
佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例((仮称）仮称）  
（案）（案）  

概概  要要

平成２３年７月１５日

※

 

条例（仮称）（案）については検討中であり、今後変更する場合があります。

佐賀県警察本部

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
はじめに
　「佐賀県暴力団排除条例（仮称）の制定に向けて」
　　（別添のとおり）




〔 目 的 〕
県民の平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与するため、暴力団排除の基本理念や
県等の責務、暴力団排除のための必要事項を定めて、社会全体での暴力団の排除を推進する。

・県の事務事業における措置

 

・県民等に対する支援

 

・暴力団排除アドバイザーによる助言
・暴力団からの離脱を促進するための措置

 

・市町への協力

 

・広報及び啓発
・警察による保護措置

 

・公の施設の暴力団の利用制限

〔

 

基本理念

 

〕
「暴力団を恐れない」

 

「暴力団に資金を提供しない」

 

「暴力団を利用しない」
＋

「暴力団事務所を開設させない」

県、市町、県民、事業者及び関係機関等が相互に連携、協力

暴力団排除活動に関する基本施策

・民間からの契約の排除
・利益供与の禁止

暴力団員等に対する利益供与の禁止等

・暴力団等が利益の供与を受けることの禁止

暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止

・不動産の譲渡等をしようとする者の責務
・不動産の譲渡等の代理等をする者の責務

不動産の譲渡等をしようとする者等の講ずべき措置

・青少年に対する教育等のための措置

 

・通報その他の措置

 

・情報提供その他支援
・暴力団員による青少年への禁止事項

青少年の健全な育成を図るための措置

・特定の施設(※)の周囲200m以内
・都市計画法に規定する住居専用地域等

罰 則 （1年以下の懲役又は50万円以下の罰金）

暴力団事務所の開設及び運営の禁止

中止命令

 

（中止命令違反者には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金）

勧告

公表

調査

契約から排除

※

 

学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　条例（案）の内容についてですが、大きく分けますと
　○　総則として目的や基本理念
　○　暴力団排除活動に関する基本的施策
　○　青少年の健全な育成を図るための措置等
　○　暴力団事務所の開設又は運営の禁止
　○　暴力団員等に対する利益供与の禁止等
　○　暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等
　○　不動産の譲渡等をしようとする者等の講ずべき措置等
などからなっており、悪質なものについては、罰則も設けております。
　暴力団対策については、平成20年発覚のみやき町の元保養施設への道仁会進出阻止事案等が契機となって、それまでの「警察対暴力団」という構図が「社会対暴力団」という構図に転換を図り、様々な機関等と連携を強化することで、社会全体で暴力団を孤立させるという取組みを行うようになり、本条例はそれらの取組みを網羅的に組み込んだものとなっています。
　この表中及び以下説明します各項目ごとに番号を入れておりますが、これは以下の説明がこの表中のどの項目に関連する説明であるものかが分かるように番号を入れております。ご確認ください。




県民

県民の安全で平穏な
生活の確保

社会経済活動の
健全な発展

県
連
携

連
携

社会ｖｓ暴力団

連携

事業者

排除 排除

○
 

条例の目的

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１の【条例の目的】ですが、
　県、県民、事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としており、これまでの「警察対暴力団」という構図から、「社会対暴力団」という構図へ転換を図るなど、関係機関・団体等との連携を一層強化し、社会全体で暴力団を孤立化させる取り組みを目指しています。




○  基本理念

条例の基本理念

暴力団を恐れない
暴力団に資金を提供しない
暴力団を利用しない
暴力団事務所を開設させない

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２のこの条例の【基本理念】には
　暴力団排除・暴力団追放のいわゆる「三ない運動」として広く普及している
　　「暴力団を恐れない」　
　　「暴力団に資金を提供しない」
　　「暴力団を利用しない」
　に、暴力団の活動の拠点である
　　「暴力団事務所を開設させない」
を加え、
　　「暴力団三ない運動」プラス１
　として４本柱を掲げています。　




