
平成２７年度事業報告

１　治安情勢

　県内における治安情勢は、「安全なまちづくり総合対策」等の推進など、官

民挙げての総合的な犯罪抑止対策の結果、平成２７年の犯罪認知件数は９，４

２３件で、平成１５年から１３年連続して減少し、戦後で一番少ない数字と

なっている。

　これは、警察をはじめ、関係機関・団体等県民が総ぐるみで安全・安心なま

ちづくりに取り組んだことによるものである。

　しかしながら、数値面では治安が改善傾向にある一方で、子供、女性が被害

者となる犯罪や高齢者を狙った振り込め詐欺、サーバー犯罪など新たな脅威が

発生しており、県民が安全・安心を実感するところまでには至っていない。

２　事業概要

　県内の治安情勢を踏まえ、県民を犯罪から守り、青少年の健全な育成を図っ

て安全で安心して暮らせる沖縄県の実現に寄与することを目的として、県、警

察、教育委員会、各市町村、地区防犯協会及び自主防犯ボランティア等と連携

を密にし、次の事業を行った。

①　防犯思想の普及、広報、啓発及び犯罪の防止

②　少年非行の防止及び少年の健全育成

③　防犯団体が行う防犯活動に対する助成・支援

④　防犯対策に関する調査・研究及び資料収集

⑤　防犯活動の功労者及び防犯団体等に対する表彰

⑥　自転車の防犯対策の推進

⑦　遊技機関連の風俗環境の浄化及び古物営業等の適正化

⑧　風俗管理者講習及び調査

以下、各事業の推進結果は、次のとおりである。

事　　業 推　進　結　果

１　防犯思想の普及

広報・啓発及び犯罪

の防止

（１）　防犯思想の普及、広報、啓発及び犯罪の防止

ア　インターネットホームページの活用

　　インターネットホームページに防犯協会連合会や地区防

　犯協会等の活動状況等を掲載し、広報、啓発活動を実施した。

【実　績】

　　○　沖縄県青少年育成県民会議顕彰事業受賞者（６月）

　　○　全国地域安全運動ポスター・標語審査

　　○　防犯モデル共同住宅の認定

　　○　防犯功労者及び防犯功労団体等表彰

イ　メディア等の活用

　　新聞等のメディアや電光掲示板、のぼり旗及び防犯パト 

　ロール車等を活用した広報活動を実施した。

【実　績】

○　「ちゅらさん運動キャンペーン沖縄県民大会」にお

　ける横断幕・のぼり旗提示、チラシ配布等（９月）



○　全国地域安全運動の新聞広告（１０月）

○　飲料販売機電光掲示板を活用した広報（通年）

ウ　広報資料、資器材の作成・配布

　　ポスター、チラシ、リーフレット、月刊「安心な街に」等 

　を作成又は購入配布し、広報活動を実施した。

　　広報テープ（ＣＤ）等を作成又は購入配布し広報活動を

　実施した。

【実　績】

○　「安心な街に」購入配布（毎月 78 冊＋30）
○　全国地域安全運動広報テープ・ＣＤ作成配布

（14 枚　１０月）

○　青色回転灯付防犯パトロール車貸与（沖縄地区）

エ　「ちゅらさん運動」の推進

（ア）　ロゴマークの普及

　　　　ロゴマークバッチの作成、物品の印刷等ロゴマーク

　　　の普及活動を実施した。

【実　績】

　　○　ちゅらさんバッチ作成配布（2,538 個＋76）
　　○　ポスター・名刺等へロゴマーク印刷

（イ）キャンペーンの実施

　　「ちゅらさん運動」の浸透を目的に「ちゅらさん運

　　動キャンペーン沖縄県民ゴルフ大会」開催した。

（９月）

【実　績】

　○　大会参加者　　　　　　２２８名　＋４名

　○　キャンペーンーポスター作成配布（1,500 枚）

　○　横断幕１枚、のぼり旗提示

（２）　犯罪の防止

ア　犯罪の防止に配慮した共同住宅・駐車場の普及

　　県、県警察と協同して犯罪の防止に配慮した共同住宅の

　普及を図った。

【実　績】

　　○　防犯モデル共同住宅審査　　　　　　２件

　　○　防犯モデル駐車場登録　　　　　　　２件

イ　全国地域安全運動の実施

　　１０月１１日から２０日まだの間、全国地域安全運動を

