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公有地上の宗教施設に対する
行政の対応と問題

─砂川政教分離訴訟最高裁判決の過剰な波紋─

矢澤　澄道（月刊『寺門興隆』編集発行人）

１、東日本大震災の中の政教分離問題

　北海道砂川市の市有地上に鳥居や祠、神社の表示など宗教的施設が存在する

のは憲法が定める政教分離原則に違反するにも拘わらず、市が同施設所有者に

その撤去および土地の明け渡しを求めないのは違法だと同市住民が訴えた「財

産管理を怠る事実の違法確認請求事件」について、先頃、最高裁が従来の目的

効果基準に加えて新たな基準をもって違憲判断を示し、のみならずその違憲状

態の解消の方策を示したことから、全国の自治体は改めて、政教分離行政の対

応を迫られ、かつ、関係宗教団体にも大きな波紋をもたらしている。その現状

を概観するのが本稿の課題である。が、それに言及する前に、同じく、行政と

宗教にかかわる問題として、まず、昨年３月11日の東日本大震災（2011年東北

地方太平洋沖地震）で明らかになったことなどをご報告させていただきたい。

　死者15,866人、行方不明2,946人（平成24年７月14日現在、警察庁発表）を

もたらした東日本大震災は、はからずも、わが国の政教分離の現状を浮き彫り

にした。これらについて、筆者が編集発行する月刊『寺門興隆』（興山舎刊。

以下「本誌」と略す）が取材したところなどを要約してお伝えしよう。

　地震、津波によって宮城県、岩手県、福島県などでは数日にして15,000人を

上回る死者が出た。各地の火葬場は被災するところもあり、また燃料不足から

荼毘を待つ遺体は増え続け数千に上ったという。やむなく、寺院境外地や公有
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地など墓地でないところに急遽、仮土葬に踏み切る自治体もあった。夥しい数

の土葬には自衛隊が動員され、供養を受けぬまま土が覆われた。

　宮城県仙台市においても事態は深刻で、震災から９日後の３月20日時点で、

身元不明の遺体だけでも621体を数え、当初、仮土葬も検討されたが、所持品

やＤＮＡ鑑定により身元が判明するようになると、火葬場を昼夜稼働させ（他

の自治体の支援もあり）、土葬を回避。身元不明のまま荼毘に付された遺体の

うち46体はその後も身元が分からず、市は翌４月、同市青葉区の市営葛岡霊園

の一角にプレハブで遺骨仮安置所を設け、同所にそれらの遺骨は安置された。

これを知った地域にある仏教寺院の住職らが読経供養のためにとこの遺骨仮安

置所を訪ねたところ、同所を管理する仙台市生活衛生課は僧侶らの立ち入りを

認めなかったのである。その理由を仙台市生活衛生課長はこう話した。

　「役所としては（どんなときでも）特定の宗教・宗派と繋がっているとの誤

解を受けることを避けなければならない。そのため引き取り手のないご遺骨に

対しても供養や特定の宗教を連想させる儀式は行わないよう判断した」

　また、大震災発生間もない仙台市営火葬場においても同様のことがあり、同

課長は「市が主催する火葬に宗教を介在させることは市としてはできない。も

し、仏式の葬儀をやっても感情を害する市民はいないかもしれないが、いるか

もしれない。また亡くなった方々の生前の信仰が分からない以上、特定の宗教

による儀礼を行うのは、故人の感情を思うと避けなければならないと考えた」

と述べている。明らかに、憲法の政教分離規定を念頭に置いた行政判断といえ

る。

　もっとも、同市では、遺骨仮安置所に遺骨を安置する際、職員が参列し、祭

壇に花を供えて線香をあげたという。事実、同所内には「御焼香所」が設けら

れ、花や香炉や線香やおリンも置かれていたのだ。「それは特定の宗教という

より、一般的な慣習として行ったもの」と同課長は釈明していた。何が政教分

離原則に反する特定の宗教行為なのか。推測するに、市が「御焼香所」を設置

する行為は一般の習俗であり、他方、そこで僧侶の焼香、読経を認めることは

特定の宗教に対する援助、助長、促進、また他の宗教への圧迫、干渉となる行

為であるという解釈、認識だったと思われる。
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　とはいえ、遺体や遺族らの対応に携わった市職員の大半が「お坊さんにちゃ

