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新年のごあいさつ
（公財）北海道暴力追放センター
理事長

岩

井

淳

佳

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、大きな夢と希望に満ちた新たな年をお迎えのこととお慶び申しあげます。
また平素から、関係機関・団体そして道民のみなさまには当センターの事業活動全般に対しまして深い
ご理解とご支援を賜っておりますことに心から御礼を申し上げますとともに、厳しい経済情勢下にも関わ
らず ､ 当センターの事業活動を支えて頂いている賛助会員のみなさまに対しまして、あらためて心から
感謝申しあげます。
本年は、平成年号になって30年、幕末の探検家松浦武四郎が北海道と命名して150年、そして暴力団対策
では政府指針が発表されて10年という、いろいろな意味で節目の年となっております。
さて、近年における暴力団の現状ですが、全国の暴力団構成員数が昨年末現在で約１万8,000人となり、
統計の残る昭和33年以降初めて２万人を切り、準構成員を含む全体の勢力も初めて４万人を切って、その
勢力はピークだった昭和38年の18万人から大きく減少を示していることが発表され、道内においても暴力団
の勢力数は確実に減少傾向にあります。
これは、暴力団の活動を制限する規定の整備が進み、警察による強力な取り締まりに加え、市民のみなさ
まはじめ、行政や企業団体が一丸となっての暴排活動や関係遮断に取り組まれたことで、社会全体で暴力団
を排除する枠組みが構築されたことが暴力団を追い詰めている大きな要因となっていると考えられます。
ちなみに、平成27年８月には、国内最大勢力を有する六代目山口組が大きく二つに分裂したことに続き、
分裂した神戸山口組内部においては、昨年４月に任侠山口組なる組織が立ち上げを表明したことで内部
対立状態にあって現在もその対立構図は続き、依然として予断を許さない状況のまま市民に大きな不安を
与え続けています。
黒炭は砕けても何もしなければ、灰になる訳でもなく消滅する訳でもありません。しかし、砕けて小さ
くなった炭は ､ 火力も弱まる訳ですから ､ これを暴力団の壊滅に向けた好機と捉え、これまでの取り組みを
さらに強力に推し進めて行く必要があります。
暴力団排除対策のキーワードは「暴力団との一切の関係遮断」であります。
暴力団の活動を低下させ、撲滅に追い込むためには、道民一人一人が ｢ 暴力団の存在を認めず暴力団に
は屈しない」という強い意志を持ち、反社会的勢力からの不当な要求は、適切に断固拒否して暴力団に
流れる金を遮断することが最も重要であります。
そのためにも、警察の強力な取り締りに合わせ、民間が一致団結して官民一体となった暴力団排除活動が
必要不可欠といえ、みなさま方の暴排活動が今後もより重要性を増すものと考えるところであります。
いぬ

今年の干支であります「戌」は「安全・防御」の象徴とも言われています。
今後さらに暴力団の社会的存続基盤を崩し壊滅に追い込むためには、道民一人一人に暴排条例の基本理念
であります暴力団を「利用しない」「恐れない」「金を出さない」に「暴力団と交際しない」を加えた
「三ない運動＋１（ワン）」の暴力団排除スローガンを着実に浸透させ実践して頂く必要があります。
新たな年を迎え、センターとしても暴力団に対する防御を固め、暴力のない安全・安心な北海道を実現
するべく暴力団排除の実践活動を強力に展開して行きたいと考えておりますので、旧年にかわらずみなさ
まの力強いご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
終わりに、みなさま方の今後益々のご発展・ご健勝並びにご多幸を祈念申しあげまして年頭の挨拶と
させて頂きます。
1
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各地域暴追協啓発活動
４月 「美深白樺樹液春祭」会場
での街頭啓発

