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資料36

平 成 19 年 8 月 24 日判決言渡同日原本交付裁判所書記官

平 成 18 年（ネ）第 3446

号決議無効確認等請求控訴事件（原審・大津地方裁判

所平成 18 年（ワ）第 242

号
）
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被控訴人

文

1

原判決を取り消す。

2

平成 1 8 年 3 月 2 6 日開催の被控訴人の定期総会でなされた，自治会費を
年 6 00

0 円から年 8000

円に増額する旨の決議が無効であることを確認

する。

3

控訴人らの被控訴人に対する会費の支払債務は，年額 6 00 0 円を超えて

存在しないことを確認する。

4

訴訟費用は，第 1
, 2 審とも，被控訴人の負担とする。
事実及び理由

第1

控訴の趣旨
主文と同旨

第2

事案の概要

1

本件は，地域自治会である被控訴人が平成 18 年 3 月 2 6 日開催の定期総会
において自治会費を年 600

0 円から年 8000

円に増額する旨の決議（以下

「本件決議J という。）をしたことにつき，被控訴人の会員である控訴人らが，
本件決議は控訴人らの思想及び良心の自由等を侵害し公序良俗に違反するなど
と主張して，本件決議が無効であることの確認及び控訴人らの被控訴人に対す
る会費の支払債務が年 600

0 円を超えて存在しないことの確認を求めた事案

である。
原審は，控訴人らの本訴請求のうち，控訴人らの被控訴人に対する会費の支
払債務が年 6 0 0

0 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左の確認を求める請求に当然に含まれるから，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，

本件決議の無効確認を求める部分については，理由がないとしてこれを棄却し
た
。

2

前提事実（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 ）控訴人らは，いずれも被控訴人の会員である。

(
2 ）被控訴人は，滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ E一丁目から五丁目までの区域に

住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であり，平成 1 4 年 2 月 1 4
日に地方自治法 2 6 0

条の 2 に規定する「地縁による団体j として認可を受

け法人格を取得した。（甲 1)

円r

−

なお，平成 18 年ころの被控訴人の会員の世帯数は，対象区域内の 1 060
世帯の約 8 .
8 6 パーセントに当たる 939

世帯であった。

(
3 ）被控訴人は，平成 1 8 年 3 月 26 日開催の定期総会において，自治会費を
年＇5000

円から年 8000

円に増額する旨の決議（本件決議）をした。

(
4 ）本件決議による増額分の会費 200
費 6000

0 円は，被控訴人において他の自治会

円とは別に管理し，その全額を，希望ヶ丘小学校教育後援会，甲

南中学校教育後緩会，赤い羽根共同募金会，甲賀市緑化推進委員会（緑の募
金），甲賀市社会福祉協議会，日本赤十字社及び滋賀県共同募金会（歳末助
本件各会J としづ。）への募金や寄付金に充
け合い運動）（以下，まとめて f
て，翌年度には繰り越さ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きものであり，

その決定は，思想、及び良心の自由として憲法 1 9 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，支払を義務づけられる
会費とすることにより，強制するものであるから，控訴人らの思想及び良心
の自由を侵害し違法である。
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
務教育無償の原則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，緑の募金は緑

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字社は，特定の目的のために設立された被控訴人と
』
，
ーー

E

、
「
−
−

l

は別個の組織であり，これに加入するか否かは個人の自由であり，これに対

一−
一

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，

qd

本件決議によりこれらへの会費や社費を徴収することは，思想信条上文は経
済的な理由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 21 条で保障された結社の自由，団体参加の自由を侵害する。
~

(
)
2

‑

，

また，地方自治法 2 60 条の 2 は，同条 1 項の認可を受けた f
地縁による

， f
正当な理由がない限り，その区域に住所を有する個人の加入を
団体j は
） .r
民主的な運営の下に，自主的に活動するもの
拒んではならない。 J ( 7 項
とし，構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 J (8 項）と規定
しているが，被控訴人は，本件決議後開かれた役員総務会において，会費増
額 に反対して会費の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
とを決議している。また，被控訴人は，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，災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協
力しない，ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶこ
とを明言している。そうすると

本件決議は，寄付金の強制徴収に反対する

会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり，上記法条に違反する。ま
た，本件決議は，これに反対して自治会費を支払わない会員に対し，被控訴
人からの退会を求めることにより，被控訴人の所在する地域に居住する自由
をも侵害するものであり，居住の自由を保障した憲法 22 条 1 項に違反する。
(
3 ）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から，公

序良俗（民法 9 0 条）に違反し，無効である。
（被控訴人）
(
1 ）本件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，本件決議は有効である。したがって，控訴人らは，本件決議により決め
られた会費を負担する義務を負う。
(
2 ）すなわち，被控訴人は，会員の総意で形成された自治運営を基盤とし，信

頼と善意に満ち溢れた連帯の中から，より豊かな生活環境をっくりだすため
に相互に協力し，あわせて親睦をはかること，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，各寄付金は，納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。

(
3 ）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
良俗に違反するものではない。地方自治法 260

条の 2 第 8 項にも違反しな

し
、
。
募金や寄付金は，各自治会組織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，本件決議で，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，地域社会に役立つているといえるこ
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：ムに基づいたー
もので
t

ある。
第3

争点に対する当裁判所の判断

1

事実経過
証拠 （
括弧内に掲記）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，歳入は入会金，会費，雑収入及び寄付金をもって充

当し，会員は 1 世帯あたり 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

I

2 ，乙 1 0)

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要請を受
けて，毎年，丁目単位を標準として設けられた班の班長及び概ね 2 0 世帯を

E3

標準として設けられた組の組長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 年度の募金及び寄付金の実績は，全 918

万 3920
全 918

249

円（本件各会ごとに 13 万 9282

世帯の合計額は 136

円ないし 22 万 9370

円
）
，

世帯中，募金及び寄付金の集金に応じた世帯は，本件各会ごとに約
世帯ないし約 464

世帯であり，集金に応じた世帯の中でも，本件各

会によって募金及び寄付金の集金に応じたり応じなかったり区別する世帯も
あった。また，集金の際，快くこれに応じる会員のある一方〉協力を断る会
品 『e

員もおり，留守の会員も多かったため，集金に当たる班長や組長は負担に感
じており，班長や組長への就任を避けるため，被控訴人を休会する会員もい
た。（甲 1, 3, 4 ，乙 l)
(
3 ）そこで，被控訴人の執行部は，班長や組長の負担を解消するため，平成 17

年 3 月 20 日開催の定期総会において，本件決議と同様，本件各会に対する
募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが，賛成と反対の意見
が対立して収拾できなくなり，継続審議とされた。（甲 4 ，乙 1 )
そして，被控訴人の平成 1 8 年 3 月 26 日開催の定期総会において，代議
員 117

名（組単位で選任され，原則として 8 世帯会員分で 1 名）のうち，

87 名が出席し（委任状による出席者 20 名を含む。），賛成多数により本件

決議がなされたが，反対者 9 名，保留者 5 名程度がいた。（甲 ,
1
(
)
4

3)

同年 4 月 9 日被控訴人の役員総務会（役員及び組長により構成される総会

に次ぐ議決機関）が開催されたが ，そこでは，本件決議を受けて，年会費

800

0 円を 4 期に分けて 3 か月分 200

0 円宛集金すること ，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と，従前
行われていた募金や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)
(
)
5

その後，本件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

FU

帯を訪問して，改定後の会費の集金を行った。 しかし，控訴人らは， 会費の
うち募金及び寄付金に相当する年 200

0 円の増額分を支払いたくないとし

て
， これを除いた会費分（従前会費相当分）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。被控訴人は， 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， 会費全額について保留の扱
し、としている。（甲 1 0'

2

11 の 1 ・2, 乙 1 0,

1 1)

ところで，本件決議に係る増額分の年会費 2000

円は，本件各会への募金

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ニとが予定されていたものである。 しかし，募金及び
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
・ 愉
、
ト4

問わ

竺

F岬 圃 酔h

て空主｝こ行われるベきものであり 何人

12 ）のとおり，本件決議がなされる以前の被控訴人の会員
ものではない。上記 (
の本件各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ギ数程度以木であり， しかも本件
各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたこと
が窺われる。このよう に，従前募金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異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， これを会費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， これを無視するものである上，募金及び寄付金の趣旨にも反するも
のといわざるを得ない。また，少額とはいえ，経済状態によっては，義務的な
会費はともか く，募金及び寄付金には一切応じない，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は，

μ

会員の子弟が通宅 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。募金及び寄付金に応じるかどうか， 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・経済的状況等を踏まえた思

ー7 ‑

想、，信条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
ものであっても ，これに応じない会員がし、ることは当然考えられるから ，会員
の募金及び寄付金に対する態度，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，決定を十分尊重せず，募金及び寄付金
，
，
.
.
.
−
−
−句
・ ヘ
・、
1

の集金にあたり，その支払を事実上強骨訓ずるような場ム
γは，思想，信条の自
＇
−
.
.
.
.
.
.
−
−
， 〆手 口 」
由の侵害の問題が生じ得る。もっとも，思想，信条の自由について規定する憲

治3
、

条 比 私 人間の問題に当然適用されるものとは解されないが，上記事実

J

上の強制の態様等からして，これが社会的に許容される限度を超えるときには，

思想，信条の自由を侵害するものとして，民法 90 条の公序良俗違反としてそ
の効力を否定される場合があり得るというべきである。

一一

一ー ←

本件決議は，本件各会に対する募金及び寄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，被控訴人は，本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として集金
しようとするものであるが，本件決議に至る経緯からして，これは名目上及び
徴収の都合上のことにすぎず，実質は募金及び寄付金を徴収し，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 被控訴人の本件各会
に対する募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，
その関係は直接的かっ具体的であるということができる。
2 ）のとおり，強制加入団体ではないものの，
次に，被控訴人は，前記第 2 の 2 (

対象区域内の全世帯の約 8 8 . 6 パーセント ， 9 3 9 世帯が加入する地縁団体
であり，その活動は，市等の公共機関からの配布物の配布，災害時等の協力，
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，被控訴人が，
平成 1 6 年 5 月ころ，自治会未加入者に対しては，①甲南町からの配布物を配

〆
つ

／布しな い
， ②災害t
.
！，
不幸などがあ った場合，協力 は一切しない，③今後新たに
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設置

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，
会員事退の自由は事実上制限主れているものといわざるを得ない。
そして，被控訴人において，本件決議に基づき，募金及び寄付金を一律に会
費として徴収するときは，これが会員の義務と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
らの噌ぷくされる問があるというべきで机これに関し証拠
（
乙 1 0' 11 ）には，会費の不納付者に対しても，脱退を求めず，会員とし
て取り扱っている旨の記載がある。しかし，上記証拠によっても ，会費につい
ては，不納付扱いではなく保留扱いとしているのであって，いわば徴収の猶予
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）脱退を余儀な くされるおそれがないとはし、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は，募
金及び寄付金に応じるか否か，どの団体等になすべきか等について，会員の任
意の態度，決定を十分噂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律に，事実上
の強制をもっ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議は，被控訴人の会員のJ思想，
／ヴ

r叶

信条の自由を侵害するものであって，公序良俗に反し無効というべきである。
'
‑
1

3

'

結論

以上の次第で，控訴人らの本訴請求中ト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，控訴人らの会費の支払債務
が年 600

0 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，控訴人らと被控訴人との聞のみにとどまらず，法律関係を画

‑9 ‑

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ぼす判決を求めるも
のであるとしても，控訴人らの被控訴人に対する会費の支払債務が年 6000
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
もいえなし 1 から，後者について前者と併せて確認を求める利益はあるものと解
するのが相当である。
よって，これと結論を異にする原判決を取り消し，控訴人らの上記請求をい
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 2 5 日口頭弁論終結）

大阪高等裁判所第 13 民事部

裁判長裁判官

大

谷

正

7台

裁判官

高

回

泰

1台

裁判官

石

田

裕

τ

‑ !O ‑

、
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平成 24 年 4 月 18 日

各自治会・町内会長様
日本赤十字社神奈川県支部
横浜市地区本部旭区地区委員会委員長
旭区更生保護協会会長
漬陽太郎

［公印省略］

平成24 年度日本赤十字社社員増強運動〈社資募集〉並びに
平成24 年度旭区更生保護協会会費の納入について【ご依頼】
,
.
̲
,
）

c

日本赤十字社の社員増強運動（社資募集〉につきましては、毎年あただかいご支
援とご協力をいただき、山からお礼を申し上げます。
日本赤十字社は、公平・中立・普遍・平等の原則のもと、東日本大震災等の災害
発生時における圏内・外の救援活動や、血液事業、看護師養成、奉仕図育成等の諸
事業の遂行により、地 I或社会の福祉の向上に大きく貢献しています。
これら日本赤十字社の諸事業は、政府の補助金によるものでなく、みなさまのあ
たたかいご理解とご支援により寄せられた社資（社費・寄伺金）によって運営されて
おります。
横浜市地区本部旭区地区においては、みなさまのご支援・ご協力により、お寄せ
い疋だいだ社資総額が平成 23 年度は 15.903.472
円にものぼり、当初の予定額をよ回
ることができました。ご協力誠にありがとうございました。
(
1 ）日赤社員盟強運動｛社資募集）について
平成 24 年度においても 5 月 1 日から「日本赤十字社員増強月間」をスタートレ、社員

坦強運動（社資募集〉をすすめてまいります。
つきましてはご多忙のところ誠に恐縮でございますが、別紙資料をご覧のうえ、
募集用資材のポスター・チラシ等をご活用いだだき、貴自治会・町内会のみなさ
まに、赤十字運動へのご理解とご支援を賜わりますよう、よろしくお願い申し上
げます。
(
2 ）更生保護協会会費について

区内における更生保護活動並びに犯罪予防事業推進の財源となっております更生
保護協会会費については、平成 23 年度は 69.28
円のご協力をいただき誠にありが
とうございまレた。平成 24 年度ち日赤字土資募集時に併せてご協力いただきたく、
重ねてお願い申し上げます。
＜事務局＞
横浜市畑区社会福祉協議会（担当：松本〉
電話： 392‑123
I FAX:392‑022

【資料】
平成 24 年度 日本赤十字社社資募集並びに更生保護協会会費については、次により

お取扱いをお願いします。
・

日本赤十字社社資について
1
目安額について
自治会・町内会ごとの日赤社資予定額（目安額）の算出方法は次のとおりです。
①社資を戸別募集する自治会・町内会
対象世帯数：平成 23 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5 %
社資目安額．前年貴会募集実績額× 8 5 %
②社資を会費から寄付いただく自治会・町内会
対象世帯数：平成 23 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5 %
社資目安額．対象世帯数× 120 円

0

※

日本赤十字社の内容についてご理解いただき、主呈i
空室 500
鐘盟エお願いいたします。

円以上） の募集を無理のない

手数料について
募集金額の 8 % に当たる事務手数料を、各自治会・町内会の会計口座に振込みをいたします。事務
局窓口に直接お持ちいただいた場合は、その場で手数料をお支払いいたします。

2

資材について
別紙のとおり資材を配送させていただきます。 （社資を戸別募集する自治会・町内会、社資を会費
から寄付いただく自治会・町内会で資材内容が異なります）
※ 領収証の取り扱いにつきましては、例年同様、ご注意のうえ各自治会・町内会で保管をお願い
いたします。
※ 新しく社員になられた方（社資 50 円以上ご協力いただいた方）については、 「門標J をお渡
しいたします。事務局までご請求ください。
3

・更生保護協会会費について
自治会・町内会ごとの目安額の算出方法は次のとおりです。

0

対象世帯数：平成 23 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5 %
会費目安額：対象世帯数× 10 円

塑l盤主主2

エ
ヒ

納入方法
日本赤十字社社資・更生保護協会会費の合計金額を各自治会・町内会毎にお取りまとめいただき、
事務局（旭区社会福祉協議会内）まで次のいずれかの方法での納入をお願いいたします。
①振込の場合：同封の振込用紙により最寄りの郵便局からお振込みください。 （振込手数料不要）
後日領収証をお送りいたします。日本赤十字社社資と更生保護協会会費を同時にお
振込みいただいた場合は、領収書を 2 枚に分けてお送りいたします。
②窓口にお持ちいただく場合・その場で領収書を発行させていただきます。

2 その他
納入は 7 月末までにお願いいたします。

［お問合せ先（事務局）］
旭区中士会福祉協議会 電話

392

1123

（担当・松本）

'

盤
く日
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土
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内 容〉
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世帯数
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〉
（
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(
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1 チラシ
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各
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用
）

枚

(
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・
直
で
社
費
を
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用
）

枚

(
3 ）リーフレット

（
赤
十
字
事
業
ご
案
内
・
棚
田
覧
用
）

音
日

(
4 ）ポスタ｝

（
掲
示
板
等
で
ご
利
用
下
さ
い
。
）

(
5 ）領収書

（繍・自で社費を取扱われる時に棚）

(
6 ）特別社員名簿
（
領
収
書
を
もt
!
C2万
円
以
上
の
社
費
納
付
者
の
み
を
記
入
）

c

数

名

3

枚
冊

1 枚

※資料の数量および貴会の班数・世帯数は、旭区にご提出されております自
治会・町内会現況届を参考にさせていただきました。
なお、送付先につきましでも上記をもとに配布しておりますので、旧会長
宅へ届きました場合は、ご容赦いただくとともに、お手数ではございますが、
新会長へお引き継ぎいただきますようよろしくお願いいたします。
※資料の不足、 ご不明の点につきましては、事務局までご連絡ください。
※（ 6 ） の 特 別 社 員 名 簿 に つ き ま し て は 、 今 年 度 中 に 、 貴 自 治 会 ・ 町 内 会 に
おいて、ネ土費 2 万 円 以 上 を お 納 め い た だ い た 方 が お ら れ ま し た ら 、 お 名 前 と
ご住所を記入し（空欄に電話番号）、事務局あてご提出をお願いいたします。
＜事務局＞旭区社会福祉協議会
電話： 3 9 2 1 1 2 3
（担当：松本）

NO.

，、

社資を戸別募集する自治会・町内会の場合

盛
。平成 24 年度 日赤社資（目安額）
※

万

千

百

十

円

。。。。。

世帯

※対象世帯数：平成 2 3 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5
社資目安額：前年貴会募集実績額× 8 5 %

%

。平成 24 年度 更生保種協会会費（目安額）
※

考

対象世帯数

金
万

世帯

千

ム

c

備
百
/
'
.
.

十

ム

円

ム

※対象世帯数：平成 2 3 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5 %
会費目安額：対象世帯数× 10 円

。平成 24 年 度 日赤社資募集額・更生保護協会会費（合計）
※

世帯

万

千

口

口

百

口

十

円

口

口

女日赤社資募集額・更生保護協会会費の合計額をお振り込み、 もしくは窓口に
お持ちいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お 振 り 込 み の 場 合 、 領 収 書 を 2 枚に分けて、会長あてお送りいたします。
なお、募集金額の 8 % に当たる事務手数料につきましては、貴会会計口座に、
お振込いたします。
（手数料は県支部送金後となるため数か月後となります。 ご了承ください。）

c

藍

く日 赤 ネ
土 資 募 集 用 資 オ
キ 内 容〉
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ロ口
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名

(
)
1 チラシ
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2 ）委嘱状

（
会
開
）

量

枚

枚

1

(
3 ）リーフレット

（
赤
十
字
事
業
ご
案
内
）

3 部

(
4）ポスター

（
掲
示
親
等
で
ご
利
用
下
さ
い
）

3 枚

0

※資料の数量は、旭区にご提出されております自治会・町内会現況届を参考
にさせていただきました。
なお、送付先につきましでも上記をもとに配布しておりますので、！日会長
宅へ届きました場合は、ご容赦いただくとともに、お手数ではございますが
新会長へお引き継ぎいただきますようよろしくお願いいたします。
※資料の不足、ご不明の点につきましては、事務局までご連絡ください。
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c

社資を会費から寄付いただく自治会・町内会の場合
J

壁
。平成 24 年度 日赤社資（目安額）
※
世帯

ム

千

百

ー
イ

ム

ム

ム

円

'
"

c

※対象世帯数：平成 2 3 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5 %
社 資 回 安 額 ： 対 象 世 帯 数 × 12 0
円

。平成 24 年度 更生保護協会会費（目安額）
耳千

※

万

世帯

口

百

十

円

口

口

口

※対象世帯数：平成 2 3 年度地域活動推進費申請世帯数× 9 5 %
会費目安額：：対象世帯数× 10 円

、

〈〉平成 24 年度 日赤社資募集額・更生保護協会会費（合計）
湾
奇

。。。。。
万

世帯

千

百

十

円

＊日赤社資募集額・更生保護協会会費の合計額をお振り込み、 もしくは窓口に
お持ちいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お振り込みの場合、領収書を、会長あてお送りいたします。
なお、募金金額の 8 % に当たる事務手数料につきましては、貴会会計口座に、
お振込いたします。
（手数料は県支部送金後となるため数か月後になります。 ご了承ください。）

c

平 成24 年 度

目赤社資募金目安額〈案〉
（単位：円）

N
o
. 地区連合町内会
鶴ケ峰地区

c

c

24 年度

前年度
目安額

目安額

1,646,420

1,631,590

634,860

600,720

＜参考＞

1也減振興課
登録世帯数

8,982
4,409

2

白根地区

3

旭北地区

4

上白根地区

388,390

347,030

3,048

5

今宿地区

841,700

812,460

4,490

6

川井地区

571,210

7

若葉台地区

8

笹野台地区

642,160

9

希望がE地区

577,290

10

希望がE東地区

1

希望がE南地区

572,730

12

さちがE地区

841,290

13

万騎が原地区

412,000

14

二俣川地区

651,670

15

二俣川 NT地区

713,510

657,790

3,783

16

旭中央地区

213,360

215,040

1,872

17

旭南部地区

715,660

618,390

3,588

18

左近山地区

553,800

558,120

4,858

19

市沢地区

521,020

513,740

1,80

20

その他（連合未加入〉

183,360

184,680

1,608

総

計

1,578,790

1,131,040

1,458,460

564,260

14,690,640 14,148,30

4,355
5,348

1,063,430

3,863

663,520

1,30,380

6,936

626,060

3,257

七208,700

5,537

532,440

2,801
4,167

821,260
420,490
650,150

2,759
5,352

82,893

補足〉目安額の算出について
①社資を戸別募集する自治会・町内会・・・前年度募金実績の 85%
②社資を会費から寄｛寸いただく自治会・町内会・・・世帯数の 95% ×1 20P:
※登録世得数は、平成23 年度地場活動推進費申請数（基準日：平成 23 年4 月 1 日〉による。
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平成20年度 豊岡市事務事業評価シート（事務事業）
事務事業名・コード

9030006
分野別
政策
施策
基本施策
担当部・課

予
算
費
目

日本赤十字社事務
9
0
3
0 その他(健康福祉部関係)
健康福祉部 社会福祉課

課長

小峠惠介

シート①

会計
款
項
目

連絡先

0796-24-7033（内線3001）

対象（誰を・何を）
意図（どういう状態にしたいのか）
事
業
赤十字精神の普及と実践を行い、福祉の向上と平和な世の中を目指
目 市民、赤十字奉仕団等
す。
的
・「社資」募集
事 ・災害見舞金および見舞品の支給（一般住宅火災、半焼以上）
業 ・日赤奉仕団活動支援
の ・災害用資機材の管理・整備
内
容
根拠法令・要綱等 なし

法的義務

総コスト
(単位：千円)
平成19年度決算
966
平成20年度決算
4,346
平成21年度予算
4,346

事業にかかるコスト

事業費

国県支出金

0
0
0

0
0
0

無

従事人数
（財源内訳）
概算
その他 一般財源 人件費 正職 嘱託･臨時
地方債
0
0
0
966 0.12 0.00
0
0
0
4,346 0.53 0.00
0
0
0
4,346 0.53 0.00

事業の現状・課題・問題点
日本赤十字社豊岡市地区は日赤兵庫県支部の下部組織として、日赤活動の主たる財源となる「社資」の募集をはじ
め、災害時のための訓練・講習（主に日赤奉仕団員を対象）の実施や災害用資機材等の管理、整備など、市民を含め
た福祉と平和のための活動を実施している。会の運営については、日赤兵庫県支部から交付される地区分区交付金
により独立した会計処理を行っている。
日赤奉仕団については、各地域（旧町単位）で組織化にばらつきがあり、構成員の高齢化、人員不足など組織率の
向上等が課題となっている。また、事務局については県下においても、社会福祉協議会等市以外で所管しているとこ
ろもあるため、今後状況に応じて検討する余地はある。
１次評価（担当部課評価）の内容・評価結果を踏まえた事業展開
日本赤十字社は、人道、公平、中立など世界共通の理念のもと、多くの人々に支えられ広く福祉的
活動を実施している。豊岡市地区としても、これらの理念に基づき今後も継続した事業実施を行う。

１次評価

B
外部評価（事務事業評価委員会）の内容

外部評価

総
合
評
価

２次評価（最終評価）の内容
平成22年度組織の見直しまでに事務局のあり方について、市の関与を検討する必要がある。

最終評価

B
今後の展開（評価結果を受け今後どうするか）
平成22年度組織の見直しまでに事務局のあり方について、市の関与を検討すること。

方向性

改善

2/2

平成20年度 豊岡市事務事業評価シート(事務事業を構成する業務)
№
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1
業務名

業務内容
対象

赤十字社資、交付金、災害見舞、奉仕団にかかる事務。豊岡
地区日赤奉仕団会計にかかる事務。

赤十字精神の普及と実践

事業費

H19決算額

実施内容・結果

H21予算額
0

年間従事人数
正職 臨時等
0.53
0.00

概算
人件費
4,346

0.22

0.00 本庁

0.02

0.00 城崎総合支所

0.05

0.00 竹野総合支所

0.11

0.00 日高総合支所

0.04

0.00 出石総合支所

0.09

0.00 但東総合支所

業務単位
フルコスト
4,346

0

・５月を社員増強月間として日赤活動の主たる財源となる「社資」募集を住民の方々へ依頼し、その総額を日赤兵庫県支部へ納
めた。募集実績額１１,０９７千円 （目標額：６,７４８千円）
・社資募集額の１０％を事務費交付金、１０％を事業費交付金として受領し、その財源を基に日赤豊岡市地区の運営を行った。
交付金総額２,２２０千円
支出例：火事見舞金（一般住宅半焼以上の場合支給。「日用生活物品」、「毛布」等も合せて支給） ８軒 ８０千円 、日赤車
両維持管理 ６台 ４１１千円 、奉仕団活動 ５０４千円 、災害救護活用備品購入（テント他） ５０２千円 、社資募集事務経費
５１１千円 ほか
・日赤奉仕団員を主な対象として赤十字講習を実施。 豊岡地域：H20.6.13「災害救護実践訓練」 、出石地域：H20.7.14「家庭
看護法短期講習」 、日高地域：H20.7.8「急病の手当て」
日赤奉仕団は、赤十字社の理念に賛同し、身近な社会の中で実践しようとするボランティア組織であり、清掃奉仕や施設訪問
などのさまざまな奉仕活動を行っている。

関与必要性

3

有効性

3

効率性

2

総合評価
(現状･問題点)

