
全国暴力追放運動推進センター／警察庁全国統一暴排ポスター

79
令和２年（2020）１月

発　行　所　（公財）北海道暴力追放センター　〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目　北海道庁緑苑ビル庁舎
編集発行人　 岩井　淳佳　　　　　　　　　　　　　 電話（011）271ー5982　 FAX（011）271ー5987

HPアドレス　http://h-botsui.or.jp

暴追センターはあなたの勇気をサポートします
みんなの力みんなの力でで暴力団排除暴力団排除！！！！

暴力団　ゼロが自慢の　町づくり

『長都沼の静寂』撮影：賛助会員
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　明けましておめでとうございます。　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上げます。　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上げます。
　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　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
謝申し上げます。謝申し上げます。

　本年は、令和年号になって初めての新年であり、また、今年の干支は「子」と、一二支の中で一番目の　本年は、令和年号になって初めての新年であり、また、今年の干支は「子」と、一二支の中で一番目の
干支となり、そういった意味では例年以上に始まりを感じさせられる年であります。干支となり、そういった意味では例年以上に始まりを感じさせられる年であります。
　更に、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催される中、マラソンなどの注目競技の札幌開催　更に、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催される中、マラソンなどの注目競技の札幌開催
が決定されるなど、多くの外国人が日本を訪れ、日本や北海道が活気づく年となるものと思われます。が決定されるなど、多くの外国人が日本を訪れ、日本や北海道が活気づく年となるものと思われます。

　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一昨年末で１万5,600人となり、準構　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一昨年末で１万5,600人となり、準構
成員を含む全体の勢力も３万500人と、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成員を含む全体の勢力も３万500人と、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
おり、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。おり、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　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
さまをはじめ、行政や企業団体が一丸となって暴排活動や関係遮断に取り組んだことで、社会全体で暴力さまをはじめ、行政や企業団体が一丸となって暴排活動や関係遮断に取り組んだことで、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。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、　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も、平成30年４月には、任侠山口組なる組織が立ち上げを表明したこと分裂した神戸山口組内部においても、平成30年４月には、任侠山口組なる組織が立ち上げを表明したこと
で更に分裂し、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にあります。で更に分裂し、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にあります。
　また、分裂前に山口組のナンバー２であった者が釈放される直前の昨年10月には、神戸山口組系の暴力　また、分裂前に山口組のナンバー２であった者が釈放される直前の昨年10月には、神戸山口組系の暴力
団員が射殺されるなど、今後の暴力団情勢を窺わせるような事案が発生しており、市民に大きな不安を与団員が射殺されるなど、今後の暴力団情勢を窺わせるような事案が発生しており、市民に大きな不安を与
え続けております。え続けております。

　平成19年の政府指針により、「社会対暴力団」の構図を打ち出し、更に、暴力団排除条例の全国普及によ　平成19年の政府指針により、「社会対暴力団」の構図を打ち出し、更に、暴力団排除条例の全国普及によ
り、効果的に暴力団を追い詰めておりますが、暴力団も生き残りをかけてその実態を変化させながら、資り、効果的に暴力団を追い詰めておりますが、暴力団も生き残りをかけてその実態を変化させながら、資
金源活動を巧妙化させております。金源活動を巧妙化させております。
　そこで、暴力団の実態を見失うことなく、暴力団を追い詰めている今こそ、暴力団の壊滅に向けた好機　そこで、暴力団の実態を見失うことなく、暴力団を追い詰めている今こそ、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今後もさらに強力に推し進めて行く必要があります。と捉え、これまでの取り組みを今後もさらに強力に推し進めて行く必要があります。
　また、暴力団排除対策のキーワードは　また、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」「暴力団との一切の関係遮断」でありますが、暴力団の活動を低でありますが、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」｢暴力団の存在を認めず暴力団には屈しない」というという
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。とが最も重要であります。

　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　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」暴力団を「利用しない」「恐れない」「金を出さない」にに「暴力団と交際しない」「暴力団と交際しない」を加えたを加えた「三「三
ない運動＋１（ワン）」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。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　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、旧年と変わらずみなさ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、旧年と変わらずみなさ
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。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　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。せて頂きます。

新年のご挨拶

（公財）北海道暴力追放センター
　　理事長　岩　井　淳　佳
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わが町に　入れない　寄せない　暴力団

