対する公の財源よりのあらゆる財政的援

助並にあらゆる公的要素の導入」を禁止し、そうした「行為の即刻の停止」を

命ずるものであった。したがって、「公地或は公園ニ設置せられたる神社に対

して公の財源よりの如何なる種類の財政的援助も許されず」とされたが、「こ

の禁止命令はかかる神社の設置せられ居る地域に対して日本政府、都道府県

庁、市町村が援助を継続することを妨げるものと解釈せらるべきではない」と

の但書きも添えられていた。これが、国有境内地問題などを念頭に置いたもの

であることは言うまでもない。

　いずれにせよ、神社に対する特別な取扱いに対する是正が図られることにな

るが、早速、翌年（昭21）２月には、「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命

令ニ関スル件（昭和20年勅令第542号）に基づく「明治三十九年法律第二十四

号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件」（昭和21年勅令第71号）によって国

有財産法が改正され、これまで「公用財産」として無償貸付にしていた神社境

内地も、寺院・仏堂等と同列の「雑種財産」に編入された。これにより、神社

境内地も譲与・売払いの対象とされたのである。

　（2）ちょうどこの頃、憲法改正問題を秘密裏に検討していた憲法問題調査委

員会の一部成果がある新聞にスクープされ、これを契機に総司令部が自ら憲法

草案の作成に乗り出したことは、広く知られている。そして間もなく、いわゆ
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るマッカーサー草案が日本側に手交され（２月13日）、これを基に信教の自由

と政教分離原則を大原則とする憲法改正草案が公表された後（４月17日）、第

90回帝国議会の審議に付されることになる（６月20日）。

　この信教の自由と政教分離原則にかかわる宗教関係条項は、マッカーサー草

案の作成過程で重要な修正を経ており８）、憲法制定議会でもいろいろな議論が

あったものの、結局、原案通りに可決され、成立している。ここで、念のた

め、現行憲法の宗教関係条項（20条・89条）を、⒜信教の自由と⒝政教分離原

則に分けて整理しておくと、以下のようになる。

　⒜　信教の自由条項

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」（20条１項前段）

「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制され

ない。」（同条２項）

　⒝　政教分離条項

「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使して

はならない。」（20条１項後段）

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな

い。」（同条３項）

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若し

くは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

（89条前段）

２　国有境内地・社寺保管林問題の転換

　（1）このような総司令部の意向や憲法改正草案の規定を前提とすると、これ

までの国有境内地処分政策を大きく転換せざるをえないことは明らかであろ

う。ここに示した宗教関係条項のうち、憲法第89条前段が国有境内地処分政策

に直接の影響をもつことは言うまでもないが、これまで検討してきたように、

その背景には第20条１項前段にいう「信教の自由」の理念があることにも注意

する必要がある。

　そこで、憲法改正草案が議会に附議されるのとほぼ同時に、大蔵・農林・文
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部の三大臣から共同で出された「神社、寺院等の国有境内地及び保管林に関す

る措置方針」が閣議決定され（６月18日）、新たな国有地境内地処分法の制定

に向けた動きが始まることになる。

　（2）その一端は、憲法制定議会における論議の中にもうかがうことができ

る。例えば、７月16日の衆議院憲法改正案特別委員会小委員会では、草案第18

条（＝現20条）３項と第85条（＝現89条）との関連で、国有境内地・社寺保管

林の問題が取り上げられた。

　その際、田中耕太郎文部大臣は、寺院境内地と神社境内地はともに保護され

るべきこと、社寺保管林についても同様にすべきことを答えるとともに、「こ

れらの措置は先程御話のやうな方向に只今整備中で、今議会中に出し得るやう

になる」旨、答弁している９）。

　この発言は、当時すでに、社寺境内地処分問題に対する検討が進みつつある

ことを示唆している。実際、憲法草案の審議が貴族院特別委員会に移っていた

９月20日、日本側は、「神社寺院により使用されている国有の土地、森林の処

分について」という法的措置の要綱を総司令部に提出している。言うまでもな

く、その承認を得て、社寺境内地処分問題の解決に向けた動きを加速しようと

する意味をもつものであった。

３　第二次国有地境内地処分法の成立

　（1）総司令部では、日本国憲法の成立・公布の前後に社寺国有境内地処分問

題の検討をすすめ、同年11月13日には「宗教団体に供用中の国有地の処分につ

いて」と題する指令を日本に送った。この指令は、基本的に、先に日本側が提

出していた法的措置要綱案に対して承認を与える内容となっているが、同時

に、以下にみるように、国有地の処分に当たって遵守すべき幾つかの規準も明

示している。

Ａ　現在宗教団体によって利用されており、且つ、宗教行事のため必要な公

有地に関する権利は、当該団体が日本政府の適当な機関に申請すれば無償

で譲与される。但し、左の条件を附する。
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１　宗教団体が一八六八年（明治元年）以前から土地を所有し且つ補償を

