
平平平平成成成成２４２４２４２４年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画
１１１１ 事業活動方針事業活動方針事業活動方針事業活動方針

暴力団暴力団暴力団暴力団はははは､､､､近年近年近年近年、、、、組織実態組織実態組織実態組織実態をををを隠隠隠隠ぺいするぺいするぺいするぺいする傾向傾向傾向傾向がががが強強強強まりまりまりまり、、、、またまたまたまた活動実態活動実態活動実態活動実態においてもにおいてもにおいてもにおいても政治活動政治活動政治活動政治活動やややや
社会運動社会運動社会運動社会運動をををを仮装仮装仮装仮装・・・・標榜標榜標榜標榜するなどするなどするなどするなど不透明化不透明化不透明化不透明化のののの傾向傾向傾向傾向がががが一層顕著一層顕著一層顕著一層顕著となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、道仁会道仁会道仁会道仁会とととと九州誠道会九州誠道会九州誠道会九州誠道会とのとのとのとの抗争事件抗争事件抗争事件抗争事件はははは発生以来発生以来発生以来発生以来５５５５年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えたがえたがえたがえたが、、、、未未未未だだだだ終息終息終息終息にににに至至至至らららら
ずずずず、、、、昨年昨年昨年昨年､､､､本県内本県内本県内本県内ではではではでは殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件のののの発生等両組織発生等両組織発生等両組織発生等両組織のののの対立対立対立対立はははは再燃再燃再燃再燃しししし、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活にとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな脅威脅威脅威脅威
となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

こうしたこうしたこうしたこうした情勢情勢情勢情勢のののの中中中中でででで、、、、本年本年本年本年１１１１月月月月、、、、佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、当当当当センターセンターセンターセンターにとってにとってにとってにとって
もももも、、、、本年度本年度本年度本年度、、、、公益財団法人認定後公益財団法人認定後公益財団法人認定後公益財団法人認定後２２２２年目年目年目年目をををを迎迎迎迎ええええ、、、、決意決意決意決意もももも新新新新たにたにたにたに、、、、暴力団等暴力団等暴力団等暴力団等のののの不当要求不当要求不当要求不当要求からからからから県県県県
民民民民をををを守守守守りりりり、、、、「「「「暴力団暴力団暴力団暴力団のいないのいないのいないのいない安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな佐賀佐賀佐賀佐賀｣｣｣｣をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、警察警察警察警察、、、、弁護士会等弁護士会等弁護士会等弁護士会等とととと緊密緊密緊密緊密にににに
連携連携連携連携しししし、、、、よりよりよりより効果的効果的効果的効果的なななな組織運営組織運営組織運営組織運営をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ、、、、各種事業各種事業各種事業各種事業をををを適正適正適正適正かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的にににに推進推進推進推進することとすすることとすすることとすすることとす
るるるる。。。。

２２２２ 事業内容事業内容事業内容事業内容

事 業 区 分 実 施 事 項 実 施 内 容事 業 区 分 実 施 事 項 実 施 内 容事 業 区 分 実 施 事 項 実 施 内 容事 業 区 分 実 施 事 項 実 施 内 容

公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業 ((((1111)))) 暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員によによによによ ○○○○ 関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化によるによるによるによる相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実
１１１１ 暴力追放相暴力追放相暴力追放相暴力追放相 るるるる不当不当不当不当なななな行為行為行為行為にににに 三者協議会三者協議会三者協議会三者協議会((((警察警察警察警察、、、、弁護士会弁護士会弁護士会弁護士会､､､､暴追暴追暴追暴追センターセンターセンターセンター))))とのとのとのとの連携連携連携連携

談談談談・・・・支援事業 関支援事業 関支援事業 関支援事業 関するするするする相談事業 強化相談事業 強化相談事業 強化相談事業 強化によるによるによるによる相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実とととと暴力追放相談委員連絡会暴力追放相談委員連絡会暴力追放相談委員連絡会暴力追放相談委員連絡会
（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第３３３３号号号号）））） のののの開催等開催等開催等開催等によるによるによるによる相談技術相談技術相談技術相談技術のののの向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、暴力相談暴力相談暴力相談暴力相談へのへのへのへの

迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ適切適切適切適切なななな対応対応対応対応にににに努努努努めるめるめるめる。。。。
○○○○ 「「「「特別暴力相談日特別暴力相談日特別暴力相談日特別暴力相談日」」」」のののの利用利用利用利用のののの促進促進促進促進

