
第⚒版はしがき

本書の初版は、平成30年⚑月に発刊されましたが、ありがたいことにご好評を

いただき、今般、第⚒版を出版させていただくこととなりました。

第⚒版の改訂の主な内容は以下のとおりです。なお、第⚒版より、平賀孝治弁

護士も執筆者に加わることとなりました。

記

⚑ 法改正対応

初版刊行後の法改正（宗教法人法・債権法等）がなされました。それに合わ

せて本文の記述をアップデートいたしました。

⚒ 裁判例の補充

初版刊行後、本書著者の一人である本間久雄が、第一法規より、『神弁協叢

書 判例にみる宗教法人の法律問題』を刊行させていただきました。

同書執筆によって得た宗教判例の知見を踏まえ、「寺院関係者の自習用や研

修会用テキスト、大学の仏教学部の宗教関係法講座のテキスト」という本書の

第一義的なコンセプトを損なわない範囲で必要な裁判例を補充させていただき

ました。

⚓ 新項目の追加

「第⚒章 寺院とガバナンス」に「宗派と自治」をテーマとした新項目を、

「第⚓章 寺院と墓地法」に「墓地関係事業者との間の法律関係」をテーマと

した新項目を追加させていただきました。これによって、宗教法人法・墓地法

に関して寺院関係者や専門士業の方のニーズにさらに応えられるものと自負し

ております。

ICT 技術（AI・IoT・ビッグデータ等）の進歩、ボーダーレス化、少子高齢化と

それに伴う働き方改革等、社会は21世紀に入ったばかりの20年前と比較しても著

しく変化しています。はしがきを書いている今現在においても、新型コロナウイ

ルスが世界を恐怖に陥れ、今後の社会のあり方が大きく変わるのではないかとい

われています。寺院を取り巻く環境を見ても、公益法人制度改革が行われて以降、

宗教法人の公益性がより強く求められるになったと思います。また、寺離れ・葬
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儀法要離れといわれて久しくなり、僧侶派遣業者の大手通販サイト出品問題にみ

られるように、寺院や葬儀法要のあり方そのものが問われるようになってきたの

ではないかと思います。

令和という新時代に入っても、引き続き本書を出版できることは望外の喜びで

す。

このような大変革の中だからこそ、基本に立ち返り、基本を常に意識しながら

寺院を運営することが重要ではないかと思います。本書は、宗教法人運営にとっ

て必要不可欠な基本的事項が網羅されていますので、寺院を運営するにあたって、

座右において常にご参照いただければ幸甚です。

第⚒版刊行の機会を与えていただくとともに、初版に引き続き本書出版をサ

ポートしていただいた民事法研究会の田口信義代表取締役と編集部の松下寿美子

氏には大変感謝しております。また、本書改訂作業のお手伝いをしていただいた

司法修習生の須賀翔紀さんにも御礼申し上げます。

執筆者一同、今後も、日々布教活動にいそしむ全国の寺院関係者の皆様のお役

に少しでも立てるよう、さらに研鑽を重ねていきたいと思います。

令和⚒年⚖月

弁護士 庄司道弘
弁護士 本間久雄
弁護士 平賀孝治
弁護士 粟津大慧
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推薦の辞

