
沖縄県警察
50年の歩み

沖縄県警察本部
Okinawa Prefecture Police





　県警察は、令和４年５月15日をもって発足50周年を迎えました。
　日本復帰までの27年間の米国統治下、復帰前後の激動の時代など、他府県警察とは異なる歩
みを経て琉球警察から新しい「沖縄県警察」へと生まれ変わり、今日に至ります。
　沖縄県は、島しょ県であり、国境離島を抱えているほか、米軍基地や日本復帰に伴う諸課題
など、他府県にはない事情がありますが、復帰から50年間の県警察の道のりを顧みますと、復
帰に伴う通貨交換、交通方法の変更、九州・沖縄サミットを始めとする度重なる大規模警備、
与那国島への地方事情御視察を始めとする行幸啓等の警衛警備がありました。
　さらには、数次にわたる激しい暴力団抗争事件を始め、幾多の困難な事件・事故に直面しつ
つも、国民、県民、関係機関・団体の皆様の多大な御協力、警察庁を始めとする全国警察の支
援、組織の総合力を発揮してこれらを乗り越え、県警察に対する県民の期待と信頼に応えてき
たところであります。また、警察本部庁舎の新築をはじめとする、施設、装備等警察基盤の整
備、職員の増員など県警察は50年の間着実に成果を上げつつ、格段の発展を遂げております。
私たちはこの栄えある県警察の伝統を受け継ぎ、更に進歩させていかなければなりません。
　他方、例えば昨今の新型コロナウイルス感染症の影響は、国民の生活様式や行動の変化にと
どまらず、社会を急速かつ大きく変容させました。警察はこうした時代の流れで生じる社会の
変化に適応しつつ、新たに生じ、又は変化する治安情勢に適切に対応していく必要があること
から、職員一丸となって積極的に取り組んで参ります。
　県警察発足50年の節目を迎えるに当たって、県警察の足跡を記念誌として「沖縄県警察50年
の歩み」を発刊することになりました。
　本記念誌は、「親しみやすさ、読みやすさ」を重視し、写真、図表等を多用して50年間の県
警察の組織、制度等の沿革、各種警察活動の変遷やその成果を記載するとともに、また、新た
な視点として県民生活に最も身近な各警察署の50年のあらましなどをまとめた「警察署の歩み」
も盛り込んでいます。
　今後とも、県警察が、沖縄県公安委員会の管理の下、本記念誌に盛り込まれた県民、関係機
関・団体等の皆様とともに築き上げてきた成果を礎に「県民のために、県民とともにある警察」
を目標として、県民の負託に応えるため一層邁進することを決意して発刊のことばといたします。