新聞新聞新聞新聞やややや機関誌機関誌機関誌機関誌､､､､ホームホームホームホームぺぺぺぺージージージージ等各種広報媒体等各種広報媒体等各種広報媒体等各種広報媒体、、、、講習講習講習講習やややや
研修会等研修会等研修会等研修会等をををを場場場場をををを活用活用活用活用しししし、、、、「「「「特別暴力相談日特別暴力相談日特別暴力相談日特別暴力相談日」」」」((((毎月第毎月第毎月第毎月第
２２２２木曜日午後開催木曜日午後開催木曜日午後開催木曜日午後開催､､､､無料相談無料相談無料相談無料相談))))のののの広報広報広報広報をををを幅広幅広幅広幅広くくくく行行行行いいいい、、、、
利用利用利用利用のののの促進促進促進促進をををを図図図図るるるる。。。。

((((2222)))) 少年少年少年少年にににに対対対対するするするする ○○○○ 少年少年少年少年のののの被害被害被害被害をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動
暴力団暴力団暴力団暴力団のののの影響排 少年影響排 少年影響排 少年影響排 少年をををを蝕蝕蝕蝕むむむむ暴力団暴力団暴力団暴力団のののの実態等実態等実態等実態等についてについてについてについて各種広報媒体各種広報媒体各種広報媒体各種広報媒体にににに
除活動除活動除活動除活動 よるよるよるよる効果的効果的効果的効果的なななな広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、警察警察警察警察やややや少少少少

（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第４４４４号号号号）））） 年指導委員年指導委員年指導委員年指導委員、、、、学校学校学校学校、、、、保護者等保護者等保護者等保護者等とととと連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら相談相談相談相談
・・・・助言等助言等助言等助言等のののの支援活動支援活動支援活動支援活動をををを行行行行うううう

○○○○ 少年指導委員少年指導委員少年指導委員少年指導委員とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化
警察本部少年課警察本部少年課警察本部少年課警察本部少年課・・・・組織犯罪対策課組織犯罪対策課組織犯罪対策課組織犯罪対策課とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら「「「「少少少少

年指導委員年指導委員年指導委員年指導委員」」」」にににに対対対対しししし、、、、少年少年少年少年にににに対対対対するするするする暴力団暴力団暴力団暴力団のののの影響影響影響影響をををを排排排排
除除除除するためのするためのするためのするための活動活動活動活動にににに必要必要必要必要なななな知識知識知識知識・・・・技能技能技能技能をををを習得習得習得習得させるさせるさせるさせる研研研研
修及修及修及修及びびびび情報資料情報資料情報資料情報資料のののの提供提供提供提供をををを行行行行うううう。。。。

((((3333)))) 不当要求情報不当要求情報不当要求情報不当要求情報 ○○○○ 情報連絡会情報連絡会情報連絡会情報連絡会のののの開催開催開催開催とととと情報提供等情報提供等情報提供等情報提供等のののの業務支援業務支援業務支援業務支援
管理機関管理機関管理機関管理機関にににに対対対対すすすす 不当要求情報管理機関不当要求情報管理機関不当要求情報管理機関不当要求情報管理機関((((競馬場競馬場競馬場競馬場、、、、競艇場競艇場競艇場競艇場、、、、証券協会証券協会証券協会証券協会))))

るるるる援助事業援助事業援助事業援助事業 とととと警察警察警察警察、、、、暴追暴追暴追暴追センターセンターセンターセンターとのとのとのとの情報連絡会情報連絡会情報連絡会情報連絡会をををを開催開催開催開催しししし、、、、不当不当不当不当
（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第７７７７号号号号）））） 要求要求要求要求にににに関関関関するするするする情報交換情報交換情報交換情報交換をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、適宜適宜適宜適宜、、、、暴力団暴力団暴力団暴力団

情報等情報等情報等情報等のののの提供等提供等提供等提供等のののの業務支援業務支援業務支援業務支援をををを行行行行うううう。。。。

公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業 ((((1111)))) 暴力団離脱者暴力団離脱者暴力団離脱者暴力団離脱者 ○○○○ 社会復帰支援体制社会復帰支援体制社会復帰支援体制社会復帰支援体制のののの強化強化強化強化
２２２２ 暴力団離脱 援助事業暴力団離脱 援助事業暴力団離脱 援助事業暴力団離脱 援助事業 「「「「暴力団離脱者社会復帰対策協議会暴力団離脱者社会復帰対策協議会暴力団離脱者社会復帰対策協議会暴力団離脱者社会復帰対策協議会」」」」をををを開催開催開催開催してしてしてして、、、、

