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第１回「京都市客引き行為等対策審議会」 摘録 

 

１ 開催日時 

  平成２７年５月１日（金） 午後２時から午後４時まで 

 

２ 開催場所 

  職員会館かもがわ ２階 大会議室 

 

３ 出席者 

 ⑴ 委員 

   市民公募委員             上田  勇 

   一級建築士事務所スーク創生事務所代表 大島 祥子 

   摂南大学経済学部教授         後藤 和子 

   同志社大学法学部長          佐伯 彰洋（会長） 

   市民公募委員             谷田 輝惠 

   弁護士（京都はるか法律事務所）    辻  孝司（副会長） 

      

 ⑵ 京都市（事務局） 

   京都市長                   門川 大作（冒頭挨拶のみ） 

   文化市民局長                 寺井  正 

   文化市民局くらし安全推進部長         芳賀 正昭 

   文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課長 中井 秀和 

   文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課 

   防犯対策担当課長               渡邉 圭太 

   産業観光局商工部長              安河内 博 

   産業観光局商工部商業振興課長         木村 悦子 

 

 

 

１ 開会 

２ 門川京都市長挨拶 

３ 開催趣旨の説明（資料１） 

４ 委員紹介（資料２） 

５ 会長及び副会長指名 

６ 議題 （以下の摘録のとおり） 

７ 寺井文化市民局長挨拶 

８ 閉会 

                               （委員名は，敬称略） 
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（議題１「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例の概要」について） 

 ※事務局から，資料３から資料５までについて説明 

１４：４０  

佐 伯： ただ今の御説明について，何か御質問や御意見はあるか。 

 

大 島： 客引きにも客待ちにも当たらないと思うが，木屋町などではなく，烏丸御池周

辺などでしばしば見かけていた柑橘系の果物の売り付け行為は，歩行者にかけ合

って声を掛けている。これは押し売りに近いと思うが，こういったものに対して

も困っている人をしばしば見かける。これは客引き行為に含むのか含まないか。

また，関係法令で取り締まることはできるのか。最近見なくなったが，昨年秋頃

にはよくいた。 

 

事務局： 道路上に店舗を出しているのであれば，道路交通法で規制される。 

 

大 島： 箱を持ち歩いて売っているが。 

 

事務局： 持ち歩いて売る行為は，公道上での行為であれば，客引き行為に該当する可能

性がある。 

 

佐 伯： 公道に出てはいけない。自分の店舗前でやるのはいいということになる。 

 

大 島： 店舗ではなく，箱を持って歩いている。 

 

佐 伯： 公道上の行為だとだめということになる。ただ，この条例では禁止区域を指定

するので，烏丸御池が指定されないと，禁止の対象にはならない。努力義務とい

うことになる。 

 

谷 田： 四条河原町周辺などでよく見る，プラカードを持って立っている行為はどうか。 

     京都水族館付近をよく通るが，あの周辺では，自分の空き地を駐車場にして貸

すことをしていて，「こちら」というようなプラカードを持っているのを目にする。 

 

事務局： 看板を持っているだけでは，特定の人に声を掛けていないので，客引き行為に

は当たらない。 

 

 辻 ： 資料１８ページ②右側の具体事例にあるように，「通行人に向かって，相手方を

特定することなく，広く呼び掛ける」ということになり，条例上は規制されない

ということではないか。 

 

佐 伯： 不特定の人にティッシュを配ることも規制されていない。街の景観を考えると

どうかというのはあるかもしれないが，一方で商売をされている人の営業の自由
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との兼ね合いを考えながら，この条例ではこうしたぎりぎりの線引きをしている。 

 

 辻 ： 道路使用許可は，警察に届け出る必要があり，チラシ配りも，本来はそういっ

た許可がいるのではないか。厳密に言えば，その点では看板を持って立っている

だけでも規制に引っかかってくるのではないか。 

 

事務局： 辻委員のおっしゃるとおり，道路を使用される場合には，所管の警察署に対し

申請していただくことになり，道路使用許可が必要な行為もある。看板を持つと

いうのも厳密には許可がいる場合があるが申請がされていないものもある。 

     ただ，営業の自由というのもあり，この条例での規制は難しい。 

 

佐 伯： よく見かける募金活動は，道路使用許可を得ているのか。 

 

事務局： 必要であり，許可をしている。 

 

 辻 ： 弁護士会でも，よく道路使用許可をいただいて，四条河原町などでビラをまく

などの活動をしている。 

 

