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はじめに

　2010年1月20日、最高裁判所大法廷は、財産管理を怠る事実の違法確認事件

（平成19（行ツ）260号）において、砂川市有地の無償提供が憲法89条、20条1

項後段に違反すると判示した。このいわゆる空知太神社政教分離判決は、全国

各地の寺院や神社に大きな衝撃を与えた。というのも、現在も公有地（私有地

に対する用語で、国有地および地方公共団体が所有する土地）上に寺院や神社

の宗教施設が存在する例が多数報告されており、もしこれらを巡って今後裁判

となった場合には、空知太神社の場合と同様、違憲判決が出される可能性があ

るからである。

　なぜこのようなことが起こってしまったかを考えると、以下のような明治以

降の土地政策にその原因があったと思われる。

　明治政府は、明治4年の「社寺領上知令」とそれに続く「地租改正」によっ

て、土地の官民有区分を推し進めた。その結果、多くの官有（民有に対する用

語で、当時は国有と思われる）境内地が生じた。

　ただし、明治4年5月の太政官布達第258号は「墓所ヲ除クノ外」という例外

を設け、墓所つまり墓地は上知の対象から外された。

　しかし、地方によってはこの布達の意向が十分に伝わらずに、上知された寺

院墓地が多数あった。その後、寺院側から墓地のみならず、上知された境内地

の返還請求訴訟が提起されたことから、明治32年「国有土地森林原野下戻法」、

大正10年に「国有財産法」（大正10年法律第43号）が制定され、寺院境内地は

「無償貸付地たる」雑種財産とされた。
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　昭和14年に至って「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年法律第780号）が制定され、寺院境内地処分審査会が発足した。