者援助者援助者援助者援助、、、、暴力暴力暴力暴力 （（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第５５５５号号号号）））） 効果的効果的効果的効果的なななな運用等活性化運用等活性化運用等活性化運用等活性化をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰のたのたのたのた
団被害者団被害者団被害者団被害者のののの救救救救 めのめのめのめの支援体制支援体制支援体制支援体制をををを強化強化強化強化するするするする。。。。またまたまたまた、、、、関係事業所訪問等関係事業所訪問等関係事業所訪問等関係事業所訪問等にににに
済済済済・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業 よりよりよりより受入事業所受入事業所受入事業所受入事業所のののの拡大拡大拡大拡大とととと離脱者離脱者離脱者離脱者へのへのへのへの理解理解理解理解とととと支援支援支援支援をををを求求求求めめめめ

るるるる。。。。
○○○○ 離脱希望者等離脱希望者等離脱希望者等離脱希望者等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの強化強化強化強化

離脱希望者離脱希望者離脱希望者離脱希望者やそのやそのやそのやその家族等家族等家族等家族等からのからのからのからの相談相談相談相談・・・・助言等助言等助言等助言等のののの保護保護保護保護
救済活動救済活動救済活動救済活動をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、実態実態実態実態にににに即即即即したしたしたした就労支援就労支援就労支援就労支援
をををを行行行行いいいい生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの安定安定安定安定をををを図図図図るるるる。。。。

((((2222)))) 暴力団被害者暴力団被害者暴力団被害者暴力団被害者 ○○○○ 見舞金支給制度等見舞金支給制度等見舞金支給制度等見舞金支給制度等のののの周知周知周知周知
のののの救済救済救済救済・・・・支援事 暴力追放運動等支援事 暴力追放運動等支援事 暴力追放運動等支援事 暴力追放運動等にににに関連関連関連関連してしてしてして傷害傷害傷害傷害をををを受受受受けたけたけたけた被害者被害者被害者被害者にににに対対対対
業業業業 するするするする見舞金支給制度見舞金支給制度見舞金支給制度見舞金支給制度のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、対象対象対象対象



（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第８８８８号号号号）））） 事案事案事案事案についてはについてはについてはについては、、、、関係規定関係規定関係規定関係規定にににに基基基基づきづきづきづき見舞金見舞金見舞金見舞金のののの支給支給支給支給をををを適適適適
切切切切にににに行行行行いいいい､､､､被害者被害者被害者被害者をををを救済救済救済救済するするするする。。。。

○○○○ 民事訴訟等民事訴訟等民事訴訟等民事訴訟等のののの支援支援支援支援
暴力団事務所明暴力団事務所明暴力団事務所明暴力団事務所明けけけけ渡渡渡渡しししし等等等等のののの訴訟及訴訟及訴訟及訴訟及びびびび暴力団暴力団暴力団暴力団にににに対対対対するするするする

損害賠償請求等損害賠償請求等損害賠償請求等損害賠償請求等のののの訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用、、、、暴力団暴力団暴力団暴力団からからからから受受受受けたけたけたけた物的被物的被物的被物的被
害修復害修復害修復害修復、、、、暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員とのとのとのとの契約解除契約解除契約解除契約解除のののの費用費用費用費用についてについてについてについて、、、、関係関係関係関係
規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき一定限度額一定限度額一定限度額一定限度額のののの無利子貸付無利子貸付無利子貸付無利子貸付をををを行行行行うううう。。。。

((((3333)))) 暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所 ○○○○ 暴力団事務所撤去運動等暴力団事務所撤去運動等暴力団事務所撤去運動等暴力団事務所撤去運動等にににに関関関関するするするする支援支援支援支援
撤去運動撤去運動撤去運動撤去運動にににに関関関関すすすす 前同前同前同前同、、、、暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所暴力団事務所のののの立立立立ちちちち退退退退きききき要求訴訟等暴力団要求訴訟等暴力団要求訴訟等暴力団要求訴訟等暴力団をををを

るるるる支援事業 相手支援事業 相手支援事業 相手支援事業 相手とするとするとするとする民事訴訟事案民事訴訟事案民事訴訟事案民事訴訟事案についてについてについてについて、、、、対象事案対象事案対象事案対象事案についてについてについてについて
（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第８８８８号号号号）））） はははは、、、、関係規定関係規定関係規定関係規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用のうちのうちのうちのうち一定限度額一定限度額一定限度額一定限度額のののの

無利子貸付無利子貸付無利子貸付無利子貸付けをけをけをけを行行行行うううう。。。。
○○○○ 緊急対策基金制度緊急対策基金制度緊急対策基金制度緊急対策基金制度のののの運用強化運用強化運用強化運用強化