んとお経をあげてほしかった」と漏らしていた事実には、留意しなければなら

ないであろう。

２、超宗教による「心の相談室」と「犠牲者之霊」

　かかる事態、すなわち市営葛岡斎場（火葬場）や遺骨仮安置所への立ち入り

を拒否された僧侶らはこの問題の対応を同市中の各宗派寺院が加盟する仙台仏

教会に投げかけた。同仏教会の事務局長の話。「仙台市は一つの宗教への援助、

助長につながることは認められないという判断にひどくこだわっていました。

しかし市営葛岡斎場には津波で亡くなられた方々が自衛隊の手によって次々に

運び込まれ、一度に60体もの遺体が運ばれてきたこともありました。この凄惨

な現実を目の当たりにして何とか我々にできることをさせてくれないかと陳情

したのです。もとより火葬場や遺骨仮安置所の中で僧侶が読経することが他の

宗教への圧迫になるなどとは思ってもみませんでした。求められれば他の宗教

者も入れるべきでした」

　こうした中で仙台仏教会は、「一つの宗教への援助、助長」を乗り超えるべ

く、宮城県宗教法人連絡協議会、仙台キリスト教連合会、世界宗教者平和会議

日本委員会などと連携し、超宗教超宗派の対応の受け入れを市に諮った結果、

ようやく、同年４月いっぱい、市との妥協策として「心の相談室」を葛岡斎場

の２階に設けることができたのである。会長は吉永馨東北大学名誉教授（仙台

ターミナルケアを考える会会長）、事務局は東北大学に置き、毎日、相談室に

は仏教はじめ三宗教団体が常駐し、遺族などからの依頼に基づいて読経や弔い

が行われた。これにともなって、市職員と同席しないという条件で、僧侶の遺

骨仮安置所及び火葬場への立ち入りが許されるようになった。それは先の如き

凄惨な悲嘆の現実には、地域に根付いた伝統的な宗教者の慰霊の営みや協力を

政教分離原則から排除することはかえって社会通念上も一般市民感情からして

も大きな障害となることがある事実を示したといえる。

　一方、同じ被災地でも、仙台市と同様の対応をしたのではなかったことも、

政教分離原則の解釈、運用上の現実的な問題といえる。
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　たとえば、宮城県多賀城市では次々に運ばれてくる遺体や遺骨を安置し得る

施設がなかったため、同市では同市内の仏教寺院をそれらの一時安置所とし

て、「その後の慰霊祭も仏教会の僧侶と市職員が同寺に赴いて開催した」（同市

生活衛生課）。多賀城市では従来より身元不明の遺骨安置や慰霊祭を仏教寺院

で年１回行っており、これについて市民より政教分離規定上の指摘を受けたこ

とはないという。もっとも、寺院への謝礼は社会福祉協議会が遺骨保管料名目

で納めているとのことだ。同じく同県塩竃市でも、津波で亡くなった身元不明

の遺骨14柱を霊園に安置する際に市内６カ寺の住職らが法要を執り行ってい

る。「市では以前から海に身元不明の遺体が打ち上げられると僧侶に供養を頼

んでおり、それが政教分離原則に違反するとは判断しておらず、今回も同様に

対応した」と同市担当者は述べている。

　また、大震災犠牲者を慰霊する行事（四十九日、百カ日、一周忌等）をめ

ぐっても各自治体は「宗教者」の取り扱いに苦慮したといわれる。無宗教式を

標榜しつつも（実は、焼香に代えてする献花はキリスト教式ではないかという

見方もあるが）、宗教者を介在させた自治体と、それを一切排除した自治体が

あったことも、政教分離の問題として指摘しておきたい。

　ついでに付記しておくが、東日本大震災犠牲者に対して日本政府が公式に追

悼式を行ったのは震災から漸く１年も経ってからだった。平成24年３月11日、

東京都千代田区の国立劇場において天皇皇后両陛下を迎えて行われたその１周

年追悼式場の壇上正面、国旗の下に立てられた白木の大きな標には「東日本大

震災犠牲者之霊」と揮毫されていた。単に「犠牲者」ではなく、あえて「犠牲

者之霊」とあったことについて、あるいは政教分離問題を想起する向きがあっ

たかもしれなかった。

３、忘れられた八街町仏式町民葬最高裁判決

　ところで、先の火葬場や遺骨仮安置所への僧侶立ち入り拒否にしても、宗教

者を排除した追悼式にしても、実は、この種の政教分離判定についてはすでに

最高裁が明確な判断を下しているのである。すなわち、千葉県八街町（現・八

街市）仏式町民葬訴訟にかかわる平成５年10月28日・最高裁第１小法廷判決が
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それである。千葉地裁判決及び東京高裁判決を全面的に支持したものだが、概

略は、以下のとおり。

　八街町の元町長２人が相次いで亡くなり、各々、町民葬が行われた。いずれ

も市の助役、収入役、教育長、町会議長などで葬儀委員会を設け、葬儀委員長

には現職町長が就いて、町中央公民館で、それぞれの菩提寺の住職を導師に迎

えて行われた。町はこれに際し葬儀委員会へ補助金（各百万円）を交付、公民

館使用料は免除、町民葬への派遣職員への時間外手当を支出した。これに対し

て、住民１人が補助金の交付、町職員の派遣、公民館の使用などは憲法20条、

同89条の政教分離原則に違反するとして提訴したものである。

　千葉地裁及び東京高裁は原告の主張に対し、２人の元町長の各葬儀は実質的

には町民葬として町が積極的に支持、援助したことは明らかであると事実認定

し、その上で、当該行為が憲法20条の宗教的活動に当たるか否かにつき、まず

政教分離原則の解釈、運用を次のように規定した。

　《憲法20条及び89条が定める政教分離の原則は国家が宗教的に中立であるこ

とを要求するものであるが、国家が宗教となんらかの関わり合いをもつことを

全く許さないとするものではなく、宗教との関わり合いをもたらす行為の目的

及び効果に鑑み、その関わり合いがわが国の社会的、文化的諸条件に照らし、

信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、相当とされる限度

を超えると認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきであ

る》。いわゆる津地鎮祭訴訟最高裁判決の「目的効果基準」によるものである。

　かかるを前提として、次に、各町民葬の実施が政教分離の原則に反する「宗

教的活動」に当たるか否かについて、かく判断する。

　《本件各町民葬は、いずれも仏教の僧侶が所定の服装で、仏教に固有の方式

に則って行ったものであるから、それが宗教との関わり合いをもつものである

ことは明らかである。しかしながら、本件各町民葬は、本来遺族の行う葬儀に

ついて、町としても、元町長が生前町の発展に尽くした功績を讃えるために、

町長はじめ広く町内の各種団体、委員会等の代表者が構成員となって結成され

た葬儀委員会が主催者となって行う形式をとることにより、葬儀の格式を高

め、規模を拡大するとともに、これに全町的な意義、性格をもたせようとした
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ものにすぎない。そして、本来各町民葬を執り行った場所も寺院ではなく、一

