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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項 に基づ き,本 件設置許可を した ところ,同 設
置許可に当たって,使 用料 を全額減免 とした

(乙

19)。

那覇市は,都 市公 園法 の設置及 び管理について,那 覇市公 園条例
を定 め′那覇市長は,同 条例 の施行 について那覇市公 囲条例施行 規則
を定 めてい る ところ,那 覇市公 園条例

(乙

26)11条

(乙

26)

(乙

27)

の 2は ′市長は同条各

号 のいずれ かに該 当す る場合 は,規 貝Jで 定 めるところにより使用料 の全部又は
一部 を免除す ることがで きると定め,同 条 4号 にて 「公共的団体 が公益 の 目的
で使用す る場合Jと 定 めてお り,上 記規則 に該当す る那覇市公 園条例施行規則
(乙

27)15条

1項 は上記条例 22条 の 2の 規 定により減免す る額 を定めて

い るところ,同 規則

15条 1項 2号 にて,上 記条例 11条 2の 第 4号 の規定に

該 当す る場合は,全 額減免す るもの と定めてい る。
本件施設は,上 記各 規定 に該当す るこ とか ら,那 覇市長 は,本 件設置許可に
当た り,使 用料 を全額 の減免 とした。

6

上記各事情 に対す る一般人 の評価

{J

国内において,儒 学は学問 として受容 され てい るこ と
前記 4椰 }で 述べた とお り,沖 縄を含む 日本にお いて受容 された儒学は,実

社会にお け る実践的 な学問である。 日本国内にお いて,儒 学が 「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 うな宗教であ
るとは認 識 されてい ない。

12)国 内各地に孔子廟 が存在す るところ,こ れ ら孔子廟 は学問の施設 として認
識 されてお り′宗教的施設 とは認識 されていない。
ア 多久聖廟
参加 人準備書面 4の 第 2の 1の 主張の とお りであるか ら,同 主張を援用
する。
上記参力日
人 の主張にあるとお り,多 久聖廟 は,江 戸F寺 代に当地を治めて
いた多久氏が,多 久領 を治 めるために教育が必要 と考え,学 問所 と7t子 廟

・
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を建設 したもので あ り,す なわち,同 所 における予L子 廟 は,学 問の振興の
ために建て られた ものであるし
また,多 久聖廟 において′澤食祭稽 に相当す る行事 として釈菜 とい う行
事 が行われ て い る ところ,同 行 事は,学 問の振興や多久氏 の歴 史 ,文 化を
発信す るために行 われてい るもので あって,宗 教 の信仰 ,礼 拝′普及等を
行 うものではない。
イ 足利学校
参加 人準備書面 4の 第 2の 2の 主張 のとお りであるか ら,同 主張を援用
す る。
上記参力自
人 の主張 にある とお り,足 利学校 は, 日本最古 の学校 とも言わ
れ ,中 国古典 を学ぶ学校 であ り,儒 学 を中心に学問の発展 の拠点とされて
いた。
子L子 廟 の建築 も,中 国古典 を学ぶ とい う意味 での儒学今 の熱意の表れ と
されてお り,宗 教ではなく,実 学 としての学問のために行 われてい る。澤
棄祭謹に相 当す る行事である繹糞 が行 われてい る ところ,同 行事 も,足 利
学校 の文化 ̀歴 史 を全 国に発信す るために行われ てい る。
また,孔 子廟 を含 む足利学校は,教 育 の原点 とされ ,市 民の生涯学習の
場 としての役割 も果 た してい る。具体的 には,教 養講座 が開かれてお り′
学問 としての儒学を中心に,漢 詩 の作 り方や歴史書 の読解 講座 ,歴 史講座
等が開かれている。
ウ 湯 島聖堂
参カロ
人準備書面 4の 第 2の 3の 主張の とお りであるか ら,同 主張を援用
する。
上記参カロ
人 の主張にあるとお り,湯 島聖堂は,江 戸時代 )将 軍によって
fll建

された子L子 廟 であ り,藩 校 の学問 ,教 育 の 中心 となった もので あり
,

明治 時代に至 って も′学問所 としての伝統を引き継ぎ,近 代教育発祥の地
となってい る。
同所 において ,料 貫祭證 に相 当する行事 として,孔 子祭
10
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れ てい る。その 目的 は,孔 子 とその学問 を検証す ることにあ り,伝 統行事
を再現 ,復 原 した ものであ り,宗 教 の信仰 ,礼 拝 ,普 及等を行 うものでは
ない。
また ,湯 島聖 堂においては,生 涯学習 のため,各 種文化講座が開催 され
てい る。
工