受けずに上地した場合、又は、

２　その土地が政府以外のものから得たもので、且つ公金を消費しなかっ

た場合

Ｂ　宗教団体の宗教行事には必要ではないが、右のＡ項に該当する土地を無

償で当該団体に譲与するかどうかは、日本政府によって定める標準に従っ

て決定せられる。

Ｃ　宗教団体に保管させてある国有森林地の所有権は、国がこれを保管し、

現在の保管林制度はこれを打ち切らなければならない。（下略）

Ｄ　宗教団体は、現在占有又は管理にかかる他の土地で、宗教行事に必要な

ものを、市価の半額でこれを買うことができる。但し、宗教団体の収入を

主目的とするような土地を除く。

　　宗教団体が、現に重要な宗教目的に供している土地を買得する場合は、

金銭による支払に代えて、同等の価値がある土地を提供しこれと交換する

ことができる。

Ｅ　宗教団体は、その占有又は管理にかかる土地が政府により取り上げられ

る場合には、当該土地に対して投じた有益費に対して適当な補償を受ける

ことができる。但し、その土地の価値を高めた有益費に限る。

　（2）総司令部による条件付きの承認を得た日本側は、さらにＡ項の二つの条

件は分かりやすく明文化した方がよいことなどを伝えられた。その後の検討を

経て、翌1947年（昭22）３月には、第一次国有地境内地処分法の全面改正案と

いうかたちで、無償譲与と半額売払いを主内容とする本則７ヶ条と、国有財産

法・国有林野法の一部改正等を含む附則７ヶ条の合計14 ヶ条からなる「社寺

等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」案が取りまとめられ

た。

　この第一次国有地境内地処分法の全面改正案―「第二次国有地境内地処分

法」案と呼ぶべきもの―は、最後の帝国議会である第92回議会に提出され、

同法施行令となるべき勅令案も、委員会段階で参考資料として配布された（こ
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の勅令案も、第一次国有地境内地処分法施行令を全面改正したものである）。

　第二次国有地境内地処分法案は、衆議院・貴族院とも、政府原案通りに可決

されて成立した。こうして現在の「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の

処分に関する法律」は、昭和22年４月12日法律第53号として公布されたが、念

のため、その制定当時の主要条項をここで示しておこう（なお、現行規定と対

比するため、その後の改正で削られた部分を《 》で囲み、改正された部分に

は下線を付してある）。

第一条　社寺上地、地租改正、寄附（地方公共団体からの寄附については、

これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。）又は寄附金による購

入（地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめ

なかつたものに限る。）によつて国有となつた国有財産で、この法律施行

の際、現に神社、寺院又は教会（以下社寺等という。）に対し、国有財産

法によつて無償で貸し付けてあるもの、又は国有林野法によつて保管させ

てあるもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その

社寺等において、この法律施行後一年内に申請をしたときは、《社寺境内

地処分審査会又は社寺保管林処分審査会に諮問して、》主務大臣が、これ

をその社寺等に譲与することができる。

《②　社寺境内地処分審査会及び社寺保管林処分審査会に関する規程は、勅

令でこれを定める。》

第二条　この法律施行の際、現に国有財産法によつて社寺等に無償で貸し

付けてある国有財産で、前条《第一項》の規定による譲与をしないものの

うち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条《同項》の申

請をしたものについては、《譲与をしないことの決定をしたものについて

は、》譲与をしないことの決定通知を受けた日から、六箇月内に、その他

のものについては、この法律施行の日から、一年内に、申請をしたとき

は、《社寺境内地処分審査会に諮問して、》主務大臣は、時価の半額で、随

意契約によつて、これをその社寺等に売り払うことができる。

②　前条《第一項》に規定する行政処分について、訴願をした者は、前項の
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期間満了後も、その裁決書を受領した日から、なお三箇月内に、前項の売

