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令和３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

機関名 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 

ペアレンタル

コントロール

等によるイン

ターネット利

用に係る子供

の犯罪被害等

の防止 

＜大会実施＞ 

○「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 ※中止(宜野湾市) 

内容：講演(スマホやネットの危険性について) 

 ○令和３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

動住民大会 ※中止（宮古島市） 

○県民一斉行動本部町大会 ※中止(本部町) 

内容：スマートフォンの管理徹底について 

 〇金武町民大会 ※中止(金武町) 

「青少年の深夜はいかい防止」及び「未成年者飲酒防止」 

開催日: ７月７日 場所: 金武町福祉センター広場  

出席者: 町長、副町長、教育長、石川警察署長、小中学生、地域住民 

内 容: プレイベント(警察署音楽隊ほか)、大会(意見発表：小中高生) 

※代替えとして、深夜はいかい防止等に繋がる DVD を作成し、各校へ配布 

〇青少年健全育成村民総決起大会 ※オンライン開催(読谷村) 

  主催者挨拶 石嶺傳實村長 

  知事メッセージ（代読）青少年センター所長玉城正彦 

  激励のメッセージ 読谷村議会 議長 伊波篤 

  大会宣言の採択 読谷村 PTA 連合会 会長 鉢嶺宗太 

  閉会 読谷村青少協会長（教育長）知花優 

  ＊嘉手納警察署からメッセージ「夏休みの過ごし方、薬物乱用防止他」 

  視聴数：541 回 

 〇青少年総決起大会 (読谷村) 

７月 30 日 2：00～3：30（Zoom 講演会） 

 演題 親子でできる「ストレスとの上手な付き合い方」 

講師 助川菜生氏（臨床心理士） 

○少年の主張大会 ※書面審査(読谷村) 

○青少協村民大会 ※中止(北中城) 

○広報啓発町民大会 ７月６日 ※中止(与那原町) 

○住民大会 ※中止(八重瀬町) 

「青少年を非行や事件・事故から守り、社会を明るくする町民大会」 

   開催予定日：７月６日 場所：具志頭中学校 

 

＜広報啓発＞ 

 ○インターネット利用に係る性被害防止について、SNS 利用の危険性、家庭で

のルール作りやフィルタリングの必要性、サイバー犯罪被害防止等の広報

(県警) 

 ○地方局ラジオによる広報(県警) 

 〔那覇、豊見城、糸満、与那原、宜野湾、沖縄、うるま、石川、八重山〕 

 ○小中高校における非行防止教室（インターネット利用犯罪等）(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) 

 ○電光掲示板による広報(県警) 

○インターネット利用に係る性被害等防止について、家庭でのルール作り等  

に関する資料配付及び注意喚起(県) 

○夏季休業前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(県) 

○「夏休みの生徒心得」等の資料配付(県) 

○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(県)【再掲】 

○文書発出(県) 

  通知文（義務教育課が教育事務所、市町村教育委員会、県市町村立小・中

学校へ実施、内容「夏季休業に向けた生徒指導等の充実について」） 

※アプリの利用制限等によるネット犯罪防止対策、深夜外出の制限、薬物
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対策等々。 

○サイバー犯罪に関するチラシ、リーフレット等の配付(県) 

県下小中学校が児童生徒に対して実施、「夏季休業中におけるスマートフ

ォンの利用について各担任より注意喚起、警視庁より発出したリーフレッ

トの配付等、沖縄県警より発出されたサイバー犯罪に関する資料を用いた

学級指導」 

〇令和３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 ラジオ番組内パーソナリティ呼びか

け(名護市) 

期間：令和３年７月 13 日～８月 31 日 

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放送 

動画出演者：名護市長、市内県立高校２校生徒７人、名護市議会議長、 

        名護市 PTA 連合会会長、名護市青少年育成連絡協議会会長、 

        名護地区交通安全協会会長 

※行動宣言文中・ラジオ放送でのパーソナリティ読み上げ原稿中に青少年

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。また、動画内で

「名護市子どものスマートフォン、携帯電話の利用５か条」の読み上げを

行った。 

○広報誌、市 HP(豊見城市) 

