
太華山（周南市）から望む瀬戸内海の朝日と笠戸大橋

暴力団の存在しない明るく住みよい山口県の実現

主な内容

◆年頭所感（山口県暴力追放運動推進センター 会長）　　◆年頭のご挨拶（山口県警察本部長）
◆地域・職域における暴力排除活動　　　　　◆県内の暴力団情勢
◆第 30 回山口県暴力追放県民大会の開催　　◆全国大会団体表彰
◆不当要求　初期対応の基本
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　新年明けましておめでとうございます。
　県民の皆様方には、輝かしい新春をお迎えのこ
とと心よりお慶び申し上げます。
　昨年も、当センターの公益事業各般にわたり、
深いご理解と格別のご支援を賜りましたことを厚
くお礼申し上げます。
　とりわけ、賛助会員の皆様には厳しい経済情勢
の中、変わらぬご支援を頂きましたことに重ねて
お礼申し上げます。
　昨年、当センターは設立から30年の節目を迎え
ましたが、民間における暴排活動の中核として、
広報啓発活動、不当要求防止責任者講習等、様々
な公益事業に取り組んでまいりました。
　これまでこうした事業活動が継続出来ましたの
も、ひとえに、県民の皆様をはじめ、県警察、弁
護士会等関係機関・団体の皆様のご支援、ご協力
があっての賜と深く感謝申し上げます。
　さて、県内の暴力団情勢につきましては、暴力

団勢力が年々減少し続けており、また、昨年中、
県内では暴力団同士の抗争事件等も発生しておら
ず、表面的には平穏に推移しているかのように見
えます。
　しかし、県内には、依然として相当数の暴力団
組織が存在し、組織を維持するための資金源活動
を巧妙化、多様化させるなど、依然として県民生
活に脅威を与え続けております。
　そのため、皆様方におかれましては、私生活や
事業活動の場でも決して気を緩めることなく、暴
力団勢力につけ入る隙を与えないということが極
めて大切であります。
　当センターでは、本年も、県警察をはじめ、暴
排関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、「暴
力団の存在しない明るく住みよい山口県の実現」
に向け、総合的な対策を推進してまいる所存です
ので、県民の皆様方には、当センターへのご支援
とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。
　終わりに、長引くコロナ禍の一日も早い収束を
切に願いますとともに、本年が皆様方にとりまし
て幸多き年でありますよう祈念申し上げ、年頭の
挨拶とさせて頂きます。

（公財）山口県暴力追放運動推進センター（公財）山口県暴力追放運動推進センター
会　長　会　長　光　井　一　彦光　井　一　彦

年 頭 所 感

　明けましておめでとうございます。

　皆様には、平素から警察業務の各般にわたって
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　さて、最近の暴力団情勢につきましては、社会
を挙げた暴力団排除活動の進展により、全国、県
内とも暴力団勢力は減少傾向にあります。

　しかしながら、暴力団は、依然として、覚醒剤
の密売、繁華街における飲食店等からのみかじめ
料の徴収のほか、各種公的給付制度を悪用した詐

欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得活動を
行っています。
　特に、近年、暴力団構成員等が主導的な立場で
うそ電話詐欺に深く関与するなど、暴力団がうそ
電話詐欺を有力な資金源としている実態が認めら
れます。

　県警察では、暴力団の弱体化・壊滅を目指し、
各種法令を駆使した取締りを徹底するとともに、
暴力追放運動推進センターと緊密な連携のもと、
暴力団排除活動に取り組む方々に対する最大限の
支援をしてまいりますので、引き続き、それぞれ
のお立場から、暴力団排除活動にご尽力賜ります
ようお願い申し上げます。

　終わりに、皆様方の益々のご健勝を祈念して、
年頭のご挨拶といたします。

山口県警察本部長山口県警察本部長
　　　 　　　 中　西　 　章中　西　 　章

年 頭 の ご 挨 拶



長門市

宇部市 柳井市下松市

山口市

萩市

防府市 周南市
下関市

岩国市

合田一家

合田一家 傘下１組織

合田一家

合田一家

山 口組

神戸山口組 傘下１組織

山口組 傘下１組織

合田一家本部
・

傘 下６組 織

傘下１組織

傘下２組織合田一家 傘下１組織

傘下１組織

傘下１組織工 藤 會

令和5年1月末現在

山口県内暴力団分布図
● 七代目合田一家　 12組織
● 六代目山口組　　　2組織
● 神戸山口組　　　　1組織
● 五代目工藤會　　　1組織
 合計　　　　　　　16組織