B

日赤活動は「社資」募集や赤十字精神の普及啓発活動など全市域的な活動であるが、市ではなく、社会福祉協議会等
が行っている地域、行っていた地域もあることから、今後、市の関与方法については検討の余地はあると考える。
日本赤十字社の理念・活動の普及啓発や財政基盤を支えるのに寄与している。また、交付金により、災害救護資材を
整備するなど有効に活用している。
区で集められた「社資」については、窓口において現金を受領（一括領収書発行、個人別領収書受領）し、個人別領収
書や集計表も確認が必要なため窓口で受領しており、事務手間が煩雑となっている。
奉仕団（女性団体）について、各地域の母体となる団体の状況の違いや組織ができていない地域があることなどによ
り、統一が図れておらず、組織率も低下している。また、社資募集事務の効率化を図る必要がある。
既存の奉仕団体代表者、関係職員等を含め団の構成等について協議をし、よりよい体制づくりを図る。社資募集事務
については、手数料等がかかっても、口座振込み、郵送等により効率化を図る。

改善方針(今後)
2次評価

H20決算額
0

×
主な支出内容

市民、赤十字奉仕団等

目的

1
次
評
価

法定受託・
法的義務該当

日本赤十字社にかかる事務

日本赤十字社
事務
(単位：千円,人)

B

平成22年度組織の見直しまでに事務局のあり方について、市の関与を検討す
る必要がある。

※２次評価欄は、１次評価と２次評価の結果が異なる
場合または特にコメントを付す必要があると判断した
場合に記入しています。
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大阪市の問題点と改善への意見

年3月7 日

（主として最近の取組みから）
市民グループ「見張り番」
私ども「見張り番」は、 190

年 1 月、大阪市の公金詐取事件をきっかけに、情報公

開請求や住民監査請求制度を活用して、行政の違法不当な公金支出の返還を中心とした
行政監視活動に取り組んできました。
現在、会員（支援者を含む）は全国的に約 4 0 0 人、日常活動には世話人 10 数人が
勤務あるいは家事の傍ら、社会参加の一部として総会の決定に基づき、活動内容を検討
し決定してすすめております。
最近数年は、市の補助金交付問題をめぐって地域団体と補助金交付局や区役所との関
係について調査するなかで、局や区役所の違法支出を返還させることができました。
例えば、市が補助金を交付している地域各種団体から区長はじめ区役所職員が団体の
親睦旅行に無償招待され、しかも公務として出張していることについて公正職務審査委
員会の勧告により是正させることがありました。

また、市職員 OBが市地域振興会事

務局長として市役所市民局に常駐し業務を行い、その人件費を市が業務委託料として支
出あるいは補助金が分担金として還流されていたことについても是正されました。
このようなことから、市の補助金交付局と区役所、補助金交付先の各種地域団体との
長年にわたる密接な関係が次第に具体的にわかってきました。

各種団体の補助金交付

手続きや資金の流れなど、区役所が事務事業を代行し、一部の団体役員以外の市民・住
民に実態が知らされないことが不正の温床の一つであると思いました。

さらに、市の

補助金交付局や地域団体関係局で問題提起しでも、その情報は責任者まで届かないシス
テムになっていると思います。

市民対応はせいぜい係長級職員に留まり、それ以上の

責任者の姿に接することはありません。係長級のみならず、市や関係機関は、市民への
責務よりも悪慣習をを守ることに集中し、市民はそれ以上進むことができません。そこ
で、各区役所の区長に面談し、団体の組織や補助金にたいする認識などを確認する必要
があり、各区長との面談を実行しました。
橋下市長就任の第一声が「地域振興会等への補助金見直し」であることに期待して、
私どもが直面した問題点や改善のネックとなっている点について市長との面談で直接
説明できる機会を得たいと考えました。これまでの歴代市長の経験から、半ば実現不可
能と思っておりましたが、このたび、市長のヒヤリングの機会を得ることとなりました。
今回、活動内容のなかでも一部限定した問題について、若干の資料を提示のうえ意見
を述べさせていただきたいと思います。
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私どもは、現場職員等から寄せられる情報を情報公開で入手した関係資料にもとづき、
違法不当と確認できた問題について市民の血税を返還させ、市の損害を取り戻す活動に
取り組んでいます。従って、あくまでも大阪市民の立場から、行政の責任者でありその
ために権力を行使できる大阪市長に対しての意見・報告であることを前提とします。
また、私どもの活動は市民一人ひとりだれでもできる活動であり

特別のものでな

いことを強調したいと思います。ただ、活動の成果は、会や会員個人のためでなく、大
阪市の子どもたちゃ高齢者、ハンディキャップのある方々、まじめに働く職員にとって
少しでも役立つことを強く願っています。

問題点と改善要求
1 .全体的には下記のことが問題であると思います。
1 ）一部職員のコンブライアンス意識が希薄で、ある。マイルールの押し付け。（天
王寺区役所直近の例

市民共催・日赤社資の還付金振込口座名義人の

突然の非公開。公金外振込に区役所がなぜ関わるのか。プロパーへの
便宜供与の根拠の説明なし）

2 ）補助金・交付金、委託料等公金支出に関して、申請・実績・精算に関するチェ
ックが杜撰である。（平野区社協の配食サービス補助金住民監査）
3 ）情報公開条例の解釈・運用が場合によっては統ーしていなし '
o
l
（上記 1))

2. 制度、職務、組織などの問題。
市地域振興会、区地域振興会、連合（小学校区）地域振興町会への補助金問題が
是正されつつあるなかで、平成 23 年度は交付金に一本化し領収書の提出不要、
残金の返還無用など、これまでの公正・透明化が逆流したこと。

1 ）区地域振興会の会費以外の収入の確認（繰越金、市補助金、市交付金、日赤社
資交付金、市民共催事務費等）
＊そもそも、組織率 70% 程度の住民を対象に行政サービスを行い、補助
金をはじめ情報提供で差別が行われてきたことが問題。
＊一律交付でなく必要な事業に補助すべき。

＊会計の公開と説明責務。

（このためにも会計氏名の公表は必要。個人情報事前収集確認の徹底を）

V要望：地域団体の事務代行は区役所業務か？

区役所の責務は、補助金

申請、実績、収支精算などチェックを厳正に行うこと。
。資料：①加入率表、②区地域振興会収支決算書（一部）③残高比較表
④補助金振込先一覧表（同一人物へ複数振込、現金手渡し）
＊あらたに市民共催の事務手数料が各区に入金されていること、区役所が
その補助をしていることがわかった。（プロパーの存在）
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2 ）日本赤十字社「社資募金 j の事務・事業費交付金（還付金）

毎年、 ,
5 6 月の日本赤十字社社員拡大強化月間時の「社資募集」に、大阪市
は地域振興会をあげて目標額集金達成（社員拡大でなく）に協力してきました。
市内目標約 3 億円余にたいし、日赤大阪府支部から大阪市各区の地区長（ 24
区区長）へ募金額の 20% 約 600

万円が各地区長（各区長）の口座へ振り込

まれ、区長が保有・管理しています。

この金員の扱いは公金か？どのような

性質かが疑問です。
支出は、地域振興会大会や奉仕団大会などが主なものです。区により配分しな
いところもありますが、それは区長（地区長）のものでしょうか？
＊区役所が行う日赤「社資募集」と還付金の扱い、区役所職務との関係
を明確にし、市民に公表を。（市民は募金の返りがあることを知らなし＇）
＊募金・集金は地域振興町会（班長）が行うか、地域振興町会で一括して
納金する場合があるが、なぜ、地域振興会が日赤社員の「社資」募金を
行い、還付金の内訳収支が公表されないのか。（区役所が事務代行）
＊区役所業務であれば、地域振興会未加入住民への対処はどうなっている
カ
瓦
？

*500

円以上の募金者が「日赤社員」として扱われていないのは？

＊地域振興会がまとめて納金することは問題ないのか？
＊市民局が便宜供与して市民局に在席する日赤フ。ロパーの仕事はなにかo

v要望：以上、行政と日赤の関係を透明にし、市民に説明すること。
3 ）日赤奉仕団と地域振興会表裏一体組織の見直し

＊大阪市は、地域振興会を日赤奉仕団（ボランティアグループ）と不可分一
体の組織として固執し、し 1 かにも日常的に奉仕団組織が存在し活動してい
るようにアピールしている。（一部地域で奉仕団が日常札織として機能し
ていると聞いているが）
＊区役所の奉仕団に関する業務は公務か？また、大阪市の奉仕団団員は、異
常に多く（平成 2 年 6 月現在 101675

人）奉仕回登録業務は区役所職員

（日赤業務受託者）が行っているが、個人情報保護条例違反ではないか？
*22 年
、 23 年と急激に増員した防災リーダー登録者（800

人）の役割と

実際活動、予算などのチェックはなされているか？責任所管局は危機管理
室か区役所か？リーダー名簿の開示問題（個人情報保護条例違反？区長の
認識や対応はバラバラ）

V要望：地域振興会と市民局・区役所間の組織の基本的な問題ゃあり方を検
討すること。できれば 24 年度から新体制でスタートさせること。
奉仕団活動は、独立した組織関係でも成り立つ
3

O

。資料：⑤社資募集チラシ、⑥呂標額と還付金、⑦支出内訳、奉仕団大会？
③大会経費内訳？（表彰と記念品）
＊ここ 2 年ほどで地域住民にも氏名非公開の「防災リーダー J が 800

0人

に急増したことは、奉仕団のアリバイづくりと考えられる。（ 1 人 128
0 0 円の備品予算）責任部局を危機管理室と区役所で押し付け合い。

4 ）社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、区社会福祉協議会、地域・校区社会

福祉協議会（任意団体）と補助金・交付金・委託料について
＊社会福祉法に基づく福祉団体（市区は法人）

地域社福代表は区社協の

理事・評議員。区社協事務局長は市の出向社員。市民・住民の声が届かな
い組織。（地域振興会、日赤奉仕回、地域社協がまったく同一組織あり）
＊地域福祉活動推進事業補助金交付団体収支決算報告は任意団体を理由
に公開されない。
＊事業にたいする補助金＝ネットワーク委員会

140

万円

ふれあい食事サービス
事業実績、補助金使途の履行確認が社撰

水増し、

架空領収書、ネットワーク推進員の給与支払報告書未届
＊共同募金会事務手数料還付金の使途
V要望：社協を通す補助金の精査を。外郭団体の見直しの徹底を。

地域社会福祉への補助金は、申請・実績・成果について確認できる体制を
。資料：④補助金・委託料振込先一覧表

3. 住民監査請求制度の改善を
住民監査請求制度の不備は市の条例改正のみで改善できることではありませ
んが、自治体独自に改善できるところは改善を要求したいと思います。
監査のあり方は委員の資質に負うところが大変大きいことを実感しています。
一覧表でお示しのように、 20 0 8

年以降は極端に市民の請求に対する監査を

避けてきた結果になっています。
監査委員は、市の都合に左右されることなく、市民の求める調査・監査を実行
できる、まさに民意に立った委員の選任が重要です。
監査委員によって、住民監査請求の結果「職員に違法行為なし」「請求に理由
なし」で「棄却・却下」された問題が、市の公正職務審査委員会で検討の結果違
法と判断され、市の公金が返還されたケースが数件あります。監査委員は、監査
対象局の調査を追認し、返還「勧告J を避け「付帯意見J による注意や是正意見
で済ませることが定着しています。
4

住民監査請求制度は、市民だれでも、一人でも実行できる公金監視制度であり、
発展・充実させ、市民が活用することで違法不当な公金支出を返還・是正させる
ことができる市民にとってなくてはならない住民参加のツールで、す

O

V地方自治法 196

条の議員選任委員を最小限の 1 人にすること。

V減員の 1 人は公募によることも 1 案。あくまで民意を代表する委員の選出

が必要。

行政の代弁、市民の壁にならない委員選出が必要。

V監査委員会議の議事録の公開を。（委員の発言記録がそのまま公表される）
V請求対象局の調査追認だけでなく、委員自らの監査・判断を。
T l 月 20

日提出の平野区社協食事サービスに関する住民監査請求が今日

まで何の連絡もなく放置されているのは、地方自治法 242

条 6 項違反で

はないのか？
V地方自治法改正の提言

242

条 2 項の「請求期間に関する 1 年の期間徒過」を互生に改正

196

条の「議員のうちから」を削除

V平野区社協の食事サービス住民監査請求に関する疑問。

地方自治法 199

条 6 項「監査委員は地方公共団体の長から当該普通地方

公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る
事項について監査をしなければならなしリの実行を。
。資料：⑨見張り番住民監査請求一覧表（コンブライアンス委員会判断）

4. 国民代表公金訴訟制定の提案
公金の違法不当な支出は地方自治体に限りません。

国の事業が全国的に行われ、そ

のための支出は多額です。ところが、それを監査し同時に是正する権限は会計検査院に
しかありません。しかし、会計検査院の陣容は小さく、また身内組織で、あるため、多く
の国の違法支出が見逃されています。

そこで、国民全員に国の支出を監視できるよう

にして、国の公金の無駄を阻止する必要があります。
そのような目的のために、会計検査院の権限を拡大し、国民からの国の公金について
の監査請求を受け付け、かっその結果について不服のある国民は裁判を出来る制度、い
わば国段階の住民訴訟制度すなわち国民代表公金訴訟制度の創設を求めます。
この制度は、世界各国で行われ、弁護士会でもその素案を作っています。公的機関と
国民の双方で国の公金の支出のムダを監視し阻止するものとして、非常に役立つものと
考えます。
橋下市長は地方制度調査会に出席され発言されるなど、国への発信が注目されてい
ますが、ぜひ、住民訴訟の改善と国民代表公金訴訟制度の創設に対して立法提案の一つ
に加えていただくことを要望します。

。資料：⑩2010

年3月6 日

日弁連シンポ資料「公金検査請求訴訟制度の提言」
5

市長は、「子どもが笑う政治」を政治家の第一声として発信されたことを私どもは覚
えています。

「大阪はどんなによくなるのだろう J と連日発信される市長の言動を見

た他府県の市民からの声を受けますが、私どもはまだ答える確かなものを持っていませ
ん。私どもは、以上に述べたようにまず現在ある状況をルールを守って公正・透明な行
政が行われるように是正されることを求めます。
「子どもが笑う政治j つまり民意に応え、市民のための行政実現にほかならないと期
待しています。
以上

6
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自治会・町内会と寄付強制問題の資料集
ニュースと記録
1948/11/24:国会（議事録）
第００３回国会 厚生委員会 第４号
共同募金は、既に開始直後から旧隣組を悪用する強制割当的な徴収が問題になっていたよう
です。
"勧誘をするということ自体が、強制に堕する点が多々あると私は考えますので、少くともそうし
た隣組などというような、過去の形式を通じての恩誼、情館に関連あるような勧誘は、むしろ絶
対に避けるべきであると考えるのでありますが、この点はいかがでございましようか。"

1949/10/8:国会（議事録）
第００５回国会厚生委員会第３２号
"局長も御存じと思うのですけれども、実際は昔の隣組、町会役員というものが、各町に割当て
られました募金の額を持つてまわります。それから学校は学校の方で生徒が割当を持つて來る
というのが実情だと思うのです。"

1957/4/10:国会（議事録）
第０２６回国会 地方行政委員会 第２１号
ところが問題は、地方公共団体なり国が寄付を直接にもらうという以外に、地方公共団体の府
県、市町村の長あるいはその機関が、それ以外の団体の寄付金に協力をしているという形が相
当あると思う。そうでなくても、お祭、学校、あるいは消防とか、いろいろな寄付金が多い中に、
共同募金その他の全国的な寄付金があるわけなんです。
これは厳密には強制的ではないにしても、たとえば赤十字にしてみれば、知事が支部長であり、
市町村長が分区長であり、そしてその機関を通じて寄付の割当があり、募集をしている。共同募
金もやはりそういう系統をたどって、末端は行政連絡機関なり町内会なり、そこで割当をやって
おる。
一般の住民の中には、共同募金にしてもその趣旨はよろしいけれども、どうも税金に準ずるくら
い考えて、どちらかといえばこんなものは、全国で十何億ですか、一つ国の予算で出してもらっ
たらどうか、何もああいう大騒ぎをして胸に羽根をつけたりする必要はないのではないか、共同
募金をやめてくれという声が相当あるのです。

1960/12/15:国会（議事録）
第０３７回国会 社会労働委員会 第２号
その前に、実際上今あなたは賛助員という賛助の制度をおっしゃられましたが、私たちもいなか
に住んでおりまして、赤十字募金というものが町内に削り当てられてくる。そういう実態を知って
doref.fanweb.jp
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いるのです。そうしてその中では今あなたの言われたような趣旨というものは少しも徹底していな
い。
つまりこれは機構にも関係してきますが、あなた方の社長、それから副社長、理事、また各支部
に――支部長はおおむね知事さんが多い、それから区長とか分区長というのですか、市町村長
さん、そういう行政の縦割りだけでやっておられるので、自治的な公共的な要素が少ないので
す。
あなた方も赤十字精神にほんとうに立脚した活動方針がないために結局末端にいっても広がっ
ていかない。これはわれわれとしても赤十字社法を作って、これをもっとりっぱなものにするため
にこの中に定められたいろいろな財政的な援助もしてあげなければならないと同時に、あなた方
も怠っている点がずいぶんたくさんあるんじゃないか。そういう点で私は今伺っているのです。
これは今ここで申し上げるまでもなく、もう各地方に対してはいわば強制的に割り当ててきていま
すよ。

1961/10/4:国会（議事録）
第０３９回国会 社会労働委員会 第２号
一つは、共同募金の募金の内容を見ますというと、戸別募金が募金の八割から九割を占めてい
る。しかもそれが最初アメリカで出発した、あるいは日本でも長崎から始まっていますけれども、
その当時の精神とは異なって、割当の寄付、むしろこの権力組織の上に乗っかって半強制化さ
れている。
私は、ちょうど今募金の時期になりまして、二つこの新聞の投書を見つけたのですが、一つはご
くいなかの、これは四国のいなかの新聞に出た投書ですけれども、こういうふうに率直に書いて
ある。
町内各戸に割り当てて、百パーセント完遂が強制せられるいわば一種の課税である。毎年二月
当たり約百円が賦課されている。で、もちろんこの金額は少ないけれども、ほかにもろもろの負
担金があるので、百円といえども私にとっては少なからぬ負担である。貧者の一灯という美しい
寄付にはならない。しかし、現在この募金が積もり積もって福祉行政上重要な財源になっている
とすれば、今直ちに取りやめることもできないだろうから、現在のやり方を根本的に再検討して
もらいたい。
――これは一地方の農民の言葉であります。

1998/3/19:国会（議事録）
第１４２回国会 予算委員会第四分科会 第１号
"その募金の方法ですけれども、これは俗に言う、市町村の名のもとに言葉は悪いですけれども
半強制的に徴収する、一家庭当たりの金額も一律に定めておる、また集め方も行政組織を通じ
て集めておるというのが実態だろうと思います。"

2007/8/24:大阪高等裁判所（判決文）
自治会費への寄付分上乗せ決議に違法判決
集金の負担を避けるために、自治会費に各種「寄付」分を上乗せしようとした自治会決議に、違
法判決が出されました（2008年4月に確定）。
doref.fanweb.jp
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"募金及び寄付金は、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"

ネット記事から
赤十字寄付金集めについて
先般春日井市の住民から、当会（議員通信簿連絡会議）に対し、「何で一市民が赤十字の寄付
金集めをしなければならないのか？」との問い合わせをいただきました。
その方は輪番制でこの４月、町内会の組長になられた市民です。
「市長が兼務する日本赤十字社の地区長」から町内会に集金要求が来て、「町内会の仕事」とし
て「日本赤十字社のための集金に回るよう強制される」。本当、何なんでしょうね……

赤十字募金の疑問
町内会長が日本赤十字社・社会福祉協議会からの集金要求に応じなかったところ、何度も繰り
返し要求が来たそうで……

日本赤十字社の社員募集は本来誰の仕事なの？
「社員」は、社業遂行の原動力であり、日本赤十字社の組織の根幹であります。』と言っておきな
がら、その実、「社員集め」と「社資」集めという組織の根幹は日赤ではやらず、依頼や委託など
筋を通したことは一切せに、何の関係もない自治会に仕事を丸投げしている。
何度も言いますが、高い理想を掲げていますが、その組織の根幹は昔からやっているからとい
う理由で、自治会におしつけている。少なくともわが自治会はそうなっている。自治会長は赤十
字社と何のつながりもないにもかかわらず、分団長をおしつけられている。誰が自治会長を分団
長と決めたのかも分からない。こんなバカな話はない。

共同募金の強制徴収
社会福祉協議会から、生活保護世帯の数まで調べ上げ算出した「目標額」を突きつけられたそ
うです。
"このような募金の強制は社協の目的や精神に反するのではありませんか？社協の関係者見
ていたら考えてください。"

町内会長研修会
「研修会」で集められた町内会長に、市の担当者からの集金要求が……
続いて、「各種会費及び募金等の説明」ということで、福祉課や農林課などの担当者から、以下
の会費の意義や必要性の説明がされた。
1. 日本赤十字社滑川市地区 一世帯あたり４５０円
doref.fanweb.jp
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

滑川地区保護司会 一世帯あたり６０円
滑川市緑化推進委員会「緑の募金」 一世帯あたり５０円
滑川市社会福祉協議会 一世帯あたり４００円＋社会福祉基金５０円
滑川市防犯協会 一世帯あたり５０円
滑川市交通安全協会 一世帯あたり８００円
滑川市保健衛生協議会 一世帯あたり５０円
共同募金 一世帯あたり３５０円

町内会は、「集金人の徴用」「（寄付名目の）負担金徴収」のための行政末端組織というわけで
す。
"帰り際、何名かの町内会長さんの声を耳にしたが「金集めてくれ…ばっかりやねか。」と。"
当サイトは、行政や自治会・町内会組織を通して横行している寄付・募金活動の強制に関する資料
集です。
自治会・町内会で、当番として寄付の集金に回るよう強制されたり寄付の強制徴収を受けた被害者
の方、行政や各種団体からの理不尽な集金要求を受けた自治会・町内会役員の方などによる記事
を集めています。ブログや個人サイトなどにそうした記事を掲載されている方は、ぜひご連絡くださ
い。
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町内会⻑研修会
2008-04-29 (Tue)
２５⽇の⾦曜⽇に、市⺠会館で全市の町内会⻑の皆さんを
対象とした「町内会⻑研修会」が初めて開催された。
６０名ほどの町内会⻑さん⽅が参加をされていた。
冒頭、⺠⾕連合会⻑から研修会開催の経緯などの説明が
あり、続いて中屋市⻑から「平成２０年度滑川市政の概要に
ついて」と題して、パワーポイントを利⽤して、予算案や主な
事業に関する説明がされた。
まちなか再⽣事業などの新規事業や市政５５周年記念事業
について、市⻑の思いを含めて語られた。
続いて、「各種会費及び募⾦等の説明」ということで、福祉課
や農林課などの担当者から、以下の会費の意義や必要性
の説明がされた。
①⽇本⾚⼗字社滑川市地区 ⼀世帯あたり４５０円
②滑川地区保護司会 ⼀世帯あたり６０円
③滑川市緑化推進委員会「緑の募⾦」 ⼀世帯あたり５０円
④滑川市社会福祉協議会 ⼀世帯あたり４００円＋社会福
祉基⾦５０円
⑤滑川市防犯協会 ⼀世帯あたり５０円
⑥滑川市交通安全協会 ⼀世帯あたり８００円
⑦滑川市保健衛⽣協議会 ⼀世帯あたり５０円
⑧共同募⾦ ⼀世帯あたり３５０円
募⾦や会費の依頼⽂と共に、いくつかは「決算報告書」など
が添付をされていた。
それによると、滑川市内の各地区毎の募⾦や会費の納付状
況が分かった。
⽇本⾚⼗字社と緑の募⾦の⼆つの資料から各地区の納付
率が分かったのだが、どちらもほぼ同じ納付率であった。
これらの募⾦や会費は、実際に個別に集⾦をしているケー
スもあるが、町内会費等と共に集めて、町内の世帯数の何
割を納めるかを各町内ごとや、地区町内会の役員さん⽅の
間で決定をしているケースが多い。
１９年度と２０年度では世帯数が異なるので、１９年度の納付
額を２０年度の世帯数で割り戻すという形では正確な納付率
は計算できないのだが、⼤体の傾向は分かると思う。
９０％を超える納付率であるのが、中加積地区、東加積地
区、⼭加積地区であった。
namerikawa.blog38.fc2.com/blog-entry-779.html
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８０％を超えるのは、滑川東地区、⻄地区、早⽉加積地区で
あった。
７０％を超えるのが、北加積地区と浜加積地区であった。
残念ながら⻄加積地区は６０％を下回っていた。
おそらく、アパートなどの集合住宅が多い地域では、それら
の世帯を納付する基準から外しているからだと思われる。
とはいえ、実際に滑川市の住⺠として世帯が登録されている
以上は、アパートなどの住⺠であっても⼀⼈の市⺠として本
来は納めていただきたいものだ。
これから⼾建ではなく集合住宅が増えて、単⾝世帯が増え
ていく⼀⽅であることが予想される中、これらの世帯を別扱
いすることは⾒直しをしていかなければならない時期に来て
いると思われる。
続いて、「市からの連絡事項」ということで、住宅⽤⽕災警報
器の取り付けや、コミュニティバスの運⾏⾒直し、地域コミュ
ニティ活性化事業、いきいき市政講座などについて説明がさ
れた。
初めての取り組みということで、これから年々改良が加えら
れていくものと期待している。
帰り際、何名かの町内会⻑さんの声を⽿にしたが「⾦集めて
くれ…ばっかりやねか。」と。
仰るとおり、上記以外にも各⼩学校の教育振興会などの集
⾦もある。
本当に町内会⻑さん、あるいは班⻑さん⽅は集⾦とその趣
旨説明でお願いをされることばかりだ。
ただ、今回の説明を聞かれて、少しでもその会費や募⾦の
使われ⽅にご理解をいただき、町内の皆さん⽅への説得の
材料にしていただくことが出来れば…と期待する。
いいね︕
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もの⾔う翔年(ﾕﾘｳｽ)
『⾏為にあらず、⾏為に関する意⾒こそ、⼈を動かすものぞ。』 -ｴﾋﾟｸﾃｰﾀｽSince December 2003

May 26, 2009
⽇本⾚⼗字社の社員募集は本来誰の仕事なの？
今年度⼀年間、翔年は５４０世帯の⾃治会の会⻑を務めることになった。何処の⾃治会でもそうだときいているが、役員のなり⼿がな
い。なぜなら、従来のいきさつもあって、なにやら、かにやら、⾃治会の仕事が過去の実績踏襲という形になっており、役が当たれば相当
の負担になるからである。翔年は今までに「組⻑」や「班⻑」など、組織下部の役割を果した経験はあるけれど、役員は初めてである。
会⻑を引き受けるに際して、⾃分のスタンスをこう決めた。
１ ⾃治会活動をできるだけ楽しくやる
２ 時代にマッチした⾃治会活動を⽬指す。
３ 安⼼して暮らせる街つくりに貢献する
摩擦をおそれず、是々⾮々主義でやる決⼼です。

⾃治会の仕事をできるだけ簡素化し、地域住⺠に喜ばれることを⼤きな負担なくやろうという気持ちを固めていた所、早速、変な仕事（⾃
治会にとって）が向こうからやってきた。