○村内学校にて夏休み前に『インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の

防止』に係る文書配布(今帰仁村) 

○リーフレットの配布(北谷町) 

対 象：町立小学校１～２年  配布数：750 部 

内 容：『スマホ時代の君たちへ』 

 ○ポスターの掲示(北谷町) 

   内容：『７月は青少年の非行・被害防止全国強化月間』 

○７月に子どもたちをサイバー犯罪から守るための注意事項を記したポスタ

ー１万６千枚を市内の小中学校 16 校に配布した。ポスターでは有害サイト

の閲覧を制限するフィルタリング機能や夜９時以降はスマホを使わないこ

となどを呼びかけ、またメールアドレスや携帯電話を他人に教えない、自

分や友達の画像・動画を投稿しない、ネットを通して誹謗中傷しないこと

などの注意を促した。トラブルが起きた際は、保護者・学校・警察に相談

してほしいと相談窓口の連絡先も記載されている(浦添市) 

○早寝早起き朝ごはん（基本的生活リズム確立）啓発チラシ配布(読谷村) 

 

＜会議・研修会等＞ 

 ○学校警察連絡協議会、関係機関会議の実施(県警) 

 ○SNS 利用に係る子供の性被害等について職員研修実施(県) 

○連絡協議会(県) 

・宮古島地区学校・警察連絡協議会（宮古教育事務所、管内教育委員会及

び学校が参加、内容「当該協議会の新規立ち上げ、学校内外における児

童生徒の問題行動への対応及び健全育成に係る情報共有」） 

・那覇地区学校警察連絡協議会（那覇市、浦添市内の各学校が参加、内容

「各種問題等を情報共有し、職員への共通理解を図る」） 

〇青少年健全育成を目的とした CGG 運動の沖縄県実行委員会(県) 

54 団体で構成。研修会を実施予定であったが、中止。 

〇沖縄県社会教育関係団体等連絡会の構成団体である、沖縄県 PTA 連合会及

び沖縄県高等学校 PTA 連合会の共催による研修会「いいネット・おきなわ

大人の学びあい」の実施(県) 

  ・研修会をとおして、保護者、学校、地域、関係機関等が連携して、自分

や家族を守るためのスマホ・インターネット等の適切な活用について考え

る機会とした。 
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  ・保護者・教職員対象向けに当日 Zoom 開催又はオンデマンド視聴による研

修会 

  ・参加者数（オンデマンド視聴者含む）344 名 

〇市内全小中学校の校内研修にて「ネットリテラシーに関する教員向け研

修」を実施(沖縄市) 

  

＜保護者・青少年向けの防犯教室等＞ 

○青少年のインターネット利用に係る犯罪被害防止等に関する講話(県警) 

 ○小中高校における非行防止教室、保護者、教職員等に対する講話(県警) 

 ○情報モラル教育の徹底（警察によるネット犯罪被害防止講演会等）(県) 

○防犯教室(県) 

  ・サイバー犯罪及び SNS によるいじめ問題について防犯教室(県) 

各学校が県警サポートセンターから講師を招き開催。 

内容：「当該生徒に対する防止教室を実施する」 

〇市内の小学校年生から中学校２年生のクラスごと、中学校３年生は学年ご

とに「ネットリテラシーに関する児童生徒向け講演」を実施予定（令和３

年５月～令和４年２月にかけての実施）(沖縄市) 

〇SNS 講演会（豊見城市） 

開催日: 11 月中旬予定 場所: 豊見城市立中央公民館 

出席者: 保護者、学校関係者、青少年育成市民会議会員 

〇情報モラル講演会実施(金武町) 

