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不当要求防止のため 

 警察･弁護士会･暴追センターと密接に連携 
１． 概 要 

（１） 国土交通省中部地方整備局では、公共用地の取得業務において反社会的勢力

により不当要求を受けることが少なくないため、中部地方整備局管内各県の

警察本部・弁護士会・暴力追放センターと「不当要求防止対策連絡会」を組

織し、不当要求防止のため密接な連携を図っています。 

（２） 各県連絡会は、年度当初に定例会議を開催し、不当要求事項等の報告、暴力

団情勢と対策等の情報提供、行政対象暴力への法的な対応等についての情報

交換などを行っています。 

 不当要求があったときには、各県警察本部に連絡して所轄警察署も含めた

情報共有を図るとともに、弁護士会には法律的知見や対応支援を依頼するな

ど、密接に連携して対応しています。 

（３） 今年度の各県連絡会の定例会議は以下のとおりです。（長野県は参考掲載） 

静岡県（５月１１日（水）15 時 15 分～17 時：静岡国道事務所） 

愛知県（６月 ８日（水）13 時 30 分～15 時：愛知国道事務所） 

岐阜県（６月 開催予定 ：木曽川上流河川事務所） 

三重県（６月 開催予定 ：三重河川国道事務所） 

＜長野県（５月２７日（金）15 時 15 分～17 時 15 分：長野国道事務所）＞ 

（※関東地方整備局が主催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 配付資料 各県不当要求防止対策連絡会体制図 ほか 

３． 取  材 連絡会は非公開にて行い、取材は冒頭の挨拶までとします。 

４． 配 布 先 中部地方整備局記者クラブ 

５． 問合せ先 

 

 

国土交通省中部地方整備局 
 用地部 用地企画課 課 長  石島 博之（内線：４７５１） 

         課長補佐 木下  博（内線：４７５２） 
    電話番号 ０５２－９５３－８１０５（ 直 通 ） 

平成２７年５月２９日開催の愛知県不当要求防止対策連絡会の模様 

公共用地の取得業務における 
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役　　職 備　考 役　　職 備　考

刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課 課長（警視） 課長（警視）

　　　　　　〃　　　（暴力団対策室） 課長補佐（警部） ○窓口 調査官（警視）

　　　　　　〃　　　（暴力団対策室） 係長（警部補） （事務窓口） 課長補佐（警部） ○窓口

係長（警部補） （事務窓口）

用地部用地企画課 課長

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 課長補佐 ○窓口 課長

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 調整係長 （事務窓口） 課長補佐 ○窓口

愛知国道事務所　用地課 課長 ○事務局 調整係長 （事務窓口）

庄内川河川事務所　用地課 課長 木曽川上流河川事務所　用地課 課長 ○事務局

豊橋河川事務所　総務課 課長 多治見砂防国道事務所　用地第一課 課長

名古屋国道事務所　用地第一課 課長 　　　　　　〃　　　　　　　　 用地第二課　　　　　　　　　　　　　課長

　　　　　　〃　　　　　 用地第二課　　　　　　　　　　　　　課長 越美山系砂防事務所　総務課 課長

名四国道事務所　用地課 課長 岐阜国道事務所　用地第一課 課長

設楽ダム工事事務所　用地第一課 課長 　　　　　　〃　　　　用地第二課　　　　　　　　　　　　　課長

　　　　　　〃　　　　　    用地第二課　　　　　 課長 高山国道事務所　用地課 課長

名古屋港湾事務所 補償調整官 新丸山ダム工事事務所　用地課 課長

三河港湾事務所　総務課 課長 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所　用地課 課長

委員長 ○窓口 委員長 ○窓口

副委員長 副委員長

委員 委員

委員 委員

委員 委員

委員 委員

委員

専務理事 ○窓口 専務理事 ○窓口

役　　職 備　考 役　　職 備　考

課長 刑事部組織犯罪対策課 課長（警視）

総括情報管理官 　　　　　　〃　　　　　　（暴力団対策室） 室長（警視）

課長補佐 ○窓口 　　　　　　〃　　　　　　（暴力団対策室） 課長補佐（警部） ○窓口

警部補 （事務窓口） 　　　　　　〃　　　　　　（暴力団対策室） 係長（警部補） （事務窓口）

課長 用地部　用地企画課 課長

課長補佐 ○窓口 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 課長補佐 ○窓口

調整係長 （事務窓口） 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 調整係長 （事務窓口）

静岡国道事務所　用地課 課長 ○事務局 三重河川国道事務所　用地第一課 課長 ○事務局

静岡河川事務所　総務課 課長 　　　　　　〃　　　 　　　 用地第二課　　　　　　　　　　　　　課長

沼津河川国道事務所　用地第一課 課長 木曽川下流河川事務所　用地課 課長

　　　　　　〃　　　　　　　用地第二課　　　　　　　　　　　　　課長 紀勢国道事務所　用地課 課長

富士砂防事務所　用地課 課長 北勢国道事務所　用地第一課 課長

浜松河川国道事務所　用地課 課長 　　　〃　　　　　    用地第二課　　　　　 課長

用地部　用地企画課 課長

委員長 ○窓口 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 課長補佐 ○窓口

副委員長 中部担当 木津川上流河川事務所　用地課 課長

副委員長 西部担当

副委員長 東部担当 委員長 ○窓口

事務局長 副委員長

委員

委員

委員

専務理事 ○窓口 委員

事務局長

事務局次長 ○窓口

公益財団法人　暴力追放愛知県民会議

公共用地の取得業務に係る岐阜県不当要求防止対策連絡会

組　　　　織　　　　等

岐阜県警察本部 刑事部組織犯罪対策課

中部地方整備局

用地部用地企画課

岐阜県弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター

公益財団法人　岐阜県暴力追放推進センター

公共用地の取得業務に係る愛知県不当要求防止対策連絡会

組　　　　織　　　　等

愛知県警察本部

中部地方整備局

中部弁護士会連
合会（愛知県弁護
士会）

民事介入暴力対策委員会
（民事介入暴力対策特別委員会）

静岡県弁護士会 民事介入暴力対策委員会

組　　　　織　　　　等

静岡県警察本部 刑事部 組織犯罪対策局 組織犯罪対策課

公益財団法人　三重県暴力追放推進センター

公共用地の取得業務に係る静岡県不当要求防止対策連絡会

　構成員名簿構成員名簿

構成員名簿構成員名簿

公益財団法人　静岡県暴力追放運動推進センター

公共用地の取得業務に係る三重県不当要求防止対策連絡会

組　　　　織　　　　等

三重県警察本部

中部地方整備局

近畿地方整備局

三重県弁護士会 民事介入暴力対策委員会

中部地方整備局

用地部 用地企画課
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