
「京都市生活安全施策懇話会」 次第 

 

 

日時：平成２３年８月１０日（水）    

１４時～１６時（予定）      

会場：京都市消費生活総合センター研修室 

 

 

１ 開会 

 

２ 開会挨拶（谷口会長） 

 

３ 議事 

 （１）平成２３年度の生活安全施策の推進について 

  資料 平成２３年度京都市生活安全実施計画（案）        別 冊 

     「京都市地域コミュニティ活性化の推進及び支援に関する条例（仮称）」骨子（案）に関する市民意見募集 ｐ ２ 

     防犯カメラの設置促進に関する調査研究とモデル事業    ｐ１１ 

     リーフレット「もし身近な人が犯罪被害にあったら。」    別 冊 

 

 （２）暴力団排除条例について 

資料 暴力団排除条例について                 ｐ１２ 

 

（３）その他 

 

４ 閉会挨拶（菊池副会長） 
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「京都市地域コミュニティ活性化の推進及び支援に 

関する条例（仮称）」骨子（案）について 

 
 
１ 経過 

  平成２０年１１月に学識経験者等で構成する「京都市地域コミュニティ活性化

に関する懇話会」を設置し，２２年３月に，地域コミュニティ活性化に向けた提

言をいただいた。 

  提言を踏まえ，２２年８月に自治会関係者や学識経験者等で構成する「京都市

地域コミュニティ活性化検討委員会」を設置し，「条例に盛り込むべき基本的事

項」を検討したうえで，２３年３月に提出いただいた。 

 

２ 検討委員会から提出された「条例に盛り込むべき基本的事項」の概要 

   地域住民は，地域自治活動・住民互助活動への積極的な参加・協力及び地域自

治を担う住民組織に多くの住民が参加する状況を目指した相互交流に努める。 

   市は，地域自治を担う住民組織をパートナーとして尊重し連携・協働するとと

もに，多くの住民に組織への参加を促すための支援に努める。また，公益的活動

を行う団体との連携・協働に努める。 

   市は，地域自治を担う住民組織の活動を支援するため，情報の提供，助言，専

門家の派遣，庁内体制の整備等に努める。 

   事業者は，地域自治を担う住民組織の活動に対する理解・協力，従業員が地域

活動に参加することへの理解，本市の施策の推進への協力に努める。 

   住宅の供給等に関連する事業者は，共同住宅の住民の交流を促進する設備を整

備するほか，建設・販売・賃貸・管理を行う事業者ごとに地域の窓口となる担当

者の選任・市への届出，入居者に対する地域コミュニティの情報提供等に努める。 

 

３ 条例骨子（案）の内容 

  別紙のとおり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  ～８月１０日 市民意見募集 

  ８月中旬   市民意見の取りまとめと条例案への反映 

  ９月     条例案の提案 
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防犯カメラの設置促進に関する調査研究とモデル事業（素案） 

 

１ 主な経過 

   次期京都市生活安全基本計画策定のためのアンケート調査 ２１年１１～１２月 

   犯罪や迷惑行為，事故などの問題に関して，市に特に取り組んでほしいと思う

ことは何でしょうか。（○は２つまで） 

   １０の選択肢中「犯罪の抑止効果が期待でき，犯罪発生時にも活用できるよう，

街路に防犯カメラなどを設置する」２９．８％，３位 

   参考１あなたやあなたの家族が犯罪にあわないために，日頃心がけていること，取り組んでい

ることは何でしょうか。（○はいくつでも） 

１８の選択肢中「自宅まわりに防犯カメラを設置している」４．０％ 

   参考２自由記述欄における防犯カメラの記述５０１件中６件 

   京都市生活安全施策懇話会での御議論 平成２２年度第２回 

防犯カメラについて。犯罪防止や早期検挙に役立つなど，有効性に関するご意

見。また，高齢化社会が進む中では有効では，というご意見も。 
   参考１川崎駅東口地区（川崎警察署管内）における効果の検証 

刑法犯認知件数の増減 防犯カメラ設置地区△３１．７％，設置地区以外の署管内△１７．３％ 

   → 両地区の変化には，統計的に有意な違い 

   参考２公園や路上など野外の公共の場所に防犯カメラを設置して安全・安心を確保することと，

個人のプライバシーを尊重するために防犯カメラを設置しないことを比べた場合，どちらの方

針を支持しますか。  社会安全研究財団，犯罪の不安感等に関する調査研究，平成１９年実施，全国調査 

   → 「設置する」，「どちらかといえば設置」を合せると，９０．６％が防犯カメラを支持 

 