発刊のことば

　　沖縄県警察本部長　

　　　鎌　谷　陽　之



　県警察が発足50周年を迎え、その記念事業の一環として「沖縄県警察50年の歩み」を発刊さ

れることに対し、心からお祝いを申し上げます。

　私も１年半という短い期間ではありましたが、県警察の皆さんとともに50年の歴史の一部を

共有することができました。

　思えば、新型コロナウイルス第３波の最中に着任し、その当日に参加することとなった年頭

視閲式において県警察職員の士気の高さを目の当たりにし、県民の安全・安心を確保していく

決意がより一層強固なものとなったことを思い出します。

　在任中に、様々な事件事故や警護警備等数多くの事案への対応、予算の確保、組織・制度の

構築等について、県警察の皆さんと共に携わることができたことは、私にとって一生の宝です。

　今後も引き続き困難で複雑な問題が数多く存在する中、社会情勢、県民生活様式等の変化に

適応しつつ、新たに生じ、変容する治安上の諸課題や警察行政に係るニーズに的確に対応する

ため、合理的な組織運営が求められることと思います。

　県警察の皆さんにあっては、県公安委員会の御指導の下、一致協力して県警察の執行力を維

持・向上させ、県民の期待と信頼に応える力強くしなやかな警察を実現されることを期待して

おります。

　結びに、この記念誌が、現在の県警察が県民、関係機関・団体等の皆様とともに培ってきた

様々な成果を広く知っていただくために活用されること、そして、県警察の輝かしい歴史と伝

統を受け継ぎ、今後一層困難を極めていくことが予想される治安の重責を担っていく県警察職

員にとっての道しるべになることを祈念してお祝いの言葉とします。

発刊によせて

　　前沖縄県警察本部長　

　　　日　下　真　一
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県警察発足からの10年

沖縄の日本復帰と沖縄県警察の発足
 （S47.5.15）

沖縄の日本復帰と同時に沖縄県警察の新たな
歴史がスタート

拳銃の常時携帯開始（S51.6.22）
外勤警察官から順次拳銃携帯を開始

沖縄県警察発足式（本部長訓示）

第1回職務質問競技会 
（S52.10.24）

警察学校において、県警察初
の職務質問競技会を開催

機動隊隊旗授与式 
（S52.11.28）

警察本部長から隊旗授与

1972-198
2



県警察発足からの10年 昭和47年（1972年）～昭和57年（1982年）

沖縄県警察音楽隊発足 
（S53.4.1）

総員28名の隊員から成る警察音楽隊発足

730交通方法変更 （S53.7.30）
昭和53年7月30日午前６時、沖縄県の交通方

法が「人は右、車は左」と全国同様の方法に
変更

警察犬訓練所開所式 
（S53.10.16）

直轄警察犬制度の開始に伴い、
与那原警察署構内に直轄警察犬訓
練所を設置

同訓練所は令和４年４月現在豊
見城警察署敷地内に設置

第１回沖縄県警察駅伝大会（S56.11.14）
那覇市の奥武山陸上競技場において、第１回沖縄県警察駅伝

大会を開催

昭和57年度九州管区内警察
けん銃射撃競技大会
第２位入賞（S57.6.15）

県警察代表チームは、参加10回目にし
て初の第２位入賞

昭和57年度全国警察逮捕術大会
第３位入賞（S57.11.10）

日本武道館で開催された大会で、県警察代
表チームは初の第３位入賞



1983-199
2県警察発足後11年～20年

第28回全国警察音楽隊演奏会初参加
（S58.10.22～10.23）

愛媛県で開催された大会に初参加。沖縄独特の空手
演武を取り入れてアレンジしたメロディ等を全国の舞
台で披露

第42回国民体育大会-海邦国体
第23回全国身体障害者スポーツ大会-かりゆし大会 警衛警備（S62.9月・10月・11月）

海邦国体夏季大会（9.20～9.23）、同秋季大会（10.25～10.30）、かりゆし大会（11.14～11.15）がそれぞれ開催され、
期間中は皇族及び要人の警衛警護等大規模警備を実施