　実施し、期間中に、地域の安全に対する意識高揚のために、 

　防犯功労者等の表彰をはじめ、各地区で住民大会等の各種

　行事を開催した。

ウ　防犯パトロールの実施

　　青色回転灯付防犯パトロール車を活用してパトロール活

　動を実施した。（通年）

２　少年非行の防

　止及び青少年の

　健全育成

（１）　広報・啓発資料の作成・配布

　　　チラシ、リーフレット等を作成又は購入配布し、広報

　　を実施した。



【実　績】

　○　映画「人生の約束」ポスター配布　　　　　　７００枚

　○　映画「さらばあぶない刑事」ポスター配布　　６５０枚

　○　映画「仮面ライダー１号」ポスター配布　　　６９０枚

（２）　全国地域安全運動ポスター・標語募集

　　　児童・生徒の防犯意識の醸成及び地域安全運動の広報

　　に活用するため、全国地域安全運動ポスター・標語の募

　　集をを行い、優秀作品入賞者を全国地域安全運動期間中

　　に表彰した。

　　　また、最優秀作品ょ活用して、広報ポスターを作成配

　　布した。

【実　績】

　　○　応募状況

ポスター 標語

地区防 236    －36 3,893    －235

県防連 71    －27 98    －45

全防連 15   +15 15    +11

    ○　表彰

　　　　ポスター　　　　　　　　　　１０名　－１０

　　　　標　語　　　　　　　　　　　１０名　－４

　　○　ポスター作成配布　　　　　　3,500 枚　＋1,500

３　防犯団体が行

　う防犯活動に対

　する助成・支援

（１）　活動支援

　　　　地域防犯協会や防犯ボランティアの防犯活動が、より

　　　効果的に実施されるよう、活動実態に応じて、必要なチ

　　ラシ等の資料、資器材を支援した。

【実　績】

　　○　上記１（１）ウに同じ

（２）　活動助成

　　　　地区防犯協会や防犯ボランティアの防犯活動が、より

　　　効果的に実施されるよう、活動実態に応じて、必要な活

　　　動助成金、団体総合保険加入を支援した。

【実　績】

　　○　防犯指導員の活動助成　（198 名　396,000 円）

　　○　少年指導委員活動助成　（63 名　　63,000 円）

　　○　団体総合保険加入　　　（955 名　 94,925 円）

　　○　地区防犯協会活動助成　　   　（378,720 円）

４　防犯対策に関

　する調査・研究

　及び資料収集

　新聞、テレビ等のメディア、警察、書籍及びインターネット等

から防犯対策に関する必要な情報を収集した。

５　防犯活動の功

　労者及び防犯功

（１）　防犯功労者及び防犯功労団体表彰

　　　　多年にわたり防犯活動に尽力し、犯罪の防止に功労が



　労団体等に対す

　る表彰

あったと認められる者及び団体の表彰を行う。

【実　績】

　　○　全国表彰

　　　　防犯栄誉金賞　（１名）　防犯栄誉銀章　（２名）

　　　　防犯栄誉銅章　（６名）

　　　　防犯功労団体　（１名）

　　○　九州表彰

　　　　防犯功労者　（４名）　防犯功労団体　（１団体）

　　○　県表彰

　　　　防犯功労者　（１３名）防犯功労団体　（６団体）

（２）　身近な犯罪抑止対策優秀警察署四半期表彰

　　　　安全なまちづくり総合対策の効果的な取り組みを促進

　　　するため、県警察と協同で四半期毎に身近な犯罪抑止対

　　　策優秀警察署を表彰した。

【実　績】

　　○　４／１半期　　沖　縄署　　名　護署

　　○　４／２半期　　沖　縄署　　名　護署

　　○　４／３半期　　豊見城署　　嘉手納署

　　○　４／４半期　　豊見城署　　嘉手納署

（３）　全国地域安全運動ポスター・標語表彰

ア　児童・生徒の防犯意識の醸成及び全国地域安全運動の広

　報に活用するため、全国地域安全運動ポスター・標語の募

　集を行い、審査と優秀作品を表彰した。

【実　績】

　　○　審査会　　（６月）

　　○　ポスター入選者表彰　　１０名

