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Ⅸ．宿泊事業に供する境内建物・境内地に対する固定資産税の賦課 
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Ⅰ．はじめに 

人の消費傾向が「モノ消費」から「コト消費」（体験の重視）へと移行する傾向は、

アフターコロナ／ウィズコロナの価値観の下で拍車がかかると予想され、旅行や宿泊に

おいても、いかに付加価値を提供するかがますます重要になります。宗教法人の保有す

る不動産は貴重な文化遺産等であることが多く、訪れる人に感銘や得がたい体験を与え

ます。宗教法人の有する不動産を宿泊施設に活用すれば、宿泊に加えて、文化体験・宗

教体験という、他にはない高付加価値の体験を提供することができ、観光庁も、このよ

うな境内建物等の有する可能性に着目し、「寺泊」を推進しています1。 

他方で、現代人の宗教意識は希薄になってきており、宗教法人の運営は厳しさを増し

ています2。このような状況下で、宗教法人がその保有する不動産を宿泊施設に活用す

ることは、単に宿泊料収入を得るだけではなく、宗教体験や宗教家とのふれあいを通じ

た信者の獲得にも繋がり得るともいえます。 

これらを踏まえ、本号から 3 回に分けて、宗教法人がその保有する不動産を宿泊施設

1 観光庁「城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」 

（https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/shirohaku.terahaku.html） 
2 日本仏教協会（http://nihon-bukkyou.com/）・小林利行「日本人の宗教的意識や行動はどう変わったか」

（ https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20190401_7.pdf ）・ 全 国 寺 社 観 光 協 会

（https://jisya-kk.jp/）。 
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として活用する場合の法的留意点等を取り上げます。まず本号では、宗教法人法上の法

的留意点等について説明し、次号以降では、民事法・行政法の領域に属する様々な法的

留意点等について説明します。 

 

Ⅱ．宗教法人の保有する不動産及び宿泊施設の運営方法等の概要 

 

1．宗教法人の保有する土地・建物の種類 

 

宗教法人の保有する土地・建物には、境内建物・境内地と、その他の不動産の 2種

類が存在します。 

Ⅲ.で説明するとおり、宗教法人法上、宿泊事業に活用する不動産が境内建物・境

内地か否かで、行うことのできる事業の規模・態様や、事業の開始にあたって必要な

手続きが変わり得ます。また、次号以降において説明するとおり、地方税法上、一定

の場合には境内建物・境内地の固定資産税は非課税となっているところ、境内建物・

境内地を宿泊事業に活用する場合には、宿泊事業の開始によっても当該非課税措置が

継続されるのかという問題が生じ得ます。 

このように、宗教法人がその保有する不動産を用いて宿泊事業を行う場合、当該不

動産が境内建物・境内地かどうかは、非常に重要です。 

 

（1）境内建物 

「境内建物」とは、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所

等のような、宗教法人の主目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作

物をいいます（宗教法人法 3条）。 

「宗教法人の主目的」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を

教化育成すること（以下「宗教活動」といいます。）です（宗教法人法 2 条柱書）。

また、「当該宗教法人に固有の」とは、当該宗教法人にとって本来的に欠くことので

きない、という意味であると解されています。 

宗教法人の宿泊施設というと、仏教寺院や神社の有する宿坊をイメージされる方

が多いかもしれませんが、宿坊も、宗教法人法 3条の上記要件を満たせば、「境内建

物」に該当します。 

 

（2）境内地 

「境内地」とは、境内建物が建つ一画の土地や庭園等のような、宗教法人の主目

的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいいます（宗教法人法 3条）。 

「一画の土地」とは、建物と土地との相互関係から一体的に考慮されるべき範囲

の土地という意味であり、登記上一筆の土地であるか否かには拘束されません。 
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（3）その他 

宗教法人の保有する不動産が当然「境内建物」又は「境内地」に該当するという

わけではなく、宗教法人法 3条の上記要件を満たさない不動産は、「境内建物」又は

「境内地」ではない不動産ということになります。 

 

2．宿泊施設の運営方法 

 

宗教法人がその保有する不動産を宿泊施設として活用する場合、宿泊事業の運営方

法として、大きく分けて以下の 3つが考えられます。 

いずれの方式で宿泊事業を行うかによって、宿泊事業の経営リスクを宗教法人が負

うか否か等が変わることはもちろん、Ⅲ.で説明するとおり、宿泊事業の開始にあた

って宗教法人法上必要となる手続きが変わり得ます。また、次号以降で説明するとお

り、宿泊事業から生じた収益に対する法人税の賦課の有無や、1.で述べた固定資産税

の非課税措置の継続の可否にも影響を及ぼすと考えられます。 

このように、いかなる運営方法で宿泊事業を行うかも、宿泊事業に活用する不動産

の種類と同様、宿泊事業を開始するにあたって非常に重要です。 

 