般町民によって広く利用される八街町中央公民館であり、かつ、右各葬儀中の

宗教的儀式の部分も、町が積極的に勧めたものではなく、いずれも遺族の要望

により仏式と決めたものにすぎないのであって、本件各町民葬実施の意図ない

し目的の重点は、宗教的儀式を実施するということよりは、元町長の生前の功

績を顕彰することにあったものということができる》

　《葬儀は、通常何らかの宗教の方式に則って行われることが多く、その中に

は、故人又はその遺族が特定の宗教を信仰するがゆえに、特定の宗教儀式に

よって行われることもあると考えられる。しかしながら、現代においては、葬

儀が特定の宗教の方式で行われても、その宗教的活動を行うこと自体を目的と

してではなく、単に一般の習俗又は慣習に従い宗教の方式をとるにすぎない場

合も少なくなく、これに対する一般人の宗教的評価ないし宗教的関心は希薄化

してきている。そして、葬儀が特定の宗教固有の方式で行われても、それは、

必ずしも当該宗教に関する布教、教化、宣伝に寄与する目的、性格を有するも

のとはいえず、また、それによって参列者及び一般人の宗教的関心ないし意識

が特に高められることになるものとも考えられない。したがって、このような

葬儀の実施により、特定の宗教を援助、助長、促進するような効果をもたらす

ことになるものとは必ずしも認めがたいし、まして、他の宗教的活動に圧迫、

干渉を加えるものとは認められない》

　したがって、《本件各町民葬の実施は、憲法20条３項によって禁止されてい

る宗教的活動には当たらないものと解するのが相当である》《本件各町民葬の

目的、性格、効果及び支出金の性質、金額等から考えると、本件補助金交付が

特定の宗教上の組織ないし団体に対する財政援助的な支出に当たるとはいえな

いから、憲法89条に違反するものとは解し得ない》

　また、町民葬に町職員を派遣した行為は職員を宗教上の行事に参加すること

を強制したものであるから憲法20条、同法15条２項（すべて公務員は、全体の

奉仕者であって、一部の奉仕者ではない）に違反するとの原告の主張には、本

件各町民葬の実施が宗教的活動に当たらないものである以上、職員派遣行為は

違憲行為ではないと、原告主張をことごとく退けた。
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　同東京高裁判決を最高裁も合憲として支持したのは前述のとおりである。