後 藤： ３つほどお聞きしたい。 

     １点目は，御説明によれば，風営法で禁止されている客引き行為等があるとい

うことだが，個人的には祇園から京阪三条にかけては，キャバレー等の客引きの

男性がずらっと立っていて怖くて歩けないと感じる。 

     法律が既にあるのにああいった実態であるというのはどう考えたらいいのか。

条例を作ったとしてどこまでの実効性があるのか。 

     ２点目として，この客引き行為等を誰がどのように摘発するのか。客引きに遭

った観光客が「客引きに遭った」と訴え，通報するのか。「行為を見た」と通報が

あって摘発するのか。されました，見ましたと言われても，実際にやった方が「知

らない」と言えば，証拠写真でもない限り厳しいと思う。どのようにその行為を

判断するのか。 

     ３点目として，東京等では地区指定をしていないで全域禁止というところも結

構あるようだが，なぜわざわざ地区指定をするのか。というのも，地域を指定し

てしまうと，今度は指定範囲外の区域でやったらいいということになってそちら

に客引きが流れていくのではないかと思う。 

 

事務局： まず１点目について，実際どの店がやっているのかがあるが，現状として，祇

園では中国系の風俗エステ，夜はスナックの客引きが多い。風俗営業店や性風俗

店等による客引きについては，風営法違反や迷惑防止条例違反の事実で検挙する

が，行為者がその店に客を誘引している事実の立証が必要であり，路上に立って

いるだけの行為を捉えて検挙というのは，現状では難しい。 

     ２点目について，４月１日から警察ＯＢを客引き対策の指導員として採用し，



4 

 

繁華街において条例の周知活動に努めるとともに，実際に行為をしている者に対

して声を掛けている。今後，（禁止）地域を指定して指導から命令，公表，過料と

いうように順にしていくこととなる。今後，運用方法等についてはしっかりと考

えていく必要がある。 

     証拠などについては，他都市の運用も参考にしながらやっていくつもりである。 

     今巡回している指導員も，活動を通じて徐々に行為者を把握しつつあり，ある

程度運用していけると考えている。 

     ３点目の地域の指定については，後ほど説明させていただくが，全市という御

意見もあるが，全市を禁止区域にするのではなく規制が本当に必要な場所を限定

的に行うべきであると考えている。やはり営業の自由もあるので，本当に必要な

場所のみ指定するという考え方である。 

 

佐 伯： 例えば東京都で実施しているところでは，地域指定はなく区内全域にはなって

はいるものの，努力義務に留まっており指導をすることしかできず，命令をする

ことはできない。京都市は過料処分までできることになる。今後，この審議会で

この区域も指定すべきということを出していけば，指定範囲になるということに

なる。 

     私は大学に勤めているが，カラオケ店の客引きは，繁華街だけでなく各大学周

辺でも行われている。学生によって感じ方は様々であるが，迷惑と思う者もあり，

その辺をどうするのかも今後の課題だとは思う。 

 

 辻 ： もう一点先ほど質問が出ていたと思うが，指導などの契機というか，迷惑を被

った観光客の方などは，どのようにしたらいいのか。 

 

事務局： 先ほど御説明した，巡回している指導員に言っていただいてもいいし，不快な

思いをされた場合は，チラシにも記載があるように，こちらに御連絡いただいた

らいい。 

 

後 藤： とは言っても，立ち去られてしまうのではないか。 

 

事務局： 客引きが行われる場所はほぼ固定されているため，どこどこで客引きに遭った

ということを言っていただければ，翌日から指導員が指導等に入ることができる。 

 

上 田： その禁止区域は，どこからにされるつもりか。 

     また，禁止区域内で，同じ経営者で支店がいくつもあるようなところは，つか

まったというか，指導等をされた支店以外の支店がまた同じようなことをした場

合は，どうなるのか。 

 

事務局： 同じ経営者のチェーン店でも，店ごとに方針があり，客引き行為をしている店

とそうでない店があるので，原則としては店ごとに指導等をすることになる。 
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     また，禁止区域の指定の要件としては，地元が努力されているということを考

えている。平成２５年度に要望書を出してきていただいている商店街等の中には

要件を満たすところもあると考えている。 

     この条例は，地元の商店街などでパトロールなどをして努力されているところ

を指定していきたいと考えている。何でもかんでも指定するというのではなく，

まず地域の方の努力が必要だと考えている。 

 

大 島： 客引き行為を減らす，ということではなく，客引き行為等により不快な思いを

される方を減らしていこうということがこの条例の目的であると思う。四条でキ

ャッチやエステが多かったときに，四条通や新京極通では，「不快な思いをしたら

駆け込んでください」と常に放送で呼び掛けていた。現地で不快な目に遭ったと

して，観光客や市民は，このエリアで客引き行為が禁止されているのかどうか分

からなければ意味がない。客引き行為等が条例の規制対象であることを観光客や

市民に知らせることも大切なのではないか。事業者を摘発するだけではなく，お

互い気持ちよく商いをしていくということ，そっちの目線も大切である。 

 