（1）直営方式 

直営方式は、宗教法人が自ら宿泊施設の運営を行う方法です。直営方式では、宿

泊施設の売上や費用は全て所有者に帰属します。 

 

（2）賃貸方式 

賃貸方式は、不動産の全部又は一部をホテル事業者等に貸し付けて、当該ホテル

事業者等に宿泊施設を運営させる方法です。賃貸方式では、賃借人が宿泊施設の経

営者になりますので、売上等は全て賃借人に帰属することになり、宗教法人は一定

額の金額を賃料として収受することになります（宿泊施設の売上げに応じて賃料が

変動する変動賃料性がとられる場合もあります）。 

 

（3）委託方式 

委託方式は、宿泊施設の経営は宗教法人が行いつつも、運営のみを外部に委託す

る方法です。委託方式では、売上等は宗教法人に帰属することになり、宗教法人は、

運営受託者に対して、業務委託報酬として売上げに応じた金額を支払うことになり

ます。 

 

3．宿泊事業のモデル 

 

宗教法人が宿泊事業を行う場合の典型的な事業形態として、大きく分けて 3つのモ

デルが考えられ、それぞれの実例も既に一定数存在しています。 
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（1）ホテル型 

ホテル型は、建物を新たに建築したり、既存の建物を大幅に改築又は増築したり

して、いわゆるリゾートホテルや温泉旅館のような構造設備を有する宿泊施設を作

り、これにより宿泊事業を営むモデルです。 

ホテル型の場合、初期費用や運営経費が高くなることが予想されるため、ノウハ

ウ等の有無にかかわらず固定的な収入を得ることのできる賃貸方式と相性が良いと

考えられます。 

 

（2）既存施設利用型 

既存施設利用型は、宗教法人が従前から保有している建物を利用して宿泊事業を

営むモデルです。宗教的色彩を帯びた建物をそのまま利用する場合等、ホテル型よ

りも宿泊事業の宗教的色彩が強くなりやすい点に特徴があります。 

既存施設利用型の場合、直営方式・賃貸方式・委託方式のいずれかと相性が良い

というわけではなく、初期費用の多寡、利用する建物の性質、宿泊事業に係るノウ

ハウを有する程度、宿泊客を受け入れる頻度、求める宗教的色彩の強さ等によって、

自らのニーズに合う方式を選択する必要があります。 

 

（3）キャンプ型 

上記 2 つのモデルとは若干趣が異なりますが、寺の境内等においてキャンプイベ

ントを開催したり、余っている土地をキャンプ場として活用したりすることも考え

られます。 

キャンプ型は、テント等のみで宿泊施設を設けずに行うこともでき、旅館業法上

の許可等を必ずしも取得する必要がない点等に特徴があります。もっとも、いわゆ

るグランピング施設を設ける場合等には、許可等が必要になりますので注意が必要

です。 

 

Ⅲ．宗教法人法上の留意点 

 

宗教法人が宿泊事業を行う場合、株式会社等とは異なり、宗教法人法の定める範囲内

で事業を行う必要があります。また、宗教法人が宿泊事業を開始する場合には、特殊な

手続きを行わなければならない場合があります。 

以下では、このような宗教法人特有の手続き等について、説明します。 

 

1．宗教法人が行うことのできる宿泊事業の範囲 

 

（1）宗教法人法の定め 

宗教法人は、財政的基礎を充実させるため、又は公益事業を遂行する資金を獲得

するために、収益事業を行うことができます（宗教法人法 6条 2項）。もっとも、宗
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教法人は、宗教活動を行うことを主目的とする団体であり（宗教法人法 2 条柱書）、

収益事業が宗教活動の支障となる場合には、当該収益事業に係る契約は無効となる

（宗教法人法 6 条 2項・10 条）と解されています。 

宗教活動の支障となる事業を事実上継続していると、文部科学大臣から 1 年以内

の事業停止命令を受けることがあります（宗教法人法 79条）。 

 

（2）宿泊事業を開始する際の留意点 

境内建物及び境内地は、Ⅱ.1.で述べたとおり、宗教法人の宗教活動に必要な、当

該宗教法人にとって本来的に欠くことのできない不動産です。それゆえ、境内建物

又は境内地を宿泊施設に活用する場合、これらを従来とおりに宗教活動に使用する

ことができなくなり、当該宗教法人の宗教活動に支障が生じるおそれがあります。 

したがって、3 つの運営方法（直営方式・賃貸方式・委託方式）のいずれを採用

するとしても、境内建物又は境内地を活用して宿泊事業を行う際には、その従来の

使用方法を踏まえ、宗教法人の宗教活動に支障が生じないような規模・態様の事業

計画を立てる必要があります。例えば、唯一の本殿を宿泊施設専用の建物に改装し

て信者の参拝を不可能にすること等はできません。これに対して、更地だった境内

地の一部に新たに宿泊施設を建設して宿泊事業を開始する場合等は、宗教活動に支

障が出るおそれは基本的にないといえます。 

宗教活動に支障が出ないのであれば、宗教法人法も原則として自由に宿泊事業を

行うことが可能です3。 

 

