
平成 19年 8月 24日 判決言渡

平成 18年 (ネ)第 3446号

所平成 18年 (ワ)第 242旬

判

同日原本交付 裁 判所書記官

決議案効確認等請求控訴事件 (原箸 ,大洋地方裁判

控  訴  人

上記 5名 訴訟代理人弁護士

同

被 控  訴  人

上記代表者会長

上記訴訟代理人弁護士

希 望 ヶ 丘 自 治 会

主

1 原 判決を取り消す。

2 平 成 18年 3月 26

年 6000円 から年 8

する。

3 控 新人らの被控斬人に対する会交の支払債務は,年 額6000円 を超えて

日開催の被終訴人の定期総会でなされた, 自治会費を

000円 に増須する旨の決議が無効であることを確認

1

控



存在しないことを維記する。

4 訴 掛費用は,第 1, 2春 とも,被 控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控 訴の趣青

主文と国旨

第2 事 奈め概要

1 本 件は,地域自治会である被控訴本が平成18年 3月 26日 騨倦の定期総会

におャヽて自治会費を年6000円 から年8oOo円 に増額する旨の決議 (以下

「本件決議」という。)をしたことにつき,被 半軒本の会具である挫訴人らが,

本体決議は控訴人らの思想及び良心の自申等を侵合し公序良俗に達反するなど

と主張レて,本 件決議が無効であることの雄認及び控訴人らの鞍控訴人に対す

る会費の支み債務が年6000円 を超えて存在しないことの確認を決めた事策

である。

原香は,控訴人らの本訴請求のうち,控黙、ら|の安控訴人に対する会葺の支

払質務力ヽ年6000円 を超えて存在しないことの確認を求める部分について

は,本件決議が無効であることの権認を求める請求に当然に合まれるから,同

請求と併せて確認を求める利益はないとして,こ の部分に係る訴えを却下し,

本↑決議の無効確認を求,る部分については,理 由がないとしてこれを栗却し

た。

2 前 発事実 (争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めら

れる事実)

(1)控 前人らは,い ずれも被控訴人の会員である。

(力 被 控所人は,法 賀県甲賀市甲南町希望ヶニー丁目から王丁目までの区域に

住所を有する者の出縁に基づいて形成された団体であり,判 戎14年 2月 14

日に地方串治洛269条 ゅ?に規定する 「坤縁による団体」として認可を受

け法人権を取得した。(甲1)
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なお,平 成18年 ころの役控慕Xの 会員の世符数は,対 最区域内の1060

世常の約88 6パ ーセントに当たる939世 常であった。

13)被 控訴人は!平 成 18年 3月 26日 開催の定朔終会において,自 治会費を

年 6000円 から年8000円 に増額する骨の決議 (本件決議)を した。

(4)本 件決議による増額分の会策 2000円 は,被 控訴人において他の自治会

身 6000円 とは別に管理し,そ の全額を,希 望ヶ丘小学技教育後援会,甲

甫中学校教育後援会,赤 い羽根共同寡金会,甲 賀市緑化推進委員会 (緑の寡

金),甲 貧市社会福祉協議会, 日本赤十字社及び滋賀県共同募金会 (歳末助

け合い運動)(以 下,ま とめて 「本件各会Jと いう。)へ の淳金や寺付金に充

て,翌 年度に胸操り越きないことが予定されていた。(甲4,弁 論の全趣旨)

3 争 点及びこれに対する当事者の主張

本件決議が無効であるか否か。

(控訴人ら)

(1)寄 付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべさものであり,

その決定は,思 想及び良心の自由として憲法 19条 により保障されていると

ころ,本 件決議は,本 来任意に行われるべき寄付を,支 払を発務づけられる

会費とすることにより,強 制すoも のであるから,控 訴人らの思想及び良心

の自由を侵害し連法である。

小学校及び中学校の教育後援会への寄付金を強制的に徴収することは,義

務教育無償の原員」に基づき寄付をしたくないという会員の思想の自由を侵害

する。また,赤 い羽根共同募金は社会福祉法 116条 により,緑 の寡全は緑

の募金による森林整備等の推進に関する法律16条 により,い ずれも寄付者

の自発的な協力を基礎とするものでなければならないと規定されている。社

会福祉協議会や日本赤十年社は,特 定の目的のために設立された被控訴人と

は別個の組織であり,こ れに加入するか否かは何人の自由であり,これに対

する会費や社費の支払は,こ れに加入した者が行うべきものであるところ,
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本仕決議によりこれらへの会貴や社東を徴収するこ|は ]思 想信条上又は経