「「「「緊急対策基金制度緊急対策基金制度緊急対策基金制度緊急対策基金制度」」」」((((目標額目標額目標額目標額１１１１億億億億５５５５千万円千万円千万円千万円））））のののの周知周知周知周知
徹底徹底徹底徹底にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、前同前同前同前同、、、、暴力団事務所撤去運動暴力団事務所撤去運動暴力団事務所撤去運動暴力団事務所撤去運動
にににに伴伴伴伴うううう民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟のののの支援支援支援支援、、、、事務所事務所事務所事務所としてとしてとしてとして使用使用使用使用されるおそされるおそされるおそされるおそ
れのあるれのあるれのあるれのある不動産不動産不動産不動産のののの一次取得等緊急対策基金一次取得等緊急対策基金一次取得等緊急対策基金一次取得等緊急対策基金のののの有効適切有効適切有効適切有効適切
なななな運用運用運用運用にににに努努努努めるめるめるめる。。。。

公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業 ((((1111)))) 不当要求防止不当要求防止不当要求防止不当要求防止 ○○○○ 「「「「責任者講習責任者講習責任者講習責任者講習」」」」のののの計画的計画的計画的計画的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな実施実施実施実施
３３３３ 講習講習講習講習・・・・研修 責任者講習事業 不当要求防止責任者制度研修 責任者講習事業 不当要求防止責任者制度研修 責任者講習事業 不当要求防止責任者制度研修 責任者講習事業 不当要求防止責任者制度についてについてについてについて、、、、ホームページホームページホームページホームページやややや
事業事業事業事業 （（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第６６６６号号号号）））） 機関誌等各種広報媒体等機関誌等各種広報媒体等機関誌等各種広報媒体等機関誌等各種広報媒体等によるによるによるによる広報広報広報広報をををを実施実施実施実施しししし、、、、またまたまたまた、、、、

責任者未選任事業所責任者未選任事業所責任者未選任事業所責任者未選任事業所にににに対対対対するするするする講習講習講習講習のののの必要性必要性必要性必要性・・・・効果等効果等効果等効果等をををを
教示教示教示教示してしてしてして､､､､多多多多くのくのくのくの受講受講受講受講をををを勧勧勧勧めめめめ、、、、改革的改革的改革的改革的なななな講習講習講習講習をををを行行行行うううう。。。。

○○○○ 講習内容講習内容講習内容講習内容のののの充実充実充実充実
受講者受講者受講者受講者にににに対対対対するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート調査等調査等調査等調査等によりによりによりにより、、、、受講者受講者受講者受講者のののの

ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた講習内容講習内容講習内容講習内容とするほかとするほかとするほかとするほか、、、、教本教本教本教本やややや啓発冊子啓発冊子啓発冊子啓発冊子、、、、
対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル、、、、パワーポイントパワーポイントパワーポイントパワーポイント等等等等のののの活用活用活用活用、、、、ロールプロールプロールプロールプ
レーイングレーイングレーイングレーイング方式方式方式方式をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた効果的効果的効果的効果的なななな講習講習講習講習をををを実施実施実施実施するするするする。。。。

((((2222)))) 少年指導委員少年指導委員少年指導委員少年指導委員 ○○○○ 少年指導委員研修会少年指導委員研修会少年指導委員研修会少年指導委員研修会のののの開催開催開催開催((((前掲前掲前掲前掲))))
にににに対対対対するするするする研修事 警察本部少年課研修事 警察本部少年課研修事 警察本部少年課研修事 警察本部少年課・・・・組織犯罪対策課組織犯罪対策課組織犯罪対策課組織犯罪対策課とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら「「「「少少少少
業 年指導委員業 年指導委員業 年指導委員業 年指導委員」」」」にににに対対対対しししし、、、、少年少年少年少年にににに対対対対するするするする暴力団暴力団暴力団暴力団のののの影響影響影響影響をををを排排排排

（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第９９９９号号号号）））） 除除除除するためのするためのするためのするための活動活動活動活動にににに必要必要必要必要なななな知識知識知識知識・・・・技能技能技能技能をををを習得習得習得習得させるさせるさせるさせる研研研研
修及修及修及修及びびびび情報資料情報資料情報資料情報資料のののの提供提供提供提供をををを行行行行うううう。。。。

