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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り
ませず、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。
当センターも平成４年に発足後四半世
紀を過ぎ、県民のみなさまの多くのご支
援を受け、意を強くして「安全で住み良
い長崎県づくり」に日々邁進していると
ころでございます。
さて、全国の暴力団情勢は、暴力団対
策の法制強化、警察等捜査当局の厳しい
取締りは言うに及ばず、社会全体の暴排
活動により減少の一途を辿っていると聞
き及んでおりますが、平成30年は、全
国の指定暴力団が従来の22団体から２
団体増え、24団体になるなど、組織の
存続維持を図り離合集散を繰り返してい
ることがうかがえます。まさに、全国の
暴力団が生き残りをかけ、資金源獲得活
動の巧妙化、多様化がますます顕著に
なってきている状況にあります。

このような暴力団情勢の中、平成29
年の暴力団排除条項の遡及適用を認める
最高裁判決を受け、金融機関からの暴力
団排除をはじめ、各地域、職域での新た
な暴排組織の結成や継続した暴排活動も
促進されるなどまさに暴力団の大排除時
代が進行しているところです。
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、
社会全体が「暴力団を恐れない。暴力団
を利用しない。暴力団に金を出さない。」
という暴力団追放三ない運動（プラス１～
暴力団と交際しない。）を展開すること
こそ肝要です。
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始め、
県民の皆さまには、常日頃から警察活動に対
しまして深い御理解と温かい御支援をいただ
いておりますことに、厚くお礼申し上げます。
さて、近年の暴力団情勢ですが、全国的に
は平成27年８月の六代目山口組の分裂に端
を発した「六代目山口組」と「神戸山口組」
の対立抗争事件やその後の「神戸山口組」と
「任侠山口組」との対立抗争事件など、世間
を震撼させる事件が数多く発生しており、そ
の内容も銃器を使用した悪質かつ凶悪なもの
となっています。
山口組の分裂に伴う対立抗争は現在も収束

の兆しが見えないところから、全国警察が一丸
となってその予防、鎮圧、検挙に取り組んで
いるところでありますが、本県警察におきま
しても、六代目山口組や神戸山口組の傘下組
織が県内に存在することから、対立抗争が本
県に波及するのを未然に防止するため、組員
の動向把握や情報収集に力を注いでおります。
暴力団の特徴は、対立抗争事件に際する銃
器使用等の「凶悪化」、社会・経済情勢の変
化に応じ、巧妙かつ効率的に経済的利益を得
るなどの「資金獲得活動の多様化」、組織実
態を隠蔽して各種事業活動へ進出するなどの
「不透明化」、六代目山口組、神戸山口組、住
吉会、稲川会の４団体で全暴力団構成員の
73.3％を占めるという「寡占化」などと言
われております。
このような特徴を持つ暴力団ですが、その
構成員の数は全国的に年々減少傾向にあり、
本県においても10年前に比べると半数以下

になっています。
これもひとえに、各業界における暴力団排
除条項の積極的な導入により資金獲得活動が
困難になったことや、県民の皆様による暴力
団排除気運の高まりにより “暴力団の存在を
許さない社会” が築き上げられていることが
大きな要因としてあげられます。
こうした中、昨年11月末に、島原に続き

暴力団からの不当な要求を断固拒否すること
を目的として「縁切同盟長崎解縁隊浦上」が
結成されたことは、今後の暴排活動を進めて
いく上で大きな力になるものと信じております。
しかしながらその一方で、10年前に比較
すると半数以下に減少したとは言え、現在に
おいても暴力団の存在が県民の皆様に不安を
与えていることに変わりはありません。
県警としましては、こうした不安を少しで
も解消させるため、暴力団に対する取締り、
暴追センターを中心とした関係機関・団体と
連携して暴力団組織からの離脱を望む組員の
支援活動や犯罪被害の防止及び被害の拡大を
防ぐための相談活動等に積極的に取り組んで
おります。
このように暴力団組員等に対する取締りと
離脱就労支援などの各種施策を行っておりま
すが、さらなる暴力団排除活動を推進してい
くためには、暴追センターを始めとする関係
機関・団体、そして県民の皆様一人一人のお
力が必要不可欠でありますので、今後とも暴
排活動に対する御理解と御支援をよろしくお
願いいたします。
最後になりましたが、暴追センターのます
ますの御発展と暴力団排除に携わっておられ
る皆さま方の御健勝と御多幸を祈念して新年
の御挨拶とさせていただきます。

ご あ い さつ
長崎県警察本部警務部首席参事官
兼刑事部付

首席参事官　　古 田 　 豊
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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30年10月10日（水） 大村市幸町のシーハットおおむらにおいて、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500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が大会宣言を行いました。

國枝長崎県警察本部長の主催者挨拶 宮脇暴追センター理事長の大会宣言

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）

個人 開　哲也様（大村市）
団体 西九州道関連建設工事暴力団等

排除対策協議会　様
（会長　天島道夫）
長崎県銀行警察連絡協議会　様
（会長　福留　卓）

株式会社長崎新聞社　様
長崎文化放送株式会社　様
長崎放送株式会社　様

感謝状 （暴力追放事業協力功労）

平成30年地域安全・暴力追放運動

１第 部
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全国大会表彰

暴力追放運動・功労者表彰暴力追放運動・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～

講話する 林 覚乗 氏 県警音楽隊の演奏の模様

　第2部では、林 覚乗氏による心に響く講話と県警音楽隊による演奏が行われました。

渡会祐二 弁護士

2第 部

● 暴力追放功労者（銅賞）
　 佐世保フロンティア法律事務所代表
　　渡会　祐二　弁護士

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30年11月27日、東京都港区にある
明治記念館において「平成30年全国暴力追
放運動中央大会」が開催されました。