　以上見てきたように、仏式町民葬を合憲と判断した最高裁判決の法理からし

て、今回の大震災に際する仙台市の対応、すなわち遺骨仮安置所及び火葬場へ

の僧侶の立ち入りを政教分離原則を理由として拒否した行為は一般市民感情は

もとより、先の最高裁判決（目的効果基準）への認識をも欠いた市当局の行き

過ぎた政教分離行政といわなければならない。

　無論、仏教僧侶側自体にも問題がないわけでないことも指摘しておきたい。

日本における仏教教団の成り立ちや沿革に起因することではあるが、周知のと

おり、主流仏教団体といえども、教義によって数10 の宗教団体に分流し、と

きには対立することも多々あることから、現に社会的に「仏教」そのものと評

価し得る統一的団体が存在し得ない事実が、行政側にとっても、一寺院、一僧

侶への対応判断が特定の一宗教への援助、助長という判断に帰着せざるを得な

い要因となったものといえないだろうか。一面とはいえ、いわゆる宗派分流主

義に陥ってしまった日本仏教の戻り得ぬ歴史的事実が今回の大震災犠牲者慰霊

に際する政教分離問題にも露呈したと見ることはできないだろうか。

４、愛媛県玉串料訴訟以来の最高裁違憲判決

　さて、本稿に課せられた北海道砂川市空知太神社訴訟（以下「本件」と略

す）の最高裁判決がもたらした関係方面、とりわけ行政および寺社等宗教団体

への影響を見よう。もとより、あらかじめ指摘すべきは、かかる問題の所在と

波紋は本件最高裁判決を超えて、明治政府の寺社領に対する土地政策の禍根を

も今に明らかにした事実にも留意しなければならないことである。

　本件の概要は、北海道砂川市（以下「市」と略す）の所有地を神社施設、す

なわち鳥居、地神宮並びに建物の外壁における神社の表示及び建物内の祠の敷

地として無償で使用させていることは憲法の定める政教分離原則に違反する行

為であって、市が同施設の撤去及び土地明け渡しを同施設の所有者である町内

会に請求しないことは違法に財産の管理を怠るものであるとして、市の住人が

砂川市長に対し、地方自治法242条の２第１項３号に基づき、上記怠る事実の

違法確認を求めた事案である。



198

　本件判決の法的解釈や評価については本稿の課題ではないが、明らかに、請

求は二つに分かれる。第一は市有地を前記、神社施設の敷地として市が無償提

供することについて、札幌地裁、札幌高裁、最高裁は憲法の定める政教分離原

則に違反すると判断したことである。最高裁が政教分離原則違反の有無を審理

した過去11件のうち、違憲判決を言い渡したのは、愛媛県が靖国神社、護国神

社の例大祭等に公金を支出して玉串料を奉納した愛媛県玉串料訴訟１件（平成

９年４月２日判決）のみだったことから、本件はそれに続くものとして、各方

面に大きな問題を提起したといえる。のみならず、公有地を鳥居、祠などを含

む宗教施設（神社物件）の敷地として無償提供することについて、最高裁が初

めて違憲判断を示したことから、国や自治体、さらに関係する宗教団体に少な

からざる衝撃をもたらしたことである。歴史的沿革を含めて、道路上の鳥居を

はじめ墓地などの宗教的施設が公有地上に存在するケースは、本件法廷におい

ても、原告側は「全国に２千件以上」と述べ、また被告側も「数千単位にとど

まらない」と証言しているとおり、かなりの数にのぼり、それらがすべて、違

憲状態にあると推認されかねない事態となったからである。

５、最高裁はなぜ新たな基準を加えたのか

　ここで注目すべきは、従来、最高裁が自治体と宗教との関わりについて判断

する際は前述のとおり「目的効果基準」を採用してきたところ、本件はこれに

加えて、新たな基準（以下「新基準」と略す）を示したことである。

　すなわち、《国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている

状態が（中略）信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当

とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当

該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供される

に至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の

事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当

である》として「経緯」「態様」「一般人の評価」「諸般の事情」「社会通念」に

照らして「総合的な判断」をすべきとしたのである。

　なぜこのような新基準を設けたかといえば、前記のとおり、本件同様のケー
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スが国、地方自治体を問わず全国各地に存在することを念頭に置いた、いわば

政策的な判断とみるべきかもしれない。

　それは、本件第二の請求においてより一層明らかになる。すなわち、かかる

違憲状態にある宗教施設につき、施設所有者にその撤去及び土地の明け渡しを

市が求めないのは違法であるか否かについてである。地裁、高裁は市に対して

撤去、土地明け渡しを求めないのは違法だと判決を下したところ、最高裁は神

社物件の撤去を請求することは氏子の信教の自由に重大な不利益を及ぼすこと

が自明で、撤去以外の方法があるのは明らかであるとして高裁判決を覆し、か

かる違憲状態を解消するためには施設の撤去、土地の明け渡しを求める他、合

理的で現実的な手段があると判決（高裁差し戻し、平成22年１月20日）したの

である。これを受けて同趣意により出された札幌高裁控訴審判決（平成22年12

月６日）を最高裁は容認し、判決は確定したのである（平成24年２月16日）。

高裁が示した違憲状態解消の主な手段とは、①神社の表示を撤去する、②鳥居

と祠の敷地として市有地を氏子総代長（町内会代表）に確実に実施可能な適正

賃料額で賃貸する、③賃貸予定地にロープを張るなどその範囲を外見的にも明

確にする措置を講ずる、というもの。これによって市有地上における宗教的施

設の違憲性が解消されるとされたのである。繰り返すが、この新基準の背景に

は、国公有地上にある数多の宗教的施設を念頭に置いた（関係方面に不必要、

多大な混乱を避けるための）政策的な判断があったといえないだろうか。

　また、一方、詳しくは触れないが、同時に最高裁（平成22年１月20日）は、

砂川市が市有地を富平神社の敷地として町内会に無償譲渡したことについても

判決を言い渡している。訴えの事実により、無償譲渡は宗教との関わりをもつ

ものであることは否定しえないが、市有地上に存在する神社において祭事が行

われている事態の解消を図ることを主眼とするものであり、また当該市有地が

もともと住民から寄附を受けたものであるという経緯等を踏まえて無償譲渡し

たのであるから、その目的は専ら世俗的なものと認められ、その効果も神社神

道を援助、助長、促進又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められな

いと判断し、無償譲渡を合憲としたのである。

　これらの判決によって、違憲状態を解消するためには、その経緯に鑑み、宗
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教的施設の撤去ないし土地の明け渡しではなく、土地の無償譲渡ないし有償譲

渡、賃貸借契約の方法が示されたといえる。

６、大阪市地蔵像最高裁判決の重さ

　上記判決を見つつ、あえて記しておきたいのは、既に周知の、大阪市地蔵像

訴訟のことである。大阪市旭区の市有地に町内会が建てた２体の地蔵菩薩像は

政教分離規定に違反するとして同市内のキリスト教会の牧師がその撤去と土地

の返還を求めた訴訟であり、本件とやや類似する事案である。この訴えについ

て、地裁、高裁、最高裁（平成４年11月16日第１小法廷判決）はともに目的効

果基準を採用し、原告の主張を棄却している。判決理由は省くが、大阪市が各

町会に対して地蔵像建立のために市有地の無償使用を承認した行為は、その目

的及び効果にかんがみ、政教分離規定に違反するものではないとした。つま

り、宗教団体ではない町内会が、寺院外に、伝統的習俗的民間信仰に基づいて

建立した地蔵菩薩像を撤去することも土地の明け渡しも、なおかつ、無償譲

渡、適正な土地賃貸料を町内会は市に払うべきだという判示もなされなかった

のである。ところでこの判決は、当時、全国各所の公道上に建てられてあった

（現在も多くある）交通事故犠牲者の慰霊、あるいは交通安全を祈って造立さ

れた地蔵像の取り扱いに憂慮していた関係自治体を一様に安堵させたことであ

る。しかし、同地蔵像最高裁判決と、今日の本件砂川最高裁判決とを両手にし

て（その整合性に憂慮を覚えつつ）、各地方自治体は新たに（前記の如き地蔵

像も含めて）、いかなる判断を迫られるものであろうか。

７、「市有地にある山門を撤去せよ」

　神社本庁は平成23年10月、全国の神社の約１割弱に当たる7200社について境

内地等の状況を調査した結果、約430社が公有地にあることが分かったと発表

した。これは全神社の約６％に当たることから、同種のケースは全国に4000社

以上あるものと推計できようか。それらがいままさに行政の仕分け作業にかけ

られようとしているのである。

　仏教界では現状、この種の統一的な調査は行われていない。しかし、深刻な
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事態を迎えている寺院が各所で現れ始めている。たとえば、本件最高裁差し戻