済的な理申により加入しない者についてまで,加 入したものとみなすことと

なり,憲 法?1条 で保障された結社の自由,団 体参加の自由を侵書する。

(21 また,地 方自治済260条 の2は1用 条1項の認可を受けた 「地緑による

団体」球?「正当な理由がない限り,そ の写対に住所を有する部xの 力,入を

拒々ではならない。J(7項 ),「良主的な運営の下に, 自=的 に活動するもの

と,′構虜員に対し不当な差別的取扱いをしてはなら々 い,」(8項)と 規定

しているが,1被整訴人は,本 件決議後"かれた役員総務会において。会奏増

額に反対して会芦の支払を拒容する会員には自治会離脱届の提出を求めるこ

とを米議してぃる?ま た,校控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配

布物を自治会組織で配布しない,災 舎や葬儀等の時に被控併人として一切協

力しない,ご みステーションを利用できないなど?年 活■
の不利益が及ぶ号

とを明言している。そうすると,本 件決議は,寄 付金の強制役収に反対する

会員に対↓不当な差別的取扱いを行うものであり。上記法条に違尿する。ま

た,本 件決議はとこれに反対して自治会費を文払わない会員に対し,校 控訴

人からの退会を求めることにより,校 控訴人の所在すoILaに 居年する自由

をも侵争するものであり,尉登の自由を保障した籍法22条 1項に違反する。

い)本 件決議は,上記のように,人権の諸規定に違反するものであるコゝら,公

序兵俗 (民法90条 )に違反し,無効である。

(被控軒八】

ll)本体各会へ寄付金を支出することは,被控訴人の目的の範囲内の行為であ

り,本 件決麟は有効である。したがって,控訴メ、らは,本 件決めにより決め

られた会費を負担する義務を負う。

(2)す なわら,被 警訴人は,会員の絡意で形成された自治運営を基盤とし,信

頼1響意に満ち法れた連投 中から,よ り豊かな生活環境をつくりだすため

に相互に協力し,ぁ わせて規座をはかること,良 好な地域社会の維持及び形
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成に資することを目的とする団体であるが,本 件各会は,政 治的 ・宗教的色

彩はなく,各 行付金ほァ油付された会費から被控訴人の名において支払うも

のであるところ】寄付の性質上,地域社会や会員の福祉にかなうものであり,

被控訴人の目的に沿うものといえる。

13)本 件決議は,控 訴人らの思想信条の自由等を侵害するものではなく,公 序

良俗に追反するものではない。地方自治法260条 の2第 8項にも達反しな

V 。`

募金や寄付金は,各 自治会紅繊を通じて各世帯から募るのが全国的,一 般

的であるが,住 民の高齢化傾向に伴い,寄 付金の集金業務を担当する自治会

役員の負担が過大となったため,住 民の強い要望により,本幹決能で,本 件

各会への寄付金を会費として徴収し,ま とめて被控訴人から支出することと

したのである。本件各会への寄付金が,地 域社会に役立っているといえるこ

となどからすれば,こ のような寄付の方法は,全 国的に見て珍しいことでも

なく,合 理性及び必要性が認められる。

本件決議は,被 控訴人の規約に従い, 1年 間にわたり十分な議論の上で大

多数の賛成を得て議決されたのであり,民 主主義のルールに基づいたもので

ある。

第3 争 点に対する当裁判所の判断

1 事 実経過

証拠 (お弧内に掲配)及 び弁論の全趣旨によれば,次 の事実が認められる。

(1)被 控訴人においては,競 入は入会金,会 費,雑 収入及び寄付金をもつて充

当し,会 員は1世符あたり1か月分として500円 (年間6000円 )の 会

費を納入するものとされ,会 費の納入は会員の義務とされているが,納 入し

ない会員に対する資格喪失等の明文の規定はない。(甲1, 2,乙 10)

(2)被 控訴人においては,従 前,本 件各会からの募金や寄付金の協力雲詩を受

けて,毎 年,丁 目単位を標準として設けられた変の班長及び概ね20世 帯を
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標準|し て設けられたれの組景が各会員の世帯を訪問して集金し,本 件各会