○
 

暴力団排除のための基本的な施策

暴力団を弱体化させるための施策
・県の事務事業等からの暴力団排除

・公の施設の暴力団の利用制限

・暴力団員の離脱促進

暴力団排除活動を推進するための施策
・市町県民等への支援

・暴力団排除アドバイザーの設置

・広報及び啓発

・警察による保護措置

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　続きまして３の【暴力団排除のための基本的な施策】であります。まず、暴力団を弱体化させるための施策として、
　暴力団の排除を率先して行うべき県の責任を明らかにした
　　　○　県の事務事業からの暴力団排除
公の施設において、暴力団の運営に資する又は暴力団の活動を助長する場合には施設の使用を認めないとした
　　　○　公の施設の暴力団の利用制限
さらには、暴力団員一人ひとりを暴力団組織から着実に離脱させ、暴力団を人的に切り崩していく
　　　○　暴力団の離脱促進
を掲げています。
　続いて暴力団排除活動を推進するための施策です。
　県が暴力団排除に関する情報提供などの必要な支援を行うことを規定した
　　　○　市町・県民等への支援
公安委員会が、暴力団排除について専門的な知識及び経験を有する者に、指導・助言の業務を行わせることを規定した
　　　○　暴力団排除アドバイザーの設置
県民等の暴力団排除の重要性についての理解を深め、暴排気運を醸成するために規定した
　　　○　広報及び啓発
　最後に暴力団から危害を加えられるおそれがある者について、警察が積極的に保護措置を実施することを明文化した
　　　○　警察による保護措置
を基本的施策として掲げています。




青少年に対する教育等の措置

青少年の育成に携わる者への
 情報の提供等の支援

青少年が
・

 
暴力団に加入しないため

・

 
暴力団の被害にあわないため

県
県民等に対し、情報の提供、

 相談等の支援

はいっ！
暴力団は決して
許されない反社
会集団です。

青少年が
・

 
暴力団に加入し

ないため
・

 
暴力団の被害に

あわないため
青少年の育成者

県

職員の派遣・情報の提供

学校等において必要教育が

 行われるよう必要な措置

助言・指導等必要な措置

○
 

青少年の健全な育成を図るための措置

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして４の【青少年の健全な育成を図るための措置】についてであります。
その①の【青少年に対する教育等の措置】についてですが、
　暴力団は社会に悪影響を与える存在でありますが、暴力団専門誌や暴力団員を主人公とした映画等が多数存在するなど、一部では暴力団を美化する風潮があるのが現実であり、それらの影響を受けやすい青少年に対し、暴力団の真の実態等を理解させることにより、暴力団に対する誤った認識を払拭させ、暴力団犯罪に巻き込まれたり、又は暴力団に加入したりすることを防止する必要があります。
　また、青少年に対する教育を推進することは、将来における暴力団加入者を減少させ、暴力団組織の弱体化に導くことや、青少年の福祉を害する犯罪実態を正しく認識させ暴力団が資金獲得のために介在する犯罪から青少年を守るため極めて重要な施策であると考えております。

次にその④として【青少年の育成に携わる者への情報の提供等の支援】ですが
　これは、県が県民及び事業者に対して行う支援を規定したものであり、例えば、暴力団員等の行為による少年の被害防止や、少年の暴力団への加入防止等のため、暴力団の活動実態を県民に提供したり、県民や事業者が講ずべき適切な措置を実効するための啓発など支援の全てをいいます。




暴力団員は，正当な理由がある場合を除き，自己が活動の拠点と

 する暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。

①違反に対しては①違反に対しては

 中止命令を発出！中止命令を発出！

●▲組

②中止命令違反に②中止命令違反に
対対

 
しては罰則を適用しては罰則を適用

罰則：命令違反
６月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止

正当な理由・・・緊急避難、宅配等の正当業務行為

立ち入らせ

招き入れる 立ち入りを容認

連れ込む 留まることを容認

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
前後しますが、続いてその②として【青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止】についてです。
　暴力団員は正当な理由がある場合を除き、１８歳未満の青少年を暴力団組事務所に立ち入らせることを禁止し，違反した者には，中止命令が発出されます。この命令に違反した者は，６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科せられます。
　違反の形態としては，暴力団組員が青少年を暴力団事務所に連れ込む行為，招き入れる行為，事務所への立ち入り，あるいは留まることを容認する行為が考えられます。
　暴力団事務所の形態は，立ち入った青少年が組事務所であると認識できるものであれば良く，事前に組事務所であると認識しておく必要はありません。
　
ここでいう「正当な理由」とは
　暴力団員及び少年の双方の意思等に関係がなく、正当な業務等で暴力団事務所に出入りする場合をいい、例えば出前、新聞配達等の業務上の行為に加え、猛犬に追われて難を逃れるために暴力団事務所に立ち入る緊急避難行為等が挙げられます。