それは「⽇本⾚⼗字社の社員募集」と⾔う業務である。
１ 仕事の依頼はどこから？
誰宛に？
「⾼槻市⾚⼗字奉仕団」から来た。（実際にたくさんの資料を⾃宅に届けてく
れたのは、ボランティア活動の⼈達だった）
あて先は「各町分団⻑」様となっている。翔年は分団⻑ではない。
２ 仕事内容は？
当⾃治会会員５４０世帯に「活動資⾦にご協⼒ください」と各⼾をまわり、「社
員加⼊確認書」に名前をリストアップし、５００円以上の拠出加⼊者には⼀⼈
ずつ、⾚⼗字社の21年度の社員証と領収書を発⾏し、拠出⾦は⾃治会でとり
まとめて、⽇本⾚⼗字社⼤阪府⽀部へ送ることだという。
３ ⽇本⾚⼗字社と⾃治会の関係はどうなっているか？
直接の業務依頼や委託関係は⼀切ない。
４ ⾼槻市⾚⼗字奉仕団とは？
送られてきた資料に「⾚⼗字に関するお問い合わせ・連絡先として、
事務局/⽇本⾚⼗字社⼤阪府⽀部⾼槻市地区⾼槻市⾚⼗字奉仕団（⾼槻市社会福祉協議会 福祉課内）」とあるので、早速電話で問い
合わせた。
Q1 あて先の分団⻑とは誰か？
A1 ⾃治会⻑さんです。
Q2 誰が決めたのか？
A2 お役⼈特有の物⾔いで、ぬらりくらり。いくら聞いても⼩⽣はさっぱり理解できませんでした。こんな単純な質問に答えられない「問い合
わせ先」もあるのですね。
Q3 ⽇⾚の社資募集運動の責任者はどこか？
A3 社資募集事務は社会福祉協議会がやっている。
まぁ、暖簾に腕押しとはよくいったもので、ぬらりくらり。ようするに返答は「昔からの経緯で、⾃治会で募集と拠出⾦集めはやってもらっ
ています。どうかよろしく」というだけで、何の根拠も⽰さない。⽰せない。
⽇⾚社資募集事務の⼿引き（⼤量の資料が送られてきました）
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筋の通らない仕事を⾃治会員に強いることはできない。これでは「そもそも
論」をやるしかあるまいと直感した。
１ 「⽇本⾚⼗字社」とは？
⽇本⾚⼗字社は、1952年に制定された⽇本⾚⼗字社法（昭和27年8⽉14⽇
法律第305号）によって設⽴された認可法⼈。社員と呼ばれる個⼈参加者の
結合による社団法⼈類似組織である。⽇本において⾚⼗字活動を⾏う唯⼀
の団体。
名誉総裁は皇后美智⼦、名誉副総裁には、代議員会の議決に基づき、各
皇族が就任している。代表者である社⻑は近衞忠煇（旧公爵近衛家当主）。
⽇本⾚⼗字社の基本精神は⼈道、公平、中⽴、独⽴、奉仕、単⼀、世界性で
ある。
→ と⽴派な事をいいながら、「⽇本⾚⼗字社⼤阪⽀部」作成のチラシには
「⾃治会役員が各家庭を訪問し、社員加⼊をお願いしています」とこちらの
知らんうちに、⾃治会⻑がやらなければならない仕事を勝⼿に書いている。
翔年は⾚⼗字社が国際的なものから、献⾎運動など⾝近なものまで、幅広
い活動をしていることはよく知っている。若いときは献⾎にも毎年していたか
ら、献⾎⼿帳は⼀杯、今も⼿元にあるし、現に今も⾚⼗字社社員（５００円以
上拠出）でもある。⾚⼗字の役割は⼗分理解しているつもりであるが、社資募
集活動は⾃治会との関係はどこまでいっても釈然としない。筋の通った説明
をする⼈はどこにもいない。
２ ⾼槻市社会福祉協議会
社会福祉協議会は、住⺠の福祉向上を⽬的として、地域住⺠及び公私の福祉関係機関・団体により構成された、社会福祉法第109条
に基づく⺠間社会福祉団体です。
→ といいながら、⾼槻市⾚⼗字奉仕団の事務をしますと書いてある。この団体の事は詳しくは知らない。⺠間の福祉団体のはずなの
に、市役所や⽇⾚ともくっついている。福祉団体が何の団体の事務を担当されても結構であるが、⾃治会に仕事を押し付ける権限はない
はず。
３ ⾃治会と⽇⾚との関係は？
よくわからない。⾃治会から⾒ると、なんとなくぼんやりと⾃治会の上部団体組織である連合⾃治会と⾼槻市⾚⼗字奉仕団がつながっ
ているようにに⾒える。この⼆つの団体は、⾃治会が⾚⼗字の社資の募集に協⼒するのは⾃明のこととしているみたい。
要するに、⽇⾚社資募集運動の具体的なやり⽅は詳しく教えてくれるけれど、社資募集の責任者は誰で、どうして⾃治会が⽇⾚の仕事
を分担しなければならないのか？ は結局分からずじまいです。

ようするに悪い⾔い⽅をすれば、⽇本⾚⼗字社は『諸活動を実施していくための事業資⾦は、⽇本⾚⼗字社の社員（個⼈社員と法⼈社
員があります）から拠出される「社費」と、広く個⼈や法⼈ある いは団体などから寄せられる「寄付⾦」がその主体となっています。（「社費」
と「寄付⾦」を総称して「社資」と呼びます）。
「社員」は、社業遂⾏の原動⼒であり、⽇本⾚⼗字社の組織の根幹であります。』と⾔っておきながら、その実、「社員集め」と「社資」集め
という組織の根幹は⽇⾚ではやらず、依頼や委託など筋を通したことは⼀切せに、何の関係もない⾃治会に仕事を丸投げしている。
何度も⾔いますが、⾼い理想を掲げていますが、その組織の根幹は昔からやっているからという理由で、⾃治会におしつけている。少な
くともわが⾃治会はそうなっている。⾃治会⻑は⾚⼗字社と何のつながりもないにもかかわらず、分団⻑をおしつけられている。誰が⾃治
会⻑を分団⻑と決めたのかも分からない。こんなバカな話はない。
こう考えてくると、できるだけ⾃治会の負担を軽くしようとするかぎり、この仕事はお断りせざるをえない。仕事に筋を通すことを怠る団
体に組織として協⼒できません。（もちろん、個⼈としては従来どおり、⾚⼗字社とおつき合いするけれど）

電話だけでは意をつくせないので、近々、社会福祉協議会に出向いて、責任者に⾯会を申し込んで、もうちょっとシッカリした返答を得た
く思っている。
もし、読者で、これまでのところに翔年が事実誤認とか思い違いをしていると気づかれた⽅がいらっしゃれば、それをご指摘いただけれ
ば幸いです。よろしくお願いします。

（6/4追記）今までの所、三⼈の⽅から「お前の⾔うとおりだ」という励ましの⾔葉をいただきました。
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この記事へのコメント
島根県の⽚⽥舎で今年から⾃治会⻑をおしつけられてしまいました。
⽇⾚のやり⽅については、翔年さんと同じ思いです。
社協のやり⽅もひどいもんです。
ここは年寄りばかりでまったく⾔いなりですが・・・
翔年さんと同じように、少しでも現状を発信していこうと思っています。
Posted by さていくぞう at June 06, 2009 16:41

さていくぞう様
同じ思いの⽅がいて下さって⼼強いです。
私の⽅は今夜の班⻑・幹事会で⽇⾚の「社資」集めは⾃治会の仕事にあらずとして、今年はしないと決めました。
これからも、⾃治会の仕事は是々⾮々主義でいくつもりです。
⾃治会独⾃の考えがあってよいのだと信じます。
あなたのBlog、ちょっと拝⾒しました。社資を700円と決めて集めること、⾚⼗字証を渡さないことなど、考えてみると不正の温床になりか
ねませんね。
今後ともよろしくお願いいたします。

Posted by ユリウス at June 06, 2009 22:48

我が地域では 婦⼈会が集めています。
（趣旨とは ずれたは発⾔になると思いますが 聞いてください）
しかし 婦⼈会に加⼊している⼈の住所には偏りがあり 全く婦⼈会の⼈がいない区画があります。そんな場所は婦⼈会の⼈がその区画
の⼈に委託しているようです。
⽇⾚社費を集めると婦⼈会に還付⾦が頂けるようです。
還付⾦は 全世帯数と集⾦世帯数の割合で決まるみたいです。
⽇⾚の表向きの顔は ５００円を⽀払えば社員になります。ですよね？
婦⼈会の⼈は「災害などで被災した時に援助物資をする団体が⽇⾚。⽇本の全世帯が加⼊することが望ましい」と⾔っていました。話し
の流れから ⽇⾚の裏の顔ぽく感じられました。
昨年と同じ額の⾦額と名前が書かれた領収書を預かったので集⾦に回らなければなりません・・・ 集⾦に回る領収書の最低額は６５０
円。６５０円が最低⾦額だと思っていました。
ふに落ちないことだらけです
１ 募⾦に最低額が決まっていること
２ 還付⾦の存在
３ 還付⾦を貰う婦⼈会とは関係ない⼈が集⾦すること
はー 気が重いです。
ちょっと？違う話しになってしまって ゴメンナサイ。
Posted by かいえ at June 18, 2009 10:32

かいえ様
地区の状況とご意⾒、ありがとうございました。
⽇⾚は「社資集め」さえしてくれる組織ならどこでもいいのです。地域の住⺠と緊密な連携があり、特に全⼾を廻れる⾜腰がシッカリした組
織ならいうことなしというわけですね。
＞ふに落ちないことだらけです
同感です。
⽇⾚の正式資料では
１ 募⾦の「最低額」はきめていません。500円以上の募⾦に応じたら「社員」になりますが、寄付⾦として協⼒する⼈はいくらでもいいこと
になっています。
２ 「還付⾦」についての記述はありません。⼩⽣の⼀番嫌いなところです。知恵者が頭を働かせれば、いろいろ都合のよいことが可能に
なると思います。（責任者がいないのですから、不正も簡単にできるでしょう）
⽇本⾚⼗字社はこのことに関して、根本的な改善をするべきと考えます。
Posted by ユリウス at June 18, 2009 11:27
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⾊んな⾯での改善が必要ですよね。
善意のお⾦なんですから・・・
Posted by かいえ at June 18, 2009 12:32

私も今年の四⽉に⾃治会⻑になって最初に疑問を持ったのが⽇⾚社費の集⾦でした。
調べると社費は⾃動引落としでも良いようなので、来年からは「⽇⾚社員」になりたい⽅には⾃動引落としをお願いし、⾃治会としては社
費集⾦は実施しないことにしたいと考えています。
そうすれば社員章や領収書の配布など、あまり意味の無い煩わしい業務を避けることができます。
こうした場合の留意すべき事項について⽇⾚に⽂章で問い合わせていますが⼀向に返事はありません。
⽇⾚が誠意を⽰すのであれば、また⾃治会の皆さんの要望があれば通常の寄付活動は⾃治会として何らかの⽀援をしても良いかと思っ
ております。
当⾃治会では地元神社への寄付⾦も⾃治会を通して集⾦（⼀応は任意）しています。
ところが「⾃治会活動マニュアル」（当地連合⾃治会発⾏）では「信教の⾃由を考慮し⾃治会とは別組織で⾏う」となっているので来年から
は集⾦を⽌める⽅向で提案します。
「⾃治会の仕事をできるだけ簡素化し、地域住⺠に喜ばれることを⼤きな負担なくやろう」全くその通りです。
これからも時々お邪魔します。
Posted by 新⽶⾃治会⻑ at June 20, 2009 23:36

新⽶⾃治会⻑ さま
実際の状況とご意⾒、ありがとうございました。
さていくぞう様、かいえ様、新⽶⾃治会⻑様のコメントによって、このBlogの読者も、⽇本⾚⼗字社の社資集めなど⼀連の業務が、不明朗
なものであると理解されたと思います。
⼩⽣も新⽶です。
時々、情報交換できたらありがたいですね。
またのお越しをお待ちします。

Posted by ユリウス at June 22, 2009 12:36

前回のコメントで、「⽇⾚社員になりたい⽅には⾃動引落としをお願いし、⾃治会としては社費集⾦は実施しないことにしたいと考えていま
す」と書きました。
このことに関して⽇⾚に問い合わせたところ次の回答がありました。
「⾃動引落としは⾃治会に加⼊されないアパート住⼈などを対象にした⽀援⽅法なので、⾃治会は（この⽅式ではなく）従来通り（⾃治会に
よる集⾦）でお願いしたい」とのことでした。
さて、ユリウス様、皆様はどのように感じられますでしょうか。
私としては⽇⾚⽀援⽅法について、⾃治会の皆様の意⾒を聞くことにしたいと考えております。
Posted by 新⽶⾃治会⻑ at July 03, 2009 21:30

新⽶⾃治会⻑ さま
⼩⽣も新⽶⾃治会⻑（たいていの⾃治会⻑は新⽶らしいですね）ですが、社資集めの仕事を委託されたのなら、実施するかしないか会員
の皆様に諮るのが筋かと存じます。
我が⾃治会の場合、
１ ⽇⾚から仕事の委託はうけていない。
２ 本年の⾃治会の仕事にするかどうか？ が問題でした。
３ 私の基本的考えを役員１０名（会員５３３世帯）に諮って、⾃治会の仕事にはしない（労⼒の軽減を優先）ことに決めました。
（ご参考までに）
⽇⾚の社資募集とは全くの別件ですが、⾼槻市社会福祉協議会から⾃治会⻑宛に、住⺠会員、⼀般賛助会員、寄付を⾃治会で取りまと
めるよう要請がありましたので、⾃治会の仕事として実施します。これによる還付⾦は盆踊りなどの費⽤に使います。
Posted by ユリウス at July 03, 2009 22:03

確かに様々な寄付に対して還付⾦と⾔うのが返ってきますが、これも良く分からないお⾦です。
寄付はある⽬的のために集められたもので、還付⾦がその⽬的に合致する、例えば⾼槻市の場合盆踊りが社会福祉協議会の⾏事であ
れば問題は無いのですが、合致しない⾃治会活動費に使われることには違和感を感じます。
細かいことに拘りすぎでしょうかね。
ついでに、最近「市からの事務委託料」として３万円弱が⾃治会上部組織の会計から私宛に届きました。市からは８万円強が⽀払われて
いるが、約５万円は⾃治会⻑の研修旅⾏＝温泉旅⾏に使うので、残りを各⾃治会⻑に渡すとのことです。
「事務」とは何かと尋ねると、「組回覧とポスター掲⽰」とのことです。
ikiiki.livedoor.biz/archives/51826626.html

4/10

13/10/23

もの言う翔年(ﾕﾘｳｽ):日本赤十字社の社員募集は本来誰の仕事なの？

組回覧で⼀番ご苦労をかけているのは組⻑さんなので、組⻑さんにこそ⽀払われるべきものと私は考えています。
皆さんの⾃治会では、この種の「市からの委託料」のようなものはあるのでしょうか、またあるとすると、それはどのように使われているの
でしょうか? 当⾃治会では従来は⾃治会⻑が個⼈的に「市からの謝礼」のつもりで受け取っていたようです。
因みに当⾃治会規定によると⾃治会⻑は２万円、会計は１万円、組⻑は８千円が毎年謝礼⾦として⾃治会の予算から上記とは別に⽀払
われます。
Posted by 新⽶⾃治会⻑ at July 15, 2009 15:41

新⽶⾃治会⻑さま
社会福祉協議会の事業は多義に渡っているので、地域住⺠の福祉向上に役⽴つものに使うなら問題はないようです。
当市の協議会も当⾃治会も、募⾦の管理と収⽀報告は従来からキチンとなされています。(特に問題は感じません）
当⾃治会は市から包括的に事務を委託されていることはありません。⾃治会は市の下部機関ではないので、回覧はあくまで⾃治会の判
断で適宜おこなっています。
このように筋はきちんと通しておきたいと思います。
⽇⾚の社資募集の資料を返却しようとしましたが、⾼槻⽀部からは⾃治会で処分せよと⾔われました。⾚⼗字社印の押した⼤量の領
収書や社員証等があるので、悪⽤しようと思えばできます。ハッキリ⾔って杜撰な管理です。（あきれるばかりです）

Posted by ユリウス at July 15, 2009 18:42

⽇⾚の義援⾦等の収⽀報告には疑問を持っていました。
勘違いしないで下さい。
私も⽇⾚社員で募⾦もしますし、婦⼈会の⽅の街頭募⾦、ＮＨＫの義援⾦など積極的におこなってきたとおもいます。
ただ、収⽀報告やバランスシートなどの公開が無く。
災害の為、どこにいくらのお⾦が必要でした。どこにこんな物資を送りました。ぐらいで詳しく報告されません。
昔から継続しているだけの理由で、徴収するのは限界だと思います。
Posted by 物申す at September 15, 2009 11:02

ご指摘どおりです。
⽇⾚の義援⾦には疑問を感じていました。
例えば、海外のどこどこに地震が発⽣します。
そこで集まった義援⾦はそこでしか使えません。
災害が落ち着いた後は、学校建設などインフラ整備の協賛はいいのですが、⽇⾚の視察旅⾏を名⽬に、ぞろぞろとスタッフの観光旅⾏ま
がいも頻繁です。また、幹部は海外で豪勢な⽣活も。。。
Posted by じじい at October 28, 2009 09:42

じじい様
ご意⾒、ありがとうございます。
掲げている⽬標は⾼いし、活動もシッカリやっている。
ただし、下部機構はムチャクチャです。
全国の⾃治会がそのことに⽬覚めたら、組織は⽡解するのではないでしょうか。
上層部はそれを認識しているのかどうか？
Posted by ユリウス at October 29, 2009 23:42

2011年５⽉１４⽇から２２⽇⽇⾚社員募集強化⽉間と称して
分区⻑の依頼と⾃治会⻑の指⽰書（⼾別訪問など）⽇⾚の
依頼を協⼒の依頼ではなく、命令書のようなものできました。
今年度は⾃治会の班⻑が輪番で回ってきて、家内に代わって
夫である私が班⻑をすることにして、初めて⽇⾚の募集を
⾃治会が⼿⾜のような使われ⽅にびっくりした次第です。
昨夜の班⻑会議で、なぜ⾃治会が⽇⾚の勧誘・集⾦業務を
やらなければならいのですか？ と会⻑に質問したところ、
今までずっとやってきたというのみ。厚労省から地⽅⾃治体
、市町村、町内会、⾃治会に指令がおりてきて、国の機関で
ないと⾔いながら、⽇⾚に厚労省からの副社⻑以下幹部の
天下り、窓⼝は各福祉協議会内にある。班⻑はボランティア、
運営・経営は⾼給取り、これで⾃治会がなぜ協⼒するのでしょうか？
仮に⾃治会で⼾別訪問を議決しても、私はこれは⾃治会と関係ない
活動なので班⻑は拘束されない。特に⼾別訪問はしない旨宣⾔
しました。⽇本は横並びが好きな社会で斑によってやり⽅が
違うのはよくないという意⾒もありましたが、募⾦・寄付活動に
⾃治会が議決するのがおかしい話で⽌める議決は有効だと思います。
ikiiki.livedoor.biz/archives/51826626.html
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今ちょうど募集期間なのでこれを読まれたらご意⾒をお聞かせ
ください。
栃⽊県 岡⽥

Posted by 岡⽥ 徹 at May 15, 2011 18:33

岡⽥ 徹 様
⽇⾚の社員募集と⾃治会活動は直接つながる業務でないことは明⽩と思います。当地の⾃治会は⼀昨年、⽇⾚の社員募集はやらない
と決め、実際にやりませんでしたが、どこからも⽂句はきませんでした。（当然のことですね）
ただし、⾃治会が（⽇⾚など他の団体から）募集業務の委託を受けているのでしたら、ちょっと別の議論になると思います。
また⾃治会の中の班の別⾏動については、僕はコメントできません。それはそれぞれの⾃治会の中で、よく話しあってお決めになったらい
いことだと思っていますので……。

Posted by ユリウス at May 15, 2011 22:49

ユリウス 様
早速のご返事ありがとうございました。
斑の中で反乱者を出したことで、苦々しく思っている
⼈もいるでしょうが、幸い会⻑から次の募⾦の時は
事前に皆で話し合いましょうとのことでした。
⼀応反乱を黙認された形となりました。
⾃治会が委託を受けているかどうかは会⻑の説明ではなく、
だれかがどこかで委託料をもらえるのかとの質問にも
無回答でした。
岡⽥

Posted by 岡⽥

at May 16, 2011 15:38

岡⽥ さま
よかったですね。
でも、おっしゃるように、あなたの反乱は黙認されただけ、かも知れませんよ。（例年はまた会⻑が交代するかも…）
あなたの主張が来年の⾃治会の話し合いで、みなさんの賛同が得られるよう期待してます。
⽇本⾚⼗字社の理念やグローバルな活動は⽴派です。それに反して、誰もキチンとした説明をしない下部組織（⾜腰）は⼀体どうなってい
るのでしょうね。
Posted by ユリウス at May 16, 2011 17:22

当番制で今年より町内の実⾏組⻑を引き受けましたが・・・。
さっそく、下記集⾦依頼が、
⾚⼗字活動資⾦（⽇⾚社費）募集のご協⼒お願いいたします。
東⽇本⼤震災の復興に役⽴っております。
⾦額は1⼾当たり800円です。
地区名 ・・・・・
6⽉末⽇まで集めて公⺠館⼜は地域⺠⽣委員・地区社会福祉協議会役員
さんまでお届けください。
連絡先 ・・・・・・・・・・・
当⽅の役⽬、役割は何か？、これを引き受けるべきか、集⾦すべきか？、
ＴＥＬで聞くことに・・・
今まで婦⼈会が云々が・・、婦⼈会からの引き継ぎ・・、
もちろん任意ですね、
そうです、
８００円集⾦（⾦額的に強制になってる・・・）
過去から⾦額は決まっている・・。
ああ〜・・・・ゆっくり考えて判断しよう・・・独り⾔？。
ikiiki.livedoor.biz/archives/51826626.html
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Posted by yokota at June 11, 2011 11:14

yokota 様
レスが遅くなってしまって申し訳ありません。
どこの地区も似たようなことですね。
⼤事な仕事の依頼なのに、何故か依頼は誰がしているのかハッキリしません。
⾦額の固定は⾚⼗字社の⽅針ではありませんね。（ハッキリ⾔って間違っています）
＞ゆっくり考えて判断しよう
どのような判断をされたのか気になります。

Posted by ユリウス at June 16, 2011 11:33

私は今年度から⾃治会⻑になりました。
早速今⽇、⽇⾚社資募集協⼒の依頼が来ました。
来ましたって⾔っても、私の留守中にポストに⼊れられてたんですけど…
ここを⾒て、⾦額にバラツキがあることを知り驚きました。
うちの町は500円です。なんで違いがあるの？
つか、⾃治会が集⾦業務をしなければならない説明を受けてない。
⾃治会がやったら、半ば強制みたいなもんじゃん。
誰が寄付してないか知られてしまうし…
来⽉の班⻑会で
「寄付したい⼈は、振り込みでしてください」
って説明しよう。
⽂句があったら、⾃治会⻑解任してくれ(^。^)y-.。o○

Posted by もみじ at April 25, 2012 18:55

もみじ様
⾃治会⻑のお役⽬、ご苦労様です。
⽇⾚の募⾦は⾦額は決められておりません。いくらでも受付してもらえます。ただし、500円以上だと応募者は社員となり社章が発⾏され
ます。
でも、この業務を⾃治会に依頼する組織がありません。依頼した責任者が誰なのかも分かりません。
この記事は3年前に書いたものですが、⽇⾚は未だに改善していないようですね。
当⾃治会は個⼈の振込みにして3年経ちますが、どこからも異議の申し⽴てはなく、誰からも苦情がなかったことを申し添えさせてもらい
ます。

Posted by ユリウス at April 25, 2012 23:16

ユリウス様
静岡県沼津市で婦⼈会⻑を今年やることになったものです。うちのところはひどいです。社費募集だけならまだ許せるのですが（ほんとは
許せないですが）地区の連合⾃治会と沼津市と⽇⾚が裏でつながっていて、⾊んな仕事をさせられています。⽇⾚分団⻑会議が基本
⽉に⼀回 （受付を他の町内の分団⻑と⼀緒に抱き合わせでやらされ、さぼれないようにしている。もちろん出⽋席を取る）⽇⾚ 結核予
防婦⼈会会議 （２名要出席）⽂化センターにて⽇⾚社員増強⽉間説明会（１名要出席）⽂化センターにて 市⾚⼗字奉仕団 総会 ⽂
化センターにて （１名要出席）⽇⾚社員募集（社費500円以上を払ってもらい、領収書を発⾏し、⾨票を配ってお⾦をまとめて名簿と⼀緒
に市の福祉課に提出）献⾎ルーム奉仕 （当番町６町各４名）市内施設めぐり （２名要参加 ⼀⼈2,500円助成⾦より⽀払い）古切⼿、使
⽤済みカードの回収随時 市内公園清掃奉仕（当番町２町で１５名） 救急法短期講習会 （何名かは未定）複⼗字シール募⾦受付＆集
⾦ レントゲン検診の受付 ⾚い⽻根、クオカード、図書カード注⽂受付＆集⾦ 校区祭、踊りの練習（2⽇間 婦⼈会は全員要出席）校区
祭 婦⼈会⻑は来賓のお茶だし 他の婦⼈会員は踊りを踊る ⾚い⽻根共同募⾦受付＆集⾦ 秋祭りで⾃治会別のバザー ↑のバザー
と別の連合⾃治区のバザーの為に値付け、バザー⽤品の配置（前⽇） チャリティバザーで売り⼦後⽚付け
Posted by 新⽶婦⼈会⻑ at May 18, 2012 02:11

（つづき） 歳末助け合い運動協⼒ 元⽇の朝４時から おしるこなどのふるまいの⼿伝い 市⻑と語る会（新年会）に婦⼈会⻑要出席
6,000円
⽇⾚奉仕団役員新年懇親会（２名要出席） どんどん焼き（当番町９町内）
ミシン奉仕（雑⼱を新しいタオルを４つ折りにして縫ってくる 買ったものはダメ）⽀部反省会（2名参加）とこれだけの仕事をほぼ強制的に
やらされています。あまりにひどいので、⾃治会や地区の⽇⾚役員に⽂句を⾔ったら、それから個⼈的にバッシングもされていて、頭にき
ています。婦⼈会の解散をしたく動いていますがそれも圧⼒をかけられてなかなか進みません。⼥性の９割は私を⽀持してくれています
が、市の⽇⾚役員をしている⽼婦⼈が町内にいること、連合⾃治会の副会⻑もいることから、この先の婦⼈会役員への圧⼒が⼼配です。
ほんとに沼津はほとんどの地区がこんな感じであきらめて上の活動をしている状態です。⾃治会⻑会⻑がきちんとしている⾃治会は少し
づつ⽇⾚分団を組織しないようにしているところも出てきていますが。⽇⾚の体質はまったく３年前と変わっていないので、ノーといえる勇
ikiiki.livedoor.biz/archives/51826626.html
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気が⾃治会にあるかどうかで変わってくるのかなとも思います。頭が痛いです。
Posted by 新⽶婦⼈会⻑ at May 18, 2012 02:12

新⽶婦⼈会⻑様
あなたの婦⼈会は何を⽬的とした団体なのでしょうか？
会則に⽇⾚ボランティア活動が⼊ってないとすれば、あなたの婦⼈会は⽇⾚の下請け組織のように僕には⾒えますので、全く酷い状態に
あると⾔わざるをえません。
婦⼈会は任意の団体なので、地域によっては組織がないところもあるし、あっても全家庭の婦⼈が⼊っているわけではないでしょう。
⽇⾚の仕事を受けるか受けないかは、あなたの婦⼈会が⾃主的に決めることが許されると思います。任意の団体に仕事を押し付ける権
利は誰にもありませんから。
⾊々としがらみがあって⼤変でしょうが、筋を通してスッキリした解決をされますよう、陰ながら応援しています。