払の申請をすることができる。

第三条　第一条又は前条第一項の規定によつて、譲与又は売払をする国有財

産の範囲は、勅令でこれを定める。

　ここでまず注目されるのは、第一次国有地境内地処分法と違って、譲与・半

額売払いのいずれであっても、「その社寺等の宗教活動を行うのに必要なもの」

という要件が付されている点である。これは、先にみたように、信教の自由を

保障するとともに政教分離条項を設けた現行憲法の趣旨に配慮したものと言え

よう。

　また、上の施行令第３条にいう「譲与又は売払をする国有財産の範囲」は、

実際にはきわめて重要な問題となる。その「勅令」として定められたのが、社

寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令（昭和22年５

月１日勅令第190号）の第１条で、そこには以下の９号が列挙されている（１

項）。

　一　本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂その他社寺等に必要な建物又は

　　　工作物の敷地に供する土地

　二　宗教上の儀式又は行事を行うため必要な土地

　三　参道として必要な土地

　四　庭園として必要な土地

　五　社寺等の尊厳を保持するため必要な土地

　六　社寺等の災害を防止するため直接必要な土地

　七　歴史又は古記等によつて社寺等に特別の由緒ある土地

　八　その社寺等において現に公益事業のため使用する土地

　九　前各号の土地における立木竹その他の定著物

　このように、基本的には第一次国有地境内地処分法施行令と同じ内容である

が、第１号で新たに「本殿、拝殿、社務所」という文言が加わったのは、すで
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に述べたように、神社境内地が国有財産法において「雑種財産」に編入された

ことをうけたものである。

４　第二次国有地境内地処分法の運用

　（1）さて、当然のことながら、国有境内地と同様の問題は地方公共団体にお

いても存在していた。この地方自治体における境内地処分問題に対して出され

たのが、日本国憲法の施行を１ヶ月後に控えた、内務・文部次官連名による

「社寺等宗教団体の使用に供している地方公共団体有財産の処分に関すること」

（昭和22年４月２日宗第24号）という通牒であり、次のように伝えている。

　…現在、社寺等宗教団体の使用している都道府県、市町村等地方公共団体

所有の土地についても、国有財産処分の例に倣い…成るべく速やかに所要の

手続を経てこれが処分を行い、宗教団体の存立の基礎を確立すると共に、新

憲法上遺憾のないようせられ度、この段、命によって通牒する。

　本報告の冒頭で触れた砂川市政教分離訴訟（最大判平成22年１月20日）は、

この通牒で期待されたような処理が多くの地方自治体において必ずしも進んで

いなかった事実を示唆するものであった、と言えよう10）。

　（2）このように地方自治体の適切な対応を促す国ではあったが、第二次国有

境内地処分法が施行される５月２日―日本国憲法施行の前日―から、その

運用が直ちに開始されたわけではなく、その方針が固まっていたわけでもな

かった。

　というのも、国有境内地処分法施行規則（昭和22年５月１日大蔵省令第46

号）は制定されたものの、国有境内地処分が実際に行われるまでには、同法

所定の社寺境内地処分審査会11）を設ける（昭和22年９月５日政令第188号によ

る）とともに、処分の統一性を確保するために、同法の運用方針を確定する必

要があったからである。

　そして、実際に大蔵省国有財産局長名で各財務局長あてに以下のような内容

の通牒が出されたのは、1947年（昭22）10月10日のことであった。
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一、譲与又は半額売払（以下処分という。）の相手方