弁護士 長谷川正浩

日頃、ご交誼を賜っている庄司道弘、本間久雄、粟津大慧の⚓名の弁護士が、

『寺院法務の実務と書式』を著された。寺院、運営、墓地、民事、労働、情報、

税務の⚖項目にわたる諸法令等の解説の後、紛争解決の方策が示されている。寺

院関係者が日常遭遇するであろうほとんどの事項が網羅されており、寺院運営に

携わる者にとっては、鬼に金棒である。

本書は、著者らが所属する横浜関内法律事務所の所長・庄司道弘弁護士の古希

を祝し、弁護士生活40周年を記念して、本間久雄・粟津大慧両弁護士により企画

されたものである。庄司弁護士は、長年多くの寺院の法律顧問を務められてきた

「寺院法務」のヴェテランであり、本間・粟津両弁護士はいずれも寺院に生まれ

育ち、教師の資格を持つ僧侶でもある。

著者らは、はしがきで、「会社法務」があるなら「寺院法務」があってもよい

と考え、「寺院法務」の形を提示したいという問題意識から本書を執筆したと言

われる。会社の実態を知らずして「会社法務」を論ずることができないのと同様

に、寺院の実態を知らずして「寺院法務」を論ずることはできない。寺院を知り

尽くした弁護士によって書かれているところに、本書の特徴がある。加えて本書

は、宗教法人法、墓埋法といった寺院特有の法律分野のみならず、民法、借地借

家法、著作権法、個人情報保護法、労働関係法、消費者法といった寺院や寺院関

係者が日常生活に深く関係する諸法規についてわかりやすく簡潔に説明されてい

る。単に寺院関係者だけでなく、寺院関係者から相談を受ける弁護士、税理士、

社会保険労務士、司法書士、行政書士の方々にも大いに役立つであろう。

広くお勧めする次第である。

平成29年12月吉日
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は し が き

筆者らが所属する横浜関内法律事務所は、昭和57年に庄司道弘によって設立さ

れました。当事務所の取扱業務は、一般民事・刑事事件の他、企業法務や行政事

件、渉外事件、知的財産事件等多岐にわたっています。

当事務所の特色としては、行政事件と宗教法人（特に寺院）関係の事件が一般

的な法律事務所に比べて多いという点にあります。おそらく、宗教法人関係の事

件取扱件数は、神奈川県の法律事務所の中でも有数の件数ではないかと自負して

おります。

庄司道弘は、当事務所設立初期より名刹寺院の顧問を務めるとともに、世話人

として寺院の運営に携わっていくうちに、寺院が直面する問題点について通暁す

るようになりました。本間久雄と粟津大慧は、共に寺院出身で、寺院の事情につ

いては、一般的な弁護士よりもよく知っているものと自負しています。

寺院関係の事件を処理していく中でいつも実感するのは、住職をはじめとする

寺院関係者は、仏法は知っていても、世俗法については、あまりよくお知りにな

らないということです。もう少し法律を知っていて、専門家に相談するなどして

いれば、トラブルを防げたり、傷の程度も浅くて済んだのではないかと思うこと

が度々あります。

本書は、寺院関係者が最低限知っておくべき法律知識について、法的素養のな

い方でも理解しやすいように、なるべく簡潔に、わかりやすくまとめたものです。

宗教法人法や墓埋法などといった寺院特有の法律分野のみならず、借地借家法、

著作権法、個人情報保護法、労働関係法などといった一般的な法律ではあるもの

の、宗教法人としての寺院を運営するうえでは最低限知っておくべき法律知識に

ついても満遍なく解説を加えています。また、寺院は、法人運営の場のみならず、

寺族の生活の場でもあります。そこで、寺院運営に必要な法律知識のみならず、

寺族を守るための法律知識についても言及をしています。たとえば、世間的には

寺院は裕福であると思われているようで（実際はそのようなことはありませんが）、

悪徳商法のターゲットにされやすいという現状があることから、消費者法につい

ても言及をしております。その他、刑事事件に巻き込まれた場合の対応や家事事

件についての知識等にも言及しています。

はしがき
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企業には、企業法務という概念が確立しているように、寺院にも、「寺院法務」