これにより、寺院境内地の無償譲与への道が拓かれた。昭和16年3月11日、審

査会第1回会議が開催されたが、第二次世界大戦が激化したため、昭和18年10

月30日に開催された第6回会議を最後に、処分事務は一応停止されることと

なった。

　戦後、日本国憲法の施行に伴う政教分離原則との関係から、「社寺等に無償

で貸付けてある国有財産の処分に関する法律」（昭和23年4月8日法律第53号）

が制定された。この法律に基づいて、中央・地方に設置された社寺境内地処分

審査会等によって、無償譲与が行われたが、審査会等による審査は、昭和27年

に終了した。

　この結果、明治初期の上知処分によって官有地となった寺院境内地の中に

は、無償譲与されないまま、公有地となった社寺境内地（墓地も含む）が残る

こととなった。

　その後、社寺等の宗教法人の中には、裁判によって国や地方公共団体を相手

として所有権そのものを争うという事例も現れてきた。

　以上の経緯を踏まえ、本稿はまず、社寺領上知令の成立過程とその実施状況

を考察する。その上で、現在も数多く存在する公有境内地の違憲状態解消のた

めの二つの方法について検討する。一方は、上知処分そのものの違法性を争っ

て土地所有権の確認を求めるものであり、他方は、取得時効を援用して土地所

有権の確認を求めるものである。

１、社寺領上知令の成立

　明治政府は、明治元年五月二十四日第四百十八（万石以下ノ領地並寺社領共

最寄府県ニ於テ支配セシム）１）を通達した。

　　第四百十八　五月二十四日

　　　以来万石以下之領地並寺社領共其国々最寄之府県ニテ支配可致事

　　　右之通被仰出候間末々迄不洩様相達可申者也

　これによって、社寺領は当該土地が存在する府県が支配することとなった。



213公有境内地と時効取得

しかし、当時の府県制はまだ十分に機能しておらず、実際には江戸時代と同様

に各社寺が支配していたものと思われる。

　なお、村山廣甫は、社寺領上知令が公布されるに至った沿革の最初に、この

第四百十八をあげている２）。

　さらに、同年十二月十八日第千九十六（身分違ノ者町村ヲ購買スルトキハ代

人ヲ出シ課役ヲ負ハシム）３）が布告された。

　　第千九十六　十二月十八日（布）（行政官）

拝領地並社寺等除地之外村々之地面ハ素ヨリ都テ百姓持之地タルヘシ然

ル上ハ身分違ノ面々ニテ買取候節ハ必名代差出シ村内之諸役無支為相勤

可申事

一右同断町分之地面ハ向後都テ町人名前ノ券状タルヘシ然ル上ハ身分違ノ

面々ニテ買取候節ハ必名代差出シ町内之諸役無支相勤サセ可申事

　　右之通相心得候様被仰出候事

　この布告は、拝領地や社寺等の除地以外の土地は、百姓持ちとし、さらに、

同断とあるように、拝領地や社寺等の除地以外の町方の土地は、町人持ちとし

たものである。それでは、社寺地はどのような扱いとなったかであるが、何の

規定もされてない以上、従来通りと考えざるを得ない。つまり、名目上は府県

の支配と考えられるが、実際は依然として社寺持の土地として扱われたものと

思われる。

　そして、明治四年正月五日第四（社寺領現在ノ境内ヲ除クノ外上地被仰出土

地ハ府藩県ニ管轄セシム）４）によって、社寺領の内、現在の境内を除いてそれ

以外の土地が上地されることになった。

　　第四　正月五日（布）

諸国社寺由緒ノ有無ニ不拘朱印地除地等従前之通被下置候処各版籍奉還之

末社寺ノミ土地人民私有ノ姿ニ相成不相当ノ事ニ付今度社寺領現在ノ境内

ヲ除ノ外一般上知被仰付追テ相当禄制被相定更ニ廩米ヲ以テ可下賜事

　　　但当午年収納ハ従前之通被下候事

一領知ノ外ニ旧政府並領主等ヨリ米金寄附ノ分依旧貫当午年迄被下候向モ

有之候処来未年ヨリ被止候事
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　　　　但家禄ノ内ヲ以テ寄附致候儀ハ別段ノ事

一上知ノ田畑百姓持地ニ無之社寺ニテ直作或ハ小作ニ預ケ有之分年貢諸役

百姓並相勤ルニ於テハ従前ノ通社寺ニテ所持致シ不苦候事

　　　　但地所ニ関係ノ事務ハ村役人差図可致事

　　右之通被仰出候條府藩県ニ於テ管内ノ社寺ヘ可相達候事

今度社寺領一般上知ノ儀別紙ノ通被仰出候ニ付是迄支配致候府藩県ヘ土地

更ニ管轄被仰付候事

　　　但高帳ハ追テ可相渡事

一禄制御改革ニ付テハ元有禄之社寺ニテ是迄召仕候譜代ノ家来共三代以上

元給禄高二代以下勤年数二十ケ年以上五ケ年以上譜代新規抱等ノ差別ヲ

ナシ管轄府藩県ニ於テ人名取調可差出事

　　　　但一季抱ノ分ハ不及差出事

　　右之通相達候事（庚午十二月可相達分ヲ是日発令相成ニ付此処ヘ挿入ス）

　　  （参照）○二月五日　　　松代藩

先般社寺領一般上知被仰付是迄支配致居候府藩県ヘ土地更ニ管轄

被仰付候段先般相達置候処其藩附属信州水内郡元善光寺領之儀ハ

御詮議之趣有之中野県管轄被仰付候條此旨相達候事

　　　　　　○二月五日　　　中野藩

　　　　　　従前松代藩附属信州水内郡元善光寺領自今其県管轄被仰付候事

　この布告によれば、版籍奉還が行われたにもかかわらず、社寺領のみが従来

のままであることは相当でないため、現境内だけを残し、他は国に上知（没

収）するというものである。ただし、これらの処分は当該社寺を管轄する府藩

県が担当するというものであるが、この布告には処分方法について何も触れら

れていない。

　なお、上知処分の代わりに、社寺等へは後日禄米を支給するが、今年の田畑

の収納については、従来通り行ってよいというものであった。

　ここで問題となったことは、上知処分が各府藩県に任されたため、現境内地

の線引きを巡って各府藩県（各地域）で違いがあったことである。特に寺院に

おいては、現境内地を厳格に解釈した地域では、本堂と庫裡以外は現境内と認
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区　分 件　数 数量（坪）

