
１　主に条例の内容に関する意見等

番号 関係条文 意見等の概要 県の考え方等

1
第２条（定義）
第３号

　「暴力団員等」について，「暴力団員，暴力団準構成
員・・」と例示しているが，「暴力団員等」から「準構成
員」は除くべきである。最近，「反社会的勢力」に「暴力
団準構成員」も含まれるように説明されているが，暴
力団対策法にも「暴力団準構成員」については定義さ
れていない。

　準構成員については，公安委員会規則で詳細に定義
することとしています。
　また，暴力団は，組織実体を隠蔽しながら企業活動を
仮装したり，暴力団の周囲にいる準構成員を利用する
などして一般社会での資金獲得活動を活発化させてい
ることから，準構成員も規制対象とする必要があると考
えています。

2
第５条（県民等
の責務）
第２項

　他都道府県所在の事業者についても，本県において
催し物や活動する際，本県の暴排条例が適用になる
ことを明記し，その内容を県外へ告知する活動が必要
だと思う。

　第２条第８号で事業者を定義していますが，「県内に
所在する」といった限定は設けておらず，他都道府県に
本拠のある事業者が本県内で事業を行う場合にも適用
されることは，条例上は明確であると考えています。
　なお，県民や事業者を対象とした説明会の開催，ホー
ムページへの掲載，リーフレットの作成・配布などによ
り，条例の周知に努めてまいります。

3

第11条（青少年
に対する教育
等のための措
置）

　対象が18歳未満の青少年でよいのか疑問に思う。
　大学生，専門学校生など，幅広い教育も必要だと思
う。

　高校卒業後であれば，相当の思慮分別を備えている
と思われることから，大学等における教育までは条文と
しては盛り込まなかったところです。しかし，すべての県
民が暴力団による犯罪被害に遭わないよう，広報啓発
や情報提供等必要な支援を行いたいと考えておりま
す。

4

第12条（暴力団
事務所の開設
及び運営の禁
止）

　第１項各号に対象施設が列挙されているが，施設に
関する根拠法令を盛り込んだほうが分かりやすい。

　骨子（案）には，対象施設に係る根拠法令・条項の記
載を省略しましたが，条例には記載しております。

5
第15条（契約時
における措置
等）

　第１項は「契約の相手方が暴力団関係者ではないこ
とを確認するよう努めること」と努力義務になっている
が，「暴力団関係者でないことを確認すること」と確認
義務にすべきではないか。
　第２，第３項についても，努力義務ではなく，義務づ
けるべきではないか。

　契約における相手方の確認，契約書に催告なしで契
約解除できる旨の条項の導入及び契約の解除を事業
者に義務づけることは，事業者にとって過大な負担とな
ると思われることから，努力義務としたものです。

6
第19条（特定事
業者の責務）

　「義理掛け」を阻止する目的であれば，「その他不特
定多数の者が利用する施設」に公安委員会規則で神
社を加えて欲しい。

※「義理掛け」とは，暴力団が行う襲名披露，結縁など
のことです。

　第19条の「不特定又は多数の者が利用する施設」に
ついては，公安委員会規則で
・結婚式場
・斎場
・飲食店（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律に規定する接待飲食等営業，酒類提供飲食
店営業に係る施設）
・興行，会合，会議その他の行事の用に供する会堂，
広間その他の不特定又は多数の者の集合の用に供す
る施設

と規定することとしております。
　第19条の適用に当たっては，個別の事案に応じて判
断することとなります。

7
第19条（特定事
業者の責務）

　暴力団員等が個人として一般のコンペに参加した場
合，ゴルフ場が「暴力団の活動を助長し，運営に資す
ることとなる契約を締結した」といえるか不明確であ
る。
　また，プレー途中で暴力団員であることが判明した
場合，施設利用に係る契約を解除し，プレーを中断さ
せ，退去を要求できるか，不明確である。

　第19条に規定する，「暴力団の活動を助長する」又は
「暴力団の運営に資する」かどうかについては，個別の
事案に応じて判断することとなります。各ゴルフ場にお
いて，利用規約への暴力団排除条項の導入を進めて
いるかと思いますが，当該暴力団排除条項に基づいた
利用拒否が望まれます。

「県暴力団排除活動の推進に関する条例の改正」の骨子（案）に係るパブリック・コメント結果
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番号 関係条文 意見等の概要 県の考え方等

8

・第13条
・第14条
・第17条第２項
・第17条第３項
第１号
・第18条第２項
・第19条第１項
・第19条第２項
第１号
・第24条
・第25条

　両罰規定（第25条）が規定されたことは良いことだと
思うが，以下の規定違反にも両罰規定が必要ではな
いか。

・第13条（利益の供与等の禁止）
・第14条（暴力団の威力を利用することの禁止）
・第17条第２項（知情不動産譲渡等契約の禁止）
・第17条第３項第１号（不動産譲渡等契約書への暴排
条項導入）
・第18条第２項（知情不動産譲渡等の代理又は媒介
の禁止）
・第19条第１項（特定事業者の知情契約の禁止）
・第19条第２項第１号（約款等への暴排条項導入）

