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が所在する刃:覇 西地域について,ま ちづ くりの基本方針 の一つ として,「 福
州園や天妃宮な どを核 とし歴史性を活 か したクエ ンダのまちづ くりJと して
い る。
上記基本方金れこついては,平 成 24年 3月 に改定 された那覇市都 市計画マ
ス ター プ ラン

(乙

椰)平 成 13年 4月

2)に おいて も)維 持 されてい る。
)参 カロ人,周 辺 自治会 ,周 辺小中高等学校等合計 12団 体

か ら,那 覇市 に対 し,「 松 山都市公 園 の拡張整備 について」 と題す る要請書
が提出された

(乙

3)。

その内容 は,松 山公 園 に隣接 してい る1日 久米郵便局跡地を,福 州国 と一体
となった 1日 久米村 を象徴す る歴史的景観 を有す る都市公 園として拡張整備 し
てほしい とい うもので あった。
輸)平 成 15年 9月

,那 覇市 において,松 山公 園周辺土地利用計画案

(乙

4)

が策 定され,公 園の整備理念 を,「 久米村にお ける中国 との交流拠点として
の歴史性 ′文化性 ′精神性に基づいた,地 域社会 に開かれた公 園 。まちづ く
り」 とし,整 備方針 として,「 ①久米村 の歴史性 ,文 化性,儒 学的精神性の
シンボル として,ま た,公 園施設 のシンボル として大成殿を整備する。②地
域 の ことがよ く分 か る学習機能を持 った施設 の整備 を図る。Jな どとした。
作)前 記 の松山公 園 の整備理念 ,方 針 の も とに,松 山公 園の整備 が下記 の とお
り進 められた。
那覇市は,都 市計画法 に基づ き,松 山公 園の整備 について那覇広域都市計
画公 園事業 3・

31郵 9号 松 山公 園 として,平 成 17年 9月 ,沖 縄県知事か

ら事業認可を受 け, さらに,平 成 23年 3月

,同 事業 につ き事業施行期間の

延長 を理由とす る事業計画変更の認可を受 けた

(乙

5, 6)。

那覇市 は,国 との間で,公 園用地の一部である国有地につ いて,平 成 18
年 6月

,国 有財産無償貸付契約を締結 した

惨)参 加人 は,那 覇市長に対 し,平 成 22年
許 可申請及び使用 料減免 申請 をし
は,平 成 23年 3月

(乙

(甲

7)。

ll月 15日 付けで公園施設設置

11)12),こ

れ に対 し,那 覇市長

31日 付けで設置 の許可をするとともに,使 用料を金額
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2)。 その後 ,本 件施設 につ き設計変更 の必要 が生 じたこと

14日 付 けで上記設置許可 の変更許 可がなされた (乙 14)。

久米崇聖会は′
平成 24年 3月
平成 25年 4月

(9
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30日

20日 ,本 件施設 の工事に着手 し(乙 14),

に工事完了届 を提出 した

(乙

15)。

そ の後 )当 初期 間の満 了により,久 米崇聖会は,平 成 26年 3月

18日 付

けで公園施設設置許可 の更新 申請及び使用料 の減免 申請を し(乙 16′ 17),
郡覇市長は,同 年 3月

28日 付けで本件設 置許可を し

で使用料 を全額免除 とした

3

(乙

(乙

18),同

日付 け

19)。

本件設置許可 の根拠 ′ 目的
那覇市は,本 件施設 につ き,地 域 の歴史文化を普及 し継承す る施 設であり
,

都市公 園法 2条 2項 6号 の教養施設 , うち同法施行令 5条 5項 1号 の体験学習
施設 として,都 市公 園法 5条 2顎 に基づ き,本 件設置許可を した。
本件設置許可の 目的は,本 件設置許可 の 申請書
書

(乙

(乙

16)及 び本件設置計可

18)に もあるとお り,久 米村 の歴史 ,文 化を伝 える本件施設について

公 園利 用者 をは じめ,広 く県 内外 の人 々に参観・ 学習

,

(講 座)の 場 を提供する

ものである。
また,前 記 214),俗 )の とお り,那 覇市 は,那 覇市都市計画マス タープラン

(乙

1)に おいて,松 山公 園が所在す る那覇西地域 につい て,ま ちづ くりの基本方
針 の一つ として ,「 福州園や天妃富などを核 とし歴 史性 を活か したクニ ンダの
まちづ くり」 とし,松 山公 園周辺土地利用計画案 (乙

4)に て,松 山公 園の整

備理念を 「久米村 における中国 との交流拠点 としての歴史性 ,文 化性,精 神性
に基づいた,地 域社会 に開かれ た公 園 口まちづ くり」 とし)松 山公 園の整備方
針 を 「①久米村 の歴史性 ,文 化性 ,儒 学的精神性 のシンボル として,ま た,公
園施設 のシンボル として大成殿 を整備する。②地域 の こ とがよく分 かる学習機
能を持 つた施設 の整備 を図 る。」な どとしてい るところ,本 件施設 の設置は

