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はじめに

筆者の卒業論文指導教官は梅根悟先生で、戦時下にあって太平洋戦争に

反対し、国立大学教授を解職された日本で唯一人の学者であった。先生か

ら教えていただいたことは、思想と歴史の学問研究を通じて、社会的実践

により社会改革に貢献するということであった。尤もこれは言うは易くし

て、実行は最も難しいものである。世界大戦の最中にあって、その思想信

条と学問研究に忠実で、時代の動向を読みとる洞察力を持ち実行するとい

うのは、毒をあおって刑死したギリシャの哲人ソクラテスのように、哲学

と学問の為には命をかけるという覚悟がないと出来ることではない。梅根

先生は、日本現代史に於ける軍国主義に反対しその姿勢を貫き通して、戦

後民主主義の教育再建を主導したペスタロッチ教育研究、西洋教育史の専

門家であり、筆者はその薫陶を忠実に受け継いでいきたいと思ってきた。

筆者は、政府の総理大臣認可である経済企画庁、通産省共管の財団法人

中東経済研究所設立に参加し主任研究員をしてきた。先生は、中東、アラ

ブ、イスラム地域の教育研究を、鋭意継続するようにと遺言された。イス

ラム社会は、四次に渡る中東戦争、イラン・イラク戦争、クウェイト戦争、

バルカン半島のユーゴスラビア戦争、二度に渡るアフガニスタン戦争、今

又NYテロ事件、アメリカのイラク介入とイスラム教を巡る戦乱の中で揺

れているが、その本質はイスラム社会の政教分離問題である。

中東アラブ、イスラム教とそのイスラム社会の研究者として、近代化と

政教分離問題が、如何に社会の安定と公共の福祉の為に重要であるかを痛
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感する。宗教、政教分離とその法律問題についての筆者のスタンスは、こ

の点が従来の政教分離裁判判例のケースとは異なっている。政治、行政の

民主主義、三権分立による近代化、即ち宗教からの分離原則を定めた日本

国憲法のよって立つ近代思想、精神を、貴重な人類の遺産として尊重する

コンプライアンス、法令遵守の立場をとる。宗教と政治の間に厳密で明確

な一線を引くことが、必須とする考えである。

この度は、日本の地域社会におけるいわば一種のタブーとされ、一般に

その日常生活の中でアンタッチャブルとなっている宗教問題、就中、神社

神道と地域社会の課題について、新しい事例の研究をフィールドワークと

して行った。日本の前近代として、島崎藤村が提起した「夜明け前」の視

角から、研究ノートを試みた。このテーマは、学際的で幅広く、且つ歴史

的、文化的接近で「夜明け前」の偏見と旧来の陋習を啓発していく思想論

争でもある。共同の調査研究と長期的な社会的啓蒙が必要であり、関係す

る異なった分野の専門家、実務家が関心を持つよう期待する。

従って太平洋戦争日本参戦の因果関係と密接な、神社神道と関連する靖

国問題、教育、歴史、自治体、地域社会等の学際領域として、梅根悟の歴

史観、思想をレファーした視点から研究アプローチとした。

1，問題の提起

社会教育法の第23条には、公民館の政教分離に関する禁止事項として、

その後段で、市町村の設置する公民館及び法人の設置する公民館は、特定

の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならな

いとある。なお、以下本論では、公民館と称する場合は市町村の自治体が

設置する公民館を指し、法人の設置する公民館の場合は法人設置のものを

称し、自治体の町内会が設置する一般に自治公民館と言う場合は集会場、

町内公民館、自治公民館等の各自治体呼称によるものとする。

社会教育法の上位法は教育基本法であるが、その最高法規である日本国

憲法第89条には、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体
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の使用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

はならないと、憲法における政教分離原則が定められている。

社会教育法第40条によると、市町村の設置する公民館については文部

科学省が、法人のそれは都道府県の教育委員会が、同法第23条の違反に

対してその事業又は行為の停止命令を規定している。法人の設置する公民

館については、文部科学省及び都道府県教育委員会が同法第39条で指導

助言できるとしている。更に同法第42条の公民館に類似する施設につい

ても、同条後段で、同法第39条規定を準用して指導助言できるとしている。

教育法上の憲法における政教分離原則については、学校教育分野では比

較的周知され禁止規定が適用されているようである。尤もその運用にあ

たっては、問題が顕在化することもよくあり、難しい問題である。「触ら

ぬ神に祟りなし」の諺が現実には生きていて、日本の神道に独特なアニミ

ズムの為に「超自然」の神と自然との間が連続し、法律上で区別する習俗

との境界は実際には無く区別は付かない。この特徴からタブー視されて顕

在化し難い地域社会に固有な諸問題が、社会教育分野では多数見られ、従

来差別と偏見の温床となってきた。社会教育は広範で時代と共に変容する

特色があり、その点戦後の半世紀ではこの信教の自由、政教分離問題が未

成熟の面があるのも止むを得ないが、学際的な研究が求められている。

神社が町内公民館（研究ノート事例で町内公民館と言う、通称は自治公

民館、俗称で集会場と称する）として一般的、恒常的に使用されているの

は、憲法における信教の自由、政教分離原則の問題として合憲であろうか。

即ちその社殿、社務所が町内公民館と同一建物、或いは境内に町内公民館

が所在する事例ではどうであろうか。これは即答を求められた場合には、

合憲で良いと言う意見と違憲であると言う意見とに分かれるかもしれない。

しかし、神社社殿そのものが町内公民館であり、即ちその社殿と町内公

民館とが同一建物として両者が合体して共用しているということになる

と、単なる一般論では済まされない問題ではなかろうか。その上、その神

社の町内公民館に市の公金が増改築資金として多額に投入され、しかも市
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の中央公民館からその業務委託の委託費名目の助成金が支給されていると