という概念があるのではないか、寺院法務の⚑つの形を示したいという問題意識

から本書を執筆しました。

本書の特色としては、本間は、⚑級ファイナンシャル・プランニング技能士
（資産相談業務）の資格を有していることから、解説には、ライフプランニングや

リスクマネジメント、土地活用などのファイナンシャル・プランニング的な視点

も加味しております。この点が、法律書の中では目新しい点ではないかと思いま

す。

本書は、寺院関係者の自習用や研修会用テキスト、大学の仏教学部の宗教関係

法講座のテキストを念頭において執筆しています。弁護士や司法書士、社会保険

労務士、税理士、行政書士などの専門士業の方にとっても、類書があまりない宗

教法人法や墓埋法、宗教法人に関する税知識の解説は参考になると思いますし、

寺院を顧問先に持つにあたって寺院で問題となり得る法律問題としてはどのよう

なものがあるかについて把握するのに有用な参考書になるでしょう。

庄司は、本年古稀を迎え、来年には弁護士生活40年目を迎えることになります

が、この11月には旭日小綬章受章の栄に浴しました。そのような節目の年に本書

を出版できることに筆者一同感慨深く思います。本書出版をサポートしていただ

いた民事法研究会の田口信義代表取締役と編集部の雪野奈美氏には大変感謝して

おります。寺院関係法分野の泰斗であり全日本仏教会の顧問弁護士を務められま

す長谷川正浩先生からは、本書発刊にあたり身に余る推薦のお言葉を賜り、身の

引き締まる思いです。

本書が、日々布教活動にいそしむ全国の寺院関係者の皆様のお役に少しでも立

てれば、これ以上の喜びはありません。

平成29年12月

弁護士 庄司道弘
弁護士 本間久雄
弁護士 粟津大慧
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第⚑章 序 説

