第一
一

暴 力団 員 によ る不 当な 行為 の防 止等 に 関す る法 律の 一部 を改 正す る法 律要 綱
市 民 生活 に対 する 危険 を防 止す るた め の規 定の 整備

︵ 第 十五 条の 二関 係︶

︵ 第十 五条 の三 第一 項及 び第 四十 六条 第 二号 関係 ︶

特 定 抗争 指定 暴力 団等 の指 定暴 力 団員 又は その 要求 若し くは 依頼 を受 け た者 は︑ 警戒 区域 内に 在

を設 ける こと と する ︒

所 を新 た に設 置す るこ と等 をし ては なら ない こと と する とと もに ︑こ れに 違反 し た者 に対 する 罰則

特 定抗 争指 定暴 力団 等の 指定 暴力 団 員は ︑警 戒区 域に おい て︑ 当該 特 定抗 争指 定暴 力団 等の 事務

る︒

区域 を定 めて ︑ 当該 対立 抗争 に係 る指 定暴 力 団等 を特 定抗 争指 定暴 力団 等と して 指定 す るも のと す

認 める と きは ︑都 道府 県公 安委 員会 ︵以 下﹁ 公安 委 員会 ﹂と いう ︒︶ は︑ 三月 以 内の 期間 及び 警戒

該対 立抗 争に 係 る暴 力行 為に より 更に 人の 生 命又 は身 体に 重大 な危 害が 加え られ る おそ れが ある と

器 を使 用 した 暴力 行為 が人 の生 命又 は身 体に 重 大な 危害 を加 える 方法 によ るも の であ り︑ かつ ︑当

指 定暴 力団 等の 相互 間に 対立 が生 じ ︑対 立抗 争が 発生 した 場合 に おい て︑ 当該 対立 抗争 に係 る凶

対 立 抗争 によ る危 険を 防止 する た めの 措置 に関 する 規定 の整 備

︵一 ︶

︵二 ︶

︵ 三︶

一頁

る 当該 特 定抗 争指 定暴 力団 等の 事務 所に 立ち 入 り︑ 又は とど まっ ては なら ない こ とと する とと もに
︑こ れに 違 反し た者 に対 する 罰則 を設 ける こ とと する ︒

︵ 第十 五 条の 三第 二項 及び 第四 十六 条 第二 号関 係︶

︵第 十五 条関 係︶

第 十五 条第 一項 の規 定に よる 事務 所 の使 用制 限命 令は ︑当 該事 務 所を 現に 使用 して いる 指定 暴力
団 員に 対 して もす るこ とが でき るこ とと する ︒

︵第 三十 条 の八 関係 ︶

特 定 危険 指定 暴力 団等 の指 定暴 力 団員 で︑ 警戒 区域 にお いて 又は 警戒 区 域に おけ る人 の生 活若 し

定暴 力団 等と し て指 定す るも のと する ︒

め ると き は︑ 一年 を超 えな い範 囲内 の期 間及 び警 戒 区域 を定 めて ︑当 該指 定暴 力 団等 を特 定危 険指

団員 又は その 要 求若 しく は依 頼を 受け た者 が 更に 反復 して 同様 の暴 力行 為を 行う おそ れ があ ると 認

に よる 暴 力行 為を 行っ たと 認め られ ︑か つ︑ 当該 指 定暴 力団 員の 所属 する 指定 暴 力団 等の 指定 暴力

依頼 を受 けた 者 が当 該行 為に 関連 して 凶器 を 使用 して 人の 生命 又は 身体 に重 大な 危害 を 加え る方 法

公安 委員 会は ︑暴 力的 要求 行為 等 が行 われ た場 合に おい て︑ 指定 暴力 団 員又 はそ の要 求若 しく は

暴 力的 要求 行為 等に 伴う 暴力 行為 によ る 危険 を防 止す るた めの 措置 に関 す る規 定の 整備

︵四 ︶

二
︵ 一︶

︵ 二︶

二頁

︵ 三︶

︵第 四十 六 条第 三号 関係 ︶

く は業 務 の遂 行に 関し て︑ 暴力 的要 求行 為又 は 第三 十条 の二 の規 定に 違反 する 行 為を した もの は︑
これ を処 罰 する こと とす る︒