　　○　標語入選者表彰　　　　１０名

（４）その他表彰

ア　防犯協会の事業推進に関し、多大な協力又は貢献があった

と認められる者又は団体の表彰をした。

【実　績】

　　○　感謝状（個人）　６名

イ　ちゅらうちなー安全なまちづくり推進会議からの被表彰者

推薦依頼により、功労のあったと認められる者及び団体を選考

し、表彰上申し、受賞した。

【実　績】

　　○　ちゅらうちなー安全なまちづくり推進会議表彰

　　　　個人功労　　１名　　機関・団体貢献　　１社

　　○　沖縄県青少年育成県民会議表彰

　　　　個人　　２名　　　団体　　２団体

６　自転車の防犯

　対策の推進

（１）　防犯登録と広報・啓発の推進

　　　　窃盗犯の約２０パーセントを占める自転車盗を防止す

　　　るため、警察、地区防犯協会及び自転車防犯登録指定店

　　　と連携を密にして、自転車の窃盗防止の防犯広報、啓発



　　　活動を推進するとともに、防犯登録票の早期送付督励と

　　　迅速・的確な登録（入力）を推進した。

【実　績】

　　○　32,350件　　　－3,736

7　遊技議関連の風

　俗環境の浄化及

　び古物営業等の

　適正化

（１）　遊技機関連の風俗環境の浄化

　　　　営業等による遊技機の不正改造、無許可遊技機の使用

　　　等の不正行為の排除及び法令尊守を行わせるため、Ａ

　　　Ｍマークの貼付を行った。

【実　績】

　　○　Ａ m マーク貼付　　　25,000 枚　　－5,000
（２）　古物営業等の適正化

　　　　営業者の法令尊守の条件づくりに期するとともに、盗品

処分防止に反映させるため、古物営業者等の依頼により、古物営

業法に定める標識を作製した。

【実　績】

　　○　古物商許可標識　　　236 枚　　　＋40
　　○　質屋営業許可標識　　　0 枚

８　風俗営業管理

　者講習及び調査

（１）　風俗営業管理者講習

　　　　公安委員会の委託を受けて、風俗営業所の管理者に対し

　　　、管理者としての必要な法令、知識等について講習を行う。

【実　績】

　　○　講習回数　　　　　　　１１回

　　○　受講通知者数　　　１，６１８名　＋35
　　○　受講人数　　　　　　　 4 ８ 5 名  －170

（２）　構造・設備等の調査

　　　　公安委員会の委託を受けて、風俗営業の新規許可申請

　　　並びに営業所の構造・設備の変更許可申請の営業所が、

　　　法に定める技術上の基準に適合しているかの調査を行った。

【実　績】

　　○　新規許可申請　　　１７７件　　－73
　　○　構造変更許可申請　　　０件



平成２７年度主要行事等

月　別 主要行事等

４　月 ○　辞令交付　【事務局長、総務課長、業務課長、非常勤職員】

○　防犯モデル共同住宅審査委員委嘱状交付式

（一級建築士７名、防犯設備士１名、１日／事務所）

○　沖縄県警察学校入校式【短５６期・長３６期】（６日／警察学校）

○　風俗営業所管理者講習（２４日／与那原地区）

５月 ○　平成２６年春の勲章伝達式（８日／警察本部）

○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（８日／沖縄署）

○　地区防犯協会表彰式（１４日／糸満地区）

○　会計監査（１５日／事務所）

○　地区防犯協会表彰式（１９日／与那原地区）

○　地区防犯協会表彰式（２１日／うるま地区）

○　三役会議（２２日／事務所）

○　地区防犯協会表彰式（２２日／八重山地区）

○　地区防犯協会表彰式（２６日／小禄・豊見城地区）

○　地区防犯協会表彰式（２２日／宜野湾地区）

○　地区防犯協会表彰式（２２日／嘉手納地区）

○　風俗営業所管理者講習（２６日／浦添地区）

○　地区防犯協会表彰式（２７日／浦添地区）

○　沖遊連通常総会（２９日／沖遊連会館）

○　平成２７年度第１回理事会（２９日／サザンプラザ海邦）

６月 ○　地区防犯協会表彰式（２日／名護地区）