((((3333)))) 民間及民間及民間及民間及びびびび国国国国、、、、 ○○○○ 民間民間民間民間・・・・企業等暴力団排除活動団体等企業等暴力団排除活動団体等企業等暴力団排除活動団体等企業等暴力団排除活動団体等へのへのへのへの支援支援支援支援
県県県県・・・・市町等市町等市町等市町等におにおにおにお 民間民間民間民間のののの職域及職域及職域及職域及びびびび地域地域地域地域のののの暴力団排除団体暴力団排除団体暴力団排除団体暴力団排除団体やややや企業等企業等企業等企業等のののの研研研研
けるけるけるける研修事業研修事業研修事業研修事業へへへへ 修会等修会等修会等修会等においてはにおいてはにおいてはにおいては積極的積極的積極的積極的にににに講師講師講師講師をををを派遣派遣派遣派遣するとともにするとともにするとともにするとともに､､､､暴暴暴暴
のののの積極的支援 追資料等積極的支援 追資料等積極的支援 追資料等積極的支援 追資料等をををを配布配布配布配布しししし、、、、活動活動活動活動をををを支援支援支援支援するするするする。。。。またまたまたまた、、、、一定一定一定一定のののの条条条条

（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第２２２２号号号号）））） 件下件下件下件下でででで助成金助成金助成金助成金をををを支給支給支給支給しししし支援支援支援支援するするするする。。。。
○○○○ 行政対象暴力対策行政対象暴力対策行政対象暴力対策行政対象暴力対策のののの強化強化強化強化

国国国国・・・・県等県等県等県等におけるにおけるにおけるにおける不当要求防止研修事業等不当要求防止研修事業等不当要求防止研修事業等不当要求防止研修事業等にににに要請要請要請要請にににに
応応応応じてじてじてじて積極的積極的積極的積極的にににに講師講師講師講師をををを派遣派遣派遣派遣するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、暴力団等反暴力団等反暴力団等反暴力団等反
社会的勢力社会的勢力社会的勢力社会的勢力のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策、、、、不当要求不当要求不当要求不当要求へのへのへのへの具体的具体的具体的具体的なななな対応対応対応対応
要領要領要領要領のののの教示教示教示教示、、、、資料資料資料資料のののの提供提供提供提供やややや必要必要必要必要なななな助言助言助言助言・・・・指導指導指導指導をををを行行行行うううう。。。。

公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業 ((((1111)))) 暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員によによによによ ○○○○ 暴力追放暴力追放暴力追放暴力追放のためののためののためののための広報啓発資料広報啓発資料広報啓発資料広報啓発資料のののの作成作成作成作成とととと配布配布配布配布
４４４４ 広報啓発事広報啓発事広報啓発事広報啓発事 るるるる不当不当不当不当なななな行為行為行為行為のののの ・・・・暴力追放機関誌暴力追放機関誌暴力追放機関誌暴力追放機関誌、、、、ポスターポスターポスターポスター、、、、小冊子等小冊子等小冊子等小冊子等をををを作成作成作成作成しししし関係関係関係関係

業 防止業 防止業 防止業 防止にににに関関関関するするするする知 機関知 機関知 機関知 機関、、、、団体団体団体団体、、、、企業及企業及企業及企業及びびびび賛助会員等賛助会員等賛助会員等賛助会員等にににに配布配布配布配布
識識識識のののの普及普及普及普及をををを図図図図るるるる ・・・・新聞新聞新聞新聞、、、、テレビテレビテレビテレビ、、、、ラジオラジオラジオラジオ等等等等ののののマスコミマスコミマスコミマスコミ､､､､機関誌機関誌機関誌機関誌ややややホームホームホームホーム
ためにためにためにために行行行行うううう広報広報広報広報 ページページページページ等各種広報媒体等各種広報媒体等各種広報媒体等各種広報媒体をををを利用利用利用利用してしてしてして県民各層県民各層県民各層県民各層へへへへ暴力追放暴力追放暴力追放暴力追放
啓発事業及啓発事業及啓発事業及啓発事業及びびびび思 思想思 思想思 思想思 思想のののの普及普及普及普及
想想想想のののの高揚高揚高揚高揚 ○○○○ 暴力団排除条例暴力団排除条例暴力団排除条例暴力団排除条例のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底
（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１１１１号号号号）））） 本年本年本年本年１１１１月施行月施行月施行月施行されたされたされたされた「「「「佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例佐賀県暴力団排除条例」」」」のののの実実実実