２ 基本的な考え方 

 犯罪が発生しにくい環境づくりに着目したハード面での対策の１つとして，犯罪

抑止効果が期待される防犯カメラの設置を促進するための調査研究を行う。 

また，モデル事業として，防犯カメラ設置希望者に対する補助を実施する。 

 これらの調査研究及びモデル事業の成果を活用して施策を推進することにより，

防犯カメラの設置促進を図る。 

 

３ 具体的な，２３年度の事業内容 一部民間委託 

  調査研究 １４０万円 

  防犯カメラの種類と機能，他都市における補助制度，民間における防犯カメラ

の活用状況，本市で導入すべき補助制度などを，調査研究 

   モデル事業 １６０万円 

上記 の調査研究も踏まえ，モデル事業の制度を構築（８台程度の補助を想定） 

なお，プライバシーの保護との調和に関しては，府の「防犯カメラの管理・運

用に関するガイドライン」に準拠を基本 

 

４ スケジュール（イメージ） 

 ～平成２３年 ９月頃 調査研究，及びモデル事業の制度を検討 

        １０月頃 モデル事業を開始 

  ～平成２４年 ３月  調査研究結果を取りまとめ           以上 

※参考１，２とも，警察庁資料から抜粋
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暴力団排除条例について 

 

 

１ 府暴力団排除条例の制定 

   次ページ以降の条例が，平成２３年４月に施行された。 

  府暴力団排除条例の規定は，京都市内に直接適用されるものもある。 

 

２ ２３年５月市会における市長答弁（条例制定に向けた，基本的な考え方） 

  暴力団による不当な行為を防止することは，市民生活の安心と安全を守るうえ

で，極めて重要な課題である。 

  府暴力団排除条例は京都市内にも適用されるが，京都市が行う公共工事をはじ

めとする契約や，公の施設の利用には適用がない。 

  このため，京都府警察との密接な連携のもと，これまでの京都市の取組を発展

させ，よりしっかりとした根拠を持ったうえで，全庁挙げて暴力団を排除してい

くと同時に，市民や事業者の皆様とともに，暴力団を許さない社会を築くために，

暴力団の排除のための条例が必要であると考えており，その制定に向け鋭意取り

組んでいく。 

 

参考 京都市における暴力団排除に関する，主な経過 

 昭和６２年 契約事務暴力団等排除対策要綱を制定（行財政局） 

 平成２０年 暴力団員を排除する規定を市営住宅条例に盛り込み（都市計画局） 

       京都市生活保護暴力団排除対策本部を設置（保健福祉局） 

 ※ 上記のほか，暴力団による市民生活への不当な介入をなくし，市民の日常生活

の安心・安全を確保するため，広報啓発，組織支援，相談などの事業を実施する，

公益財団法人京都府暴力追放運動推進センターに参画（文化市民局，出えん２．

１億円） 

以上 
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京都府条例第２３号 

 

京都府暴力団排除条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第５条） 

第２章 府の施策 

第１節 府の基本的な施策（第６条－第１１条） 

第２節 府が設置した公の施設の使用の不承認等（第１２条） 

第３節 公共工事からの暴力団排除（第１３条） 

第３章 事業者の遵守事項等（第１４条－第１６条） 

第４章 暴力団排除特別強化地域（第１７条） 

第５章 青少年の健全育成を図るための措置（第１８条・第１９条） 

第６章 雑則（第２０条・第２１条） 

第７章 罰則（第２２条－第２４条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、京都府からの暴力団排除に関して基本理念を定め、府及び府民

等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための府の施策、事業者の遵守事

項その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当

な行為により府の行政、府内の事業活動及び府民の生活に生じる不当な影響を排除

し、もって府民の安全・安心で平穏な生活の確保に資するとともに、青少年の健全

な育成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより府内の事業

活動又は府民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。 

(3) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(4) 暴力団員等 次に掲げる者をいう。 

ア 暴力団員 

イ 法人でその役員又は公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあ

るもの 

ウ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの 

エ 暴力団員がその事業活動を支配する者 

(5) 府民等 府民及び事業者をいう。 

ゴチック体は，京都市内に

直接適用される条項など
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(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された

