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　この度、白勢前専務理事の後任として専務理事に選任されました関でございます。どうぞよろしくお願
い申し上げます。
　私は退職までの38年間､北海道警察でお世話になり､うち30年余りは刑事部において主に知能犯事件捜
査に携わり､暴力団事件捜査の司令塔でもあります捜査第四課での勤務も経験させていただきました。
　この度､暴力団追放運動を主導的に推進する当センターに勤務させていただけますことを大変光栄に思
うところでございます。
　さて､最近の暴力団情勢をみますと､平成27年８月に国内最大勢力を持つ指定暴力団六代目山口組が分
裂し､新たに神戸山口組が結成された結果、道内でも札幌や旭川市内において、この分裂に端を発した対
立抗争事件が頻発したことは記憶に新しいところであります。
　そして、その神戸山口組も平成29年４月には分裂して任侠山口組が組織され、この任侠山口組も､この
３月に23番目の指定暴力団として指定されるなど、暴力団は相変わらず離合集散と内部対立を繰り返して
道民に大きな不安と恐怖を与え続けています。
　また、暴力団の資金獲得活動は、薬物の密売や賭博等の伝統的な資金源のほか、北海道においては深刻
な問題である密漁事件、さらには全国各地で発生しているオレオレ詐欺に代表される特殊詐欺事件など､
暴力団の組織を隠蔽して正業を装い､或いは共生者を利用しながら社会や経済情勢の変化を巧みに利用し
て手段を多様化させ､企業・行政ばかりか個人をも標的とした資金獲得活動を深化・活発化させています。
　このような情勢のなか､平成23年４月に施行された｢北海道暴力団の排除の推進に関する条例｣では､道
民や事業者の皆さまに対し､暴力団排除への協力を求め､さらに事業者が暴力団を利用することや､利益を
供与することを禁止し､違反した事業者等には勧告を行い､これに従わなかった場合には事業者名を公表
するなどの措置がとられることになりました。
　また昨年７月の一部改正では、暴力団排除特別強化地域として札幌の｢すすきの地区｣や旭川の｢さんろ
く街｣の一定地域を指定してこの地域でのみかじめ料や用心棒料の授受を禁止することで、暴力団に強い
圧力を加える厳しい内容となっています。
　このように､道内においてはこれまで以上に暴力団排除の気運が高まっており、社会全体の力で暴力団
排除を求める｢社会対暴力団｣の構図がより鮮明になりました。
　暴力団排除の要諦は、道暴排条例の基本理念であります

暴力団を｢恐れない｣｢金を出さない｣｢利用しない｣に
暴力団と｢交際しない」のプラスワンを加えた

暴力団追放３ない運動＋１
を道民の皆さまに着実に浸透させ、実践していくことだと考えております。
　当センターは、これらを踏まえて｢暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律｣いわゆる暴力団対
策法に基づき、適正に業務を進めるとともに暴力団排除活動の先頭に立って、今後も地域・職域暴追協の
みなさまや、警察･弁護士会などの関係機関･団体の皆さまとの連携を深め、北海道から暴力団を排除し、
安全で安心して暮らせる北海道を実現するため、目に見える暴力団排除活動に全力で取り組んでまいりま
すので、道民の皆さま賛助会員の皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

着任のご挨拶

（公財）北海道暴力追放センター
　　　専務理事　関　　　一　幸
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　平成30年３月５日に｢かでる２・７｣で、平成29年度第２回定例理事会が開催され、以下の審議事項及
び報告事項が承認されました

平成30年度　事業計画の概要

○審議事項
　・平成29年度 収支補正予算
　・平成30年度 事業計画
　・平成30年度 収支予算
　・基本財産運用計画
　・顧問の選任
○報告事項
　・センター車両の今後の措置方針について
　・賛助会員の加入状況について
　・労働契約法改正に伴う臨時職員任用規定の見直し
　・センター職員の人事異動について　等

平成29年度　第２回定例理事会の開催

暴力団　地域の絆で　加入阻止

● 広報啓発事業
・広報啓発活動の推進（資料・資材の活用）
・暴力追放運動の推進
・視聴覚広報資材の整備と貸出し
・暴力団追放道民大会・総決起集会の開催
・効果的な夏・冬暴追運動の実施
● 地域･職域支援事業
・地域暴追協への支援
　　施策に対する協力と支援金支給
　　啓発資材の斡旋提供
・職域暴追協組織への支援
　　研修会､講習・講演会等への積極的対応
　　啓発資材の斡旋提供
　　暴排組織結成時の支援
● 暴力相談事業
・相談事案に対する適切な対応
・効果的な常設相談の推進
・効果的な法律相談制度の運用
・暴力追放相談員の技能の研鑽
・関係機関との連携強化
・相談事業広報の推進
● 暴力団からの離脱・就労支援
・離脱、就労への積極的かつ適切な支援
・暴力団離脱者支援対策協議会活動の活性化
・就労可能先事業所の開拓

