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平成２５年度第１回石狩市生活安全推進協議会議事録 

 

 

日 時  平成２５年５月８日（金） 午後４時００分から 

会 場  石狩市役所 ５階 議会第１委員会室 

出席者 

・委員  深谷 次彦（会長）、近藤 一磨、酒井 敏一、菊池 千津子、村上 岑子 

     嶋田 哲夫、神 伸夫、渡辺 義則、大橋 瑠璃子、三国 義達 

・事務局 市民生活部市民生活課：廣長 秀和（課長）、山田 英世、牧野 敏幸 

議事録  以下のとおり。 

 

山田 

 連休明けの、ご多用の時にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

 前回は年度末の３月１８日に開催しておりますが、４月の人事異動で市民生活部長、市民生活

課主査、主任が異動となっておりますので照会をさせていただきます。始めに市民生活部長の三

国でございます。 

三国 

 市民生活部長の三国でございます。本日は、事務局の立場ではなく委員としての立場というこ

とで大変恐縮しております。生活安全推進協議会につきましては、３月にも開催されていると聞

いておりますが、石狩市暴力団の排除の推進に関する条例がいよいよ６月の第２回定例会に提出

することとなりますことから、皆さまのご審議を賜りたいと存じます。もう一点は、予ねてより

防犯対策、不審者対策におきまして、防犯カメラ設置要望が上がっておりましたけれども、なん

とか予算化をすることが見えてまいりました。これもひとえに皆さまのお力添えのたまものと考

えております。これからも私達を後押しいただければ大変心強いと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

山田 

続きまして主任の牧野でございます。 

牧野 

牧野でございます。よろしくお願いいたします。 

山田 

最後に私、市民生活課主査の山田でございます。よろしくお願いします。 

それでは、只今より平成２５年度第１回石狩市生活安全推進協議会を開催いたします。 

議事の前に先立ちまして、配布資料の確認をいたしますが、本日は議案第１号として、仮称 石

狩市暴力団の排除の推進に関する条例案の素案として配布しております。 

また、議事録の取扱いですが、事務局にて作成後、委員皆様方に確認のため送付しますので、
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お手数ですが修正等がございましたら、事務局までご連絡をいただければと存じます。議事進行

につきましては、先の３月の会議で協議会の会長を選出しており、会長に行っていただきたいと

思います。深谷会長、この後の議事進行をお願いいたします。 

深谷会長 

会長の深谷でございます。皆様のご協力を得て、議事を進めて参りたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 まず、協議会は傍聴が可能ですが、市の市民参加手続き上、傍聴人が意見や感想を書面で提出

することを認めるかどうか、ルールを決めることとされています。これは審議内容の一層の向上

と、より開かれた協議会にするためとされていますが、いかがしょうか。特段、問題がなければ、

認めてもいいのではないかと思いますが。 

委員 

（「はい」「よろしい」の声） 

深谷会長 

 では、事務手続きにつきましては、事務局にお願いします。 

これから議事に入ります。 

まず、報告第１号 仮称石狩市暴力団の排除の推進に関する条例の制定についてのパブリックコ

メントの結果について、事務局から説明をお願いします。 

廣長 

私から報告します。報告第１号仮称石狩市暴力団の排除の推進に関する条例の制定にかかる

パブリックコメントの結果について報告します。内容については、先の協議会にて説明してい

るとおりでございます。 

実施は２５年３月２１日から４月２０日の間、市ホームページ・アイボード・広報誌にて意

見を募集しておりましたが、意見等はございませんでした。その旨、４月２５日から５月８日

までアイボードにて掲載。 

また、市のホームページにてパブリックコメント（意見募集）手続きの結果を掲載。広報誌

においても６月号に掲載予定となっています。以上でございます。 

深谷会長 

 ただいま、報告第１号の説明が終わりました。何か、ご質問等ございましたらお受けいたしま

す。この報告第１号についてのパブリックコメントの結果につきまして委員皆様方におかれまし

ては、ご了解いただけますでしょうか。 

委員一同 

（「はい」の声） 

深谷会長 

それでは、報告第１号につきましてご了解いただけたということでよろしいですね。 
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委員 