  開催校：嘉芸小(７月６日)、中川小（９月 15 日）、金武小（12 月予定） 

対 象：４年生～６年生 

 講 師：ネットモラルパトロール隊 高宮城 修 

  内 容：SNS や LINE 等を利用しての犯罪防止等 

 〇夏休み Zoom 講座(読谷村) 

 読谷村の歴史を知る「おもろからみた座喜味城址」 

講師：上地正勝氏 他 

〇「情報モラル講演会」の実施を決定(伊平屋村) 

主催：伊平屋村家庭地域部会（部員：学校職員・保護者・地域住民） 

講演会日程：令和３年 12 月２日（木）～12 月３日 

実施回数：村内３校及び保護者・地域住民への講演会を計４回実施予定 

内容：ネット依存症について 

インターネットのトラブルについて 

どのように使えばよいかについて 

保護者や地域が取り組まなければいけないこと 

○インターネット等の研修 ※中止(久米島町) 

久米島 PTA 連合会研修会の際に、インターネット等の研修を計画。研修会

自体が中止になったため、未実施。 

 ○非行防止教室(久米島町) ※中止 

久米島町内小学校・中学校・高等学校の児童生徒・保護者を対象にネット

犯罪防止・SNS によるいじめ防止等に関する非行防止教室を計画。 

 

＜街頭補導活動＞ 

〇ボランティアによる帰宅声かけ運動(読谷村) 

  ７月 30 日 村民総決起大会後・・・各団体による実施。 

  夏休み期間中の巡回指導、延べ人数 20 名。 

 〇夜間街頭巡回 ※中止(与那原町) 

 

＜立入り・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グ説明状況の調査

(県警)（那覇市) 

〇スマートフォンの持ち込みに係る申請書の提出(県) 

某中学校が実施 

内容：「校内へのスマートフォンの持ち込みにあたり、学校ルールについ
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て保護者同意のもと申請書（許可証）を提出してもらう」） 

 

＜その他＞ 

○高校生代表者会議にて、各県立高校の生徒代表者が話し合い、宣言文を作

成(県) 

〇学校・警察連絡協議会で、学校内外における児童生徒の問題行動への対応

及び健全育成に係る情報共有の場を設定(宮古島市) 

○令和３年度 小学校及び中学校 ｢PTA 総会・学級懇談会｣ の実施(多良間村)

開催日:小学校 ⇒５月 18 日 中学校 ⇒５月 11 日   

場 所:各学校の体育館   

出席者:小学校 ⇒ 校長他全職員(19 名)、PTA・父母(35 名) 

     中学校 ⇒ 校長他全職員(15 名)、PTA・父母(20 名)   

内 容:各学年報告、PTA 報告、｢インターネット利用に係る子供の犯罪被

害等の防止｣について討議 

○子供達の健全育成を図る合同保護者会(多良間村) 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

＜大会実施＞ 

〇住民大会、パレード、夜間街頭のいずれもコロナウイルス感染拡大防止の

ため中止(沖縄市) 

〇令和３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

動住民大会 ※中止（宮古島市）【再掲】 

〇住民大会 ※中止(八重瀬町)【再掲】 

 

＜広報啓発＞ 

 ○地方局ラジオによる広報【再掲】（県警） 

 ○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） 

 〇通知文発出（義務教育課が教育事務所、市町村教育委員会、県市町村立

小・中学校へ実施(県)【再掲】 

〇有害図書に関する指導（県下小中学校が児童生徒に対して実施、内容「夏

季休業中における注意喚起、チラシ等の配付等」）(県) 

○夏季休業前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(県)【再掲】 

○「夏休みの生徒心得」等の資料配付(県)【再掲】 

○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(県)【再掲】 

○県の深夜はいかい防止等に関するポスターや意見文募集の呼びかけを市内

各公立小中学校児童生徒へ行うことで、啓発活動を実施(宜野湾市) 