工藤會 約 8％

山口組
約19％

神戸山口組
約 21％

合田一家
約 52％

暴力団構成員等の組織別割合
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【暴力団の勢力】
　県内では、令和４年11月末現在、七代目合田一家
や神戸山口組、六代目山口組、五代目工藤會の４団
体16組織、約150人の暴力団構成員等を把握して
います。
　昨今、暴力団勢力は減少傾向にありますが、依然
としてこれら暴力団構成員等が県下で活動している
現状から、警察では関係情報の収集にも努めており、
情報提供をお願いしています。

【取締り等の状況】
　令和４年中、山口県警察では覚醒剤事件や傷害、
恐喝、詐欺事件などで、11月末現在、暴力団構成員
等40人を検挙しています。
　また、「とにかく金を用意しろ」「いろいろなことを
めちゃくちゃにしてやる」などと不当贈与要求行為を
行った暴力団組織組長に対しての中止命令など、同
年11月末までに計２件の中止命令を発出しています。

　昨今の暴力団は、活動を巧妙化・多様化させてお
り、組織の威力を利用した「脅し」の手口と、威力利
用の必要のない「騙し・盗み」等の手口を併用し、資
金獲得を行っているとみられます。

【暴力団排除活動の推進】
　現在の暴力団対策については、警察の取締りに加
えて、社会全体が一丸となって暴力団に厳しく対峙
することで、県民生活や経済活動の場から暴力団を
排除し暴力団の存在を許さない社会づくりとするこ
とが重要です。
　警察では、各種契約や公的な補助金、許認可等か
らの暴力団排除活動を積極的に支援するため、関係
遮断に必要な暴力団情報の提供に取り組んでいるほ
か、必要に応じて事業者等の保護対策に万全を期す
など、県民の安全と安心の確保に重点を置いた対策
の強化に取り組んでいます。

山口県警察本部　刑事部組織犯罪対策課

県内の暴力団 情勢

地域・職域における暴力排除活動
責任者講習会等の開催

　令和４年中、公務員等を対象とする不当要求防
止責任者講習や各事業所等を対象とした暴排講習
会を新型コロナウイルス感染症対策を講じた上
で合計48回開催し、
暴力団等反社会的
勢力による不当要
求への対応要領、
暴排条項等を活用
した関係遮断など
についての講習を
実施しました。

少年への暴力団からの影響を排除する活動
　少年への暴力団からの影響を排除する活動の一
環として、県警本部少年課の薬物乱用教室の機会
に 併 せ て、
中学・高校
に お い て、
暴力団等へ
の加入防止
についての
教室を実施
しました。
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令和４年10月26日㈬、山口県総合保健会館において、県西部を中心に約300人の皆様方の参加を得て、「第30回
山口県暴力追放県民大会」が開催されました。

第30回山口県暴力追放県民大会の開催

Ⅰ　感謝状・表彰状の贈呈

中西本部長

平屋副知事

第１部

大会会場風景

・山口銀行　様
・ 土田保護司　様

暴力追放功労表彰状

・山口地区公共料金等暴力対策協議会　様
・防府地区公共料金等暴力対策協議会　様
・ 山口地区暴力対策協力会　様
・ 防府地区暴力対策協力会　様
・山口南地区暴力対策協力会　様
・山口県建設業協会　様
・ 山口県建設業協会山口支部　様
・ 山口県建設業協会防府支部　様 

暴力追放功労感謝状

森重防府市副市長

光井会長

萩山口信用金庫　様
秋森弁護士　様

中国ブロック暴力追放功労表彰状
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Ⅱ 基調報告　「山口県の暴力団情勢」