機動隊災害警備訓練
（S63.8.19）

国頭村西銘岳において災害警備訓練を実施



県警察発足後11年～20年 昭和58年（1983年）～平成４年（1991年）

沖縄県警察葬（H2.12.15）
第六次暴力団対立抗争事件における捜査中、暴力

団員の凶弾に倒れた２名の警察官の沖縄県警察葬を
挙行（沖縄市体育館）

警察武道館（武徳殿）閉館柔道剣道大会
（H1.8.30）

昭和14年に大日本武徳会の演武場として建設、戦後
は警察庁舎、警察武道館として親しまれた武徳殿の閉
館に伴う柔道剣道大会を開催

九州管区内警察柔道･剣道･逮捕術大会 
（H4.9.16～H4.9.18）

沖縄県警察発足20周年記念大会として、那覇
市民体育館において開催（県警察は柔道３位、
逮捕術準優勝）



1993-200
2県警察発足後21年～30年

第44回全国植樹祭・地方事情御視察に伴う
行幸啓警衛警備 （H5.4.23～4.26）

天皇皇后両陛下の第44回全国植樹祭への御臨席及び
地方事情御視察に伴う行幸啓警衛警備を実施

警察官の制服改正 (H6.4.1）
警察官の制服が改正され、警察本部において

新制服による本部長点検を実施

警察本部新庁舎完成（H5.10.28）

沖縄全戦没者追悼式警護警備
（H7.6.23）

村山首相以下政府要人等の警護警備
を実施



県警察発足後21年～30年 平成５年（1993年）～平成14年（2002年）

九州･沖縄サミット警護警備
（H12.7.21～7.23）

名護市部瀬名岬の万国津梁館を主会場に、我が
国初の地方・分離によるサミットが開催

警察署協議会の設置
（H13.6.1）

県下14警察署に警察署協議会を設
置、各警察署協議会委員には委嘱状
を交付

「ポリスフェスタ2002」の開催
（H14.10.5～10.7）

沖縄県復帰30周年記念事業の一環として、那覇市内のパレット
くもじ前交通広場をメイン会場に「ポリスフェスタ2002」を開催



2003-201
2県警察発足後31年～40年

シーサー遊撃隊の発足 （H15.1.17)
警察本部員による部隊を編成。毎週末指定警察署へ

派遣し、身近な犯罪の抑止活動への支援を実施 警察体力検定等の導入 （H15.3.17）
「沖縄県警察の体力検定等実施に関する訓

令」を改正し、警察体力検定（JAPPAT）
及び文部科学省新体力テストを導入

「国立劇場おきなわ」開場記念公演・地方
事情御視察に伴う行幸啓警衛警備

（H16.1.23～1.26）

米軍ヘリの墜落事故（H16.8.13）　
米軍ヘリが沖縄国際大学構内に墜落炎上

ちゅらうちなー安全なまちづくり
条例の施行（H16.4.1）

平成15年12月25日に制定された条例の施
行に伴い県内各地で広報活動を実施

ちゅらさん運動ロゴマーク



県警察発足後31年～40年 平成15年（2003年）～平成24年（2012年）

ポリスフェスティバルの開催
（H24.7.8)

県立武道館アリーナ棟及び周辺施設において
県警察発足40周年記念式典「ポリスフェスティ
バル」を開催

警察航空機「なんぷう」配備
（H21.4.7）

小さな音楽隊ミュージックパトロール
（H22.9.21）

「秋の全国交通安全運動」出発式を盛り上げるため、
小さな音楽隊による「ミュージックパトロールＩＮ
渡嘉敷島」を開催

第32回全国豊かな海づくり大会・地方事情御視察に伴う行幸啓警衛警備
（H24.11.17～11.20）

東日本大震災被災地への特別派遣
（H23.3.30～H26.5.3）

被災地における警察活動を支援するために
各種部隊を数次に分けて特別派遣



全国白バイ安全運転競技大会上位入賞
（H25.10.12～10.13）

茨城県において開催された大会で、第2部団体５位、
個人総合男性の部で10位に入賞

安倍総理大臣来県に伴う警護警備
（H25.2.2)

