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令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

都道府県名 沖縄県 青少年行政主管課（室）名 青少年・子ども家庭課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

インターネッ

ト利用に係る

子供の性被害

の防止 

＜大会実施＞ 

〇令和元年度「青少年の深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止・いじめ防

止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民大会（名護市）

 開催日: ７月３日（水） 場所:名護市民会館大ホール  

出席者: 市長、教育長、市青少年育成協議会会長、名護警察署署

長、共催関係団体、市内小中高児童生徒、など 376 人 

内 容: 市内小中高生決意表明、大会宣言、OPアトラクション 

※大会宣言文中に青少年の適切なインターネット利用に関する内

容を盛り込んだ。市民代表による大会宣言の斉読。 
     「自画撮り被害」防止に関するチラシ・パンフレットの配布 

 

〇「青少年の深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宜野

湾市民大会（宜野湾市） 

   開催日：7月 5日（金）  場所：宜野湾市立中央公民館 

   出席者：宜野湾市長・宜野湾警察署長・教育長・青少年育成関係者等 

   内 容：大会宣言決議、小中高生・保護者代表による意見発表 

 

 〇令和元年度「青少年深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉

行動 うるま市市民総決起大会（うるま市） 

  出席者：うるま市長／副市長／うるま市議会議長／うるま警察署長／

うるま市青少年健全育成協議会会長／うるま市 PTA 連合会／

中高学校関係者／中高生徒など 450 名余り 

 ※会場にて配布する資料に「STOP! 自画撮り！」の内容を挿入

し、インターネット利用に係る性被害防止の周知を図った。 

 

〇令和元年度「青少年深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉

行動の実施（宮古島市） 

   出席者：宮古島市長、宮古教育事務所長、小中学校 PTA、高等学校

PTA、小中学校児童生徒、高等学校生徒、教職員、社会教育

団体 

   内 容：メッセージ読み上げ、大会宣言、街頭パレード 

 

〇県民一斉行動本部町大会（本部町） 

開催日：７月４日 場所：本部町（本部町民ホール） 

出席者：町長、教育長、学校長、中学生、地域住民、関係者等計 

130 名 

内 容：スマートフォンの管理徹底について 

 

〇町民総決起大会の実施（西原町） 

開催日：令和元年 7月 17日（水）  

場所：西原町さわふじ未来ホール 

出席者：町長（代理）、教育庁（代理）、町議会議長、浦添警察署

長、青少年育成関係者 252 人 

内容：意見発表、大会宣言決議 

   講演会の実施 

開催日：令和元年 7月 17日（水） 

場所：西原町さわふじ未来ホール 

出席者：青少年育成関係者 252 人 
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内容：スマホ等の体に及ぼす影響や、健全な利用方法などの講演会

を行った。 

 