⚑ はじめに

寺院運営を進めていく中で、法律を意識したことはありますか。寺院運営にあ

たって必要な法律としては、主なものだけでも、宗教法人法・墓地、埋葬等に関

する法律・民法・借地借家法・労働関係法・個人情報の保護に関する法律・刑

法・税法等多岐にわたります。

寺院運営を行うご住職方は、日頃、通夜葬式法要等の法務活動や布教活動に忙

殺され、法的な知識を学んだりする機会はあまりないものと思われます。しかし

ながら、法律を無視して寺院運営を行うと、思わぬところで足下をすくわれ、寺

院に多額の財産的損害を与えたり、酷いときには住職が逮捕され、刑事事件とな

る場合すらあります。

一般企業の場合は、企業法務という概念が確立され、企業の法律問題に専門的

に対処する弁護士が多くいます。また、一般企業では、役員・従業員の法務教育

が行われたり、法務部・顧問弁護士との相談の機会も多くあります。しかしなが

ら、寺院の場合には、残念ながら、法的なバックアップ体制は不十分なのが現状

です。コンプライアンス（法令遵守）が強く叫ばれている昨今、寺院運営を担う

者ならば、法的素養は必須です。

本書では、寺院運営を行うご住職方が最低限押さえておくべき法律知識につい

て解説をしていきます。また、随所に必要な書式も盛り込んでおります。

住職以外の一般の僧侶の方も将来住職になることに備えて、そうではなくとも

適切な職務のためには法的素養が不可欠ですので必ずやお役に立つことでしょう。

⚒ 本書の構成

本書の構成ですが、以下のような順序で解説をしていきます。

第⚑章 序 説
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⑴ 寺院とガバナンス（第⚒章収録）

宗教法人法の解説を中心に、寺院の管理運営について解説をします。宗教法人

法は、寺院運営の基本原則を定めています。これを知らずに運営を行うことは、

免許も取らずに車を運転するようなものです。宗門大学等の僧侶養成機関におい

ても、宗教法人法の講義に触れる機会もあまりないと思います。まずは、本章を

読んで宗教法人法は何を定めるのかについて把握してください。

⑵ 寺院と墓地法（第⚓章収録）

寺院と境内墓地は切っても切れない関係です。墓地、埋葬等に関する法律（以

下、「墓埋法」といいます）を中心に墓地に関する法律問題について解説をします。

①異教徒からの埋葬依頼、②墓地の区画整理、③墓じまい等に対してどう対応す

べきなのかについて述べていきます。

⑶ 寺院と民事法（第⚔章収録）

民法・借地借家法を中心に、寺院の財産管理や民事上のトラブル予防法・リス

クマネジメントについて解説をします。借地を有する寺院は多いが、適切な借地

管理が行われているケースは少ないように見受けられます。また、時として祈禱

が霊感商法にあたるなどとされ、不法行為責任を追及されたり、読経・鐘等の宗

教活動に伴う音がうるさいなどと近隣トラブルが起こる場合があります。

寺院が、財産管理をきちんとし、トラブルにあわないようにするにはどのよう

な心がけをしていけばよいかについて述べていきます。

⑷ 寺院と労働法（第⚕章収録）

寺族だけで運営されている寺院も多くありますが、寺院の規模が大きくなって

くると、役僧やお手伝いさんを入れる必要が出てきます。寺院で働く人、特に役

僧を「労働者」とみなすことは、寺院関係者としては若干の違和感を覚えると思

われますが、立場に関わりなく、使用従属性が認められれば、労働関係法（労働

基準法・労働契約法・労働組合法等）が適用されます。近年、寺院においても労働

紛争が裁判所に持ち込まれたり、合同労組（ユニオン）との間で労働争議が起こ

る事案が多数見受けられます。労働紛争が起こらないようにするにはどうしたら

よいか、寺院関係者が最低限知っておくべき労働関係法の知識について解説を加

えていきます。

第⚑章 序 説
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⑸ 寺院と情報法（第⚖章収録）

個人情報について何かとうるさく言われる昨今、寺院としても、個人情報につ

いてセンシティブでなければなりません。檀信徒の大切な個人情報が漏洩するな

どしたときは、寺院の信頼を失い、取り返しのつかないことになります。これか

らの寺院運営にあたっては、個人情報の取り扱いに関して最低限の知識は必須で

す。また、所轄庁への提出書類と情報公開制度との関係や、マイナンバーに対し

てはどう対応するのか等について述べていきます。

ここでは、寺院と情報に関する法的な解説をしていきます。

⑹ 寺院と税法（第⚗章収録）

寺院の収入のうち、どこからどこまでが課税されるのか、突然の税務調査にど

う対応したらよいのかについて迷われた経験はありませんか。税金の問題は、普

段、税理士に任せきりかもしれませんが、寺院運営のためには、最低限の税の知

識は必要です。

ここでは、寺院関係者が最低限知っておくべき税の知識について解説をしてい

きます。

⑺ 寺院と紛争解決（第⚘章収録）

寺院にトラブルが起きた際に、誰に相談すべきなのか、どのような手続を取っ

ていくべきなのかについて解説します。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労

務士等の専門家の役割や紛争解決に必要な手続手段について体系的に解説します。

⑻ 参考資料（巻末収録）

さらなる知識を得たいときの参考資料や参考文献一覧のお役立ち情報を収録し

ています。

第⚑章 序 説
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第⚒章 寺院とガバナンス

Ⅰ 宗教法人とは

⚑ 法人とは何か

宗教法人とは何かについて述べる前に、法人とは具体的にはどのような性質の

ものなのかについて理解することが必要です。

法人の説明に入る前提として、権利能力という概念について説明する必要があ

ります。権利能力とは、法律関係を発生させ、変更させ、または消滅させたりす

ることのできる地位のことをいいます。わかりやすく言うと、私たちが、スー

パーで食材を買ったり（売買契約の締結）、切符を買って鉄道に乗ったり（運送契

約の締結）、婚姻届を出して結婚するなどの法律関係を形成することができる能

力のことをいいます。私たち人間は、自然人といいます。自然人は、誰でも平等

に権利能力があります。

しかしながら、自然人がそれぞれ活動するよりも、団体を組織して、皆で力を

合わせて活動したほうが、より強力な力を発揮でき、目的達成が容易となるで

しょう。皆で出し合った財産を元に活動をしたときも、同様に強力な力を発揮で

きるでしょう。自然人とは別に、団体や財産に権利能力を与えて、自然人とは別

の権利主体たる地位を認めたのが法人なのです。法人には、宗教法人の他に、株

式会社等の営利法人・NPO 法人・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法

人・公益財団法人・学校法人・労働組合・医療法人等さまざまな形態があります。

法人は、それぞれ根拠となる法律があります。

法人は、自然人と異なり、それ単体では動くことも、考えることもできません。

法人が活動をするにあたっては、その構成員による意思決定が必要です。法人の

意思決定を行う役割を担う自然人のことを機関といいます。機関といっても、行

政機関のような組織を意味するわけではありませんので、その点誤解のないよう

第⚒章 寺院とガバナンス
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にお願いします。法人には、運営について最終的な決定を行う機関（宗教法人で

