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新年のごあいさつ

明けましておめでとうございます。
みなさまにおかれましては、ご家族
共々すばらしい新春をお迎えのこととお
慶び申しあげます。
昨年は、暴力追放運動等の事業にご支
援とご協力いただき、厚くお礼申しあげ
ます。
また、厳しい経済情勢下にもかかわら
ず、暴追センターの事業活動を支えてい
ただいておられる賛助会員のみなさまに
対しまして、あらためて心より感謝申し
あげます。
さて、昨年を振り返りますと、全国的
には暴力団の対立抗争に伴う事務所使用
差止訴訟や事務所使用禁止仮処分申請の
増加、銀行口座に係る暴排条項の遡及適
用を認める最高裁判決など、暴力団排除
が一層加速する中、県内においても暴力
団排除条例を適用したみかじめ料禁止勧
告が初めて発出されました。
当センターが実施している県内の地域、
職域の暴排組織の支援活動や各種事業活
動を通じて、県民のみなさまの暴排意識
の高まりと決意を強く感じておりますし、
今まさに暴力団の大排除時代が進行して
いるという感です。
一方で、暴力団は組織内部の争いから、
銃器を用いた対立抗争事件を引き起こす
など凶悪事件を敢行したり、組織実態に

関する事実を隠ぺいする傾向が強まり、
活動形態も不透明化の傾向が強まってい
ます。また、覚醒剤、賭博等の伝統的な
資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象
暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいし
ながら建設業、金融・証券市場へ進出し
て、企業活動を仮装した一般社会での資
金獲得活動や社会経済活動の変化に応じ
て多種多様な資金獲得活動を活発化させ
ています。
このような予断を許さない情勢の中、
暴力団等反社会的勢力の壊滅のためには
県警、弁護士会、当センター、行政機関
は勿論、地域､職域が一体となって、心
を一つにして総合的な対策をとっていく
ことが大切です。
当センターといたしましても、暴力団
員による不当な行為の予防に関する広報
啓発活動、相談業務、不当要求防止責任
者講習など各種事業の確実な推進はもと
より、民間における暴力追放運動の推進
母体として警察や弁護士会等との連携を
とりながら、県下の地域、職域などの暴
排組織との連携を一層強化し、しっかり
その活動を支援してまいりたいと考えて
おります。
最後になりましたが、みなさまのご多
幸、ご活躍を祈念申し上げ、新年のご挨
拶といたします。

公益財団法人
長崎県暴力追放運動推進センター

理事長　　宮 脇 雅 俊
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新年明けましておめでとうございます。
皆さまには、穏やかな新春をお迎えになら
れたこととお慶び申し上げます。
長崎県暴力追放運動推進センターをはじめ、
県民の皆さまには、常日頃から警察活動に対
しまして深いご理解とご協力を賜っておりま
すことに、厚くお礼申し上げます。
さて、最近の暴力団情勢をみますと、企業
や行政機関による活発な暴力団排除活動の効
果により組員の数は年々減少しているところ
でありますが、暴力団側も組織を隠蔽するな
どして一般の経済活動に入り込み資金を獲得
するなど、必死に組織の存続を図っていると
ころであります。
皆様方もご存じのように、「六代目山口組」
「稲川会」「住吉会」という大規模指定暴力
団による組織勢力の寡占化が続いていました
が、平成27年８月、国内最大の指定暴力団
である六代目山口組が内部分裂し、離脱した
組織が「神戸山口組」を立ち上げて以降、全
国各地で両団体による対立抗争が繰り返され
ております。
さらには、神戸山口組から離反した組織が
「任侠山口組」を名乗り、三つ巴の形となり
抗争が激化するなど全国の暴力団情勢は予断
を許さない状況にあります。
長崎県内におきましても六代目山口組や神
戸山口組の傘下組織が存在していることや、
両組織に属さず、単独団体として活動してい
る暴力団もあることから、警察は暴力団の動

