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埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例    QQQQ＆＆＆＆AAAA    

 

ＱＱＱＱ1111    何何何何のためにのためにのためにのために，，，，埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例はははは制定制定制定制定されたのですかされたのですかされたのですかされたのですか？？？？    

Ａ 暴力団対策法等が施行され，暴力団に対する厳しい取締りがなされていますが，

暴力団構成員等の人数は横ばい状況であり，依然市民に対する重大な脅威となっ

ています（平成２３年末現在，全国では，六代目山口組，住吉会，稲川会等の暴

力団構成員・準構成員数は７万０３００人，埼玉県では,２７９０人を数えます）。

暴力団のこのような状況は，暴力団を美化し，あるいは必要悪などとしてこれを

容認する社会環境が存在するためです。暴力団を壊滅に追い込むためには，地域

住民や事業者が各地の実情に応じ，暴力団排除意識を高め，一体となって暴力団

との関係を遮断し，暴力団を市民社会から排除する必要があります。そして，そ

の要請に応えたのが暴力団排除条例です。 

この暴力団排除条例は，地域住民や事業者等に暴力団との関係遮断を要請する

ものであり，地域住民や事業者等を規制の対象としますが，他面，この暴力団排

除条例は，地域住民や事業者等が暴力団からの不当要求を断る際の有力な武器

（口実）になるというメリットがあることも忘れてはならないでしょう（「あな

たにお金を払うと，当方が警察から制裁を受けることになってしまいます！」と

言って，みかじめ料等の要求を拒否することができる）。 

 

ＱＱＱＱ2222    暴力団暴力団暴力団暴力団はははは強気強気強気強気をくじきをくじきをくじきをくじき弱気弱気弱気弱気をををを助助助助けるけるけるける任侠団体任侠団体任侠団体任侠団体ですからですからですからですから，，，，暴力団暴力団暴力団暴力団をををを条例条例条例条例でででで排除排除排除排除

しようとすることはしようとすることはしようとすることはしようとすることは，，，，よくないことではないですかよくないことではないですかよくないことではないですかよくないことではないですか？？？？    

Ａ 平成２３年版犯罪白書によれば，各犯罪に占める暴力団構成員等の割合は，殺

人１７・８％，強盗２１・８％，傷害２１・８％，脅迫３３．２％，逮捕・監禁
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４８・９％，恐喝４４・９％，覚せい剤取締法違反５２・９％等であり，暴力団

が如何に社会に害悪をもたらしているか明らかです。任侠団体であるとの考えは

このような暴力団の実態とかけ離れた考え方と言わざるをえないでしょう。 

裁判所も，「暴力団とは，その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法

行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいうところ，このような暴力団

がもたらす社会的害悪や，暴力団から脱退することにより不利益な取扱いを免れ

ることができることにかんがみれば，暴力団構成員であることに基づいて一般市

民に比し不利益に取り扱われることがあっても，合理的な制約であるといえる。」

と判示し，暴力団が社会に害悪を及ぼす団体であるとして，暴力団に対するより

広範な規制を認めています。 

 

ＱＱＱＱ3333    事業者事業者事業者事業者はははは，，，，埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例によりによりによりにより，，，，どんなことがどんなことがどんなことがどんなことが禁止禁止禁止禁止されますかされますかされますかされますか？？？？ 

Ａ 事業者は，暴力団員又は暴力団員が指定した者に以下のような利益供与をする

ことが禁止されます。 

     ①事業者が，暴力団の威力を利用する（した）ことの対価として，利益供与を

すること（１９条１項１号）。 

ex 用心棒代の支払，債権取立や地上げ屋として利用等 

 ②事業者が，暴力団の活動又は運営に協力する目的で，相当の対価のない利益

供与をすること（１９条１項２号）。 

ex みかじめ料の支払，敷地を無償で駐車場に提供等 

 ③事業者が，暴力団の活動を助長し又は運営に資することとなる利益供与のう

ち公安委員会で定めるもの（１９条１項３号 施行規則３条 資金獲得又は

威力を示すための活動を行う場所の提供，出資または融資，事業を委託し又

は請負わせる） 

           ex 組葬にホールを賃貸等， 



3 

 