Posted by ユリウス at May 18, 2012 23:20

ユリウス様
ありがとうございます。私が⼼配したとおり、⾃治会⻑会⻑から妙なアンケートが送られてきて、婦⼈会役員を⼀⼈⼀⼈潰しにかかってい
るようです。婦⼈会役員会としては町内三役の⽴会い無しでも婦⼈会総会をとにかく開けるように準備中です。ほんとに筋の通らないこと
ばかりで、⾃治会って⼀体何のためにあるのだろうと疑問に思います。応援ありがとうございます！やれるところまで頑張ってみます。
Posted by 新⽶婦⼈会⻑ at May 21, 2012 17:19

新⽶婦⼈会⻑様
婦⼈会総会に町内の三役が⽴ち会うとは⼀体どういうことなのでしょうね。僕には理解できません。通常あり得ないことではないかと思い
ます。
3年前に、このエントリーを書いてよかったと思っています。何故かといいますと、毎年この時期（5⽉中旬〜下旬）、左欄の過去の⼈気記
事のトップに⽇⾚が踊りでます。3年前の記事が⼀ヶ⽉に274⼈（9⼈/⽇）も読まれているのは異常です。それだけ⾃治会⻑さんや婦⼈会
⻑さんが悩まれているのだと思います。
この原因の第⼀は、⽇⾚が旧態依然の筋の通らない社資集めを押し付けているからだと推察できます。その先に市や連合⾃治会が、筋
を通そうとする⾃治会⻑さんや婦⼈会⻑さんに圧⼒をかけているからに他なりません。
末端の社資集めを実⾏する⽅々が声を上げない限り、この問題は解決しません。
婦⼈会⻑さんは⼤変でしょうが、何とかいい⽅向に向かうようご尽⼒いただきたい気持ちです。ご健闘を祈ります。

Posted by ユリウス at May 21, 2012 23:53

⼩⽣今年始めて⾃治会⻑になりました。過去組⻑等の役は引き受け10年くらい活動した経験はあります。
区役所、連合⾃治会、社会福祉協議会、⽇⾚等々、⾃治会・町内会を都合の良い集⾦組織、または下部組織と⾒做しているように感じ
ています。連合、社共とも同じ⼈が⻑い間兼務しており、会計処理についても、使途がよく分からず多くの疑問を感じます。やらなくても良
い「事業」が殆どではないかと思います。⽇⽯社資も貴殿と同様に考えます。
Posted by 横浜 武蔵 at July 04, 2012 14:46

横浜 武藤様
あなたの感じておられることはもっともだと思います。ほとんど同感致します。
新しく⾃治会⻑になられた⽅は⼤抵この問題に疑問を感じて悩まれています。
集⾦業務を返上した⾃治会があちこちででているはずですが、どうも⽇⾚のトップにこのような動きが届いていないのではないでしょうか。
上部組織に情報が上がっていくパイプが詰まっているのでしょう。
⽇⾚内部から何の改⾰もなされず、旧態依然ですね。困ったものだと思います。

Posted by ユリウス at July 09, 2012 01:04

ユリウス様
早速の返信有難うございます。
やや⾶躍した⾔い⽅かもしれませんが、現在の我が国の政治的混乱、教育、実業、その他殆どの「＊＊界」における無責任、嘘つき体質
等のみっともない有様は、⾜元や⾝の回りの不正(不整）を正す努⼒を怠ってきた事に起因するかもしれないと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
ikiiki.livedoor.biz/archives/51826626.html
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横浜 武蔵
Posted by 横浜 武蔵 at July 13, 2012 13:54

横浜 武藤 さま
同じような思いを禁じえません。
残念ですが、社会のどの部分をとっても、⼤らかで、清新な気⾵はほとんど⾒られなくなりました。
外国⼈からは、被災した⽇本⼈の忍耐強さや助け合い精神を賞賛されるのですが、被災直後なら兎も⾓、もう1年半が経とうとしているの
に、未だに⽡礫の⼭がそのまま放置されている現状では、恥ずかしさが先にたちます。
おっしゃるように、家庭、学校、地域社会など、⾝近なところで不正を正す⽇本⼈の⾃浄作⽤がほとんど期待できないのは⼤問題です。
⻘臭いと⾔われようと何と⾔われようと、⻑いものには巻かれることを拒否し、あらゆる場で不正や悪と戦っていくことが必要なのではない
でしょうか。
ささやかですが、Blogで発信し続けたいと思っております。
横浜 武藤様のご健闘を祈っております。
Posted by ユリウス at July 13, 2012 22:20

ユリウス様
ほんとにご無沙汰しておりました。ご報告が遅くなって申し訳ありませんでしたが、うちの婦⼈会、その後なんとか解散にこぎ付けました！
去年は⾊々妨害にあって、精神的に疲弊した年でした。。⽇⾚との悪しき関係は完全に清算する事はできなくて、中途半端な感じは否め
ないですが、婦⼈会が解散した事で、今までの活動を⼀つ⼀つ⾒直してやらなくていいものはやらないようにできるかと思います。ユリウ
ス様にはご助⾔ありがとうございました。本当にこのブログは⼒になりました。
Posted by 新⽶婦⼈会⻑ at May 05, 2013 04:39

新⽶婦⼈会⻑さま
お久しぶりです。従来どおり何も考えずに踏襲するのは楽ですが、ちょっとでも改⾰しようとするとなかなか⼤変ですね。いい⽅向に動き
出したと聞いてほっとしました。ご苦労様でした。
いずれ⽇⾚幹部も下部構造の問題に気がついて、改⾰してくれると思っています。
Posted by ユリウス at May 05, 2013 17:46

まったく同感です。⽇⾚⼀度寄付すると。社員で前年度の寄付⾦名簿が送られています。寄付で名簿公表は問題です。
Posted by 森さん at May 23, 2013 16:17

名前:
メール:
URL:
情報を記憶:
コメント:

書込
このページの上へ▲
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⽇⾚社資と共同募⾦について
⽇⾚社資と共同募⾦の集⾦のあり⽅が，基本的におかしいと思います。
１. ⽇⾚社資と共同募⾦は，各世帯からの寄付ですよね。
２. ⽇⾚社資と共同募⾦の集⾦のあり⽅は⾃治会費の中に組み⼊れられて
⾃治会費から天引きされています。
３. ⾃治会に⼊っていなかったら⽇⾚社資と共同募⾦に⾃動的に参加しなく
ても良い。
募⾦と寄付⾦であるならば，⾃治会費からの天引きは筋に会わなくて，合法
的とはいえない。また，⾃治会の⽅々が⾃治会費の中に⽇⾚社資と共同募⾦
が組み⼊れているとは知らない⼈が多かった。 市として，市⺠が納得⾏く説
明をしていただきたい。
⽇⾚社資及び共同募⾦についてですが，県下（和歌⼭市）において，⽬標額
を設定しております。とはいえ，これは，⽇⾚和歌⼭県⽀部，和歌⼭県共同募
⾦会が⽴てた⽬標であり，住⺠の皆様に対しては，あくまで⽬安額として提⽰
させていただいているものであります。
また，募⾦の集め⽅につきましては，市の⾏政指導の範囲ではなく，それぞ
れの⾃治会の判断に委ねているものでございまして，募⾦本来の趣旨は強制
ではなく任意であり，募⾦を集めに回っていただくか，⾃治会費からの寄付に
よるものかの判断は，それぞれの⾃治会の皆様⽅で決定していただきたいと
考えます。
いずれにいたしましても，福祉事業に率先してご理解くださっている⾃治会の
皆様のご協⼒のおかげで，毎年，多くの市⺠の⽅々からたくさんのご好意を頂
戴しており，改めてお礼を申し上げます。
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⾚い⽻根募⾦は強制徴⽤？
2013年も⾚い⽻根共同募⾦の時季になりました。テレビなどで街頭で寄付を募る「街
頭募⾦」のイメージ映像が流されているせいか、⾚い⽻根は⺠間の募⾦運動と「誤解」
されることもあるようです。
実際には、⾚い⽻根共同募⾦は集⾦額の⼤半を町内会（⾃治会）組織に集めさせる
「⼾別募⾦」で集めています。この⼾別募⾦では、市町村⻑や役所など⾏政側が町内
会／⾃治会に世帯毎の割当額を⽰して集⾦指⽰を出し、住⺠を強制的に徴⽤する形
で徴収業務を⾏わせているのが実態です。
2012年度共同募⾦集⾦額の構成（全国）
その他
■ ⼾別募⾦（74%） ■ 法⼈募⾦（9.4%） ■ 職域募⾦（4%） ■ 街頭募⾦（2%）

「町内会の当番」として、⾚い⽻根共同募⾦の取りまとめや徴収業務を強制されたり、
断りにくい雰囲気の中で割当額を強制徴収された経験をお持ちの⽅も多いことでしょ
う。町内会費に割当額を上乗せ強制徴収している町内会もあり、裁判で違法判決が出
されたこともあります。
募⾦とは、募⾦団体の呼びかける趣旨に賛同する⼈が⾃ら⾃由に募⾦ボランティアと
して参加する形で寄付を募るものです。あくまでも募⾦団体とボランティアの⾃由な協
⼒関係において、⾏われるものでしょう。
しかし⾚い⽻根共同募⾦は、募⾦団体が⾃ら呼びかける募⾦ではなく町内会の徴収
業務にすり替えられています。強制ではない、と⾔いながら町内会に集めさせることで
「町内会の当番として徴収に回らないといけない」「断りにくい町内会の集⾦で、割り当
てられた要求額を差し出さないといけない」状況に追い込むわけです。
⾚い⽻根に協⼒しないというのなら、裁判でも起こすなり町内会の総会で反対意⾒
を通してみろ
と。「募⾦運動に協⼒したい⼈が、⾃ら募⾦団体に協⼒する」はずのものが、「募⾦運
動に協⼒したくない⼈は、募⾦団体ではなく⾏政や町内会に対して気まずい／やりに
くい特別な⾏動を起こさないといけない」という完全に逆転した脅迫システムが作られ
てしまっています。
⾚い⽻根共同募⾦は、賛同者が⾃由に集まって展開する「⺠間の募⾦運動」とは正
反対の

⾏政の圧⼒を背景とする強制徴⽤、恐喝システム
になっているわけです。
募⾦団体との⾃由な関係ではなく、⾏政・町内会との断りにくい関係にすり替えて無理
やり巻き込み「協⼒」させる……⾚い⽻根共同募⾦の脅迫的な強制構造は、1947年
の開始直後から各⽅⾯で問題になって来たのに、60年以上もの間ずっと抗議も無視
して強制的な⼿法を続けているんですよね。
∞∞∞

⾚い⽻根共同募⾦を主導する社会福祉協議会は、⾃治体が出資する役⼈組織（市町
村の関連団体）です。また、町内会に「寄付」「会費」名⽬のみかじめ料を集めさせる
形で住⺠を強制動員する⼿⼝は、⾚い⽻根の他に⽇本⾚⼗字社や交通安全協会な
doc.keeping.jp/paper/akaihane2013_doc.html
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どの天下り団体も広く⾏っています。こうした

役⼈組織や天下り団体が、⼀般市⺠を⾃らの資⾦集めに強制徴⽤
する
仕組み、もうやめさせませんか？ そのためには、おかしいと思う⼈が声を上げること
が⼤切です。
ネットで「募⾦ 強制」「町内会 寄付 強制」といったキーワードで検索すると、既に多く
の⽅が町内会を通した強制徴⽤に抗議する書き込みを⾏っているのがわかります。
あなたも疑問を感じる点があれば、ネットで発⾔したり社会福祉協議会や⾏政などに
はたらきかけてみませんか？
市⺠の側が少しずつ声を上げていけば、やがて⼤きな動きになり変えていけるかもし
れません。

doc.keeping.jp/paper/akaihane2013_doc.html
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募⾦について(3)
更新⽇:2012年6⽉1⽇

表
ご
意
⾒・
ご
提
案

前回の返答に「募⾦、会費の収集⽅法について、各団体が、⾃治会へは「お知ら
せ」の配布のみにして、後は⾃由に個⼈が各団体のところで募⾦する⽅法に変更す
るというのは、団体の運営の根幹にかかわる問題であり、団体から考えていただく
べきことで、市のほうから団体に指⽰することではないと思います」とあるが、当⽅は
これまで公正な募⾦及び⼊会の⽅法に関し、⾃治会におけるそれは同調⼼理等の
圧⼒が働く為⾏なうべきではないとの考えで、回覧板での公⽰のみ⾏なうことを提案
してきた。
それに対し区⻑は「団体の根幹にかかわる」との驚きの主張をした、それは⾃由
意志を尊重すれば⾦が集まらなくなると⾔う意味なのか？
⾦集めと⾃由意志の尊重は全く別の物である、先ず本⼈の了解、同意がありそれ
に賛同し⾦銭提供がなければならない。
区⻑の発⾔は「本⼈の了解、同意は必要なく同調⼼理を発⽣させ、ただ簡単に⾦
銭徴収出来れば良い」と⾔っていることに等しい。市⺠を⾺⿅にしているのか？
募⾦の健全化された際の各団運営状況を懸念する必要は全くない、市⺠に賛同
されなければ淘汰されるも仕⽅がないのである。リストラ、天下り受け⼊停⽌などで
財務状況の改善を図るなどそれぞれの団体で運営⽅法を検討すればいいだけだ。
街頭でPRするのもいいでしょう。
また、「市のほうから団体に指⽰することではないと思います」とあるが、当⽅が募
⾦、⼊会を求める複数の団体に問い合わせた際「募⾦の⽅法は全て各市町村に⼀
任している」、「市にお願いしているので募⾦の内容に関してはそちらに問い合わせ
てくれ」との返答を得ている、募⾦、⼊会⽅法に関しては各団体ではなく、市に全て
の責任があるのだ。これまでの責任逃れするような発⾔は何だったのか？隠蔽して
いたのか？
各団体の意⾒は⼀⽅的に偏っており参考にならない物ばかりだ、まともな意⾒と
は⾔えない。
1.「お知らせのみ⾃治会が⾏い個⼈で団体に⼊⾦することは全国的にも例がなく、
歴史的経緯や効率をふまえると難しい（全国組織の分区）」＝今現在の問題であり
前例、歴史的経緯は全く理由にならない。⼿間はかかって当然だ。
2.「募⾦をしたい⽅の意思にも配慮すると、⼀定の場所へ出向くことが難しい⽅々に
とっては、⾝近な⾃治会が⾏うことによりその意思を吸い上げることになるので今後
もお願いしたい。」＝募⾦したくない⽅にも配慮が必要、電話、インターネット、銀⾏
振り込み、知り合いに頼むなど現代は様々な⽅法が使⽤可能である。寝たきり、歩
⾏が出来ないなどの本来福祉の必要な⽅にまで⾦銭徴収をするのは反福祉的であ
る。
3.「地域のスーパー等は施設管理者の許可が得られるかどうか不明であることなど
によりできれば現在の⽅法をとっていきたいが、⾃由意思に基づくものである旨の
記載を徹底する。」＝何も⾏動していないのにかかわらず「許可が得られるかどうか
不明である」とは⾔えない。怠慢そのものである。＝「⾃由意思に基づくものである
旨の記載を徹底する」だけでは全く効果なし、⾃由意思を尊重できる⽅法にしなけ
ればならない。
私はこれらの理由から回覧板で公⽰だけ⾏い、各個⼈の意思で⾏動する⽅法を
提案する。他に対案があればお知らせください。
受付⽇：平成23年3⽉1⽇ 年齢：不明

回
答

先回、募⾦、会費の収集⽅法をご提案のように変更することについて、団体から
考えていただくべきとお答えしたのは、団体の経営状況を懸念してのことではなく、
団体の事業展開に関わることであれば団体⾃⾝が主体的に考えることが第⼀であ
るのは当然と思うことからです。

www.city.niigata.lg.jp/smph/konan/kucho/kakunin/teian/22index/22kaitou09.html
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募⾦や会費は⾃由な意思に基づくことが⼤切であることについては、これまでお返
事させていただいたとおりです。
また、依頼団体が募⾦の⽅法を市に⼀任することはありません。募⾦収集の⼿法
や⼿順について検討し、⾃治会に⽅法をお⽰しするのはあくまで団体⾃⾝です。何
か誤解があったように思います。
各団体には今後も誤解のないよう、また、⾃由な意思が尊重される⽅法をさらに
検討するよう働きかけてまいります。
回答⽇：平成23年4⽉6⽇ 担当課：地域課、健康福祉課、総務課、⻲⽥地区公⺠館
このページの作成担当
江南区役所 地域課
電話：025-382-4619
ファクス：025-381-7090
⼀般的な開庁時間
午前8時30分から午後5時30分
(⼟⽇祝⽇および12⽉29⽇から1⽉3⽇はお休み)
※施設等によって業務時間が異なるところがあります

施設案内
お役⽴ちサービス

ページの上へ戻る

©Niigata City. All Rights Reserved
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暮らしのメモランダム

地⽅の⼭奥で家をセルフビルドし、細々と半⾃給⾃⾜的な⽣活をしている
管理⼈が、毎⽇を賢く楽しく⽣きるための「暮らしの知恵」みたいなもの
をメモしていくブログです。

<< 「暮らしのメモランダム」開設のご挨拶 | TOP | 消防団へは絶対に加⼊すべきではない。 >>

2011年10⽉29⽇

ミニログハウスキット

⾃治会や町内会には絶対に加⼊しない⽅が良い
⽥舎に移住すると、まずやってくるのが⾃治会への加⼊のお誘い。
⾃治会は、どんなに⽥舎でも、ちょっとした集落があるような地域なら必

北欧直輸⼊︕ご⾃宅のお庭
や別荘地に建てる⽊製の離
れ・倉庫として。6畳サイ
ズ、2畳分のデッキ付。セ
ルフビルドミニログハウス
キット【ハイド6/価格
450,000円】
価格︓450,000円（税込、
送料別）

ずと⾔ってもいいほど存在する。都会だと最近は⾃治会の無い地域も多い
けどね。
でも結論から⾔うと、⾃治会なんかには絶対に加⼊しない⽅が良

い。
デメリットばかりでメリットはほとんど無いから。
★⾃治会ってそもそも何︖
⾃治会というのはズバリ、役場が⾃分たちの仕事を住⺠に丸投げするため

ツーバイフォー⼯法で完全セ
ルフビルドもいいけど、⼿間
と丈夫さを考えるとミニログ
キットも悪くないなと思う今
⽇この頃。

の組織である。役場の息が掛かっていない⾃治会を探すのは難しいくら
い。⾃治会のない地域には役場が住⺠に補助⾦などをチラつかせ、せっせ
と⾃治会結成を煽っている。

検索ボックス

⾃治会を結成してしまったら最後、⾃治会に加⼊した住⺠は、雀の涙のよ

検索

うな微々たる補助⾦を餌に奴隷扱いされる。例えば具体的に⾔うと、⾃治
会に加⼊した住⺠は、⾃治会費を払わされているにも関わらず、町内の清
掃や草刈り、募⾦活動と称したカツアゲ集⾦活動などに労働⼒まで要求さ
れるのである。それらの仕事は本来納税者から税⾦を徴収している役場が
やるべき仕事であるにも関わらず。これでは完全に罰ゲームである。
⼀⽅、役場はというと、⾃治会に負担を押し付けることで浮いたお⾦を⾃
分たちの⾼給や⾼待遇の維持に使えてウハウハなのである。

kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment
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★⾃治会の裏話

おすすめ記事

ほとんどの⾃治会の運営は⾮常にいい加減、テキトー。特に⾦銭⾯の管理

⼭⼩屋などをDIY

は最悪な場合が多すぎる。私はこれまでに⼗回以上、⽇本各地を引越しを
してきたからわかるんだけど、⾏く先々で必ずといっていいほど、過去に
⾃治会で⾦銭的なトラブルが発⽣したという話を聞かされる。もううんざ
りである。
どこの地域も凡そトラブル内容は似たり寄ったりで、地域のボス猿が⾃治
会の会費を私物化、横領したという話が殆ど。ボス猿はその地域で個⼈商
店を営んでいて、地域の集会や祭りの度に⾃治会はボス猿の店からバカ⾼
い値段で賞味期限切れの⾷品や飲み物を購⼊させられているのだ。酷い例
だと、ボス猿が⾃治会の銀⾏⼝座から勝⼿に預⾦を抜き出し、私的流⽤し
ていたという話も聞いて呆れたものである。ギャンブルや消費者⾦融への
返済の⽳埋めにしていたという話も聞かされた。
なぜ⾃治会ではこのような丼勘定が許されているのかずっと不思議だった
のだが、後々話を聞くと、地域のボス猿の多くは⾃治体の⾸⻑の親戚や関
係者というパターンが⾮常に多いことがわかり、そこで初めてナルホドね
と合点がいった。
★⾃治会にまつわる迷信
よくありがちなのが、「⾃治会費を払わないとゴミ捨て場が使えない」と
か、「広報を回さない」という、⾃治会を正当化するための嘘。たとえ⾃
治会が存在しなくても、役場は住⺠のゴミを回収する義務があるし、広報
を各家庭に配布する義務もある。役場が⾃治会にやらせている仕事という
のは、たとえ⾃治会が存在しなくても本来役場がやらねばならない仕事、
義務なのである。
★結論
⾃治会の存在意義について役場側は、「地域の輪を広げるため」とか「助
けあいのため」とか、いかにも綺麗な屁理屈を捏ねるが、結局は⾃治会に
お⾦と労働⼒を出させることで役場が⾃らの負担を減らし、⾃分たちの⾼
い給料や⼿厚い待遇を維持したいからに過ぎない。
よって⾃治会に加⼊することはハッキリ⾔って無駄であると断⾔できる。
それどころか、こういう役場の息が掛かった⾃治会の存在こそが、地区の
和を乱す元凶になっていることがしばしばだから、地区の住⺠同⼠の関係
をギスギスさせたくなければ、⾃治会なんてものは廃⽌した⽅がいいと思
う。

kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment

⾞にソーラー発電システムを
DIY
⽉額200円ちょっとで携帯電
話(着信専⽤)を所有
⾃治会や町内会にはご⽤⼼
消防団にはご⽤⼼
最近の記事

(08/06)8⽉上旬の畑
(07/20)7⽉中旬の畑︓⼭東菜
の採種など
(07/13)貰い物三昧の夏。
(07/07)調理場2号に超⼩型ソ
ーラーシステムを設置。
(07/04)調理場2号をセルフビ
ルド
最近のコメント

8⽉上旬の畑 by らくだ
(09/28)
⾃治会や町内会には絶対に加
⼊しない⽅が良い by tutumi
(09/14)
⾃治会や町内会には絶対に加
⼊しない⽅が良い by M3
(09/10)
⾃治会や町内会には絶対に加
⼊しない⽅が良い by 東○◎●
庁の職員 (08/26)
調理場をセルフビルド Part.2
by プロ暇⼈ (08/15)
カテゴリ

管理⼈からのお知らせ(2)
⾃治体と上⼿に付き合う(2)
釣り(6)
移住(3)
家庭菜園(10)
料理(20)
住居(21)
節約の知恵(2)
割とどうでもいいネタ(13)
暖房(0)
⾞(8)
ソーラー発電(5)
ロケットストーブ(2)
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2013年08⽉(1)
2013年07⽉(4)
2013年06⽉(6)
町内会を脱会した奴いる︖にて興味深いレスを発⾒。
2013年05⽉(3)
2013年04⽉(5)
2013年03⽉(4)
2013年02⽉(3)
101 ︓名無しの権兵衛さん[sage]︓2011/10/16(⽇)
2013年01⽉(5)
08:21:31.54 ID:Dehv4qri
2012年12⽉(5)
連合軍が町内会（隣組復活）のきっかけになった共同募⾦さ
2012年11⽉(4)
2012年10⽉(4)
え持ち込まなければ、少なくともこれほど陰湿な「奴隷制」
2012年09⽉(4)
にはならなかったのかもしれないけどね・・・
2012年08⽉(4)
戦後の町内会は、出発点からして役⼈組織（社会福祉協議
2012年06⽉(3)
2012年05⽉(4)
会）のための徴⽤・恐喝組織で、その性質を現在までそのま
2012年04⽉(5)
ま受け継いでしまっているんだよね。
2012年03⽉(3)
2012年02⽉(2)
2012年01⽉(3)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/003/0790/00311240790004a.html
2011年12⽉(8)
★追記︓2012-02-08

地⽅において強制割当寄継は絶対にやつてはな

ブログランキング

らないという

現在のランキングを⾒てみよ
う︕
⼈気ブログランキング【シン
プルライフ】
にほんブログ村 ライフスタ
イルブログ

御意⾒でございましたが、実際地⽅の実情は、
⼀旦解散いた
したはずの隣組の形式をまた復活させたかの観
を呈するよう
に、かつての隣組⻑であつた者を通じまして、
各⼾に割当強制

RDF Site Summary
RSS 2.0

寄付の要求が参つていることも事実でございま

⾃⼰紹介

す。

管理⼈の「プロ暇⼈」です。
北海道の⼭奥の⼟地を⼆束三
⽂で譲ってもらい、そこに⼩
さな⼩屋をセルフビルドして
細々と⽣活しています。ちな
みに⽔道も電気もガスも契約
していません。吹けば⾶ぶよ
うな収⼊で毎⽇綱渡り状態で
すが、今も何とか⽣きていま
す。
海外Bライフ⽣活にも興味が
あって、その研究⽤にBライ
フグローバル★というHPも
運営しています。
Twitterアカウント
は@himajin62664128で
す。気軽にフォローしてやっ
てくださいな。

⽇本に共同募⾦みたいな役⼈組織が⼤好きな「税⾦外で好き
勝⼿に使えるみかじめ料」を持ち込めばどうなるか、わから
なかったのかｗ
連合軍は⼀度は隣組を解散させたのに、ある意味隣組以上に
陰湿な奴隷制を作ってしまった。

役⼈が国⺠から搾取するための戦前の組織が今だに温存されてたってこと
か。⾃治会っていうのはやっぱり胡散臭い組織だわｗ
てことは、⾃治会加⼊者を増やそうと必死な⼀部の住⺠は、仮⾯ライダー
でいうところの悪の⼿先「ショッカー」みたいなもんかｗ

フォローする
管理⼈のお気に⼊りリンク

-⼈気ブログランキングへ
kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment

【ライフスタイル系】
10万円で家を建てて⽣活する
寝太郎のブログ
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ぽつんと⼩屋でひとり
でたらめ⼭暮らし

アマゾンでネットショッピング
タグ︓⾃治体 役場 ⾃治会

いいね︕
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posted by プロ暇⼈ at 22:59 | Comment(15) | TrackBack(0) | ⾃治体と上⼿に付き合う

この記事へのコメント

【DIY系】
地給知⾜がおもしろい︕
DIY道楽
【海外移住系】
Bライフグローバル★

はじめまして。この意⾒に⼤賛成です。私も残念ながら⾃治会に半強制的
に加⼊させられ後悔しております。しかしせめてこの愚考を世間の皆さん
に知って頂きたく⾃治会の恥さらしぶりを多少⼤袈裟ですがブログに綴っ
ております。
もし宜しかったらどうぞ。
Posted by hakoshige at 2012年01⽉17⽇ 10:35

hakoshigeさん、こんにちは。
本当に⾃治会という制度は厄介ですよね。
お役⼈のための⾃治会なのに、それを義務だと思い込まされている残念な
庶⺠の洗脳が解けるように、これからもお互い啓蒙活動を継続して⾏きま
しょうね。
Posted by プロ暇⼈ at 2012年01⽉21⽇ 19:09

町内会（商店街）は、正しく運営されていれば良いのでしょうが
当⽅は、地主対店⼦で対⽴しています。
私は地主で商店主なのですが、ガキ扱いで、どちらからも、警戒されてい
ます。地主の飲⾷費を払うつもりは無いので、無視しています。
Posted by ねこキング at 2012年02⽉29⽇ 07:19

