(都道府県名：沖縄県)

令和２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
最重点・重点課題

沖縄県

青少年行政主管課(室)名

青少年・子ども家庭課

取組内容

＜大会実施＞
最重点課題
○令和２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
ＳＮＳ利用に
止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民一斉行動(名護市)
係る子供の性
期間: 令和 2 年 7 月 14 日(火)〜8 月 31 日
被害の防止

放映配信: 名護市民会館、市営市場設置スクリーン Youtube 名護市役
所公式チャンネル、FM やんばるプログラム内広報放送
動画出演者: 名護市長、市内県立高校 6 名、名護市議会議長、名護市
PTA 連合会会長、名護市誠意少年育成協議会会長、名護地区
交通安全協会会長
内 容: 意識啓発メッセージ、行動宣言
※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。

＜広報啓発＞
○令和２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)
○地方局ラジオによる広報(県警)
○小中高校へのチラシ配布(「あかいリング」「STOP 自撮り」など)(県警、う
るま市ＰＴＡ連合会)
○自治体広報誌、ミニ広報誌「交番だより」による広報(県警)
○電光掲示板による広報(県警)
○家庭でのルール作り等に関する保護者への注意喚起(教育庁、県警)
○関係機関とタイアップした広報啓発活動(県警)
○民間企業ホームページによるフィルタリング、沖縄県青少年保護育成条例
違反についての情報発信(県警)
○夏期休暇前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(教育庁)
○「生徒指導便り」等通知・資料配付(県・教育庁)
○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(教育庁)
○生徒会による周知(教育委員会)
○市の公式 SNS で強調月間の周知(南城市)
＜会議・研修会＞
○学校警察連絡協議会の実施(事例紹介・防止対策紹介)(県警、教育庁)
○関係機関連絡会議の実施(SNS 利用被害の現状、対策など)(県警、教育庁)
○中学校生徒指導主任研修会(SNS ﾄﾗﾌﾞﾙの危険性について)(県警)
○生徒指導関係事業連絡会の毎月開催(教育委員会)
出席者：アシスト相談員
内容 ：不登校児童生徒事例検討会
○スーパーバイズ研修の開催(教育委員会)
出席者：教育事務所 SSW、市町村教委指導主事、SSW
内容 ：不登校児童生徒事例検討会
○教育事務所学校訪問の実施(教育委員会)
○ＳＮＳ利用に係る子供の性被害等についての職員研修(教育庁)
○研修冊子の提供(教育委員会)
＜保護者・青少年への防犯教室等＞
○小中高校における非行防止教室の実施(県警)
○保護者、教職員、民生委員等に対する講話(県警)
○茶話会(保護者会)での研修(教育庁)
○小学校での児童、保護者向け講演会開催(金武町)
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○PTA 総会・学校懇談会において「子どもの性被害の防止」を討議(多良間村)
○子どもたちの健全育成を図る合同保護者会(多良間村)

＜立ち入り・実態調査＞
○携帯電話販売店への立入り、保護者等へのﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ説明状況の調査(県警、
那覇市)
＜その他＞
○SNS 利用に係る福祉犯罪被害児童に対する性被害防止の個別指導(県警)
＜大会実施＞
重点課題１
○令和２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
有害環境への
行動 青少年健全育成ボランティア夜間街頭指導
適切な対応
実施日：令和 2 年 7 月 31 日(金)20:00〜21:00
範 囲：街地(石垣市内)
参加者：市長、教育長、市民ボランティア 267 名(石垣市)
○令和２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」名護市民一斉行動
意識啓発メッセージ・行動宣言、動画放映、配信(名護市)【再掲】

＜広報啓発＞
○令和２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)【再掲】
○地方局ラジオによる広報(県警) 【再掲】
○自治会へのチラシ配布(県警)
○自治体広報誌、ミニ広報誌「交番だより」による広報(県警) 【再掲】
○遊技場、カラオケ、コンビニ店舗等へのチラシ掲示依頼(県警)
○JK ビジネス等の被害防止について、被害事例や相談窓口、未然防止に関す
る啓発活動を実施(資料配付及び注意喚起)(教育庁)
○夏期休暇前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(教育庁)
○「生徒指導便り」等通知・資料配付(県・教育庁)【再掲】
○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(教育庁)
○関係者、関係機関へ書面で強調月間の周知(国頭村)
○有害図書に関する教育(多良間村)
＜会議・研修会＞
○酒類販売管理者研修会における未成年者飲酒禁止法等の講話(県警)
○宮古かぎすま安全なまちづくり推進協議会取組
内容：協議会の実施、地域に密着した防犯活動、子ども・女性見守り事業
(教育庁)
○巡回指導相談員の学校訪問(教育庁)
○町生徒指導連絡会での関係団体代表者間で情報交換等(嘉手納町)
＜保護者・青少年への防犯教室等＞
○非行防止教室の実施(県警)
○薬物乱用防止教育
＜立入り・実態調査＞
○環境浄化に向けたコンビニ、レンタルビデオ店、カラオケボックス店等へ
の立ち入り調査 (県警、那覇市、浦添市、豊見城市、本部町)
＜街頭活動＞
○関係機関等と連携した夜間街頭指導(県警、教育庁、PTA、多良間村)
○地域の遊技場・ショッピングモールへ等への見回り指導(教育庁)
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＜大会実施＞
重点課題２
○令和２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
薬物乱用対策
止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民一斉行動
の推進
意識啓発メッセージ・行動宣言、動画放映、配信 (名護市) 【再掲】