特定 危険 指定 暴力 団等 の指 定 暴力 団員 は︑ 暴力 的要 求行 為を 行う 目的 で ︑警 戒区 域に おい て又 は

警戒 区域 に おけ る人 の生 活若 しく は業 務の 遂 行に 関し て︑ その 相手 方に 対し ︑面 会 を要 求す るこ と

︵第 三十 条の 九及 び第 三 十条 の十 関係 ︶

等 をし て はな らな いこ とと し︑ これ に違 反し た 者に 対す る中 止命 令等 に関 する 規 定を 整備 する こと
とす る︒

公安 委員 会は ︑警 戒区 域内 に在 る 特定 危険 指定 暴力 団等 の事 務所 が︑ ︵ 一︶ の暴 力行 為に 関し ︑

多数 の指 定暴 力 団員 の集 合の 用等 に供 され て おり ︑又 は供 され るお それ があ ると 認め る とき は︑ 当

該 事務 所 に係 る管 理者 又は 当該 事務 所を 現に 使用 し てい る指 定暴 力団 員に 対し ︑ 三月 以内 の期 間を

︵ 第三 十 条の 十一 関係 ︶

定め て︑ 当該 事 務所 をこ れら の用 等に 供し て はな らな い旨 を命 ずる こと がで きる こと と する ︒

都 道府 県 暴力 追放 運動 推進 セン ター に よる 事務 所使 用差 止請 求制 度の 導入

︵ 四︶

第二

国 家公 安委 員 会の 認定 を受 けた 都道 府県 暴 力追 放運 動推 進セ ンタ ーは ︑指 定暴 力 団等 の事 務所 の使 用

三頁

第三
一

に より 付 近住 民等 の生 活の 平穏 又は 業務 の遂 行 の平 穏が 害さ れる こと を防 止す る ため の事 業を 行う 場合

にお いて ︑ 当該 付近 住民 等で ︑当 該事 務所 の 使用 によ りそ の生 活の 平穏 又は 業務 の 遂行 の平 穏が 違法 に

害 され て いる こと を理 由と して 当該 事務 所の 使 用及 びこ れに 付随 する 行為 の差 止 めの 請求 をし よう とす

︵ 第三 十二 条の 四関 係︶

るも のか ら 委託 を受 けた とき は︑ 当該 委託 を した 者の ため に自 己の 名を もっ て︑ 当 該請 求に 関す る一 切
の 裁判 上 又は 裁判 外の 行為 をす る権 限を 有す る こと とす る︒
暴 力的 要 求行 為及 び準 暴力 的要 求行 為 の規 制の 強化 等

指 定暴 力団 員が その 者の 所属 する 指 定暴 力団 等の 威力 を示 して する 次 に掲 げる 行為 を暴 力的 要求

暴 力 的要 求行 為の 規制 の強 化

︵一 ︶

預 金又 は 貯金 の受 入れ に係 る業 務を 営む 者に 対 し︑ その 者が 拒絶 して いる に もか かわ らず ︑預

品取 引 行為 を行 うこ とを 要求 する こと ︒

金 融 商品 取引 行為 に係 る業 務を 営む 者に 対し ︑ その 者が 拒絶 して いる にも か かわ らず ︑金 融商

︵第 九 条第 十号 ︑第 十二 号及 び第 十五 号か ら 第十 八号 まで 関係 ︶

行 為と し て規 制す る行 為に 追加 する こと とす る︒

イ

ロ

四頁

︵二 ︶

ハ

金 又は 貯 金の 受入 れを する こと を要 求 する こと ︒

宅地 建 物取 引業 者に 対し ︑そ の者 が拒 絶 して いる にも かか わら ず︑ 宅地 等の 売 買若 しく は交 換

を する こ と又 は宅 地等 の売 買︑ 交換 若 しく は貸 借の 代理 若し くは 媒介 をす るこ と を要 求す るこ と︒

宅地 建 物取 引業 者以 外の 者に 対し て宅 地 等の 売買 若し くは 交換 をす るこ とを み だり に要 求し ︑

建設 業者 に 対し ︑そ の者 が拒 絶し てい る にも かか わら ず︑ 建設 工事 を行 うこ と を要 求す るこ と︒

ニ

ホ

集 会 施設 その 他不 特定 の者 が利 用す る施 設で あ って ︑暴 力団 の示 威行 事の 用 に供 され るお それ

又 は人 に 対し て宅 地等 の貸 借を する こと を みだ りに 要求 する こと ︒

ヘ

が大 き いも のと して 国家 公安 委員 会規 則で 定 める もの の管 理者 に対 し︑ その 者 が拒 絶し てい るに
も かか わ らず ︑当 該施 設を 利用 させ るこ と を要 求す るこ と︒