し判決が言い渡されてからひと月後、関東地方の寺院に突然、市役所から電話

がかかってきた。官吏は「おたくの山門は市有地にかかっている。ついては山

門を撤去しろ」と高圧的だったという。これに住職は「その土地はかつて寺の

土地を市に寄附したところの一部なのだから、むしろ寺に返すのが筋ではない

かと強く返事した」と憤慨している。同土地は市道であり、その市道に山門の

柱部分がはみ出してあるとはいえ、面積は三畳分に満たない。しかも平成２年

までは同寺の境内地だったのが、当時、同寺では庫裡客殿を建築することがあ

り、そのために建築基準法上道路の幅員を広げなければならず、当該境内地の

一部を市道として寄附してくれるならば建築許可を出すという旨の提案が市よ

りなされたものだという。これに応えて同寺は境内地約400ｍ、約500坪にわ

たって市に寄附したのである。そのうち1.5坪程度に旧来からの山門の柱がか

かっている、ついては山門を撤去し土地を明け渡せと市が要請してきたという

ケースである。しかしもし「経緯」「態様」「一般人の評価」たる新基準に即し

て見れば、本件判決および富平神社判決の通り、違憲状態を解消するために市

が当該市有地を寺院に無償譲渡したとしても違法ではないと解釈し得る事例と

観測できないだろうか。住職の憤りが理解できよう。

　要するに、本件判決の内容や意図を吟味し正しく理解しようとしない行政と

宗教団体とが軋轢を生じせしむる不幸な事象が起こり得る事態となっているの

である。

　もう一例。神奈川県鎌倉市の寺院の山門から仏殿に至る石畳の参道約100ｍ

ほどが、外見上誰もが寺有地と認識し得るにもかかわらず登記簿上は市有地と

なっているケースである。かつて同寺の境内地であったものが明治政府の上地

令によって召し上げられ、のちに市道とされた経緯がある土地である。この不

自然な登記簿状態を解消するため同寺が市に払い下げを求めたところ、市が示

した払い下げ価格は数千万円とされ、同寺が困窮しているケースである。仮に

歴史的経緯など新基準に重きをおけば、前例同様、無償譲渡の可能性がある事

案といえないだろうか。
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８、過去最大規模に発展し得る政教分離行政

　そこで、本件判決の影響について、本誌が各自治体、そして各宗教団体に調

査した主な結果を以下にお伝えしよう（一覧表（★ P138 ～ P141）参照）。た

だし、判決からわずかの間の調査であるだけに、いずれも断片的な結果である

ことは否めない。また、各自治体によりその後の進捗ないし変更もあるだろ

う。とはいえ、全国的に各自治体が政教分離規定を前提にして一斉に調査、対

応を模索せざるを得なくなったのは護国神社及び忠魂碑の件以来、過去最大規

模の問題に発展しつつあることは隠せない事実といえよう。現に、本件の第１

審札幌地裁違憲判決（平成18年３月３日）に始まって、さらに本件最高裁差し

戻し判決（平成22年１月20日）以降、全国紙、地方紙各紙は違憲状態にあると

され得る宗教的施設に関する報道を繰り返すようになったのもその一例であ

る。

　かかる行政の対応について、まず、本件の地元である北海道の自治体の動向

から概観しよう。　

・北海道旭川市では、札幌地裁が本件空知太神社については違憲判決、富

平神社については合憲判決を言い渡した段階で事態への対処を行った。市

有地に４つの神社があり、うち３神社に市有地を無償提供していることを

確認。その形態は本件空知太神社と同様に施設管理者は宗教団体ではなく

町内会であることから、町内会住民と協議し、①神社を隣の民有地に移転

する、②町内会が市有地を買い取る、③市と町内会とが賃貸借契約を交わ

す、ことで違憲状態を解消したという。

・北海道庁は神社１件に庁有地を無償提供しているが、これについて、知事

は「土地は売却するのが理想だが、有償貸与で調整を進めたい」と述べて

いる。道庁財産管理課の担当者は「元々は国有地だったところを北海道に

譲渡された土地であり、昭和30年代に漁業研究センターとして使われてい

たが、漁業組合の関係者が魚霊を供養するためにと神社を建てたもの。そ

の後、管理者は地元の町内会となったため、これを改善するため、庁は相

当前より町内会に有償貸与を求めてきたが、町内会に財力がなく、鳥居や
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建物の敷地部分に限っての貸し付けを提案しているものの、交渉は難航し