● 暴力団事務所使用差止請求事業
・使用差止請求事業制度の積極的運用
・暴力団事務所の現況の把握
・適切な受託手続と受託後の対応
● 講習（研修）事業
・不当要求防止責任者講習の効果的な実施
　　全道で28回　2,500名を予定
・一般暴排講演の実施
　　地域･職域､企業等への積極的な講師派遣
・講習、講演資料の整備充実
● 被害者救済事業
・暴力団関係者からの犯罪被害者支援の推進
・暴排訴訟支援の推進
・地域暴追協及び関係機関との連携
● その他の事業
・調査研究
　　情報収集活動の活性化
　　情報提供の推進
　　各種アンケート調査の実施
・機関紙「暴追センターだより」による情報の発信
・ホームページの充実による情報提供
・適正な情報管理
・表　彰
・賛助会員の募集

※詳しくはホームページをご覧下さい

第４回北海道暴力団追放道民大会・
第32回札幌地区暴力追放総決起集会の開催
平成30年10月12日（金）  午後1時30分から　

入場は無料です。大勢の皆さまの参加をお待ちします。

札幌市民ホール
（わくわくホリディホール）
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各地域暴追協啓発活動

【新得地区暴追協】

【小樽市暴追協】

◀【新得地区暴追協】

【厚別地区暴追協】

【八雲・長万部地区暴追協】

【南地区暴追協澄川支部】

【深川地区暴追協】

【斜里地区暴追協】▶

1/10　110番の日に併せた多目的街頭啓発

12/18　
大型商業施設での街頭啓発

12/23　「八雲クリスマス大作戦」
　　　　  会場での街頭啓発

12/13
地下鉄駅周辺での街頭啓発

12/15　
市内金融機関での多目的街頭啓発

【苫小牧地区暴追協】

11/ ８　苫小牧地区暴追協創立
　　　　 50周年記念事業の実施

12/15～21
小樽市役所内での暴排展示会開催

【池田地区暴追協】

12/19
町内商業施設での街頭啓発

【名寄地区暴追協】

12/15
市内商業施設での街頭啓発

　各地区暴追協において啓発活動等を実施した際の写真等あればセンターにご報告下さい。

同日多数の
暴追協で

同様街頭啓発
を実施

暴力団　誘うな入るな　関わるな

10/27
日勝峠における暴力団排除啓発活動
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暴力団や悪質なクレーマーからの
不当要求 に対する対策

暴力を　しないさせない　みんなの勇気

悪質クレームとは､一般的に顧客の法的、社会的妥当性を欠く過度な不当要求行為をいいます。

対応の基本三原則
1 クレーム事実の確認　 2 正当なクレームは、誠実に対応 　3 過度なクレームは拒否し、法的に解決

※ 『クレーム対応基本三原則』を理解し、悪質クレーマーに屈することなく､毅然とした対応をすること

❶ 悪質クレーマーに対する基本姿勢と組織的対応
●悪質クレーマーは、もはやお客ではありません。社会の敵であることを認識して対応することが大事。
●悪質クレーマーには、トップが｢絶対に屈しない。拒否すべきは拒否する。戦うときは戦う｣との基本姿
勢を組織全体に明示。

●トップの基本姿勢を受けて、対応マニュアルを作成するとともに組織全体に対応要領を周知徹底させ、差
のない対応体制を確立。

❷ 悪質クレーマーの交渉術 ▶ 不当要求に際しての基本的な攻撃要領
●悪質クレーマーの一般的交渉術には次のような態様があげられるので参考にして下さい。
　⑴　怒鳴り、恫喝して相手に恐怖感を植え付ける。
　⑵　硬軟織り交ぜて攻撃し､警戒心や思考能力を低下させる。
　⑶　相手の役職に関係なく､見下す口調で威圧し、優位性を保持する。
　⑷　名指しで何度も呼び出し、嫌悪感を植え付け､精神的に追い込む。
　⑸　交渉相手が、たびたび変わる企業は、回答がばらつきチャンスと見られる。
　⑹　相手の説明は故意に遮り､自分のペースでクレームをつけ主導権を握る。
　⑺　クレームのネタが99％不利でも､１％を強引に認めさせ、全面的に責任を転嫁させる。

