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本書は、企業を反社勢力リスクや悪質クレーマーリスクから守り、企業が

健全に発展すること、これによって企業を中心として、社会が活性化し健全

な日本の社会が築かれるようになるべきだ、との願いから、これらのリスク

対策を語り、企業で活躍する方々を中心とした読者の皆様とともに知恵を出

し合うことを目的として出版されたものである。

企業が抱えるリスクには、実に多くの分野のものがある。企業が新しい分

野に進出すべきか、新製品を開発すべきか、海外にも支店を置くべきか、ど

のような人物を社長として選任すべきか、労組の要求にどう対応するか、な

ど経営、人事、労務などに関するリスクが企業をめぐって日々発生している。

こうしたリスクにまざって、反社会的勢力（反社）に会社を食いものにされ

るリスク、悪質クレーマーに予測もしなかった損害を与えられるリスクと

いった、会社にとってはわずらわしくも解決すべきリスクがある。本書は、

さまざまなリスクのうち、反社勢力リスク、悪質クレーマーリスクを取り上

げている。

反社、悪質クレーマーと対峙した際に企業がどのような対応をとるべきな

のか、ということは、社会の中で企業がどうあるべきか、という点とも密接

に関係することである。本書は、経済的に極めて大きな力をもつ存在である

企業が、単に経済の分野ばかりでなく、それを超えて社会の範たる存在にな

るべきである、との願いのうえに立って反社勢力リスク、悪質クレーマーリ

スクを論じている。

本書の執筆陣は、東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会または弁護

士業務妨害対策特別委員会に所属する弁護士であり、日頃から、弁護士会活

動を通じてこれらのリスク対策に、弁護士の中では最も精通した者ぞろいで

ある。そうした執筆陣がそろったうえで、本書執筆にあたっては、第一原稿

こそ手分けして⚑人ひとりが執筆したものの、これをもとにして全稿を皆で

協議している。したがって、本書は、執筆者全員の真の意味での合作である。

また、本書では、反社勢力リスク、悪質クレーマーリスクを論じる際に、

これまで避けられてきた論点、書きにくい論点にも積極的に挑戦し、執筆陣
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で⚑つの結論を出したことが特色である。たとえば、「顧客から、会社の商

品に対するクレームを述べる電話があった場合に、この会話を無断録音して

もよいかどうか」などの問題である。このような個所については、さらに読

者の皆様のご意見、ご批判を待ちたいと思う。

本書が、市民社会や企業活動の安心・安全のために、いささかなりともお

役に立てることができれば望外の幸せである。

最後に、企業においてリスク管理が極めて重要であるとの認識のもとに私

たち執筆陣に本書の企画、出版の機会を与えてくださった民事法研究会の田

口信義社長および編集担当として精力的に執筆陣を支えてくださった雪野奈

美さんには心からお礼を申し上げたい。

平成30年⚙月吉日

執筆者代表 弁護士 藤 川 元
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⚙ 従業員が犯した些細なミスに対してパワハラまがいの
罵詈雑言をあびせ、土下座まで要求する顧客にどう対
応すべきか

