
第�版はしがき

平成24年の初版出版から早いもので�年が経過しました。初版出版後、全

国の弁護士の皆さんのみならず、裁判所関係者や行政担当者の方々からも大

変好評をいただき、このたび第�版の発行に至りました。長年にわたり埼玉

弁護士会民事介入暴力対策委員会で地道に培ってきた経験が皆さまの実務の

お役に立てていると思うと、望外の幸せです。

今回の第�版に際しては、民事介入暴力対策をめぐるトレンドの変化を反

映させるよう心がけました。具体的には、最近は事例として減ってきている

街宣禁止の仮処分のウエイトを落とし、近時のトピックである組事務所の使

用差止め（明渡し）を中心に据えました。区分所有法に基づく反社会的勢力

の排除、適格団体訴訟、行政機関を債権者とする組事務所使用差止めなど最

近の事例を積極に取り入れています。

               また、本書の『仮処分等を活用した反社会的勢力対応の実務と書式』という

タイトルに違わず、平成24年暴対法改正により導入された適格団体訴訟、平成

25年通達発出後の属性照会、近時重要な判例が頻出している暴排条項の解釈に

関する事例を踏まえ、書式と解説を豊富に掲載しています。もちろん、初版出

版の時からの基本コンセプトである「民事介入暴力対策の初心者にもわかりや

すくかつ実用的である」という点から外れることなく、相談、受任対応から、

仮処分一般論、本訴まで、本書を一通り読めば理解できるように工夫しました。

反社会的勢力に対する取締りが一層厳しくなる中、彼らの活動は形を変え

て今もなお私たちの社会を脅かし続けています。初版からさらにアップデー

トされた本書が、多くの関係者の皆さまのバイブルとなり、�人でも多くの

市民を守るための武器となれば幸いです。

最後になりましたが、多忙の中、本書の改訂作業にご尽力いただいた民事

介入暴力対策委員会に所属する弁護士の方々、および本書の編集作業を担当

していただいた民事法研究会の田口信義氏、松下寿美子氏に感謝を申し上げ

る次第です。

令和元年�月吉日

埼玉弁護士会

元会長 松 本 輝 夫
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第�章
反社会的勢力の最近の

動向および把握

■Ⅰ■ 反社会的勢力排除の法規制等

� はじめに

反社会的勢力への対応にあたっては、それらが関連法規等にどのように規

定されているかを把握していることが必要である。そのため、まず、反社会

的勢力対応に関するこれまでの法規制等の経緯について概括的に述べておく。

� 暴力団対策法の制定・施行

平成�年�月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、

「暴力団対策法」という）が制定され、平成�年�月から施行された。

これによって、初めて、暴力団について法律上の定義づけが行われ、都道

府県公安委員会によって指定暴力団とされた団体について規制の対象とする

とともに、暴力的要求行為を禁止し、都道府県公安委員会による中止命令等

の制度が設けられることになった。

その後、平成16年の改正により、対立抗争等に係る代表者等の損害賠償責

任に関する規定（暴対法31条）が設けられ、さらに、平成20年の改正では、

威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任に関する規定（同法31条の�）が

設けられた。

暴力団関係の被害を受けた場合、直接の加害者である末端の組員は刑事処

分され、資力に乏しいことが多い。そのため、上記改正以前から、使用者責

任（民法715条）を活用する形で、当該暴力団の組長等暴力団組織を代表し、

資力を有する者に対する損害賠償請求が行われてきた。使用者責任が認めら

れるためには、その要件に関し、当該暴力団の組織の実体や意思決定、意思
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伝達の仕組み等を具体的に主張立証することが必要とされてきたが、暴力団