７月 市内大型商業施設前での
街頭啓発

美深地区暴追協

江別地区暴追協

７月 警察用舟艇を利用しての
多目的合同啓発

７月 訓子府町「ふるさと祭り」
会場での街頭啓発

小樽市暴追協

９月 「根室さんま祭り」の会場
での街頭啓発
根室市暴追協

斜里地区小清水町暴追協

７月 「かもめ島まつり」会場で
の街頭啓発

訓子府町暴追協

８月 「しかべ海と温泉のまつり」
会場での街頭啓発
茅部地区暴追協

７月 「ゆりフェスティバル会場」
での街頭啓発

８月 「納涼フェスティバル」会場
での街頭啓発

江差地区暴追協

８月 「しもかわうどん祭り」の
会場での街頭啓発

赤歌地区暴追協

９月 「本別きらめきタウンフェス
ティバル」会場での街頭啓発

名寄地区暴追協

12月 冬の暴排運動に伴う街頭
啓発

本別地区暴追協

暴力に 負けぬ勇気で つくる町

札幌市南地区定山渓支部

4

資料

最近の暴力団情勢

情勢の概要
暴力団は、近年、違法薬物の密売、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、金融業や証券取引といった各種の事業活動へ進出して、企業活動を仮装したり、共生者を利
用するなどして、一般社会での資金獲得活動を活発化させています。また、公共事業に介入して資金を獲得したり、各種公
的給付制度等を悪用した詐欺事件等を敢行するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っています。
また、平成27年８月、国内最大勢力の指定暴力団六代目山口組が分裂して、新たな暴力団組織神戸山口組が結成され、そ
れ以後、両組織では勢力の維持、拡大のため、全国各地で両組織間における事件やトラブルが相次いで発生している他、翌
年４月には、神戸山口組内において任侠山口組が組織される等、内部対立を深めています。
■暴力団構成員及び準構成員等の推移

暴力団の勢力
全国の暴力団勢力は、平成28年末現在約39,100人で前年と比べ

(人)
100,000

約7,800人減少しました。このうち暴力団構成員の数は約18,100人で、
前年に比べ約2,000人減少して初めて２万人を下回り、準構成員等の数も
約20,900人で,前年に比べ約5,900人減少しました。
また、道内の暴力団構成員等の総数は、平成28年末現在約2,440人で、
前年に比べ約80人減少しました。このうち暴力団構成員数は約1,100人で、
準構成員等の数は約1,340人です。
主要４団体（六代目山口組､神戸山口組､稲川会､住吉会）の暴力団構成
員等数は約2,340人で、全体の約96％を占め寡占化傾向が続いています。
現在、道内には指定暴力団はありませんが、他の都府県で指定されている
７団体（六代目山口組､神戸山口組､住吉会､稲川会､六代目会津小鉄会､極
東会､松葉会）の傘下組織があります。

構成員

90,000 84,200
82,600 80,900
78,600
80,000

70,300
63,200
40,900
40,400
58,600
60,000
38,600 36,000
53,500
32,700
46,900
50,000
28,800
25,600 22,300
39,100
40,000
20,100
30,000
18,100
20,000 43,300 42,200 42,300 42,600 37,600 34,400 33,000 31,200 26,800
10,000
20,900
70,000

0

19年 20年 21年 22 年 23 年 24 年 25年 26年 27年 28年

※総数、構成員数及び準構成員等の数は概数であり、各項目を合算
した値と合計の値は必ずしも一致しない。
注：準構成員とは、暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴
力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団
若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若
しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。

■暴力団の資金獲得活動の変遷
昭和30年代

暴力団の特徴

準構成員等

伝 統 的 資 金 源
覚 醒 剤 の密売、恐 喝 、賭 博 、ノミ行 為など

昭和40年代

❖ 凶悪化
暴力団は、自己の意に沿わない事業者に対して、拳銃の発砲、手りゅう弾
の投てき、放火等といった報復、見せしめ目的とみられる襲撃事件を敢行し
たり、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したりす