事 例 当社はレストランを経営していますが、ウェイトレスの

手元が滑り、料理をテーブルの上にこぼしてしまいました。

幸いお客様の着衣を汚すことはありませんでしたので、すぐに不手際を

謝罪し、新しく料理を作り直す旨を伝えましたが、腹を立てたお客様が

ウェイトレスに対して大声でパワハラまがいの罵詈雑言をあびせたうえ、

土下座をして謝れと要求してきました。いくら丁寧に謝っても許してく

れないお客様に対して、どのように対処すればよいのでしょうか。

【ポイント】
⚑ 仮に、店員や従業員に非がある場合であっても、土下座をする必要は

なく、また、すべきでもない。

⚒ 相応の謝罪をしてもなおも土下座を要求する客に対しては、警察に通

報すべきである。

解 説 ⚑ 謝罪のポイントと対応策

近時、クレーマーが衣料品店、ボーリング場やコンビニ

エンスストアにおいて、店員に土下座を強要し、一部ではクレーマー自身が、

店員が土下座する姿を撮影し、インターネット上に掲載をしたという事例が

報道された。

ある労働組合が行ったアンケート
⚑
では、接客対応をしている流通サービス

業従業員約⚕万人中、⚓万6002人が暴言等の迷惑行為・不当クレームを経験

し、内1580件もの土下座強要事案があった。迷惑行為・不当クレームに対応

した約⚙割がストレスを抱え、317人が精神疾患を発症したとのデータもあ

⚑ 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合ホームページ、UAゼンセン流通部調査「〔速
報版〕悪質クレーム対策（迷惑行為）アンケート調査結果（2017年10月）」⚕頁。
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る。

このような現実を受け、厚生労働省が顧客からの不当クレームの対策の検

討に着手したとの報道もなされている。

土下座を要求するクレーマーは珍しいものとはいえず、対策が必要である。

後に説明するように、土下座を強要するクレーマーの行為は、民事上は不

法行為、刑事上は強要罪等の犯罪を構成しうるものであり、店員は民事上・

刑事上の被害者である。土下座の要求に応じる必要はなく、してはならない。

土下座を要求するクレームは他の不当クレーム同様、あらかじめ対応を

ルール化しておき、複数で対応、証拠保全をし、謝罪は店員の落ち度ある部

分に限定してなすなどすべきである。

もっとも、複数対応については、その対応者の⚑名以上がクレーマー対策

に相当長じていなければ、有効な対策として機能せず、かえって被害を受け

る店員が増えることがある。後述する事例においては、対応した⚒名以上の

店員が土下座をさせられている。むしろ店員のうち⚑名が警察に連絡したほ

うが対策として有効である場合がある。

証拠保全については、クレーマーとのやり取りが店舗の防犯カメラにより

撮影されていれば、それがその⚑つである。防犯カメラは、コンビニエンス

ストアなどの店舗等、万引きや強盗等の犯罪の防止・証拠保全の必要性・相

当性がある場所に設置されているが、飲食店においても、たとえば、深夜営

業を少数で行う店舗において導入されている例がある。

さらにいえば、脅迫を受け強要・恐喝された、あるいは退去を求めたが応

じなかったなどの事実は、発言の有無・内容も重要であり、音声を録音する

ことが望ましい。本事例のごとき状況に臨場する店員は、客がクレーマーと

なりそうと予見された段階から、IC レコーダー等によって、やりとりを録

音すべきである。この際、クレーマーの承諾を得ることなく、無断で密かに

録音をすることも許されると解する（無断録音につき本章⚑⨔参照）。

相応の謝罪をしたとしても、クレーマーがおさまらず、罵詈雑言を続け、

土下座を強要する場合、それ以上の謝罪や説明をして解決しようするのでは

なく、「ご不満のことについて、私共ができる謝罪は以上がすべてです。他

のお客様へのご迷惑や、私共の仕事にも支障がでますので、お引き取りくだ
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さい。お引き取りいただけない場合には、警察を呼ばせていただくことにな