組織内部の事情を具体的に主張立証することは必ずしも容易ではなかった。

改正により追加されたこれらの規定は、その主張立証を緩和するものとな

っている。

さらに、平成24年の改正では、国家公安委員会から適格団体として認定を

受けた各都道府県の暴力追放運動推進センターが、指定暴力団の事務所の使

用によりその生活の平穏等が違法に害されていることを理由として、当該事

務所の使用等の差止めの請求をしようとする付近住民等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

の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する制度（適格団体訴訟制度・

暴対法32条の�）が設けられた。

� 平成19年政府指針の公表

暴力団対策法は、主に暴力団および暴力団員の活動を規制することを主眼

とするものであるが、同法とは別に、企業と反社会的勢力とのかかわりを遮

断するための取組みをより一層推進させ、反社会的勢力による被害の防止を

目的として、平成19年�月19日、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団

資金源等総合対策ワーキングチームにおける検討を経て、犯罪対策閣僚会議

幹事会申合せとして、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指

針」（平成19年政府指針）が公表された。

平成19年政府指針は、企業が、反社会的勢力による被害を防止するための

基本原則として、「組織としての対応」「外部専門機関との連携」「取引を含

めた一切の関係遮断」「有事における民事と刑事の法的対応」「裏取引や資金

提供の禁止」を掲げるほか、以下のような点に言及している。

・反社会的勢力との関係遮断を社内規則等で明文化すること

・契約書および取引約款における暴力団排除条項の導入

・反社会的勢力の情報を集約したデータベースの構築

・反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムに位置づける必要性

指針は、あらゆる企業を対象として、反社会的勢力による被害を防止する

ための基本的な理念や具体的な対応を定めたものであり、拘束力はないとさ
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れているものの、指針公表後、金融業、証券業、保険業等で各約款に暴力団

排除条項が明記されるようになったほか、証券業等一部の団体では、独自で

反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築するなどの対応がなされ

ている。

� 暴力団排除条例の制定

平成19年政府指針公表の後、平成22年�月	日に福岡県において暴力団排

除条例が施行されたのを皮切りに、平成23年10月	日に東京都と沖縄県で暴

力団排除条例が施行されたことをもって、全国47都道府県において、暴力団

排除条例が制定施行された。

地域によって、条例の内容は異なるものの、多くの条例において、学校等

周辺の暴力団事務所の開設・運営を禁止するなど暴力団等反社会的勢力に対

する禁止行為が規定されているほか、都道府県民や企業が暴力団に利益供与

することを禁止する規定が設けられ、それらに対する違反行為については、

違反者に対する勧告・公表・罰則等の制裁規定も設けられるなど総合的な内

容となっている。

� まとめ

このように、暴力団対策法の制定・改正により、暴力団の活動の規制の強

化・責任の強化がなされたほか、平成19年政府指針の公表やその後の企業に

よる反社会的勢力との関係遮断およびそのための制度の構築がなされ、平成

23年までの47都道府県における暴力団排除条例の施行を経て、暴力団のみな

らず、一般企業や市民も規制の対象として、暴力団および反社会的勢力排除

の強化が図られてきた。

■Ⅱ■ 反社会的勢力に関連する用語の定義

反社会的勢力への対応に関連する法規の制定、各種約款の改正等が行われ

てきた経緯は前述のとおりであるが、反社会的勢力に関連する用語は、それ

らの関連する法規・通達等において、定義づけがなされている場合がある。
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ところで、平成19年政府指針発表後に、反社会的勢力の排除・関係遮断の

取組みとして社内規則・約款等の変更が進み、その後の各地の暴力団排除条

例の施行によって、その流れがさらに進んだ。そのなかで導入された反社会

的勢力に関する用語は、上記関連法規や通達等の内容を踏まえて盛り込まれ

た面がある。したがって、関連法規・通達等において、どのように定義づけ

されているかを把握することも重要である。以下にそれを挙げておく。

� 暴力団対策法

暴力団対策法�条における定義は、以下のとおりである。

① 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む）が

集団的にまたは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。なお、暴力的不法行為等とは国家公安委員会規則で

定めるものに当たる違法な行為をいう。

② 指定暴力団 同法�条により、都道府県公安委員会によって、その

暴力団員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長

するおそれが大きい暴力団として指定された暴力団をいう。

③ 指定暴力団連合 同法�条により、都道府県公安委員会によって、

指定暴力団の連合体として指定された暴力団をいう。

④ 指定暴力団等 指定暴力団または指定暴力団連合をいう。

⑤ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

� 平成19年政府指針

⑴ 反社会的勢力

平成19年政府指針は、「反社会的勢力」を「暴力、威力と詐欺的手法を駆

使して経済的利益を追求する集団又は個人」とし、反社会的勢力をとらえる

に際しては「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治

活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、

暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着

目することが重要である」としている。したがって、まず、属性要件の内容

を以下に挙げておく。
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