いうことになると、首を傾げざるを得ない。

ここで言う事例は、社会教育法第42条の公民館に類似する施設のこと

であり、市でもこれに該当すると公に認めて、市の公金がその増改築資金、

業務委託費として支出されているケースである。この場合、同法第23条、

第39条に明記されている、文部科学省及び都道府県教育委員会の指導助

言条項が適用されてしかるべきではあるまいか。しかし、このような宗教

上の問題について、これら同法条項による指導助言が発動された例は嘗て

無い。それでは、この町内公民館が、仮に一時的な単なる町内或いは地区

の寄り合いの施設、集会場として、同法第42条に該当しない或いは社会

教育法条項が該当しないケースであればどうであろうか。問題は、その活

動の内容を検討して、社会教育としての内容とその公共的性格について分

析し、政教分離の判断基準の線引きを何処に引くのが妥当なのかというこ

とであろう。

結局、この課題は、憲法第20条信教の自由、第89条政教分離原則の判

断であるが、しかしその事例の提起された経緯を辿ると問題は思ったほど

簡単ではない。日本社会では、近代化の過程でも古代から祭政一致として

綿々として続くところの、神社神道と政治行政、地域社会とが人面獣一体

のスフィンクスとして顕在化する原型、プロトタイプの歴史的、文化的素

地を持っているのであって、近隣にその様なケースが無いと言って安心し

てはいられない。何故なら、そのような政教分離の違反ケースでは、当然

ながら宗教上、思想信条上の自由、人権が侵害されて、社会生活、個人の

生活に重大な歪みが生ずるからである。その顕著な例は、戦前、戦時中の

神社と市町村末端行政としての町内会が融合化し、靖国神社を中心とする

国家神道によって太平洋戦争の敗戦へと駆り立てたモデルであった。

2，社会教育の新事例

神社と町内公民館（松本市要綱では集会場(町内公民館)）が合体してい
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る事例は、果たして実際にあるものだろうか。全国的にはどうであろうか。

そのケースとして、教育県を標榜する長野県の松本市に幾つかの例があ

り、従って県下にも類似ケースが多数あると予測される。全国にも同様の

例が一般に予見され、実際にもあちこちで見られる。これは日本の古代か

らある集落、村、即ちMURAコミュニテイの原型なのである。その典型

的な事例の一つが、松本市の神社公民館（図1）であろう。

何故か判らないが、長野県は、自治公民館、即ち集会場乃至町内公民館

の数が、全国一位で一番数が多いとのことである。関係者、市民、県民は、

その数を誇っているが、冷静に客観的に見るならば数だけ多くても、その

地域社会の文化、教育レベルの質が高いことにはならない。社会教育の評

価基準は、その内容と市民の精神性の高さであるから、その箱物の数に拘

るようでは既に目的と手段を間違えている証拠である。即ちその質と量と

は反比例することとなり地域の教養レベルが高いと錯覚してはならないで

あろう。実際のところ、県下では伝統的に県内産業が弱いのに人口が多

かった山国固有の条件の為に、子弟の教育に期待して県外に職を求めて出

ていく傾向にあって、これは一つの歴史的な政治、政策課題であった。だ

から町内公民館の数が多ければ地域社会のレベルが上がり、活性化する訳

ではない。

県下で公民館活動にハイライトが当たったのは、第二次大戦直後に遡っ

て、県南の島崎藤村ゆかりの木曽谷地域に疎開していたいわゆる一流の知

識人、芸術家が寄り集まって、全国に先駆けた地域社会の文化、教育、学

術活動を、公民館活動として展開した歴史の一齣であった。尤もこれはい

わば県外から一時的に県下の山中に移住したに過ぎず、戦後復興が進むに

つれて首都圏に帰ったものである。従って戦時下の特殊な疎開のもたらし

た一種借り物であった面は否めないのであり、地場の居住してきた住民か

ら、自生的に生まれ育った歴史的な文化的所産ということではない。何れ

にせよこれが県下各地にインパクトとなって、疲弊した戦後文化活動、公

民館、社会教育運動の先駆けとなったことは事実で、首都圏が爆撃により

荒廃していた状況の中で高い注目を浴びた。この点がその後の県下公民館
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活動に関係があったかもしれない。

或いは高い山国のため各部落、地区が孤立化していて、それぞれの集会

場を確保する必要があったという地理的な特殊性も否めないであろう。こ

うして、神社仏閣の宗教施設が地域社会の集会場、芸能文化施設として使

用されてきた文化的、歴史的な経緯は、民俗学、歴史学、人類学、社会学、

教育学等で広く指摘されるところである。

こうして県下の中堅都市である人口20万の松本市でも、町会数378殆ど

をカバーする町内公民館の活動拠点を持つと自慢している。これは助成事

業として市長、市議会議員の選挙対策として票に直結するもので、一町内

に一つ以上の町内公民館がある町もある。市は、今後更なる増加策をとる

と標榜し、その助成金額についても、昨平成13年度の条例として、市行

政政策として町内公民館の新築増改築一件当たり1,000万円を上限とする

補助金支出案が議会を通った。1,000万円上限というのは、このデフレ不

況時代に高額助成ケースで、実際に市内の町会で既に3,000万円の高価な

新築町内公民館も計画中であるが、果たしてこのように豪華な箱物が必要

であるのか問題であろう。

因みに、松本市集会場即ち町内公民館は、その条例と要綱、活動内容か

らして、先に述べた社会教育法第42条の市町村立公民館に類似する施設

であり、市も公式に認めているし、市民にも広く広報で周知されている。

この点は、単なる集会場であるところの同42条該当では無い集会場、即

ち自治公民館のケースとは法令上明らかに異なり、同法該当は重要である。

しかし問題は、市には公金支出に当たり憲法における政教分離の判断基

準が全く無く、市長始め市関係者は憲法規定を無視している。その結果と

して当然ながら、神社社殿、社務所、境内建物を町内公民館として使用し

ているケースは、一般的となり多くなる。これらの中には、新築及び増改

築資金、賃貸料等公金が補助金支出されているものも多い。少なくとも、

これら神社社殿、社務所の宗教施設と町内公民館が合体しているものは、

社会教育法第42条の公民館に類似する施設の場合、明らかに同法第23条、

第39条に該当し、その行政上の指導助言を適用すべき事案となる。従っ
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て憲法第20条、第89条の政教分離違反として、公金支出は禁止されるべ