効性効性効性効性をををを期期期期すためにすためにすためにすために、、、、講習会講習会講習会講習会やややや研修会等研修会等研修会等研修会等においてにおいてにおいてにおいて周知徹周知徹周知徹周知徹
底底底底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、暴力団情勢暴力団情勢暴力団情勢暴力団情勢やややや暴排要領等暴排要領等暴排要領等暴排要領等のののの教示教示教示教示、、、、
暴排資料暴排資料暴排資料暴排資料のののの提供等提供等提供等提供等によりによりによりにより、、、、側面的側面的側面的側面的なななな支援支援支援支援をををを行行行行うううう。。。。



((((2222)))) 暴力追放県民暴力追放県民暴力追放県民暴力追放県民 ○○○○ 暴力追放県民大会暴力追放県民大会暴力追放県民大会暴力追放県民大会のののの開催開催開催開催
大会大会大会大会のののの開催等開催等開催等開催等 １０１０１０１０月月月月、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体団体団体団体をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、広広広広くくくく県民県民県民県民のののの参加参加参加参加
（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１１１１号号号号）））） をををを求求求求めめめめ、、、、官民一体官民一体官民一体官民一体となったとなったとなったとなった「「「「暴力追放県民大会暴力追放県民大会暴力追放県民大会暴力追放県民大会」」」」をををを開開開開

催催催催しししし、、、、県民各層県民各層県民各層県民各層のののの暴力追放意識暴力追放意識暴力追放意識暴力追放意識のののの高揚高揚高揚高揚とととと普及普及普及普及をををを図図図図るるるる。。。。
大会大会大会大会においてはにおいてはにおいてはにおいては暴力追放功労者暴力追放功労者暴力追放功労者暴力追放功労者・・・・団体団体団体団体のののの表彰表彰表彰表彰やややや基調基調基調基調

報告報告報告報告、、、、大会宣言大会宣言大会宣言大会宣言のののの採択採択採択採択、、、、特別講演等特別講演等特別講演等特別講演等をををを行行行行うううう。。。。
○○○○ ポスターポスターポスターポスター・・・・標語標語標語標語のののの募集募集募集募集とととと表彰表彰表彰表彰

佐賀県防犯協会佐賀県防犯協会佐賀県防犯協会佐賀県防犯協会とととと連携連携連携連携しししし、、、、暴力団追放暴力団追放暴力団追放暴力団追放ををををテーマテーマテーマテーマとしとしとしとし
たたたたポスターポスターポスターポスター・・・・標語標語標語標語をををを募集募集募集募集しししし、、、、暴追県民大会会場暴追県民大会会場暴追県民大会会場暴追県民大会会場にににに掲示掲示掲示掲示
するとともにするとともにするとともにするとともに優秀作品優秀作品優秀作品優秀作品をををを表彰表彰表彰表彰しししし称揚称揚称揚称揚するするするする。。。。

((((3333)))) 暴力団員等暴力団員等暴力団員等暴力団員等にににに ○○○○ アンケートアンケートアンケートアンケート調査等調査等調査等調査等のののの実施実施実施実施とととと調査研究調査研究調査研究調査研究
関関関関するするするする調査研究 不当要求調査研究 不当要求調査研究 不当要求調査研究 不当要求のののの実態実態実態実態やややや暴追暴追暴追暴追センターセンターセンターセンターのののの事業活動事業活動事業活動事業活動のののの理解度理解度理解度理解度
活動活動活動活動 ・・・・認識度等認識度等認識度等認識度等をををを把握把握把握把握するためするためするためするため、、、、不当要求防止責任者講習不当要求防止責任者講習不当要求防止責任者講習不当要求防止責任者講習

（（（（定款第定款第定款第定款第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１０１０１０１０号号号号）））） 等等等等のののの機会機会機会機会をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、そのそのそのその
結果結果結果結果をををを集約集約集約集約しししし事業活動事業活動事業活動事業活動にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる。。。。

○○○○ 調査調査調査調査・・・・資料収集活動資料収集活動資料収集活動資料収集活動
全国暴追全国暴追全国暴追全国暴追センターセンターセンターセンター等等等等がががが主催主催主催主催するするするする会議会議会議会議やややや研修会等研修会等研修会等研修会等にににに積積積積

極的極的極的極的にににに参加参加参加参加してしてしてして暴力団情勢暴力団情勢暴力団情勢暴力団情勢やややや民事介入暴力等民事介入暴力等民事介入暴力等民事介入暴力等のののの現状等現状等現状等現状等
をををを把握把握把握把握、、、、新聞新聞新聞新聞・・・・刊行物刊行物刊行物刊行物やややや県内外県内外県内外県内外のののの暴力団情報暴力団情報暴力団情報暴力団情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、
広報資料広報資料広報資料広報資料のののの作成作成作成作成やややや相談相談相談相談・・・・支援等支援等支援等支援等にににに活用活用活用活用するするするする。。。。