部分をいう。 

(7) 公共工事 府が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２条第１項に規定する建設工事をいう。）をいう。 

（基本理念） 

第３条 暴力団が府内の事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在である

ことを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこ

と及び暴力団を利用しないことを基本として、暴力団排除は、国、府、市町村及び

府民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で推進されなければならない。 

（府の責務） 

第４条 府は、国、市町村、法第 32 条の２第１項の規定により公安委員会から京都

府暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者（以下「暴追センター」という。）

その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び府民等と連携を

図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。 

２ 警察本部長は、府民等及び関係機関が安心して暴力団排除のための活動に取り組

むことができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。 

（府民等の責務） 

第５条 府民は、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努める

とともに、府が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めると

ともに、府が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。 

３ 府民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、府に対し、当

該情報を提供するよう努めるものとする。 

 

第２章 府の施策 

第１節 府の基本的な施策 

（府の事務事業における措置） 

第６条 府は、公共工事その他の府の事務又は事業により暴力団を利することとなら

ないよう、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者につい

て、府が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。 

（府民等に対する支援） 

第７条 府は、府民等が暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと

ができるよう、府民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うも

のとする。 

（広報及び啓発） 

第８条 府は、府民等が暴力団排除の重要性について理解を深め暴力団排除の気運が

醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。 

（市町村への協力） 

第９条 府は、暴力団排除のための施策を講じる市町村に対し、情報の提供、技術的

な助言その他の必要な協力を行うものとする。 
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（社会復帰の促進） 

第１０条 府は、暴追センターと連携して、府民等の協力の下、暴力団員の当該暴力

団からの離脱を促進し、その社会復帰を円滑にするための対策を推進するよう努め

るものとする。 

（警察本部長の措置） 

第１１条 警察本部長は、暴力団排除に取り組んだこと等により暴力団から危害を被

るおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講じるものとす

る。 

２ 警察本部長は、付近の住民の平穏な生活に著しい脅威を与えている暴力団事務所

の使用をやめさせるため付近の住民が行う訴訟等の活動に対する支援その他の当

該暴力団事務所の使用をやめさせるため必要な措置を講じるものとする。 

 

第２節 府が設置した公の施設の使用の不承認等 

（府が設置した公の施設の使用の不承認等） 

第１２条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項の規定により指定された法人その他の団体は、府が設置した公の

施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の使用の承認につ

いて定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせ

ず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。 

 

第３節 公共工事からの暴力団排除 

（公共工事からの暴力団排除） 

第１３条 府は、公共工事を請け負わせる契約（以下「請負契約」という。）を暴力

団員等との間で締結してはならない。 

２ 府と請負契約を締結した者（以下「元請契約者」という。）は、当該請負契約に

係る建設業法第２条第４項に規定する下請契約（以下「下請契約」という。）又は

当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契

約（以下「物品納入等契約」という。）を暴力団員等との間で締結してはならない。 

３ 次に掲げる者（以下「下請契約者」という。）は、府の請負契約に関して下請契

約を暴力団員等との間で締結してはならない。 

(1) 元請契約者と下請契約を締結した者 

(2) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

(3) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

(4) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

(5) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

(6) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

４ 次に掲げる者（以下「物品納入等契約者等」という。）は、府の請負契約に関し

て物品納入等契約を暴力団員等との間で締結してはならない。 

(1) 元請契約者と物品納入等契約を締結した者 

(2) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者 
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(3) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者 

(4) 前項各号に掲げる者 

(5) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者 

(6) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者 

(7) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者 

５ 府、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、前各項の遵守のため、

前各項に規定する契約の締結に当たり、その相手方から自己が暴力団員に該当せず、

及び第２条第４号イに規定する役員若しくは使用人又は同号ウに規定する使用人

のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書を徴しなければならない。ただ

し、規則で定める場合のほか、当該契約の契約金額（府が発注する１件の建設工事

に関し同一当事者間において締結された契約であって前各項に規定するものが２

以上あるときは、その契約金額の総額）が１５０万円未満の場合については、この

限りでない。 

６ 府、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、前項の誓約書を契約の

締結の日から５年間保管しなければならない。 

 

第３章 事業者の遵守事項等 

（暴力団威力利用行為の禁止） 

第１４条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。 

（利益供与の禁止） 

第１５条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、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金品その他の財産上の利益（以下「金品