・学校
・児童福祉施設
・公民館

 
・図書館

・博物館等

周囲２００メートルの区域内において、暴力団事
 務所を開設及び運営してはならない。

２００
メートル

違反者は罰則

特定施設から一定区域内の事務所開設等禁止

特定施設

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

○
 

暴力団事務所の開設及び運営の禁止

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に５の【暴力団事務所の開設及び運営の禁止】についてであります。
　まずその①として【特定施設から一定区域内の事務所開設等禁止】です。
　暴力団事務所は、その存在自体が、そこに出入りする暴力団員の態度・動作から醸し出される雰囲気とあいまって、青少年の健全な育成に悪影響を与えるものであることから、地域の社会環境からの暴力団排除を徹底し、青少年のための良好な環境を確保するため、学校等の敷地の周囲２００メートルの区域内において暴力団事務所を開設又は運営することを規制するものであります。
　違反した者には、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科せられます。
　



特定地域での事務所開設及び運営の禁止

上記区域内において、暴力団事務所を開設及び
 運営してはならない。

特定地域
・第１種低層住居専用地域
・第２種低層住居専用地域
・第１種中高層住居専用地域
・第２種中高層住居専用地域
・第１種住居地域

 
・第２種住居地域

・準住居地域

違反者は勧告・公表・契約からの排除

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いてその②の【特定地域での事務所開設及び運営の禁止】です。
　当該規制する一定の住居地域が、都市計画法に基づいて都市計画区域として、良好な住居の環境を保護するために定めた地域等であり、将来にわたって住居のための用途地域として計画的に整備されることから、青少年を含む居住のための地域であって、このような地域内に暴力団事務所を開設・運営させることが、青少年の健全な育成に著しく悪影響を及ぼすことから規定したものです。




民間の契約からの排除

契約相手方が暴力団関係者でないかの確認

契約書にて契約解除の規定を定める

暴力団関係者と判明した場合、契約解除する

就任祝いの会場を
用意してくれ！

ご契約は
できません。

○
 

暴力団員等に対する利益供与の禁止等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて６の【暴力団員等に対する利益供与の禁止等】であります。
その①の【民間の契約からの排除】についてですが、
　これは、事業者が暴力団関係者と契約を行わないようにするため、
　　　○　暴力団関係者か否かの確認
　　　○　契約解除の規定を契約書に盛り込む
　　　○　暴力団関係者と判明した場合は契約解除
という努力義務を規定したものです。



暴力団への利益供与の禁止

暴力団が利益の供与を受けることの禁止

※違反行為は勧告→公表、契約からの排除

利益供与の禁止

暴力団組織の活動を助け、又は暴力団の

 運営に役立つ利益の供与

暴力団の活動・運営に協力する目的で相

 当の対償のない利益を供与

事業者

暴力団の威力を利用する目的で利益を

 供与

暴力団員等

暴力団員等が
指定した者

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　その②の【利益供与の禁止】です。
　多年にわたって各種施策を推進して暴力団対策を講じているにもかかわらず、暴力団が存在し続けるのは、暴力団に利益を供与したり、支援したりする者が存在することが一因でもあります。
　また、事業者が、自己の事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し利益を供与することは、事業の適性を害するものであって、暴力団の排除を県民や事業者が一体となって進めていくことへの裏切りともいえる行為であります。
　よって、暴力団を利用したり、協力するために資金等利益の供与を行う悪質な者に対して必要な規制をし、暴力団への資金等の流れを遮断することによって、暴力団排除を一層進めようとする趣旨で設けたものであります。



契約後に不動産が暴力団事

 務所として使用されると判明した

 場合、契約の解除や買戻しをする

 よう努める。

契約時に，
「不動産を暴力団事務所に使用し

 ない，使用が判明した場合の契約

 の解除や買戻し等ができる」
と定めるよう努める。

不動産を暴力団事務所として使用

 しないことを確認するよう努める。
暴力団事務所として使用されると

 認められるときは、不動産の譲渡

 や貸付の契約締結を禁止する。

条例で禁止されてい

 るので契約できませ

 ん！

暴力団事務所に使

 用しませんよね？

※違反者は勧告・公表・契約からの排除

契約書
●▲組

契約解除
します！

不動産の譲渡人等の講ずべき措置

○
 

不動産の譲渡等をしようとする者等の講ずべき措置

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に８の【不動産の譲渡者等の講ずべき措置】です。
　これは、不動産を売却しようとする者や不動産業者等に対して，暴力団の排除に資する適正な契約を締結する意識を促し，暴力団事務所の移設，新規開設を未然に防止することを目的としており、現行の「佐賀県暴力団事務所の開設の防止に関する条例」にも盛り込まれているものです。