平成平成平成平成２４２４２４２４年度事業実施細目年度事業実施細目年度事業実施細目年度事業実施細目((((案案案案))))

１１１１ 暴力追放相談暴力追放相談暴力追放相談暴力追放相談・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業
((((1111)))) 警察及警察及警察及警察及びびびび「「「「暴力追放相談委員暴力追放相談委員暴力追放相談委員暴力追放相談委員」」」」としてとしてとしてとして委嘱委嘱委嘱委嘱しているしているしているしている弁護士弁護士弁護士弁護士（（（（民暴委員会民暴委員会民暴委員会民暴委員会））））、、、、警察警察警察警察ＯＢＯＢＯＢＯＢ・・・・保保保保

護司護司護司護司・・・・少年指導委員少年指導委員少年指導委員少年指導委員とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる暴力相談業務暴力相談業務暴力相談業務暴力相談業務のののの充実充実充実充実・・・・向上向上向上向上
((((2222)))) 「「「「三者協議会三者協議会三者協議会三者協議会((((警察警察警察警察、、、、弁護士会弁護士会弁護士会弁護士会、、、、暴追暴追暴追暴追センターセンターセンターセンター))))」」」」のののの連携強化連携強化連携強化連携強化によるによるによるによる暴力相談事案暴力相談事案暴力相談事案暴力相談事案のののの適切適切適切適切なななな

推進推進推進推進
((((3333)))) 「「「「特別暴力相談日特別暴力相談日特別暴力相談日特別暴力相談日」」」」((((毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２木曜日木曜日木曜日木曜日))))のののの効果的推進効果的推進効果的推進効果的推進
((((4444)))) 暴力追放相談委員全国研修会出席暴力追放相談委員全国研修会出席暴力追放相談委員全国研修会出席暴力追放相談委員全国研修会出席（（（（７７７７月東京月東京月東京月東京））））

２２２２ 暴力団離脱者援助暴力団離脱者援助暴力団離脱者援助暴力団離脱者援助、、、、暴力団被害者暴力団被害者暴力団被害者暴力団被害者のののの救済救済救済救済・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業
((((1111)))) 「「「「社会復帰対策協議会社会復帰対策協議会社会復帰対策協議会社会復帰対策協議会」」」」のののの開催開催開催開催（（（（１１１１１１１１月月月月））））とととと会員会員会員会員とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化
((((2222)))) 離脱離脱離脱離脱・・・・就労希望者就労希望者就労希望者就労希望者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

警察警察警察警察・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡をををを密密密密にしてにしてにしてにして、、、、離脱離脱離脱離脱・・・・就労支援就労支援就労支援就労支援のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる。。。。

３３３３ 講習講習講習講習・・・・支援事業支援事業支援事業支援事業
((((1111)))) 各種暴力排除組織各種暴力排除組織各種暴力排除組織各種暴力排除組織のののの総会等総会等総会等総会等にににに出席出席出席出席
((((2222)))) 各種暴力排除組織各種暴力排除組織各種暴力排除組織各種暴力排除組織のののの研修会研修会研修会研修会・・・・実務担当者会議等実務担当者会議等実務担当者会議等実務担当者会議等へのへのへのへの参加参加参加参加
((((3333)))) 不当要求情報管理機関不当要求情報管理機関不当要求情報管理機関不当要求情報管理機関とのとのとのとの情報交換情報交換情報交換情報交換（（（（随時随時随時随時））））

４４４４ 不当要求防止責任者講習委託事業不当要求防止責任者講習委託事業不当要求防止責任者講習委託事業不当要求防止責任者講習委託事業
((((1111)))) 選任選任選任選任・・・・定期講習 年間定期講習 年間定期講習 年間定期講習 年間２５２５２５２５回程度回程度回程度回程度
((((2222)))) 臨時講習 必要臨時講習 必要臨時講習 必要臨時講習 必要にににに応応応応じてじてじてじて
((((3333)))) 企業等企業等企業等企業等にににに対対対対するするするする「「「「不当要求防止責任者不当要求防止責任者不当要求防止責任者不当要求防止責任者」」」」選任拡大選任拡大選任拡大選任拡大のののの広報活動広報活動広報活動広報活動
((((4444)))) 講習担当者全国研修会出席講習担当者全国研修会出席講習担当者全国研修会出席講習担当者全国研修会出席（（（（７７７７月月月月・・・・東京東京東京東京））））