神　社 76,082 94,523,224

寺　院 30,440 24,788,164

教　会 35 12,746

計 106,566 119,324,134

めず、仮に他の宗教施設があったとしても上知処分を行った地域もあったよう

である。

　また、寺院墓地についての取扱も一定しておらず、上知処分を免れるために

檀家総代名義で地券の発行を受け、あるいは檀家の共有墓地とした地域も少な

からず存在している。

　ところで、岩本由輝は、2008年以降、宮城県（旧城下仙台）の事例ではある

が、上知処分と寺院墓地との関係を明らかにした論文を3回にわたって発表し

ている５）。詳しい内容については、後述する仙台地方裁判所事件の中で触れる

ことにする。

　その後、昭和14年の「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６）」や、昭和23年の「社寺等に無償で貸付けてある国有財産の処分に関す

る法律７）」に基づいて無償で払い下げを受けた社寺地もあったが、国有地また

は公有地のまま現在に至っているものも多く存在している８）。

　ちなみに、昭和22年3月31日当時、国有財産台帳上、境内地として社寺等に

無償で貸し付けられている土地は、次のとおりであった９）。

　なお、昭和23年の法律に基づく申請件数は、お寺2万2082件、神社6万2303

件、教会88件、合計8万4443件にも及んだ。しかし、申請のすべてが認められ

たわけではなかった10）。

　ところで、最高裁判所は、国有地である寺院等の境内地を、当該寺院等に無

償譲与すること、および時価の半額で売却することと憲法89条との関係につい

て、次のように判示している。

　昭和33年12月24日　最高裁判所大法廷判決（土地明渡請求事件）11）

　「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（昭和二二年
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法律五三号により改正された昭和一四年法律七八号）において、国有地である

寺院等の境内地その他の附属地を無償貸付中の寺院等に譲与又は時価の半額で

売り払うことにしたのは、新憲法施行に先立つて、明治初年に寺院等から無償

で取上げて国有とした財産を、その寺院等に返還する処置を講じたものであつ

て、かかる沿革上の理由に基く国有財産関係の整理は、憲法八九条の趣旨に反

するものとはいえない。」

　これによれば、最高裁自身も上知処分された土地を「明治初年に寺院等から

無償で取り上げて国有とした財産」と認識しており、無償で貸し付けたままで

あれば、新憲法の公布・施行によって憲法89条の趣旨に反するおそれがある。

そこで、「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」を施

行することによって、憲法問題となる前に国有とした財産をその寺院等に返還

する処置を講じたものであるとしている。

２、土地所有権（上知処分）そのものを争った事件

　昭和23年の「社寺等に無償で貸付けてある国有財産の処分に関する法律」に

基づいて無償払い下げの申請が認められた社寺はともかくとして、申請が認め

られなかった、あるいは法律の施行を知らずに自己の所有と信じて申請を行わ

なかった寺院等が、所有権の確認を求めて裁判で争う事例が出現した。

　その中で、明治初期の上知処分そのものに誤りがあり、当該土地（墓地）の

所有権は寺院側にあるとして争ったのが、仙台地方裁判所　昭和35年（ワ）第

473号（墓地所有権確認請求事件）である。なお、この事件の原告は、市内

109 ヶ寺（当時市内の145 ヶ寺の内、墓地を有するものは116 ヶ寺）で、被告

は仙台市であった。

　ところで、前述した岩本由輝の論文は、明治期以降の仙台市の寺院墓地処分

について詳細に述べられているので、まずはその点について明らかにしておく

必要ある。

　宮城県が成立したのは、1876（明治9）年のことであったが、明治政府の方

針にもとづいて、地租改正の過程で寺院墓地を共葬墓地としたことがうかがわ

れる。しかし、旧城下である仙台のように、寺院による檀家制度が確固として
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あったところでは、そこを共葬墓地とすることは実際には難しく、同宗檀家の