（一同「よろしい」の声） 

深谷会長 

続きまして、議案第１号 仮称石狩市暴力団の排除の推進に関する条例素案につきまして、事務

局から説明をお願いします。 

廣長 

それでは説明に入ります。まず１ページ目、第１条については、暴力団の排除に関し、基本

理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策

等について定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、も

って市民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とす

るとしています。本条は、本条例の内容を要約するとともに、その目的を規定したものです。

ここでいう市とは、市長、市教育委員会等の市の執行機関全てをいいます。 

第２条については、条例で使用する用語の定義について定めたものです。暴力団とは、暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律では、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力

的不法行為を行うことを助長するおそれのある団体と定義しています。 

(2)の、暴力団員とは法では暴力団の構成員と定義しています。 

(3)の、暴力団関係事業者とは暴力団組織と繋がりのある団体で、具体的には暴力団員が事実上

経営を支配する事業者 。その他、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいいます。 

(4)の暴力団の排除とは、市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の

生活、事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいいます。 

第３条につきましては、石狩市からの暴力団の排除を推進する上での基本理念について定めた

ものです。暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であると

の認識の下に、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推進されなければならない。 

２、暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相

互の連携及び協力の下に社会全体で行わなければならないとしています。 

これにつきましては、暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しない、

という暴力団排除・暴力追放により、石狩市からの暴力団の排除を推進する上での、市、市民、

事業者、関係機関及び関係団体の基本的なあり方を示しています。 

 第４条、市は前条に定める基本理念にのっとり、他の地方公共団体その他関係する機関及び団

体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。これにつきましては、暴力

団排除に関する施策の推進や実施に当たっての関係機関等との連携など市の役割について定めた

ものです。 

 第５条、市民は基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めると

ともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

これにつきましては、暴力団排除を推進していく上で、市民の取り組み方、市が実施する施策
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へ協力するなど市民の役割について定めたものです。 

 第６条、事業者は基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に

自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。 

これにつきましては、暴力団排除を推進していくことは事業者の社会的責任であり、事業の健

全性、適切性及び安定性を確保することにもつながります。事業活動が暴力団を利することとな

らないよう、事業者の役割について定めています。 

 第７条、市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業の執行により暴力団を利する

こととならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する入札に参加させな

い等の必要な措置を講ずるものとする。 

２、市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法第２条第４項に規定する下請契約

その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するた

めに必要な措置を講ずるよう求めるものとする。 

 これにつきましては、本条は、市が発注する建設工事その他の市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にするため、暴力団員又は暴力団関係事業者を市が実施する入札に

参加させない等の必要な措置を講ずるとともに、公共事業等に係る契約の相手方に対しても下請

契約を含む関連契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求

めることを規定したものであります。 

 第１項の、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業とは、市が発注する建設工事を含

め、市が実施する事務又は事業を含みます。暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講

ずるよう求めるとは、市が契約する相手方に対し、暴力団関係業者と契約を行わないように求め

たり、契約後に相手方が暴力団関係事業者と判明した場合の契約解除権の設定を求めることなど

をいいます。 

 つづきまして第９条、市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、

相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、助言その

他の必要な支援を行うものとする。これにつきましては、市民及び事業者が暴力団排除のための

活動を実施する場合などにおいて、市が市民及び事業者に対して行う支援及び暴力団排除の重要

性について理解を深め、意識の高揚を図るために市が行う活動、について定めたものです。 

つづきまして第１０条、市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力

団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うもの

とする。                                                                                                                    

これにつきましては、暴力団の排除を実現するためには、警察等と連携して市民及び事業者が

自主的かつ組織的に暴力団の排除のための活動に取り組む必要があります。 

第１１条、市民は債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用すること、自己が暴力団

と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはなら

ない。これにつきましては、市民等が一丸となって暴力団の排除を進めていくこととしており、

市民及び事業者が暴力団の威力を自己の利益のために利用することを禁止したものです。 
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第１２条、市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。 