に対して,こ れを支出していた。

平成17年 度の寡金及び寄付金の実績!ま,全 918世 常の合計額は136

万,970円 (本イ牛各会ごとに13万 9282円 ないし22万 9370円 ),

1 今 918■ 帯中,募 金及び寄付全め集金に応じた世常は,本 件傘会ごとに約

749■ ～4ャ し`約464世 帯であり】集金に応じた世常の中でも,本や4

会によって寡金及び寄付金の集全に応じたり応じなかったり区月」する世帯も

あった。また,集 金の際,快 くこれに応じる会員のあると方,協 力を断る会

員もおり,留 守の会員も多かったため,集 金に当たる班長ゃ担長は負担に感

じており,班 長や組長への就任を避けるため,解 控訴本を体会する会員もい

た。(甲1,314,乙 1)

!31 そこで,枚 控ふXの 執行部は,班 長や組長の負担を解消するため′判戎17

年3月 7o日 開催の定劫総会において,本 件決鶴と同様七本件各会に対する

募金及び寄付金を会費として依収する議案を提出したが′費成と反対の意見

が対立して収拾できなくなり,継 続審韓とされた。(甲4,乙 1)

そして,被控訴人の判戎18年 3月?6日開催の定期総会において′代議

員 117名 (紅単位で選任され,原 則として8世帯会員分で 1名 )の うち,

87名 が料席し (委任状による出席者 20名 を含す。),賛 成多数により本件

決譲がなされたが,反 対者 9名 ,保 留者 5名程度がいた。(甲1, 3)

14)同 午4炉 9日 被控訴人の役員総務会 (役員及び組長にょり構成される総会

に4ぐ 議決機関)が 開催されたが,そ こでは,本 件決議を受けて,年 会貸

809o円 を4期に分けて3か月分2000円 弟集金すること,会 費増額に

反対して支払を拒否する会員には, 自治会離脱届の提出を求めるこを,従前

行われていた募金ゃ寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認

された。(甲1, 5)

い)そ の後,本 体決議及び上記役員総務会の確認に基づき,班長や組長が各世



帯を訪問して,改 定後の会費の集金を行つた。しかし,控 訴人らに,会 費の

うち募金及び寄付金に相当する年2000円 の増須分を支払いたくないとし

て, これを除いた会費分 (従前会貸相当分)を 支払おうとしたが,一 部のみ

を受け取れないとして受取を拒絶された。紋控訴人は,こ のような会員につ

いては′一部入金扱い又は不払い扱いとはせずぅ会費全額について保留の扱

いとしている。(甲10, 11の 1ヽ 2,乙 10, 11)

2 と ころで,本 件決議に係る増額分の年会費2000円 は,本 体各会への募金

及び寄付金に充てるために集金され,集 金後その年度内に本件各会に募金及び

寄付金として支払われることが予定されていたものである。しかし,募 全及び

寄付金は,そ の性格からして,本 来これを受け取る団体等やその使途いかんを

問わず,す べて任意に行われるべきものであり,何 人もこれを強制されるべき

ものではない。上記l12)のとおり,本 件決議がなされる以前の被控訴人の会員

の本件容会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく,本 件各会ご

とに見ると,集 金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり,し かも本件

各会ごとに寡金及び寄付金を拠出するかどうか対応を具にする会員もいたこと

が親われる。このように,従前募全及び寄付金の集金に協力しない会員も多く,

本件各会ごとに態度を具にする会員がいる中で,班 長や組長の集金の負担の解

消を理由に, これを会東化して一律に協力を求めようとすること自体,被 控訴

人の団体の性格からして,様 々な価値観を有する会員が存在することが予想さ

れるのに,車 れを無視するものである上,募 金及びキ付金の趣旨にも反するも

のといわぎるを得ない。また,少 額とはいえ,経 済状態によっては,義 務的な

会費ほともかく,寡 金及び争付金にほ‐切応じない,応 じられない会員がいる

ことも容易に想像することができるところである。学校後援会費についてほコ

会員の子弟が通学しているかどうかによって,協 力の有無及び程度が当然異な

るものと考えられる。募金及び寄時生に応じるかどうか, どのような団体等又

は使途について応じるかは,各 人の属性,社 会的 経ヽ済的状況等々踏まえた思
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想,信粂に大きく左右されるものであり,仮 にこれを受ける団体等が公共的な