　第13条第１及び第２項（利益供与の禁止），第16条
（暴力団員等の利益供与受領の禁止），第17条第２項
及び第18条第２項（知情不動産譲渡等契約及びその代
理・媒介の禁止），第19条第１項（特定事業者の知情契
約禁止）の各規定違反には勧告，公表等の行政措置を
設けており，条例の実効性は確保できるものと考えて
おります。

9 －

　ホテル，ゴルフ場等が特定事業者に該当するのはよ
く理解できるが，飲食店や無店舗型風俗店が暴力団
の収入源となっているという話を聞く。
　客引きの取締りや，無店舗風俗店トラブル，無許可
の朝までの飲食店営業等，直接お客様へ被害や嫌な
気持ちをさせるものに対する罰則強化をぜひ盛り込ん
でいただきたい。

　御指摘の件につきましては，「風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律」や「県公衆に不安等
を覚えさせる行為の防止に関する条例」など，他法令
に基づく取締り，罰則の適用等により対応するのが相
当と考えます。

10 －

　条例については細かく定められており，特に意見等
はないが，あえて付け加えるのであれば，直接的，間
接的に暴力団の資金源となりえる「デリバリーヘルス」
に迷惑を蒙っているシティホテル，ビジネスホテル等へ
の入場を禁止，あるいは制限する条例も盛り込むこと
ができればありがたいと思う。

　暴力団排除に関連付けてデリバリーヘルスを提供す
る者のホテル等への入場禁止規定等を条例に盛り込
むことは困難であると考えております。各ホテルの利用
規約等に入場を禁止する旨の規定を設けるなどにより
対応していただければと考えております。

11

第12条（暴力団
事務所の開設
及び運営の禁

止）

　対象施設に保護観察所や少年鑑別所が盛り込まれ
ていない。

　保護観察所，少年鑑別所については，行政により収
容者等が管理されている施設であり，収容等されてい
る青少年に暴力団が接触することは考えにくいことか
ら，対象施設とはしなかったところです。

12

第12条（暴力団
事務所の開設
及び運営の禁

止）

　第１項，第２項の表現から，区域外においては暴力
団事務所の開設が許されると解釈される。暴力団事
務所の開設を阻止することが目的ではないのか。そう
であれば，第３項は不要ではないかと思う。

　暴力団事務所の存在自体が，そこに出入りする暴力
団員の態度及び動作から醸し出される雰囲気と相まっ
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，青少年のための良好な環境を確保するため,
第12条で学校等の周辺での事務所開設を禁止したも
のです。
　第17条で，暴力団事務所の用に供されることとなるこ
とを知って，不動産譲渡等契約を締結することを禁止し
ていることからも分かるように，区域外であれば暴力団
事務所を開設・運営してもいいというものではなく，その
ような誤解を生じないよう，第３項を設けたものです。

計 １２件

２　主に運用に関する意見

番号 関係条文 意見等の概要 県の考え方等

13
第7条（警察に
よる保護措置）

　特定事業者として，暴力団に対し毅然とした態度で
対応すべきだと思うが，過去に県外の都市で暴力団
員の逆恨みで死者が発生する等していることから，安
全面を十分考慮していただき，警察による保護措置の
強化を切望する。

　保護対象者の危険性に応じて警察官による警戒を行
うなど，必要な保護措置を講ずることとしております。
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番号 関係条文 意見等の概要 県の考え方等

14
第15条（契約時
における措置）

　契約の相手方が暴力団員であることの確認は大変
困難であると思うので，今まで以上に警察の事業者に
対する情報提供等の対応を迅速機敏に行ってもらい
たい。また，暴排条例の対象でない業種についても，
今まで以上に啓蒙活動を行ってもらいたい。

　現在でも，各警察署が窓口となって，契約等に際して
の事業者からの問合せに対して，情報提供を行ってい
るところです。
　また，県民，事業者に対して，広く広報啓発を行って
いきたいと考えております。

15
第19条（特定事
業者の責務）

　「その他不特定又は多数の者が利用する施設」と
は，どこまで定義するのか。詳しく丁寧に説明すること
が大切だと思う。

　ホテル，旅館，ゴルフ場のほか，公安委員会規則に
おいて，
・結婚式場
・斎場
・飲食店（「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律」に規定する接待飲食等営業，酒類提供飲
食店営業に係る施設）
・興行，会合，会議その他の行事の用に供する会堂，
広間その他の不特定又は多数の者の集合の用に供す
る施設