   ④事業者が，暴力団の活動を助長し又は運営に資することとなる利益の供与で

①②③以外のもの（１９条２項） 

      ex 代紋入りの名刺・破門状の印刷，組長専用車に防弾ガラス取付等 

      ※但し，通常価格での販売や請負等であること。不相当な価格である

と②に該当する。 

 ※①②③は悪質利益供与として，調査・勧告・公表の対象となりますが，④

は，条例上の制裁措置はありません。 

  ※③の活動助長利益供与は，場所の提供，出資または融資，事業の委託また

は請負わせに限定されています。したがって，請負，販売行為等は，③には

該当せず，④に該当することになり，違反があっても埼玉県暴力団排除条例

上では制裁措置はありません。但し，後述する事実上の制裁がなされること

があります。 

 

ＱＱＱＱ4444    事業者事業者事業者事業者とはとはとはとは，，，，どのようなどのようなどのようなどのような者者者者ですかですかですかですか？？？？    

Ａ 「事業者」とは「事業」即ち，一定の目的のもとになされる対外的活動（仕事）

を行う団体または個人をいい，営利，非営利を問いません。 

   埼玉県暴力団排除条例は祭礼からの暴排規定を設けなかったところから，宗教

法人は事業者に含まないとする見解もあると思われます。しかし，事業者の解釈

上，除外する理由はありませんし，また，神社の祭礼の際に，神社側が，暴力団

の活動を助長することを知って，境内に露天を出店させる行為を禁止の対象とす

ること等を否定する理由はないでしょう。 

 

ＱＱＱＱ5555    事業者事業者事業者事業者のののの中中中中でもでもでもでも，，，，特特特特にににに不動産業者不動産業者不動産業者不動産業者やややや建設業者建設業者建設業者建設業者についてについてについてについて，，，，埼玉県暴力団排除埼玉県暴力団排除埼玉県暴力団排除埼玉県暴力団排除条条条条

例例例例でででで禁止禁止禁止禁止されることがありますかされることがありますかされることがありますかされることがありますか？？？？    

Ａ 不動産業者や建設業者の場合，土地や建物が暴力団事務所として利用されるこ
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とを防止するために，これらの者の行う利益供与のうち特に以下の行為について

禁止し，また，その違反行為については，悪質利益供与として，調査・勧告・公

表の対象としています。 

① 暴力団事務所の用に供されることを知って，不動産を譲渡・貸付をし，又は

譲渡・貸付の代理，媒介をすること（２３条２項，２４条２項） 

② 暴力団事務所の用に供されることを知って，建設工事を行うこと（２

５条２項） ex 暴力団事務所の内装工事等 

 

ＱＱＱＱ6666    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県にににに住所住所住所住所のあるのあるのあるのある事業者事業者事業者事業者でもでもでもでも東京都暴力団排除条例東京都暴力団排除条例東京都暴力団排除条例東京都暴力団排除条例にににに違反違反違反違反することがありすることがありすることがありすることがあり

ますかますかますかますか？？？？    

Ａ 暴力団排除条例は，既に，全ての都道府県で施行され，東京都暴力団排除条例

を含め全国の都道府県の暴力団排除条例に，埼玉県暴力団排除条例とほぼ同様な

利益供与禁止規定があります。ところで，埼玉県に住所のある事業者が，埼玉県

内で利益供与を行うと埼玉県暴力団排除条例が適用されますが，埼玉県内の事業

者であっても，東京都内で利益供与を行うと東京都暴力団排除条例が適用される

ことになります。要するに，利益供与がなされた都道府県の暴力団排除条例が適

用されることになります。 

  尚，東京都暴力団排除条例では，埼玉県暴力団排除条例より厳しい制裁措置が

あり，暴力団を積極的に利用する共生者的事業者の利益供与については，場合に

より１年以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。 

 