特別講演 講師　南蔵院第二十三世住職　林　覚乗 氏
～心ゆたかに生きる～
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九州ブロック表彰

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

個人　
西村　広平　弁護士
（民暴委員会委員長、暴追センター相談委員）

団体
長崎地区暴力追放運動推進協議会  様
（会長　宮脇　雅俊）

縁切同盟「長崎解縁隊浦上」の結成

　県下では、島原に続き、2箇所目の結成となり、「解縁隊」は坂本龍馬の「海援隊」になぞっ
てつけられたもので、暴力団との縁を絶ち切るとの意味が込められています。

浦上警察署長の挨拶 民暴委員会委員長の講話

　平成30年11月26日、みかじめ料など暴力団からの不当な金銭の要求を拒否する目的で、長崎
市浜口町・岩川町の飲食店などが集まり、浦上警察署講堂において「長崎解縁隊浦上」の結成
式が開催されました。
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平成30年７月1日から12月31日までの下半期における暴力追放運動推進センターの活動状況

暴追センターの活動状況（７～12月）

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

日
日
日
日
日

（株）大林組長崎営業所企業倫理、暴力追放研修会での講話
不当要求防止責任者講習会（佐世保地区）の開催
少年指導委員研修会（佐世保会場）での講話
長崎刑務所における暴力団離脱指導講話
長崎県損保警察情報連絡協議会への出席
九州ブロック暴力追放運動推進センター連絡協議会定例会への出席
稲佐地区暴力追放運動推進協議会総会への出席
不当要求防止責任者講習会（五島地区）の開催
少年指導委員研修会（長崎会場）での講話
不当要求防止責任者講習会（長崎地区）の開催
長崎県銀行警察連絡協議会「運営委員会」への出席
暴力団離脱者社会復帰対策の連携協定協議会への出席

不当要求防止責任者講習会（県北地区）の開催
平成30年度暴力追放功労団体表彰伝達式への出席
西九州道関連建設工事暴力団排除対策協議会定例会議への出席
西海市職員（不当要求対策）研修会での講話
南島原警察署職場教養

2
4
5
9
11
12
18
18
23
25
27

30・31　

7
7
23
27
31

7月

8月

日
日

日
日
日
日
日

長崎県証券警察連絡協議会総会への出席
長崎県内新幹線工事からの暴力団等排除対策協議
会現地視察
不当要求防止責任者講習会（西海地区）の開催
不当要求防止責任者講習会（壱岐地区）の開催
島原地区暴力追放運動推進協議会総会での講話
不当要求防止責任者講習会（長崎地区）の開催
長崎市新任課長（不当要求対策）研修会での講話

4
5

6
13
18
19
28

9月

日
日
日
日
日
日
日

不当要求防止責任者講習会（県央・諫早地区）の開催
平成30年地域安全・暴力追放運動「安全・安心まちづくり長崎県大会」の開催
不当要求防止責任者講習会（対馬地区）の開催
暴追センター専務理事・事務局長研修会への出席
長崎県被害者支援連絡協議会実務担当者会議への出席
不当要求防止責任者講習会（県北地区）の開催
長崎地区暴力追放運動推進協議会臨時会への出席

4
10
17
19
23
24
31

10月

日 不当要求防止責任者講習会（長崎地区）の開催712月

日
日
日
日
日
日
日
日
日

民事介入暴力対策新潟大会への出席
不当要求防止責任者講習会（長崎地区）の開催
不当要求防止責任者講習会（佐世保地区）の開催
長崎県社会復帰対策連絡会議への出席
長崎県被害者支援連絡協議会総会への出席
不当要求防止責任者講習会（東彼杵地区）の開催
神ノ島工業団地連絡協議会での講話
縁切同盟「長崎解縁隊浦上」結成式への出席
長崎県銀行警察連絡協議会「運営委員会」への出席

2
5
15
19
20
22
26
26
28

11月

責任者講習会（弁護士講話）

路線バスフロントマスク
での広報

（12月１日～ 12月31日）



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

7～12月

（大浦地区暴）

各地区暴追協議会の主な活動

●発行

●印刷

平成31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
メディカルセンター

出島

大波止

夢彩都

旧長崎
県庁

新地中華街

西浜町

浜町
アーケード

メルカ
つきまち

浜町アーケード

旧県警
本部

※県警本部は、2018年2月に
　尾上町3番3号に移転しました。

↑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
https://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

（島原地区暴）

（対馬地区暴）

（浦上地区暴）

（五島地区暴）

（浦上地区暴）

県営毛井首団地の
七夕祭りでの暴排活動

しまばら温泉不知火まつり
での暴排活動

漁り火山笠まつりでの
暴排活動

平成30年冬巡業大相撲
長崎場所での暴排活動

福江商店街夜市での
暴排活動

浦上地区歓楽街での
暴排活動

　平成30年中、162の賛助会員の皆様から賛助金をいただき、ありがとう
ございました。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。

7月1日 7月28日 8月4日

10月13日 12月1日 12月7日