を規定することとしております。

　なお，県民や事業者を対象とした説明会の開催，ホー
ムページへの掲載，リーフレットの作成・配布などによ
り，条例の周知に努めてまいります。

16 －

　骨子（案）についての意見はありませんが，特定事業
者に対する情報公開も密にしていただきたいと思う。
また，建物内に入って警察官の巡回をしていただきた
いと思う。

　事前に警察から暴力団員のリストを事業者に提供す
ることはできませんが，現在でも，契約等に際しての事
業者からの問い合わせに対し，各警察署が窓口となっ
て情報提供を行っております。
　また，建物内を含めた警察官の巡回についても，引き
続き行っていきたいと考えております。

17
第15条（契約時
における措置
等）

　不特定多数の客を迎える施設では，事前の確認が
難しいことがある。
　その際，特定するためのすべもなく，情報の開示が
望まれる。
　個人情報の壁が非常に厄介と考えている。

　警察から事前に暴力団員のリストを事業者に提供す
ることはできませんが，現在でも，契約等に際しての事
業者からの問い合わせに対し，各警察署が窓口となっ
て情報提供を行っております。

18 －

　暴力団が，特定事業者の施設を利用できないこと
を，事前に知らせる方策をとって欲しい。

　県民や事業者を対象とした説明会の開催，ホーム
ページへの掲載，リーフレットの作成・配布などにより，
条例の周知に努めてまいります。

19 －

　高齢者など社会的弱者の方に対しても，各種の施設
や支援団体等を通じるなど，様々な機会での啓蒙や
支援活動ができるよう，何らかの措置が必要ではない
かと思う。

　高齢者の方などについても，暴力団による犯罪被害
に遭わないよう情報提供等必要な支援を行うと共に，
広報啓発に努めてまいります。

計 ７件

３　その他の意見・要望

番号 関係条文 意見等の概要 県の考え方等

20 －

　県民の身近で，恐ろしい事件が発生しないためにも
お願いする。

21 －

　条例改正に賛同する。
　今後の社会のため，住みやすい地域になるための
改正は，ぜひ行うべきだと思う。

22 －

　鹿児島県に暴力団に関する規制条例がなかったこと
を，全く知らなかった。
　条例が改正されることで，鹿児島県が安全な街にな
ることを望んでいる。

23 －

　ぜひ改正して警察の方々に鹿児島を守ってほしいと
思う。

　　条例の適切な運用や，広報啓発に努めてまいりま
す。
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番号 関係条文 意見等の概要 県の考え方等

24 －

　今回の条例改正の話を聞いて，施行されていると
思っていた内容がなかったことに対して驚いている。
　ぜひ，改正を実現して，住みやすい鹿児島にして欲
しいと思う。

25 －
　鹿児島県が住みよい街になることを願っている。

26 －

　この条例により，鹿児島県の治安が良くなることを願
う。

27 －

　暴力団等悪質な客による嫌がらせやその他の暴力
行為に対し，今回の条例が事業者の後ろ盾となること
で，通常業務に専念でき，一般のお客へのサービス向
上につながると思う。
　罰則規定を盛り込んだことにより，暴力団，事業者，
県民ともに「見て見ぬふり・やりたい放題」ができなくな
り，事業者，県民が認識を持って毅然とした対応をす
ることが必要となり，多くの効果が期待できると思う。

28 －

　暴力団は社会の秩序を乱し，住民の生活を不安に
陥れる。以前から暴力団排除は叫ばれているが，いっ
こうに成果は現れないのが現状である。それは一部の
方々に限られているからではなかろうか。
　暴力団排除活動の推進に関する条例の改正の骨子
（案）ができ，大変喜ばしいことだと思う。これをいかに
して地域住民に知らしめ，実践していくか，住民一人
一人が自分のこととしていかに取り組んでいくか，この
ことが大切ではなかろうか。

29
第19条（特定事
業者の責務）

　条例改正に関して，我々の業種としては喜ばしいこと
だが，ゴルフ場によっては団体客などの場合，フロント
の混雑を避けるため代表者だけに署名簿を書かせて
いるところがあり，警察が努力をしているのに当事者
の我々が，手抜きをしているのは良くないと思う。
　署名簿に記入をしたくない人にとってはいいかもしれ
ないが，事件が起きてからでは遅いと思う。

　第19条で，特定事業者が，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施設の利用契約
を締結することを禁止しており，そのような利用をさせ
ないためには，特定事業者は，利用者の確認に努める
ことが望まれます。

計 １０件

※　上記の他，特に意見なしとするものが20人の方から提出されました。

　　条例の適切な運用や，広報啓発に努めてまいりま
す。
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