安倍総理大臣が県知事との面談及び県内視察等のた
め来県。警察本部にも来庁し職員に訓示

平成25年度沖縄県警察通信指令競技大会（H25.7.26）

2013県警察発足41年後 平成25年（2013年）



情報通信部通信機器展示会
 （H26.9.16）

全国警察剣道大会第三部準優勝（H26.10.28）
日本武道館で開催された大会で県警察初の準優勝

サイバー犯罪の未然防止及び共同対処に関する
協定（H26.9.4）

県内に本店を置く金融機関と県警察の間でサイバー犯罪の未
然防止と共同対処を内容とする協定を締結

対馬丸犠牲者の慰霊に伴う行幸啓警衛警備 
（H26.6.26～6.27）

2014県警察発足42年後 平成26年（2014年）



全国警察拳銃射撃大会第２部　第３位入賞（H27.11.17）

シーサー君の人事異動に伴う辞令交付式及
び壮行会 （H27.7.30）

県警察のマスコット「シーサー君」を宮古島警察署、
八重山警察署に無期限配置 九州管区内警察逮捕術大会・拳銃射撃

競技大会における上位入賞（H27.9.16）
逮捕術団体及び女子個人で準優勝。拳銃射撃競

技大会において個人戦私服警察官の部で優勝

「110番の日」広報啓発活動（H27.1.10）
各警察署において県民へ110番の正しい利用を呼びかける広報啓発活動を実施

2015県警察発足43年後 平成27年（2015年）



平成28年熊本地震への応援派遣（H28.4.16～6.9）
航空隊２回、地域課特別派遣部隊を４陣にわたり応援派遣

飲酒運転根絶ロゴマークの
制定（H28.9.9）

沖縄県飲酒運転根絶条例のさらな
る推進を図るため、ロゴマークを制
定し飲酒運転根絶県民大会を開催

平成28年全国地域安全運動 （H28.10.11～10.20）
全国地域安全運動のスタートをアピールするため警察本部及び各警察署で出発式を開催

2016県警察発足44年後 平成28年（2016年）



平成29年夏の交通安全県民運動開始式　（H29.7.10）
県民に交通安全思想の普及・浸透を図ることを目的とした「夏の交通安全県民運動」

の開始式を開催

「沖縄シーサー警ら隊」団結式（H29.1.18）
特別出向者が配属される警察本部及び警察署の自動

車警ら係の名称を「沖縄シーサー警ら隊」と命名、団
結式を開催

全国警察柔道大会第三部優勝
（H29.10.17）

日本武道館で開催された大会で県警察初の
優勝

2017県警察発足45年後 平成29年（2017年）



「広報用写真コンクール」警察庁長官賞等の受賞（H30.11.28）
県警察出品の作品が警察庁長官賞及び警察庁長官官房長賞を受賞（警察庁長官賞は県警察初）

女性警察官を対象とした逮捕
術訓練の実施（H30.8.31）

現場執行力の強化を図る方策の一環
として女性警察官を対象とした訓練を
実施

島守之塔の清掃活動
（H30.6.18～6.19）

糸満市摩文仁の「島守之塔」において、警察学校の
教官と学生による清掃活動を実施

平成30年沖縄地方事情御視察に伴う行幸啓警
衛警備 （H30.3.27～3.29）

天皇皇后両陛下の地方事情御視察（本島及び与那国島）に
伴う行幸啓警衛警備を実施

2018県警察発足46年後 平成30年（2018年）

警察庁長官賞  題名「南の島の帰り道」 警察庁長官官房長賞 題名「足痕跡採取」



勤務管理システム運用開始 
（H31.1.1）

平成31年沖縄県警察年頭視閲式（H31.1.11）
北谷町営駐車場（美浜駐車場）において平成最後となる年頭視閲式を開催

第28回暴力団追放沖縄県民大会（R1.11.12）

秋篠宮皇嗣同妃両殿下の第43回全国育樹祭・地方事情御視察に
伴うお成り警衛警備（R1.12.14～12.15）

2019県警察発足47年後 平成31年・令和元年（2019年）



国境離島警備隊の発足
（R2.4.1）

国境離島における武装集団による不
法上陸事案等の対処に当たるための部
隊として発足

第22代目警察犬の配置
（R2.10.16）

第22代目沖縄県警察直轄警察犬と
して「レグルス号」を新規配置

沖縄県警察新型コロナウイルス感染症対策（R2.3.27～）
対策本部及びプロジェクトチーム（PT）を設置。各所属においても感染防止対策を推進

沖縄県警察出向者辞令交付式（R2.4.1）
国境離島警備隊の新設に伴い県警察の警察官が増員

されたことを受け、他都道府県警察から出向してきた
一般治安要員に対する辞令交付式を挙行　

2020県警察発足48年後 令和２年（2020年）

新型コロナウィルス感染症対策に伴うプロジェ
クトチームの活動状況

コロナ禍における窓口業務移転訓練
（宜野湾警察署）



広報用写真コンクール
長官賞受賞（R3.1.8）

題名「明日も頑張ろうか」

改正水上安全条例の施行（R3.5.1）
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例（水上安全条例）を17年