〇意識啓発メッセージ・行動宣言 動画放映、配信 ラジオ番組内パーソナ

リティ呼びかけ（名護市）【再掲】 

○市内９か所に「青少年育成市民運動」のぼり旗の掲揚実施(沖縄市) 

 〇広報よみたん、FM 読谷、村ホームページにおける広報活動(読谷村) 

〇村内小・中学校に(北中城村) 

① 「家庭の日」周知・絵画ポスター募集 

② 「青少年の深夜はいかい防止」周知・ポスター・作文募集 

  

＜会議・研修会等＞ 

○学校警察連絡協議会、関係機関会議の実施(県警)【再掲】 

○連絡協議会(県) 【再掲】 

・宮古島地区学校・警察連絡協議会（宮古教育事務所が実施）(県) 

・那覇地区学校警察連絡協議会（那覇市、浦添市内の各学校が参加）(県)  

〇宮古かぎすま安全なまちづくり推進協議会(宮古島市) ※休止 

〇研修会を実施予定であったが、中止(県)【再掲】 

 

＜保護者・青少年向けの防犯教室等＞ 

○非行防止教室の実施(県警)【再掲】 
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○薬物乱用防止教室(宮古島市) 

○人権を考える日(多良間村) 

○｢有害図書｣等に関する教育(多良間村) 

＜街頭補導活動＞ 

○PTA・警察連携による夜間街頭指導の実施(県) 

〇首里地区夜間街頭指導（開邦中学校が実施、内容「地域の自治体とともに

学校区内のパトロールを実施する」）(県) 

○令和３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) 

内容：青少年育成ボランティアによる一斉夜間街頭指導 

実施日 令和３年７月 30 日（金） 

実施時間 午後８時～午後 10 時 

範 囲 市街地（石垣市内） 

参加者 市長、教育長、市民ボランティア 198 名 

 

〇ボランティアによる帰宅声かけ運動の実施(読谷村) 

○例年、夏休みは毎週金曜日に夜間巡回指導を実施していたが緊急事態宣言

発令期間だったため未実施(西原町) 

〇帰宅呼びかけ(多良間村) 

○夏休みの｢夜間巡視活動｣(多良間村) 

 

＜立入り・実態調査＞ 

○地域の遊技場・ショッピングモール等への見回り指導(県) 

○深夜酒類営業店、カラオケ、バー、風俗営業店舗への立入り・実態調査 

(県警)【再掲】 

○店舗に対する未成年者への酒類・たばこ販売指導(県警) 

○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（那覇

市） 

○立入り ※中止(宜野湾市) 

○立入り調査を行う予定であったが、延期(浦添市) 

〇コンビニ等で有害図書の実態調査(本部町) 

 

＜その他＞ 

〇学校・警察連絡協議会で、学校内外における児童生徒の問題行動への対応

及び健全育成に係る情報共有の場を設定(宮古島市)【再掲】 

〇巡回相談員の学校訪問(宮古島市) 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

＜大会実施＞ 

〇住民大会、パレード、夜間街頭のいずれもコロナウイルス感染拡大防止の

ため中止(沖縄市)【再掲】 

〇健全育成総決起大会（オンライン）嘉手納警察署 PR 動画配信(読谷村)【再

掲】 

 〇青少年健全育成町民総決起大会(西原町) 

７月 14 日（水）に開催し、そのなかで講演会を実施しようとしたが、新型

コロナウイルスの影響により総決起大会は中止、講演会は延期となった。 

〇住民大会 ※中止(八重瀬町)【再掲】 

 

＜広報啓発＞ 

○地方局ラジオによる広報(県警)【再掲】 

 ○地方局ラジオによる広報(県警)【再掲】 

 ○チラシ配布(県警)【再掲】 

 ○電光掲示板を活用した広報(県警)【再掲】 

○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） 

・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） 
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○薬物乱用防止に関する資料配付及び注意喚起(県) 