ＱＱＱＱ7777    暴力団員等暴力団員等暴力団員等暴力団員等にににに対対対対するするするする利益供与利益供与利益供与利益供与であってもであってもであってもであっても，，，，埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例のののの利益供与利益供与利益供与利益供与

禁止禁止禁止禁止にににに該当該当該当該当しないことがありますかしないことがありますかしないことがありますかしないことがありますか？？？？    

Ａ 埼玉県暴力団排除条例は，暴力団員等に対するすべての利益供与を禁止する訳

ではありません。条例上以下のものについては，禁止の対象にはなりません。 
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① 暴力団の活動を助長等するものではない場合 

暴力団員個人の日常生活に必要な範囲の取引は，暴力団員を個人的に利する

にすぎない行為であり禁止の対象から除外されます。したがって，暴力団員

個人やその家族のためのコンビニにおける飲食物の販売，そば屋の出前，身

内だけで執り行う暴力団員の葬儀などの行為は規制の対象にはなりません。 

  ②法令上の義務に基づく場合 

    医師の診療行為，暴力団事務所に電気，ガス，水道等を供給する場合等は法

令上診療義務，供給義務があり，禁止の対象になりません。 

    旅館業者は原則として宿泊拒否ができないことになっていますが，宿泊しよ

うとする者が暴力団員である場合には，旅館業法５条２号の例外規定「宿泊

しようとする者がとばく，その他違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があ

ると認められるとき」に該当し，宿泊拒否が出来ます。  

③ 情を知らずに締結した契約の債務を履行する場合 

利益供与禁止規定に該当するには，契約の際に，取引の相手方が「暴力団員

であること」及び「暴力団の活動を助長する等」の認識が必要です。したが

って，取引の相手方が暴力団員であることを知らずに機械を販売した後に暴

力団員であることが分った場合，瑕疵担保責任や付随する保証契約を履行す

ることは禁止の対象になりません。 

   ※これらの場合に，契約を解消し履行を拒否するには暴力団排除条項を契

約条項の中に定めておくことが必要になり，ここが暴排条項のポイント

です。 

  ④その他正当な理由がある場合 

  条例施行前に契約を締結し，暴力団事務所に事務機器をリースしていたとこ

ろ，契約満了日までリースサービスを継続する場合，建設業法に基づいて

保安上危険な建築物に対して行政庁から改築の命令を受けた場合等 
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ＱＱＱＱ8888    事業者以外事業者以外事業者以外事業者以外のののの一般一般一般一般のののの人人人人でもでもでもでも，，，，埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例でででで禁止禁止禁止禁止されるされるされるされることがありことがありことがありことがあり

ますかますかますかますか？？？？    

Ａ 何人も，暴力団又は暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければ

なりません（３条２項）。 

  但し，これは，努力規定であり，違反しても埼玉県暴力団排除条例上では，制

裁措置はありませんが，後述する事実上の制裁があることを注意しなければなり

ません。 

 

ＱＱＱＱ9999    「「「「暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者」」」」とはとはとはとは，，，，どんなどんなどんなどんな人人人人のことをいうのですかのことをいうのですかのことをいうのですかのことをいうのですか？？？？    

Ａ 「暴力団関係者」とは，「暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し，又は関

与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。」とさ

れています（３条２項）。具体的には，以下のような者を指します。 

① 暴力団又は暴力団員に資金若しくは役務を提供し，又は便宜を供与する者 

② 暴力団又は暴力団員を不当に利用している者 

③ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら，その者と下請け契約や物品

購入契約等を締結している者 

④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 

⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

ＱＱＱＱ10101010    「「「「不適切不適切不適切不適切なななな関係関係関係関係」」」」とはとはとはとは，，，，具体的具体的具体的具体的にはにはにはには，，，，どのようなどのようなどのようなどのような場合場合場合場合をををを指指指指しますかしますかしますかしますか。。。。    