ります」旨を告げ、なおもクレーマーが退去しない場合、後述する犯罪が現

に行われているとして、警察に通報をし、警察官による警告や逮捕を求める

べきである。むろん、緊急性がある場合には、この告知をすることなく警察

に通報してよい。

クレーマーが警察への通報を妨害するならば、防犯ブザーを押す、他の店

員、他の客にこれを求める、それらもできない場合、店舗外に出て警察に駆

け込むか、誰かに警察を呼んでほしいと助けを求めるべきである。

土下座を要求するクレーマーは、自らの加害行為をインターネットに掲載

する者があるように、少なくとも行為時には自己の行為に非があるものと考

えず、人格障害など何らかの精神疾患が疑われ、あるいは、謝罪以上の不当

な利得を求めようとしているのだから、合理的な謝罪・説得に納得すること

はない。被害を回避するには、警察の対応を求めることが最善であると考え

る。

そして、罵詈雑言を加え土下座を要求された店員は、相当のストレスを感

じ困惑しているであろうから、上記の対応は、現場の判断に委ねるのではな

く、店舗や社内においてこれらをあらかじめルール化して、店員において

ルールに沿って実行すべきである。

以下では、本事案類型におけるクレーマーの法的責任を、近時の裁判例と

もに説明する。本事例のようなクレーマーの言動は違法である。

⚒ 民事上の責任

クレーマーの本事例の行為は、店員に対する不法行為、店舗の営業が害さ

れるに至れば店舗に対する不法行為となりうる。

前者に関し、東京地判平成28・11・10LLI/DB 判例秘書登載の事例がある。

すなわち、スーパーマーケットにおいて、常連客と店員が商品の陳列の仕

方について言い争いをし、店員が客に「帰れ」と怒鳴って追い返した。後日、

怒鳴って追い返したことについて、店員から客への謝罪の場が設けられたが、

かえって店員は謝罪をせず、警察を呼んだ。そのため、客が怒り強い口調で、

「俺は客なんだよ」、「警察官なんて呼んで、お前自分が正しいと思ってんの」
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と文句を言い、警察が来ても、店員に対し「なんでてめえなんかに対して謝

らなきゃいけないと思ってるんだろ、てめえ」、「謝って済むことじゃねえ

か」、「お客さんに喜んでもらうのが仕事だろう」、「この仕事辞めろよ」と少

し声を荒げて文句を言い続け、店員を両手で押しのけ、「てめえ、いい加減

にしろよ」と声を荒げたり、「馬鹿かお前は」と罵倒したり、「悪いこと言っ

たなとは思わなかったのかよ」、「なんでマネージャーが頭下げないといけな

いんだよ」、「土下座しろよ」などと10分以上にわたり文句を言ったりして謝

罪を求めた。

店員は、客の行為が不法行為であるとして、損害賠償の訴えを起こし、⚑

審で勝訴した。

控訴審裁判所も、客の行為を全く理解できないものではないとしつつも、

私生活上の受忍限度を超えた行為と言わざるを得ないとし、客のこれらの発

言が10分以上繰り返されていること、声を荒げて店員を罵倒し土下座を要求

していること、店員を両手で押しのけたことを評価して、慰謝料を認めた⚑

審判決を維持した。

本裁判例は、店員に落ち度があったとしても、土下座の要求等が不法行為

に該当するとして、店員からの慰謝料の請求を認めたものである。

⚓ 刑事上の責任の検討

本事例のクレーマーの行為や、これに関連し、以下のような犯罪が成立す

る可能性がある。

⑴ 脅迫罪（刑法222条）

クレーマーが店員の生命・身体等に害悪を加える旨を告知すれば脅迫罪が

成立する。仮に店員が土下座等を強いられるに至らずとも、同罪あるいは強

要未遂罪となる。

⑵ 強要罪（刑法223条）

暴行または脅迫して、土下座など義務なきことを行わせれば強要罪が成立

する。

大津地判平成27・⚓・18（LLI/DB 判例秘書登載）は、深夜のボーリング場

で、店員が未成年者の年齢確認を求めたところ、一緒に来ていた成年者であ
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る被告人が、接客態度が悪いとして因縁を付け、手に持った財布を店員の顔