特別講演「反社会的勢力への対応」 アトラクション

第２部 第３部

越口刑事部長

Ⅲ 大会宣言

防府市自治会連合会　山㟢会長

山口県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター委員長
沖本弁護士

山口県警察音楽隊演奏

　令和４年11月24日、明治記念会館（東京都）で
開催された「全国暴力追放運動中央大会」において、
長年にわたり暴力追放活動に功労があった

富士商株式会社　様

が暴力追放功労団体表彰を受賞されました。

　全 国 大 会 団 体 表 彰



不当要求　初期対応の基本

公益財団法人　山口県暴力追放運動推進センター

1　不当要求と認められる事案の発生

2　不当要求初期対応時の判断基準

3　クレームを見分ける基準

YES

YES

NO

NO

NO

YES

　不当要求と認められる事案が発生した時、それが「不当要求」なのか「クレーム事案」なのか、対応について迷うこともある
と思います。
　相手方の申し立てを詳細に聴いて、事実確認のうえ適切な判断をすることが重要です。

　 ○　商取引を仮装するなどして企業に接近し、不当な利益を得ようとする。（接近型）
　 ○　『接近型」の場合は、必要のないものであれば、「契約自由の原則」により「断る」

もともと、契約のない相手方の場合、理由を言わずに「断る（拒絶）」のみで足ります。
（接近型の例）機関誌の購読要求、寄附金要求、投資型マンションのセールス等

⑴　 即、断れるもの　⇒　新規取引・契約（取引開始要求）

⑵　 対応が必要なもの　⇒　クレーム（苦情）
正当なクレーム　➡　顧客対応や、商品に関するもので、その内容から正当と認められるもの。

不当なクレーム　➡　要求の「内容」・「方法」が、法的・社会的妥当性を欠く過度な要求行為

○　要求内容が、商品等の「改善」又は、従業員の対応や言葉遣いの
　「改善・工夫・向上」を求めるもの。
○　企業内における商品・製品の開発・改善のヒントや、従業員の顧客応
　対向上にも繋がる助言などもある。
○　明らかに企業側に非が認められる「欠陥商品」や「従業員の対応ミス」
　など。　

○　ミスや不祥事につけ込んで企業等を攻撃し、慰謝料、解決金、口止め
　料などの名目で不当な利益を得ようとする。（攻撃型）
○　事実確認の上、裏付け証拠に基づき、組織の結論により対応する。
○　特別扱いは厳禁　…「顧客平等の原則」

誠実かつ迅速な
対応が必要です。

組織対応が
必要です。

内容　…　異常な高額請求、度を超えた謝罪（土下座）要求、無償交換要求　等
方法　…　脅迫的な言動、暴力的な行為　等例

相手の主張は事実に
基づく主張か

要求内容は法的に妥当か
（社会常識の範囲内か）

相手方は自らの不当性を
理解しているか

不当要求

不当要求

正当クレーム

難クレーム

典型的な “クレーマー” とは？
～通常の顧客がとる行動をとらない～

○　自分の損害を大げさに表現する。
○　自分が被害者であることを過度に表現する。
○　「おまえの対応が悪い」としつこく非難する。
○　「責任者を呼べ」「上の者を出せ」の繰り返し。
○　「社員教育はどうなっている」と風呂敷を広げて批判する。
○　「一筆お詫びを書け」と追い込む。
○　「道義的責任がある」と言い続け、法的責任の話しをしない。
○　話しをまとめようとしない態度
○　通常の顧客が受け容れる落とし所を拒否し続ける。
○　過大な要求～新品との交換、全額の返金、代金は支払わない。
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不当要求　初期対応の基本



4　不当要求対応の “基本動作”