＜広報啓発＞ 

 〇令和元年度「青少年深夜はいかい防止」等県民一斉行動の実施（県、教

育庁、県警、各市町村） 

 〇「ＳＴＯＰ！自画撮り！」リーフレットの作成及び配布（県） 

  県内中学校・高校、市町村へ 11 万部を配布。 

 〇校内放送による広報啓発（県警） 

   ネット利用にかかる犯罪被害防止のため注意すべき点等を呼びかける

放送を実施 

 〇ラジオを活用した広報（県警） 

   地元ラジオ局に出演し、インターネット利用に係る犯罪被害の実態及

び被害防止のための方策等について広報 

 〇学校、自治会及び祭り会場におけるチラシ配布及びパネル展（県警） 

   学校や自治会に対するフィルタリングの必要性やコミュニティサイト

の危険性等に関するチラシの配布及び祭り会場におけるＳＮＳ被害防

止に関するパネル展を実施 

 〇一日署長（ＦＣ琉球所属のサッカー選手）による広報活動（県警） 

   大型ショッピングセンターにおいて、サイバー犯罪防止・フィルタリ

ングを呼びかけたチラシ配布を実施 

 〇市町村のホームページ・電光掲示板を活用した広報活動（県警） 

   「ＳＴＯＰ！自画撮り」のチラシを掲載 

 〇市町村における住民大会での広報活動（県警） 

   未成年者の飲酒・深夜はいかい防止総決起大会等でのＳＮＳ被害防止

に関する資料配付 

〇学校の全体集会における啓発活動（教育庁） 

   ネット利用に係る犯罪防止被害のため注意すべき点等の呼びかけ 

〇三者面談等において保護者や生徒への周知（教育庁） 

〇生徒及び保護者に対する資料提供による周知（教育庁） 

  「夏休みの生徒心得」の資料配布 

  「夏季休暇に向けた事件・事故の未然防止について」の資料配付 

  「ストップ自画撮り」冊子の配布 

 〇「こどもたちを『インターネット・スマートフォン』からまもろう」チ

ラシを市内新１年生へ配布（浦添市）（７月実施） 

 〇令和元年度「深夜はいかい・夜型生活防止村民一斉声かけ運動」の実施

（読谷村） 

 

＜会議・研修会＞ 

 〇関係機関連絡会議（県警） 

 

＜保護者・青少年への防犯教室等＞ 

 〇自画撮り被害防止のための講話（県） 

   中学校・高校・ＰＴＡに対し被害の現状と防止策について説明 

〇安全講話の実施「ネットトラブル防止」（教育庁） 

講師：沖縄県警察本部生活安全部少年課少年サポートセンター等 

〇保護者及び教職員向けの講話（県警） 

   夏休み前のインターネット利用に係るトラブルについての講話を実施 

 〇小中高校における非行防止教室（県警） 

   サイバー犯罪の脅威、スマホ依存症、携帯電話を利用したＳＮＳトラ

ブル、いじめに関する防止等についての講話を実施 

〇宮古島市 PTA 指導者研修会（教育庁） 
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   出席者：地区 PTA 役員、会員 

   内 容：講 話 

    テーマ「スマホの深夜はいかい」～IT･スマホ利用のリスクと対策 

    講 師 ネットいじめパトロール隊代表 高宮城 修 

〇保護者への防犯教室（教育庁） 

   内 容：保護者会において、インターネット利用に係わる子供の性被

害等について DVD を利用しての映像視聴及び那覇署少年課の

方の講話 

 〇生徒へサイバー犯罪防止について（性被害等について）（教育庁） 

  内 容：保健体育の時間（保健の授業）において、ネットワーク犯罪

や中高生の被害状況等を周知し、被害に遭わないための方策

考えさせた。 

〇令和元年度 e-ネットキャラバン｢e-ネット安心講座｣ 実施（多良間村）

 開催日 : 小学校⇒7月 17 日(午前) 中学校⇒7月 17 日(午後)   

場  所 : 各学校の多目的教室   

出席者 : 小学校 ⇒ 校長他全職員(14 名)、5・6年生(24 名) 

          中学校 ⇒ 校長他全職員(16 名)、全校生徒(33 名)   

内 容 : ｢子どもたちがﾈｯﾄ社会の被害者にも加害者にもならない

ために｣ 

講 師 ：e-ﾈｯﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ講師(NTT 西日本 沖縄支店)⇒嶺間恵誠 氏 
 

＜立ち入り・実態調査＞ 

〇携帯電話販売店に対するフィルタリング依頼等の広報啓発（県警） 

   保護者等に対するフィルタリングの説明状況等の調査及びフィルタリ

ングの推進依頼 
 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

＜大会実施＞ 

〇令和元年度「青少年の深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県

民一斉行動・第 69 回“社会を明るくする運動”石垣市民大会（石垣

市） 

内 容: 青少年の声作文表彰式並びに最優秀作文発表 

   