は責任役員会、株式会社では取締役会）、決定に従って事実行為をしたり第三者と

法律行為をしたりする機関（宗教法人では代表役員、株式会社では代表取締役や執行

役）、法人の決定およびその執行が適正に行われ他を監査する機関（宗教法人では

必要はありませんが、会社では、監査役がこれに相当します）があります。

ざっくばらんに言って、法人はガンダムのようなロボットで、機関は、ロボッ

トの中で操縦するパイロットであると考えれば、イメージが沸きやすいでしょう。

⚒ 宗教法人とは

それでは、宗教法人とは具体的にどのような法人なのでしょうか。宗教法人法

⚔条⚒項によれば、宗教法人とは、宗教法人法に基づいて法人格を与えられた宗

教団体のことをいいます。宗教団体とはどのような団体でしょうか。宗教法人法

⚒条は、宗教団体について、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を

教化育成することを主たる目的とする、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前記①の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であると定義しています。①の

団体については、個々の寺院を、②の団体については、浄土宗や日蓮宗といった

宗派を指します。そして、宗派を包括宗教法人、宗派に属する寺院を被包括宗教

法人といいます。

以上をまとめると、宗教法人は、以下の特質を備えた団体であるといえます。

・教義を広める

・儀式行事を行う

・信者を教化育成する

・礼拝の施設を備える（被包括宗教法人の場合）

宗教法人法⚑条⚑項は、その目的について、「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」とあります。宗教法人法は、宗教団体に権利能力を与える根拠

規定であり、法技術的なもので、宗教上の行為・特性・慣習について規律するも

のではありません。そのことは、宗教法人法の規定の至るところにうたわれてい
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ます（宗教法人法⚑条⚒項、18条⚖項、84条、85条。以下、本章においては「法」と

略称します）。

⚓ ガバナンスとは

ガバナンス（governance）とは、統治を意味する英語です。企業の世界では、

近年、コーポレートガバナンス（corporate governance：企業統治）の重要性が叫

ばれています。コーポレートガバナンスとは、企業の不正行為の防止と競争力・

収益力の向上を総合的にとらえ、長期的な企業価値の増大に向けた企業経営の仕

組みのことをいいます。企業にはさまざまなステークホルダー（stakeholder：利

害関係人（たとえば、消費者（顧客）、従業員、株主、債権者、仕入先、得意先、地域

社会、行政機関等））がいるため、企業は、その社会的責任から非倫理的行動をす

ることは許されません。企業本来の目的である収益と倫理的行動を両立させるに

はどのような統治体制が必要かについての概念がコーポレートガバナンスです。

寺院について見てみても、寺院にはさまざまなステークホルダー（檀信徒、宗

派、石材店、葬儀社、地域住民、所轄庁等）がいます。寺院が、今後も運営を続け

ていくためには、ステークホルダーと協調した行動を取ることが必要不可欠です。

寺院は、企業と異なり収益を目的としていません。寺院の目的は、布教を通じて

社会を教化していくという点にあると考えます。平成18年に公益法人制度改革関

連三法が成立しました。その制定過程で宗教法人の公益性についての議論が出て

きました。宗教法人の公益性については、いまだに研究途上で議論が煮詰まって

いません。しかしながら、不正行為をせず、ステークホルダーから信用を得ると

いうことは、寺院の活動に公益性があるとするための最低条件であると考えます。

そのためには、まず、法令を遵守した寺院運営が行われなければなりません。宗

教法人法は、宗教法人運営の枠組みを規定している法律です。宗教法人法を把握

し、宗教法人法に則った運営を行うことが、テンプルガバナンス（temple

governance：寺院統治）ではないかと考えます。
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