等」という。）の供与を行ってはならない。 

（契約時における措置） 

第１６条 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合には、次の事項を契

約内容に含めるよう努めるものとする。 

(1) 事業者が暴力団員等を契約の相手方としないこと。 

(2) 契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、事業者が催告するこ

となく、当該契約を解除することができること。 

２ 事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、その取引の媒介をする者そ

の他の関係者が暴力団員等でないことを確認し、その取引の相手方に対して、契約

時において当該相手方が暴力団員等に該当しない旨を書面で誓約させるなど暴力

団排除のための必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

第４章 暴力団排除特別強化地域 

（暴力団排除特別強化地域） 

第１７条 当該地域における暴力団排除を徹底することにより、住民及び来訪者にと

ってより一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、次に掲げ

る地域を暴力団排除特別強化地域と定める。 

(1) 京都市中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京
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区と下京区との境界をもって囲む地域 

(2) 京都市東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境

界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域 

(3) 京都市下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京

区と東山区との境界をもって囲む地域 

２ 接客業（その業務に営業所又は営業所から派遣された場所において不特定多数の

客に接する業務を含む営業をいう。以下同じ。）であって、風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定す

る風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する

接客業務受託営業、深夜において営業する同項第３号に規定する酒類提供飲食店営

業その他公安委員会規則で定めるもの（以下「特定接客業」という。）に該当する

ものを営む者（以下「特定接客業者」という。）は、暴力団排除特別強化地域にお

ける特定接客業の営業に関し、暴力団員を接客業務に従事させてはならない。 

３ 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴

力団員から、その営業所における用心棒の役務（営業を営む者の営業に係る業務を

円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧

を行う役務をいう。以下同じ。）の提供を受けてはならない。 

４ 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴

力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受

けることの対償として金品等を供与し、又はその営業を営むことを容認する対償と

して金品等を供与してはならない。 

 

第５章 青少年の健全育成を図るための措置 

（暴力団事務所の開設及び運営の禁止） 

第１８条 暴力団事務所は、次に掲げる施設又は建造物の敷地（第６号、第７号及び

第１１号に掲げる建造物が他の建造物と一体となって社寺その他の施設を構成す

る場合にあっては、当該施設の敷地）の周囲２００メートルの区域内においては、

これを開設し、又は運営してはならない。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除く。）

及び同法第１２４条に規定する専修学校（高等課程を置くものに限る。） 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施

設及び同法第１２条第１項に規定する児童相談所 

(3) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条に規定する公民館 

(4) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館 

(5) 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館 

(6) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（平成４年条約第７号）第１

条に規定する文化遺産である建造物群を構成する建造物 

(7) 建造物で、文化財保護法(昭和２５年法律第２１４号)第２７条第１項に規定す

る重要文化財及び京都府文化財保護条例（昭和５６年京都府条例第２７号）第７

条第１項に規定する府指定有形文化財であるもの 
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(8) 裁判所法（昭和２２年法律第５９号）第２条第１項に規定する家庭裁判所 

(9) 少年院法（昭和２３年法律第１６９号）第１条に規定する少年院及び同法第１

６条に規定する少年鑑別所 

(10) 更生保護法（平成１９年法律第８８号）第２９条に規定する保護観察所 

(11) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図

るための良好な環境を保全する必要がある施設又は建造物として公安委員会規

則で定めるもの 

２ 前項の規定は、この条例の施行の際又は適用の際現に運営されている暴力団事務

所については、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力

団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限り

でない。 

（青少年に対する教育等のための措置） 

第１９条 府は、学校等の教育機関において、生徒が暴力団排除の重要性を認識して、

暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に

応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。 

２ 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の

重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けない

よう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとるよう努めるものと

する。 

３ 府は、前項に規定する者に対し、講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援を

行うものとする。 

 

第６章 雑則 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

又は公安委員会規則で定める。 

（適用上の注意） 

第２１条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意

しなければならない。 

 

第７章 罰則 

（罰則） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

(1) 第１３条第５項の誓約書に虚偽の記載をして提出した者 

(2) 相手方が暴力団員であることの情を知って、第１７条第２項から第４項までの

規定に違反した者 

(3) 暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、接客業務に従事し、

その営業所における用心棒の役務を提供し、又は第１７条第４項に規定する金品

等の供与を受けた暴力団員 
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(4) 第１８条第１項の規定に違反した者 