　令和元年11月27日 明治記念館（東京）で行われた令和元年度全国暴力追放運動中央大会におい
て、永年にわたる暴力追放運動功労者・団体に対し、警察庁長官・全国暴力追放運動推進センター会
長の連名による表彰状と記念品が贈呈されました。

総理大臣メッセージ

暴力追放栄誉金章

暴力追放栄誉
銅章

暴力追放栄誉
銀章

暴力追放栄誉
金章

全国表彰おめでとうございます全国表彰おめでとうございます

～三ない運動＋１～

 

  

  

 

   
 

 

  
 

 

 

 

              

    

厚別地区暴力追放運動推進協議会
札幌市薄野地区暴力追放運動推進協議会 

岩見沢地区暴力追放運動推進協議会

副会長 

副会長 

副会長

暴力追放栄誉銅章

暴力追放栄誉銀章

札幌市北区暴力追放運動推進協議会 副会長

暴力追放栄誉金章 暴力追放栄誉銅章 暴力追放栄誉銅章

札幌市西地区暴力追放運動推進協議会 副会長

暴力追放団体表彰
天塩地区暴力追放運動推進協議会



3 暴力団　みんなでなくす　地域の輪

 

☆北海道警察本部長・（公財）北海道暴力追放センター会長による連名表彰受賞者

大会中、受賞者に表彰状と記念品が手渡されました

　（公財）北海道暴力追放センター、道内各方面地域暴力追放運動推進協議会、札幌地区暴力追放運動推進協議会は、
北海道・札幌市・北海道警察の後援を受け、10月18日（金）かでる２・７において、道内の暴排組織会員等約
500名の参加をいただき、北海道全域における更なる暴力追放意識の高揚と浸透を図ることを目的に道民大会を
盛大に開催しました。
　大会第１部では、暴力追放功労者等の表彰や、旭川方面地域暴力追放運動推進協議会会長による暴力団追放大
会宣言を満場一致で採択し、引き続き第２部では、北海道警察本部刑事部長による｢近年の暴力団情勢について｣
と題する基調講演や､札幌よしもとのタレントによる暴排コントの他、道警音楽隊・カラーガード隊によるドリル
演奏などを行い、笑いや音楽を交えて暴力団排除の気運を多いに高めました。

開会式

会場観客席

大会宣言（旭川方面地域暴追協会長）

道警音楽隊・カラーガード隊

基調講演（刑事部長）

よしもと暴排コント（スキンヘッドカメラ）

第５回北海道暴力団追放道民大会・第33回札幌地区暴力追放総決起集会開催第５回北海道暴力団追放道民大会・第33回札幌地区暴力追放総決起集会開催

道民大会・総決起集会における連名表彰（令和元年10月18日）道民大会・総決起集会における連名表彰（令和元年10月18日）

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

（いずれも順不同）

【団 体】 
興部町暴力追放運動推進協議会 
札幌手稲暴力追放運動推進協議会 
美深地区暴力追放運動推進協議会 
八雲・長万部地区暴力追放運動推進協議会

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 人】 【個

 
 

夕張市                        協議会会員
岩見沢地区                  協議会会員
苫小牧地区 茅部地区     協議会会員 
寿都地区                     協議会会員
枝幸地区                     協議会会員

 

 

 

 

               

  
               

  