に近付け振りながら、「なんで今さら言ってくるねん」、「未成年やってわ

かってたやろ」、「わかってて受付をしたんやろ」、「土下座して謝れ」、「土下

座せえへんのやったら、店のもん壊したろか」、「めちゃくちゃにしたるで」

などと怒鳴りつけ、未成年者の客は「はよやりぃさ」などと言い、店員に土

下座させ謝罪させたとして、強要罪の成立を認めた事例である。

⑶ 恐喝罪（刑法249条）

暴行または脅迫によって人を畏怖させ財物を交付させれば恐喝罪（同条⚑

項）が、代金の全部または一部の請求を一時断念させるなど、不法の利益を

得た場合には、恐喝利得罪（同条⚒項）が成立する。

大阪地判平成26・11・20（LLI/DB 判例秘書登載）は、⚔名が共謀して、夜

のコンビニエンスストアにおいて、店員と経営者に「誰に口聞いてるんや。

われ」「お前殴るで」、「ファミマに車突っ込む言うてるで」、「手ぶらで行き

まんのか、おたく、謝りに行く時」、「これやて、タバコ」、「潰してしまい

や」、「お前ら、何時間な、ここおらす気やねん」、「⚓カートンずつ持っとい

で。早よ」などと言って、タバコ⚖カートンを脅し取ったとして、恐喝罪の

成立が認められた事例である。

また、判示されていないが、報道によれば、当該加害者らは⚓名の店員ら

に土下座をさせ、その姿を動画で撮影し、動画投稿サイトに掲載した。

⑷ 名誉毀損罪（刑法230条⚑項）

店員の姿をインターネット等で公表し、店員の名誉を棄損すれば、名誉毀

損罪が成立する。

衣料品店で、顧客が、購入した商品が不良品であるとクレームをつけて店

員⚒名を土下座させ、土下座する店員の写真をツイッターに掲載したことを

もって名誉毀損罪の成立が認められ有罪とされた事例がある。

⑸ 威力業務妨害罪（刑法234条）

罵詈雑言・土下座の要求等の暴行・脅迫により、店舗の業務が害されるに

至れば、店舗に対する威力業務妨害罪が成立する。

⑹ 不退去罪（刑法130条後段）

退去の要求を受けたにもかかわらず、正当な理由なく店舗から退去しなけ
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れば、不退去罪が成立する。

⑺ その他

本事例の言動を超えて、クレーマーが店員を突き飛ばすなど、身体への有

形力の行使をすれば暴行罪（刑法202条）が成立する。

●弁護士からのアドバイス●

自らの犯罪行為を、インターネットにあげるようなクレーマーもおり、

土下座を要求する者に対し、いかなる誠意を尽くしても理解を得られる

可能性は少なく、警察に通報するなり被害届（【書式10】）を出すなどす

べきである。強要罪等といえるか判然とせずとも、退去を求め、退去し

なければ、少なくとも不退去罪は問いうる。

クレーマーが、店員の謝罪・説得や警察の臨場により退去した後も、

来店・電話等によりクレームを継続する場合には、警察への被害届、弁

護士による警告の他、仮処分・本案訴訟・被害届の提出・刑事告訴等
（【書式11】）の法的手続をとることもできるので、弁護士に相談された

い（第⚒部第⚑章⚑⨔、本項⨚参照）。

【書式10】 土下座強要に対する被害届

被 害 届

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇警察署長 殿

〒〇〇〇－〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話 〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇

届出人 〇〇 〇〇 ㊞

次の通り、強要被害がありましたからお届けします。

第⚑ 被害者の住所、職業、氏名、年齢
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⚔ 日常生活における反社
との付き合い方

⚑ 暴力団員への飲食料品の販売は問題ないか

事 例 当社の取引先であるコンビニエンスストアの運営会社か

ら、「暴力団員が昼食時にコンビニに弁当や飲み物を毎日

のように買いに来るのですが、これは断るべきなのでしょうか」と相談

を受けました。

どのように教えてあげたらよいでしょうか。

【ポイント】
⚑ 暴力団排除条例では、事業者による暴力団員に対する利益供与が禁止

されており、当該利益供与に該当しないか検討する必要がある。

⚒ 単に暴力団員が自ら費消するために弁当や飲み物を⚑人分買っていく

だけであれば利益供与には該当しないと考えられるが、その数量や購入

目的によっては禁止された利益供与に該当する可能性がある。

⚓ 現状では、購入希望者の属性や購入目的を確認することは困難であり、

疑わしい場合に積極的に販売を拒絶することを現場の店員に求めること

は酷である。

⚔ しかし、利益供与にあたるケースについて見て見ぬふりをしてはなら

ないのであって、そのためにはコンビニ業界を中心とした社会の幅広い

層の協力体制が構築されなければならない。

解 説 ⚑ 利益供与の禁止

本事例は、コンビニエンスストアの運営会社である事業

者が、暴力団員に対して物品を販売する場面である。

⚔ 日常生活における反社との付き合い方 ⨎
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このような事業者による暴力団員等への物品等の提供に関連して、平成23