 辻 ： 客引き行為等を「行わせた者」の範囲はどこまでが当たるのか。 

     飲食店の従業員が行うのは，その経営者や店長がさせたということで分かりや

すいが，私が実際に遭遇した行為者は，１０店舗，２０店舗ものメニューカード

を持っていて，どんな店がいいですかと聞いてきて，こんなところがいいとこち

らが言うと，ではここがいいですと案内するというものだった。システムが分か

らないが，あれは店舗とその人自身との間で契約しているのか，あるいは客引き

行為者だけを集めた組織があり，それぞれの店舗が依頼して，客を連れてきてく

れた者に一定の額を渡すような専門の会社と契約をしていて，そこからの派遣と

いうこともあるのかと思う。 

     そうなれば，「行わせた者」が，一体どこまでの範囲の者になるのか。そうした

専門の組織は「行わせた」となるのか。条例制定の過程で議論はあったのか。 

 

事務局： 基本的には従業員がやっているというところになるが，客引き行為を業として

やっているような者もいる。客引き行為者には，店舗の従業員，店舗に雇われて

いる者もあれば，客引きを専門に行う業者により派遣されている者もある。１０

店舗分ほどあるようなメニューカードのうち，本命は２，３店舗に過ぎず，後は

ダミーであり，そこはいっぱいであるなどと言って案内せず，自分に一番実入り

のいいところのみを案内しているというものもあると聞いている。 

     本市としては，こうした客引き専門の組織のようなところも，当然「行わせた

者」に含むと考えている。「行わせた者」には，店舗の代表者だけではなく，客引

きを専門としている組織の代表者も含むということとしている。 

 

大 島： 食事をしたいと思っている方に店の情報を示すのはサービスと言える側面もあ

ると思う。迷惑と思うか，思わないかは受け手の問題である。今の条例は，声を



6 

 

掛けることは一切だめということになっているが，ビジネスとして成り立ってい

るものを規制するのには，制定までにどういった経緯があったのか。 

 

事務局： 学生など若い方などは，客引きを利用することで安く飲めるし便利と捉えてい

る方もある。昨年実施したパブコメや市政アンケートでも若い人は比較的不快に

思っていない。30代，40代の方は，不快に思っており，京都は格式が高く客引き

はなじまないと考えているようである。 

 

大 島： 「嫌ならば左手あげてお断り」などといった標語などを作ったら分かりやすい

かもしれない。 

    

佐 伯： 客引き行為を規制することにより，まちが廃れていくのではないかという意見

は，（客引き行為等対策）懇談会でも出ていた。京都市で観光案内所などはあると

のことだが，もっと充実したものにすべきとの意見もあった。先ほどおっしゃっ

ていたように，案内で助かる人もおり，人に迷惑が掛からなければいいという意

見もあった。私も，営業の自由もあるし最初そのように思っていた。しかし，公

道上でそもそもビジネスをする権利というものがあるのか，というとそこまでは

言えないというのも議論になっていた。もし営業の自由の侵害だと訴訟されたら

必ず勝つとは言えないとも言われていた。 

 

大 島： 客引きを許可・登録制にしてはどうなのか。まちのコンシェルジュ的に適切な

案内をする者だけにするなどはどうか。 

      

佐 伯： 公道上でされてはっきりと断れる人はいいが，気の弱い方ははっきり断ること

が難しかったりする。こうしたこともあるため規制が必要ということになったと

思う。 

 

事務局： 観光客については，Wi-Fi環境の整備を進めており，飲食店情報にもアクセスし

ていただきやすくしている。御意見をいただいた客引きを認定，登録するという

ことに関しては，今まで例もなく難しい。 

 

後 藤： 資料を見ていると，グラフで客引き行為者数調査の結果が出ている。４つのエ

リアごとに全く異なっているが，業種別で言うと，この中で，4/4の祇園地域のエ

リアだけ，圧倒的に風俗が多いようである。私もここは怖いし不愉快である。居

酒屋については，そんなにしつこい感じもなかったりするが，こういった風俗関

係はやはり怖い。どういった背後があるのか分からないし，悪質なのはこの部分

なのではないかと思う。 

     地元が頑張っていただかないといけない，ということであるが，多数がこうい

うキャバクラなどの風俗営業で占められており，そうでない店が少数であれば，

気の毒である。自分達が客引きをしている以上，要望が挙がってくるとは思えな
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い。要件としてあげられている地元の自主的取組を求められるのであれば，こう

したところは，地元がなんとかするようにというのは酷なのではないか。圧倒的

多数が風俗関係の店で成り立っている商店街からは要望が出てこないわけで，分

けて考える必要があるのではないか。 

 

佐 伯： 今の後藤委員のお話は，議題２に関係してくることだと思うので，まず事務局

の説明をお願いしたい。 

 

１５：１５ 

（議題２「客引き行為等対策の検討の経過及び運用状況」について） 

（議題３「他の政令指定都市・特別区での条例の制定及び運用状況」について） 

 ※事務局から，資料６から資料８までについて説明 

 