ている」という。なお当該175㎡の賃貸料は年35万円とのことだ。ちなみ

に、道庁所有地195カ所に宗教施設が存在するとの報告もある。

・札幌市では当初、無償貸与の宗教施設はないとしていたが、その後の精査

で、市有地（道路や公園）になる以前から鳥居や祠など神社８件に無償貸

与されていることが判明し、さらに調査すれば増えるとの見方を示してい

る。対応は検討中としている。・室蘭市は神社５件に市有地の無償提供を

確認し「戦前から存在するが経緯は不明。何ら契約書もないので改めて何

らかの契約をする方針」（市担当者）。 ・苫小牧市は同じく７件の無償提

供について「判決は無視できないが、売却や有償貸与は住民の負担になる

ため、住民と話し合いをする」（同）。 ・北広島市は神社２件の無償提供

を確認し「違憲となった以上解消しなければならない」（同）としている。

９、鎌倉市と横浜市の事例で分かること

・一部前述したが、寺社多数がある古都、神奈川県鎌倉市では平成22年１

月21日から29日にかけて行った「市有地内の宗教的な施設の有無について

の調査」の中間結果（同年２月２日管財課）を公表している。それによる

と、市有地に大本山建長寺、長谷寺、浄光明寺などの寺院施設18件（33

筆）、諏訪神社、熊野神社など神社４件（４筆）、霊園２件（３筆）、地蔵

像２件（２筆）の計26件（42筆）が確認されている。これについて市管財

課は「いずれも現状、歴史的経緯や土地の由来から特に問題になるとは考

えていない。今後は売り払いなどを進める予定だが、それも寺社からの申

請があった場合で、時価の半額が目安。また道端の祠や地蔵像は文化財と

して、宗教性はないと考えている」と述べている。なぜ同市に該当寺社が

多いのかについては、古都という歴史的な状況に加えて、①非宗教法人で

管理者がいないケース、②慣習として寺社内を地域の住民が通り道として

使用しており、境内地ではなく市道とされたケース、③寺社内に今は廃止

された水路や河川、崖などの国有地が含まれているケースに分けられると

いう。記録も現存せず、不明な点も少なくない。なお③のケースは公図
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が青く塗られ、青地と呼ばれるが、今なお境内地の中にある例が多いとい

う。市道の中に寺社の土地が入り込んでいる例もあり、それらを厳密に分

離することはかなり難しいと市が見ている印象だった。

・神奈川県横浜市（行政運営調整局財産管理課）でも本件判決２カ月後に

「市有地における宗教施設の設置状況について」調査を行い、同平成22年

３月８日に結果を公表した。それによると49カ所が該当し、このうち鳥居

や祠など神社に類する施設は41カ所、寺院の一部や墓地などが８カ所。鳥

居や祠などは古くからその場にあり、市が所有地となった際には存在して

いたものが多数。墓地６カ所については神奈川県令の公布により明治41年

から昭和23年までの間、市町村以外は墓地の新規経営等ができなかったこ

とから、寺院等が墓地経営を行うために、同市が名義上土地の寄附を受け

て同墓地を無償貸与しているものがある。今後、宗教性の有無や設置状

況、過去の経過などを案件ごとに調査し、有償払い下げ、有償貸与を検討

するとしている。しかし経緯などによれば、無償譲渡（返還）が妥当かと

思われるケースもあるように思われるが、それについて同市は「寄附など

の経緯を調査中である。市有地に宗教施設があるのは特定の宗教団体に市

が支援しているのではなく、公共事業に協力してもらい寄附していただい

たものもある。今後は工作物等の道路占有許可などの手続きの中で法令、

条例などに照らして必要ならば使用料の減免などを検討する」（市財産管

理課長）と述べるにとどまった。もっとも先の墓地６件については無償譲

渡の可能性もあり得るだろう。

10、寺社領収奪史を隠蔽する二者択一行政

　以上、地方自治体の対応などをサンプリングしてお伝えしたが、その他は別

掲の一覧表をご覧いただきたい。これらを総括すると、行政の対応にはやや差

異が見られるものの、現状は次の４点に集約されよう。（1）政教分離規定上、

違憲状態と思われる物件の事実とその経緯の調査。（2）対象物件が宗教施設に

該当するか否かの判定。（3）宗教性など違憲状態にある物件に対する対処方法

の検討。すなわち違憲状態を解消するための有償譲渡、有償貸与、ないし該当
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物件が寄附された経緯が確認できれば無償返還の検討など。（4）該当物件の所

有者、管理者との直接交渉。

　いずれにせよ、第一に、施設所有者である宗教団体や町内会がどのような意

向をもっているかによって行政の現実的な対応は異なるものとなろう。なかに

は、国や地方自治体の対処の仕方によっては紛争、そして訴訟となる物件も現

れるやもしれない。

　とすれば、ここで最後に触れておきたいのは、明治政府の寺社領に対する土

地政策である。その詳細は本稿の任ではないが、今回の本件最高裁判決を皮相

的に受けて、行政が今に至った経緯を考慮せず（先の関東地方の寺院の例のよ

うに）、現状のみにより仕分けを行い、買い取りか、賃貸借契約かの二者択一

を寺社等に迫るとしたら、これまで平穏だった信教の自由を著しく損なう行き

過ぎた行政とならないだろうか。かてて加えて、今日においても、明治政府が

行った上地令によって召し上げられ、未だ国公有地に編入されたままである境

内地、墓地などについて、「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」（昭和14年４月法律78号）及び「寺社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月法律53号）に基づき、寺社等が無