,

上記まちづ くりの基本 方針 ,松 山公 園の整備理念及び整備方針に合致 している
ことか ら)本 件施設 につ いて 当初 の設置許可を し,本 件設置許可にてこれ を更
新 した ものである。
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本件施設 の性格 一本件施設は宗教的施設 ではないこ と
は)本 件施設 の沿革
本件施設 は,琉 球 王国時代 に久米村 に建て られた子L子 廟や明倫堂を再建 し
たものである。
明倫堂は′琉球 における最初 の公立学校 とされ てい る。
参加人準備書面 1の 第 4の 2工 (イ )の とお り,本 件施設 は,も ともと現在 の
郡覇市久米地区に存在 していたが,戦 災で焼失 し,跡 地の大部分 が道路用地
とされたため′元 の場所 では再建する ことができず ,大 成殿 のみ那覇市若狭
地区に再建 され てい た ものである。
参カロ
人準備書面 1の 第 1の 1に )イ の とお り,本 件施設 では,那 覇市若狭地

〔

地区内に設置 されていた間から現在 まで,一 般市民 に対 して講座 が開かれて

おり

(丙

1, 2,乙 21な い毎 23),教養施設 として利用されてきたもの

である。
121 本件施設 の内容等

本件施設 は,大 成殿,啓 聖祠,明 倫 堂 ,図 書館 ,至 聖門及 び御庭空間等か
らなる。
本件施設は,一 般 に対 して無料 で公 開 されてい る。
人 は,国 会 の会員及び一般市民を
本件施設 の うち明倫 堂においては,参 力日
対象 として,無 料 の公 開講座を開催 し,大 学教授等を講師に迎え,論 語 の研
究や )琉 球及び久米村 の歴史,文 化等 に関す る種 々の講座 が開催 されてい る
(乙

21な い し23,丙 1な い し3)。

参カロ
人 の定 めた利用規程

(乙

また,明 倫堂 の講 堂及び展示場は

,

25)に したがい一般 の利用に供 されている。

伯)儒 学は宗教 ではな く学問であるこ と
この点については,参 カロ
人準備書面 1の 第 4の 2ほ )ア の主張を援用する。
上記参カロ
人 の主張 のとお り, 日本にお いて,儒 学 (儒 教)は ,学 問として
子の唱
受容 され てい る。儒学 とは,四 書五経な どの経典 の研究を通 じて,子 し
える倫理政治規範を体系化 した学問のこ とをい うところ,江 戸時代 の日本 に
お いて も,琉 球 王 国時代の沖縄 において も,儒 学は上記 の とお りの実社会に
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おける実践的な学問 として受容 された。久米村においては,ま さに上記のよ
うな実社会 における実践的な学問で ある儒 学 の教育がな されてお り,久 米村
出身 の程順則が,教 育機関 として本件施設 の うちの一つ である明倫堂の建設
を建議 した こ とや ,中 国か ら 「六諭衛義」 を持ち帰 り,同 書が沖縄 のみな ら
ず全 国の藩校や寺子屋 で儒学 の教科書 として用 い られたことは著名 で ある。
沖縄を含む 日本におい て受容 された儒学 は,こ の よ うに実社会 における実
践的な学問で あつて,「 超 自然的 ,超 人間的本質 の存在を確信 し,畏 敬崇拝
す る心情 と行為」 のよ うな宗教 ではない。

14)本 件施設は宗教的施設 ではない。
この点については,参 加 人準備書面 1の 第 4の 2に )イ

(イ

)iの 主張を援用

す る。
上記参加人 の主張 の とお り,本 件施設 は,学 問 として受容 された孔子 の教
えを学び研究す るとともに,約

570年 前に波来 して中国文化 を伝承 した久

米二十六姓 の功績 についての歴史を研究 し,沖 縄を含む東洋文化 を伝えるこ
とを目的 とする施設 で あつて,宗 教的活動 を目的 とする施設ではない。
{励

本件施設 にお いて行 われ る行事に経 箕祭遭 があるところ,同 行事は,宗 教
的儀式ではない。
この点については,参 カロ
人準備書面 1の 第 4の 2仁 )イ

(イ

)iの 主張及び参

カロ
人準備書面 3の 第 2な い し第 4の 各主張を援用す る。
上記参加 人 の主張 の とお り′繹食祭祀は,学 問 として受容 され た孔子 の教
えを広めるとともに,約

570前 に渡来 して 中国文化 を伝承 し琉球王国の発

展に寄与 した久米 三十 六姓 の歴史や ,久 米村 と中国 との外交・交流 の歴史を
保存す るこ とで,沖 縄独特 の文化 ̀歴 史を守 り,沖 縄 を含む東洋文化 を伝 える
ことを目的 とす るもので あって,宗 教的儀 式ではない。

16)参 カロ人 は,憲 法 20条 1項 後段にい う宗教団体 )憲 法 89条 にい う宗教上
の組織若 しくは団体には当たらない。
この点 については,参 加人準備書面 1の 第 4の 2ほ )ク の主張を援用する。
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使用料免除 の根拠