Ａ 具体的には，以下のような場合を指します。 

① 暴力団員が主催するゴルフコンペにたびたび参加している場合 

② 暴力団員であることを知りながら，頻繁に飲食を共にしている場合 

③ 誕生会，還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員の集まる行事に出席してい

る場合 
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④ 暴力団員が経営する会社であることを知りながらその会社の役員，従業員

等に就いている場合等 

 

ＱＱＱＱ11111111    埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例にににに違反違反違反違反したらどんなしたらどんなしたらどんなしたらどんな制裁制裁制裁制裁がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    

Ａ 埼玉県暴力団条例に違反した場合には，以下のような条例上の制裁措置とそれ

以外の事実上の制裁があります。 

（１）条例上の制裁措置 

先に述べた悪質利益供与をした場合には，以下の条例上の制裁措置がなされ

ます。 

① 説明又は資料の提出（調査）（２７条） 

   違反事実を明らかにするために必要な説明をし，資料の提出をしなければな

りません。 

② 勧告（２８条） 

    所定の勧告書により，違反行為をしないよう必要な勧告がなされます。 

事業者が法人である場合は，法人に対して行われます。但し，各支店や営

業所等がそれぞれの責任と判断において行っている場合には，その責任者

に対して行われることがあります。 

③ 公表（２９条） 

説明・資料の提出を拒んだり，勧告に従わなかった場合には，氏名（名称）

や違反事実等について，埼玉県のホームページや広報誌等により公表がなさ

れます。 

 （２）事実上の制裁 

    暴力団員等に対する利益供与事実が公表等により発覚すると，銀行取引約款

により，銀行取引停止処分を受けることがあり，事業者にとっては致命的な不

利益が生じることになります。また，利益供与の事実が発覚すると，県の定め
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る暴力団排除条項により，公共事業から排除されるという不利益をうけること

になります。さらには，契約における暴力団排除条項により，他の企業等との

取引からも排除されることもあるでしょう。 

   

ＱＱＱＱ12121212    相手方相手方相手方相手方がががが暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員かどうかかどうかかどうかかどうか，，，，どのよどのよどのよどのようにしてうにしてうにしてうにして確認確認確認確認すればよいのですかすればよいのですかすればよいのですかすればよいのですか？？？？    

Ａ 埼玉県暴力団排除条例は，事業者に暴力団員等に対する利益供与を禁止し，そ

の前提として，疑念があると認められる場合には，取引の相手方が暴力団員であ

るか確認する義務を課しています。（２１条１項 努力義務）。しかし，取引の相

手方が暴力団員かどうかの確認作業は容易ではなく，その情報を入手しえなけれ

ば，利益供与禁止規定は有名無実化してしまいます。そこで，条例は，警察に暴

力団情報の提供を求めることができることとしました（２１条２項）。 

 警察庁は，これを受けて，平成２３年１２月，暴力団情報の提供に関する通達

を全国の警察に出しました。情報提供の方式は以下のとおりです。 

①対象者の氏名等が分る資料及び取引関係を裏付ける資料等の提出 

②情報を他の目的に利用しない旨の誓約書の提出 

  ③情報提供の相手方に守秘義務がある場合等，情報の適正な管理のために必要

な仕組みが整備されていると認められるときには情報提供を文書によって行

ってもよいが，それ以外の場合は，口頭による回答にとどめる。 

   

ＱＱＱＱ13131313    暴力団員等暴力団員等暴力団員等暴力団員等とのとのとのとの取引取引取引取引をををを断断断断ったったったった場合場合場合場合，，，，暴力団暴力団暴力団暴力団のののの報復報復報復報復がががが怖怖怖怖いですがいですがいですがいですが，，，，警察警察警察警察はははは守守守守