○夏季休暇前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(県)【再掲】 

○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(県)【再掲】 

○通知文発出（義務教育課が教育事務所、市町村教育委員会、県市町村立

小・中学校へ実施(県)【再掲】 

〇薬物乱用防止に関する指導及びポスター等の掲示等(県) 

県下小中校が実施 

内容：薬物乱用防止に係る担当からの指導、沖縄県「ダメ・ゼッタイ」普

及運動実行委員会事務局発行ポスターを校内で掲示、「薬物乱用防止の１

分間動画（アニメ漫画）の視聴等」 

〇例年、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」の発出と「CGG 運動に関する市町村教育委員会教育長訪問並びに企

業訪問」をおこなっているが、中止(県) 

○啓発活動として市内各公立小中学校児童生徒に対し、県の深夜はいかい防

止等に関するポスターや意見文募集の呼びかけを実施(宜野湾市)【再掲】 

〇意識啓発メッセージ・行動宣言 動画放映、配信 ラジオ番組内パーソナ

リティ呼びかけ（名護市）【再掲】 

○市内 9か所に「青少年育成市民運動」のぼり旗の掲揚 (沖縄市)【再掲】 

○リーフレットの配布(北谷町) 

対象：町立小学校３～６年、町立中学校１～３年、県立高等学校１～３年 

配布数及び内容： 

小学３～６年：1,500 部『危険ドラッグなどの薬物は、絶対ダメ <』 

中学１～３年：1,000 部『危険ドラッグは買わない使わない手を出さな

い』 

高校１～３年：800 部『もっと自分を大切に！』 

 

＜保護者・青少年向けの防犯教室等＞ 

 ○小中高校における薬物乱用防止教室の実施(県警)【再掲】 

○薬物乱用防止講演会等の実施（警察による講話等）(県) 

○保護者向けの防犯教室等における「薬物乱用防止に関する講話」実施(県) 

○薬物乱用防止教室(県) 

各学校が県警サポートセンターから講師を招聘 

内容「当該生徒に対する薬物の現状及び影響等について」 

○文部科学省委託事業「依存症予防教育推進事業」「依存症予防教室」開催

募集〔案内〕(県) 

 内容 

【生徒向け】「自己信頼－自分を大切にすることを教える」「正しい知識

－実感できる形で教える」「自分を守る技術－断り方を具体的に練習す

る」 

【保護者向け】「依存行動の振り返り」「情報機器やスマホの安全な使用

方法」 

 ○講話を予定していたが、中止(浦添市) 

〇小中学生への薬物乱用防止教室等(金武町) 

〇薬物乱用防止教室(宮古島市)【再掲】 

〇中学校で警察署職員による薬物乱用防止に関する講和を実施(与那国町) 

 

＜会議・研修会等＞ 

○学校警察連絡協議会、少年補導員研修会、関係機関会議(県警)【再掲】 

○連絡協議会(県) 【再掲】 

・宮古島地区学校・警察連絡協議会（宮古教育事務所が実施） 

・那覇地区学校警察連絡協議会（那覇市、浦添市内の各学校が参加） 

 

＜立入り・実態調査＞ 

○立ち入り ※中止(宜野湾市)【再掲】 
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＜その他＞ 

○高校生代表者会議にて、各県立高校の生徒代表者が話し合い、宣言文を作

成(教育庁)【再掲】 

○飲酒・薬物乱用防止に係る関係団体との連携(県) 

 内容：「二十歳未満者飲酒防止キャンペーン」行事の後援 

 開催セレモニーへの高校生の派遣計画 ※セレモニー中止 

〇学校・警察連絡協議会で、学校内外における児童生徒の問題行動への対応

及び健全育成に係る情報共有の場を設定(宮古島市)【再掲】 

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＞ 

○７月第３金曜日、各中学校区青少年健全育成協議会主催の県民一斉行動を

兼ねた夜間街頭指導の実施 ※中止（那覇市） 

○令和３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】 

〇「青少年深夜はいかい防止県民一斉運動・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」市民総決起大会及びパレード 

