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令和３年中のサイバー犯罪の検挙及び相談状況について 

 

第１ サイバー犯罪の検挙状況 

１ サイバー犯罪の検挙件数（過去 10年の推移） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

２ 検挙内訳（令和３年） 

罪   種 件数 

詐欺 47 

青少年保護育成条例違反 35 

電子計算機使用詐欺 23 

不正アクセス禁止法違反 22 

児童買春･児童ポルノ法違反 16 

ストーカー行為規制法違反 9 

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列･頒布 4 

脅迫 3 

犯罪収益移転防止法違反 3 

児童福祉法違反 3 

種の保存法違反 1 

電子計算機損壊等業務妨害 1 

風俗営業適正化法違反 1 

強要 1 

軽犯罪法違反 1 

合   計 170 

 

 

検挙件数の推移 

（H24～R03） 



３ 検挙事例（令和３年） 

【不正アクセス禁止法違反】 

  被疑者は、他者と共謀の上、携帯電話利用者にショートメールを送信して携

帯電話事業者の偽サイトに誘導し、入力された ID・パスワードを不正に使用

して不正アクセスを行った。 

【沖縄県青少年保護育成条例違反】 

 被疑者は、無料通話アプリを利用して知り合った 18 歳に満たない児童に対

し、わいせつな行為をした。 

【電子計算機損壊等業務妨害】 

 被疑者は、自身が勤務する会社の業務を妨害しようと企て、同社のサーバに

保存されていたデータを削除し、業務を妨害した。 

第２ サイバー犯罪等に関する相談受理件数 

１ 相談受理件数（過去３年の推移） 

  R01 R02 R03 前年比 

詐欺・悪質商法に関する相談 

（インターネット・オークション関係を除く。） 
525 644 826 +182 

不正ｱｸｾｽ、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｲﾙｽに関する相談 138 159 279 +120 

迷惑メールに関する相談 101 176 269 +93 

クレジットカード番号盗取等に関する相談 51 114 251 +137 

名誉毀損、誹謗中傷等に関する相談 135 193 221 +28 

違法・有害情報に関する相談 81 105 86 -19 

インターネット・オークションに関する相談 21 14 19 +5 

その他 157 236 212 -24 

合     計 1,209 1,641 2,163 +522 
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相談受理件数の推移 

（H24～R03） 



                                  

２ 主なサイバー犯罪等に関する相談事例 

(1) 詐欺・悪質商法に関する相談 

・ インターネットを閲覧中に、ウイルスに感染したとの表示が出て、ここ 

に電話するようにとの言葉と電話番号が表示されたことから、架電したと 

ころ、サポート契約をさせられ、料金請求された。 

・ SNS で知り合った者から投資持ちかけられ、興味があったのでお金を相手 

に払ったのだが、連絡が取れなくなった。 

・ あるショッピングサイトで商品を購入して商品代金を支払ったが、商品

は一向に届かずショッピングサイトも閉鎖していた。 

 

 身に覚えのない料金請求については相手の言い分をうのみにすることなく、冷静

に対応しましょう。また、インターネットショッピングのトラブルについても引き

続き相談が寄せられていますので注意しましょう。 
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2018012400037/ 

 

(2) 名誉毀損、誹謗中傷等に関する相談 

・ SNS で実名とともに中傷する内容が書き込まれ困っている。 

・ 携帯電話に脅迫めいたメールが送られてくる。 

 

(3) クレジットカード番号盗取等に関する相談 

・ 海外サイトで何者かに私のクレジットカードを使われたらしく、カード

会社から料金を請求されている。 

 

(4) 迷惑メールに関する相談 

・ 頻繁に送られてくる迷惑メールにどう対処したらよいか。 

 

(5) 違法・有害情報に関する相談 

・ インターネット掲示板に犯行予告が掲載されている。 

・ SNS 上で違法薬物を販売している者がいる。 

 

 全国的に市役所や商業施設などに対する爆破予告等が行われ、検挙者も出ていま

す。犯行予告は業務妨害や脅迫に問われる場合がありますので、冗談であっても書

き込まないでください。 

 

(6) 不正アクセス・コンピュータウイルスに関する相談 

・ 大手フリマサイトを装ったショートメール（SMS）が送られてきたため、

本物と思ってメールに記載されたサイトにアクセスし、ID とパスワード

を入力したところ、勝手に商品を購入された。 

・ 携帯決済が何者かに勝手に使用されて、高額な料金請求が来ている。 

・ 宅配業者から不在通知がショートメッセージで届き、指示通りスマート

フォンへアプリをインストールしたところ、アドレス帳のデータが漏え

いしてしまった。 

・ インターネットバンキングで使用している ID とパスワードを何者かに 



 不正使用され、現金を引き出されてしまった。 

 ※ インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況 

 

 

 

 
   https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2018011900026/files/H30_netbanking.pdf 

第３ サイバー犯罪の抑止に向けた県警察の取組 

１ 関係機関と連携した対策の推進 

 県警察ではサイバー犯罪の未然防止を目的に、関係機関との協議会の開催及

び協定の締結を実施しています。 

○ 県内インターネットサービスプロバイダ事業者等と沖縄県サイバー犯罪対

策連絡協議会の設立（平成 10 年 11 月） 

○ 県内インターネットカフェ事業者等と沖縄県インターネット利用施設連絡

協議会の設立（平成 20 年６月） 

○ 県内金融機関と「サイバー犯罪の未然防止及び共同対処協定に関する協定」

を締結（平成 26 年９月） 

○ 琉球大学工学部と「サイバー犯罪対策に係る連携した取組に関する協定」

を締結（平成 27 年３月） 

○ 沖縄県商工会議所連合会及び沖縄県商工会連合会と「サイバーセキュリテ

ィに関する相互協力協定」を締結（平成 30 年３月） 

○ 沖縄県情報産業協会と「サイバーセキュリティに関する相互協力協定」を

締結（令和２年 10 月） 

 

２ 各種広報啓発活動の推進 

○ 学校や企業等へ出向いたサイバー犯罪被害防止に関する講演活動 
  https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2018012200033/ 

○ 地域 FM 局での情報発信 

○ 街頭や巡回連絡等での広報啓発チラシの配布 

 

３ インターネットを活用した情報発信 

○ 県警ホームページ 
  https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2018011900026/ 

○ 安心ゆいメール 
  https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015022300142/ 

○ サイバー犯罪対策課公式 SNS（ツイッター・LINE） 

  ・ツイッター（@OPP_cyber）    ・LINE（@482iylcn） 

 

 

 

 

区分 R01 R02 R03 前年比

発生件数 14件(法人3) 41件(法人3) 5件(個人5) -36件

被害額 3,551万円 3,614万円 882万円 -2,732万円