＜広報啓発活動＞
○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)
○地方局ラジオによる広報 (県警) 【再掲】
○啓発ポスター、パンフレット、チラシ等の配布(県、県警、教育庁)
○自治体広報誌、ミニ広報誌「交番だより」、電光掲示板を活用した広報
(県警) 【再掲】
○小中学生の保護者に対するメールによる注意喚起 (県警)【再掲】
○関係機関とタイアップした広報啓発活動 (県警)【再掲】
○民間企業ホームページを活用した情報発信(県警)
○夏期休暇前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(教育庁)【再掲】
○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(教育庁)【再掲】
○「生徒指導便り」等通知・資料配付(県・教育庁) 【再掲】
○市の公式 SNS で強調月間の周知(南城市)

＜会議・研修会等＞
○民生委員に対する防犯講話(県警)【再掲】
○薬物乱用防止教室(県)

＜保護者・青少年への防犯教室等＞
○小中高校における薬物乱用防止教室の実施(県警)
○保護者向け防犯教室にて薬物乱用講話(教育庁)
○小学校で学校医による児童向け薬物乱用防止教室を開催(金武町)
○薬物乱用防止教育(宮古島市)【再掲】
○麻薬取り締まり支所職員を講師に講演会開催(与那国町)

＜大会実施＞
重点課題３
○令和２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
不良行為及び
止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民一斉行動
初発型非行(犯
意識啓発メッセージ・行動宣言、動画放映、配信 (名護市)【再掲】
罪)等の防止

○令和２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 青少年健全育成ボランティア夜間街頭指導 (石垣市)【再掲】
○第５回沖縄の青少年を健やかに育てる県民大会
開催日：令和２年７月 17 日(金)
参加人数：約 50 名
内容：講演会(学習支援による不登校支援の試み)、県民大会(青少年の深夜
はいかい防止、未成年者飲酒喫煙、薬物乱用防止)
(県民会議、県、教育庁、県警、県 PTA 連合会)
○令和２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宮
古島市記者会見
実施日：令和２年７月２日(木)10:00〜10:30
場所：宮古島市役所
参加者：副市長、教育長、警察署長、市青少年育成市民会議副会長
内容：主催者メッセージ、管内の状況報告、県民一斉行動宮古島市宣言

＜広報啓発活動＞
○令和２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】
○「青少年の深夜はいかい防止、飲酒防止」県民一斉行動宮古島市民大会に
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よる広報活動(県警)
○地方局ラジオによる広報(県警)
○学校等への非行等防止チラシ配布(県警)
○自治会に対するチラシ配布【再掲】(県警)
○自治体広報誌による深夜はいかい、飲酒防止等の広報啓発(県警)
○「生徒指導便り」等通知・資料配付 (県・教育庁)【再掲】
○夏期休暇前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼【再掲】(教育庁)
○市町村との連携、地域へのメッセージ発信(教育庁)
○市町村青少年育成協議会による例月夜間校外生活指導(教育庁)
○非行防止ポスターの作成、商業施設への掲示(豊見城市)
○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載 (教育庁)【再掲】
○市の公式 SNS、書面等で強調月間の周知(南城市、国頭村)
○うるま市公式 LINE のタイムラインへ「令和 2 年度深夜はいかい非行防止
PR ポスター」、「無料子どものこころ LINE トーク PR ポスター」掲載
(うるま市)