ものであつても, これに応じない会員がいることは当然考えられるから,全員

の募金及び寄付金に対する様度,決定は十分尊重されなければならない。

したがって,そ のような会員の態度,決 定を十分章宣せず,募金及び寄付争

の集金にあたり,そ の支払を事実上強制するような場合には,思 想,倍 条の自

由の侵寄の問題が生じ得る。もっとも,思 想,信 条の自由について規定する密

法19条 は,私人間の問題に当然適用されるも?とは解されないが,上記事実

上め強制の態様年からして,これが社会的に計容される限度を超えるときには,

思想ぅ信条の自由を侵害するものとして,民法90条 の公岸良俗違反としてそ

の効力を否定される場合があり得るというべきである。

本件決議は,本 件各会に対する募金及び宇付金を一括して一律に会費として

徴収し,そ の支払をしようとするものであるから,こ れが強制を伴うときは,

会員に対し,募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。

なお,紋 控訴人は,本 件各会に対する雰金及び寄付金 会々費の一部として集金

しよう←するものであるが,本 件決議年至る鶴隼っヽらして,こ れは名目上及び

徴収の都合上のことにすぎず,実 質は雰金及び帝付金を徴収し,こ れをそのま

ま本件各会に支出することを予定していたものであって,被 控所人の本作各会

に対する寡金及び寄付金の支出と会員からの集金とは,その名目にかかわらず,

その関係は直接約かつ具体的であるということができる。

次に,被控訴人は,前記第2の 212)のとおり,強制力日入団体ではないものの,

対象区域内の全世帯の約88 6パ ーャント, 939世 ～がヵコ入する地母団体

であり,そ の活動は,市 等の公共機関からの騨布物の配布′災管時等の協力,

清掃,防 犯,文 化等の各種行事,集 会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,

地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控隷Xが ,

平成 16年 5月 ころ, 自清会未力,入者に対しては,① 甲南町からの配布物を配

打し|い ,② 災害】不幸各どがあった場合,陽 力は一切しない,③ 今後新たに
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設置するごみ集積所やごみステーシヨンを利用することはできないという対応

をすることを三役会議で決定していること (甲1,3,6,乙 2)か らすると,

会員の航退の自由は事実上制限されているものといわぎるを得ない。

そして,被 控訴人において,本 件決議に基づき,募 金及び寄付金を宇律に会

費として徴収するときは,これが会員の義務どされていることからして, これ

を納付しなければ強制的に履行させられたり,不納付を続ければ,被控訴人か

らの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し,証 拠

(乙■0, 11)に は,会 費の不納付者に対しても,脱 退を求めす,会 員とし

て取り扱つている音の記載がある。しかし,上 記証拠によっても,会 費につい

ては,不 約付扱いではなく保留扱いとしているのであつて,い わE徳 収の猶予

をしているにすぎないから,現在このような扱いがなされているからといって,

将来も (裁判終了後も)腕 退を余儀なくされるおそれがないとほいえない。

そうすると,本 件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収ほ′寡

金及び寄付生に応じるか否か, どの団体等になすべきか年について,会 員の任

意ゅ億度,決 定を十分尊重すべきであるにもかかわらず′会員の生活上不可欠

な存在である地縁団体により,会 員の意思,決 定とは関係なく一合に,事 実上

の強制をもつてなされるものであり,そ の強制は社会的に許容される限度を超

えるものというべきである。

したがって,こ のような内容を有する本件決餞は,被控訴人の会員の思想,

信条の自由を侵害するものであつて,公序良俗に反し無効というべきである。

3 結 論

以上の次第で,控 訴人らの本訴請求中,本 件決議の無効確認を求める部分は

理由があり,そ して,本 件決議が無効である以上′控訴人らの会衰の支払債務

が年6000円 を超えて存在しないものというべきであるから,そ の確認を求

める部分も理由があり,いずれも認容されるべきである。なお,上 記無効確認

を求める部分が,控 訴入らと被控訴人との間のみにとどまらず,法律関係を回
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一的に処理する必要があるとして,そ の効力を対世的に及|ぎl‐Wl決を求めるも

のであるとしても′控軒人らの被控訴人に対する会東っ支払債務が年600o

円を超えて存在しないことの確認を求める部分がこれに当然に含まれるものと

もいたないから,後者について前者と併せて雅懇を求める利益ほあるものと解

するのが相当である。

よつて,こ れと給摘を果にする京判本を取り消し,控 訴入らの上記常求をい

ずれも認容することとし,主 文のとおり判決する。

(平成 19年 5月 26自 日頭井論終搭)

大阪高年裁判所第 13民 事部     |

裁判長裁判官     大    谷    I   治

講判官     高     田     泰    治

裁判官     石     日     裕    ―
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これ は 正 本 で ある。

平成19年8月24日

大阪高等裁判所第13民事部

裁判所 書記音 第 波 岳