＜広報啓発＞ 

〇全体集会における啓発活動（教育庁） 

   不適切施設への出入り等について注意喚起 

 〇ラブホテルに対する未成年者立入り拒否の要請（県警） 

〇ラジオを活用した広報（県警）【再掲】 

〇居酒屋・祭り会場における酒類提供者に対するチラシ・ティッシュ配布

等（県警） 

〇未成年者飲酒防止キャンペーン（県警） 

〇ＪＫビジネス被害防止に関するチラシ配布（県警） 

〇酒類販売組合講習会における未成年者への酒類販売防止広報（県警） 

〇歓楽街環境浄化運動における広報活動（県警） 

〇夏の青少年育成県民運動の啓発（石垣市） 

   地元新聞社 2紙に企画広告掲載 

 

＜会議・研修会等＞ 

 〇関係機関連絡会議（県警） 

＜保護者・青少年への防犯教室等＞ 

 〇｢有害図書｣等に関する教育（多良間村） 

＜立ち入り・実態調査＞ 

〇環境浄化に向けた立ち入り調査（県警、那覇市、浦添市、豊見城市、本
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部町）コンビニ、レンタルビデオ店、カラオケボックス店等への立入調査

等 
 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

＜大会実施＞ 

〇町民総決起大会の実施（西原町）【再掲】 

〇「青少年の深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉行動宜野

湾市民大会（宜野湾市）【再掲】 

〇令和元年度「青少年の深夜はいかい防止、未成年者飲酒防止、夏の交通

安全県民運動」名護市民大会（名護市）【再掲】 

※大会内で主催者等による注意喚起・呼びかけ。 

 

＜広報啓発＞ 

〇ダメ。ゼッタイ。普及運動（６月 20日～７月 19 日）（県） 

広報機関を利用した広報（テレビ、ラジオ、新聞、広報誌、

Twitter） 

〇啓発ポスター、パンフレット等の配布（市町村、教育機関、その他関係

機関等） 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会による「薬物乱用防止緊急アピール」

の発出 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会による「青少年健全育成共同アピール

2019」の発出（教育庁） 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会によるＣＧＧ運動（青少年健全育成運

動）に関する市町村教育委員会教育長表敬訪問並びに企業訪問（教育

庁） 

〇中学校・高校への大麻乱用・飲酒防止等チラシ配布及び掲示（県警） 

 

＜会議・研修会等＞ 

〇関係機関連絡会議（県警） 

 

＜保護者・青少年への防犯教室等＞ 

〇薬物乱用防止教室（県警、小学校・中学校・高校） 

 〇保護者資料の配布（教育庁） 

   違法薬物問題の未然防止に関する資料の配布 

 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

＜大会実施＞ 

 〇市民大会の実施（深夜はいかい防止、水難事故防止、交通事故防止）

（豊見城市） 

〇令和元年度 糸満市「青少年深夜はいかい防止県民一斉行動・ちゅらさ

ん運動の推進・夏の交通安全県民運動・暴力団追放」市民総決起大会

（糸満市） 

   内 容：メッセージ（市長、警察署長）・中学生、高校生代表による

意見発表・社会を明るくする運動総理大臣メッセージ伝達・

大会宣言（市民一斉行動目標）他 

〇県民一斉行動本部町大会（本部町）【再掲】 

〇町民総決起大会の実施（西原町）【再掲】 

 

＜広報啓発＞ 

〇令和元年度「青少年深夜はいかい防止」「未成年者飲酒防止」県民一斉 

行動の実施（県、教育庁、県警、各市町村）【再掲】 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会による「青少年健全育成共同アピー

ル」の発出（教育庁）【再掲】 
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〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会によるＣＧＧ運動（青少年健全育成運

動）に関する市町村教育委員会教育長表敬訪問並びに企業訪問（教育

庁）【再掲】 

〇大型ショッピングセンターにおける喫煙防止チラシ配布（県警） 

〇夏の青少年育成県民運動の啓発（石垣市）【再掲】 

〇ラジオを活用した広報（県警）【再掲】 

〇市町村の電光掲示板を活用した広報（県警）【再掲】 

 