これにつきましては、暴力団が組織を維持するためには資金が必要であり、暴力団の排除を推

進していく上で、資金源となる金品や財産上の利益の供与を禁止することについて定めています。 

第１３条、石狩市個人情報保護条例第２条第２号に規定する実施機関は、この条例に基づき暴

力団の排除を図ることを目的として必要かつ最小限の範囲内で個人情報を収集することができる。 

実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の

規定により収集した個人情報を必要な範囲内で警察その他の関係機関へ提供し、当該個人情報に

係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。これにつきましては、暴力団排

除のために必要となる個人情報の収集及び提供について規定したものです。 

第１４条、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。これにつきましては、こ

の条例に規定されている事項のほか、施行に必要な事項がある場合は、市長が定めることについ

て定義したものです。 

以上で説明を終わります。 

深谷会長  

ただいま、議案 第１号の説明が終わりました。ご質問等ございましたらお受けしようと思い

ますが、その前に、暴力団について豊富な知識を有する近藤さんに何かアドバイスがあればお願

いしたいのですがいかがでしょか。 

近藤 

これについては、暴対法が根拠にあります。暴力団とは、その団体の構成員、集団的に常習的

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あります。警察の中でも、

暴力団に対して格付けがあり、構成員、準構成員、１次団体、２次団体、３次団体があり、これ

をまとめて暴力団と称しています。一般住民には判別がつかず、個人ではどう対処していいかわ

からない。そのため、情報を当局に提供し、判別をもらった上で対処措置を考えるということに

なると思います。 

深谷会長  

 ありがとうございました。ただいま近藤さんからの説明がありましたように、暴力団は我々

一般市民には判別できない状況にあります。暴力団を恐れないで立ち向かうといっても難しい

わけで、暴力団排除に関する日頃からの環境づくりが必要ではないかと思います。 

今、事務局から説明がありましたが、皆さんの率直な意見、質問等ありましたらお願いしま

す。 

神 

送られて来た素案について目を通しましたが、この素案は今からでも修正が聞くのですか。 

廣長 

内容にもよりますが、修正検討します。 

神 

私個人の考えですが意見を述べさせていただきます。第１条の目的の終わり頃に、もって市

民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域の経済とありますが、及びはいらないのではないで
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しょうか。同じように、第２条（４）暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活とありますが

並びにを取った方がいいのではないですか。それから、第３条の暴力団を恐れないこと、資金

を提供しないこと、利用しないことを基本としとありますが、ことが三つ出てきているが最初

の二つは必要ないのではないでしょうか。暴力団を恐れない、資金を提供しない、利用しない

こと、三つ目の最後にまとめて付ける方がすっきりするのではないでしょうか。次に、第４条

の市は前条に定める基本理念にのっとり、第５条の市民は、基本理念にのっとり、第６条の事

業者は基本理念にのっとり、とありますが、のっとりではなく、従いにした方が分かりやすく

て良いのではないかと思います。これは、あくまで私の意見ですので参考までにどうかなと思

いました。 

深谷会長 

市民の皆さんに分かりやすくしてはどうかとの意見ですが、この意見に対して委員の皆さん

はどうでしょうか。 

村上 

神さんの意見についてですが、解りやすくするということは大事で、法律や条例は解り難く、

特に道の条例は一番最初に作るので余計解りにくいと思います。なので、自治体の条例は解り

やすく作る方が良いと思います。 

それで、第４条に地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、とありますが機関

とか団体は既にはっきりしていると思うので、米印を付けて条例の下の方に説明として付けてい

ただくとか、第５条の施策に協力するとありますが、どういうことが上げられるのか、パブリッ

クコメントが０件ということは、条例が制定されても身近に感じられない、興味がないというこ

とではないかなと思います。 

深谷会長 

 市民に解りやすい平易な文言にしたらどうかという方向に賛成するとの村上さんからの意見で

したが、事務局で検討して下さい。 

村上 

 道の条例に基づきとのことですが、道内の自治体で暴排条例を制定している市町村はどの程度

あるのでしょうか。 

廣長 

２５年１月１８日現在、制定済みが８４市町村。２５年度末までに更に３９市町村が制定予定

であり、合計１２３となっております。札幌市については２５年４月１日に施行しております。

条例の作りとしては、北海道の自治体のほとんどが似たような文言でありあます。 

三国 

 私からも説明したいと思います。解りやすい文言とのことですが、基本理念にのっとりという

言葉が一般的ではないとのご意見でありますが、基本理念に基づくですとか、基本理念に従うな

どの一般的で解りやすい文言で再検討させていただきたいと思います。それ以前に、及び、並び

にというのは法令用語でありまして、どちらが近いか遠いかの関係があり、これについては解釈

論になります。それから暴力団を恐れないこと、こと、こと及びこと、点というのは及びを省略

している法令の解釈論となります。ことということで体現止めにしていて、動詞か行為か解らな

くなり、この条例そのものが訴訟の対象になりかねないということを考えると、その時々の恣意
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的な感情や思いを入れ込むと別な混乱を招きかねないため、自ずと限界があります。 