きをしっかりと把握し、抗争の火種になるよ
うな事件の未然防遏や事件発生時には早期検
挙を図るなど、取締りの力で県民生活の安全
確保に万全を期しているところであります。
このような警察の暴力団対策は、「多数組
員の反復検挙と社会からの隔離」、「みかじめ
料など資金源の剥奪」、「組事務所の撤去や銃
器等の押収」を全国警察が一丸となって行い、
暴力団組織を壊滅に追い込むことが最終目的
であります。
一方、暴力団組織からの離脱を望む組員の
離脱・就労支援活動を積極的に行い、彼らの
社会復帰を促進することも暴力団対策の重要
な施策であります。
こうした組員の社会復帰対策を含め暴力団
壊滅に向けた対策は、社会全体での暴力団排
除活動と警察活動が連動することによって成
しえるものであり、暴追センターを中心に一
丸となって強力に推進しているところであり
ます。
県警は、県民の保護に万全を図りつつ、暴
追センターをはじめとする関係機関・団体の
皆さまと緊密な連携を図り、暴力団の壊滅を
推進してまいりますので、引き続きご理解と
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、暴追センターの益々
のご発展と暴力団排除に携わっている皆さま
方のご健勝を祈念して新年のご挨拶とさせて
いただきます。

ご あ い さつ

　本部長

長崎県警察本部

　　國 枝 治 男
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県大会
表彰

安全・安心まちづくり長崎県大会の開催
　平成29年10月10日（火）アルカス佐世保において、地域安全・暴力追放運動安全安心まち
づくり長崎県大会が、各地域・職域並びに市民約900人が参加し盛大に開催されました。

　主催者挨拶、来賓祝辞に続いて、暴力追放運動に功労が
あった団体・個人の表彰があり、暴追センター理事長代理
原芳弘が大会宣言を行い、満場の拍手で決議されました。

大会会場の全景 会場受付の模様

原専務理事　大会宣言

受　賞　者表彰を受ける受賞者

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます
表彰状 （暴力追放運動推進功労）

九州新幹線建設局長崎県内新幹線工事
　　　からの暴力団等排除対策協議会　様
縁切同盟「長崎解縁隊島原」　様

上田惠三(故人)　様
有限会社リサーチ長崎　様
日本中央競馬会ウインズ佐世保　様

感謝状 （暴力追放事業協力功労）

平成29年地域安全・暴力追放運動

第１ 部
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全国大
会表彰

暴力追放運動・功労者表彰
～受賞おめでとうございます～

暴力追放運動・功労者表彰
～受賞おめでとうございます～

あたたかいご支援ありがとうございましたあたたかいご支援ありがとうございました

講話する下柳剛氏  県警音楽隊の演奏の模様

　元プロ野球選手、野球解説者下柳剛氏による特別講話と県警音楽隊による演奏が行わ
れました。

　平成29年度中、154の賛助会員の皆様から賛助金
をいただきました

　いただいた賛助金については、暴排意識の広報啓発活動など
センター事業の推進に役立たせていただきました。

第 2 部

● 暴力追放功労者（銀賞）
　 アリアケジャパン（株）特別相談役
　　　　　　　岡田　甲子男　様

が警察庁長官、全国暴力追放運動推進センター
会長連名の表彰を受けられました。

　大会の席上、長崎県からは、暴力追放運動に
功労があった個人

　平成29年11月28日、東京都の明治記念
館において「全国暴力追放運動中央大会」
が開催されました。
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暴力団等からの不当要求への
「組織的な対応」
暴力団等からの不当要求への