　 具体的には、
　　　○　不動産の譲渡等の契約の相手方に対する利用目的の確認
　　　○　暴力団事務所に使用されると認められるときの不動産の譲渡等に係る契
　　　　約の禁止
　　　○　「不動産を暴力団事務所に使用してはならない又使用されたことがわか
　　　　った場合の契約の解除や買戻しができる」旨契約に定めること
　　　○　契約後に不動産が暴力団事務所に使用された場合は契約の解除または
　　　　不動産の買戻ができること
などを規定しています。



現在行っている取組み

県の事務及び事業における措置
県が実施する公共工事その他の県の事務又は事業

 
が暴力団を利することとならないように、県が必要な

 
措置を講ずることを規定し、暴力団の排除を率先して

 
行うべき県の責任を明らかにしたもの。

包括合意書

公の施設の暴力団の利用制限
暴力団員が県の公の施設を利用することにより暴力

 
団に利益をもたらすことがないよう、必要な措置を講じ

 
るものとして規定したもの。

公の施設の暴

 
排条項

不動産の譲渡等をしようとする者の責務
不動産の譲渡等に関する遵守事項を規定したもの。

不動産の譲渡等の代理等をする者の責務
不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者の責務を

 
定めるとともに、不動産が暴力団事務所の用に供され

 
ることとなると認められるときは、当該譲渡等に係る契

 
約の代理または媒介をすることを禁止することを規定

 
したもの。

佐賀県暴力団

 
事務所等の開

 
設の防止に関

 
する条例

勧告

公表

調査

契約から排除

民間の契約からの排除
事業者が、その事業に伴い行う契約に関して、暴力

 
団関係者との契約を行わないようにするため、必要な

 
措置を講ずるよう努めることを規定したもの。

各業界団体等

 
の暴排条項

条 例 案

現在行っている取組みを条例化するもの

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現在行っている取組ですが、佐賀県では、現在「佐賀県と佐賀県警察本部の包括合意書」、「公の施設からの暴排条項」、「各業界団体等の暴排条項」と「佐賀県暴力団事務所の開設の防止に関する条例」等により、暴力団排除を推進しておりますが、今回の暴力団排除条例の制定におきましては、
　○　「佐賀県と佐賀県警察本部の包括合意書」については「県の事務及び事業
　　　における措置」
　○　「公の施設からの暴排条項」については「公の施設の暴力団の利用制限」
　○　「各業界団体等の暴排条項」については「民間の契約からの排除」
　○　「佐賀県暴力団事務所の開設の防止に関する条例」については「不動産の
　　　譲渡等をしようとする者の責務」「不動産の譲渡等の代理等をする者の責
　　　務」
など現在個々に行っている取り組みについても、本条例内に全て明文化しております。



（都市計画法に規定する住居専用地域等）

青少年の健全な育成の観点から、多数の青少年が

 
居住する住居専用地域等における暴力団事務所の開

 
設又は運営を禁止することを規定したもの。

暴力団事務所の開設及び運営の禁止
（特定の施設の周囲200M）

青少年の健全育成に資する環境を整備するために、

 
学校、図書館、児童福祉施設等の敷地の周囲200Mの

 
区域内における暴力団員による暴力団事務所の開設

 
又は運営を禁止することを規定したもの。

利益の供与の禁止
事業者が行う暴力団員等又は暴力団員等が指定し

 
た者への利益供与を禁止することを規定したもの

暴力団員等が金品等の供与を受けること等の禁止
暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から利益

 
供与を受けること等を禁止することを規定したもの。

暴力団員による青少年への禁止事項
青少年健全育成等の見地から、暴力団事務所への

 
青少年を立ち入らせることを禁止したもの。

中
止
命
令

罰 則

6月以下の懲

 
役又は50万円

 
以下の罰金

罰 則

1年以下の懲

 
役又は50万円

 
以下の罰金

勧告

公表

調査

契約から排除

条 例 案

新しい取組み

条例により新たな取組みを行うもの

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新しい取組みといたしまして、
　暴力団事務所への青少年を立ち入らせることを禁止した
　　　○　暴力団員による青少年への禁止事項
　特定の施設２００メートルの区域内における暴力団員による暴力団事務所の開設又は運営を禁止することを規定した
　　　○　暴力団事務所の開設及び運営の禁止
　更に、多数の青少年が居住する一定区域内における暴力団事務所の開設又は運営を禁止することを規定した、
　　　○　特定地域での事務所開設及び運営の禁止
　事業者が行う暴力団員等又は暴力団員等が指定した者への利益供与を禁止することを規定した
　　　○　利益の供与の禁止
　暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から利益供与を受けること等を禁止することを規定した
　　　○　暴力団員等が金品等の供与を受けること等の禁止
等を盛り込み、悪質なものについては罰則も設けています。