昭和50年代

民事介入暴力
企業対象暴力

バブル経済期
バブル経済崩壊後

るなど、凶悪事件を敢行しています。

不動産取引への介入
大量の株取引
リゾート開発への介 入
金融機関等の不良債権処理
建設業、
産廃業、
不動産業、
貸金業等の事業活動への進出

現 在

❖ 不透明化

行政対象暴力

暴力団対策法が施行された後、暴力団は組事務所から代紋、看板等を撤収

から
「脅し」 へ
「騙し」

各種詐欺事犯

し、名簿等に構成員の氏名を記載せず、暴力団を示す名刺を使用しないなど、
組織実態に関する事実を隠ぺいする傾向が強まってきています。

資 金 獲 得 活 動 の 多 様 化

また、活動形態においても、社会運動や政治活動を仮装、標ぼうするなど、不透明化の傾向が一層顕著になってきています。

❖ 資金獲得活動の多様化
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を活発化させています。
また、公共事業に介入して資金を獲得したり、公的融資制度等を悪用したりオレオレ詐欺に代表される特殊詐欺事件を多数
敢行するなど、その手口を「脅し」から「騙し」へ変え社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っています。

❖ 寡占化
主要４団体（六代目山口組、神戸山口組、住吉会、稲川会）の大規模暴力団による組織勢力の寡占化が続いています。平成
28年末のこれらの主要団体の暴力団構成員等の総数は、
約28,300人で、
暴力団全体の72.4％を占めています。しかしながら、
全国的には全暴力団構成員等の半数弱を占めていた六代目山口組の分裂に伴い、一極集中の状態に変化が生じています。
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全国の指定暴力団の状況

資料

平成27年８月に六代目山口組が分裂し、新たに立ち上げられた神戸山口組についても､平成28年４月、暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律（暴対法）第３条に基づき、
全国22番目の指定暴力団として指定されました。