＜会議・研修会等＞ 

〇街頭指導員研修会の実施（宜野湾市） 

〇宮古かぎすま安全なまちづくり推進協議会取組（教育庁）【再掲】 

 〇関係機関連絡会議（県警）【再掲】 

 

＜保護者・青少年への防犯教室等＞ 

 〇不良行為少年・非行少年に対する立ち直り支援・居場所づくり活動（県

警） 

 〇小中高校における非行防止教室（県警） 

 

＜補導活動＞ 

 〇夜間街頭指導（県警、県教育庁、名護市、宜野湾市、沖縄市、浦添市、

石垣市、うるま市、本部町、嘉手納町、西原町、読谷村、恩納村、宜野

座村、多良間村） 

〇夏休み強化パトロール（うるま市） 

  午前と午後、青少年相談員によるパトロール（海、公園など） 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

＜大会実施＞ 

〇社会を明るくする運動（浦添市、豊見城市、石垣市、多良間村） 

 

＜広報啓発＞ 

〇社会を明るくする運動（県・教育庁） 

   知事、教育長メッセージの発出 

〇啓発パンフレット等の配布(教育庁) 【再掲】 

〇問題行動未然防止に関する資料を、生徒・保護者向けに配布し、HP に

掲載（教育庁）【再掲】 

〇広報誌・大海(うぷしゅ)による広報(多良間村) 【再掲】 

〇夏の青少年育成県民運動の啓発（石垣市）【再掲】 

 〇ラジオを活用した広報（県警）【再掲】 

 

＜会議・研修会等＞ 

〇青少年健全育成関係機関連絡会議（石垣市） 

青少年の健全育成と非行防止について関係機関、団体と意見情報

の交換を行い、青少年健全育成活動の活性化を図る 

 

＜保護者・青少年への防犯教室等＞ 

 〇非行少年に対する再非行防止の指導（県警） 

 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

＜大会の実施＞ 

〇「少年の主張大会」の開催（宜野湾市、うるま市、豊見城市、本部町、

読谷村） 

〇町民総決起大会の実施（西原町）【再掲】 

〇令和元年度「青少年の深夜はいかい防止、未成年者飲酒防止、夏の交通

安全県民運動」名護市民大会（名護市）【再掲】 
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※大会宣言文中にいじめ・暴力根絶に関する内容を盛り込んだ。市

民代表による大会宣言の斉読。 

 

＜広報啓発＞ 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会によるＣＧＧ運動（青少年健全育成運

動）に関する市町村教育委員会教育長表敬訪問並びに企業訪問（教育

庁）【再掲】 

〇啓発パンフレット等の配布(教育庁) 【再掲】 

〇ラジオを活用した広報（県警）【再掲】 

〇全体集会における啓発活動（浦添市） 

いじめ・暴力行為の未然防止、対策について注意喚起 

〇広報誌・大海(うぷしゅ)による広報(多良間村) 【再掲】 

  

＜会議・研修会等＞ 

〇県生徒指導関係事業連絡協議会（教育庁） 

   いじめ問題に関する行政説明、グループ協議など 

〇各研修の開催（教育庁） 

   管内における児童生徒のいじめや暴力行為等の問題行動に関する状況

を共有し、その指導や支援の在り方についての研修 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会による「青少年健全育成共同アピー

ル」の発出（教育庁）【再掲】 

 〇関係機関連絡会議（県警）【再掲】 

 〇関係機関と連携したいじめ事案対応（県警） 

 〇青少年教育相談指導員・心理士対象の研修会の実施（沖縄市） 

 

＜保護者・青少年への防犯教室等＞ 

〇凡事徹底の日（教育庁） 

   保護者と連携し、朝の挨拶運動実施 

 〇小中高校における非行防止教室（県警）【再掲】 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示して記載すること。 

※最重点課題「インターネット利用に係る子供の性被害の防止」に関する取組については、取組内容を

簡記すること。特に自治体での独自性や特徴的な取組と考えられるものは必携すること。 