１　処分の相手方は、本法施行の際、国有境内地の無償貸付を受けている

宗教法人たる神社、寺院及び教会であること。

２　二つ以上の社寺等が共同の名義で国有境内地の無償貸付の相手方なっ

ている場合は、両者の境界について当該社寺等の間に円満なる協定が得

られたときは、その協定書を附して各別個に申請せしめ、然らざるとき

は当該社寺等から連名で申請をなさしむること。［下略］

二、国有となった原因の認定

１　上地地租改正寄附及び寄附金による購入に関する証明については、別

表に例示するような書類により社寺等の所有権を確認し、もしくはその

心証を得たときは、処分の適格性があるものとすること。

３　社寺上地、地租改正等の事実を記載した公証が嘗て存在したことを国

又は公共団体の公務員たりしものが証明し、且つ、この証明事項をその

長官又は団体の長が認証したときは、上地の事実ありたるものと取り扱

い得ること。［但書略］

　このような国有境内地処分の運用方針を最終的にまとめたのが、翌年１月の

「社寺等の国有境内地取扱規程」（昭和23年１月10日大蔵省訓令第１号）であ

る12）。

　さて、実際の申請件数をみると、神社62,303件、寺院22,082件など合計

84,443件に上っている。そして、運用の要となった社寺境内地処分審査会は、

連合国軍による占領管理中に始まり、日本の主権回復後の1952年（昭27）末ま

で約５年間にわたって活動した。ここでほとんど最後に回されたのが、よく知

られている浅間神社に係わる富士山頂譲与事件であった（なお、不服審査事案

は24件あった）。

　（3）ここで少し注意を要するのは、その間に第二次国有境内地処分法の改正

問題があったという事実である13）。ここでは、与えられ紙数の関係から、その

詳細を説明することはできないが、要するに、総司令部側から同法第２条に定

める半額売払制度は憲法第89条に違反するのではないかとの疑義が出されたこ
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とに、端を発している。

　これに対し、日本側は、同条はかつて社寺有であったとの確証もなかったと

の確証もないため、折衷的に半額減じるとともに公正な審査会の議を経て返還

する最も合理的な解決方法であること、同法が両議院の委員会及び本会議で全

会一致で可決されたことなどを述べて、同法の憲法適合性を主張した。けれど

も、総司令部側の容れるところとならず、対応策として半額売払制度の廃止を

内容とする法務庁作成の第２条改正案まで用意されたのである。

　結局のところ、総司令部の意向にそって第二次国有境内地処分法を制定した

という日本側の消極的姿勢や総司令部内部における見解の相違などもあって、

その改正案は実現には至らなかった。けれども、このような経緯をみると、同

法のどの点が最も問題視されたかが浮き彫りになるであろう。

おわりに

　（1）本報告で取り扱った国有境内地処分法は、政教分離原則の一環をなす日

本国憲法第89条に定める公金支出・公的財産供用の禁止との関係が争われる数

少ない立法例である。これについて、従来の憲法学は、一般に、沿革上の理由

を根拠とした最高裁の合憲論（最大判昭和33年12月24日）と同様に、いわば消

極的・弁明的な合憲論を展開してきた。

　しかしながら、このような合憲論は、沿革的理由を根拠とするにもかかわら

ず、明治憲法下の立法的努力や行政裁判所の判例などに対する然るべき考慮を

払わず、むしろそれを無視ないし軽視して組み立てられた立論であり、また、

政教分離の原則とともに現行憲法の基本原理を形づくる信教の自由への正当な

配慮を忘れた立論にすぎない（国有境内地処分法違憲論については、その批判

がより強く妥当する）。国有境内地処分法については、むしろ政教分離原則と

信教の自由との合理的調整を図ったものとして、積極的にその合憲性を認める

べきであろう。

　また、国有境内地処分法をめぐる立法事実と従来の憲法論との間には、大き

なずれがある。すなわち、憲法学は、国有境内地処分法の合憲性について、第

１条所定の無償譲与の問題を中心に議論してきたが、現行憲法や国有境内地処
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分法の制定時の議論をみる限り、むしろ同法第２条所定の半額売払制度こそ問