きであろう。

この場合、単に集会等のため一時的、単発的に利用する場合とは、その

目的、趣旨、恒常性、同一性の点で明らかに相違しているという事が出来

る。即ち同一建物を、市長、助役、及び社会教育課長等が二重目的使用施

設と称し、神社及びその宗教活動と社会教育施設の公民館及びその教育活

動が相乗効果となって、宗教の信仰目的に自然で有効な効果をもたらして

いる。従って政教分離について、最高裁判所が判断基準とする目的効果説

に照らしても、違憲であろう。

日本社会の特徴としての神社と地域との歴史的、文化的関係から、この

ような神社公民館、或いは神社の境内に地域、地区の集会場があるケース

は、自然な日常的存在と捉えられている。いわば日常生活の習俗的風景で

あり、凡そ市町村に神社の無いところは無く、統計によると神道の神社は

全国に約8万社もあり、中には山村に荒廃し打ち捨てられたものもあって、

もっと多い可能性もある。嘗て、明治時代に政府が神社の統合整理政策を

する以前には、約17万社あったもので、現在でも津津浦浦、山間僻地ま

であまねく神社が散在している。従って神社の町内公民館、言うところの

自治公民館については、とても調査し尽くせるものではなく、これに類す

る事例は日常的に見られるもので、本件は全国に一般的なケースと言える

であろう。

事実、同様な裁判は既にあり、本件と同じ神社増改築を行った高知地裁

の十和村住民訴訟事件で、憲法の重要判例となっている。四年前に高知県

の十和村で、村長が二つの神社の文化財指定を村の文化財審議会に申請し、

その指定審議中に、神社氏子中に対して合計約600万円の同社殿増改築資

金を公金支出した事件である。高知地裁で憲法違反の判決が出され、既に

確定している。

松本市の神社公民館も、判例としてはこの十和村訴訟判例と同じ事例で

あろう。尤も増改築の名目が、文化財指定ではなく町内公民館名目に代

わっている点が異なっている。しかし宗教施設の社殿に対する公金支出で
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あるから、同判例によって違憲である。

上述したように松本市のケースでは、社会教育法第42条の公民館に類

似する施設であるから、市立中央公民館の業務委託を一部行うところの、

同法同条規定の施設及び活動に対する公金支出として、同法第23条に違

反するという点では、新しい判例の類型という事であろう。しかし、この

ような行政の指導助言が明記されている条項に違反するところの、明解な

教育法違反事案は、本来は行政の怠慢、サボタージュであるから、寧ろ文

部科学省他の「不作為により怠る」不法性に対して国家賠償を請求すべき

ものなのかもしれない。

有賀正松本市長は、今年5月8日の定例記者会見席上、これを「憲法上

の政教分離原則に反しない」、又「神社を公民館として使用しているので

あるから、神社修理に当たり応分の補助金支出は当然である」、更に「今

後とも同様事例で、神社公民館に対して公金支出を行う」等公言している。

市長としての誤った政治信念に基づく詭弁というの外ないが、公共の社会

教育を司る市の最高責任者としては問題であろう。

しかし本当は、否定しようにも有賀正市長が自ら公印を二回に渡って

打った増改築資金支出では訂正が効かないし、今更間違ったでは済まされ

ない性質のものである。従って市長としての責任を問われて、上記高知県

十和村村長の場合のように辞職が問われるかもしれない。何れにしてもこ

れは、報道記者、カメラマン達によって取材され、その証拠は県下総ての

テレビ、新聞等で報道され記載し記録されている。

更に席上、市長は、「仮に、このような補助金申請を拒否した場合、市

が町内会から違法として訴えられるので、助成をする」とまで強調してい

る。これは、単なる確信的発言を通り越して、寧ろ、これら神社公民館ひ

いては町内会と神道宗教が一体化した宗教団体としての立場に立って、こ

れを奨励する発言であり、憲法を尊重しない立場を敢えて鮮明にしている。

即ちこれは公式の記者会見において、市の従来からの基本政策を追認し

て言明された重要発言である。この公式の場における言明は、憲法上の政

教分離原則を一貫して全く尊重しない点から、同法第99条の公務員とし
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て憲法を尊重する注意義務を怠り、事実そのように文字通り有言実行する

確信的な違反行為となっている。従ってこの事例は単独の神社公民館、或

いは中央公民館の公金問題のみに止まらないところの、市政及び財政上の

公金に関する市長の同法第99条違反ケースと言える。

この観点から、市内中央部で145億円をかけて建設中の市民会館増改築

プロジェクトは、中央公民館の「関連業務」であって、同じく社会教育法

に該当する箱物行政の典型であり、公金問題として、同市長がこれら公民

館問題と同様の憲法上の注意義務を怠っている。これは適正な市場調査即

ちマーケッチング調査無しに、膨大な公金支出を行っているもので、同じ

く財政上の違法問題となってきた。このフィールドワークは、稿を改めて

次回に検討することとする。

以上の神社公民館ケースについて、次の現地調査によってその実体を検

討し、解明の手がかりとしたい。

3，研究ノート（1）

これら数件の神社公民館の中でも、モデルは、松本市旭町の信州大学本

部キャンパス南に隣接するところの、神社社殿と町内会の公民館同一建物、

同活動合体の例である。この旭町と隣町一帯には、市立旭町小学校、同中

学校、県立美須須ヶ丘高校、県立盲学校、国立信州大学本部、同大学教育

学部付属小学校、同中学校、の計7校の学校群がある。信州大学には、医

学部、文学部、理学部、経済学部、全学部の共通教育センター（一年間の

教養課程）、医療技術短大、各大学院研究科、医学部付属病院、癌研究所

等がある。これに隣接して、小沢征爾指揮サイトー記念フェスチバルで著

名な県立文化会館、市総合体育館、バイオリン才能教育の鈴木慎一記念館

もある。県下一の教育文化施設が集中するところの、文字通りの一大文教

地区となっている。
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同大学教育学部学生は、一年時の教養課程をこのキャンパスの全学教養