共有墓地として扱われるものがほとんどであった。

　仙台区は、1889（明治22）年に市政を施行し仙台市となったが、寺院墓地は

明治政府が打ち出した共葬墓地の例外として、同宗檀家の共有墓地として扱わ

れてきたものを仙台区から引き継ぐ際に、共有墓地とされた地域の周辺を仙台

市有地として登記してきた。

　この結果、1920年代に入ると、墓地の境界があいまいになり、さまざまな問

題が生じてきたため、仙台市は1926（大正15）年から1928（昭和3）年にかけ

て墓地調査を実施した。

　ところで、仙台市は、1925（大正14）年に新寺小路の大林寺など7名を相手

取って「大正14年（ワ）第252号、所有権確認建物引渡請求事件」を仙台地方

裁判所に提起している。これに対し、仙台地方裁判所は1928（昭和3）年4月17

日に仙台市勝訴の判決を下している。

「仙台市新寺小路ト長泉寺横丁トノ西北角ヨリ南方、長泉寺横丁西側五十九

間ノ地点ヲ基点トシテ、之ヨリ同横丁ニ沿ヒ三十七間ノ地点ニ至ル線ノ西

部、南ハ同市新寺小路二十九番ノ二、西北方ハ同小路二十八番ノ一ト相境ス

ル範囲内ノ土地ハ原告所有ノ仙台市新寺小路二十八番ノ四宅地千百六十一坪

五勺ナルコトヲ確認ス。

　被告権作、胤二、文之助、ヨネ、龍次、武松ハ、右宅地ニ建設シアル建物

ヲ取払フヘシ。12）」

　1926（大正15）年に始まる仙台市の墓地調査は、個々の墓地に関して市有地

に対する不法占有の実情を把握するという目的で、上記裁判の進行中において

も進められたものである。

　その後、1929（昭和4）年8月2日に、仙台市は市内の八ヶ寺から「土地所有

権確認ノ訴」を仙台地方裁判所に提起された。裁判の結果は、仙台市の勝訴と

なり、宮城控訴院に控訴されたが、ここでも控訴が棄却された。そこで、七ヶ

寺は上告を断念したが、一ヶ寺だけが上告し大審院で争ったが、1931（昭和6）

年3月31日に上告棄却の判決を下している。このことが、戦後の仙台市の墓地

行政にも大きな影響を与えたと考えられる。
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　（1）仙台地方裁判所昭和35年（ワ）第473号（墓地所有権確認請求事件）は、

後述するように和解で決着したため、裁判所の判断は下されていないが、「月

刊住職」金花舎に、4回（1975年10月号、11月号、12月号、1976年1月号）にわ

たってこの問題が特集された。以下は、「月刊住職」の記事から見た、事件の

具体的経緯である。

　仙台市では、昭和22年4月2日「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」内務文部次官通牒　各地方長官あて（発宗第

24号）が出された。この通牒は、地方公共団体の財産で、社寺等に無償で貸し

付けてあるものについて、国有財産と同じように無償譲与し、宗教団体の存立

の基礎を確立するように措置せよというものであった。この通牒に基づいて境

内地は譲与されたが、寺院墓地は譲与されず、依然として仙台市有のままで

あった。

　昭和26年頃、寺院側は「墓地対策委員会」を結成し、仙台市に対して寺院墓

地の譲与を要求し続けたが、昭和32年、仙台市は「仙台市有墓地条例」を市議

会に上程した。

　昭和34年9月1日　自治庁行政局長通達　各都道府県知事あて（昭和22年4月2

日通牒の確認）が出されたが、ここにおいても仙台市は、この通達を無視し、

寺院墓地の譲与は行われなかった。

　昭和35年、仙台市は都市計画事業の一環として、仙台駅東側の新小寺地区土

地区画整理事業を発表した。これは、最終的には市内の全墓地を、都市計画公

園墓地として造成中の葛岡墓園に移転収容するというものであった。

　これに対して、市内109 ヶ寺が原告となって、仙台市を相手に墓地の所有権

確認を求めたのが本事件である。

　この裁判は、原告の一部寺院と仙台市が和解するなどしたことなどもあり、

遅々として進まず、判決が出されないまま15年を経過してしまった。昭和50年

には、当時近代法制史の第一人者であった大竹秀男神戸大学教授が「鑑定意見

書13）」を提出するとともに、法廷において証人としても証言を行った。

　昭和51年現在、訴訟中の寺院は55 ヶ寺となり、この間に仙台市と和解した

寺院の和解条件は以下のものであった。
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①寺院墓地の所有権は市と寺院との共有