国 等が 行う 公共 工事 の契 約又 は入 札 に関 する 暴力 的要 求行 為の 規制 に つい て︑ 国等 の契 約又 は入

札 全般 を その 対象 とす ると とも に︑ 指定 暴力 団等 の 威力 を示 して 人に 対し て国 等 が行 う入 札に 参加

しな いこ と等 を みだ りに 要求 する 行為 を暴 力 的要 求行 為と して 規制 する 行為 に追 加す る こと とす る︒

︵ 第九 条第 二 十三 号か ら第 二十 七号 まで 関 係︶

五頁

二

︵ 第 十二 条の 三関 係︶

指 定暴 力団 員は ︑人 が当 該指 定暴 力 団員 が所 属す る指 定暴 力団 等 に係 る準 暴力 的要 求行 為を する

準 暴 力的 要求 行為 の規 制の 強化

︵ 一︶
こ とを 助 けて はな らな いこ とと する ︒

一 の指 定暴 力団 等の 威力 を示 すこ と を常 習と する 者で 当該 指定 暴 力団 等の 指定 暴力 団員 でな くな

っ た日 か ら五 年を 経過 しな い者 等を 準暴 力的 要 求行 為が 禁止 され る者 に追 加す る こと とす る︒

︵第 十 二条 の五 第二 項関 係︶

︵ 第三 十条 の六 第 一項 関係 ︶

営業 を営 む者 等は ︑指 定暴 力団 員 に対 し︑ 用心 棒の 役務 を提 供す るこ と 等を 要求 し︑ 依頼 し︑ 若

約束 して はな ら ない こと とす る︒

に ︑用 心 棒の 役務 を提 供す るこ と等 の行 為を し︑ 又 は当 該行 為を する こと をそ の 営業 を営 む者 等と

指 定暴 力団 員は ︑そ の者 の所 属す る 指定 暴力 団等 の指 定暴 力団 員の 縄 張内 で営 業を 営む 者の ため

縄 張 に係 る禁 止行 為に 関す る規 定の 整 備

︵二 ︶

三
︵一 ︶

︵ 二︶

しく は唆 し︑ 又 は︵ 一︶ の約 束の 相手 方と な って はな らな いこ とと する ︒

︵ 第三 十条 の 六第 二項 関係 ︶

六頁

︵ 第三 十条 の七 関係 ︶

︵一 ︶及 び︵ 二︶ に違 反し た 者に 対す る中 止命 令等 に関 する 規定 を整 備 する こと とす る︒

事 業 者の 責務 に関 する 規定 の整 備

不当 な影 響の 排 除に 努め なけ れば なら ない こ とと する ︒

︵ 第 三十 二条 関係 ︶

そ の事 務 又は 事業 に関 する 暴力 団員 によ る不 当な 行 為の 防止 及び これ によ り当 該 事務 又は 事業 に生 じた

国及 び 地方 公共 団体 は︑ 指定 暴力 団員 等を 入 札に 参加 させ ない よう にす るた め の措 置を 講ず るほ か︑

国 及 び地 方公 共団 体の 責務 に関 する 規 定の 整備

暴 力団 員 によ る不 当な 行為 の防 止等 に 関す る国 等の 責務 及び 民間 活動 の促 進 に関 する 規定 の整 備

︵ 第四 十 六条 から 第五 十一 条ま で関 係︶

暴力 的 要求 行為 に対 する 中止 命令 違反 等に 係 る罰 則を 強化 する こと とす る ︒

罰 則 の強 化

︵ 三︶

四

第四
一

二

事業 者 は︑ 不当 要求 によ る被 害を 防止 する た めに 必要 な措 置を 講ず るよ う努 め るほ か︑ その 事業 活動

を 通じ て暴 力 団員 に不 当な 利益 を得 させ るこ とが な いよ う努 めな けれ ばな らな い こと とす る︒

七頁

第五

第六

その他
そ の他 所 要の 規定 を整 備す るこ とと す る︒
施 行 期日

︵ 第三 十 二条 の二 関係 ︶

こ の法 律 は︑ 公布 の日 から 起算 して 三月 を 超え ない 範囲 内に おい て政 令で 定め る 日か ら施 行す るこ と

︵ 附則 第一 条関 係︶

とす る︒ ただ し ︑第 二に つい ては ︑公 布の 日 から 起算 して 六月 を超 えな い範 囲内 に おい て政 令で 定め る
日 から 施 行す るこ とと する ︒

八頁