❸ 対応（応答）要領 ▶ 何事も最初が肝心

1 事実調査･確認が必要な場合
・事実を調査した上でなければ、お答えできません。
・事実調査を行います。調査の結果については、追っ
てご連絡します。

・事実調査は、お問い合わせ等があったときには､
皆さまにお願いしております。

・「何時までに回答しろ」には、ご希望は伺いまし
たが、お約束は出来かねます。

2 即答の拒否
・責任ある回答をするには、組織としての意思決定
が必要です。

・この結論は会社の方
針です。

・今回の件については、
後日､弁護士を介して
交渉させて頂きます。

・その件については、法令等に基づき適正に対処さ
せて頂きます。

3 他所を引き合いに出してきたときの対応
・他社とは事情が違いますので、当社の判断で対処
させて頂きます。

・ご指摘の件とご要望は別問題であり、ご要望に応
じることは出来ません。

4 長時間執拗な場合 ➡
　　最初に面談の時間を告げておき、時間が来たら打ち切る

・何度言われても結論は変わりません。
・仕事に影響がありますのでお引き取り下さい。
・「納得できない」には、前回お話ししたとおりです。

5 脅迫的な言動がある場合
・「誠意を示せ」には、それはどういう意味でしょうか。
・冷静なお話が出来ないのであれば､ご説明は打ち
切らせて頂きます。

・当方も、然るべき機
関に相談致します。

・違法行為が発生した
場合には、躊躇せず
110番通報する。

※　一般的な対応要領については「暴追センターだより№70・№73」に掲載しています。

※相手の戦術は、クレーマーの演技です。ですから､必要以上に恐れる必要はありません。早い解決は、一人で悩まず早期の相談で
す。また、相手に言われて､のこのこ敵陣に出向くことは避けて下さい。相手を自分の勢力範囲に呼び寄せて話すことが大事です。
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暴力団追放 三ない運動＋1 の推進

暴力団　地域団結　断固拒否

❶ ｢暴力団追放三ない運動＋1｣とは
暴力団の解散・壊滅を目指して行政・企業・道民が

1 暴力団を 利用しない 　 2 暴力団を 恐れない 　 3 暴力団に 金を出さない

　に、プラスワンとして   暴力団と 交際しない  の４つの目的を掲げ、　
警察、弁護士会、暴追センターや地域･職域団体などと連携して暴力団等反社会的勢力を排除する運動です。

❷ 運動の具体的内容

壊滅に繋がる 企業、仕事を守る

1 暴力団を 「利用しない」
➡ 全てを｢金ずるにされる｣

3 暴力団に 「金を出さない」
➡ 金が｢腐れ縁の元｣

2 暴力団を 「恐れない」
➡ 恐れは｢誤ったイメージから｣

暴力団と 「交際しない」
➡ 交際は｢暴力団の活動を助長｣

○債権取立､交通事故の示
談､各種トラブル等の解
決を目的に､暴力団を利
用してはいけません。

○暴力団を必要以上に恐れず、勇気
を持って組織で対応しましょう。

○不当な要求を受けたときは、組織
一丸となり断固拒否し、警察・暴
追センターに相談しましょう。

○被害を受けたときは､必ず警察に被害届を出しましょう。

○必要のない高価な図書
やその他の物品を購入
してはいけません。

○用心棒代、みかじめ料
など名目の如何を問わ
ず、暴力団にお金を出してはいけません。

○光熱費、電話等の公共料金、家賃など支払って貰うべき
代金を猶予、免除してはいけません。

　暴力団が恐れているもの、それは、暴力団を恐れない『勇気』なのであり、
不当要求を受けた全ての企業等が｢暴力団追放三ない運動＋１｣を確実に実践
すれば、暴力団等は資金不足となり、いずれ消滅することとなります。また暴
力団等反社会的勢力と対決する姿勢を堅持することは、企業が社会的な信用を
得ることとなり、ひいては自分の企業・仕事を守っていくことにつながります。

○暴力団は、あらゆる機会
を狙って接近してきます。

○暴力団との交際は腐れ縁
の始まりとなります。

●全てを｢金ずるにする｣のが暴力団の姿です。
●暴力団を利用したつもりが、いつの間にか｢骨の髄｣まで
絞られることになります。
●暴力団は、タダでは動きません。法外な金を要求されます。
●暴力団等の不当な力を利用して､自己の目的を達成しよう
とする者は、暴力団等反社会的勢力と同等視され、社会
的信用を失います。

●暴力団は一度味を占めると「何度も要求」し続けます。
●お金を出すことは｢暴力団の存在｣を許し、資金獲得の手
助けをすることになります。

●暴力団は｢警察に逮捕｣､｢刑務所に入れられる｣ことを最
も恐れています。
●暴追センター、警察、弁護士会は｢あなたの味方｣です。
●暴力団は、あなたの｢暴力団を恐れない｣という気持ちを
一番恐れています。

●暴力団と関係すること自体が不当要求のきっかけになる
ことが多くなります。
●暴力団との交際は｢暴力団と社会的に非難されるべき関係
にある者｣とされ、公共工事等から排除されることがあり
ます。

❸ 暴力団追放「三ない運動＋１」の推進
三ない運動の推進

暴力団の資金不足 企業等の
社会的信用の確保



北海道警察本部刑事部
組織犯罪対策局捜査第四課

◎暴 力 相 談 電 話
◎暴力団離脱者相談電話

（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。

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。

早めの相談が早期解決へ!!

相談無料

秘密厳守

　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　　　・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

賛助会にご加入
ください

平成30年度の不当要求防止責任者講習予定

実施月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

実
施
市
町

札幌市
5.29

札幌市
6.26

札幌市
7.18

札幌市
8.28

札幌市
9.11

札幌市
10.23

札幌市
11.14

札幌市
12.4

札幌市
1.11

札幌市
2.7

札幌市
3.12

栗山町
5.23

函館市
6.19

江差町
7.26

帯広市 苫小牧市
9.12

新ひだか町 室蘭市 函館市 帯広市 函館市

釧路市
6.12

旭川市
7.12

紋別市
8.2

留萌市 北見市
10.18

旭川市
11.12

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。