ぶりに一部改正して施行

警衛対策課の設置
（R3.10.1）

令和４年に開催予定の「第
37回国民文化祭及び「第22回
全国障害者芸術・文化祭」に
伴う行幸啓警衛警備に向けて
警衛対策課を設置

女性警察官との語る会
（R3.11.17）

女性警察官が「自身のキャリアを踏まえどのように活
躍していくか」をテーマに警察本部長等幹部職員との語
る会を開催

 

大規模災害発生時における
支援に関する協定の締結

（R3.11.5）
嘉手納警察署、うるま警察署

及び機動隊は、自治体、関係機
関と所要の協定を締結

 

2021県警察発足49年後 令和３年（2021年）



沖縄復帰50周年記念式典に伴う
警護警備

（R4.5.14～5.15）

初任科短期課程第64期・同長期課程第43期
一般職員初任科第27期・特別捜査警察官課程入校式

（R4.4.5）

「沖縄県警察官友の会50
年のあゆみ」贈呈式

（R4.3.15）
昭和45年４月に発足し、令和

２年に創立50周年を迎えた沖縄
県警察官友の会による記念誌贈
呈式

2022県警察発足50年後 令和４年（2022年）
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県警察における庁舎の変遷
　令和4年4月現在、沖縄県には警察本部庁舎、14の警察署庁舎、交番・駐在所施設などがあります。
　それぞれの施設は、時代のニーズに対応するため変遷を重ねて現在に至っています。地域住民及び地域社会の安全と
安心の拠点として、県警察はこれからも施設の整備を計画的に進めていきます。

日本復帰前の琉球警察局庁舎と武徳殿
（中央左側三角屋根の建物が武徳殿）

浦添市警察署仲間交番
浦添市仲間二丁目在

建築年月：昭和53年4月
令和4年4月現在、県内で最古
の交番で、昭和60年の浦添警
察署新設に伴い、宜野湾警察
署から編入されました。

名護警察署許田駐在所
名護市許田在

建築年月：昭和56年2月
令和4年4月現在、県内で最古
の駐在所で、名護市許田、幸
喜、喜瀨を所管区としています。

那覇警察署首里交番
那覇市首里当蔵町在

建築年月：平成25年4月
交番がある龍潭通りは、市の
都市景観形成地域の指定を受
けていることから、赤瓦を用
いるなど古都首里の環境と調
和させた落ち着きのある外観
としています。

本部警察川平駐在所
伊江村字川平在

建築年月：令和3年3月
高齢者や障害のある方などの
利用を考慮し、入口からカウ
ンターまで点字ブロックを設
置するなど、来所者に配慮さ
れた構造になっています。

地域の安全・安心の拠点　交番・駐在所 地域の特性・時代への対応
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建
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　武徳殿は、昭和14 年、那覇市美栄橋
町（現在の那覇市泉崎、県議会棟所在
地）に大日本武徳会沖縄支部の演武場
として県内外各界有志及び県民の浄財
で建設された建物です。
　沖縄戦の戦禍を耐えて、戦後は一時
米軍に接収された後、昭和34 年まで警
察本部庁舎として、それ以降は警察本
部武道場として使用されましたが、平
成元年、県の新庁舎（議会棟）建設に
伴い解体されました。

戦禍を耐え抜いた「武徳殿」

川平駐在所内部の様子
カウンターまで
点字ブロックを
設置

車椅子使用者に
配意したトイレ
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　沖縄県警察発足時の警察本部庁舎は、昭和34年に那覇市泉崎（現在の県議会棟所在地西側）に建設された琉球警察局
庁舎が使用されていました。
　同庁舎は、平成5年10月に新庁舎が建築されるまでの34年間使用されました。

警察本部旧庁舎（S34〜H5）

コザ警察署庁舎（S43〜H2）

沖縄警察署旧庁舎（H2〜H24）

沖縄警察署新庁舎（H24〜）

糸満警察署新庁舎（R2〜）
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沖縄県警察本部新庁舎（H5〜）