②墓地は市の費用で改葬移転させ更地とする

③区画整理にともなってその更地を公共減歩（36％）し、残った土地を等価配

分（土地評価額による折半）

④評価の基準は路線価方式とする（たとえば寺側が道路に面したよい場所をと

る場合は土地の面積は減るという方法）

⑤場所の選択は寺に一任する

⑥折半して市の所有となった土地は寺側に（時価より安く）縁故払い下げをす

る

⑦墓地の移転先の土地面積はもと地の130％を用意し、寺に永久無償貸与とす

る

　結局、この事件は、仙台市と残りの原告寺院が和解するということで決着し

た。なお、その和解条件は、墓地の所有権は共有（各2分の1）となっており、

公共減歩（36％）とし、残った土地を等価配分するが、墓地の移転先の面積は

元の面積の130％を確保し、寺院に永久無償貸与することとなった。

　しかし、この永久無償貸与自体が法律的に大きな問題を抱えており、今回の

最高裁判決を受け、その解決が今後の大きな課題となっている。

　ところで、国有地の無償譲渡不許可処分の取消しを請求することによって、

実質的に所有権を認めた事件に以下のものがある。

　（2）昭和49年4月9日　最高裁判所判決（国有境内地譲与申請不許可処分取消

請求事件）14）

　この事件は、富士山八合目以上の土地は、明治10年頃に旧浅間神社の境外地

として上地の結果国有になったものであるが、宗教法人浅間神社のご神体を形

成し、古来富士信仰の対象となっているなどからすれば、宗教法人浅間神社に

無償で譲渡すべきであり、無償譲渡を不許可とした処分を取り消すよう訴えた

ものである。

　最高裁判所は、以下のように判示している。

　「法は、右無償貸付中の国有財産のうち、社寺上地、地租改正（以下「社寺
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上地等」という。）により国有となつたものについては、社寺等がそれ以前に

おいて有していた権利が社寺上地等がなかつたとすれば民法の施行に伴い民法

施行法三六条により民法にいわゆる所有権の効力を有するにいたる実質を有す

るものであつたことを前提として、制定されたものであり、法にいう譲与は、

実質的、内容的にみて旧所有権の返還の処置たる性格を備えているのである。

　　＜中略＞

　旧国有財産法に基づく社寺等に対する国有境内地等の無償貸付関係は、以上

のような沿革を有するものであるが、宗教団体に対する特別の利益供与を禁止

する日本国憲法の下において、これを持続することは、不可能である。しか

し、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

るところである。そこで、上記の沿革にかんがみ、旧国有財産法に基づき社寺

等に無償貸付してある境内地等のうち、社寺上地等により国有となつた土地等

については、それ以前に社寺等の有していた権利が民法施行後は所有権の効力

を有するに至る実質を有するものであることを承認したうえ、これを元来所有

権者であるべき社寺等に無償で返還（譲与）することとして制定されたのが法

であると解されるのであり、そのゆえにこそ、法に基づく国有財産関係の整理

が日本国憲法八九条の趣旨に反するものではないといいうるのである。」

　これによれば、「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、社寺上地、地租改正によって国有となった土地は、民法上のいわゆる

所有権の効力を有するものであることを前提として、制定されたもので、この

法にいう譲与は、実質的、内容的にみて旧所有権の返還の処置という性格を備

えている。

　さらに、旧国有財産法に基づいて社寺等に無償貸付してある境内地等のう

ち、社寺上地等によって国有となった土地等については、これを元来所有権者
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であるべき社寺等に無償で返還（譲与）することとして制定されたのが本法で

ある。

　富士山八合目以上の土地全域について、「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」2条によって、国有として存置すべき公益