償返還訴訟を提起し、寺社側が勝訴となるケースも見られるのである。なおか

つ時効取得による判決も現に下されているのである。

　こうした事実や認識があるにもかかわらず、行政があえてそれらを看過し、

本件最高裁判決のみを奇貨として寺社等に先のごとき二者択一を迫るとした

ら、「一般人の評価」「社会通念」「総合的な判断」に基づく最高裁判決の法理

にもとることといえないだろうか。

　国公有地を宗教施設の敷地として無償貸与している状態が政教分離規定に違

反するか否かを判断するに「目的効果基準」さらに「新基準」を慎重に考慮

し、旧来より容認されてきた信教の自由に重大な不利益となる、一般人も評価

できないような権力的、過剰な対応を宗教団体や町内会などに迫ることのない

よう官公庁の担当者には求めたいところである。もとより、いうまでもなく、

過去に政府が犯した寺社領収奪の暴挙を隠蔽する目的で本件最高裁判決が言い

渡されたわけでは決してないのであるから。



全国の自治体で判明した公有地上の宗教施設と各自治体の対応

所有自治体
公有地上に寺院、神社の
施設などが確認された例

自治体の見解と対応

北　

海　

道

北海道
神社１件に無償提供（長
年、町内会と道が売買交
渉を続けるも成立せず）

「元々は国有地だが北海道に譲渡された土
地。昭和30年代には漁業研究センターの敷
地だったが、魚霊を供養するため神社が造
られた。その後、管理者は地元町内会と
なった。有償貸与の交渉中だが町内会に財
力はないため鳥居や建物の敷地部分に限定
しての貸し付けを提案している。それでも
175㎡で年間35万円」と財産管理課の担当者

札幌市

神社８件（鳥居、公園や
道路に祠）。ほとんどは
市有地になる以前から存
在した

８件確認されたが、それ以外にもある可能
性があるので、目下詳しく調査中

旭川市
神社４件（有償貸与２
件、移設１件、売却済み
１件）

判決が出る前に対応済み。無償貸与のもの
は隣地（市民の土地）に移設した

室蘭市 神社５件に無償貸与
戦前からあり経緯は不明だが契約の書面も
ないので何らかの契約をする方針

苫小牧市 神社７件に無償貸与
判決は無視できない。しかし売却や有償貸
与は住民の負担になるため、住民と話し合
いをする予定

北広島市 神社２件に無償貸与 違憲となった以上解消しなければならない

青森県
五所川原市の神社４件に
無償貸与

「貸付台帳をチェックしたが宗教施設への貸
し付けはなかった。小さな石碑や祠などは
あまりないのではないか。もしあれば使用
許可か貸し付けをするか、条件に合致すれ
ば売却。施設を見てみなければ分からない」
と財産管理課の担当者 

岩手県
盛岡市などの祠７件に無
償貸与（うち２件は町内
会が所有）

検討中。把握しきれていない祠もあるので
継続して調査をする

宮城県
仙台市

寺院３件、神社４件に無
償貸与

いずれもかつて市に寄附されたものだが、
有償貸与、売却などを検討中

山形県
米沢市

祠など３件に無償貸与
「特定の町内会が使用している祠で、宗教性
はなく問題はないと判断した」と管財課の
担当者

千葉県
市川市

祠や鳥居３件（無償貸与
１件）

「無償貸与のケースは自治会が使う土地の10
㎡ほどに鳥居と祠が建つもの。違憲状態解
消のため有償貸与の方向で協議を進めてい
る」と管財課の担当者
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東京都

寺社15件（有償貸与４
件、無償貸与11件）。寺
院は路傍の地蔵のみ。境
内地内の道路や河川は除
外して調査したが、これ
らは年２、３件有償譲渡
している

法に抵触しているところに関しては対応を
進めている。魚河岸の水神や市場の金毘羅
権現などがほとんど。管理者がおらず、対
応できないケースもある

神　

奈　

川　

県

横浜市

鳥居や祠41件、寺院２
件（境内地に市道）、墓
地６件（県令により明
治41年から昭和23年ま
での墓地新規経営は市
町 村 以 外 で き ず 市 が
寺 院 か ら 土 地 の 寄 附
を受けて、無償貸与） 

「基本的には有償譲渡か有償貸与。しかし、
経緯をたどると市に寄附された土地に宗教
団体の工作物が残存しているケースもある。
その場合は道路占有許可などの手続きの中
で、法令や条例などに照らして使用料減免
などを検討する」と財産管理課の担当者。
なお、墓地の６件は寄附の経緯から考える
と無償で返還されるべきものかもしれず、
市の財産管理上課題を残しているとの認識。

川崎市 鳥居１件に無償貸与
違憲ととられかねないケースなので対策を
講じる予定だが、管理者は不明

相模原市 神社７件に無償提供
宗教性の有無などの事実関係を調べ、諸般
の動向を踏まえて対処したい

横須賀市
神社２件（無償貸与だ
が、市の開発により、移
転したもの）

宗教施設ではなく歴史的・文化的遺産とい
う認識。推移を見守りたい

平塚市 神社１件に有償貸与
平成21年９月、氏子会と有償貸与を合意し、
同22年２月から年13万円で貸与

鎌倉市

寺院18件、地蔵２件、霊
園２件、神社 ４件の計
26件。青地や法面（斜
面）だ った所が大半で、
占有は神社１件のみ

神社は管理者がおらず宗教行為もしていな
いため対応せず。青地や法面は売り払いを
進めていく予定。また寺社より申請があれ
ば時価の半額で譲渡の予定

小田原市 祠１件に無償提供 世話人から経緯を聞き、調査する方針

逗子市 神社２件に無償貸与
空知太神社とほぼ同じで放置できない。譲
渡や有償貸与を検討中だが、宗教法人では
なく管理者もいない 

厚木市

神社４件（無償貸与。 
昭和35年、市が誕生する
際、公園となった所と、
団地造成などの際、緑地
として市に移管された所

地元の管理者と話し合って対応していきた
い

座間市 祠１件に無償提供
平成８年、市と氏子会で宗教施設ではなく
地域のためのものであるという「覚書」を
交わしたため違法性はない
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神
奈
川
県