年10月までに全国の都道府県で施行された暴力団排除条例では、事業者によ

る暴力団員等に対する利益供与が禁止されている。たとえば、東京都暴力団

排除条例（以下、「都条例」という）24条⚓項は、次のように規定している。

（事業者の規制対象者等に対する利益供与の禁止等）

第24条

⚑～⚒ （略）

⚓ 事業者は、第⚑項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力

団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を

知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与

をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契

約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、

この限りでない。

本事例は、「事業者」であるコンビニエンスストアが、飲食料品の販売と

いう「その行う事業に関し」、暴力団員という「規制対象者」に対して、弁

当や飲み物を提供する場面である。そこで、これを行うにあたっては、上記

条項で禁止された「利益供与」に該当しないかを検討する必要があることに

なる。

なお、事業者が上記の利益供与禁止に違反した場合には、公安委員会から

勧告を受ける可能性があり（都条例27条）、勧告を受けたにもかかわらず不当

な利益供与を続ける場合には、その旨を公表される可能性もあるため（都条

例29条⚑項⚕号）、注意が必要である。

⚒ 利益供与該当性の判断

⑴ 利益供与とは

では、どのような行為が「利益供与」に該当するのであろうか。

この点、都条例では、「利益供与」とは「金品その他の財産上の利益を供

与すること」をいうとされており（都条例⚒条⚕号ホ）、たとえば、事業者が
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商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合で

あっても該当するとされている（警視庁「東京都暴力団排除条例 Q&A」Ｑ11）。

したがって、無償や特に有利な価格で販売等する場合でないとしても、財

産上の利益を移転するすべての場合について、形式的には「利益供与」に該

当することになる点に留意が必要である。

しかし、都条例24条⚓項で禁止される「利益供与」は、あくまでも「暴力

団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知っ

て」行われる場合に限られている。

そこで、実際の取引場面においては、「暴力団の活動を助長し、又は暴力

団の運営に資することとなることの情を知って」行われたか否かが問題とな

り、①提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する

こととなること」にならない場合や、②提供した利益が「暴力団の活動を助

長し、又は暴力団の運営に資することとなること」を知らなかった場合には、

当該条例で規制される「利益供与」には該当しないことになる。

なお、本条項は、事業者による暴力団との関係遮断の機会を提供・後押し

するもので、単に事業者の行為を違法化することが目的ではないことから、

「情を知って」行われたといえるためには、確定的な認識が必要であると考

えられている（犬塚浩＝加藤公司＝尾﨑毅編著『暴力団排除条例と実務対応』73

頁）。

⑵ 利益供与の判断基準

では、条例で禁止された「利益供与」に該当するか否かをどのように判断

すべきか。これには、明確な基準が設けられているわけではない。

この点の考え方としては、当該取引等によって反社会的勢力が得る利益の

内容・程度等と当該取引等による反社会的勢力排除の効果の有無・程度等を

勘案し、社会通念に従って判断するとする考え方（長崎県弁護士会民事介入暴

力被害者救済センター運営委員会編『Q&A企業のための反社会的勢力排除実践マ

ニュアル』29頁）や、取引の相手方と暴力団との関係の濃密さ、取引により

提供される利益の内容、規模や継続性などの事情から、その取引が暴力団の

活動を助長したり、その運営に資することになるか否かを個別具体的に検討

して判断するとする考え方（虎門中央法律事務所編『暴力団排除条例で変わる
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市民生活』10頁）などがあり、参考になる。