「組織的な対応」
暴力団等からの不当要求への

「組織的な対応」1010のチェックリスト
1

2

窓口は一本化していますか？
（業務（事案）別、所属別、組織別）

チェック

3

4

5

6

7

8

9

10

担当者（不当要求防止責任者）の指定はしていますか？
（業務（事案）別、所属別、組織別）

報告要領（書式例）は決まっていますか？

報告ライン（決裁ライン）は、決まっていますか？
→　組織のトップまで報告が上がっていくシステムですか？

処理決定権者及び処理担当者（現場確認者等）は、
決まっていますか？

不当要求防止対策委員会等は設置されていますか？
→　定期的、随時に開催され、事案の情報共有、
対応要領の検討（詰め）がされていますか？

具体的対応要領はマニュアル化されていますか？ 
→　各人が保有していますか（机の中に眠っていませんか）？
→　マニュアルに基づく研修（訓練）をしていますか？

関係機関との連携システムが整備され、緊急の場合等の
連絡先一覧は作成配布、掲示されていますか？

夜間、休日の体制は確立されていますか？

各種協議会等のフィードバックはされていますか？
→　事案（対象者）の情報共有、不当要求行為への
対応要領等
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暴排条例・暴対法の

　平成29年１月、福岡県警察と長崎県警察の両県警は、福岡市内の小学校近くの禁
止区域に組事務所を開設した指定暴力団六代目山口組傘下組織会長等16名を福岡県
暴力団排除条例違反で逮捕しました。

● 福岡県暴力団排除条例の適用（　　　）事例

　平成29年９月、長崎県公安委員会は、みかじめ料名目で長崎県内の暴力団員に現
金を渡した県内の男性が経営する無店舗型性風俗店（デリバリーヘルス）に利益供与
をやめるよう勧告しました。
　暴力団員に対しても金銭を受け取らないように勧告しました。

● 長崎県暴力団排除条例の適用（　　　）事例

　平成29年10月、長崎県公安委員会は、2002年に指定暴力団五代目山口組と中野
会の対立抗争で、中野会の幹部を射殺して服役していた組員に対し、褒め称えて慰労
名目での金品などを供与しないように、暴力団対策法に基づき、指定暴力団六代目山
口組傘下組織組長に賞揚等禁止命令を出しました。
　平成29年11月、長崎県公安委員会は、2002年に指定暴力団五代目山口組と中野
会の対立抗争で、中野会の幹部を射殺して服役していた組員が出所したことから、慰労
名目等での金品などを受領しないように、暴力団対策法に基づき、出所した組員に賞
揚等禁止命令を出しました。

● 暴力団対策法の適用（　　　　　 ）事例

適 用 事 例
逮捕

勧告

行政命令



●発行

●印刷

平成30年1月
（公財）長崎県暴力追放運動推進センター
平和堂オフセット印刷（有）

発行と
印刷

長崎みなとメディカルセンター

文明堂

水辺の森
公園 長崎県

美術館
市民病院前

出島

大波止

夢彩都

旧長崎
県庁

築町

西浜町

西浜町
アーケード前

メルカ
つきまち

浜町アーケード

県警
本部

※県警本部は、2月に尾上町3番3号
　に移転します。

↑至 長崎駅 ↓
至 

市
民
会
館

暴追センター
公益財団法人
長崎県暴力追放運動推進センター
所在地／長崎市万才町５番２４号　ヒルサイド５ビル４F

相談メールアドレス
info@boutsui-nagasaki.or.jp

ホームページ
http://www.boutsui-nagasaki.or.jp

095ー825ー0893電 話

FAX 095ー825ー0841

◎暴力団等のことでお困りの方は、まず相談を
無料・秘密厳守

7～12月

企業等安全対策懇話会
総会の開催

民事介入暴力事案対策
研究会の開催

安全・安心まちづくり
県大会

不当要求防止責任者講習の模様
（７月以降14回開催）

不当要求防止責任者講習での弁護士
特別講話(長崎、県央、佐世保会場)

年末年始における県下主要路線バス
にフロントマスクを掲出しての広報

暴追センターの活動状況

　この他、少年指導委員研修、建設業、金融機関等企業研修、公務員研修での講話、長崎、佐世
保刑務所での離脱指導､佐世保学園での講話等を実施しました。暴力団等の相談は､７月以降89
件を受理しました。