○　地区防犯協会表彰式（３日／石川地区）

○　地区防犯協会表彰式（５日／宮古島地区）

○　地区防犯協会表彰式（１１日／沖縄地区）

○　平成２７年度定時評議員会（１６日／サザンプラザ海邦）

○　地区防犯協会表彰式（２４日／那覇地区）

○　風俗営業所管理者講習（２６日／宜野湾地区）

７月 ○　九防連総会（７日／サザンプラザ海邦）

○　防犯モデル共同住宅審査（１３日／那覇市）

○　風俗営業所管理者講習（１７日／沖縄地区）

○　全国地域安全運動ポスター・標語審査会（１９日／サザンプラザ海邦）

○　県社交飲食業　通常総代会・懇親会（２４日／沖縄市芸能館）

○　三役会議（３０日／事務所）



○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（３０日／沖縄署）

８月 ○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（７日／名護署）

○　平成２６年度防犯功労者表彰審査会（４日／警察本部）

○　風俗営業所管理者講習（１７日／嘉手納地区）

○　沖縄県少年補導員会連絡協議会表彰式（２２日／サザンプラザ海邦）

○　沖縄県警察逮捕術大会（２４日／県立武道館）

○　風俗営業所管理者講習（２８日／宜野湾地区）

９月 ○　ちゅらさん運動キャンペーンゴルフ大会（４日／宜野座カントリー）

○　風俗営業所管理者講習（１７日／うるま・石川地区）

○　全国地域安全運動推進協議会（２２日／警察本部）

○　警察学校卒業式（２４日／警察学校）

○　防犯功労者等表彰式（２８日／サザンプラザ海邦）

１０月 ○　全国地域安全運動出発式（９日／警察本部）

○　青色パト交付式（９日／沖縄署）

○　防犯フェア（１７日／宜野湾市民会館）

○　風俗営業所管理者講習（２７日／本部・名護地区）

○　沖縄県警察柔剣道大会（３０日／奥武山）

１１月 ○　平成２７年秋の叙勲伝達式（９日／警察本部）

○　沖縄県殉職警察職員慰霊祭（１１日／那覇市）

○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（１１日／嘉手納）

○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（１３日／豊見城）

○　防犯モデル共同住宅登録通知書交付式（１２日／事務所）

○　風俗営業所管理者講習（２０日／那覇市）

１２月 ○　年末・年始総合警戒に伴う街頭激励巡視（１９日／那覇市）

１月 ○　年頭視閲式（８日／北谷町美浜）

○　風俗営業所管理者講習（１９日／小禄・豊見城・糸満地区）

○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（２８日／嘉手納署）

２月 ○　安全なまちづくり総合対策優秀警察署四半期表彰（４日／豊見城署）

○　子ども１１０番連絡協議会（１２日／警察本部）

○　風俗営業所管理者講習（２４日／八重山地区）

○　風俗営業所管理者講習（２５日／宮古地区）

３月 ○　防犯モデル共同住宅審査（８日／沖縄市）

○　三役会議（１１日／事務所）

○　平成２７年度第２回理事会（１８日／サザンプラザ海邦）



○　警察学校卒業式（２５日／警察学校）

○　防犯モデル共同住宅登録通知書交付式（３０日／事務所）

平成２７年度　表彰

1　全国防犯協会連合会会長・警察庁長官連盟表彰【防犯功労者表彰　防犯功労団体】

表彰種別 受賞者（団体） 地区別 所属団体等

防犯栄誉金賞 宮城　功光 名　護 名護地区防犯協会顧問

防犯栄誉銀章 比嘉　明典 宜野湾 宜野湾地区防犯協会会員

野原　哲 糸満 糸満地区防犯協会西崎支部副支部長

防犯栄誉銅章 野澤　操子 那覇 那覇地区防犯協会副会長

金城　明子 糸満 女性地域安全パトロール隊「ぐるくん」会長

當間　ヨシ子 うるま うるま地区防犯協会賛助会員

高良　安昌 石　川 石川地区防犯協会会長

三木　巌 八重山 八重山地区防犯協会賛助会員