題視されるべきであった。

　（2）この点において、裁判実務の動きには注目すべきものがある。すなわ

ち、最高裁の沿革的合憲論（最大判昭和33年12月24日）の後、すでに述べた富

士山頂譲与不許可取消請求事件が生じたが、この事件では、いわゆる神体山信

仰の対象たる富士山８合目以上の土地が、同法第１条にいう「宗教活動を行う

のに必要なもの」に該当するかどうかが争われた。

　これについて第一審は、総司令部側からも問題視された国有境内地処分法第

２条の「いわばぬえ的性格」を指摘するだけでなく、上記の沿革をもつ社寺国

有境内地について、日本国憲法の施行に伴い従前の無償貸付関係を持続するこ

とが不可能となったからといって、その断絶を計ることは、私法的（財産的）

支配権を無視することになるだけでなく、社寺等に認められていた永久の無償

使用権を奪い、その宗教活動に重大な支障を与え、その存立を脅かすことにな

る旨を説いた（名古屋地判昭和37年３月７日）。

　その上告審も、日本国憲法の下において社寺等に対する国有境内地等の無償

貸付関係を持続することできないとしつつ、「これを清算するにあたり、ただ

単にその消滅のみをはかるとすれば、上記の沿革的な理由から従来社寺等に認

められていた永久、無償の使用権をゆえなく奪うこととなり、財産権を保障す

る日本国憲法の精神にも反する結果となるのみならず、その結果、社寺等の宗

教活動に支障を与え、その存立を危くすることにもなりかねないのであるが、

そのような結果は、実質的にみて特定宗教に対する不当な圧迫であり、信教の

自由を保障する日本国憲法の精神にも反する」ことを指摘していた（最三判昭

和49年４月９日）。

　（3）そうだとすると、本報告の冒頭で紹介した砂川市政教分離事件（最大判

平成22年１月20日）において、いわば積極的な合理的調整論を示した最高裁大

法廷の判断枠組みは、すでにこの富士山頂譲与事件において用意されていたと

言うことができよう。

　その意味において、国有境内地処分法をめぐる憲法史的考察は、立法・判例

と学説・憲法解釈との関係を問い直す契機を提供し、あるべき姿への見通しを
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示唆するように思われる。

注

１）付言しておくと、昨秋の報告に際しては、与えられた時間の関係から、本文に

掲げた諸課題のうち、Ⅱ以下を中心に検討するにとどめた。

２）以下の叙述における関係資料については、とくに大蔵省管財局編『社寺境内

地処分誌』（大蔵財務協会、1954年）、梅田義彦『改訂増補 日本宗教制度史〈近

代篇〉』（東宣出版、1971年）、文化庁文化部宗務課編『明治以降宗教制度百年史』

（1970年）などを参照。

３）以下の経緯については、大石 眞「いわゆる国有境内地処分法の憲法史的考察」

同『憲法史と憲法解釈』（信山社、2000年）204頁以下で詳しく取り扱っている。

４）その詳細については、大石・前掲書209 ～ 210頁を参照されたい。

５）なお、戸上宗賢「社寺領国有地処分の意義と影響」井門富二夫編『占領と日本

宗教』（未来社、1993年）239頁以下は、中田博士の後のもう一つの論考「徳川時

代における寺社境内の私法的性質」（国家学会雑誌30巻10・11号所載）を参考に

しつつ、社寺領の性格を論じるとともに、それがとくに仏教界における還付・下

戻し運動の「理論的支柱」となったことを指摘している。

６）新田邦達『宗教行政法概論』（敬文堂書店、1933年）219頁。

７）これを第二次宗教法案と称するのは、かつて国有土地森林原野下戻法が成立し

た後に宗教法案が帝国議会に提出された経緯があるからで、これを一般に第一次

宗教法案と呼んでいる（但し、同案には寺院等の国有境内地処分に関する規定は

見当たらない）。

８）この点については、大石 眞『憲法と宗教制度』（有斐閣、1996年）242 ～ 244

頁参照。

９）大石「いわゆる国有境内地処分法の憲法史的考察」前掲『憲法史と憲法解釈』

222 ～ 223頁参照。

10）砂川市政教分離訴訟については、周知の通り、最高裁の破棄差戻判決をうけて

破棄自判した札幌高裁（札幌高判第二民事部平成22年12月６日）を経て、その差

戻上告審判決も出ている（最一判平成24年２月16日）。

11）社寺境内地処分審査会は、中央審査会と地方審査会に分かれ、中央審査会は大

蔵次官を会長として大蔵本省に設けられた。

12）その後、1967年に、「神社、寺院、仏堂又は教会が境内地又は墓地等として使

用している普通財産」について、その処理の促進を図るために、大蔵国有財産局

長から各財務局長あてに「社寺境内地等として使用されている普通財産の処理に

ついて」という通知が出されている（昭和42年７月24日）。そこでは境内地を三

種に区別して、その処理方法を指定しているが、第一種はほぼ第二次国有境内地

処分法施行令第１条所定の各号に対応しているものの、同令には明記されていな
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い「社寺等が管理している墓地等」（墓地及びこれに準ずる土地）が登場してい

る。

13）以下の経緯については、大石・前掲書236頁以下において、第一次資料等を活

かしつつ詳しく分析している。