⚓ 事例の検討（暴力団員への飲食料品販売の可否・当否）

上記のとおり、本事例のように、コンビニエンスストアが弁当や飲み物を

暴力団員に販売する行為は、形式的には「利益供与」に該当するといえるか

ら、条例上禁止された利益供与に該当するか否かは、つまるところ、「暴力

団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知っ

て」なされたものであるか、の問題になる。

そこで、上記⚒⑵の判断基準を参考に、典型的な次の⚒つの場面を想定し

てみたい。

⑴ 暴力団員に対して弁当と飲み物を⚑個ずつ提供するような場合

たとえば、暴力団員に対して、弁当と飲み物を⚑個ずつ提供するような場

面であれば、それは、単に暴力団員個人の日常生活に必要な物資（しかも、

費消した瞬間に利益が消滅するもの）を提供するにとどまり、販売相手である

暴力団員の単なる個人消費を超えて、暴力団組織の活動や運営の手助けとな

ることは通常ないと考えられる。したがって、一般的には、条例で禁止され

た利益供与に該当することにはならないと考えられる。

この点、警視庁の「東京都暴力団排除条例 Q&A」Ｑ13でも、「コンビニ

エンスストアなどの小売店が、暴力団員に対して日常生活に必要な物品を販

売する行為」は、提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運

営に資することとなること」にならない場合の例としてあげられているが、

これは同様の認識に立ったものと思われる。

なお、同じ⚑個の弁当の提供であっても、近隣に存在する暴力団事務所に

住み込んでおり、当該事務所で電話番をしている暴力団員が毎日自分で費消

するために弁当を⚑個買いに来る場合にまで、同様に利益供与に該当しない

といえるかは疑問がなくもない。しかし、どこに住み何をしていようと人間

が生きていくためには食事をしなければならないことに変わりはない。また、

一個人の暴力団員に対する⚑個の弁当の提供は、利益の内容・程度が小さく、

当該取引が暴力団組織の活動や運営の手助けとなる関係も極めて小さくかつ

間接的である。したがって、たとえそのような事情があったとしても、条例
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で禁止された利益供与に該当することにはならないと考えてよいと思われる。

⑵ 暴力団員が購入しようとする個数が極端に多い場合

では、反対に、たとえば、暴力団員が数十個もの弁当を一度に購入してい

く場合や、飲み物（水）を何ダースもまとめて大量に注文するような場合は

どうであろうか。

このような場合、買いに来た当該暴力団員が個人的に消費できる量を超え

ていることは明らかであり（その意味で、利益の程度・規模は大きいといえる）、

仮に暴力団事務所での会合などに利用されたり、転売して利益を得るために

利用されたりするのであれば、当該物品の提供は、まさに「暴力団の活動を

助長し、又は暴力団の運営に資する」ことになる。

実際には、暴力団員側がどのような意図や目的で購入しようとしているか

を販売する店舗が事前に知ること（すなわち、条例上の「暴力団の活動を助長

し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って」いること）は容易

ではないが、仮に、そのような暴力団員側の意図を知りながらあえて販売す

る場合には、条例で禁止された利益供与に該当することになり、当該販売行

為は許されないことになろう。

⚔ 実際の現場での対応

では、実際の現場ではどのように対応すべきか。

一般的には、上記⚓のような結論になると思われるが、理屈としては理解

できても、実際の現場でどのように対応すべきか、その判断は必ずしも容易

ではない。この点、実際の現場での体制整備やそのための議論もあまり進ん

でいないのではないかと思われる。

⑴ 購入希望者の属性を確認すべきか

暴力団の存在が潜在化している今日では、弁当を手に取ってレジに現れた

購入希望者が、そもそも暴力団員であるか否かを判断することは容易ではな

い。では、そのような場合であっても、暴力団員に対する利益供与の可能性

があるとして、常に相手方が暴力団員であるか否かを確認すべきか。

この点、警視庁は、「事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動

を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合に
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は、当該事業に係る契約の相手方……が暴力団関係者でないことを確認する