第２３条 第１３条第５項又は第６項の規定に違反した元請契約者、下請契約者及び

物品納入等契約者等は、５万円以下の過料に処する。 

（両罰規定） 

第２４条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下

この条において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関し、第２２条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 

附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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京都の暴力団情勢 
_ 

1 会津小鉄会と山口組が混在する極めて不安定な状態 

京都府内には、指定暴力団の会津小

鉄会、山口組傘下の暴力団事務所が多

数あります。 

京都府北部は山口組一色で、京都市

内・その他近郊・京都府南部は会津小

鉄会と山口組の組事務所が混在してい

ます。 

山口組の京都進出を食い止めたい会

津小鉄会と山口組との間で水面下にお

いて資金源を巡る対立が起こるなど、

京都の暴力団情勢は不安定な状態にあ

ります。 
京都府内における暴力団勢力図 

２ 京都に迫る山口組の脅威 

京都における暴力団勢力数は、平成 22 年 12 月末現在、約 1,770 人（会津小鉄会約 580

人、山口組約 590 人）を把握しています。府内全体の暴力団勢力数は、平成 16 年から

減少傾向にあり、昨年末、初めて山口組勢力が会津小鉄会の勢力を上回るという状態と

なりました。 

京都における暴力団勢力数の推移 
※ 「暴力団勢力数」とは、暴力団構成員に準構成員を合わせた数

３ 対立抗争の危険性 

京都において、かつて山口組と会津小鉄会との間で大規模な対立抗争事件が発生し、１

年間で約 30 件もの発砲事件が繰り返され、警察官への誤射殺人事件も発生しました。 

近年、府内において大規模な抗争事件の発生はありませんが、平成 22 年中も、京田辺

市でけん銃を使用した殺人事件も発生しており、本年１月には、京都市内で民家にけん銃

が撃ち込まれる事件が発生しています。 

全国的には、ほぼ毎年対立抗争事件は発生しており、平成 19 年に、佐賀県において入

院中の一般市民が対立抗争中の暴力団関係者と間違われ、けん銃で射殺される事案が発生

しています。また、平成 22 年中においては、暴力団等とみられる銃器発砲事件は 17 件発

生し、住民の身近でけん銃使用事件が相次いで発生しており、依然として住民への脅威が

続いています。 

20



 

 

６ 巧妙な資金獲得活動 

暴力団による資金獲得活動は、組織的に行

使する暴力とその威力を利用しつつ、取締り

や暴力団対策法の規制が及ばない領域を探

し当て、より大きな資金を獲得することを企

図しており、経済社会の変化に対応して、そ

の資金獲得活動の態様を変化させ続けてい

ます。 

４ 祇園・木屋町地区の暴力団情勢 

会津小鉄会と山口組は、祇園・木屋町地区

の歓楽街の利権の獲得維持を図り、縄張りを

設定していることがうかがわれます。 

特に近年、祇園・木屋町地区に山口組関連

のスナックやクラブなどの酒類提供飲食店な

どが数多く出店され、暴力団幹部が度々飲食

をするなど、暴力団による祇園地区の歓楽街

利権の更なる獲得が着々と進んでいることが

推認できる状況にあります。 

これらの状況を踏まえ祇園・木屋町地区を

暴力団排除特別強化地域に指定します。 

暴力団排除特別強化地

域

７ 国際観光都市京都からの暴力団排除を目指して 

暴力団は、府民に対する卑劣な暴力、対立抗争により、府民の安心・安全な暮らし

を脅かしています。また、京都の歓楽街の利権、公共工事等の利権を狙うなど、自己

の組織維持のためにあらゆる犯罪に手を染め、資金獲得活動を行っています。 

今後も府民が一体となって、「暴力団のいない京都」「暴力団が来ない京都」を目

指し、暴力団事務所を撤去するなどして、国際観光都市京都から暴力団を排除してい

く必要があります。 

５ 不透明化する暴力団 

暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（以後「暴力団対策法」という。）

が施行された後、暴力団は組事務所から代

紋、看板等を撤収し、名簿などに構成員の氏

名を記載せず、暴力団を示す名刺を使用しな

いなど、組織実態に関する事実を隠蔽する傾

向が強まってきています。 

活動形態においても、政治活動や社会運動

を仮装、標ぼうするなど、不透明化の傾向が

一層顕著になってきています。 
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