指定暴力団分布図（22団体）
五代目共政会

五代目工藤會

（勢力範囲： 1 県）
（構成員数：約 180 人）

（勢力範囲：３県）
（構成員数：約 420 人）
福岡県北九州市小倉北区神岳 1-1-12
代表する者 野村 悟

三代目俠道会

道仁会

（勢力範囲： 5 県）
（構成員数：約 100 人）

（勢力範囲：４県）
（構成員数：約 540 人）
小林

北海道

広島県尾道市山波町 3025-1
代表する者 渡邊 望

福岡県久留米市京町 247-6
代表する者

広島県広島市南区南大河町 18-10
代表する者 守屋 輯

哲治

太州会

五代目浅野組

（勢力範囲：1 県）
（構成員数：約 130 人）

（勢力範囲： 2 県）
（構成員数：約 90 人）

福岡県田川市大字弓削田 1314-1
代表する者 日高 博

岡山県笠岡市笠岡 615-11
代表する者 中岡 豊

三代目福博会

（勢力範囲：3 県）
（構成員数：約 150 人）

六代目山口組

福岡県福岡市博多区千代5-18-15
代表する者 金 寅純

（勢力範囲：１都１道２府39県）
（構成員数：約 5,200 人）

浪川会

兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1
代表する者 篠田 建市

（勢力範囲：１都５県）
（構成員数：約 24 0 人）

神戸山口組

福岡県大牟田市上官町 2-4-2
代表する者 朴 政浩

青森

六代目会津小鉄会

（勢力範囲：１都１道２府32県）
（構成員数：約 2,600 人）
兵庫県淡路市志筑88-1
代表する者 井上 邦雄

（勢力範囲：１道１府）
（構成員数：約 110 人）

秋田

京都府京都市下京区東高瀬川筋
上ノ口上る岩滝町 176-1
代表する者 馬場 美次

岩手

七代目合田一家

山形

（勢力範囲： 3 県）
（構成員数：約 90 人）

宮城

山口県下関市竹崎町 3-13-6
代表する者 金 教煥

新潟
石川

島根
広島

兵庫

徳島

和歌山

高知

熊本

岐阜

長野

福島

群馬

栃木

埼玉

滋賀
山梨

奈良

香川

愛媛

大阪

大分
長崎

岡山

福岡

福井

京都

山口
佐賀

鳥取

富山

愛知
三重

静岡

茨城

東京
神奈川

千葉

双愛会

（勢力範囲： 2 県）
（構成員数：約 14 0 人）

鹿児島 宮崎

二代目親和会

（勢力範囲： 1県）
（構成員数：約 4 0 人）
香川県高松市塩上町 2-14-4
代表する者 吉良 博文

沖縄

四大目小桜一家

（勢力範囲： 1県）
（構成員数：約 70 人）

鹿児島県鹿児島市甲突町9-24
代表する者 平岡 喜榮

千葉県市原市潤井戸 1343-8
代表する者 椎塚 宣

九代目酒梅組

（勢力範囲： 1 府）
（構成員数：約 30 人）
大阪府大阪市西成区太子 1-3-17
代表する者 吉村 三男

二代目東組

（勢力範囲： 1 府）
（構成員数：約 14 0 人）
大阪府大阪市西成区山王 1-11-8
代表する者 滝本 博司

稲川会

（勢力範囲：１都１道16県）
（構成員数：約 2,500 人）
東京都港区六本木 7-8-4
代表する者 辛 炳圭

住吉会

（勢力範囲：１都１道１府 15 県）
（構成員数：約 3,100 人）
東京都港区赤坂 6-4-21
代表する者 西口 茂男

極東会

旭琉會

（勢力範囲：１都１道12 県）
（構成員数：約 590 人）

（勢力範囲： 1県）
（構成員数：約 360 人）

東京都豊島区西池袋 1-29-5
代表する者 曺 圭化

沖縄県沖縄市上地 2-14-17
代表する者 富永 清

※ 本表の「名称」
、
「主たる事務所の所在地」
、
「代表する者」
、
「勢力範囲」
、
「構成員数」は、平成
28年末のものを示している。
※ 平成28年末における全暴力団構成員数（約18,100人）に占める指定暴力団構成員数（約
17,400人）の比率は96.1％である。

松葉会

（勢力範囲：１都１道 8 県）
（構成員数：約 6 50 人）
東京都台東区西浅草 2-9-8
代表する者 荻野 義朗

暴力団 地域団結 断固拒否
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（公財）北海道暴力追放センター札幌本局では、札幌弁護士会民事
介入暴力対策委員会弁護士のご協力を頂いて、暴力団、反社会
的勢力等に関する法律相談を無料で受けています。
料
相談無
守
秘密厳

ひとりで悩まず、困ったら
一度おたずねください。
相談日は毎月第１、第3水曜日
午後1時30分から午後2時30分までです。
相談を希望される方は、前もって札幌本局にお電話をお
願いします。
住所、電話番号等は、表紙に掲載しておりますのでご確
認ください。

平成30年の不当要求防止責任者講習予定

実施月
実
施
市
町

１月

２月

３月

札幌市
1.23
函館市
1.25

札幌市
2.6
苫小牧市
2.7

札幌市
3.8

４月

帯広市
2.22

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

栗山町

函館市

江差町

帯広市

室蘭市

新ひだか町

旭川市

函館市

釧路市

旭川市

紋別市

留萌市

北見市

釧路市

※変更になる場合がありますので、センターホームページで確認してください。

賛助会にご加入
ください

当センターでは、暴力追放事業を推進するため「賛助会員制度」を設けています。企業・
団体・個人の賛同を得て、多くの皆さんに多数ご加入をいただいております。皆様のご
理解、ご支援をお願いします。
【会

費】年会費１口20,000円 １口以上
※ 賛助会費は、税法上の優遇措置が受けられます。

【会費の使途】皆様から納入された会費は、すべて事業活動費に充当いたします。
【特

典】・左記会員之章プレートの交付

北海道警察本部刑事部
組織犯罪対策局捜査第四課

・暴排講演依頼への対応

・広報資料の無料配付

・不当要求事案発生時の支援・指導

・暴排広報ビデオ等の無料貸出

・不当要求被害発生時の支援・指導

◎暴 力 相 談 電 話
◎暴力団離脱者相談電話