課程で履修しており、同町内の社会教育活動、施設は、学生にとって実習

的意味を持っている点からも重要であろう。この地域で教育を受ける周辺

各校の全生徒、学生、地域住民、市民等にとっても同様で、これら多数の

学校群文化施設とその教育活動が集積した地域の教育環境がもたらすイン

パクトとしての影響力は少なくない。

それでは、山間僻地ならば許されるということには、元よりならない。

しかし、市街地中心部で、上述の教育施設群に本物件が所在するという特

有な問題に併せて、社会教育法第39条のみならず、同第23条該当の行政

指導助言が適用されるべき案件であることに、特別の留意をすべきであろ

う。市長、行政関係者、市民は、山都に蟠踞したため、憲法遵守の注意義

務を負っていることを忘れているのであろうか。

嘗て、この信州大学教育学部付属松本小学校の前身であった松本女子師

範学校松本小学校では、戦前に県視学参観授業で川合訓導が国家思想批判

を行って解職された事件があり、全国教育界を震撼させた教育事件として

教育史に特筆されている。全体主義の中にあって、気骨と確固とした歴史

観をもつ優れた小学校訓導が、長野県教育界に存在したことの証左として

語り継がれている。こうした伝統を持ち県下は元より全国的にも知られた

地域社会が、この旭町の町内エリアであり、信濃教育の名を不朽の伝統と

してきたと言っても言い過ぎではない。この町内とその周辺は、こうした

優れた文教地区の時代と共にあった歴史が残っている。

例えば、本町内の出身者であった澤柳政太郎は、嘗て明治時代に自由主

義教育運動のメッカとなった成城小学校（現在は成城大学を含む同学園）

を創立した。澤柳は、文部次官の後、東北帝国大学創設者としてその初代

学長となり、その後京都帝国大学学長を勤めたが、有名な澤柳事件を起こ

して辞職した。彼の教育者として卓越したところは、私財を投じて上記の

成城小学校を創ったところにある。戦前戦後を通じて自由主義、民主主義

教育の展開は、この澤柳の成城小学校教育をそのルーツとしている。先述

した教育学者の梅根悟もその系譜であり、従って戦後民主主義教育は、こ



の澤柳、梅根の教育史における系譜となり、その思想的伝統を受け継いで

いる。澤柳政太郎が生れた由緒ある生地は、旭町の一角、天白神社の筋向

かいにあり、現在はその旨を記した掲示が建っている。

又、バイオリン才能教育で世界的な名声がある才能教育教室も、戦後こ

の旭町二丁目で始められ世界の「才能教育」発祥の地となった。現在は、

その教室跡地が市立の鈴木慎一記念館となっている。更に文芸評論家、小

説家として、小説「安曇野」で知られる臼井吉見も、近隣にある女子師範

の教授、併任の付属小学校校長であった。しかしこうした伝統と誇りは、

今やこの地区町内では忘れ去られ過去のものとなっている。

社会教育法におけるその指導助言権限を、第一義的に持つところの県教

育委員会、及び最終的に国として権限を持つ文部科学省は、このような社

会教育法違反の場合には、法治国家の行政のあり方として然るべき行政指

導を行うことが期待される。その中でも市長、市関係者等、特に市教育委

員会の責任は、厳しく問われるべきではなかろうか。

さて、本件稲荷神社は、京都の宗教法人伏見稲荷神社の分社であり、単

独の宗教法人ではない。宗教法人は、所詮行政手続きの一つに過ぎないも

のであるから、宗教法人ではない神社宗教法人、教団も多数存在している。

法人化したからといって全国に、2万もの休眠宗教法人が市場に流通して

脱税の温床となっている実体があり、法人化と言っても結構複雑な実態と

なっている。神社の正式名は正一位大天白七福稲荷神社であり、その御神

体は神社の額にもあるように正一位大天白七福稲荷大神（江戸時代には神

仏混淆、或いは習合のため大明神と称し、現在でも祭礼等に未だその名残

りがある）である。年間の祭礼は、春、秋、正月（新年の二年詣り）三回

の祭礼の他、正月15日の「どんど焼き」、供物配布子供会、夏の「ぼんぼ

り提灯」等多岐に渡る。

戦時下には出征兵士の送迎祭祀行事も行われ、軍国主義に特有な町の靖

国としての機能も果たした。昭和20年代までは、御神輿も担がれ、江戸

時代の旧市街地天白町にあった天白神社を始め、周辺旧町内等を巡ったも

のであった。しかし、その後何処でもそうであったように、高度成長期に
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人手不足となりトラックに乗せて一回りする状態となって、戦前戦時中に