ねこキングさん、いらっしゃい。
商店街の町内会というのは関係がさらに複雑そうですね。
お⾦を払ってトラブルになるくらいなら⼀切関わらないに越したことはな
いですよね。
Posted by プロ暇⼈ at 2012年03⽉10⽇ 13:04

⾃治会は、神社の祭典費だとか総代の⼿当てだとか、ほとんどデタラメ
状態です。⼊会しないと、役場からの機関紙が届かないとか、ゴミを出せ
ないとか、まるで強制的、隣組的脅迫が恐いとか、絆がどうのこうのとい
われて仕⽅なく⼊っているのが本⾳でしょうか。役場から機関紙が届かな
いなんておかしいし、ゴミだって役場の職員がいるのだから、彼らの仕事
のはず、⾏政まるなげを下請けして補助⾦をもらって酒を飲む会かもしれ
ません。各所と地域住⺠の間にこんなのがあると、個⼈の意⾒は無視さ
れ、徒党を組んでいる⼈の⾔うがままになりがちです。
Posted by 佐伯

広宜 at 2013年01⽉09⽇ 17:32

＞佐伯さん
本当、まともに相⼿にすると頭にくる組織ですよね。
加⼊者もちょっと変わったお年寄りばかり。
若者が離れていくのも無理もないですね。
⾃治会なんかには関わらないのが⼀番です。
Posted by プロ暇⼈ at 2013年01⽉09⽇ 19:16

kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment
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はじめまして
本当に管理⼈さんの仰る通りだと思います。
家も、とっくに脱会しました。
脱会したとたんにゴミを捨てたら、⽞関先まで戻してきたバカがいまし
た。
そこで、役所に正論をぶちかまして、個別でゴミを収集させることにしま
した。
⾃治会の陰湿な体質を上⼿く表現できなかったのですが、⽇本には家⻑制
度のようなものが、まかり通って⻑⽼が町内の⼈たちの頭を押さえつけ⻑
年住んでいる者が好き勝⼿にしている。⾃治会が正に悪体質を実⾏⽀配し
ていますね。ボス猿とは、とても解り易く良い表現です。
以前、町内で全焼したお宅の⼈が涙ながらに話してくれたのは、班⻑から
家事を出すような危険な⼈は町内には住めません、と⾔う事でした。
酷い話じゃないですか、、、。
真意を確かめるべく班⻑に確認に聞きにいったら、当然の如く同じことを
声⾼らかに⾃慢げに話していました。
いじめ、嫌がらせの温床です。
⾃治会に⼊らないと災害の時に物資が回らない等と脅しの集団でもありま
す。
⾮常に危険な組織でもあります。
この⼈たちと関わりを持ったら⼈間としての⼼を失いかねません。
固定資産税、住⺠税を搾り取られてまだ、こんな⾺⿅ばっかり集まってい
る会に⼊るなんて、若い⼈たちも脱会⾃由なのですから、、。
ゴミも捨てて良いのですよ。
近隣の強要や、⻑⽼の間違った考えを受け⼊れてはいけませんね。
管理⼈さんが⾔うように、役⼈が綺麗事を⾔って住⺠に仕事を丸投げして
るだけなんです。
その事に早くきずいて脱会をお勧めします。
Posted by なぎさ at 2013年02⽉20⽇ 10:29

少し勇気出た。
Posted by えみこ at 2013年03⽉11⽇ 09:45

本当ですよね︕
有料ゴミ袋買わされて、⼦供も⽼⼈も居ない我が家は転勤先で仕⽅なく賃
貸住まい、町内会なるモノに半強制的に⼊りましたが、⼀切交流無し、イ
ベント不参加
バカバカしくなって、会費を払わなかったら、町内会費を払わないとゴミ
も出せない︕って、管理会社から脅され、思わず噛みついちゃいました
よ︕︕︕( 越しに︕)

以前、違う町内会の経理担当した事ありますが、殆どが役員会の飲⾷費と
イベント…地域運動会の弁当代だったり︕
後は年度末の役員ご苦労さん代(因みに私の時は、カタログプレゼントみた
いな…)
役員に出てくるのは、地元⺠のヒマを持て余した⽼⼈達…
たまに、若いのが⼊ってくると、⼥性は狙われます
今思い出してもムカついてきますよ
⼦供も社会⼈、ちゃんと税⾦だって払ってます︕
kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment
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⼥だと思って嘗めんナよ〜(笑)
Posted by NANA at 2013年05⽉09⽇ 13:46

俺の近くの⾃治会でも、数年前から⾃治体からの補助⾦もらうのに加⼊⼾
数を全⼾⼊会しているように偽って公⾦（税⾦）を詐取していた。実際の
加⼊率は６５パーセントあまりしかないのにだ。そのうえ⾃治会⻑が市議
ときているから始末に負えない。今地域で問題になっているが、当⼈と同
僚市会議員らが⽕消しに躍起になっているらしい。
Posted by トンボのメガネ at 2013年06⽉27⽇ 16:01

賛成です。 ⾃治会にもよると思いますが、やたらイベントが多く仕事は
もちろん、家の事すら弊害がでます。
余りにくだらないイベントに「必要ないでしょ」と⾔ったら陰⼝叩かれ
ましたが、仲良くなりたくないので平気です。
⾃治会って「助け合い」とか⾔ってますが嘘ですよね。 街を盛り上げ
たいとか⾔ってますが、ジョークにもなりません。 ⽇本て確か不景気で
すよね︖︕
補助⾦を減らせばいいのに。
防災、防犯、環境整備が出来れば⼗分だと思いますね
地域が良くなるかは、住⺠の質の問題で、⾃治会に不満だらけの地域が
活性化する訳がない︕
Posted by さかな at 2013年07⽉07⽇ 23:17

管理⼈さんの⾔うこと、かなり賛同します。
⾃治会とか訳分からない団体⾃体いらないです。
オレの場合は⾃治体⼊る⼊らないとか、聞かれてもいないのに、いきなり
集⾦が来たので、やんわりお断りしましたが、組⻑が変わるたびに集⾦き
ます。いや階段の１階で待ち伏せしてまで集⾦してきます。住まいはとあ
る団地ですが、１階の掲⽰板に、名指しで掲⽰している悪どい団体です。
今⽇も待ち伏せ集⾦来ましたが、かなりイライラしたので、これ以上⾔う
なら、訴えます︕︕って⾔ってやりました。ちなみにオレは独⾝で住まい
を数年ごとに引っ越してますが、初めて⾃治会の会費請求されました。
まぁ来年迄には引っ越しますが………
Posted by けーん at 2013年07⽉10⽇ 21:02

うちの役所も町会をそりゃ利⽤しまくってます。
防災意識をどうこうとか⾔ってますが、
その単位としての町会ならいいわけできますが、
本来は⾏政側が把握すればいい話で、
町会費を集めてどうこうという問題ではありません。

町会から、署の関係団体の会費を徴収し、
（町会も嫌がっている）
それを東○の親⽟財団法⼈に集めて⾦を使います。
そりゃね、他と⽐べて後ろ盾がない役所だけども、
役所のバックボーンは⾦でも関係団体でもなく、
「法律」だろうが。
おれはね、中からこの町会利⽤システムを破壊してやるんだ。
kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment
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今ちょうど、それに関連する仕事してるから、
この⽇本の間違った⺠主主義の弊害である問題の根幹とも⾔える部分に少
しでもメスを⼊れる。
それが私の⽣きる道。
Posted by 東○◎●庁の職員 at 2013年08⽉26⽇ 22:35

「近所付き合いのためだから仕⽅ない」と、
思って嫌々払ってたけど、記事を⾒つけたお陰で
はじめて問題に気づきました。
回覧板や町内会報なんか全く⾒たことがなかったですが、
これを期に出納項⽬をよーく⾒ると、何だこれは･･･︕
という項⽬がゾロゾロと。
⼀部のジジババのための温泉旅⾏、親睦会という名のマージャン⼤会、
や⼥性部や⻘年部のただの飲み会etc･･･。
交通安全の旗購⼊費︖街灯修理費︖これって市でやってると思ってまし
た。
おかしな出納項⽬を書き出すと⻑くなるため割愛しますが、
これ以外にも本来は全く払う必要の無い⾦が
町内ごく⼀部の⼈間しか意味の無いの余興や飲⾷、
その上、役所や意味無し法⼈に流れてたとは･･･。
役所にどういう事なのか問い合わせてみるつもりだが、
何だか今の汚く欺瞞だらけの⽇本の縮図をみてしまった。
町内会費の問題は数多い社会問題の中でも、
けして⼩さくなく、むしろ根本的問題だと思います。
近所付き合いは⼤切です。でも、皆が知らないところで
⼀部の特権を持った者達がうまい汁を吸っている。
市⺠はそれを監視する事も無く、何か問題が起こっても
ネットに⽂句を書き込むだけで直接⾏動は起こさない。
まさしく今の⽇本社会の縮図そのものです。
ブログ主さんのこの記事を読まれたみなさんも、
町内会の収⽀決算報告書は必読です︕
ブログ主さん、記事ありがとうございます。
今後とも糾弾を期待します。
Posted by M3 at 2013年09⽉10⽇ 15:30

因縁を付けて(停電を知らせない)10数万の損害、その他をさせておいて
いざ脱会を告げると
嫌がらせをしてくる。
「必要経費(エレベーター，街灯代⾦)を計上して
くれれば⽀払う」と解決策を出しているのに
会⻑(某宗教団体)は4か⽉も無視し続け
⾃分の⼿を汚さず下っ端に仄めかし罵声や
エレベーターのドアを抑え「会費払え」とどならせる。
私の帰り時間などは宗教会員らの電話連絡で
あるらしくぴったりのタイミングで姿を現す。
会⻑の出没もベストタイミングである。
この団地に⼊居したての頃 会⻑から⾯接を受け、
⼊信していたら 居⼼地良く暮せたのかも。
苦笑

年齢を聞かれた。

Posted by tutumi at 2013年09⽉14⽇ 13:40

kurashimemo.sblo.jp/article/49574194.html#comment
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現代の「奴隷制」としての⾃治会、町内会
ライター ： xzcat2さん （最終更新⽇時:2013/9/22） 投稿⽇：2012/12/16
ナイス！：7

閲覧数：1586

付箋（アドバイス）指数 普通

印刷⽤のページを表⽰する

まずは不定期更新で書き⾜していく予定。
・このノートの関連QA（背景）
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1472676234
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1471139029
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390532688
いわゆる⾃治会、町内会、区（⾏政区、区会）などの名で呼ばれる地縁団体（という名
⽬の⾏政末端組織）は、建前上は加⼊を望む地域住⺠が⾃由に加⼊しまた脱退する「
⺠間」団体です。
何か「やりたいこと」がある⼈が⾃由に集まり、やりたいことをやる
希望者が⾃由に集まって各⾃の望む範囲で⾃由に活動する
⼀種の地域サークルであるはずのものですね。
⾔うまでもなくこの種の住⺠団体は地域にいくつあっても良いし、あるいは⼀つもなくて
も良い。同時にいくつもの団体に⼊っても、あるいはどこにも⼊らなくても良い。
サークルというものは、希望者が集まればいくつでも作られるし、参加者がいなくなった
り⽬的を達成（あるいは断念・消滅）すれば⾃然に解消されるものなのですから。
・・・と書いていてさすがに空しくなってきたので、「建前」論はこの辺にして「現実」を⾒て
みることにします。
まず、現実の⾃治会、町内会の実態は建前と⽐べてどうでしょうか？ ⾒事なまでに「
正反対」になっている地域が多いですよね。
各⾃の意思に関係なく、無理やり加⼊を強制される
住⺠が無理やり巻き込まれ、各⾃の⾃由意志を踏みにじって強制してはならないこと
を強制される（住⺠同⼠で「強制させあわされる」脅迫構造に巻き込まれる）
サークルとはかけ離れた脅迫構造が作られてしまっている地域が多いわけですから。
加⼊しないと、何か「いけない」「ずるい」ことでもしているかのような異常な雰囲気が作
り出され、さらには⾮加⼊世帯にごみ収集所を利⽤させないなど「⽣活への直接的な
危害」を加える脅迫構造が作られている地域まである。
この脅迫的な構造の背景にあるのが、
本来私的サークルであるはずの⾃治会・町内会にあたかも「公」的な存在あるかのよう
な「雰囲気」「実態」を持たせる
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n138957
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⾏政（役⼈）側が作る「協働」という名の陰湿な指⽰・命令・脅迫システムです。
本来は、住⺠全体の（公的な）課題として⾏政の枠組みで取り組むべきことを、住⺠全
体を代表しない（してはならない）町内会に投げつけてくる。そうすることで、私的サーク
ルであるはずの町内会がまるで「公的役割を担う⾏政組織」であるかのような状況にさ
れてしまう・・・
「何かやりたいことがあって、その⽬的に合う団体があるから加⼊する、あるいは希望
者が集まって作る」
のではなく
「地域の公的役割を担う団体として加⼊せざるを得ない状況が作り出され、無理やり巻
き込まれる」
構造が作られてしまっている。そうやって無理やり巻き込まれた町内会で
「脅迫的な雰囲気、⾏政の圧⼒を背景に無理やりおかしなことを強制される」
「（班⻑など当番役員として）他の住⺠に強制してはならないことを強制する共犯者・実
⾏犯となるよう強制される」
わけです。
⼀度こうした「おかしなことでも町内会として強制しあわないといけない」狂気の構造が
作られてしまえば、後はもう役⼈天国、住⺠地獄。
天下り団体が、町内会を悪⽤して住⺠を無理やり資⾦集めに「協⼒」させる。「町内会
の当番」として天下り団体のための資⾦集めに回るよう脅迫し、断りにくい「町内会の
集⾦」にすりかえる形で（寄付・会費名⽬の）みかじめ料を強奪する
「町内会に⾏わせるボランティア」名⽬で住⺠を強制徴⽤する
役⼈たちによる卑劣な脅迫・強盗⾏為が繰り返されています。
しかも、建前は「⺠間」団体ですから、こうした⾏政が作り出している脅迫構造が、まる
で「住⺠が勝⼿にやっている」かのように扱われる。⾏政側から公的な役割を押し付け
る⾃治会・町内会を作らせ加⼊せざるを得ない脅迫構造を作って住⺠を無理やり巻き
込んでおいて、問題が起きると「いや、町内会が勝⼿にやっていることですから知りま
せん」とくる。⾏政側から市町村⻑などが「協⼒要請（という名の指⽰・命令）」を突きつ
け⾏わせていることですら、問題になるや「住⺠たちが勝⼿にやったこと」にされるわけ
です。
まぁ役⼈連中のいつもの⼿ではあるのですが、⾃治会・町内会をめぐる脅迫構造の恐
ろしい点は、この暴⾛する脅迫構造を「⽌める」責任者がいないことです。本来なら役
⼈たちを監督し、⾃らの責任においてこの種の犯罪的な構造を作らせないよう監視す
るはずの⾃治体⾸⻑までもがその構造の⼀端を担う
悪い意味での役⼈
に成り下がっている。
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n138957
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さらには、「（社会福祉協議会会⻑、⽇本⾚⼗字社地区⻑、⽇本⾚⼗字社⽀部⻑など
の⽴場で）名⽬上の主犯」にすらなってしまっているんですよね……
その結果、住⺠はおかしな脅迫構造の中で誰にも抗議できない（と思い込まされる。実
際には徹底的に⾏政に抗議し、町内会の強制性と具体的な指⽰系統・根拠を追及す
べきなのですが）悩み・憤りを抱え続けることになります。そして、⾃治会・町内会の加
⼊者と⾮加⼊者の不公平感、あるいは加⼊者間で「おかしな強制」をさせあわせられる
相互不信が⾼まって地域の⼈間関係を、さらには地域そのものが壊されてしまうわけ
です。
こうした⾏政が主導する陰湿な脅迫構造を背景とする住⺠⽀配・徴⽤システムは、何と
呼ぶべきでしょうか？
そう、まさに「奴隷制」ですね。
住⺠の地域⽣活を⽀えるために作る地域全体の負担組織、共同事業体は、町内会で
はありません。⾏政（地⽅⾃治体）です。しかし、現状ではその⾏政を⾝勝⼿な悪徳公
務員が私物化し、⾏政として⾏うべき公的事業を町内会に投げ返すことで不当な「強制
⼒（住⺠に対する脅迫圧⼒）」を⼿にしている。そして、その強制⼒を背景に住⺠を奴
隷にしながら勝⼿に税⾦外の⾦を奪う卑劣な犯罪システムを作ってしまっているわけで
す。
このおぞましい状況を、町内会という⾏政犯罪システム（町内会のような奴隷制を作り
悪⽤を繰り返す悪徳公務員）を、⼀刻も早く⼀掃する。
それが、「公務員改⾰」の出発点ではないでしょうか。

「寄付の⽂化」を壊す⾚い⽻根共同募⾦の強制システム

ナイス！
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このノートはどうでしたか？ いいと思ったことや、こうしたらもっとよくなるといったメッセージを送りましょう！ ノートの内容や
ライターについて質問がある場合は、Q&Aから質問してみましょう

送信⽇時：2013/02/05 17:13:17
darepanda07さん
共感した
アドバイスを送るには、
Yahoo! JAPAN IDでのログインおよび
Yahoo!知恵袋の利⽤登録が必要です。
利⽤登録ナビへ
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n138957

送信⽇時：2012/12/29 16:38:01
akiumeさん
共感した
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送信⽇時：2012/12/22 15:25:38
nirareba_maxさん
共感した
もっと⾒る

化。...

「逆説？⾃治会奴隷制度の未来予想」２０
ＸＸ年、⾃治会加⼊が法律により義務
もっと⾒る

このノートについてライターの⽅に質問できます。
※ライターの⽅から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

⾃治会町内会の⼊会⾦
⾃治会町内会の会費
⾃治会町内会の募⾦
⾃治会町内会とは
⾃治会町内会名簿と個⼈情報保護法

町内会について、法律に詳しい⽅(不動産関係含む)回答お願いします。 ⼀般的にとかではなく、法律的...
町内会について、法律(不動産関係含む)に詳しい⽅、回答お願いします。 ⼀般的にという話ではなく法...
町内会と⼦供会について ⼦供会の会員さんは会費と町内会費も⽀払っています。⼦供会会員にならな
い...
⾃治会には加⼊しないが、回覧(⾏政からと⾃治会独⾃のもの)は回せと⾔ってくる⼈がいる。回さなけれ...
⾃治会で役員をしている場合、ご近所が亡くなられ⾃治会から弔辞費を渡す場合、⾃分からも包むべき
で...

note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n138957
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現代の「奴隷制」としての⾃治会、町内会
ライター ： xzcat2さん （最終更新⽇時:2013/9/22） 投稿⽇：2012/12/16
ナイス！：7

閲覧数：1572

付箋（アドバイス）指数 普通

アドバイス
「現代の「奴隷制」としての⾃治会、町内会」に関するアドバイスの⼀覧です。

3件中 1〜3件⽬

共感した
darepanda07さん

私の町内会は、悪習だと思います。 ゴミは個別回収、お知らせも郵送、街灯も市町村が直接管理す
るべき。
送信⽇時：2013/02/05 17:13:17

共感した
akiumeさん

私も町内会（⾃治会）には⼤否定派です。 全く同じ考えです。 町内会はいわゆる悪徳新興宗教団
体と 変わりがない危険団体です。 撲滅しましょう。
送信⽇時：2012/12/29 16:38:01

共感した
nirareba_maxさん

どこの地域でも専ら⽥舎になればなるほど奴隷傾向が強いと思われます。
送信⽇時：2012/12/22 15:25:38

1

note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/advice_list.php?note_id=138957
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天下りヤクザ団体・⽇本⾚⼗字社による脅迫・強盗被害
ライター ： xzcat2さん （最終更新⽇時:2013/6/10） 投稿⽇：2012/12/25
ナイス！：3

閲覧数：1757

印刷⽤
のページを表⽰する

毎年、春先から6-7⽉頃にかけて、全国各地で天下りヤクザ団体・⽇本⾚⼗字社による
脅迫・強盗被害が多発しています。
⽇本⾚⼗字社は、天下り団体の⽴場を悪⽤し「⾏政を通して町内会組織に資⾦集めを
させる」強制集⾦システムを作ってしまっているんですよね。その結果、多くの⼀般市⺠
が
町内会の班⻑が回ってくると、「町内会の当番」として無理やり⽇本⾚⼗字社のための資
⾦集めにまわるよう強制される
断りにくい雰囲気の「町内会の集⾦」として強制的に社資（みかじめ料）を徴収される
町内会費に上乗せされる形で⽇本⾚⼗字社のみかじめ料を奪い取られる

被害を受け、以前から問題になって来ました。こうして会費・寄付⾦名⽬で⼀般市⺠か
ら強奪した「社資」は、⽇本⾚⼗字社の運営資⾦になるわけです。
寄付・会費の類を募りその資⾦で組織を運営する、というのなら、まず⾃ら呼びかけて
賛同者を得る努⼒、賛同する協⼒者とともに募⾦活動を⾏い募⾦の趣旨に賛同する⼈
たちから⾃由に寄付してもらう形で資⾦を集めるべきでしょう。
しかし、⽇本⾚⼗字社はそうした「寄付で成り⽴つ団体としての最低限の努⼒」すらしな
い。それどころか、募⾦・ボランティアにおいて絶対にやってはいけない卑劣な脅迫・強
盗⾏為を繰り返す最悪のニセ募⾦団体、脅迫によって⼈を奴隷にし無理やり強制奉仕
させながら⾦品を強奪する⾮⼈道的な強盗組織になってしまっています。
なぜ、こうなってしまうのか。その背景には、やはり中⽴・独⽴とは正反対の「役⼈組織」
としてのあり⽅があるわけですね。
⽇本⾚⼗字社は、役員に現役／天下りの役⼈や⾃治体⾸⻑など⾏政関係者を多数抱
える天下り団体・特殊法⼈です。
http://nsitem.allplay.jp/jrc/pref_e201112.html
こうした⾏政側の⽴場を悪⽤（市町村⻑や役所を通して町内会に集⾦要求を突き付け
る）し、⾏政・町内会を通して⼀般市⺠を無理やり⾃分たちの資⾦集めに巻き込む脅
迫・強盗構造を作ってしまっているわけです。
50年ほど前、国会でもこんなことが⾔われていました。
その前に、実際上今あなたは賛助員という賛助の制度をおっしゃられましたが、私たちもいなかに住
んでおりまして、⾚⼗字募 ⾦というものが町内に割り当てられてくる。
そういう実態を知っているのです。そうしてその中では今あなたの⾔われたような趣旨というものは
少しも徹底して いない。
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n141200
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つまりこれは機構にも関係してきますが、あなた⽅の社⻑、それから副社⻑、理事、また各⽀部に
――⽀部⻑はおおむね知事さんが多い、それから区⻑と か分区⻑というのですか、市町村⻑さん、
そういう⾏政の縦割りだけでやっておられるので、⾃治的な公共的な要素が少ないのです。
あなた⽅も⾚⼗字精神にほんとうに⽴脚した活動⽅針がないために結局末端にいっても広がってい
かない。これはわれわれとしても⾚⼗字社法を作って、 これをもっとりっぱなものにするためにこの
中に定められたいろいろな財政的な援助もしてあげなければならないと同時に、あなた⽅も怠ってい
る点がずいぶん たくさんあるんじゃないか。そういう点で私は今伺っているのです。
これは今ここで申し上げるまでもなく、もう各地⽅に対してはいわば強制的に割り当ててきています
よ。

（第０３７回国会 社会労働委員会 第２号）

この構造は、今も何⼀つ変わっていませんね・・・

現代の「奴隷制」としての⾃治会、町内会

ナイス！

3

note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n141200

2/2

13/10/23

「寄付の文化」を 壊す赤い羽根共同募金の強制システム - Yahoo!知恵袋

49

「寄付の⽂化」を壊す⾚い⽻根共同募⾦の強制システム
ライター ： xzcat2さん （最終更新⽇時:2013/9/15） 投稿⽇：2013/9/15
ナイス！：2

閲覧数：319

付箋（アドバイス）指数 普通

印刷⽤のページを表⽰する

毎年10⽉（あるいは町内会費の集⾦時期である4⽉）頃になると、全国各地
で多数の「強制」被害者を出して問題になる⾚い⽻根共同募⾦。⾏政・町内会を通して
社会福祉協議会から無理やり⾚い⽻根共同募⾦の徴収に回るよう脅迫されたり、社会
福祉協議会に無理やり「寄付」を奪い取られる被害を受けたことがある⽅も多いことで
しょう。
⾏政ヤクザ・社会福祉協議会が⾃らの資⾦集めのため全国各地で脅迫・強盗活動を
展開する「⾚い⽻根共同募⾦」は、集⾦額の⼤半（90%を超える市町村も多い）を町内会
組織に集めさせる「⼾別募⾦」で徴収しています。
http://doref.fanweb.jp/
多くの地区では、役⼈たちがごみ収集などの公的事業を⼈質にとって「町内会に⼊らざ
るを得ない」状況を作り出し、住⺠は各⾃の意志に関係なく無理やり町内会という「奴隷
制」に巻き込まれています。そして、町内会に⼊ると「町内会の当番／割当」の形で「絶
対に強制してはいけないこと」を住⺠同⼠で強制させあわせられる陰湿な脅迫構造が
作られているわけです。
⾚い⽻根共同募⾦も、この町内会という奴隷制で奴隷にされた住⺠（主に町内会の班
⻑など当番役員）を無理やり社会福祉協議会の資⾦集めに「協⼒」させる仕組みになっ
ているんですよね。市町村⻑（＝社会福祉協議会⻑）や役所など⾏政側が、町内会に
集⾦指⽰（割当額付）を突きつけて、資⾦集めをさせる形で。
⾚い⽻根共同募⾦のニュースでは「なぜか」街頭募⾦のイメージ映像ばかりが流されま
すが、街頭募⾦の集⾦額は1〜2%程度。実態は「街頭で寄付を募る募⾦活動」ではなく
「役⼈組織が、⾏政の圧⼒を背景に住⺠を脅迫して強制的に資⾦集めに回らせたり⾦
品を強奪する脅迫・強盗活動」です。
そもそも街頭募⾦にしても、⼦供や町内会関係者などが無理やり「募⾦ボランティア」と
して街頭に⽴つよう強制されていたりするわけですし。
募⾦団体が⾃ら呼びかけて、募⾦活動に参加するボランティアを募りながら、寄付を集
める。この「募⾦」「寄付の⽂化」の最も⼤切な形、いわば「根」を徹底的に踏みにじり壊
してきたのが、⾚い⽻根共同募⾦という卑劣な強制システムを主導する社会福祉協議
会／共同募⾦会（や同様の⼿⼝でみかじめ料を奪い運営資⾦としている⽇本⾚⼗字
社）です。
共同募⾦は新しい「寄付の⽂化」を根付かせたい、などと喚いていますが、確かに共同
募⾦は「新しい」⽂化というか仕組みを根付かせた、とは⾔えるかもしれませんね。脅迫
や強盗・恐喝という「募⾦」「寄付の⽂化」とは最もかけ離れたものに、「新しい」意味付
けを与え「根付かせた（毎年多くの被害者を⽣み出し続けている）」わけですから。
社会福祉協議会や⽇本⾚⼗字社のような募⾦・ボランティアというものにおいて、絶対
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n211540
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にやってはいけないことを平気で繰り返す最悪のニセ募⾦・反ボランティア団体が跋扈
している限り、「寄付の⽂化」は踏み荒らされ続けるのでしょう・・・