ってくれますかってくれますかってくれますかってくれますか？？？？    

Ａ 事業者等が暴排条例に基づき，暴力団との取引や関係を遮断し利益供与を拒絶

した場合に，暴力団側からの報復が予想されますが，これを防止するための保護

対策が不十分であるならば，暴排条例の実効性は危殆に瀕することになります。  

そこで，条例は，暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対
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し，保護措置を講ずるものとし，また，警察庁もこれを受けて平成２３年１２月，

保護対策実施要綱を策定し全国の警察に通達を出しました。 

  埼玉県警においては，この要綱に基づき，暴力団の排除や関係遮断に携わる民

間人を保護する身辺警戒員（ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ ＯＦＦＩＣＥＲ＝略称ＰＯ）

６０名が配置されました。 

  身辺警戒員は私服で行動し拳銃を所持できる他，必要に応じて２４時間態勢で

保護対象者を守るものであり，最終的には全国で数千人規模になる見込みです。 

 

ＱＱＱＱ14141414    契約書契約書契約書契約書にににに暴力団排除条項暴力団排除条項暴力団排除条項暴力団排除条項をををを定定定定めるめるめるめる必要必要必要必要がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？        

Ａ 企業のコンプライアンスの見地から取引における暴力団との関係遮断が強く要

請されますので，契約における暴力団排除条項の導入が必要です。平成１９年６

月，政府の犯罪対策閣僚会議で「企業が反社会的勢力による被害を防止するため

の指針」の申し合せがなされた以降，各種業界において，契約書や約款等に暴力

団排除条項を導入する動きが加速度的に進展しています。 

  さらに，今般制定された全国各地の暴力団排除条例においても，契約書に暴力

団排除条項を導入すべきことを規定しています。 

 

ＱＱＱＱ15151515    契約書契約書契約書契約書にににに暴力団排除条項暴力団排除条項暴力団排除条項暴力団排除条項をををを定定定定めるとどんなめるとどんなめるとどんなめるとどんなメリットメリットメリットメリットがありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    

Ａ 暴力団排除条項を契約書に定めておくと以下のようなメリットがあります。 

① 暴力団排除条例でカバーできないところをカバーできます。例えば，相手方

が暴力団員であることを知らずに契約してしまった契約の解消等が可能とな

ります。 

② 暴力団排除条例だけでなく，暴力団排除条項の定めもあれば，警察から暴力団

情報が入手しやすくなるなど警察の協力を得やすくなります（取引からの暴力

団排除の根拠がより明確になるのみならず，条例では，努力義務ではあっても，
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暴排条項を定める義務を規定しており，それを履行しているかどうかにより，

その企業の暴排意識の高さ，提供情報の悪用の可能性の有無等が判断されるこ

とになるでしょう）。 

 

ＱＱＱＱ16161616    暴力団排除条項暴力団排除条項暴力団排除条項暴力団排除条項をををを定定定定めるにあたってはめるにあたってはめるにあたってはめるにあたっては，，，，どのようなどのようなどのようなどのような工夫工夫工夫工夫がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？    

Ａ 以下のような暴力団非該当表明確約条項等を契約書に導入するとよいでしょう。 

（１）暴力団非該当表明確約条項 

    （例文） 

第〇条 

    甲及び乙は，現在，暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなったときから５

年を経過しない者，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋，社会活動等

標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団，その他これに準ずる者（以下，「暴力団員

等」という。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたっても該当しない

ことを確約する。 

   ※契約をしようとする者が，暴力団員等である場合に，契約関係に入ってく

ることを牽制することが出来きます。 

   ※暴力団員等がこの規定に反して契約を締結した場合には，虚偽の事実を申

告し，財産上の利益を得たということで詐欺罪での立件がしやすくなり，

警察の援助を期待できます。 

   ※警察からの情報提供を受けやすくするためには，概念が曖昧な「準構成員」

などとするより，「暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者」な

ど明確な規定の仕方をするほうがよいでしょう。 

 （２）調査協力条項 

    （例文） 

    第〇条 
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     甲及び乙は，相手方が第〇条に違反すると疑われる合理的な事情がある