平良　栄一 八重山 八重山地区防犯協会会長

功労ボランティア

団体

ひらら東川根自治会防犯パト

ロール隊
宮古島 代表者　平良　博延

2　九州防犯協会連絡協議会会長・九州管区警察局長連盟表彰【防犯功労者表彰　防犯功労団体表彰】

表彰種別 受賞者（団体） 地区別 所属団体等

防犯功労者 金城　忍 那　覇 那覇地区防犯協会理事

柴引　清保 沖　縄 沖縄地区防犯協会理事

岸本　正博 名　護 名護地区防犯協会理事

前川　尚誼 宮古島 宮古島地区防犯協会会長

防犯功労団体 宜野湾市普天間三区自治会 宜野湾 代表者　渡名喜　庸松

3　沖縄県防犯協会連合会会長・沖縄県警察本部長連盟表彰【防犯功労者表彰　防犯功労団体表彰】

表彰種別 受賞者（団体） 地区別 所属団体等

防犯功労者 中尾　恵子 那　覇 那覇地区ﾎ防犯協会賛助会員・沖縄県防犯指導員

喜納　正文 那　覇 沖縄県防犯指導員

高良　茂正 糸　満 糸満地区防犯協会西崎支部会員

照屋　勝子 与那原 与那原地区防犯協会理事

新垣　秀信 宜野湾 宜野湾地区防犯協会会長

与那城　米子 宜野湾 宜野湾地区女性団体連絡協議会会長



喜友名　則秀 嘉手納 嘉手納地区防犯協会理事・沖縄県防犯指導員・

嘉手納地区少年補導員協議会副部長

島袋　啓二 うるま 沖縄県防犯指導員

樋口　フジ子 石　川 石川地区レディースサポートクラブ石川分会員

照屋　喜和子 名　護 名護地区防犯協会理事・

名護地区防犯協会女性部副部長

大村　好美 本　部 本部町更生保護女性会会長

平良　正樹 宮古島 宮古島地区防犯協会理事・宮古島地区防犯協会

福嶺支部長

荷川取　明 八重山 八重山地区防犯協会副会長

ポスター 区　分 地　区 氏　　名 年　齢 学校名または職業

1　防犯活躍 最優秀 沖　縄 日名子　芽唯 13 沖縄市立宮里中学校２年

優秀 宮古島 砂川　彩華 14 宮古島市立上野中学校２年

佳作 小・豊 平良　立 14 那覇市立金城中学校２年

与那原 平良　麻陽 16 県立開邦高等学校２年

浦　添 仲宗根　萌 15 西原町立西原中学校３年

2　振り込め
詐欺防止

最優秀 沖　縄 新崎　美菜子 14 沖縄市立宮里中学校３年

優秀 与那原 山入端　もね 16 沖縄県立知念高等学校２年

佳作 浦　添 土井　奈儀子 15 西原町立西原中学校３年

浦　添 新城　優音 14 西原町立西原中学校３年

沖　縄 吉山　明里 14 沖縄市立宮里中学校３年

標語 区　分 地　区 氏　　名 年齢 学校名または職業

1　防犯活動 最優秀 那　覇 志多伯　一稀 14 那覇市立城北中学校３年

優秀 那　覇 村上　千桜 12 那覇市立城北中学校１年

佳作 沖　縄 砂川　眞子 14 沖縄市立美東中学校３年

名　護 山城　文花 11 国頭村立佐手小学校６年

八重山 上原　虹乃 13 石垣市立石垣第二中学校２年

2　振り込め
詐欺防止

最優秀 那　覇 香村　友哉 12 那覇市立城北中学校１年

優秀 沖　縄 仲宗根　慧哉 14 沖縄市立美東中学校３年

佳作 小・豊 儀間　光 13 豊見城市立豊見城中学校２年

浦　添 下地　鈴香 17 沖縄県立浦添商業高等学校２年

宜野湾 儀間　朝奏 10 宜野湾市立はごろも小学校５年



平成２７年全国地域安全運動ポスター・標語県内応募総数（地域別）

地区別 ポスター 標語

地区への応募数 県防連への応募数 地区への応募数 県防連への応募数

那覇 9 9 1072 9

小禄・

豊見城
24 11 556 9

糸満 0 0 203 9

与那原 6 6 42 5

浦添 58 9 58 9

宜野湾 58 10 597 9

沖縄 40 6 515 9

嘉手納 8 2 13 4

うるま 0 0 0 0

石川 0 0 252 9

名護 12 6 19 8

本部 0 0 0 0

宮古島 14 9 63 9

八重山 7 3 493 9

計 236 71 3893 98