よう努めるものとする」と定める都条例18条⚑項について、「この規定につ

いては、努力義務規定であり、たとえば、スーパーやコンビニで日用品を売

買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような

場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありませ

ん」と回答している（警視庁「東京都暴力団排除条例 Q&A」Ｑ⚑）。これに照

らせば、常に相手方が暴力団員であるか否かを確認することまでは求められ

ていないといってよいであろう。

⑵ 購入目的や使途を確認すべきか

次に、相手方の属性以外に、当該販売行為が「暴力団の活動を助長し、又

は暴力団の運営に資することとなる」か否かを確認するために、購入希望者

に対して購入の目的や使途を積極的に確認すべきか。

身分確認同様に、コンビニでは、購入目的や使途を確認しないことが一般

的であることに照らせば、これらを積極的に確認することまでも求められて

いるとはいえないであろう。

⑶ 疑わしい場合には積極的に販売を拒絶すべきか

また、「契約自由の原則」を盾に、疑わしい場合には販売を積極的に拒絶

すべきかも問題となり得る。しかし、実務上、購入希望者がレジに持ってき

た物品の販売を断ることなど通常想定されていないと考えられ、現場で販売

を拒絶することを店員に強いることは現実的ではない。

さらには、上記⚓で検討したような販売の個数に問題を絞ってみても、何

個までなら利益供与に該当しないかという明確な線引きをすることはおよそ

不可能であって、アルバイト店員が夜間に⚑人で対応することも多い実際の

コンビニエンスストアの物品販売の現場で、当該店員に利益供与に該当する

か否かを判断させ、場合によっては販売を拒絶させることなど、現実的では

ない。場合によっては、当該店員の身に危険が及ぶ場面が発生しないとも限

らない。

誰でも自由に立ち入ることのできる店舗において、対面で即時の売買が大

量かつ画一的に繰り返されるコンビニエンスストアの現場においては、現状

の販売システムや取引の慣例等に照らせば、相手方が暴力団員であり、購入
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する暴力団員側の購入目的や使途を事前に知ったうえで、当該販売行為が

「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる」ことを確

定的に認識した状態で売買を行うことは通常考えられない。そこで、条例で

禁止された利益供与に該当するとして販売を拒絶しなければならない場面は

通常は考えられず、拒絶することまで当然に求められているものではないと

考えてよいのではないか。

⚕ 今後の課題

とはいえ、コンビニエンスストアでの販売であれ、上記のとおり条例で禁

止された利益供与に該当する場合があることは否定できないところである。

現状では、現場での無理な対応は求められていないであろう。しかし、暴力

団排除条例の趣旨を実現しようとするならば、現場任せにせず、また、現場

に過度な負担をかけないよう、コンビニエンスストアの本社（運営本部）が

統一的な社内方針を決定する必要がある。ただ、そのためには、⚑社だけで

はなく、業界全体が暴力団排除に積極的な意思を固めた上で、警察、弁護士、

暴力追放運動推進センターを含む幅広い人々や機関と協力する体制を構築す

る必要があろう。たかがコンビニの弁当、などと侮ってはならない。本気で

暴力団排除条例の趣旨を実現しようとするならば、人任せにせず、社会全体

がそれぞれの立場に応じた協力を惜しんではならないと考える。

●弁護士からのアドバイス●

一般消費者に対する小口の小売りの場面は、通常条例違反を問われる

ような場面にはなく、現状、積極的な対応まで求められているとはいえ

ないかもしれないが（そのため、あまり議論が進んでいないと思われる）、

今後は、業界全体で議論を進めていくことも検討すべきように思われる。

また、上記⚓で取り上げたような大量購入の場合は、事前に注文が入

る場合が多いと思われるが、電話の自動音声対応で、暴力団関係者から

の注文は受け付けない旨の音声を初めに流すことで、一定の抑止効果を

狙う取組みをすることも検討されてもよいかもしれない。
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