見られた廻る町々総出で酒樽が振る舞われた盛時の面影は無くなった。

この稲荷神社のルーツは、旧市街地北部地区である天白町所在の天白神

社の境内神社であった。天白神社は、約400年前に藩公となった石川数正

が静岡県から入府すると共に移転されたところの、武術守護の八幡神社及

び天白稲荷神社のニ神体を合祀した天白神社であった。その天白稲荷神社

から分社した境内稲荷神社が天白七福稲荷であり、「天白」の名称はこの

天白稲荷に由来するものである。天白町の江戸時代周辺市街化に伴って約

200年前に旧市街地外の郊外畑地であった現在地へと移転した。

因みに江戸時代の古地図によると、当時の市街地区域は天白町、御徒町、

両下町等までとなっている。従って現在の旭町地域には人家が全く無く、

田畑と女鳥羽川河川改修の河原敷であった。現在の道路も総て明治後の新

道で、その周辺が新開地町名の旭町となり、現在の町内形態として市街化

していった。この大天白七福稲荷神社の社殿は、明治以来現在に至る所有

関係から、無主で不動産登記が無く、従って法務局登記上も旭町町会の所

有ではなく、今後とも所有関係の証拠は存在しないため町会名義の登記は

出来ない。無主の不動産は、国家に帰属し、裁判によりその管理も決定さ

れる。法律的に町会所有となることは、決してあり得ないのである。

旭町には、戦前の帝国陸軍第五十連隊とその練兵場があったため、市内

旧市街地では有数の広大な地域であって、将に軍国色一色の様相であった。

敗戦後は一転して、連隊跡地が県下の旧制専門学校等と旧制松本高校、松

本医専の信州大学昇格により、移転先の大学本部となり現在に至っている。

その練兵場跡地には、市立の中学校、市立（現県立）高校、県の文化会館、

体育館等と平時に相応しい文教施設が相次いで建設され、一大文教地区と

して生まれ変わった。こうして大学町としてのイメージ・アップにより、

文教地区、新興住宅地区、学生アパート街区となった。

その結果として、当稲荷神社は、この地区の真ん中に所在することに

なった。旭町町内は戦後の町名・区画変更に伴い新たな二丁目区画となっ

たが、町内会名は旧旭町の名称を継承して、神社周辺の畑地に新興の住宅
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が建ちこれを取り囲む地区形成となった。この経緯からしても、又戦後に

おける連合国軍GHQマッカーサー元帥統治下の町会禁止令、町会神社切

放し指令とその命令実行及びその実践からしても、別に旭町町会が神社社

殿の所有権を持つとか、歴史的に町内の神社というわけではなかったもの

である。戦後は、特に荒廃していたが、その後も同様で電気、水道は無く

井戸水も飲めないもので、炊事施設も無く鼠が巣くっていた。夏秋も格子

戸にガラスが無いので吹きさらしで、春冬になるとマイナス10－20度の

寒さとなり、人が住めるとか寄り合いの集会場として使用できる状態では

なかった。伝承する芸能文化も皆無であり、その保存等の施設でもなかった。

では町内会の集会は何処でしていたかというと、隣町の安原公民館は小

さく二間続きであったけれども、近場であり便利であった為主として使っ

ていた。他の町内会集会スケジュールとダブった場合には、その他近隣の

町内施設である国立蚕糸試験場会議室、女子師範学校同窓会館、旭町小学

校施設、岡の宮神社社務所或いは町内の個人住宅の広間等、この周辺に施

設は幾らでもあって融通して使用していた。但し、五十連隊だけはその対

象外で、民間人の立入は禁止され、時折スパイ狩りの為に東町の憲兵隊が

付近一帯を封鎖し臨検を行ったりしていた。

神社の不動産登記関係は、江戸時代市街区の氏子中であった天白神社の

稲荷分社が郊外に移転したもので、江戸時代信徒の関係者等2名が境内の

土地登記をしてある。境内に唯一の建物である社殿については、無主で神

様の住まいであるから、人間様の登記は必ずしも必要はないものなのであ

る。本件について、市役所の資産税課は、明治以来法務局の不動産登記簿

に従い、現場調査によって実体としての宗教施設名目による免税措置を

とってきて現在に至っている。従って、この社殿建物は、通常の手続きで

あるところの町内公民館としての不動産登記を行い、その上で資産税の減

免措置を行うという行政上の正式な処理をすることは不可能な建物物件で

ある。即ち本件は、公金支出であるのに不動産登記法の登記がなく、又出

来ないという欠陥の違法物件なのである。

― 197 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第28号（2003年2月）



4，研究ノート（2）

平成5年から旭町町会は、この稲荷神社屋根、天井の雨漏りが酷く、修

理を要したため、町内公民館の名目で改築修理し始め、市からその経費の

半額である約180万円の補助金を申請して取得した。補助金修理の動機と

しては、先述した高知地裁の十和村違憲判例と全く同じ雨漏りであって、

神社の改築には何処も頭を痛めている。そして旭町のケースも、その例外

ではなかったが、だからといって神社の屋根を税金で葺いていたら、政府、

自治体の財政がもたない。即ちこの神社の公民館名目による増改築が、社

会教育法、憲法に違反しないならば、総ての神社仏閣新改築を公金で行う

ことが出来るわけである。尤も過疎に悩む山村では、神社が荒廃すると高

額の修理費が払いきれず、同情に値する事態であって知られざる一つの社

会問題となっている。

平成8年には、第二回目の水回りとトイレを含む増改築修理をして、同

様に約320万円の市公金を取得し、一回目と合わせた合計はジャストの

500万円であった。消費税も入った見積もりで一円の狂いもなく二回に渡

る合計がピッタリ500万円丁度というのは、余りにも出来すぎている。初

めから見積もり以前に、補助金支出の話し合いが市と町内会の間で癒着、

談合として出来上がっていたという以外には考えられない。この意味でも、

地方自治法第242条第2項の監査請求「一年ルール」は、この際無効で期

限外とすべきものである。大体、この法律自体が、上位の最高法規を縛る

などは論外であって、本条項は憲法違反である。

さらに市長は、『この不正支出の500万円を、旭町町内会に対して返還

請求すべきであったが、怠ってきたもの』で、その点からも判例上からこ

の「一年ルール」適用除外ケースである。500万円に、1円の狂いもなく

ピッタリという確率は、天文学の話でありまず確率ゼロと言うべきであり、

これは補助金行政に付き物である癒着、談合ケースであり、その悪弊の典

型であって納税者は泣き寝入りするの外無いのであろうか。

トイレ等は水洗で社殿の中にあるが、これは建物修理費と別枠の高齢者
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福祉費の補助金支出であった。神社社殿においては、トイレ、便所は、け