天下りヤクザ団体・⽇本⾚⼗字社による脅迫・強盗被害
現代の「奴隷制」としての⾃治会、町内会

ナイス！
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「寄付の⽂化」を壊す⾚い⽻根共同募⾦の強制システム
ライター ： xzcat2さん （最終更新⽇時:2013/9/15） 投稿⽇：2013/9/15
ナイス！：2

閲覧数：321

付箋（アドバイス）指数 普通

アドバイス
「「寄付の⽂化」を壊す⾚い⽻根共同募⾦の強制システム」に関するアドバイスの⼀覧です。

1件を表⽰しています。

共感した
midori19831218さん

町内会が⾚い⽻根募⾦を集める理由として、町内会へのバックマージンがあります。それは役員の
飲⾷代になります。だから強制的に⼀⼾500円ののような額まで決めて徴収するのです。
送信⽇時：2013/09/15 11:03:51

1
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町内会についてです。 町費は、払っていますが、これは、強制では
ないですよね？ ...
hi ro _ry u_ kei さん

町内会についてです。
町費は、払っていますが、これは、強制ではないですよね？
これはさておき、本題ですが、この時期町内の掃除があります。
ですが、私は一度も欠席をしたことなく、ずっと行ってましたが、今回いきたくても子供の運動
会とかさなってしまって、いけないことを伝えましたが、掃除をしないなら、500円払いなさいと
強制で言われました。
これって、違法じゃないですか？
お金の問題もあるのでききたいのですが、用事があってもダメなんですか？

質問日時： 2011/9/12 22:47:44
閲覧数： 940

解決日時： 2011/9/27 13:27:10

回答数： 8

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

>掃除をしないなら、500円払いなさいと強制で言われました。

こうなると、掃除も「有志が集まって行うボランティア 活動」とは正反対の「脅迫によって強制
労働させる奴隷制」になってしまいますよね・・・

>これって、違法じゃないですか？

もし個々の住民が他人に「町内の掃除」を強制しようとし、さらには要求に従わないことを理
由に金を奪い取るようなことをすれば、もはや犯罪（脅迫や強盗・恐喝）そのものでしょう。町
内の掃除は、そもそも「他人に強制」できる性質のものではないし、まして「人から金を奪い取
る口実」にすべきものではないですからね。

しかし、町内会という奴隷制、住民が無理やり巻き込まれる行政末端組織においては、こうし
た犯罪的な「脅迫」「強盗・恐喝」行為が当然のように行われています。

ご み収集や地域の人間関係など生活を人質に取られる脅迫構造の中で、無理やり加入させ
られ、強制的に「掃除」やら「募金（を騙る各種みかじめ料）の集金活動」やらを強制されてし
まう

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1471139029
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町内会についてです。 町費は、払っていますが、これは、強制ではないですよ ね？ ... - Yahoo!知恵袋

無理やり巻き込まれた町内会で、「一人の人間」としてならとてもできないような他の住民に
対する陰湿な「脅迫」「強盗・恐喝」行為を、「町内会の決定」として行うよう強制されて（とても
反対できない状況の中で、町内会として行う犯罪的行為に賛成したことにされさらに加担す
るよう強制されて）しまう

今の町内会は、住民を奴隷にし、住民同士が不公平感や相互監視的な雰囲気を背景に傷つ
けあい憎みあう仕組みにされてしまっているんですよね・・・

違法性については、町内会に（加入しないとゴミを出せないようにされるなど生活に被害をも
たらす脅迫・嫌がらせを受けるような客観的に明らかな）強制性があった場合は、裁判で争え
ば「違法」とされる可能性が高そうですね。数年前に違法判決が確定した「寄付分の自治会
費上乗せ」よりもずっと悪質なやり方ですから。

もっとも、現実問題として裁判を起こせる人なんてそうはいないわけで、泣き寝入りするしか
ない場合が多いのでしょうけど・・・

>お金の問題もあるのでききたいのですが、用事があってもダメなんですか？

「町内の掃除に参加できない」ことは、ダメというか「町内会を抜ける（町内会から見れば抜け
させる）」理由にはなるかもしれませんね。そして、それが可能であるのなら、そうした方が良
いかもしれません。

一方で、もし町内会が生活を人質に取るような形で「加入を強制」している（現実には行政が
そうした「仕組み」を作って強制させられている場合もあるわけですが）ような状況なら、そも
そも町内会が「町内の掃除を強制」したりまして本来強制してはいけない町内の掃除に参加
しないことに「言いがかり」をつけて金を奪い取ろうとすること自体が、「ダメ」だと思います。

それは、脅迫によって強制してはいけないことを強制し、金を奪い取ることになるのですから
。

ナイス！

2

回答日時：2011/9/16 17:00:32

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

（7件中1〜5件）

並べ替え：回答日時の 新しい順 ｜ 古い順

[ 次の2件 ]

to uh oku da isu ki kot om iさん
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1471139029
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町内会についてです。 町費は、払っていますが、これは、強制ではないですよ ね？ ... - Yahoo!知恵袋

こういう疑問に思う人の誰かが一度裁判を起こしてみれば判例が出来るので、以後の自治会
運営の基礎になると思うのですが、たったの500円のためにそこまでする人はいないのが実
情ですよね。

私は法律の専門家ではありませんが、多分違法になると推測します。でも「たかが500円」と
か「嫌なら退会しろ」と言われてどうにもならないのが現実だと思います。

一番いいのは全世帯から500円集めて、そのお金で清掃会社に外注してしまうことだと思い
ます。雇用は増えるし景気はよくなるし町はプロにやってもらって増々綺麗になりますね。でも
それなら税金払っている市町村が本来はやればいいことになりますが。

ナイス！

0

回答日時：2011/9/16 22:49:54 編集日時：2011/9/16 23:00:16

gu nd an_ 2r owさ ん
早く退会しましょう。退会してやるのが一番です。ア ホらしい。

ナイス！

0

回答日時：2011/9/13 23:53:15

pr et tyh ar ry4 4さ ん
わたしの加入している町内会では河川清掃の出不足金は３０ ０ ０円です。
まあ、出ない分のごめんなさいお金って感じです。

それでいつも感じるのは、皆が出不足金を払ったら（皆清掃に来なかったら）川の掃除はどう
なるんだろうということです。
気になりませんか？

で、町内会費も出不足金も日赤社資も強制ですよね、結局。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1471139029

回答日時：2011/9/13 12:49:30
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自治会や町内会の掃除に不参加の場合、不参加がど んな理由でも罰金が1回の不参加代... - Yahoo!知恵袋

自治会や町内会の掃除に不参加の場合、不参加がどんな理由でも
罰金が1回の不参加代...
li oc lvx re bjo uh pjf az ulh bo eki sl ae さ ん

自治会や町内会の掃除に不参加の場合、不参加がどんな理由でも罰金が1回の不参加代一
律5千円は妥当ですか？(身内の不幸&結婚式や仕事や入院中等の場合でも罰金は取られま
す)

地域によっ
て2～3千円で済んだり、中には1万円以上の罰金の地域もありますか？

ちなみに自治会や町内会の行事に不参加の人には罰金はあった方がいいと思いますか？(
町内の方々とのコミュニケーシ ョンを取るという意味で)

質問日時： 2012/7/11 18:40:35
閲覧数： 1,310

解決日時： 2012/7/26 08:33:33

回答数： 11

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

罰金を取るのは、「コミュニケーションを壊す」ことですね。そして、自治会・町内会が自らを一
種の脅迫的な奴隷制として位置づける（多くの自治会・町内会は、実態としてそうなっている
わけですが）、ということにもなってしまうでしょう。

お隣さん、ご 近所さんに一人の住民として向きあったときに「掃除をするよう強制」したりまし
てや「掃除をしなかったんだから金を出せ」などと言える人は、まずいないと思います。

「他の住民に掃除に参加するよう強制する」
「他の住民が掃除に参加しなかったら、それを口実に金を奪い取る」

これは、住民が自由に交流し協力しあうコミュニケーシ ョンとは対極にある犯罪（強要・脅迫、
恐喝）行為そのものですからね。

地域の清掃というものは、「希望者が自由に集まって集まった範囲でやる（集まらなければや
らない）」もの、どうしても「しないといけない」性質のものは行政のような公的な枠組み・負担
において行うものです。他人に強制したり、民間団体で脅迫しあい傷付けあいながらやるもの
ではありません。
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390532688
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自治会や町内会の掃除に不参加の場合、不参加がど んな理由でも罰金が1回の不参加代... - Yahoo!知恵袋

しかし、自治会・町内会になるとそれを「やらないといけない」ことであるかのように「思わされ
てしまう」陰湿な強制力が生じてしまうんですよね。住民同士が本来は強制してはいけないこ
とを強制しあい、監視しあって「言いがかり」を付けては罰金を奪わないといけない脅迫シ ス
テムを作ってしまうことがある。いや、「作らないといけない」雰囲気が作られてしまう、という
べきか。

自治会・町内会というもの自体、ごみ収集など生活を人質に取られる形で「入らざるを得ない
」脅迫的な構造が作られてしまっている。そしてそうした脅迫構造を背景に自治会・町内会に
「入らない」「協力しない」のは、なにか「いけない」ことでもあるかのような一種の狂気に支配
されてしまっている。自治会・町内会が住民同士の不公平感や対立を生じさせ、住民同士で
強制してはならないことを強制させあい傷つけあわせながら地域を壊す仕組みになってしま
っている。

（役所などがボランティアを騙って自治会・町内会に行わせる）掃除に出ないと罰金。そんな「
ボランティア 」の発想からは絶対に出てこない陰湿な脅迫シ ステムが横行しているのは、それ
だけ自由なボランティア ・住民団体とは正反対の「脅迫を背景とする奴隷制」になってしまって
いる自治会・町内会が多いということでもあるのでしょうね・・・

こうした問題が起きないよう（住民が強制的な負担を分かちあう形で公的な共同事業を行う
代わりに、暴走しておかしな強制構造や悪用シ ステムが作られないよう厳重に運用する）自
治体を作っているはずなのですが。

ナイス！

0

回答日時：2012/7/17 22:51:06

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390532688

2/2

13/10/21

自治会の会費（募金・寄付金）について - Yahoo!知恵袋

自治会の会費（募金・寄付金）について
to nk atu ka tuk at uさん

自治会の会費（募金・寄付金）について
今年度から班長になり、
自治会内の業務をすることになりました。

とりあえず昨年度の会計報告を見ていると、
募金や寄付金の類が年会費の半分以上を占めており、
またそれらは年会費の中から強制的に徴収されていました。

年会費が高い 且つ 昨年度は赤字のため、
年会費の見直しが必要であろうと思いました。
また、募金・寄付金の強制徴収は平成20年の最高裁で違憲となったので、
年会費の削減と、募金・寄付金の強制徴収を是正したいと考えております。
（たぶん古参の方は現状維持のままなので）

主な募金・寄付は
赤い羽根・赤十字・地元神社・育成会・社会福祉協議会・PTAです。

私は上記の団体から募金・寄付金徴収の委任を受けていません。

強制ではなく任意の徴収なら合憲とのことですが、
この場合、募金・寄付金をしたいメンバーから徴収できるのでしょうか？

ご回答ありがとうございます。
ちょっと期待していた回答と違っているので補足致します。

メンバーが募金・寄付をする意思があった場合、
私がメンバーから一時的に募金・寄付金団体へのお金を預かることになるわけですが、
このお金を預かる行為は団体からの委任（状）が必要かどうかという事です。

よろしくお願い致します。

質問日時： 2013/4/1 12:37:12

解決日時： 2013/4/4 07:48:45

閲覧数： 454

お礼：

回答数： 5

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104890512

50枚
1/3

13/10/21

自治会の会費（募金・寄付金）について - Yahoo!知恵袋

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

自治会の集金活動として行う分には、委任状も何もないのでは？ 自治会に対して徴収要求
が来ているわけで、あなたが自治会の活動として集金した分は、他と一緒にまとめて「自治
会からの上納金」として差し出すだけですよね。

自治会からは「班長の仕事」として自治会費と一緒に強制徴収するよう指示されているのに、
希望者のみから集めるなどそうではない方式（それでいてあなた個人の募金活動ではなく自
治会として行う集金の形）で集金したい、ということなら、それは自治会とあなたの間で解決
する問題でしょう。

自治会に対して役所や市町村長から（割当額を明示した）徴収指示が出されるなど自治会と
しても「集めざるを得ない事情」があったりすると、あれこれ言われる可能性はありますが……
そもそも自治会の当番のような形で「特定団体のための集金活動」を強制すること自体が、
寄付の強制と同じく「やってはいけない」ことですからね。

それにしても、ヤクザ化した天下り団体などが立場を悪用する形で自治会に寄付・会費名目
のみかじめ料を集めさせる脅迫・強盗シ ステムっていつまで続くんでしょうね……

募金活動と言うものは、募金団体が自らボランティア を募り自由に参加するボランティア と一
緒に寄付を募るもの、趣旨に賛同する人が「自ら自由に寄付する」はずのものなのですが。悪
質ニセ募金団体が自治会・町内会に集めさせる形で住民を無理やり自分たちの資金集めに
巻き込んで、「自治会の当番」として資金集めに回るよう強制したり、断りにくい自治会の集金
として金品を奪い取る犯罪的な集金シ ステムにすり替えられているんですよね……

ナイス！

0

回答日時：2013/4/1 18:05:43

質問した人からのコメント

"募金活動と言うものは、募金団体が自らボランティアを募り自由に参加するボランティアと一緒
に寄付を募るもの、趣旨に賛同する人が「自ら自由に寄付する」はずのもの"
これに尽きると思います。

町内会の役員の仕事は、よそ様の募金を集める事ではないので、是正していきたいと思います。
コメント日時：2013/4/4 07:48:45

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104890512
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自治会の会費（募金・寄付金）について - Yahoo!知恵袋

（4件中1〜4件）

ku ra unn ro _ch iさ ん

自治会を解散させてください。

くだらないと思いませんか？

日本の明るい未来のため、自治会＝奴隷制度 を抹殺してください。

大切な時間やお金、自由を奪わないで下さい。

ナイス！

0

回答日時：2013/4/2 21:01:40

ch an _sh in _lo gi nさん
行政は募金に関与しないように会長会なんかにすべて丸投げ委託してます
なんで役所はそんな募金の集め方要求してないでぇ ・・・・といいます
ア ホの素人衆の集まりの自治会会長らがかってにそやなぁちゅうて
募金活動を自治会で請け負うちゅうて決めとります
行政から自治会活動費年１人あたり２ ０ ０円くれて、募金に３ ７０ ０ 円むしりとられてます
どないなっとんじゃぁ

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104890512

回答日時：2013/4/2 20:59:23
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募金の集め方の疑問です。 私が住んでいる 町会での事です。 町会費と「赤い羽根... - Yahoo!知恵袋

募金の集め方の疑問です。 私が住んでいる町会での事です。 町
会費と「赤い羽根...
sa in ofu na さん

募金の集め方の疑問です。

私が住んでいる町会での事です。

町会費と「赤い羽根共同募金」と「緑の羽根募金」を一緒に集めるのはどうなのでしょうか？

反強制的に募金を集めるのに疑問
です。

募金の趣旨はもちろん理解しています。必要なのもわかりますが。。。

募金は、善意で行うものだと思うのです。

金額もあらかじめ指定されています。二つ合わせて450円です。
確かに、高いものではないのですが。。。

と、疑問を持っているのは私だけでしょうか？

質問日時： 2013/4/27 11:16:23

解決日時： 2013/5/12 06:10:50

閲覧数： 453

お礼：

回答数： 7

50枚

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

町内会組織に集めさせるのは、「募金」ではありません。募金とは最もかけ離れた「脅迫」「強
盗・恐喝」行為（みかじめ料）ですね。

募金というものは、

募金団体自身が呼びかけて、賛同するボランティア と一緒に募金活動を行い、寄付を募る

ものです。募金団体と協力者の自由な関係で行うのが、募金というものでしょう。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106296197
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募金の集め方の疑問です。 私が住んでいる 町会での事です。 町会費と「赤い羽根... - Yahoo!知恵袋

町内会・自治会の類に集めさせれば、そうした「募金」の形など微塵もない卑劣な「脅迫」「強
盗」になってしまう。

「募金団体との自由な関係」ではなく、「町内会との断りにくい関係」にすり替える
「賛同する人に自ら募金活動や寄付という行動を起こしてもらう」のではなく「無理やり資金集
めに巻き込んだ上で、協力しないのなら募金団体に断るのではなく、町内会で反対決議を通
したり裁判を起こすなど気まずい困難な特別な行動を起こさないといけないよう追い込む」

わけですから。

役人たちが税金で行う公的事業（ごみ収集など）を人質に取って「町内会に入らざるを得ない
状況」を自ら作り出し、住民を町内会に強制加入させる。その上で、町内会に「寄付・会費名
目のみかじめ料」を集めさせる手口で、住民を無理やり役人たちの天下り団体・行政関連団
体の資金集めに回らせたり勝手に税金外のみかじめ料を奪い取る……

何なんでしょうね、本当に・・・

>と、疑問を持っているのは私だけでしょうか？

60年以上前の共同募金開始直後から散々言われ続けて来たことですね。

60年以上前、共同募金が開始された直後には国会でも共同募金が行っている割当強制徴収
が問題になり、当時の厚生省の役人も町内会のような組織を使って集めるのは適当ではな
い、といった答弁をしています。
http://bokin.matrix.jp/kbokinf.php
もっとも、共同募金は最初から「募金」の理念とは無縁の仕組み、一般市民を無理やり役人組
織の資金集めに「協力」させ金を奪い取る脅迫・強盗シ ステムでしたから、その後も抗議を無
視して卑劣な脅迫や強盗を繰り返してきたわけですが。こんな福祉やボランティア の場には
絶対にいてはいけない強盗組織（事実上共同募金の実施主体になっている社会福祉協議会
）が、税金を喰らいながら公的福祉の窓口に居座る恐ろしい状況になっているんですよね・・・

日本赤十字社、社会福祉協議会、交通安全協会、緑の募金、公務員連中が作る何とか協議
会だの協会の類・・・この種の（行政を通して）町内会に集金要求を突きつけてくる最悪のニセ
募金団体、行政ヤクザ・強盗の類が跋扈する中では、「善意の寄付」を募る募金活動というも
のはなかなか広まらないのかもしれません。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106296197

回答日時：2013/4/27 21:09:38
2/4

13/10/21

募金の集め方の疑問です。 私が住んでいる 町会での事です。 町会費と「赤い羽根... - Yahoo!知恵袋

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

（6件中1〜5件）

[ 次の1件 ]

並べ替え：回答日時の 新しい順 ｜ 古い順

dr if tbe nt hosさん
昨年度、自治会の役員務めました、当初、役員会にて募金の目標金額など言っておりました
。何故目標があるのか訳が判らく疑問に思っておりました。また、集めた募金から、バックマー
ジ ンなる物も自治会に入っていましたが、バックマージ ンが必要なら初めから募金の金額の
一割でも自治会費として余分に集めれば済むことなににと疑問でした。その他の募金に関し
ても何故募金するのか説明もなく、ただ集める事が仕事のような言い方でしたので、私個人
で募金先に色々質問メールしましたが、まったく意味不明の回答でした。役員会に募金の説
明に来る訳でもなく会計報告するわけでもない、やり方に疑問感じています。完璧に頭にきて
本年度は自治会費は払うものの募金は一切払っていません。たとえ突っ込まれても私の納得
できる回答がない限りしないつもりです。募金＝良いことの自己満足と隣人と同じの横並び感
覚に対して自分の意思をはっきりさす事が重要だと思います。これから募金してもらう側、す
る側がしっかりと考えていかなければならないと思います。

ナイス！

0

回答日時：2013/5/1 08:26:36

me gu rog aw ano ha sin os ita さん
[反強制的]が、どのようかわかりませんが・・・拒否はできないのでしょうか？
ただ、赤十字社の募金でも集められた募金額の6割は赤十字社の運営 社員さんの給料にな
ると、おそらく10年近く前にニュースの特集の中で知りました。恐らく問題になったのでしょう・
・・二度と、こういう話題はメデｲア には出てきません。
詳細は知り得ません。ですが、信用しきれないんです。
ですので、私は間を請け負う方を通さず、直接市町村へ送金、もしくは その地方に住んでい
る知り合いがいれば「お見舞い」として直接送るようにしています。
話しが逸れました；；
善意は強制ではないはず。・・・町会として集めるのは、良いことだと思うのですが拒否をする
には理由が必要ですね；；ようするに、ボランテｲア 的な作業ですから、経理上でも面倒が。文
句が出ないよう低い金額設定なのかと？
町会の運営は当番制（順に回ってきますか？＾＾；）やってみると面倒を言うものが疎ましいこ
とも＾＾；
変と思うけど・・・異議を唱えるには、ご自身も町会に関わっていく覚悟は必要かもしれません
・・・
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106296197
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この時期になると、緑の羽根共同募金など、いろいろ徴収される時
期です。 毎年疑問...
yu ki pon su ppo nさ ん

この時期になると、緑の羽根共同募金など、いろいろ徴収される時期です。
毎年疑問なのですが、募金類は強制的に払わされるものなのでしょうか？
募金の基本的な指針など教えてください。

補足：うちの町内会は毎年 知らないうちに払われて、徴収されます。
募金・・・という考え方からすると、自由意志ではないかと思います・・・

質問日時： 2013/4/17 21:24:35

解決日時： 2013/5/2 04:04:18

閲覧数： 711

お礼：

回答数： 3

25枚

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

>募金類は強制的に払わされるものなのでしょうか？

町内会を通して強制的に払わされるのは、「募金」とは無縁の行政ヤクザ・強盗の類の「みか
じめ料」ですね。

そもそも町内会に集めさせる時点で、「募金」ではあり得ません。

募金というものは、あくまでも「募金団体と参加者・寄付者」の自由な関係によって行うもので
しょう。

募金団体が自ら呼びかけ、賛同する人が自由に参加する
募金団体が自ら自由に参加する募金ボランティアと共に寄付を募り、趣旨に賛同する人が自
ら自由に寄付をする

のが、募金です。

町内会に集めさせるということは、募金団体と賛同者の自由な関係とは無縁の脅迫構造を作
り出すことになります。

断りにくい町内会との関係にすり替えて、無理やり自分たちの資金集めに巻き込む
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10105829735
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わけですからね。

町内会のような組織に集めさせれば、ずっと問題になって来たように

各自の意志を無視し、「町内会の当番」として無理やり自分たちのための資金集めに回るよう
脅迫する
町内会費に上乗せさせたり、断りにくい町内会の集金として無理やり金品を奪い取る

ことになります。

「賛同する人に、その意志表明として募金ボランティア への参加や寄付など特別な行動をとっ
てもらう」

のが募金というものなのに

「各自の意思を無視して無理やり資金集めに回らせたり金を差し出さざるを得ないよう追い込
む」
「協力したくないのなら、裁判を起こしたり町内会の総会で反対決議を通すなど気まずい困難
な特別な行動を起こさざるを得ないよう追い込む」

卑劣な脅迫構造にすりかえてしまうことになります。

「募金」の精神が微塵でもあるのなら、町内会に集めさせるなどという犯罪的な手口は絶対に
できません。それは、「募金」というものからは最もかけ離れた「脅迫」「強盗・恐喝」というもの
なのですから。

何十年も前から、天下り団体や行政関連団体などが立場を悪用して町内会に集金要求を突
きつける手口で「募金」を騙る脅迫や強盗を繰り返し、裁判が起こされるなど問題になって来
ました。彼らは、最初から確信犯で町内会に集めさせてはいけないという抗議も平気で無視
して続けているわけですが、今年も無理やり集金に回るよう強制されたりみかじめ料を奪い
取られる被害者が多数出てしまうのでしょうね・・・
http://doref.fanweb.jp/
こうした募金・ボランティア の世界には絶対にいてはいけない最悪のニセ募金団体、強盗組
織が跋扈している状況が続けば、「募金」というものの一番大切な部分がさらに踏み荒らされ
壊され続けていくのでしょう・・・

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10105829735
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赤い羽根募金の疑問点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．...
su ga oeb wa さん

赤い羽根募金の疑問点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
学校や地域で無理矢理 募金しろ！と言われました。

赤い羽根募金は強制徴募でしょうか!?

地域のご 婦人が 怖い顔で来ました。

みんな募金してるんだから、お前も募金しろと

赤い羽根募金に募金しないと非国民扱いでしょうか!?

質問日時： 2013/2/14 13:41:38

解決日時： 2013/2/14 22:46:22

閲覧数： 230

お礼：

回答数： 2

25枚

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

＞学校や地域で無理矢理 募金しろ！と言われました。

赤い羽根の強制的な手口は、赤い羽根が始まった60年以上前からずっと問題になって来て
いるんですよね・・・

・・先ほど局長も、地方において強制割当寄付は絶対にやつてはならないという御意見でご ざ
いましたが、実際地方の実情は、一旦解散いたしたはずの隣組の形式をまた復活させたか
の観を呈するように、かつての隣組長であつた者を通じまして、各戸に割当強制寄付の要求
が参つていることも事実でご ざいます。
（第０ ０ ３回国会 厚生委員会 第４ 号、1948/11/24）

・・局長も御存じと思うのですけれども、実際は昔の隣組、町会役員というものが、各町に割
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11102026451
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当てられました募金の額を持つてまわります。それから学校は学校の方で生徒が割当を持つ
て來るというのが実情だと思うのです。
（第０ ０ ５回国会厚生委員会第３ ２号、1949/10/8:）

＞赤い羽根募金は強制徴募でしょうか!?

そうですね。

赤い羽根共同募金は、最初から「募金」の精神とは無縁の「脅迫」「強盗」シ ステムでしたし、
これからもそうでしょう。
自治体の関連団体（社会福祉協議会・共同募金会）が、地域住民を脅迫して無理やり資金集
めに回らせたり金を奪い取るための仕組みです。

社会福祉協議会の会長を兼ねる市町村長が町内会に集金要求を突きつけるなど行政の圧
力を背景とする脅迫的な構造で住民から奪い取った赤い羽根共同募金の大半は、自分たち（
社会福祉協議会）の運営・事業資金として使っていますから、そもそもの発想、出発点からし
て「民間の自由な募金」とは正反対なんですよね。

募金団体が自ら呼びかける形で「趣旨に賛同される方は、一緒に募金活動をして寄付を募り
ましょう」という「募金」ではなく、行政側の立場を悪用する形で「断りにくい町内会や学校の集
金」にすりかえて一般市民を無理やり役人組織の資金集めに「協力」させる奴隷制になってい
るわけで・・・

「協力・寄付しないのなら（募金団体ではなく）断りにくい町内会や当番で徴収させられている
顔見知りの人たちに断らないといけない、反対意見を決議などの形で通さないといけない」状
況に追い込んで無理やり人を「奴隷」にして資金集めに回らせたり、金を奪い取ってしまう・・・
最低ですよね、本当に。

地方公務員の天下り先になっている日本赤十字社、地域によっては交通安全協会なども、赤
い羽根とまったく同じ手口（市町村長や役所を通して町内会などに集金要求を突き付ける脅
迫・強盗システム）で一般市民から金を奪い取っています。

＞赤い羽根募金に募金しないと非国民扱いでしょうか!?