＜会議・研修会等＞
○民生委員への講話 (県警)【再掲】
○学校警察連絡協議会の実施(事例紹介・防止対策紹介) (県警、教育委員会)
【再掲】
○中学校生徒指導主任研修会、生徒指導連絡会議 (県警)【再掲】
○交通安全講話(教育庁)
○生徒指導関係事業連絡会の毎月開催 (教育委員会)【再掲】
出席者：アシスト相談員
内容 ：不登校児童生徒事例検討会
○スーパーバイズ研修の開催 (教育委員会)【再掲】
出席者：教育事務所 SSW、市町村教委指導主事、SSW
内容 ：不登校児童生徒事例検討会
○教育事務所学校訪問の実施 (教育委員会)【再掲】
○宮古かぎすま安全なまちづくり推進協議会取組(ちゅらさん運動の取組)
内容：協議会の実施、地域に密着した防犯活動、子ども・女性見守り事業
(教育庁)【再掲】
＜保護者・青少年への防犯教室等＞
○小中高校への万引き、いじめ防止等の非行防止教室の実施(県警)【再掲】
○保育園に対する万引き防止教室の開催(県警)
○女子生徒を対象とした性に関する講話(教育庁)
○５中学区における夜間情報交換会(浦添市)
＜街頭補導活動＞
○夜間街頭指導の実施(7,8 月)(県警、教育庁、PTA、那覇市、浦添市、うるま
市、今帰仁村、金武町、宜野座村、嘉手納町、北中城村、西原町、
多良間村)
○少年補導員による青パト街頭活動(県警)
○署独自の「執務重点である少年補導活動の強化」への取組(県警)
○補導多発箇所に対する重点警戒(県警)
○青色回転灯パトロール(読谷村)
＜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＞
○不良行為少年に対する農業体験(県警)
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＜大会実施＞
重点課題４
○令和２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
再非行(犯罪)
行動 青少年健全育成ボランティア夜間街頭指導【再掲】(石垣市)
の防止
○深夜はいかい防止、飲酒防止金武町民大会を中学生向けリモート開催
(金武町)

＜広報啓発活動＞
〇社会を明るくする運動(県・教育庁、宮古地区推進委)
内容：知事、教育長メッセージの発出
○地方局ラジオ、ミニ広報誌「交番だより」による広報(県警)
○自治会に対するチラシ配布【再掲】(県警) (県警)
○広報誌による広報(多良間村)
○啓発パンフレット等の配布(教育庁)
＜会議・研修会等＞
○学校警察連絡協議会 (県警)【再掲】
○関係機関連絡会議(県警)
○生徒指導連絡会議 (県警)【再掲】
○学校、警察ボランティアとの情報共有(県警)
○生徒指導関係事業連絡会の毎月開催 (教育委員会)【再掲】
出席者：アシスト相談員
内容 ：不登校児童生徒事例検討会
○スーパーバイズ研修の開催(教育委員会)【再掲】
出席者：教育事務所 SSW、市町村教委指導主事、SSW
内容 ：不登校児童生徒事例検討会
○教育事務所学校訪問の実施(教育委員会)【再掲】
○研修冊子の提供(教育委員会)【再掲】
＜保護者・青少年への防犯教室等＞
○問題行動少年・保護者、学校関係者を交えた講話を実施(県警)
○小中高校への非行防止教室 (県警)【再掲】
＜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＞
○職場体験(塗装業)、清掃活動による再非行防止(県警)
○非行少年・補導少年に対する電話連絡・面接(県警)
○少年および保護者に対する指導により非行少年グループ解体(県警)
＜大会の実施＞
重点課題５
○令和２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
いじめ・暴力
止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民一斉行動
行為等の問題
意識啓発メッセージ・行動宣言、動画放映、配信(名護市)【再掲】
行動への対応
○「少年の主張大会」の開催(県、県民会議、教育庁、南城市)

＜広報啓発活動＞
○地方局ラジオ、ミニ広報誌による広報(県警)【再掲】
○自治会に対するチラシ配布(県警)【再掲】
○保育園、小学校に対するいじめ防止ビラの配布(県警)
○中・高生へ電話相談「ヤングテレホン」のカード配布(県警)
○県生徒指導関係事業連絡協議会用資料配付(教育庁)
内容：「いじめ問題に関する指導者研修報告」「学校いじめ防止基本方
針の実効性を高めるには」
○啓発パンフレット等の配布(教育庁)【再掲】
○広報誌による広報(多良間村)【再掲】
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＜会議・研修会等＞
○いじめ問題対策連絡会議等の開催(県警)
○学校警察連絡協議会(県警)【再掲】
○関係機関連絡会議(県警)
○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、その指導や支援のあり方についての研修(教育庁)
○学校サポート訪問(教育庁)
内容：生徒指導の取組等について意見交換
＜保護者・青少年への防犯教室等＞
○小中高校に対するいじめ・暴力行為等の防止教室【再掲】(県警)
○小学生に対するいじめ防止教室(県警)
○生徒・保護者に対する個別指導、講話(県警)
＜その他＞
○関係機関と連携したいじめ事案対応(県警)
○いじめアンケートの実施・分析(教育庁)
○SNS への書き込み等が無いよう指導する(教育庁)

※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。
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