5　クレームや不当要求に対する基本的な処理方針

組織として一枚岩の対応（組織的な対応が大原則）

※　不当要求者が「納得」しなくても「平行線」でOK ➡ 「収束」を待つ。

➡

➡

➡

“基本動作とは？” =　聴取　⇒①事実確認　⇒②判断　⇒③回答　の順番で行う。　

「事実確認」と「判断」が必要であることを伝えて、一旦、引き取ってもらう。
「今、ここで回答しろ !」等には応じない。

①　事実確認　 ⇒　詳細に至るまでの徹底した事実確認を行う。

聴取 　　まず話しを聞く。正当・不当クレームを問わず、対応時の言葉遣いは丁寧に。

◎　相手方の申し立て内容に基づく、徹底した事実確認の調査を行う。
◎　会社側の当事者がいれば、当事者から聴取する。（従業員への苦情など）
◎　商品等であれば、現物を提出してもらう。
◎　食品類であれば、一緒に作られた物や食材を確保して保健所に持ち込む。
◎　相手方の申し立てが実際に起こり得るか否かの実験・再現を実施する。

◎　不当要求防止責任者が、相手方に組織として出した「結論」を伝える。
◎　伝達方法は、口頭（電話、面接）、書面（内容証明郵便等）いずれでも良い。
◎　相手方が、納得しようがしまいが、組織として出した「結論」を伝えることに徹する。
◎　個人的な意見を求められても、不当要求防止責任者の意見などは答えない。
◎　「上の者を出せ」との要求に対しては、「責任者は私です。私とのお話が出来ないのならお引き取り
　ください。」と申し向ける。

根拠があるもの 契約約款等に基づいて法的に適正な範囲内で謝罪・賠償するなど、
誠実かつ迅速に対応

根拠がある部分については、上記のとおり誠実に対応
一定限度を超えた要求は、基本的には拒否

不当要求には絶対に応じない
民事・刑事の法的対応を原則として処理根拠がないもの

根拠があるが、一定
限度を超えた要求

◎　事実確認の調査結果を上層部に報告し判断を仰ぐ。
◎　トップを含めた上層部により判断し、組織としての「結論」を出す。
　　　 ※　申し立て内容や時系列に不自然さや不合理な点がないか。
　　　 ※　客観的証拠と矛盾しないか。

②　判　　断　　⇒　事実確認に基づいた組織としての判断を行う。

③　回　　答　　⇒　組織として出した結論を相手方に伝える。

◎　相手方の氏名、住所、電話、勤務先等を聞き取ること。
　　　　（面会表の活用）　…名乗らない相手は対応不要
◎　相手方が申し立てる「事実」と「要求」内容を、５W１H の原則により詳細に聞き取る。
　　　　（対応内容の記録化）　…手書きメモに加え、録音・録画を併用
◎　聞くことに専念し、途中で話しを遮らないこと。
◎　相手方が話し終わったら、不足部分を質問し聞き取る。

重要
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暴力追放相談電話
○ 暴力団が絡んでいるトラブルは、個人や一事業所では決して解決できません。
○ 一刻も早い相談こそが、早期解決の決め手です。
○ 「こんなことで」と思わず、気軽に相談をして下さい。

（公財）山口県暴力追放運動推進センター

電話 083（923）8930
ヤ      ク     ザ    ゼロ

暴力団に関する相談に、迷わず、恐れず、
気楽にご利用ください。

秘密厳守・無料相談

賛助会員を募集しています。賛助会員を募集しています。
入会の手続

入会をご希望の方は、
暴追センターまでご連
絡下さい。
「入会申込書」を送付
します。

賛助会費に対する優遇税制
暴追センターは、公益財
団法人ですから、賛助
会費は法人税法・所得
税法上の優遇措置を受
けられます。

年会費
法人・団体：一口（３万円）
　　　　　以上
個　  　人：一口（１万円）
　　　　　以上

賛助会員の特典
◯「賛助会員之証」を提供 
◯「暴排ステッカー」を
提供

◯機関誌等の暴排資料を
提供

入会の手続
入会をご希望の方
は、暴追センターま
でご連絡下さい。
「入会申込書」を送
付します。

暴追センターは、公益財団
法人ですから、賛助会費は
法人税法・所得税法上の
優遇措置を受けられます。

賛助会費に対する
優遇税制 法人・団体

   一口（３万円）以上
個人
   一口（１万円）以上

年会費
◯「賛助会員之証」を提供 
◯「暴排ステッカー」を提供
◯機関誌等の暴排資料を
提供

賛助会員の特典

賛助会員を募集しています。

vol.
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