以上 の とお り,国 内各地にある孔子廟 は,儒 学を始めとする学問の振興
のために建設 されたものであ り,現 在 におい て も,そ の歴史 ̀文 化 を保存
し,地 域 の発展や観光振興 に寄与す るもの として,施 設 の整備 ・保存 ,繹

典祭祀に相当す る行事 の催行 が行 われてい るものであつて,宗 教の信仰・
礼拝 =普 及等 の宗教的活動 を行 つてい るものではない。
′

す なわち,国 内において,こ れ ら孔子廟 は,学 問の施設 と認識 されてお

i

り,宗 教的施設 とは捉 えられ ていない。

(3)本件施設 は,近 隣住民等か らも整備 の要請を受けたもので あること
前記 214)な い し(0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1園 や天妃 宮な どを核 とし歴史性を活 か したクニ ン
ダのまちづ くりJと し,松 山公 園の周辺土地 の利用計画 を検討 していた とこ
ろ′平成 13年 4月

,久 米崇聖会 ,周 辺 自治会 ,周 辺小 中高等学校等合計 1

2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

(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 州園 と一体 となった 旧久米村 を象徴す る歴史的景観 を有する
都市/Ak園 として拡 張整備 してほしい とい うものであつた。
上記 の とお り,本 件施設 は,参 加人 のみな らず,広 く地域住民か らも,1日
久米村 の歴史 ,文 化 を伝 える施設 として整備 してほ しい とい う要請 がなされ
ていた もので あつて,地 域住 民の間にお いて も,本 件施設は宗教的施設 とは
認識 され てい ない。

7

以上 の諸事情をもとに検討すれば,本 件設置許可は,特 定 の宗教に対する援
助,圧 迫等 には当た らず ,憲 法の定める政教分離原則に違反す るものではない。
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す なわち,本 件施設 は′琉球 王 国時代 か ら久米村 と呼 17fれ た現在 の久米地区
に存在 した孔子廟 ,明 倫 堂の歴史 ,文 化 を伝 えるもの として,久 米地区に再建
されたものであること,本 件施設 の設置 は,当 該地域における歴史性 を活か し
たまちづ くりの方針 にも合致す る もので あり,ま た,近 隣住民等 か らも,久 米
村 の歴史 ̀文 化 を伝 える施設 として本件施設 を松山公 園内 に整備 して 1/1し い と
の要請 があつた こ とな どの本件設置許可 に至 る経緯及 び 目的や,そ もそも儒学
(・

lS教 )は ,沖 縄 において も沖縄以外の国内において も,実 社会 にお ける実践

的な学問 として受容 され ,本 件施設 の前身で ある孔子廟 ,明 倫堂 も儒学 を始め
とす る学問 を学ぶ場 と して建築 されたものであるこ と,本 件施設 もまた,実 践
的な学問 としての儒 学を構築 した孔子 を称えるとともに,儒 学を始 めとする学
問,歴 史,中 国文化を学ぶ場 として建築 されたものであ り,一 般市民 に無償で
公 開 され ,一 般市民向けの無償 の教養講座 が開催 されるな ど,広 く一般市民が
利用 し学習をす ることができる施設 であること,参 カロ人は宗教的活動 を目的 と
す るもので もなければ,本 件施設等 において宗教的活動を行 うもので もなく
)

広 く儒学を始めとす る学問の発 展や ,人 材 の育成 に努 める団体 であること,参
加人 は,本 件施設 にお いて,年 に 1回 料実祭祀を開催 してい るところ,同 行事
は中国及び 沖縄 の歴史文化 の展示的意味合 いが強いこ と,沖 縄以外 の全国各地
に所在する7L子 廟 は学関の施設 として捉 えられてお り,宗 教的施設 とは捉えら
れ ていないこ と,沖 縄 において もこれ ら全国各地 の子L子 廟 と同様 に子L子 廟 は学
問の施設 として捉 えられてお り,宗 教 的施設 とは捉 え られ ていないこ と,こ れ
ら諸事情 を考慮すれば,一 般人 の 目か ら見て,本 件施設は,儒 学 とい う学問や
久米村 の歴史 ・文化を普及 し継承す る施設 で ある と評価 され るのであって,宗
教的施設 であると評価 されることはない。
す なわち,社 会通念 に照 らして総合的に判断 して も,本 件設置許可 は,市 と
本件施設ない し参力1人 とのかかわ り合 いが,我 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 を超えるもの とはいえず ,憲 法 89条 の禁止す る公の財産 の利用提供に
は当た らず,憲 法 20条 1項 後段 の禁止す る宗教団体 に対す る特権 の付与にも
12