2．宿泊事業を開始するにあたって必要な手続き 

 

（1）宗教法人法の定め 

宗教法人の意思決定は、責任役員4の定数の過半数で決するのが原則ですが、当該

宗教法人の規則5に別段の定めがあれば、当該規則に定められた手続きを行う必要が

あります（宗教法人法 19条。以下この手続きを「意思決定手続き」といいます。）6。 

また、宗教法人は、不動産を「処分」する場合や、主要な境内建物又は境内地を

宗教活動以外の目的に用いる場合等、宗教法人法 23条各号の行為（具体的には以下

の四角囲みのとおりです。）を行う場合には、規則で定めた手続きに加えて、信者等

の利害関係人に対する公告手続きを行う必要があります（同条柱書）。 

境内建物又は境内地について同条各号に定める行為を行う場合に、意思決定手続

 
3 もっとも、宗教法人は公益法人の一種であることから、投機的な事業や、いわゆる風俗営業に該当す

る事業等を行うことはできないと解されます。 
4 「責任役員」とは、株式会社における取締役に相当し、宗教法人の事務を決定する機関です。宗教法

人においては、3 人以上の責任役員を置き、そのうち 1 人を代表責任役員（株式会社における代表取締

役に相当する機関）とする必要があります（宗教法人法 18条参照）。 
5 「規則」とは、株式会社における定款に相当し、宗教法人の組織、運営等に関する基本原則を定める

ものです（宗教法人法 12条参照）。 
6 なお、宗教法人が宿泊事業を行う場合には、当該事業に関する書類を事務所に備えておく必要がある

（宗教法人法 25条 2項 6号）点にも留意が必要です。 
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き又は公告手続きに不備があると、当該行為は原則として無効となります（宗教法

人法 24条）。 

 

＜宗教法人法 23条各号の行為＞ 

①不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。 

②借入（当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。）又は保証をすること。 

③主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。 

④境内地の著しい模様替をすること。 

⑤主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法

人の主目的以外の目的のために供すること。 

 

公告手続きの結果信者等の利害関係人から出た意見等の取扱いについては、宗教

法人法に規定がなく、当該意見等に従う法的義務があるわけではないと解されます7。

もっとも、信者等からの反対意見を無視すれば、信者等との信頼関係を損ねるほか、

対立・紛争に発展する可能性もあるため、公告手続きの結果反対意見が出た場合に

は、当該反対意見を考慮したうえで慎重に行動すべきといえます。 

 

（2）不動産の種類及び行為の性質を判断する必要性 

例えば、主要な境内建物の全部もしくは一部を宿泊施設とする場合等は、3 つの

運営方法（直営方式・賃貸方式・委託方式）のいずれを採用するとしても、主要な

境内建物の宗教活動以外への使用（宗教法人法 23 条 5 号後段）等に該当するため、

意思決定手続きに加えて、公告手続きが必要となると考えられます。 

これに対して、例えば、境内建物ではない建物の全部もしくは一部を宿泊施設と

して、かつ、直営方式で宿泊事業を行う場合等は、宗教法人法 23条各号のいずれに

も該当せず、公告手続きは不要と考えられます。 

このように、宿泊施設の用に供する不動産の種類及び運営方法等から判断される

行為の性質によって、必要となる手続きが変わってきますので、宿泊事業を開始す

るにあたっては、まずこれらを判断することが必要となります。 

 

（3）境内建物・境内地該当性の判断方法について 

宗教法人の保有する建物又は土地が境内建物又は境内地に該当するかについては、

宗教法人がその旨称すれば直ちに境内建物又は境内地と認められるというわけでは

なく、当該宗教法人の教義、伝統、規模、格式、実際の使用状況等の客観的事情か

ら、社会通念に従って判断されると解されています。 

したがって、宿泊事業に利用する建物又は土地が境内建物又は境内地に該当する

か否かを判断するにあたっては、上記のような事情から、宗教法人における当該不

 
7 それゆえ、信者等は、宗教法人法 23条に違反する財産処分等に関する無効の訴えにおいて原告適格を

有しないと解されます（京都地判昭和 48年 2月 9日等参照）。 
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動産の位置付けを、実質的に判断することが必要となります。 

なお、境内建物・境内地該当性は、例えば 2 階建ての建物の 1 階部分のみが境内

建物に該当するというように、1 つの建物・土地であるかどうかにかかわらず判断

されることに注意が必要です。 

 