場合には，当該違反の有無につき相手方の調査を行うことができ，相手方

はこれに協力するものとする。 

 （３）無催告解除 

    （例文） 

    第〇条 

     甲及び乙は，第〇条の確約に反して，相手方が暴力団員等あることが判

明したときは，何らの催告をせず，本契約を解除することができる。 

 

ＱＱＱＱ17171717    暴力団排除条例暴力団排除条例暴力団排除条例暴力団排除条例についてについてについてについて，，，，禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為にににに該当該当該当該当するかどうかするかどうかするかどうかするかどうか，，，，暴力団情報暴力団情報暴力団情報暴力団情報のののの提提提提

供供供供をををを受受受受けるにはどうしたらけるにはどうしたらけるにはどうしたらけるにはどうしたら良良良良いかいかいかいか，，，，保護対策保護対策保護対策保護対策はどうするのかはどうするのかはどうするのかはどうするのか等等等等，，，，分分分分らないことならないことならないことならないことな

どがあるどがあるどがあるどがある場合場合場合場合にはどこににはどこににはどこににはどこに相談相談相談相談すればすればすればすれば良良良良いですかいですかいですかいですか？？？？    

Ａ 埼玉県警本部捜査第四課 （代）０４８－８３２－０１１０ または 

  埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター ０４８－８３４－２１４０ 

  にお問い合わせ下さい。 
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実実実実    力力力力    テテテテ    スススス    トトトト 

 

ＱＱＱＱ1111    私私私私のののの知人知人知人知人でででで暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員のののの人人人人がおりますががおりますががおりますががおりますが，，，，このこのこのこの人人人人とととと食事食事食事食事をすることもをすることもをすることもをすることも禁止禁止禁止禁止されされされされ

ますかますかますかますか？？？？    

Ａ 場合により禁止の対象になりますが，これに違反しても条例上の制裁はありま

せん。しかし，事実上の制裁が加わる場合があります。 

埼玉県暴力団排除条例では，「何人も，暴力団員又は暴力団関係者と不適切な

関係を有しないようにしなければならない」と規定しています。したがって，暴

力団員と「不適切な関係」例えば，頻繁に食事を供にすること等は条例上禁止さ

れます。 

  尚，この規定に反しても，条例上の制裁処置はありませんが，その事実が明ら

かになった場合には，公共事業から排除されたり，企業との取引を停止されたり

する等の事実上の制裁がなされることがあります。 

 

ＱＱＱＱ2222    飲食店飲食店飲食店飲食店をををを営営営営んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、、、、縄張縄張縄張縄張りとしているりとしているりとしているりとしている暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員よりよりよりより、、、、そのそのそのその経営経営経営経営するするするする

レンタルレンタルレンタルレンタル会社会社会社会社からおからおからおからお店店店店にににに飾飾飾飾るるるる絵画絵画絵画絵画をををを月額月額月額月額５５５５万円万円万円万円ででででレンタルレンタルレンタルレンタルしていますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその絵画絵画絵画絵画

はははは印刷印刷印刷印刷でででで，，，，買買買買ってもってもってもっても数千円数千円数千円数千円のののの品品品品ですですですです。。。。レンタルレンタルレンタルレンタルをををを断断断断わらなければなりませんかわらなければなりませんかわらなければなりませんかわらなければなりませんか？？？？    

Ａ 断わるべきです。これは，レンタル料の名目でのみかじめ料の支払で，条例で

禁止される不相当な対価での利益供与に該当します。違反すると悪質利益供与と

して調査・勧告・公表の対象になります。 

 

ＱＱＱＱ3333    ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドをををを経営経営経営経営してますがしてますがしてますがしてますが、、、、近近近近くのくのくのくの暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所のののの組員組員組員組員らにらにらにらにガソガソガソガソ 

リンスタンドリンスタンドリンスタンドリンスタンドのののの駐車場駐車場駐車場駐車場をををを時時時時々々々々無料無料無料無料でででで使使使使わせたりわせたりわせたりわせたり，，，，車車車車をををを無料無料無料無料でででで洗車洗車洗車洗車したりしていまししたりしていまししたりしていまししたりしていまし

