
科目名  教員名  

神社管理研究 I 河村 忠伸 

 

免許・課程  

教職課程  

資格課程  

 

開講詳細  

開講キャンパス 開講時期  曜日  時限  開講学年  単位数  

渋谷  集中  スプリングセッション スプリングセッション カリキュラムにより異なります。 2 

 

講義概要  

授業のテーマ 

神社を管理・維持運営するために必要な法務・財務を理解する。 

授業の内容  

神社を管理していくためには、祭祀を執行するだけではなく、法律上の手続きや会計事務なども適正に行わな

くてはならない。本講義では神社を管理する上で必須となる法務・財務について、宗教法人法を中心に基礎知

識を習得するとともに、なぜそのような制度が必要なのか、法制度の歴史について考えていく。 

到達目標  

【知識・理解】 

神社管理の基礎知識である「法人格」、「宗教法人法」、「神社本庁」（包括宗教法人）等について説明できる。 

【思考・判断】 

神社に関する事象の中から、法律的に考えて対処する必要のある問題を選び出す。 

【関心・意欲】 

神社管理に関する法的問題・事件について関心をもつ。 

【技能・表現】 

神社の管理上、必要な事務手続きの準備ができる。 

授業計画  

第 1 回  

講義全体のガイダンス 

神社管理において、法律が必要となる場合について具体例を挙げて説明。   

【事前学修 30 分】   

⇒シラバスを読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参照文献を読んでみる。   



第 2 回  

「法人」の概念について① 

宗教法人である神社と宗教法人ではない神社はどう違うのか比較する。   

【事前学修 30 分】 

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』３～５頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 3 回  

「法人」の概念について② 

法人の類型と宗教法人の特性について確認する。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』５～７頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 4 回  

近世までの神社制度と明治維新 

宗教法人法を理解する前提として明治時代初期までの制度史を確認する。 

特に神仏判然と明治 4 年 5 月太政官布告について。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』291～292 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 5 回  

「国家ノ宗祀」の時代① 

宗教法人法を理解する前提として戦前期の制度を確認する。 

主として境内地制度、上知令、神体山など境内地に関する事案について考察する。 

信仰上の神体山と制度上の神体山に違いは存在するのか。   

【事前学修 30 分】  

⇒國學院大學日本文化研究所編『神道事典』（弘文堂、平成１１年）などの事典・辞書で「上地令」

（145 頁）、「神体山」（181 頁）の用語を確認しておく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 6 回  

「国家ノ宗祀」の時代② 

宗教法人法を理解する前提として戦前期の制度を確認する。 

主として社格制度、神社整理など国家による神社の管理について理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒奉務予定神社、氏神、現在居住地の最寄神社の旧社格および戦前期における合祀・合併の有無につ

いて調べてみる。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 7 回  

「国家ノ宗祀」の時代③ 

宗教法人法を理解する前提として戦前期の制度を確認する。 

主として神社明細帳および祭神に関する制度について理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』148～150 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 



⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 8 回  

神道指令と神社本庁 

宗教法人法を理解する前提として神道指令と神社本庁設立の歴史について確認する。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』293～295 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 9 回  

宗教法人設立と神社規則 

宗教法人の設立について関係法規を確認する。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』139～145 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 10 回  

宗教法人法の特色 

宗教法人令と宗教法人法を比較し、現行の宗教法人制度の特色について理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』13～16 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 11 回  

宗教法人法の改正 

平成７年の宗教法人法改正の経緯とその影響について理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』14～16 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 12 回  

包括関係の意義とその手続き 

神社本庁と包括関係を結ぶ意義とその手続きについて理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』233～237 頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 13 回  

「国家神道」研究史とその影響 

戦後の「国家神道」研究と「国家神道」が戦後の政教関係に与えた影響について理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒「国家神道」についてインターネットで検索してみる。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 14 回  

政教分離について 

政教分離制度について津市地鎮祭訴訟をはじめとする判例を中心に理解を深める。   

【事前学修 30 分】   

⇒『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』９～１１頁を読んでおく。 

【事後学修 0 分】 



⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

第 15 回  

まとめと授業時試験   

【事前学修 30 分】   

⇒これまでの講義内容を復習する。特に重要用語と基本的な法令の名称について。 

【事後学修 0 分】 

⇒授業時に紹介する参考文献を読んでみる。   

授業計画

の説明  
授業計画・内容については、当初の計画より、若干変更となることもありますのでご留意下さい。 

※履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。  

授業時間外の学習方法  

参考文献を読むことで理解をさらに深めることができる。 

受講に関するアドバイス 

神社管理・関係法規というと「難しい」、「法律や会計は専門家に依頼すればいい」というイメージがあるかも

しれませんが、神職あるいは神社管理に携わる人間として最小限の知識は必須であり、さらに法制度の観点か

ら「神社神道」そのものについて理解を深めることができます。 

 

成績評価の方法・基準  

評価方法  割合  評価基準  

授業時試験  70％  
神社を管理する上で必要な法令や制度、およびその歴史を理解しているかどうか

を問う。 

平常点  30％  出席状況および受講の姿勢 

※すべての授業に出席することが原則であり、出席自体を加点の対象とすることはできません。  

 

注意事項   

※履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。  

実務経験に関する記載  神社本庁録事 平成２２年～２６年 

 

履修登録制限・備考  神道文化学部生または神職課程選択者のみ履修可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教科書・参考文献等  

教科書  

神社本庁編『新編 神社実務提要（平成 30 年版）』（神社新報社） 

参考文献  

書名  著者名  出版社  備考  

国家神道形成過程の研究  阪本是丸  岩波書店   

神道事典 國學院大學日本文化研究所  弘文堂   

国家神道とは何だったかのか 新版 葦津珍彦  神社新報社   

神道指令の研究 大原康男  原書房   

国家と宗教の間―政教分離の思想と現実 阪本是丸・大原康男・百道章  日本教文社   

「現人神」「国家神道」という幻想―「絶対神」

を呼び出したのは誰か 
新田均  神社新報社   

国家神道 村上重良  岩波書店   

参考文献コメント 

いずれも神職として、神社神道を考える上で読んでおくべき書籍です。  

参考になるウェブページ 