がれと忌みを嫌う神道に固有な神社神道の形式であり、社殿には絶対に便

所などは作ってはいけない宗教上の決まりがある。神道では、こうした宗

教上の形式、境内、社殿等の形態、様式が宗教教義として決定的に重要と

なり、従って社殿のトイレは聞いたことも見たこともない。旭町町内住民

即ち同神社信徒同一の、神道宗教に対する信仰心と知性が衰退し、やがて

は堕落していくことを示していると言われても返す言葉が無いであろう。

所有関係から、同町内会の所有ではない無主の社殿という建物不動産で

あるため、この公民館名義の補助金支出にも関わらず不動産登記が無く、

所有を示す証拠がないため今後も登記出来ない点について、先に指摘した

が、換言すればこれは公金を公民館名目で、不正に不動産侵奪乃至横領し

た物件の増改築に使ったものということである。即ち法的には先ず公金横

領があり、次にその横領した建物が偶々神社社殿であったことから、憲法

第89条の政教分離違反問題が出てきたケースである。

こうしてその経過から、法律的処理としては二段階に分けて考察すべき

ものであり、政教分離違反以前に刑法上の犯罪行為がある。又これも先に

触れたが、この社殿建物は純木造で周囲に住宅が密集する為に、法律手続

きとして規定された必要な建築確認が許可されない物件である。事実とし

て市役所の建築課に建築確認申請を行わないまま、公金による建築工事で

あるのにも関わらず、無許可で違法に増改築を全面的に行ったところの違

法建築物件であり、従って建築基準法の違法行為である。本来ならば違法

物件として、増築部分は元より改築部分も、不許可による取り壊しをすべ

き建築物ということになる。

何故、こうして違法オンパレードの仕儀となったかというと、基本的に

諸法律規定を侵す物件で、その法律の遵守違反を市長等の市関係部局が十

分承知しているにも関わらず、町会と癒着して始めに助成ありきの補助金

行政を談合によって行っているもので、何処までいっても違法、犯罪行為

の事態となってしまった。要するに、本件は何も憲法違反について検討し

なくとも、これら第一段階の刑法上の犯罪行為、行政上の指導助言等のど
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れか一つでも摘発し立件、或いは行政指導をしさえすれば、それで始末で

き、第二段階の憲法問題の判断は、敢えてする必要には至らないケースで

あったと言うことが出来る。

何故に、市に補助金申請と支給の手続き規定があるのに、このような市

の財政上ありうべからざる犯罪行為が幾重にも成立してしまうのか。不思

議と言えば、不思議という外ないが、その理由は市の社会教育課が作成し

た町内公民館助成の建設補助金申請要綱に、本来財政上の規定として、正

式にはその不動産の所有関係を示す書類を提出すべきとする一項目を、入

れなくてはならないが、松本市の場合は完全に欠落しているからである。

即ち、市の財政処理の欠陥により生じたミステークである。これは極く初

歩的な財政会計の手続きであるから、市長、市関係者は知らない筈はない。

寧ろ故意に、違法な神社に対する補助金不正を承知の上で、不正を計画的

に行ったものであることは間違いなく、その罪は重いと言うべきであろう。

何れの自治体でも、一般にその財政会計手続きでは、市の要綱等の文書

で公金支出に所有関係の書類、登記簿等を必ず提出させている。仮にその

提出書類に何らか問題点が見つかれば、現場で支出の際に必ず点検作業が

行われる。即ち財政、会計処理は、不正発生防止のメカニズムが働き、こ

のような不正は生じようがないのである。こうして松本市に公金支出の際

の憲法における政教分離の判断基準が全く欠如しているばかりか、公金支

出物件が神社社殿建築であることを建築工事業者の見積書、現場の建物工

事で確認しているから、確信犯の行為であり明らかな公金の横領であって、

白昼堂々なのが憎い。その上に市長等は、神社公民館に公金を不正支出す

る奨励までしている。

神社公民館という奇怪な現代のスフィンクスが創造される過程には、こ

のような精神的にも財政、会計上も、通常ありうべからざる欠陥と歪みが

その基底にある。このような場合、通り一片の推測で事を処理してはなら

ないし、その因果関係をしっかりと辿るべき事を示す事例として一顧に値

する参考ケースであろう。さりながら、結果的に神社公民館がでっち上げ

られて、その処理に当たり指導監督官庁が手を出せない状況にある等、市
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民サイドの学問的な検討及び調査を行うことは必要である。

旭町町会の会計をみると、この歪みが一目瞭然であって、町内会員全員

の了解が無いままに、一部町会役員等によって、町会費からこの稲荷神社

の神社費として年間14万円が支出されている。その他護国神社を含む市

内三神社に対して年間8万円の支出がなされている。又、町内会が、この

稲荷神社の氏子中、即ち信徒団体と名目、実体共に同一で、町内会長が氏

子総代であり神事等を総て執り行っている。

これでは原始時代の神聖政治であり、或いは中世ローマ・カソリック教

会が支配したヨーロッパのような、時代錯誤のアナクロニズムである。現

代日本における教育県の20万中堅都市で、このような政教一致支配がま

かり通り、地方自治体がその行政の末端機関化して公金不正助成している

のでは、近代化というに程遠い「夜明け前」の封建社会である。こうして

思想、精神の差別化と道義倫理の衰退を招き、近代思想の成果である憲法

の精神、教育基本法の目的は容れられていない。

しかもこの間、町会長に、市内小学校校長を務めた元義務教育管理職経

験者が就任している。この元教育公務員の会長が、憲法を知らないで教員

免許証を取得し義務教育管理職を歴任しうるものではなく、従って公金不

正も確信犯と言うことができる。その結果である政教一致、祭政一致も、

また承知の上で確信的行為として行ったものと言える。

しかも、旭町町内会規約によると、町内住民及び町内に不動産を所有す

る者は強制加入であり、事実実質的に強制加入、会費強制徴収となってい

る。この信徒総代町会長に対して、市は年間十数万円の町会長報償費、即

ち給与を支給し、その用途に何等の制約もない報償給付となっている。こ

の報酬費支出は、特定の宗教を支持する公金支出であるから憲法第20条、

第89条違反であろう。

町内の約90名もいる賃貸アパート居住の学生の中には、会費を支払え

ない者もいる。この町会の役員達は支払えない多くの学生に対して、市の

印刷配付物及び町内回覧板を数回に一度しか廻さない等の嫌がらせ行為等
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をしている。宗教上の人権侵害を含め、これら会費未納の住民に対する偏