 市民に解りやすくするためには、条例そのものを変えるより市民向けの解説を作成し、広報誌

等で配布するという手法で広く周知していくことを考えております。 

深谷会長 

 事務局にて、村上さん、三国さんの意見を参考にしながら、検討してみて下さい。 

廣長 

再度、検討します。 

近藤 

 先般、道の条例も配布されましたけど、道の契約措置について一般事業者ですけど、暴力団で

あることを確認しなさい、あるいは書面を作りなさい、それで該当したら解除しなさい等、道の

条例も一般事業者に対して細かく作っている。市については、事業者活動に対しての規定はあり

ませんが、道の条例を受けて適用になるので、市の条例としては規定をしなかったという解釈で

よろしいでしょうか。 

三国 

 近藤委員がおっしゃてるのは、民間事業者の努力義務だと思いますが、道の条例において道内

事業者に対しての努力義務について規定しているので市で同じものを作る必要がないということ

です。 

近藤 

そういう解釈でよろしいですね。解りました。 

嶋田 

 道の条例では、第１条に青少年の健全な育成を図るための措置として規定おりますが、市には

その規定がない。それはどうしてですか。 

廣長 

 青少年についても市民にあたるということで、ひとくくりで考えております。 

嶋田 

 市民の平穏な生活を確保しとなっておりますからね、しかし、道の方は道民の安全で平穏な生

活を確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とするとあ

りますからね。なおかつ、道は第５章青少年の健全な育成を図るための措置について規定してい

て、１９条から２０条、罰則規定まで盛り込んでいて２７条まであります。なので、市の条例に

も道の条例を遵守するくらいを入れておいた方が良いのではないいでしょうか。 

神 

 根本は道条例ですから、市は関係する暴力団排除の部分だけについて規定すれば良いというこ

とだと思います。 

近藤 

 道の条例との兼ね合いもありますから、どこまでが適応範囲なのかはっきりさせてもらえれば

よろしいのではないでしょか 
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深谷会長 

 様々な意見がでましたが、他の自治体の条例も参考にしながら事務局には検討してもらうとい

うことでよろしいでしょか。 

委員 

「よろしい」の声 

深谷会長 

事務局も、それでよろしいでしょうか。 

廣長 

 わかりました。 

深谷会長 

最後に何かあればお願いします。 

大橋 

 今回出された条例の文言をもう少し解りやすくしてはどうかということでしたが、私はこの

ままで良いと思います。そして市民に啓発する前に解りやすく解説したものを周知をすれば良

いのではないかと思います。 

近藤 

市民に対しての啓発活動については、私が担当しております石狩市暴力追放推進協議会にお

いて私が会長を勤めさせてもらっておりますが、年に１回から２回広報誌に啓発活動のチラシ

を入れさせてもっております。今回の条例制定についても、解りやすく解説したものを全戸に

配布しようと考えております。 

深谷会長 

条例制定後、暴力追放推進協議会にてチラシの配布を予定しているとのことですので、事務

局においてはよろしくお願いいたします。その他、何かありませんか。 

委員 

「ありません」の声 

深谷会長 

それでは議案第１号、仮称石狩市暴力団の排除の推進に関する条例素案につきましては、委員

の皆様方におかれましては、ご了解いただけたということでよろしいでしょうか。 

委員 

「はい」の声 

深谷会長 

わかりました。皆様方のご協力により、審議が無事に終了することができました、ありがとう

ございます。それでは、私の任務はこれで終了となります。 

山田 

 ご審議ありがとうございました。 

 冒頭で申し上げましたが、議事録は事務局で作成しますが、委員の皆様の確認後、署名は会長
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にお願いしようと思いますが、よろしいでしょうか。 

委員 

「はい」の声 

山田 

では、後日、議事録を作成しましたら、署名をいただきますので、よろしくお願いいたします。

これを持ちまして、平成２５年度第１回石狩市生活安全推進協議会を終了いたします。  

ありがとうございました。 

 

 

平成２５年５月３１日 

                      

 会長  深谷 次彦         

 