たたたた。。。。今後今後今後今後はははは断断断断わらなければなりませんかわらなければなりませんかわらなければなりませんかわらなければなりませんか？？？？    
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Ａ 断わるべきです。条例で禁止される不相当な対価での利益供与に該当します。

違反すると悪質利益供与として調査・勧告・公表の対象になります。 

 

ＱＱＱＱ4444    宮司宮司宮司宮司をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが神社神社神社神社のおのおのおのお祭祭祭祭りのりのりのりの際際際際，，，，暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員のののの経営経営経営経営するするするする露天商露天商露天商露天商であるこであるこであるこであるこ

とをとをとをとを知知知知りながらりながらりながらりながら，，，，境内境内境内境内のののの場所場所場所場所をををを提供提供提供提供することはすることはすることはすることは禁止禁止禁止禁止されますかされますかされますかされますか？？？？    

Ａ 禁止されます。神社も事業者であり，暴力団の活動を助長する場所の提供に該

当します。違反しますと悪質利益供与として，調査・勧告・公表の対象になりま

す。 

 

ＱＱＱＱ5555    葬儀社葬儀社葬儀社葬儀社をををを営営営営んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが，，，，先日先日先日先日，，，，暴力団暴力団暴力団暴力団のののの組長組長組長組長がががが亡亡亡亡くなられくなられくなられくなられ，，，，そのそのそのその家族家族家族家族かかかか

らららら葬儀葬儀葬儀葬儀をををを依頼依頼依頼依頼されされされされ親族主催親族主催親族主催親族主催のののの葬儀葬儀葬儀葬儀をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ところがところがところがところが，，，，１１１１ヵヵヵヵ月後月後月後月後，，，，若頭若頭若頭若頭といといといとい

うううう人人人人からからからから，，，，組組組組でででで取取取取りりりり仕切仕切仕切仕切るるるる葬儀葬儀葬儀葬儀のののの申申申申しししし出出出出がありましたがありましたがありましたがありました。。。。断断断断らなければいけませんらなければいけませんらなければいけませんらなければいけません

かかかか？？？？    

Ａ 断るべきです。暴力団員の親族が個人的に行う葬儀を請け負うことは，暴力団

の活動を助長等するものではありませんので，条例では禁止の対象になりません。

しかし，一度葬儀を行って一ヶ月もしてから再度行うような葬儀は，暴力団の資

金集めや勢力拡大のためのいわゆる組葬であり，暴力団の活動を助長する利益供

与（場所の提供）に該当し，禁止の対象になります。また，違反しますと悪質利

益供与として，調査・勧告・公表の対象になります。 

 

ＱＱＱＱ6666    建設業建設業建設業建設業をををを営営営営んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが，，，，元請元請元請元請のののの建設会社建設会社建設会社建設会社からからからから暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所のののの内装内装内装内装のののの仕事仕事仕事仕事

のののの注文注文注文注文がありましたがありましたがありましたがありました。。。。断断断断わらなければいけませんかわらなければいけませんかわらなければいけませんかわらなければいけませんか？？？？    

Ａ 断わるべきです。建設業者が，暴力団事務所の用に供されることを知って，建

設工事を行うことは，条例で禁止される建設業者の悪質利益供与に該当します。

請負契約の相手方が暴力団員である必要はなく，元請会社の場合でも禁止行為に
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該当します。違反すると，調査・勧告・公表の対象になります。 

 

ＱＱＱＱ7777    印刷業印刷業印刷業印刷業をををを営営営営んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが，，，，暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員のののの名刺名刺名刺名刺やややや挨拶状挨拶状挨拶状挨拶状のののの印刷印刷印刷印刷のののの仕事仕事仕事仕事のののの注文注文注文注文があがあがあがあ