見と差別行為となっている。松本市には、嘗て戦前には旧制高校、女子師

範学校、旧制中学校等の学校があり、明治初期時代の開校である開智小学

校以来の学生、教育を大切にする伝統があり、信濃教育を旗印とした教育

県の中核都市というイメージ・アップをしてきた。

今やこれは過去のものであり、本来は公共の福祉を目的として教育機能

を果たす筈の町内会とその町内公民館が、神社公民館というスフィンクス、

人面獣として、少数者の異教徒、思想信条の異なる者、町会費未払いの学

生世帯その外に差別を強いる手段と成っている。この町内にも、何処も同

じようにキリスト教徒、浄土真宗及び創価学会の仏教徒、共産党等、戦後

における政教分離裁判の重要判例に貢献してきた宗教、思想信条の信者、

無神論者の支持者、その他の多様な人々が居住している。

これら少数者、異なる信条の者、健常ではない者も、等しくその憲法上

の人権は保障されなくてはならない。この旭町町内には、県立盲学校もあ

り、又市立旭町中学校には全国で唯一の受刑者の為の中学分校が松本刑務

所内に桐分校として設置されている。この学校は、時折全国テレビに放映

されたが、これらの観点からも人権問題については高度な配慮が必要不可

欠と言うべきであろう。従って、この町内地域では、市長を始め市教育関

係者にとって、特別の配慮と注意が求められていると言っても差し支えあ

るまい。

町内に明治大正生まれの長老が健在であった時代には、中には戦前の貧

しさ故に尋常小学校を卒業出来なかった人もいたが、明治生まれの精神性

とプライドは高く、これに類する事態は決して起こり得なかった。戦時下

にあって、五十連隊の見知らぬ出征兵士がひもじい思いをしているのを見

かねて、隠れてなけなしの食料等を夜陰に紛れて届けていたこともあった。

又、民族が異なる町内の隣人達に対しても、差別的発言、偏見等を許さな

い、明治大正に特有な優れた人権意識が支配していた。

市内の各町会においても町会強制加入が一般的であり、その町会費から

強制的に神社費が支出されている。即ち護国神社等の各神社は、市内378
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全町内に負担金と称して神社費を課して徴収している。その結果町内会費

は、神社費を含み徴収されるため月額600－1,000円と首都圏町内会費

100ー300円の約二倍以上の徴収となっている。因みに、旭町町内会の場

合は、一般世帯の月額600円、学生の賃貸アパート居住者で月額300円を

強制的に徴収している。この点は今年の4月12日に佐賀市地裁で判決があ

り、同月26日に確定した神社費違憲判例により違法となる。

こうして戦前、戦中に於ける国家神道時代の靖国、護国神社を中心とし

た神社神道のパターンが、松本市内の全域で再興されていると言っても言

い過ぎではない。とにかく日常普通の町内としてあるべき状態と、かけ離

れていることは間違いない。戦後連合国占領下に於ける町内会存続禁止、

又町内の靖国神社として町内神社等の神社費強制徴収禁止となったもの

が、見事に全面的に復活している。

何故、斯くも典型的に復活するのであろうか。しかも神社と公民館が癒

着結託して習合し同居するに至ったのか。これは日本に於ける精神構造の

原点を考えるとき、避けて通れない精神現象である。公民館という社会教

育分野が、近代社会のシグナルとして神社と一体化し習合、合体するに

至ったところの特徴的なケースとして把えられるのではなかろうか。いわ

ば、新たな神社と公民館の習合形態であり、歴史的な神仏混淆、習合形態

の焼き直しであって、従来は殆ど社会教育研究の埒外にあり研究対象と

なっていなかった。

境内に公共施設が建設されて訴訟となった判例では、愛知県の地方自治

体が境内に公衆トイレ（便所）を建設し、全国オンブズマン弁護団が提訴

して政教分離裁判が争われた事例があり敗訴となった。その理由は、トイ

レが建って人が用を足したとしても、それを以て宗教上の信教の効果があ

るとは言えないというもので、愛媛訴訟以来の目的効果説がネガチブに、

否定的に判断された判決である。

しかし、絶対基準説にたつ判決であったならば、或いは勝訴もあり得た

かもしれないもので、何やら釈然としない判例ではある。仮に、上述のよ
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うな自治公民館の境内建設、増改築或いは社務所公民館等のような事例で

あったならば、目的効果説のポジチブな、肯定的な判断として別の展開と

なっていたかもしれない。尤も政教分離裁判の提訴に当たっての着眼点と

して、神社とトイレという取り合わせが妙であり、そのテーマの選択にも

う少し全国的な歴史的、社会的な情報と観点があったら、神社関係訴訟

テーマとしてはもっと違ったジャンルとしての選択があり得たであろう。

因みに、現下の最高裁判例は、政教分離訴訟で津市地鎮祭訴訟判決以来、

アメリカで一般的な目的効果説を採用している。その目的効果判断の基準

は原理的に相対的にならざるを得ない点から、その現実的なプラグマチズ

ムの持つ矛盾の壁にぶつかり、絶対基準説を何らか取り入れた折衷案に転

換せざるを得ないものと予想される。しかし、最高裁判所が、判決に当た

り目的効果説を採用する限りは、本件でも現実的判断として目的効果説に

たって考察している。

5，研究ノート（3）

町内会を政治的な異なる観点から見ると、これは市の選挙母体であり、

町内公民館活動の助成は選挙のための票集めとして有効である。こうして

両者を選挙のための車の両輪をなす補助金行政の一環として見ることもで

きよう。これは一般市民も気付いて又良く知っているところであるが、税

金の地元還元という観点から不利となることを恐れて表面上は敢えて口に

出そうとしない話題でもある。各政党も、同じくあからさまにはこれに触

れることをタブーとし、票を逃さないため、この問題はアンタッチャブル

なのが常識で松本市の場合も例外ではない。

宗教の憲法訴訟は、多かれ少なかれ宗教の人権上の差別から始まって、

自治体全体の政治的問題として拡大し長期化して、結局は最高裁判決とな

る係争ケースが一般的であろう。中には長期に渡り高齢のため中途で亡く

なって中断したものもある。生涯に渡り、数十年かかった政教分離原則闘

争も見られ、その中で信仰、信条が人格として確立された例であると言える。
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この観点から本件についてみると、自治体の松本市が、市長を始め本件