上の必要性があるとは言えないとした原判決は、その結論において正当である

として、宗教法人浅間神社が行った国有境内地譲与申請不許可処分取消請求を

認め、富士山八合目以上の土地を宗教法人浅間神社の所有とした。

３、土地の時効取得を争った事件

　民法162条1項は「20年間所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の

物を占有した者は、その所有権を取得する。」と規定しており、20年間の占有

によってその所有権を取得できることとしている。

　さらに、同条2項は「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と

他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失が

なかったときは、その所有権を取得する。」と規定しており、善意無過失の場

合には10年間の占有でその所有権を取得できるとしている。

　なお、占有における所有の意思の判断基準については、最高裁から以下の判

決が出されている。

　「占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形

的・客観的に定められるべきものである。」（最高裁昭和46年6月18日判決15））　

「外形的・客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有し

ていなかったものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思い

かんを問わず、所有の意思は否定される。」（最高裁昭和58年3月24日判決16）　

つまり、時効取得を援用する際の「所有の意思」の有無については、あくまで

も外形的・客観的に判断するものである。さらに、占有者が他人の所有権を排

斥して占有する意思を有していなかったことが証明されない限り、「所有の意

思」は存在したと判断されることとなった。

　以下の事例は、公有地について宗教法人が時効取得を主張して争ったもので

ある。
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　（1）東京高等裁判所昭和55年4月15日判決　昭和53年（ネ）第3189号（土地