りましたりましたりましたりました。。。。断断断断わらなければいけませんかわらなければいけませんかわらなければいけませんかわらなければいけませんか？？？？    

Ａ 断わるべきです。暴力団の活動を助長する利益供与に該当します。しかし，通

常の価格であれば悪質利益供与には該当しませんので，違反しても条例上の制裁

措置の対象にはなりません。 

  但し，その事実が明らかになった場合には，公共事業から排除されたり，銀行

取引を停止されたり，企業との取引を停止されたりするなどの事実上の制裁がな

されることがありますので注意が必要です。 

 

ＱＱＱＱ8888    コンビニコンビニコンビニコンビニをををを経営経営経営経営していますがしていますがしていますがしていますが，，，，小指小指小指小指がなくがなくがなくがなく刺青刺青刺青刺青をしているをしているをしているをしている暴力団員風暴力団員風暴力団員風暴力団員風のののの人人人人がががが

時時時時々々々々買買買買いいいい物物物物にににに来来来来ることがありますることがありますることがありますることがあります。。。。このようなこのようなこのようなこのような人人人人ににににコンビニコンビニコンビニコンビニのののの品物品物品物品物をををを売売売売ることはることはることはることは

禁止禁止禁止禁止されますかされますかされますかされますか？？？？    

Ａ 禁止されません。レジで暴力団員かどうか確認することは事実上困難です。ま

た，仮に，暴力団員であったとしても，禁止される利益の供与は，暴力団の活動

を助長等するものであることが必要ですので，暴力団員個人の生活に必要な範囲

のものを売ることはこれに該当しません。 

  暴力団員が組事務所当番数名のために食料を買いに来たことを知りながら，食

料を売った場合には，暴力団の活動を助長するものであり禁止される利益供与に

該当すると思われます。但し，通常価格での販売であれば，悪質利益供与には該

当しませんので，条例上の制裁はありません。 

 

ＱＱＱＱ9999    水道事業水道事業水道事業水道事業をををを営営営営んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所にひくにひくにひくにひく水道工事水道工事水道工事水道工事のののの注文注文注文注文がありましがありましがありましがありまし

たがたがたがたが，，，，断断断断わらなければいけませんかわらなければいけませんかわらなければいけませんかわらなければいけませんか？？？？    
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Ａ 断わる必要はありません。電気，ガス，水道等の供給は，法令上の義務であり，

このような行為は条例上利益供与禁止の対象から除外されています。 

ＱＱＱＱ10101010    ホテルホテルホテルホテル業業業業をををを営営営営んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが，，，，暴力団暴力団暴力団暴力団がががが主催主催主催主催するするするする新年会新年会新年会新年会であることをであることをであることをであることを知知知知らららら

ずにずにずにずに宴会宴会宴会宴会のののの予約予約予約予約をををを受受受受けけけけ付付付付けたところけたところけたところけたところ，，，，直前直前直前直前になりになりになりになり暴力団暴力団暴力団暴力団のののの主催主催主催主催するするするする新年会新年会新年会新年会であるであるであるである

ことがことがことがことが判明判明判明判明しましたしましたしましたしました。。。。そのままそのままそのままそのまま新年会新年会新年会新年会ををををホテルホテルホテルホテルでやらせるとでやらせるとでやらせるとでやらせると，，，，条例違反条例違反条例違反条例違反になりまになりまになりまになりま

すかすかすかすか？？？？    

Ａ 契約書等に暴力団排除条項がなく契約の解除等ができない場合には，新年会を

そのまま行っても，情を知らないで締結した契約に係る債務の履行として条例上

禁止の対象にはならないでしょう。 

  但し，暴力団排除条項も定めないでおいて，債務の履行として，漫然と暴力団

に利益供与をすることになれば，条例上の制裁を受けないとしても，新聞等によ

り事実が発覚すると，社会的非難を浴びることはもちろんですが，銀行取引約款

に基づく銀行取引停止や暴力団排除条項に基づく企業との取引停止等，事実上の

制裁がなされる可能性もあるでしょう。 

 