１６：４２ 

佐 伯： １つ質問だが，資料３８ページの大阪市の条例の指導状況の説明があったが，

この指導等は，客引き行為等を行っている者に対する指導の方が多いのか，「行わ

せた者」，事業者に対しての方が多いのか。 

 

事務局： 大阪に聞いたが，指導５７件中４０件が客引き行為者に対するものである一方，

勧告は３件で，うち営業者が２件で客引き行為者に対するものは減っている。命

令，過料処分についてはいずれも営業者に対するものである。内訳については，

５７件中３２件，約５７パーセントが居酒屋，ガールズバーが７件，美容院９件，

チケット路上販売２件，風俗店２件，不明のスカウト２件，その他２件である。 

     過料徴収は，対象が代表取締役だったので問題はないが，指導を行っていくな

かでは，行為者のほとんどが偽名を使っている，店の名前も言わない，身分証の

提示にも応じず，なかなか効果的な現場指導は困難であるという状況であるとの

ことである。それに対してはあらゆる方法を駆使して行為者名や営業店を特定し，

指導書を交付しているということである。 

 

佐 伯： これまでの説明に対して，御意見，御質問はあるか。 

 

事務局： 先ほどの後藤委員の御質問だが，３５ページは祇園地域であり，花見小路通と

縄手通，たくさん客引きがいる。昔からいてなかなか改善されない。しかし，客

引きに関して，こちらに特段の苦情は入っていない。警察による風営法に取り締

まりが不可欠な場所であり，それにより行うべきものであると考えている。 

     また，祇園地域に関しては，資料２３ページに京都市長に対する要望として記

載しているように，要望書を出された連名の団体中に祇園商店街振興組合も入っ

ており，祇園からの要望はあるのは事実である。今後この審議会で，祇園も加え

るべきとの答申をいただいた場合は，祇園地域も禁止区域の対象として考えてい

きたい。 
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谷 田： 客引き行為はこれまで昔からあったのに，こうした条例等による規制が行われ

ているのはここ数年のようである。急にこのような状況になっている背景には，

東京オリンピック開催の影響もあるのか。京都市の場合も，４月１日から条例を

施行しているので，急に何かあるのか。 

 

事務局： もともと客引き行為は，東京都の新宿などで発生してきたものだが，ここ最近，

京都や大阪でも，５階や６階以上のビルにビル全体が居酒屋ばかりというような

ところができるようになってきて，集客のために業者に頼って客引きをするよう

になってきたようだ。 

 

佐伯 ： 次回の審議会で諮問を受ける予定だが，禁止区域の指定の要件について，地域

からの要望があること，地域でパトロールが行われていることとしているが，こ

れについて御意見はあるか。 

 

後 藤： 地域の要望がなくても必要な地域は指定ができるようにすべきである。本当に

危ないところで，地域の要望がないところは，指定できなくなってしまう。地元

からの要望が必要というのはおかしいと思う。 

 

佐 伯： こういう条件を出しているのは，やはり最初から強制的に指定して規制するの

ではなく，まずは地域が困っているという要望を吸い上げてそこから指定してい

くという考えである。営業の自由との関係もあり，全く苦情がないというところ

を我々だけの判断で指定していいかということには，ためらいもある。 

     当初はこの要件でやっていって，その後，最初に指定したところだけというわ

けではないので，また見直すこともあり得るというのもできるが，どうか。 

 

後 藤： そうすると客引きをしている店がたくさん集まっている地域は，自分達は指定

してほしくないわけなので外れることになる。 

     例えば花見小路は不快に思っている人はたくさんいると思う。声にあがってこ

ない声というのもあると思うので，地元からの要望だけをもって指定するのはど

うかと思う。 

 

事務局： 商店街からの声，というのは地元住民の声でもあり，それらを重視する必要は

あると考えている。 

     

大 島： 木屋町南側には強固な自治組織があるが，北側に関しても１０年くらい前に若

手の飲食店経営者が環境改善活動をされていたと思う。今はどうなのか。 

 

事務局： 今もやっておられる。客引きに関してのアプローチはないが。 

 

上 田： 答えが出ているような気もするが，資料に他都市では「市民協働」という観点
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があるとのことが載っていたので，住民らの要望などから受けた場合はどうなの

かと思っていたが，先ほどの答えがあったのでいい。 

      

佐 伯： 指定要件については，条例で決まっているものでもなく，今後変更することも

可能であり，ここは非常に危険な区域であるというのであれば市から言っていた

だいて調査をしていくということもあると思うし，今後審議会で決めていくとい

うことで課題とし，今日のところは終わりとしたい。本日は，御意見を賜りお礼

申し上げる。 

 

                               （閉会 １６：００） 