※中止(糸満市) 

〇住民大会、パレード、夜間街頭のいずれもコロナウイルス感染拡大防止の

ため中止(沖縄市)【再掲】 

〇大宜味村青少年育成村民会議村民大会 ※中止(大宜味村) 

〇『令和３年 夏の交通安全県民運動出発式及び青少年深夜はいかい防止 

今帰仁大会（７月）』 ※中止(今帰仁村) 

〇県民一斉行動本部町大会 ※中止(本部町)【再掲】 

内容：青少年の深夜はいかい防止、未成年者飲酒防止について 

〇青少年総決起大会、声かけ運動、講演会の実施(読谷村)【再掲】 

〇少年の主張大会 ※書面審査(読谷村)【再掲】 

○青少年育成ボランティアによる夜間街頭補導の実施 ※中止（久米島町） 

○住民大会 ※中止(八重瀬町)【再掲】 

 

＜広報啓発＞ 

〇「青少年の深夜はいかい防止、飲酒防止」県民一斉行動石垣島市民大会に 

 よる広報活動（県警） 

 ○地方局ラジオによる広報（県警）【再掲】 

 〇テレビ、新聞における広報（県警） 

 ○学校等への非行等防止チラシ配布（県警） 

 〇コンビニチラシ配布（県警） 

 〇市役所、自治会へのチラシ配布（県警） 

○夏季休暇前の生徒への注意喚起と保護者への協力依頼(県)【再掲】 

○「夏休みの生徒心得」等の資料配付(県)【再掲】 

○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(県)【再掲】 

○通知文発出（義務教育課が教育事務所、市町村教育委員会、県市町村立

小・中学校へ実施(県)【再掲】 

〇例年、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」の発出と「CGG 運動に関する市町村教育委員会教育長訪問並びに企

業訪問」をおこなっているが、中止 (県) 【再掲】 

○県の深夜はいかい防止等に関するポスターや意見文募集の呼びかけを市内

各公立小中学校児童生徒へ行うことで、啓発活動を実施(宜野湾市)【再

掲】 

○令和３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】 

〇意識啓発メッセージ・行動宣言 動画放映、配信 ラジオ番組内パーソナ

リティ呼びかけ（名護市）【再掲】 

〇FM やんばるプログラム内での時報 CM 放送（夕方 18：30）（名護市） 

○市内９か所に「青少年育成市民運動」のぼり旗の掲揚 (沖縄市)【再掲】 

〇市の広報誌へ「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について掲載(うる

ま市) 
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〇広報よみたん、FM 読谷、村 HP における広報活動(読谷村)【再掲】 

〇早寝早起き朝ごはん（基本的生活リズム確立）啓発チラシ配布(読谷村)

【再掲】 

〇横断幕設置(読谷村) 

 

＜保護者・青少年向けの防犯教室等＞ 

○交通安全講話等の実施（警察による講話等）(県) 

○女子生徒を対象とした「性に関する講話」の実施(県) 

○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】 

〇夏休み Zoom 講座の実施(読谷村) 

内容：金銭教育（お金との付き合い方・進路選択の前に） 

 

＜会議・研修会等＞ 

 ○関係機関との会議【再掲】（県警） 

 ○学校警察連絡協議会【再掲】（県警） 

○連絡協議会(県) 【再掲】 

・宮古島地区学校・警察連絡協議会（宮古教育事務所が実施） 

・那覇地区学校警察連絡協議会（那覇市、浦添市内の各学校が参加） 

＜街頭補導活動＞ 

○関係機関と連携した巡回指導(県警) 

○市町村の青少年育成協議会による例月実施の夜間校外生活指導への参加

(県) 