全体に関与してきたことは先に述べてきたが、その中でも市立中央公民館

が、全市の町内公民館に対して年間3万円から3万2千円の公民館業務委

託費を支出しているのは注目に値する。これを町内公民館の立場から見る

と、中央公民館業務を一部行っているもので重要である。その支出先、即

ち中央公民館業務の委託先が、市内における神社公民館を持つ町内会の

ケースでは、事態が一転して市立公民館の法律問題に転化することとなる。

即ち、市社会教育の中核として市内に展開する公民館群の中心に位置する

中央公民館が、社会教育法第23条に違反した憲法問題への展開となる。

しかも、その業務委託には念が入っていて、市長と、市内を約30に区

分けした各地区公民館の館長との間に取り交わしたところの「松本市中央

公民館の町内公民館奨励に関する業務委託契約」がある。その上業務実施

に当って履行すべき業務内容としての「仕様」もある。この地区公民館長

から、更に各地区傘下町内公民館へと業務委託費が渡されて、その業務が

履行されるという段取りとなっている。

この公民館業務が、神社公民館を中核とする町内公民館活動として実施

される町内会の事例では、既に指摘したように公民館活動が、社会教育法

第23条によって禁止された、特定の宗教を支持し特定の教派、宗派、教

団を支援している活動を、神社公民館という神道宗教施設とその活動とし

て行っているものである。従って同法違反と憲法第20条、第89条違反問

題が提起されることは避けられないであろう。

本件旭町公民館のケースで見ると、特定の宗教は、神社神道で、特定の

教派、宗派、教団は、京都伏見稲荷神社分社で、松本市旭町所在の正一位

大天白七福稲荷神社大神である。その町内会は即ち教団としての旭町氏子

中であり、町内会長は即ち氏子総代であり、町内公民館は即ち同神社社殿

であるという、全部丸抱えの宗教団体ということであり、見事に徹底して

いる。しかも、これは単にこの旭町の場合に限ったものではなく、市内で

は一般的に見られ、県下でも大同小異の同類の事例が多いであろう。

この状態は、旭町町内会の役員を中心とする一部住民にとっては何等違
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和感も無く自然であって、先に考察したようにその異常な生活環境のなか

で日常生活を送っている。市当局も積極的にこれを奨励し支援を行うとい

うもので、他所目には誠に不思議な情景として映るであろう。そしてこれ

又自然に何の抵抗感も感じないで、少数者の人権を、意識的或いは無意識

に侵害する結果となっている。

ところで町内会総会といっても、所帯数約100戸、賃貸アパート居住の

学生世帯約90名合計約190世帯の中で、せいぜい20ー30名出席すればよ

い方であり、全体の住民を代表する会議とはなっていない。事案の決定に

当たっても、議論は無く発言する者或いは反対論を言う者は封殺する仕掛

けを作って、独断的で非民主的な進行をしている。従って実際には、町内

全居住者の過半数は疎か三分の一による決議ともなっていない、一見して

非民主的な形態を形式的、独善的に行っている。

町内会規約には、総会の定数規定が無いのでいわば好き放題となり、仮

に町会長他の三役で総てを決定することも可能である。事実、そのように

一部の少数役員が、勝手に全会員に周知させず重要事項を決定し実行して

きたのであり、正常な民主主義のチェック機能が全然働いていない。その

結果としての象徴的な産物が、このように何処から見ても違法で奇怪な、

人面獣としてのスフィンクスである神社公民館である。その町内会の決定

過程は異常なものであるから、名は体を表すの諺の通りその表出も異様な

姿となる。

即ち、総会決議として、町内会員による民主的な総意による意志決定を

経ず、一部役員の独断専行となっている。こうした非民主的で不明朗な意

志決定の手続きによって、神社公民館、町内会宗教団体の一部役員と過半

数に満たない一部会員が、市の公金を市と癒着、談合して不正に横領取得

して、その神社増改築の不正を一般会員全員に総て情報開示せず、秘かに

ごまかして強行して来た。これは一種の欺瞞行為で、犯罪である。この類

型は、嘗て国家神道による国家支配、自治体とその末端行政と化した町内

会の日常的な戦時活動であった。その復元はいわば一種の先祖帰りであっ

て、その点から見ると不思議なものではなく、戦後半世紀の歳月はその復
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活に十分な時間であったということであろう。

おわりに

こうして、この政教一致の自治体政治、政策は、潜在的或いは顕在化し

た人権上の侵害行為で生活環境を支配し、歪んだ現実生活をもたらしてい

るということができる。市政で、憲法上の判断基準がない違法の公金支出

が、日常一般に行われているのは常軌を逸しており、その悪影響は少なく

ない。この場合、社会教育法上の指導助言権限がある指導監督官庁の文部

科学省、県教育委員会が、指導助言をしないのは信じがたい。本件の社会

教育法における指導事案の類型は未だ判例が無く、従って嘗て行政的指導

助言の前例事案は無かったもので、その行政的措置例が無いので今後も期

待できない。

官庁は、一般に前例と慣行重視の無難な官僚主義に、陥りやすいもので

ある。しかし明快な不正事件について、監督官庁が何もしないというので

は、行政当局としての責任を果たしていないということになり、その結果

社会教育法に於ける上述の行政官庁の指導助言条項は、空文化することと

なる。確かに、官庁が、宗教問題特に信教の自由及び政教分離原則の違憲

問題に関わっても、面倒ばかりで利益にはならないし、行政は減点主義で

あるから問題は先送りされるばかりとなる。

その上に松本市の場合、関係する行政機関が、民間における世界最初の

カルト集団による、サリン散布の現場となったダメージによる影響の尾を

曳いていて、錯乱した精神状況から未だに完全には抜け切れていない面が

あり、宗教問題には及び腰となる。従って行政官庁では、宗教問題が一種

のタブーとして決して触れたがらないテーマとなっており、サリン事件に

よる傷は深い。

しかしながらコンプライアンス、即ち法令の遵守は、市民としても行政

としても避くべからざる課題であって、知性と勇気を持って対応すべきで

あろう。
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図1 松本市神社公民館の事例（写真）
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