断れる状況であれば、まず断りましょう。そして、おかしい、と思うのなら、町内会や学校の「
内部」の問題として泣き寝入りするのではなく、社会福祉協議会・共同募金会や町内会に集
金要求を突きつけてくる市町村長・役所といった赤い羽根の「主犯」に抗議することが大切で
す。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11102026451
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問題なのは、「学校や地域での集め方」ではなく、何十年も前から問題になって来た赤い羽根
自身の「断れないよう学校や町内会に集めさせて無理やり協力させる」脅迫シ ステムなので
すから。

共同募金会のような最悪のニセ募金団体、「ヒコクミン」的な「協力するのが当然」という雰囲
気を作り出して人を奴隷にする陰湿な仕組みがはびこる状況では、「寄付の文化」の発展な
ど望むべくもないですよね・・・

ナイス！

1

回答日時：2013/2/14 22:25:53

質問した人からのコメント

教師に怒られましたし、募金の ご婦人にも危うく村八分にされそうでしたし、怖いですね。
コメント日時：2013/2/14 22:46:22

（1件中1〜1件）

tu uf uut om ono ka iさん
非国民でも何でもありませんよ、
断ってOKです。
何に使われたのか公表しないし、使ったと報告してもチェックできないですよね、
そんな信用できない団体に寄付する必要はありません。
近所のババーは自分のポイントを稼ぎたいだけです。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11102026451
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3/3

13/10/21

町内会を 脱会したあとのゴミ捨てについて - Yahoo!知恵袋

町内会を脱会したあとのゴミ捨てについて
za oc a22 30 さん

町内会を脱会したあとのゴミ捨てについて
まず、状況を説明します。

駅も無いかなりの田舎に住んでいます。
母子家庭です。

今までずっと借家を転々としてきましたが
元々私の祖母の土地だった場所に、十数年前に家を建て住んでいます。

近所の人達は、みんなこの場所で生まれ育ってきた人達で
団結心がすご く、イベントが大好きです。
（町内会の旅行から新年の宴会、毎月日曜の朝に行われる草刈り大会？まで）
そしてかなり閉鎖的です。

内向的で神経質な母は、「村八分」を恐れてずっと耐えてきましたが、
ついにダウンしてしまいました。

ここから質問です。

私は町内会の脱会を勧め、母も覚悟を決めました。
「村八分」にされるのも平気でした。
しかし、「ゴミ捨て」という障害に予想以上に悩んでいます。

ゴミ捨て場は「私有地」の一角にあり、
（町内会の人達の手作りのしっかりした小屋）

ゴミを捨てるな。
と、言われました。

私達に残された道は
・ゴミ収集所まで行く
・ゴミ収集車が来るまで、ゴミを持って待つ
の、二択しかないのでしょうか。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100069553
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同様の経験がある方、詳しい方
ご 解答お願いします。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

質問日時： 2013/1/11 03:18:59

解決日時： 2013/1/25 09:31:25

閲覧数： 1,285

お礼：

回答数： 12

100枚

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

ゴミ収集は、「地域住民が税金を出し合い、地域住民のために行う公的事業」ですね。
住民がゴミを出すゴミ集積所は、そのための公的設備ですから、設置や管理はあくまで行政
の枠組みで「完結」させるものです。町内会のような「民間」団体を関与させてはいけません。

町内会のような特定の「民間」団体がゴミ集積所の設置や管理をさせられるようでは、その団
体は「住民が自由に加入・脱退して自由な活動を行う私的な住民団体」ではなく

住民が公的な施設を維持・利用するために加入せざるを得ない行政末端組織

になってしまうわけですから。

そうした状況になれば、加入しないとゴミ集積所を利用しにくくなる、また加入者と非加入者間
の不公平感や加入者間の負担の押し付け合いなどで地域住民の間に深刻な対立を生じさせ
ることになります。そして、残念ながら多くの地域でそうした問題が現実のものとなってトラブ
ルが多発しているわけです・・・

こうした問題が起きないようにするために行政を組織して税金を出しあい、ゴミ収集事業など
の公的な事業を行っているはずなんですけどね。ゴミ集積所にしても、公有地に設定するか
行政が私有地を借り上げ住民全体のための公共の場として提供し、行政の責任において（住
民全体で負担する税金を原資に）管理すべきものでしょう。

＞私達に残された道は
＞・ゴミ収集所まで行く
＞・ゴミ収集車が来るまで、ゴミを持って待つ
＞の、二択しかないのでしょうか。

「ゴミ捨て場」というのは、「自治体が収集を行う場所」ですよね。
それなら、それは「住民が利用するゴミ収集所」として整備すべきものでしょう。障害になるほ
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100069553
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どゴミ集積所の指定が少なく、その代わりに住民に自らの私有地に「ゴミ捨て場」を設置させ
ているのであれば、おかしな話（通常の意味でのゴミ集積所と実態としては変わらないものを
、行政ではなく住民に作らせている）です。

ゴミ集積所は誰が設置・管理すべきなのか、というそもそも論を行政に確認してみる必要があ
るかもしれませんね。

ゴミ収集は、（町内会加入世帯、ではなく）住民全体のための公的な事業であること
町内会は、地域の全世帯の加入を前提にしてはならない私的な団体であること

まずこの点を明確にして、ゴミ集積所は「町内会に加入しているか否かに関係なく」利用でき
るようにすべき（行政が現実的な密度でゴミ集積所を整備すべき）ものであることを確認する・
・・これが出来れば、後はそのための具体的な道筋を話し合えるのではないでしょうか。

重要なのは、

住民がゴミを出す仕組みは、「行政の責任（私的な民間団体である町内会ではなく住民全体
の負担）」において整備すべきものであること

を明確にすることです。

町内会の加入者側も、本来なら行政として取り組むべきゴミ集積所の設置や管理を押し付け
られている言わば「被害者」と言えるかもしれません。非加入世帯に対する不公平感を「持た
される」構造が作られてしまっていますから、感情的な対立になりがちですが、まずは行政の
責任を明確にした上で、冷静に話しあう道がないか、探ってみてはいかがでしょうか。

それにしても、行政（役人たち）が「町内会にゴミ集積所の設置や管理をさせる」手口で

住民を町内会に無理やり加入させるための脅迫材料

にしてしまっている地域が本当に多いですね・・・

そうやって、住民を無理やり町内会に巻き込む構造が作られて

加入しないとゴミを出せないようにされるなど生活上の実害を受ける状況
非加入世帯は何か悪いこと、ずるいことでもしているかのような雰囲気

を背景に「強制力」を持たせた陰湿な脅迫シ ステム、住民同士を監視させあわせ傷つけあわ
せながら無理やり役人のために「奉仕」させる奴隷制にされてしまっているんですよね。
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100069553
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一度こうした奴隷制が作られてしまえば、後は住民を脅迫して無理やり強制労働させたり金
品を強奪しようとする強盗（役人や寺社）たちに「便利」な脅迫シ ステムとして悪用されまくる
わけです。

町内会に「寄付」「会費」名目のみかじめ料を集めさせる形で、住民を無理やり資金集めに回
らせたり金品を強奪する日本赤十字社や社会福祉協議会・共同募金会といった役人たちの
強盗組織

町内会に「ボランティア 」と称して人を差し出させる役人たち

この種が連中がのさばっている惨状を一刻も早く解消しないといけませんね・・・

住民が出しあった税金を使って公的な事業を行うために雇われているはずの公務員たちが、
自らの役割を放棄して住民に投げ返す、さらにはそうして作り出した陰湿な奴隷制（町内会）
を悪用し脅迫や強盗・恐喝を繰り返す。そんなとんでもない状況になっているわけですから。

地域によっては、寺社までもが町内会を通して住民から高額な「寄付」「施設修繕費用」を奪
い取っていますし・・・

そのためにも、まず「町内会にゴミ集積所の設置や管理をさせる」構造をなくす必要があるの
だと思います。

ナイス！

1

回答日時：2013/1/14 17:34:24 編集日時：2013/1/16 19:13:11

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

（11件中1〜5件）

並べ替え：回答日時の 新しい順 ｜ 古い順

[ 次の6件 ]

ak iu me さ ん
町内会の常套手段ですね。
田舎に行けば行くほど悪しき慣習が横行しています。

町内会は法的に何の根拠もない言わばボランティア 団体にすぎません。
昔の古い人間が島国根性でねじ曲げて今日に至っています。
いつの間にか承諾もなく強制入会させて
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100069553
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町内会を 脱会したあとのゴミ捨てについて - Yahoo!知恵袋

会費も強制徴収。脱会も許さず。
逆らったり、脱会すると集団で報復。

加えて入会しているかしていないかで区別するので、
悪質な新興宗教団体と全く同じです。

ゴミ集積場を町内会で用意したにせよ
入会していない地域住民の利用を排除しているのであれば
もはやボランティアでない証拠です。
こういう危険団体は全く話を聞きません。

先ず、市町村役場に相談する事になりますが、
そこも基本的に町内会を支持する側と思ってください。

例えば本来は広報誌の配布も公務員の仕事ですが
町内会を通せば会員の人が無償でやってくれるので
楽だからです。

でもゴミ捨ては住んでいる以上権利がありますし
場所を指定すれば良いです。
町内会の話になったら前述した通り、
法的に根拠のない団体なのでと
ハッキリと言った方がいいと思います。

あと町内会が報復と称して嫌がらせで物理的または精神的な
ダメージ を実行してきた場合、それは犯罪です。
会員は犯罪の意識が全くなくてやります。
何故なら日本国憲法より自分達のルールが
最優先と考えるからです。
必ず警察を呼びましょう。

半世紀以上も前からある町内会です。
現代にはもう不要の存在です。
こんな大人がいるから教師の暴行や
いじめがなくならないのです。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100069553

編集日時：2013/1/14 01:26:46
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現在、町内会の班長を していて赤い羽根募金を 集めなければなりませんが、それが嫌... - Yahoo!知恵袋

現在、町内会の班長をしていて赤い羽根募金を集めなければなりま
せんが、それが嫌...
ID 非公 開さん

現在、町内会の班長をしていて赤い羽根募金を集めなければなりませんが、それが嫌でしょ
うがないです。

普段全く付き合いのない賃貸マンション一戸ずつ回って一口500円から…って強制ぽくて嫌で
す。

赤十字募金のときは、町内会費を集めるついでだったのでまだ気が楽だったんですが、今回
は赤い羽根の為だけに回らないといけません。

なんか強制的でないような言い方はないでしょうか？

募金した人の名前、金額とかの名簿を提出させられるのも嫌です…。

慈善の自由な寄付じゃないんですかね？

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

質問日時： 2012/10/10 12:36:21
閲覧数： 468

解決日時： 2012/10/12 18:54:16

回答数： 3

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

>慈善の自由な寄付じゃないんですかね？

赤い羽根や日本赤十字社の「社資」などは、社会福祉協議会・日本赤十字社といった役人た
ちの強盗組織が行政の圧力を背景に住民を無理やり資金集めに回らせたり、「寄付」「会費」
を騙るみかじめ料を強奪する仕組みですからね。最初から「自由な寄付」などという発想は、
微塵もありません。何十年も前から自由な寄付というものとは最もかけ離れた最低の脅迫・強
盗システムにされているわけで・・・

>現在、町内会の班長をしていて赤い羽根募金を集めなければなりませんが、それが嫌でし
ょうがないです。
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295429157
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現在、町内会の班長を していて赤い羽根募金を 集めなければなりませんが、それが嫌... - Yahoo!知恵袋

本当、町内会に集めさせるなんて最低のやり方ですよね・・・

寄付を募る「募金ボランティア 」は、「募金団体の呼びかけに賛同する人が自ら募金団体と共
に寄付を募る」もの。あくまでも募金団体と賛同者・協力者の自由な関係で行うもので、「町内
会に集めさせて町内会の当番として無理やり資金集めに回るよう脅迫する」などということは
、「絶対にやってはいけないこと」なのですが・・・

社会福祉協議会・共同募金会や日本赤十字社などは、天下り・役人組織の立場を悪用し市
町村長や役所を通して町内会にみかじめ料を集めさせる卑劣な手口で「募金団体として絶対
にやってはいけないこと」を平気で繰り返しているんですよね。この種の最悪のニセ募金団体
が、募金を騙って脅迫や強盗を繰り返す惨状が続く限り、「自由な寄付」というものもなかなか
広まらないのかもしれません。

>なんか強制的でないような言い方はないでしょうか？

可能であれば、集金に回るのではなく「希望者は持参してください」という形にできれば少し
はマシ になるのでしょうけど、それも難しそうですね・・・

あとは、「お願いします」ではなく、「寄付を希望されるなら、お預かりします」という「希望者が
いれば寄付を預かる」立場、態度に徹することくらいでしょうか。町内会として集める以上、社
会福祉協議会・共同募金会の「狙い」通りどうしても「強制」的な雰囲気になってしまうのは避
けられないかもしれませんが。

共同募金の開始直後（60年以上前）には、すでに全国各地で断りにくい旧隣組（町内会の前
身）の人間関係を通して無理やり「寄付」を奪い取られる被害が生じていたんですよね。国会
でも問題になり、旧隣組のような形式を使って集めてはいけない、といった議論がされていた
のですが・・・
http://bokin.matrix.jp/kbokinf.php
結局は、赤い羽根共同募金という脅迫・強盗シ ステムは60年以上何も変わらず「強制に堕し」
続けたわけです。

今年も、断れないよう行政を通して町内会に集めさせる陰湿な脅迫構造の下で、多くの人が「
町内会の当番」として無理やり赤い羽根の集金に回るよう強制され、また「寄付」を奪い取ら
れてしまうのでしょうね・・・

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295429157

回答日時：2012/10/10 21:57:46
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自治会のあり方について、教えてください。 自治会の会費から、毎年３団体に決まっ... - Yahoo!知恵袋

自治会のあり方について、教えてください。 自治会の会費から、毎
年３団体に決まっ...
mi ri po1 01 7さん

自治会のあり方について、教えてください。 自治会の会費から、毎年３ 団体に決まった金額を
募金し、個人的には、入会する必要がないと思う会に入会金を収めています。個人の考えを
あまりに無視する行為ではないので
しょうか？
そんなになにもかも、自治会にする権限があるのでしょうか？

質問日時： 2012/5/14 11:22:04
閲覧数： 858

解決日時： 2012/5/29 05:58:53

回答数： 6

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

自治会は、ご み収集など「生活」を人質にとる脅迫的な構造の下で事実上「入らざるを得ない
」行政末端組織にされている地域も多いですから、どうしても強制的な雰囲気になってしまい
がちですよね。

そうした自治会に「会費」「寄付」の類を集めさせるようなことをすれば、何十年も前から各地
で問題になってきたように

「班長などが自治会の当番として無理やり特定団体のための資金集めに回るよう強制される
」
「住民が意に反して会費・寄付名目のみかじめ料を奪い取られる」

ことになるわけです。

日本赤十字社や社会福祉協議会など、行政の圧力を背景に自治会組織を通して卑劣な脅
迫・強盗行為を繰り返す（役所や市町村長を通して自治会組織に集金要求を突きつけてくる）
行政ヤクザ・強盗の類も多い・・・

特定団体への寄付・入会といったものは

「自ら賛同する団体に寄付・入会する、募金活動に参加する」

はずのもの。それが、自治会として集めさせる集金にすり替えられ
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287316572
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自治会のあり方について、教えてください。 自治会の会費から、毎年３団体に決まっ... - Yahoo!知恵袋

「協力力しないのなら寄付・入会を募る団体ではなく自治会に対して断る、自治会の総会など
で反対決議を通す、裁判を起こすといった極めて困難・気まずい特別な行動を起こさざるを得
ない状況に追い込まれる」

ようになってしまった。団体と賛同・協力者の自由な関係ではなく自治会との断りにくい関係
にすり替えられ、強盗・ヤクザの類が自治会を悪用して資金集めに回るよう脅迫したり金を強
奪する口実にされてしまった。

自らの活動や趣旨を自由に参加するボランティアとともに呼びかけて賛同する人に入会して
もらう、寄付してもらう・・・こうした「会費・寄付で成り立つ団体としての最低限の努力」すらせ
ず、卑劣な脅迫によって住民を無理やり資金集めに巻き込む犯罪的なニセ募金団体が多数
跋扈している現実は、悪夢そのものです。

さて、自治会の会費から他団体の「会費」やら「寄付」を拠出するやり方には、既に違法判決
が出され最高裁で確定しています。
http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_71051059172111.pdf
「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」

「これを会費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、これを無視するものである上
、募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない」

もっとも、この判決後も日本赤十字社などの強盗・ヤクザたちは自治会組織に対する筋違い
の集金要求を続けていますから「集金人」を差し出すことが困難な自治会などでは、「強盗・
ヤクザのためにみかじめ料を会費の一部として徴収し上納する」手法で対応せざるを得ない
状況に追い込まれていたりするんですけどね・・・

機会があれば自治会に対して何らかの形で抗議するほか、もし団体の側から自治会に集金
を要求してくる状況があれば、団体の方にも抗議してみてはいかがでしょうか。日本赤十字
社や社会福祉協議会・共同募金会などは、市町村長が会長／役員に就いている（そして市町
村長の名で自治会に集金要求を突きつけてくる）ことが多いので、そうした団体に対しては市
町村長に抗議するのも良いかもしれません。

ナイス！

1

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287316572

回答日時：2012/5/14 21:04:56
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自治会ってなんですか？ - Yahoo!知恵袋

自治会ってなんですか？
on ak aga su ita to kiw an ani ta bey oさ ん

自治会ってなんですか？
自分は女ですけど自治会の当番になってしまいました
自分の住んでいるところでは順番にまわってくるそうですけど
やらなければならないことなんでしょうか？
自治会費も集金しないといけないんですけど
自分は全くおさめていなかったし
イ ベントとかの手伝いとかやるみたいですけど
イ ベント自体参加したことないし
参加したくもありません

ご 近所さんも自治会費払いたくないって言っているし
イ ベントとか興味ない人も結構いるし

できれば自分を最後に自治会を解散させたいのですが
できますか？

質問日時： 2012/3/10 17:43:44

解決日時： 2012/3/25 11:16:11

閲覧数： 1,833

お礼：

回答数： 6

25枚

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

自治会は、役人が住民を奴隷にするための奴隷制ですね。

「民間の協力組織」と称しながら、役人たちはごみ収集など生活を人質に取る脅迫構造、本
来は行政の枠組みで取り組むべき共益的な負担を「民間」団体の徴収・当番の形で押し付け
ることで何か「入らないといけない」ような状況を作り出し住民を無理やり自治会に加入させよ
うとしてきます。で、仕方なく入ると日本赤十字社など役人たちの強盗組織から「自治会の当
番」として寄付名目のみかじめ料（報酬と称して天下り役人の懐にも入る、と）の集金に回る
よう脅迫されたり、役人が住民に面倒を押し付けるためのおかしな「ボランティア 」に無理やり
「協力」させられるわけです。

>できれば自分を最後に自治会を解散させたいのですが
>できますか？
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1483183039
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自治会ってなんですか？ - Yahoo!知恵袋

あちこちの掲示板でも「自治会・町内会がない地域を教えてください」といった質問をよく目に
しますが、自治会をなくしたい、と思っている人は多いのでしょう。ただ、「言い出しにくい雰囲
気」が作られてしまっているんですよね・・・もっとも、その分「誰か」が言い出せば、一気に動
き出すかもしれません。

まず、自治会で「地域活動」としてやっていることは本当に「自治会（脅迫的な構造の中で住
民を無理やり巻き込む陰湿なエ セ民間団体）で相互に強制しあう」ことなのか。「行政の枠組
みで住民全体として取り組む」こと、あるいは「有志が自由に集まって行うボランティア 」として
行うことではないのか、問いかけてみてはいかがでしょうか。

自治会が「住民全体の取り組み（行政や管理組合）」で行うべきことをさせられたり、有志が自
由に集まってやるべきことを「当番」のような形で強制しているとしたら（ほとんどの自治会組
織はまさに行政からこうしたことをやらざるを得ない状況に追い込まれて問題になっているわ
けですが）、おかしな話ですね。

ご み集積所の管理など公的な負担は、少なくとも「民間団体」でやることではありません。住
民全体のための公的な負担は、まず行政の枠組みで取り組む、どうしてもそれができないの
であれば、位置づけを明確にし役割を限定した管理組合方式で「抱き合わせの悪用」を徹底
的に排除しながら行う。こうした形を徹底しないと、今の自治会組織のように住民の間に不公
平感や対立を生じさせたり役人たちによる陰湿な悪用が横行する奴隷制にされてしまいます
。

もっとも、現実には自治会をなくすというよりも「自治会は、あくまでも自由に加入・脱退する民
間団体である」ことを明確にするのが第一歩でしょうか。まずは、自治会に入らないと生活に
実害を及ぼす嫌がらせや脅迫、中傷を受けかねない陰湿な脅迫構造を根絶することですね。

これができれば、自治会自体が自然消滅する地域も多いでしょうし、少なくとも「参加したい」
人だけが参加する本来の意味での民間団体になって自治会が地域住民にもたらす「被害」も
なくなるはずです。

ナイス！

3

回答日時：2012/3/17 22:03:36

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

（5件中1〜5件）

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1483183039
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自治会ってなんですか？ - Yahoo!知恵袋

ch an _sh in _lo gi nさん
うちらの自治会は
行政の下請けでこきつかわれます
募金活動に上手く利用されます
葬式の手伝いができる
子ども会に助成金をあげる
バレーボール、ゲートボール、ソフトボール、運動会に参加でける
祭りの参加
神社の清掃
自治会会場の維持管理
これぐらいかなぁ
積極的に参加してたらおもしろいでぇ
ちなみに来年度副会長をします
今からハリキッテマス

ナイス！
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detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1483183039

回答日時：2012/3/16 15:48:31
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町内会から一枚の紙がポストに入ってたんですが、中身は「町内会に入らないとゴミ... - Yahoo!知恵袋

町内会から一枚の紙がポストに入ってたんですが、中身は「町内会
に入らないとゴミ...
ha pp yda ys 112 5さ ん

町内会から一枚の紙がポストに入ってたんですが、中身は「町内会に入らないとゴミは捨てら
れません。自分で捨てられるーっていう方、そんな事出来ませんよねー？他の行事に参加し
ないのはやむ終
えないとしても町内会費だけは理解してください」のような内容でした。
以前に夫が町内会の方にゴミは捨てられるのか確認した所、町内会に入らなくてもゴミは捨
てられますとの回答を貰っていたので、いつ引っ越すか分からないから入らないと言ってあり
ました。事情が変わったんでしょうが、その紙には町内会一同としか書かれておらず、書いた
人の連絡先など一切分からないため、きっと近々来るんだろうと思ってほったらかしにしとい
たら、あれから音沙汰ないのです。集金月が書いてあったので、その月に来るんだと解釈して
ましたが、その月も過ぎました。
夫は、「連絡先も書いてないんだから非常識だ、ほっておけばいい」といいましたが、ゴミを捨
てているのは私ですし、近所の人に会ったらなんか気まずいですし。
その紙が入ってた時点で、隣の人にでも班長が誰か聞いて加入してって意味だったのかなー
と思いまして。
なんかここまで来てどーすればいいでしょうか？

質問日時： 2013/9/12 17:44:26

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113354313

解決日時： 2013/9/16 12:56:35
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赤い羽根募金を している 人は、なにかメリットがある のでしょうか。なんで地域で募... - Yahoo!知恵袋

赤い羽根募金をしている人は、なにかメリットがあるのでしょうか。
なんで地域で募...
de no nnk un nさん

赤い羽根募金をしている人は、なにかメリットがあるのでしょうか。なんで地域で募金の金額
が違うんでしょうか。これって、善意を名目にした詐欺に似ている。いつも腑に落ちない疑問
です。

質問日時： 2012/10/7 10:24:39
閲覧数： 294

解決日時： 2012/10/8 20:04:44

回答数： 7

ベストアンサーに選ばれた回答
xz ca t2 さ ん

赤い羽根は詐欺というか、脅迫・強盗シ ステムですね。一般市民にナイフ（地域生活・人間関
係への「実害」）を突きつけ無理やり資金集めに「協力」するよう脅迫したり金を強奪するよう
な仕組みになっているので、「相手にしなければ被害を避けられる」詐欺よりも、はるかに悪
質です。

>なんで地域で募金の金額が違うんでしょうか

赤い羽根は、社会福祉協議会・共同募金会という各自治体の関連団体が、行政と町内会組
織を通して住民から奪い取るみかじめ料ですからね。（社会福祉協議会長に就いている）市
町村長や役所が町内会に集めさせる形で、大半を徴収しています。

金額については、各地域ごとに社会福祉協議会・共同募金会が各家庭からどれだけ奪い取
るかという「一戸あたりの要求額」を決めて、それを「社協期待額」「目安」などの名で突きつけ
ているのが現実です。

募金というものは、

賛同される方は自由に参加・寄付してください

という形、あくまでも「自ら趣旨を呼びかける募金団体」と「募金団体の呼びかけに賛同し自ら
参加・寄付する協力者」の自由な関係で行うものなのですが、赤い羽根はそうした募金の形・
精神とはもっともかけ離れた脅迫・強盗システムにされてしまっているんですよね。

町内会に集めさせる形で住民を無理やり巻き込んだ上で
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1095261620
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「町内会の当番」として赤い羽根の集金に回ったりとりまとめをしないといけない
断りにくい、あるいは会費に上乗せされるなど強制徴収の「町内会の集金」に対し要求額を差
し出さないといけない

状況に追い込んで無理やり「協力」させたり「寄付」名目のみかじめ料を奪ってしまうわけです
から。

赤い羽根は60年以上前の開始直後の時点で既に国会でもその脅迫的な手口が問題になり
町内会のような組織に集めさせてはいけない、といった議論がされていたのですが・・・
http://bokin.matrix.jp/kbokinf.php
今年もまた多くの人が、社会福祉協議会・共同募金会による脅迫・強盗被害を受けて社会福
祉協議会のための資金集めや「寄付」を強制されてしまうのでしょうね。

社会福祉協議会のようなボランティア ・福祉の場には絶対にいてはいけない卑劣な強盗組織
が、税金を喰らいながら公的福祉の窓口を占拠している。こんな恐ろしい状況が、いつまで続
くのでしょう・・・

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1095261620

回答日時：2012/10/7 13:06:49
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村の自治会のステルス型の犯罪（善良なある村人を地域ぐるみで
排除する）様々な合...
ta bu nnw ak ari ma sen nさ ん

村の自治会のステルス型の犯罪（善良なある村人を地域ぐるみで排除する）様々な合法的又
はステルス型の犯行で存在を日夜脅かす、利害が一致すれば行政も作為、不作為的な手助
けをする、時には警察なども。
上記の嫌がらせは訴えることは出来ないのでしょうか、教えてください、

私としては上記のことが行われれば普通の方は精神的な苦痛を覚えると思いますし、

自殺に追い込まれる場合もあるかと思います、

良識をお持ちの方なら理解できると思いますが、司法や警察は時に作為的に理解しないこと
が往々にしてあります、

文章能力が無くて申し訳ありませんが上記の自治会や村人を訴えることが出来るのでしょう
か教えてください。

もう少し解り易くお願いします、結局のところ解決ににいたる回答は無いのでしょうか、甘んじて村
人のステルス型の制裁に甘んじて生きて行けと仰ってるのでしょうか、悪しき人々の為の悪しきル
ールの社会が正常であると言うのでしょうか？

質問日時： 2011/10/29 13:43:22

解決日時： 2011/11/13 08:32:09

閲覧数： 128

お礼：

回答数： 2

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1274338192

25枚
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町内会やマン ショ ン 自治会においても、現代の「村八分」が発生する と思いますが、... - Yahoo!知恵袋