所有権移転登記手続請求控訴事件）17）

　本件土地の登記簿の表題部末尾の所有者欄に「官有地第四種唯園坊境内」と

記載されており、この土地は控訴人（国）が妙法華寺の塔頭であった唯円坊に

寺院敷地として無償で貸し付けていたものであった。その後、唯円坊が寺号を

青森県に移転したことに伴い、その檀信徒は旧覚林院に帰依するに至った。木

内桓正が旧覚林院の住職に就任すると同時に、妙法華寺の承認を得て、本件土

地および本件建物を従前どおり旧覚林院のために使用するようになった。宗教

法人法の施行に伴い、宗教法人覚林院が昭和27年9月16日に設立され、木内桓

正が代表役員に就任し、旧覚林院が有していた権利義務を承継した。

　東京高裁は、以下のように判示している。

　「被控訴人（覚林院）は、昭和27年9月16日の設立以来、遅くとも妙法華寺の

宝物館完成時の同年11月3日以降、本件土地の所有権を取得したものと認識し、

所有の意思をもつて本件土地の占有を始めたものであり、被控訴人は、その後

本件土地を本件建物の敷地及び庭園等として占有使用し、平穏にこれを利用し

てきた。＜中略＞

　被控訴人は、昭和27年11月ころから、新権原により所有の意思をもつて本件

土地の占有を始め、二〇年間平穏かつ公然にこれを占有し続けたのであるか

ら、その二〇年を経過した昭和47年12月1日には時効により本件土地の所有権

を取得したものと認めることができる。」

　この判決によれば、覚林院は昭和27年11月ころから、新権原によって所有の

意思をもって本件土地の占有を始め、その後20年を経過した昭和47年12月1日

には時効によって本件土地の所有権を取得したとしている。

　（2）東京高等裁判所平成20年12月18日判決　平成20年（ネ）第2245号（土地

所有権移転登記手続請求控訴事件）18）

　控訴人（宗教法人白旗神社）は、源頼朝を祭神とし、隣接する東福寺の鎮守

として1302年に創建されたとされる神社であり、昭和21年に宗教法人令に基づ

き神社の届出をし、昭和26年に宗教法人法が施行されたことを受けて、昭和28



223公有境内地と時効取得

年10月16日同法による宗教法人となった。

　本件土地は、古くから旧白旗神社の境内地として使用されており、現在も神

社掲示板、鳥居、幟棹、狛犬などが設置されているが、公図上無番地の脱落地

であった。このため被控訴人（国）は財務省所管財産として把握していなかっ

たが、外部からの照会が発端となって本件土地の存在を認識するに至り、平成

13年7月18日国土調査による成果を原因として地番が付され、所有者を大蔵省

とする表示登記がなされた。

　このような状況の中で、平成18年に宗教法人白旗神社が国を相手に、取得時

効を主張して土地所有権移転登記手続請求を求めた。原審（横浜地方裁判所判

決平成20年3月26日）は、「原告が宗教法人法による宗教法人として成立した時

点における占有権原が使用貸借である」ことを理由として、原告の本件土地の

占有が所有の意思に基づくことを否定した。このため、原告が控訴したのが本

件事件である。

　東京高等裁判所は、以下のように判示している。

　「控訴人が宗教法人として成立した昭和28年10月16日までに、旧白旗神社は

本件土地の所有者である被控訴人に対し、本件土地について所有の意思がある

ことを表示したものと認められ（宗教法人法による規則認証の申請行為は神奈

川県に対して行われたが、それは国の機関委任事務として神奈川県が主務官庁

となっていたからで、委任された事務自体は国の事務としての性格を有し、地

方公共団体の長は国の機関となるだけであるから、神奈川県知事に対する意思

表示は国に対する意思表示と同視することができる。）、上記意思表示により、

控訴人による本件土地の占有の性質が他主占有から自主占有に変更（民法185

条）となったものと認められる。

　控訴人が昭和28年10月16日から20年間本件土地に対する占有を継続したこと

は争いがなく（引用にかかる原判決記載の前提となる事実（2））、控訴人が本

訴において長期取得時効を援用したことは当裁判所に顕著である。

　以上から、控訴人が被控訴人に対し、本件土地についての上記取得時効を原

因とする所有権移転登記を求める請求は理由がある。」  

　この判決によれば、当該宗教法人が宗教法人法による規則認証の申請行為
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（主務官庁である神奈川県に提出して申請書、その添付書類にも本件土地を境

内地をして記載）を行った段階で、国に対して本件土地について所有の意思が

あることが認められた。さらに、上記意思表示によって本件土地の占有の性質

が他主占有から自主占有になったものであり、この日から20年間の経過で取得

時効が完成するというものである。

　（3）平成23年6月3日最高裁判所判決（土地所有権確認請求事件）19）

　上告人は、昭和30年5月26日に法人格を取得した宗教法人である。

　なお、本件土地は、明治4年正月5日太政官布告第4号により官有地に区分さ

れ、明治7年11月7日太政官布告第120号により官有地第三種に区分された墳墓

地であるが、その後、明治8年7月8日地租改正事務局議定「地所処分仮規則」

に従い民有地に編入された。 また、登記記録は作成されているが、表題部所

有者の登記も所有権の登記も行われていない。

　上告人は、法人格を取得した昭和30年5月26日から20年間本件土地を占有し

たことによりこれを時効取得したと主張して、被上告人（国）に対し、平成19

年12月14日送達の本件訴状により、取得時効を援用する旨の意思表示をした。

　ところで、本件土地は、表題部所有者の登記も所有権の登記もなく、従前の

所有者が全く不明なのであるから、これを時効取得した上告人が現行登記制度

の下で所有名義を取得するには本件訴えによるしかない。そこで、本件土地は

民法239条2項により国庫に帰属していたものと解して、本件訴えの確認の利益

を認めるべきであるのに、これを認めなかった原審の判断には、法令解釈の誤

りがあるとして上告したものである。

　これに対して最高裁判所は、以下のように判示している。

　「被上告人は、本件土地が被上告人の所有に属していないことを自認してい

る上、前記事実関係によれば、被上告人は、本件土地が明治8年7月8日地租改

正事務局議定「地所処分仮規則」に従い民有地に編入されたことにより、上告

人が主張する取得時効の起算点よりも前にその所有権を失っていて、登記記録

上も本件土地の表題部所有者でも所有権の登記名義人でもないというのである

から、本件土地の従前の所有者が不明であるとしても、民有地であることは変
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わらないのであって、上告人が被上告人に対して上告人が本件土地の所有権を