○青色回転灯を用いた市内一円を対象とした週３回の非行防止等巡回活動 

※中止(宜野湾市) 

○７月の夜間街頭指導は延期。11 月から実施予定(浦添市) 

○夏休み合同夜間街頭指導 ※中止(糸満市) 

〇夜間街頭指導の実施（うるま市） 

〇緊急事態宣言中の夜間巡回パトロール ※中止(南城市) 

〇深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止パトロール ※中止(大宜味村) 

〇『ゆいまーるパトロール』 ※中止(今帰仁村) 

○「青色回転パトロール」の実施(金武町) 

期間：７月 21 日～８月 31 日(土日祝祭日除く) 

時間帯：日中～夜間 

〇夜間巡回パトロールの実施(伊江村) 

青少協事務局・青年会・PTA・駐在が参加。計４回実施。 

 〇夜間街頭指導実施(読谷村) 

〇夜間街頭指導の実施(北中城村) 

４月実施、５月～９月中止 

○大会実施(南風原町) 

（南風原町青少年健全育成協議会・夜間街頭指導 ８月 31 日、９月３日） 

○緊急事態宣言中の夜間街頭活動 ※中止(八重瀬町) 

〇帰宅呼びかけ(多良間村)【再掲】 

○夏休みの｢夜間巡視活動｣(多良間村)【再掲】 

 

＜立入り・実態調査＞ 

 ○立入り ※中止（宜野湾）【再掲】 

〇市立 10 小学校の通学路合同安全点検(糸満市) 

 

 ＜その他＞ 

〇学校・警察連絡協議会で、学校内外における児童生徒の問題行動への対応

及び健全育成に係る情報共有の場を設定(宮古島市)【再掲】 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

＜大会実施＞ 

○令和３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】 

〇住民大会、パレード、夜間街頭のいずれもコロナウイルス感染拡大防止の
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 ため中止(沖縄市)【再掲】 

 〇コロナ禍の状況を受け、ラジオで市民大会を開催(豊見城市) 

〇住民大会 ※中止(八重瀬町)【再掲】 

 

＜広報啓発＞ 

 ○地方局ラジオによる広報（県警）【再掲】 

 〇市役所、自治会へのチラシ配布（県警）【再掲】 

○問題行動等未然防止資料の学校 HP への掲載(県)【再掲】 

○通知文発出（義務教育課が教育事務所、市町村教育委員会、県市町村立

小・中学校へ実施(県)【再掲】 

〇例年、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」の発出と「CGG 運動に関する市町村教育委員会教育長訪問並びに企

業訪問」をおこなっているが、中止 (県) 【再掲】 

○市内９か所に「青少年育成市民運動」ののぼり旗の掲揚 (沖縄市)【再掲】 

○社会を明るくする運動(宮古地区推進委員会) 

○広報誌・大海(うぷしゅ)による広報(多良間村)  

○啓発パンフレット等の配布(多良間村)  

 

＜会議・研修会等＞ 

○学校警察連絡協議会（県警）【再掲】 

○連絡協議会(県) 【再掲】 

・宮古島地区学校・警察連絡協議会（宮古教育事務所が実施） 

・那覇地区学校警察連絡協議会（那覇市、浦添市内の各学校が参加） 

 

＜保護者・青少年向けの防犯教室等＞ 

 ○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)【再掲】 

○小中高校への非行防止教室(県警)【再掲】 

 

＜街頭補導活動＞ 

○PTA・警察連携による夜間街頭指導の実施(県)【再掲】 

○青色回転灯を用いた市内一円を対象とした週 3回の非行防止等巡回活動 

※中止(宜野湾市) 

○青少年育成ボランティアによる夜間街頭補導の実施 ※中止 

（久米島町）【再掲】 

 