天塩地区 

釧路市
帯広地区 

弟子屈町 

紋別地区 

紋別地区

協議会会員 

協議会会員 

協議会会員 

協議会会員 

協議会会員 

協議会会員
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【本別地区暴追協】

５月　「旭川駅北広場での
　　　多目的暴排街頭啓発」

８月　「2019とよころ夏まつり」
　　　会場での街頭啓発

８月　｢新ひだか町静内七夕宵
　　　まつり」会場での街頭啓発

４月　稚内市街地での
　　　多目的街頭啓発

５月　「春の地域安全運動等出動式」
　　　会場での街頭啓発

８月　「夜祭りよいち」会場での
　　　街頭啓発

２月　「もんべつ流氷まつり」
　　　での街頭啓発

５月　「熊石あわびの里フェスティバル」
　　　会場での街頭啓発

10月　「厚沢部大収穫感謝祭」10月　「厚沢部大収穫感謝祭」
　　　会場での街頭啓発　　　会場での街頭啓発

８月　「ひまわりまつり」会場
　　　での街頭啓発

７月　「厚岸夏祭り」会場での
　　　街頭啓発

各地域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。

２月　「しばれフェスティバル」
　　　会場での街頭啓発

各地域暴追協啓発活動状況各地域暴追協啓発活動状況

【紋別地区暴追協】 【稚内市暴追協】

【札幌手稲暴追協】

【厚岸地区暴追協】

【余市地区暴追協】

【旭川市暴追協】

【深川地区暴追協】

【池田地区暴追協】

【八雲・長万部地区暴追協】

【静内地区暴追協】

【江差地区暴追協】

暴力に　負けぬ勇気で　つくる町



5 暴力を　しないさせない　みんなの勇気

❶ みかじめ料の要求
Ｑ　飲食店を近々開業する予定で準備を進めています。先日暴力団員風の男が店に来て「何かあった
ら面倒をみるので、盆暮れの付き合いせんか」等とみかじめ料を要求してきました。その場は何と
か断ったのですが「また来るから」と言って帰って行きました。今度来たらと思うと不安で仕方あ
りません。

Ａ　みかじめ料や用心棒料の請求は、暴対法で禁止されている行為ですので一切応じる必要はありま
せん。要求があった場合には中止命令事案ですので、要求は毅然と断り、すぐに警察に相談して下
さい。

❷ ピザの無償要求
Ｑ　宅配ピザを食べて「体調を崩した、新しいピザを弁償しろ」とのクレームに代替え品を渡したの
ですが、再度「今度は入院した。入院費や慰謝料は要らない。新しい物が欲しい」と無償でピザを
要求されています。

Ａ　事実を確認しないまま補償したことで足元を見られています。ピザが原因で入院したのであれば、
当然入院費用、慰謝料等も要求する可能性がありますが、根拠がない要求なので、入院先も明かす
ことが出来ないだろうと思います。事実を証明できないクレームは、はっきりと断るべきです。

❸ 暴力団関係者による貸家の占拠事案
Ｑ　暴力団員であった貸家住人が逮捕された後、その仲間と思われる暴力団員風の男が出入りし始め、
貸家を占拠されてしまった。家賃の不払いも続き連帯保証人に掛け合っても応じて貰えません。

Ａ　弁護士に対応を委ね、法的手段で解決を図るべきです。
　　相手は服役中の暴力団員であり、その関係者が占拠しているような場合は、個人で解決すること
は極めて困難です。「出入り禁止」の仮処分等の措置が必要ですので、弁護士の手を借りましょう。
札幌弁護士会民事介入暴力対策委員会の弁護士が当センターの相談委員になっていますので、無料
法律相談日に弁護士に相談し、対応を依頼することが、早期解決の道です。（費用は、当センター
の貸付金を利用することも可能です。）

❹ 雑誌の購入要求
Ｑ　右翼を名乗る団体から電話で「本を送るから買ってくれ。」と言うので、読むつもりがないと断っ
たが、男の態度から今後も続くのではないでしょうか。

Ａ　電話ですからきっぱりと断って下さい。本が送られてきたら開封しないで、配達員に「受取拒否」
で返して下さい。本を戻したことで、右翼等が会社等に押しかけて来た例はありません。

❺ 車のオイル交換に絡むクレーム
Ｑ　暴力団員風の男が運転する車のオイル交換をしたところ、オイルが漏れて車の調子が悪くなった
とのクレームがあり、点検をしても、オイル漏れは確認できなかったのですが、男は無料でオイル
交換を要求しています。

Ａ　オイル交換と車の不調の因果関係について、客観的な主張をして下さい。信頼できる修理工場に
点検を依頼するのも方法です。その結果によりますが、民暴弁護士に処理を依頼したり、脅かされ
るようなことがあれば、再度当センターに連絡を下さい。

不当要求対応  QQ &AA
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暴力団　地域団結　断固拒否

 資 料 全国の指定暴力団の状況全国の指定暴力団の状況
指定暴力団の指定状況と北海道内の暴力団情勢



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

相談日は毎月第１、第3水曜日

（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。

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。

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

令和２年の不当要求防止責任者講習開催予定

実施月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
実
施
市
町

札幌市
1.21

札幌市
2.6

札幌市
3.4

札幌市 札幌市 札幌市 札幌市 札幌市 札幌市 札幌市 札幌市

函館市
1.17

旭川市
2.10

小樽市 旭川市 函館市 滝川市 苫小牧市 岩見沢市 室蘭市 北見市

帯広市
2.20

網走市 釧路市 名寄市 帯広市 中標津町 八雲町

※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。

組織対応と早めの相談が早期解決へ !!