町内会やマンション自治会においても、現代の「村八分」が発生す
ると思いますが、...
ne bu ka_ 2さ ん

町内会やマンシ ョン自治会においても、現代の「村八分」が発生すると思いますが、村八分に
された者が他を訴える場合に依拠する法律はありますか？

質問日時： 2006/10/17 07:23:16
閲覧数： 2,040

解決日時： 2006/10/17 14:13:35

回答数： 6

ベストアンサーに選ばれた回答
oh no gi4 38 4さん

刑法第222条第1項（脅迫罪）を根拠にして、刑事告訴することが可能です。

判例は、村八分の通告は「名誉」に対する害悪の告知であり、脅迫罪を構成するとしています
。

刑法第222条（脅迫）
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以
下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も
、前項と同様とする。

「いわゆる村八分とする旨の決議は、相手方の人格を蔑視し共同生活に適しない一種の劣
等者として待遇しようとするものであるからその名誉を侵害し、また右決議を通告することは
、将来引き続き不名誉な待遇をしようとする害悪の告知にあたり、脅迫罪を構成する。」大審
院判決昭和9年3月5日

民法第709条・第710条を根拠にして、不法行為による損害賠償請求訴訟を提起することも可
能です。

民法第709条（不法行為による損害賠償）
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第710条（財産以外の損害の賠償）
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれ
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149678404
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であるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対して
も、その賠償をしなければならない。

ナイス！

1

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149678404

編集日時：2006/10/17 09:11:43
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村のよ くわからない会について - Yahoo!知恵袋

村のよくわからない会について
ID 非公 開さん

村のよくわからない会について
地方の私の村には「若者団」という団体が昔からの風習としてあります。
その家の長男が、強制的に入団しなければならないそうです。
入団を拒否した場合は4000円徴収されます。
そのお金が何に使われているのかは不透明(噂では酒代に消えるそうです。)ですし、支払っ
た事によって得る対価は何もありません。

町内会費は別途に納めていますが、昔からの風習だからという事で強制的に参加、徴収はど
うなのでしょうか？

先程団員の方が徴収に訪れてきました。
説明を求めたのですが「昔から」「強制で」のみで具体的な回答を得る事はできませんでした。
でしたので支払いを拒んだところ、昔で言う村八分の意味合いを込めた様な脅迫を受けたのです
が、それは脅迫、強要罪にあたりますか？

質問日時： 2012/4/15 14:27:43

解決日時： 2012/4/16 17:50:28

閲覧数： 199

お礼：

回答数： 1

50枚

ベストアンサーに選ばれた回答
ID 非公 開さん

若者団と言う名前からして自治会町内会組織の一部ではないでしょうか。地域が変わると青
年会とか最近では初老の独身者も多くなったせいなのか青壮年会などとしているところも有り
ます。これらは自治会町内会に入会しているお宅ならばセットで加入していると見なされてい
る会の一つであると思われます。他にもセット加入の会として消防団なども同じで満18才以上
の長男は加入する。さもなければ協力金を数千円～数万円払え！とこんな具合になっており
シ ステム的に酷似しています。

つまり自治会町内会に入会しているならセット加入の会にも入会し納得していると実質見なさ
れており、これが長年かけて形骸化してしまっているのだと思います。また長年の形骸化でこ
れが当たり前であると思い込んでいる人が大多数なのではないでしょうか。

これらの悪しき風習はなかなか変わるものではないと思います。仮に現状で若者団への参加
だけを拒否する事は実質不可能で納得できない事柄が一つでも有れば自治会町内会を脱会
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1385653468
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する選択肢しかないのです。少し大げさですが自治会町内会は入会したら共産主義の組織と
言えるのではないでしょうか。

追記です。
村八分に関してはここで詳しく説明されています。
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0367.php

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1385653468

編集日時：2012/4/15 22:57:08
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神事仏事の事業に自治会費を 補助金として使用する 事は違法でしょうか合法でしょう... - Yahoo!知恵袋

神事仏事の事業に自治会費を補助金として使用する事は違法でし
ょうか合法でしょう...
ee ej yan ai さん

神事仏事の事業に自治会費を補助金として使用する事は違法でしょうか合法でしょうか、詳
しい方教えて下さいお願いします。
何故か違法か合法かを聞いているのに、村八分になるぞ！とか酷い嫌がらせを受けますよと
か、

聞いて無い回答ばかりです！

法律に詳しい方教えて下さいお願いします。

特定の宗教に自治会費を使うのが合法なんて？浄土真宗は良くて日蓮宗はダメましてや学会な
んて？キリスト教は？役員の方の都合ですか？他の宗教は邪教ですから当然ですか！朝鮮人や
中国人には差別しましょう見たいな発想、考えですね！
公の組織が特定の宗教に染まるのは悪しき風習伝統じゃないですか、部落であると認めている様
なもの！

質問日時： 2013/9/26 18:53:54

解決日時： 2013/10/3 19:14:47

閲覧数： 86

お礼：

回答数： 3

25枚

ベストアンサーに選ばれた回答
ae ol ic_ do gさん

『自治会』というのは自治組織ではありますが、法的には『地方自治体』などの公的機関とは
違い、単なる『集会・会合』且つ『任意団体』ですので、その会費の使い道に法的制限は特に
ありません。

もちろん、その会費の使い方次第で『信教の自由』を侵害することになれば問題ですが、それ
はまた別の問題です。どういうことかと言うと、特定の宗教を理由に入会を拒否されたり、自
治会費の徴集金額に差をつけるのであれば明らかに違法ですが、だからと言って特定の宗
教に自治会費を使ったからと言って、それ自体規制されているわけではありませんし、そもそ
も会員自身に『信教の自由』があるので、それは『信教の自由』の範疇です。が、しかしその
結果として、誰かに不利益が生じればそれはそれで問題です。

要は、その結果次第です。結果が何なのかが分からない時点では、なにも問題ありません。
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114066984
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使い道に関して各自治会で承認され上で、特に誰かに明確な不利益が生じていないのであ
れば問題ありません。そこは自由です。

ちなみに『自治会』というのは『公の（ための）組織』ではなく、
『公が組織している団体・集会』です。

また、悪しき風習と言うのは言いすぎです。例えば、よく地域で誰かがお亡くなりになると、そ
の人のために自治会費を使ってお葬式の手伝いをしたり、自治会費で建てた集会所等を使う
ことがありますが、それも一応、特定の宗教の行事に自治会費を使っていることと同義となり
ますが、人道的・道義的に考えて『悪しき風習』とまでは言えないですよ。むしろ、ちゃんとした
互助行為で正当な使い道です。

前述の通り、要は『使い方が問題』なのではなく、『使った結果が問題』なのです。自分が支払
った自治会費が、特定の宗教に使われるのが嫌なのであれば、自治会で異議を申し立てれ
ばいいだけです。ただし、『公が組織している団体・集会』なので多数決・多数意見を採用する
のが基本なので、その場合は諦めるか自治会からの退会で納得してください。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114066984

回答日時：2013/10/3 02:28:08
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自治会ってヤクザみたいですね？ 自治会に入らないなら『道路を
歩くな』・『ゴミ...
xt pr c64 8さ ん

自治会ってヤクザみたいですね？

自治会に入らないなら『道路を歩くな』・『ゴミ捨て場を使うな』・『街灯の灯りを浴びる
な』・『火事や犯罪に巻き込まれても見殺しに なる』と言われました。

一回入ったら抜けられないし、様々な名目で金を取られますよね？

自治会って弱者同士が助け合う物ですよね？
若者には縁がありませんよね？

ICレコーダーと隠しカメラで証拠は集めています。

逆にこちらも脅せる状態です。

質問日時： 2010/3/15 11:47:50
閲覧数： 1,024

解決日時： 2010/3/30 05:38:05

回答数： 5

ベストアンサーに選ばれた回答
yo ta nit am iko さん

弱い者同士が助け合う・若者には縁がない・・・・は、少々違うとは思いますが、自治
会側の言いかたも確かに尋常じゃないように思いますし、質問者さんの証拠集めと
いうのもかなり穏やかなレベルを超えた問題になっているようですね。

私の地域では自治会費からゴミの収集代・街頭費・除雪費他もろもろの維持費に充
てられているので、自治会の定める会費は当たり前と考え払っています。

あまり話がこじれてしまうと現代でも「村八分」というのが存在するようですし、そうな
ってしまうと法に訴えても解決は難しいと聞きます。

言われた額だけ収めその代わりお手伝い(役員)は出来ないのでとし、手伝いもしけ
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1238045602

1/2

13/10/21

自治会ってヤクザみたいですね？ 自治会に入らないなら『道路を 歩くな』・『ゴミ... - Yahoo!知恵袋

れば口も出さないと割り切って暮らしています

質問者さんにとっては何の解決策にもなりませんね・・・すみません。

ナイス！

1

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1238045602

回答日時：2010/3/15 13:05:23
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都会から田舎に引越したところ、「年10万円の自治会費を払わない
と村八分にする」...
ID 非公 開さん

都会から田舎に引越したところ、「年10万円の自治会費を払わないと村八分にする」
と言われて、あまりに高すぎるので拒否したところ、実際に村八分にされました。同じ
ように都会から引っ越した人とは交流がありますが、地元の人とはまったくありませ
ん。もっと高い自治会費のところはありますか？

質問日時： 2004/7/26 23:34:20
閲覧数： 734

解決日時： 2004/7/29 19:38:51

回答数： 8

ベストアンサーに選ばれた回答
ID 非公 開さん

10万円は高すぎますね。恐喝ですね。
私も、都会から田舎に引っ越した際に高い自治会費を求められ、
しかも「転入披露金」なるものまで請求され唖然としました。
地域の役所に相談してみたところ、
自治会加入は強制ではないと言われたので支払いは拒否しました。
近所付き合いが少し難しくなりましたが、それでよかったと思います。
その後は自治会費の見直しが行われたとのことを聞きました。

ナイス！

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14352679

0

回答日時：2004/7/26 23:47:28
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町内会で村八分（除名等）にあった場合、誰を 相手に提訴したら良いですか（慰謝料... - Yahoo!知恵袋

町内会で村八分（除名等）にあった場合、誰を相手に提訴したら良
いですか（慰謝料...
qq rg 7c3 9さ ん

町内会で村八分（除名等）にあった場合、誰を相手に提訴したら良いですか（慰謝料
・除名取消等）。

慰謝料は、町内会に請求するのですか？
それとも、違法な事をおこなった会長個人ですか？

質問日時： 2011/4/16 11:47:01
閲覧数： 300

解決日時： 2011/5/1 03:21:15

回答数： 2

ベストアンサーに選ばれた回答
em uk o72 7さ ん

当然、「町内会長」です

会の代表者であり最高責任者なのですから

会費を払うなど町内会の会員としての責務を
果たしているのにもかかわらず

除名処分にするという事は当然、臨時総会を開いたり
最低でも三役会を召集して議決したことでしょうから

結果の責任は会長にあります

なので訴えるなら会長を訴えましょう

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「会長」と「個人」とは別物です
町内会から除名されたのですから
会長を代表とする「町内会」に請求するのが筋ですよ

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060251960

編集日時：2011/4/16 19:27:43
1/2

13/10/21

町内会で村八分（除名等）にあった場合、誰を 相手に提訴したら良いですか（慰謝料... - Yahoo!知恵袋

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

回答日時：2011/4/16 11:58:41

（1件中1〜1件）

k9 99 9lu ckさん
普通は会長でしょうけれどその他にも村八分に積極的に関わった人物も一緒に訴え
るべきですね。昔村八分訴訟がありましたけど以下のサイトを参考にすれば概要が
わかります。この時の慰謝料は20万だったような気がします。
http://www.webhistory.jpn.org/archives/61
【補足から】
違法なこと（不法行為）を行った個人です。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060251960

編集日時：2011/4/16 16:53:04
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13/10/21

しつこい町内会班長への対処に関して。 乱文失礼します。四年前に一戸建てに住み始... - Yahoo!知恵袋

しつこい町内会班長への対処に関して。 乱文失礼します。四年前
に一戸建てに住み始...
mi ch ich oc oro ckさん

しつこい町内会班長への対処に関して。
乱文失礼します。四年前に一戸建てに住み始めたものです。町内会には隣家から入
るものだと言われ、入会しましたが親の介護や出産もあり、会費のみの参加
をお願いしてきました。しかし、先住民の方の怒りを買っているみたいで、嫌味を言
われ威圧的な態度で接されています。ただ、我が家も御近所の方々の高圧的な態
度に対し、体力的にも精神的にも余裕がなく、町内会が苦痛で去年退会を申込みま
した。班長にはキチガイ だの、村八分にしてやるだの言われ、結局会費のみを納め
ました。今年は村八分にされても構わないので辞めさせて欲しいと退会を申込んだ
所、班長が納得いかないから辞めさせない、退会は認めないと言って町内会関係の
書類をポストに投函してきます。今年度の町内会費も払うまで回収しに何回も来そう
な感じです。町内会は強制ではないはずだと何回言っても聞き入れてくれません。
最悪、賃貸への引越しも考えております。どうしたら退会出来るでしょうか？

質問日時： 2013/3/31 23:24:35
閲覧数： 156

解決日時： 2013/4/1 17:27:25

回答数： 3

ベストアンサーに選ばれた回答
ca fe 101 09 24 さ ん

その町内、町内で違いますが、退会は可能でしょう。
町内で大事な事はゴミ問題です。
ゴミは市や区単位では無く、町内単位で回収なので、個人では回収を頼む事は出来
ないんですよ。

退会すれば、個人でゴミ処理場に毎回運ばなければいけませんが、可能です。(コン
ビニ等に家庭ゴミを捨ててはダメですよ)

ですが、そこ迄揉めてしまったら引っ越しを考えるのもアリでしょう。

あなた方夫婦が可哀想と言うより、お子さんが小学校なり、中学生などの子供会行
事になった時、お子さんが可哀想です。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14104867114

回答日時：2013/3/31 23:43:19

1/1

13/10/21

困ってます。町内会を 抜けたいので会長に話したら役員で決めます。と言われました... - Yahoo!知恵袋

困ってます。町内会を抜けたいので会長に話したら役員で決めます
。と言われました...
xx _x bal ix _xxさん

困ってます。町内会を抜けたいので会長に話したら役員で決めます。と言われました
。任意加入なのに。後日役員の方々で家に来るそうです。理由は規約、前例がない
、またゴミ出しできないとも言われました。

質問日時： 2011/3/9 22:36:52
閲覧数： 1,793

解決日時： 2011/3/24 10:06:43

回答数： 4

ベストアンサーに選ばれた回答
pd p_ 428 hxさん

町内会は抜けられるとは思いますよ。

ゴミは自分で環境事業所などに毎回自己搬入にはなりますけど、仕方ないですよね
。

前回の役が大変だったからやりたくないのも解りますし、村八分状態のほうがマシ な
らばそれも良い選択だと思います。

ナイス！

1

回答日時：2011/3/11 03:28:18

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

（3件中1〜3件）

en de ver 55 5さん
大変な街にいますね。

よくわからんシ ステムを作りあげていますしね。

村八分は恐いですよ。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1257270237
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13/10/21

困ってます。町内会を 抜けたいので会長に話したら役員で決めます。と言われました... - Yahoo!知恵袋

そういうときは市役所に相談しましょう。

ナイス！

0

回答日時：2011/3/16 02:44:00

xz ca t2 さ ん
町内会は、「加入したい人が自由に加入する」民間団体とされていますので、「規約」
「前例」がない、というのは、そもそも退会を妨げる理由にはなりません。規約（書式
化された退会届）がなく退会の意思を示して話し合いをしようとしてもあくまで退会を
認めない、というのであれば、適当な書式で退会届を出すなどの意思表示をもって
退会したことにしてもらう（する）しかないでしょうね。

>ゴミ出しできないとも言われました。

裁判に発展するなど多くの町内会で問題になっていますが、これをやってしまうと、
町内会はもはや民間のボランティア団体でも住民同士の協力組織でもなく「生活を
人質にとる陰湿な脅迫組織、住民同士の対立や不公平感を生み出す行政末端組織
」になってしまうんですよね・・・

ご み収集は、地域住民が税金を出しあって地域住民全体のための公的な行政事業
として行うもの。集積所の確保・維持も含めて、公的な枠組みの中で「地域の全世帯
」が利用できる仕組みを作っていかないと、完結しません。

町内会という本来は（建前では）自由に参加・離脱するはずの民間団体に加入しな
いと、生活に不可欠な行政事業から排除されてしまう。そんなおかしな状況を作り出
してはいけない。

残念ながら、町内会にご み集積所を独占させる形でご み収集が町内会への加入を
強制するための脅迫材料にされてしまっている地域もありますが、こうしたおかしな
ことを続ければさらに住民の間の摩擦を激化させることになってしまうのですから。

町内会の方からご みを出すな、と明言される状況では、役所の方に何らかの形で収
集してもらえないか相談してみるしかないですかね。ただ、「町内会に任せている」と
いったお決まりの返し文句で相手にされないようだと、解決していくのはかなり難し
いかもしれません・・・

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1257270237

回答日時：2011/3/13 20:23:58
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13/10/21

自治会や町内会の加入率を 都道府県別・ある いは主要都市別にわかる 方いらっしゃい... - Yahoo!知恵袋

自治会や町内会の加入率を都道府県別・あるいは主要都市別にわ
かる方いらっしゃい...
yu ji tra p4 gok iさ ん

自治会や町内会の加入率を都道府県別・あるいは主要都市別にわかる方いらっしゃ
いますか？

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

質問日時： 2011/8/3 06:29:29

解決日時： 2011/8/18 05:42:56

閲覧数： 555

お礼：

回答数： 1

100枚

ベストアンサーに選ばれた回答
ID 非公 開さん

気が遠くなるかも知れませんが地方自治体が発行する行政冊子(市民たより的な)を
全国市町村くまなく調べればもしかしたら載っているかも知れませんね。
実は私も是非知りたいと思っています。もっと欲を言えば入らないと村八分的な差別
が待ってるから仕方なく加入した人の割合がどこかに載っていれば見たいです。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1168011076

回答日時：2011/8/10 12:41:57

1/1

13/10/21

町内会、自治会の役割とは何でしょうか？ - Yahoo!知恵袋

町内会、自治会の役割とは何でしょうか？
bp i0 014 さん

町内会、自治会の役割とは何でしょうか？

質問日時： 2012/9/7 09:37:49

解決日時： 2012/9/22 08:03:14

閲覧数： 820

お礼：

回答数： 8

25枚

ベストアンサーに選ばれた回答
ni ra reb a_ maxさん

地域によって様々です。都市部近郊は真の意味での住民コミニケーシ ョン的な組織であり言わば
サークル活動的に近いと思われます。その反面、田舎に行けば行くほど行政下請け組織で共産主
義的になってる感が強いと思われます。

比較の為に幾つかの参考資料にリンクしておきます。
まず西東京市の自治会町内会ア ンケート結果です。pdfの15ページのクロス集計で加入率を確認
できます。これによると実生産世代の加入率は30%以下である事がわかります。
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/kakusyur...
次に佐賀県佐賀市ですがある地区は加入率90%以上らしいです。また文面から未加入者への不平
等感が語られています。
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=14034

また長野県小諸市の様に自治基本条例などと定義し実質強制加入を促す様な形の市町村もあり
ます。
http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1213603680966/index.h...
冒頭でも説明しましたが都市部に近ければ民主主義的、田舎に行けば共産主義。当然役割も都市
部は住民本位な会であるのに対して地方に行けば行政末端組織であると思います。

追記します。
武蔵野市の様に自治会がないと公言している場合も有ります。

武蔵野市：自治会はありません。
http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_shiminkatsudo/faq_community...
この場合決して住民のコミニティが崩れている訳ではなくリンク先によるとコミセンと呼ばれる公設
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1393653438
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13/10/21

町内会、自治会の役割とは何でしょうか？ - Yahoo!知恵袋

民営のコミニティセンターがあり管理は市民組織のコミニティ協議会が行ってるそうです。つまり良く
ありがちな自治会のトップダウン式でなく住民から上へのボトムア ップ的な活動であるとうかがい知
れます。
民度が高ければこんな地域づくりも出来るって事なんでしょうかね。

また追記です。
では行政機関の下請け組織的な自治会町内会でなく真の住民本位な会ならばどうなるか。そんな
例として四国新聞の記事をリンクします。これによると行政側から実質村八分扱いされている自治
会では行政側の情報が届かないとなっています。

四国新聞：ある分裂
http://www.shikoku-np.co.jp/feature/fuukei/2/2/
この記事からも行政組織の末端として機能しない自治会などクソ食らえ！と言った事実が読み取
れるのではないでしょうか。

ナイス！

0

回答日時：2012/9/10 08:59:53 編集日時：2012/9/12 08:12:18
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました！

（7件中1〜5件）

並べ替え：回答日時の 新しい順 ｜ 古い順

[ 次の2件 ]

xz ca t2 さ ん
まずその団体が「入らないといけない」雰囲気になっているか、見てみましょう。具体的には、ゴミ集
積所や公園といった公的施設の管理など

本来は行政の枠組みにおいて「住民全体」の共同事業として行うべきこと

をやらされているかどうか、です。

こうした本来は住民全体で行うべきことをやらされている団体は、もはや「自由に加入・脱退する民
間団体」ではなくなってしまいますよね。行政の一翼、生活や地域のために入らないといけない雰
囲気を持つ行政末端組織にされてしまうわけですから。

こうした「入らないといけない」行政末端組織にされているのなら、その団体は

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1393653438
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町内会、自治会の役割とは何でしょうか？ - Yahoo!知恵袋

役人などが生活を人質にとって住民を強制加入させ、おかしな強制労働を押し付けたり寄付・会費
名目でみかじめ料を奪い取るための奴隷制

でしょう。

「公的な役割」を担わせることで何か「入らないといけない」雰囲気を作り出して住民を無理やり巻
き込んだ上で、（ボランティア や募金を騙り）強制してはならないことを「町内会の活動」として強制
する仕組みです。

残念ながら、多くの町内会はこの種の奴隷制にされてしまっていますね・・・

日本赤十字社をはじめとする役人たちの強盗組織が、役員になっている市町村長から町内会に集
金要求を出すなど行政の圧力を背景に町内会に寄付・会費名目のみかじめ料を集めさせる。各町
内会では、班長などの当番となった住民が無理やり日本赤十字社や社会福祉協議会のための資
金集めに回るよう強制され、各家庭では断りにくい町内会の集金、あるいは町内会費への上乗せ
のような形で無理やりみかじめ料を奪い取られる。

役所が町内会に地域清掃など各種「ボランティア」を行わせ、各町内会では「参加しないと罰金」と
いった相互監視・脅迫的な構造の下でその「奴隷労働」を負担させられる

本来は「賛同する人が自由に参加」するはずのボランティア 活動を、「協力しないのなら断りにくい
町内会に対して断ったり裁判でも起こさないといけない」状況に追い込む卑劣な脅迫・強盗構造に
すりかえるための仕組みにされてしまっているんですよね・・・

この種の町内会（奴隷制）の恐ろしさは、自由な参加ではなく強制参加、それも生活を人質に取る
陰湿な脅迫が背景になっている点です。「誰だってやりたくない」のに無理やり参加させられ「協力」
させられる脅迫構造、本来は強制してはいけないことさらに特定団体の集金などまで「なぜか」やら
ないといけないことにされてしまう不透明で無責任な徴用・強盗シ ステム・・・

こうしたものに巻き込まれると、どうしても「不公平感」「相互不信」が先にたってしまうこともあるの
でしょう。町内会に加入しない世帯に嫌がらせや中傷を行うようになったり、町内会内部でも「ボラ
ンティア （という名の徴用）や会議に出ないと罰金」などという普段なら「絶対にできない」（他人から
金を奪うというのは、そんなに「簡単」なことではないでしょう？）狂気の脅迫シ ステムを自ら作るよ
うになってしまうことまである。

こうやって、住民同士を不信・対立に陥れ、互いに傷つけ合わせながら地域を壊す仕組みにされて
しまうわけです。

もっとも、こうした状況は当然のことではあるのですが。まさにこうした問題が起きないように、公平
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1393653438
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町内会、自治会の役割とは何でしょうか？ - Yahoo!知恵袋

な負担で地域全体の共同事業を行うために行政があるはずなのに、その行政が自らの役割を意
図的に放棄して町内会の強制構造を作り出しているのですから。

一方、こうした行政末端組織でない本来の意味での「民間」の町内会、自治会の場合には、「（他人
から見た）役割」は特にないと言えるかもしれません。それは求められて（あるいは奴隷制と化した
町内会のように脅迫されて）「役割」を担うためではなく、各自が自由に「目的」をもって集まるもの
だからです。

ナイス！

0

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1393653438

回答日時：2012/9/11 16:05:42

4/4

13/10/22

３月で町内会を 脱退しよ うかと悩んでいます。 ゴミ置き場の清掃や一斉草刈りには今... - Yahoo!知恵袋

３月で町内会を脱退しようかと悩んでいます。 ゴミ置き場の清掃や
一斉草刈りには今...
na na coc oa mab le さん

３ 月で町内会を脱退しようかと悩んでいます。
ゴミ置き場の清掃や一斉草刈りには今まで同様、出るつもりですし、街灯などの費用負
担は勿論します。
ただ親睦会がメイ ンの隣組費や役員を免除して貰いたく、又、家族構成の個人情報が
回るのも嫌です。回覧板には全く必要性を感じず、葬儀なども皆様、業者任せです。

最近引っ越してきた方は、ほとんど加入されていません。
変わり者扱いは構いませんが、町民税を納めている以上、災害時の配給がないなんて
事はないですよね…

並びの数軒とは、お土産のやりとり、お見舞いや香典の付き合いをしていますが、それ
で十分かと…
でも、やはり、非常識とお感じになられますか？

皆様ありがとうございます。役所に問い合わせましたところ清掃の順番に加わってさえいれ
ば町内会に未加入でもゴミは捨てて良いとの事でした。皆様のご意見参考にさせて頂きま
す。

質問日時： 2013/1/27 14:20:20

解決日時： 2013/1/29 12:43:56

閲覧数： 711

お礼：

回答数： 5

25枚

ベストアンサーに選ばれた回答
ni ra reb a_ maxさん

非常識ではないです。質問者さんがなさっている並びの数軒と何かしらのお付き合い
がある事こそ(これは各家が自発的にされていると察します)が本来の住民コミニケーシ
ョンの形でしょう。
脱会を非常識と思い込む根底は町内会に入会し役を請負う事を殆どの住民が常識と
考えている事。また本心は会に必要性を感じなかったり新規に引越した家の様に本当
は脱会したいけど古くからの付き合いの手前言い出せなかったり、もし脱会し村八分に
されたら嫌だからと言う恐れを抱き言い出せない場合。そんな理由から非加入の家や
脱会を言い出せない鬱憤を非入会者らへ感情的にぶつけている物であると思います。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12100975737
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３月で町内会を 脱退しよ うかと悩んでいます。 ゴミ置き場の清掃や一斉草刈りには今... - Yahoo!知恵袋

これらのわだかまりはなぜ起きるか。それは本来行政側で行わなければならない業務
を住民側が住民本位で誇りを持って請負っていると解釈している。また解釈させ上手く
利用している組織が町内会や自治会だからです。
そのあたりの説明はxzcat2さんが知恵袋にまとめています。
現代の「奴隷制」としての自治会、町内会
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n138957
質問者さんは今後とも地域の方とのお付き合いを続けて行こうと意思があるようですが
、長年この様な組織(上意下達)で役目をやってばかりいると物事を色眼鏡で見がちに
なり、中には「脱会したあの卑怯者と挨拶などするものか！」と偏見を生む場合もありま
す。
そんな部分から摩擦が起きるのでしょうから脱会後のお付き合いは様子を見ながら控
えめにされたほうが無難だと思います。

ナイス！
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