（4）賃貸借契約の「処分」該当性について 

境内建物又は境内地ではなくとも、不動産を「処分」する場合には、公告手続き

が必要となります（宗教法人法 23 条 1 号）。また、境内建物又は境内地の「処分」

については、宗教法人の定める規則により、他の場合よりも手続きを加重している

例もあります。したがって、宿泊事業の開始が、宿泊事業に利用する不動産の「処

分」に該当するか否かは、重要な問題となります。 

この点については、民法 602 条の反対解釈により、5 年を超える土地の賃貸借契

約及び 3年を超える建物の賃貸借契約の締結は、「処分」に該当すると考えられます。

したがって、賃貸方式で宿泊事業を行う場合、賃貸借契約の期間が上記の期間を超

えるのであれば、賃貸借契約の締結にあたって、当該不動産の「処分」に必要な手

続きを行う必要があります8。 

また、建物の所有を目的とする土地賃貸借契約は、契約期間を 30年未満とするこ

とができません（借地借家法 2条 1号・3条）。そして、土地の賃貸により宿泊事業

を行う場合、通常賃借人たるホテル事業者等が賃貸目的である土地上に宿泊施設を

建設し所有することになると思われます。したがって、土地の賃貸により宿泊事業

を行う場合には、原則として「処分」に必要な手続きを行う必要があるといえます。

もっとも、土地の賃貸借によりキャンプ型の宿泊事業を行う場合には、必ずしも建

物所有を目的とするとは限りませんので、賃貸借契約の期間を 5 年以内に設定する

ことも可能であると考えられます。 

これに対して、建物賃貸契約は、契約期間を 3 年以内に設定することは可能です

が、原則として正当事由のない契約更新の拒絶は認められません（借地借家法 28条）。

したがって、建物の賃貸により宿泊事業を行う場合も、基本的に 3 年を超えて賃貸

借契約が継続しますので、原則として「処分」に該当すると考えられます。もっと

も、定期建物賃貸借契約（借地借家法 38条）は契約更新が強制されません（同条 1

項）ので、契約期間が 3年以内の定期建物賃貸借契約であれば、「処分」には該当し

ないと考えられます910。但し、公正証書等の書面によって締結する必要がある等、

定期建物賃貸借契約には通常の賃貸借契約とは異なる手続きが必要となる点に注意

が必要です。 

 

 
8 賃貸方式でホテル型の宿泊事業を行う場合、賃貸借契約の契約期間が 20年以上となることも多いと思

われます。 
9 もっとも、定期建物賃貸借契約の締結当初から、契約終了後の再契約の予約をしている場合等は、「処

分」に該当すると思われます。 
10 土地賃貸借契約についても、定期借地権制度（借地借家法 22 条）が認められていますが、最低存続

期間が 50年以上となっているため、定期借地契約の締結は「処分」に該当します。 
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（5）業務委託契約の「処分」該当性について 

宗教法人法 23 条が不動産の「処分」等について信者等への公告を必要とした趣旨

は、「処分」等を信者等に周知することで、宗教法人の財産に関する重要な行為が不

当に行われることを防止し、それによって当該財産を適切に保全する点にあるとさ

れます11。このような趣旨を踏まえると、「処分」該当性は、不動産に関する行為が

当該不動産に与える実質的な影響の大きさから判断されるべきであり、宿泊施設に

おいて業務遂行を委託する業務委託契約の締結も、当該契約が当該宿泊施設の使用

方法に関する宗教法人の裁量を拘束する程度が大きい場合等には、「処分」に該当し

得ると思われます。 

例えば、宿泊業務の遂行方法が受託者の裁量に全面的に委ねられており、かつ、

契約期間も長期にわたる場合等は、当該業務委託契約の締結は「処分」に該当する

と考えられます。 

したがって、委託方式により宿泊事業を行う際にも、当該契約による実質的な影

響を踏まえて、「処分」該当性を判断する必要があります。 

 

3．宿泊事業から生じる収益の用途 

 

宿泊事業から生じた収益については、当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教

団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人もしくは公益事業のために使用する必要

があります（宗教法人法 6 条 2項）1213。 

そのため、宿泊事業から生じた収益については、翌年度へ繰り越したり、宗教法人

の一般会計へ繰り入れたりすることとなります。 

 

（次号につづく） 

 

 

 
11 最判昭和 43年 11月 19日参照。 
12 これに違反した場合、文部科学大臣から 1年以内の事業停止命令を受けることがあります（宗教法人

法 79条）。 
13 収益の処分方法は、規則（宗教法人法 12 条 1 項 7 号）及び事業に関する書類（宗教法人法 25 条 2

項 6号）に記載する必要があります。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