＜その他＞ 

○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） 

  ・学習支援による再非行防止 

〇学校・警察連絡協議会で、学校内外における児童生徒の問題行動への対応

及び健全育成に係る情報共有の場を設定(宮古島市)【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

＜大会実施＞ 

○住民大会、パレード、夜間街頭のいずれもコロナウイルス感染拡大防止の

ため中止(沖縄市)【再掲】 

○「少年の主張大会」を実施し、中学生５名が発表した(本部町) 

〇住民大会 ※中止(八重瀬町)【再掲】 

 

＜広報啓発＞ 

 ○地方広報誌による広報（県警） 

○通知文発出（義務教育課が教育事務所、市町村教育委員会、県市町村立

小・中学校へ実施(県)【再掲】 

○いじめ・暴力行為等に関する指導(県) 

県下小中学校が児童生徒に対して実施。 

内容：夏季休業中における注意喚起、チラシ等の配付等 

○例年、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
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ール」の発出と「CGG 運動に関する市町村教育委員会教育長訪問並びに企

業訪問」をおこなっているが、中止 (県) 【再掲】 

○意識啓発メッセージ・行動宣言 動画放映、配信 ラジオ番組内パーソナ

リティ呼びかけ（名護市）【再掲】 

○市内９か所に「青少年育成市民運動」のぼり旗の掲揚 (沖縄市)【再掲】 

○広報誌・大海(うぷしゅ)による広報(多良間村) 【再掲】 

○啓発パンフレット等の配布(多良間村) 【再掲】 

 

＜保護者・青少年向けの防犯教室等＞ 

○小中高校に対するいじめ・暴力行為等の防止教室(県)【再掲】 

〇夏休み Zoom 講座の実施(読谷村) 

  ・スマホケータイ安全教室 

・環境学習 

○非行防止教室(久米島町) ※中止【再掲】 

久米島町内小学校・中学校・高等学校の児童生徒・保護者を対象にネット

犯罪防止・SNS によるいじめ防止等に関する非行防止教室を計画。 

 

＜会議・研修会等＞ 

○いじめ問題対策連絡会議等の開催（県警） 

○いじめに関する職員研修の実施(県) 

○いじめ事案に係る対策検討会(県) 

○研修実施（県) 

・小中生徒指導担当者研修会（国頭教育事務所が実施、内容「いじめの未

然防止、早期発見・早期対応」） 

・小中アシスト相談員研修（国頭教育事務所が実施、内容「暴力行為等の

実態および、対応」） 

・SSW・小中アシスト連絡会（中頭教育事務所が実施、内容「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」） 

・市町村教育長研修会（中頭教育事務所が実施、内容「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」） 

・要請訪問（中頭教育事務所が実施、実施校２校「小学校１校、中学校１

校」、内容「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」） 

○連絡協議会(県) 【再掲】 

・宮古島地区学校・警察連絡協議会（宮古教育事務所が実施） 

・那覇地区学校警察連絡協議会（那覇市、浦添市内の各学校が参加） 

〇７月に青少年いじめ問題対策連絡協議会を実施(浦添市) 

〇生徒指導主任研修会において、いじめ・暴力行為等の問題行動への対応に

ついてオンライン研修を実施(宮古島市) 

○「町いじめ問題対策連絡協議会」の開催（感染症予防のため書面にて）(北

谷町) 

○心の教室相談員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに

よる、児童生徒、教職員への教育相談(北谷町) 

 

＜立入り・実態調査＞ 

〇いじめアンケート調査（某小・中学校が実施、内容「いじめに関するアン

ケート調査を実施」）(県) 

○いじめアンケートの実施・分析による状況把握(県) 

 ○町立各小中学校における全児童生徒対象の「いじめに関するアンケート」

の実施による実態把握(北谷町) 

 

＜その他＞ 

○関係機関と連携したいじめ事案対応（県警） 
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〇学校・警察連絡協議会で、学校内外における児童生徒の問題行動への対応

及び健全育成に係る情報共有の場を設定(宮古島市)【再掲】 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

 