５５５５ 少年指導委員研修事業少年指導委員研修事業少年指導委員研修事業少年指導委員研修事業
県警察本部少年課県警察本部少年課県警察本部少年課県警察本部少年課とととと連携連携連携連携してしてしてして実施実施実施実施（（（（５５５５月月月月））））

６６６６ 広報啓発事業広報啓発事業広報啓発事業広報啓発事業
((((1111)))) 暴追暴追暴追暴追センターセンターセンターセンター機関誌機関誌機関誌機関誌「「「「暴追暴追暴追暴追さがさがさがさが」」」」 第第第第２０２０２０２０号発行号発行号発行号発行（（（（４４４４月月月月））））
((((2222)))) 同上同上同上同上、、、、「「「「会報暴追会報暴追会報暴追会報暴追さがさがさがさが」」」」のののの発行発行発行発行
((((3333)))) 広報用広報用広報用広報用ポスターポスターポスターポスター・・・・チラシチラシチラシチラシ等等等等のののの作成作成作成作成（（（（必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ随時随時随時随時））））
((((4444)))) 地域安全地域安全地域安全地域安全・・・・暴力追放県民大会暴力追放県民大会暴力追放県民大会暴力追放県民大会

○○○○ 日時日時日時日時～～～～平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１０１０１０１０月上旬月上旬月上旬月上旬
○○○○ 場所場所場所場所～～～～東与賀文化東与賀文化東与賀文化東与賀文化ホールホールホールホール（（（（500500500500人収容人収容人収容人収容））））
○○○○ 共催共催共催共催～～～～暴追暴追暴追暴追センターセンターセンターセンター・・・・防犯協会防犯協会防犯協会防犯協会

７７７７ 会議等会議等会議等会議等
（（（（1111)))) 理事会理事会理事会理事会((((第第第第１１１１回回回回)))) ５５５５月月月月（（（（事業報告事業報告事業報告事業報告・・・・決算等決算等決算等決算等のののの承認承認承認承認、、、、評議員会開催評議員会開催評議員会開催評議員会開催のののの決議等決議等決議等決議等））））、、、、

同 上同 上同 上同 上((((第第第第２２２２回回回回)))) ３３３３月月月月（（（（事業計画事業計画事業計画事業計画・・・・収支予算書等収支予算書等収支予算書等収支予算書等のののの承認承認承認承認））））
((((2222)))) 評議員会評議員会評議員会評議員会 ６６６６月月月月（（（（事業報告事業報告事業報告事業報告・・・・計算書等計算書等計算書等計算書等のののの承認等承認等承認等承認等））））
((((3333)))) 公益財団法人全国防犯協会連合会理事会公益財団法人全国防犯協会連合会理事会公益財団法人全国防犯協会連合会理事会公益財団法人全国防犯協会連合会理事会・・・・評議員会評議員会評議員会評議員会（（（（５５５５月東京月東京月東京月東京））））
((((4444)))) 九州九州九州九州ブロックブロックブロックブロック暴力追放運動推進暴力追放運動推進暴力追放運動推進暴力追放運動推進センターセンターセンターセンター連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会（（（（６６６６月鹿児島月鹿児島月鹿児島月鹿児島））））
((((5555)))) 民暴対策茨城大会民暴対策茨城大会民暴対策茨城大会民暴対策茨城大会（（（（６６６６月茨城月茨城月茨城月茨城））））
((((6666)))) 全国暴力追放相談委員及全国暴力追放相談委員及全国暴力追放相談委員及全国暴力追放相談委員及びびびび責任者講習担当者研修会責任者講習担当者研修会責任者講習担当者研修会責任者講習担当者研修会（（（（７７７７月東京月東京月東京月東京））））
((((7777)))) 民暴対策熊本大会民暴対策熊本大会民暴対策熊本大会民暴対策熊本大会（（（（１１１１１１１１月熊本月熊本月熊本月熊本））））
((((8888)))) 全国暴力追放運動中央大会全国暴力追放運動中央大会全国暴力追放運動中央大会全国暴力追放運動中央大会（（（（１１１１１１１１月東京月東京月東京月東京））））
((((9999)))) 都道府県暴力追放運動推進都道府県暴力追放運動推進都道府県暴力追放運動推進都道府県暴力追放運動推進センターセンターセンターセンター専務理事専務理事専務理事専務理事・・・・事務局長会議事務局長会議事務局長会議事務局長会議（（（（２２２２月東京月東京月東京月東京））））
((((10101010)))) 九州九州九州九州ブロックブロックブロックブロック民暴研究会民暴研究会民暴研究会民暴研究会（（（（２２２２月福岡月福岡月福岡月福岡））））