有することの確認を求める利益があるとは認められない。 ＜中略＞

　表題部所有者の登記も所有権の登記もなく、所有者が不明な土地を時効取得

した者は、自己が当該土地を時効取得したことを証する情報等を登記所に提供

して自己を表題部所有者とする登記の申請をし（不動産登記法18条、27条3号、

不動産登記令3条13号、別表4項）、その表示に関する登記を得た上で、当該土

地につき保存登記の申請をすることができるのである（不動産登記法74条1項1

号、不動産登記令7条3項1号）。本件においては、上告人において上記の手続を

尽くしたにもかかわらず本件土地の所有名義を取得することができなかったな

どの事情もうかがわれず、所論はその前提を欠くものというべきである。 

　そうすると、本件訴えは確認の利益を欠き不適法であるといわざるを得な

い。」

　本判決では、上告は棄却されたが、裁判所がその登記方法を示唆するという

ものであり、その登記方法は以下の通りである。

　表題部所有者の登記も所有権の登記もない所有者不明な土地を時効取得した

者は、自己が当該土地を時効取得したことを証する情報等を登記所に提供し、

自己を表題部所有者とする登記の申請をする（不動産登記法18条、27条3号、

不動産登記令3条13号、別表4項）。次に、その表示に関する登記を得た上で、

当該土地につき保存登記の申請をする（不動産登記法74条1項1号、不動産登記

令7条3項1号）というものである。

４、今後の対応

　2010年1月20日の最高裁空知太神社政教分離判決は、このままでは違憲状態

とも考えられる公有地上に存在する寺院や神社の宗教施設を、今後どのように

すればよいかという問題を提起した。そこで、本稿では、土地所有権（上知処

分）そのものを争った事件と、土地の時効取得を争った事件とに分けて検討し

てきた。

　その結果、現在も寺院や神社の宗教法人に無償で貸し付けられている公有地

について、明治期の上知令等に基づく処分そのものに間違いがあったとして、
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土地所有権の確認を求めて争った場合には、当時の資料がほとんど散逸してし

まい、具体的な処分状況を証明することが困難である場合は別として、裁判に

おいて土地の所有権が認められる可能性はあると思われる。

　これに対して、時効取得はどうかであるが、宗教法人の大半は宗教法人法が

制定された昭和27年から数年の内に法人格を取得しており、その後20年を経過

した昭和47年頃までに、時効の中断や停止などの要件が備わっていないかぎ

り、時効取得を援用し、裁判によって土地所有権移転登記請求することが可能

である。

　そこで、両者を比較すると、明治初期に遡って土地所有権の存在を証明する

よりも、20年間の時効取得を証明する方が、はるかに証明しやすいと思われる。

いずれにせよ、現在の違憲状態を一刻も早く解消するためにも、どちらかの方

法によって宗教法人が当該土地の所有権を取得する必要があると考える。

おわりに

　2010年1月20日、最高裁判所大法廷違憲判決を受け、松山市は緊急調査を行

い、鳥居や祠、地蔵などの宗教的な建造物が市有地内に建っているケースが計

123 ヶ所あったと発表した20）。

　内訳は、木造の祠、ため池近くに建つ地蔵、神社近くの鳥居などであった。

市管財課によれば「いずれも宗教性の低い、地域に溶け込んだ世俗的、習俗的

な建造物」として、憲法違反に当たる可能性がある事例はなかったとしてい

る。また、これらは町内会などによって明治期から昭和初期に作られ、その

後、市制の施行や町村合併を経て松山市の所有となった土地に存在するケース

が多いとしている。

　愛媛玉串訴訟違憲判決を身近で感じた松山市の過剰反応と言えなくもない

が、もしこの調査を全国規模で行った場合は、同様のケースが数万件の規模で

確認されると予想される。

　そうすると、当該宗教法人が訴訟によって当該土地の所有権を取得するため

には、多くの時間と費用が必要となり、当該宗教法人だけではなく国や地方公

共団体にとっても決して得策ではない。そこで、再度「社寺等に無償で貸付け
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てある国有財産の処分に関する法律」を制定し、これに基づく条例も整備した

上で、公有境内地の違憲状態の解消を図るということも、一考に値すると思わ

れる。
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15）判例時報600号83頁。
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