南足柄市

寺院１件（公民館の一角
に建つお堂。自治会が年
１回、僧侶を呼び法要を
行っている）。神社１件

（公園内に建ち自治会が
夏祭りや節分に利用して
いる）

歴史的な経緯もあり、市が宗教施設かどう
かの判断はできない。今後、専門家や地域
住民に話を聞くなどしたい

新潟県
「あるかもしれない」と
の見解

「貸付台帳に宗教法人はなかったが台帳に載
らないものはあるかもしれない」と管財課
担当者

山
梨
県

山梨県
富士吉田市など神社７件
に無償貸与

対応は未定

甲府市
数件（調査済みだが非公
表）

「どの程度宗教性があるのかを歴史的経緯を
含めて調査している段階」と契約管財室の
担当者

長野県 対象物件なしとの見解
「毎年、県有財産を調べており、宗教施設が
建つ例はない」と総務部管財課の担当者

岐阜県 対象物件なしとの見解
「貸付台帳に該当するものはなかった。小規
模施設の報告もあがってきていない」と管
財課の担当者

静
岡
県

静岡県
12件に無償貸与（社、鳥
居、参道８件、地蔵堂１
件、慰霊碑３件）

「県有地に宗教団体が管理している施設はな
かったが、各施設の宗教性の有無を調査中。
宗教・習俗の判断基準は明確に設けている。
たとえば、法要や慰霊祭などが宗教的行事
として行われていない慰霊碑は宗教性はな
いと判断。他自治体の対応も聞き対処した
い」と財務局管財課の担当者

三島市
５件に無償貸与（祠３
件、神社２件）

「対応は検討中。違憲とならないよう有償貸
与などを他自治体の対策を見ながら考えた
い。とはいえ各施設に経緯があり一律な対
応はできない。町内会の多くは地縁団体の
登記もしていないので条例的には有償譲渡
もできない」と管財課の担当者

藤枝市 17件に無償貸与

「公図からではなく市内の自治会・町内会に
依頼して調査した。一番の解決は分筆して
払い下げだが、どこまで信仰の対象と捉え
るかが難しい。地元に思い入れがある施設
の場合もあり、乱暴な対応はできない」と
総務部管財課の担当者

愛知県
「あるかもしれない」と
の見解

「基本的にはないが、祠などはもしかしたら
あるかもしれない。もしあった場合は宗教
法人だからといって無償で提供できるとい
う規定はないので、基本的には有償貸与と
なる」と財産課の担当者

京都府
京都市

市場内に神社の分社（無
償貸与）

判決後に地域住民からなる奉讃会と有償貸
与契約締結
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大阪府
「あるかもしれない」と
の見解

「調査していないが特定の宗教団体に貸して
いる例はないだろう。地蔵など習俗的なも
のは宗教施設と特定できないと思う。河川
買収地や道路用地には祠等があるかもしれ
ない」と財産活用課の担当者

兵庫県
神戸市

「あるかもしれない」と
の見解

「山林の中に祠や慰霊碑などが祀られている
ことがあるかもしれないが、そこまでの調
査はできていない。公園や河川などは部署
が異なり調査はしていない」と管財課の担
当者

鳥取県
境港市の神社数件に無償
貸与

譲渡の受け皿がない土地もあるので対応は
検討中

広島県
広島市の神社１件に無償
貸与

「神社に便宜は図っておらず、違憲とは考え
ていない。社会通念上、施設撤去や土地明
け渡しはできないので、有償売却の交渉を
したい」と担当者

山口県 不明 「調査はしていない」と管財課の担当者

徳島県

徳島市の徳島地裁内に祠
があった平成19年に市内
の神社に移転した。道端
の祠などは現在調査中

（無償貸与）

名もない祠も多く、調査中の自治体が多い
が「集落の人が建てて守ってきたものが違
憲なんて困る」との市民の声もある

愛媛県
地蔵、祠、鳥居など54
件。久万高原町に祠１件

（無償貸与）

宗教性はないと判断している。特定宗教に
便宜をはかっている例はない。地縁団体に
譲渡も検討中

高知県

無償貸与３件（公園内に
動物供養の社や鳥居、河
川区域内に神社、道路に
交通安全祈願の碑）

「いずれも宗教法人とは関係のない施設のた
め、宗教性はなく便宜供与には当たらない
と判断した。地蔵や祠など土俗的なものは
かなりあった。これについては地元の人が
祀っているだけなので法的な問題はないと
判断した」と管財課の担当者

佐賀県

鳥栖市、佐賀市、嬉野市
などに神社３件、祠４
件。個人が町に寄贈した
ケース、経緯不明のケー
スなど（無償貸与）

有償譲渡を検討の自治体もあるが「苦情が
あれば対応」「住民のよりどころなので対応
は難しい」 とする自治体もある

長崎県
長崎市

碑１件、神社数件

「市所有の公園内にキリスト教の日本26聖人
殉職記念碑がある。個人的には宗教という
より歴史的文化的施設という感じはする。
市町村合併により把握できていないところ
もあるが、神社への無償貸与はあると思う。
祠、石碑など小規模なものは宗教施設かど
うかの区別が難しく把握できていない。国
に指針を出してほしい」と管財課の担当者

（平成23年10月／月刊 『寺門興隆』 編集部調べ）
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