琉球警察から沖縄県警察へ

糸満警察署玄関付近の様子

糸満警察署の庁舎は、巨大地震〈震度７程度）に対する耐
震性と、訪れる全ての人に配慮した設計〈ユニバーサルデ
ザイン〉を特色としています。



警察装備の紹介
制服・階級章制服・階級章

パトカーパトカー

昭和44年～平成6年 平成6年～現在

終戦直後 昭和55年頃復帰前

平成10年頃

旧制服

現		在

米軍払い下げのジープ米軍払い下げのジープ 外国製パトカー外国製パトカー

平成21年以降、車体側面等に ｢POLICE｣ と表示平成21年以降、車体側面等に ｢POLICE｣ と表示

　昭和27年の琉球政府発足当初、警察官は独自の制服を着用していましたが、昭和28年、日本警察と同様の制服にな
りました。（一部差異あり。）
　平成６年、全国一斉に制服のデザインが一新され、新しい制服と階級章に切り替わりました。

　警察車両は、終戦直後、米軍から
の払い下げジープ等を使用していま
したが、昭和28年、５台の警ら用無
線自動車（パトカー）が初配備され
ました。
　日本復帰後、年々増強され、現在
は警察本部や各警察署に、多くのパ
トカーが配備されています。
　県民に最も親しまれている警察装
備であり、県民の安全・安心のために、
昼夜問わず警ら活動を行っています。

警 視 監
警察本部長

警 視 長

警 視 正 警察本部の部長等
大規模警察署の署長

警 視 警察本部の課長等
警察署の署長等

警 部 警察本部の課長補佐
警察署の課長等

警 部 補 係長

巡査部長 主任

巡 査 長 係員

巡 査 係員平成6年～現在

夏服 合服 冬服
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船舶船舶

ヘリコプターヘリコプター

白バイ白バイ

復帰前

昭和55年頃

昭和43年頃

現		在

現		在

現		在

｢はやとり｣	｢はやとり｣	

｢しまもり（初代）｣	｢しまもり（初代）｣	

｢しゅれい｣	｢しゅれい｣	

しまもり（３代目）しまもり（３代目）

　警察用船舶は、日本復帰前の昭和25年に５隻が初配備
されました。
　現在は、那覇警察署や離島警察署などに５隻（水上オー
トバイ、ゴムボート等を除く。）の船舶が配備され、海上
警ら、遭難者の捜索などを行っています。

　警察用航空機（ヘリコプター）は、昭和55年に初配備
され、これまで警察航空隊には合計５機のヘリコプター
が配備されてきました。
　現在は、初代ヘリコプターの名称を受け継いだ「しま
もり（令和２年配備）」と「なんぷう（平成21年配備）」
の２機体制で、沖縄県全域において、活動しています。

　交通取締用自動二輪車（白バイ）は、日本復帰前の昭
和37年、那覇警察署に３台初配備されました。
　現在は、交通部交通機動隊等に配備されており、二輪
車の機動力を活かして、交通取締り、マラソン大会の先導、
教育機関や事業所において交通安全指導などを行ってい
ます。
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第１章　警察の組織と公安委員会制度

第１節　沖縄県警察の誕生
１  沖縄県警察の誕生と沿革
⑴ 日本復帰前の警察制度

昭和20年４月１日、米軍は沖縄に上陸した直後、米国海軍政府布告第一号（ニミッツ布告）

を発布して琉球列島における日本の行政権を停止、米国軍政府（昭和25年に米国民政府と改

称）を樹立したことで、沖縄は昭和47年５月15日の日本復帰までの27年間アメリカの施政権

下に置かれました。

米国民政府の下、昭和27年には三権分立制度を謳い、自治権を持った琉球政府が設置され

ますが、その権限は米国民政府の布告、布令及び指令に従うこととされ限定されたものであ

り、警察制度についても、警察の管理と運営の民主的保障を確保する公安委員会制度は停止

され、琉球政府の１局として存在し、警察局長は行政主席による任命制であるなど、戦後の

県警察の歩みは、他の都道府県警察とは異なる歩みをしてきたといえます。

⑵ 沖縄における警察制度の変遷（戦後から復帰まで）

沖縄における警察制度の変遷（略年表）
近代沖縄県警察の消滅 S20.6.9 　沖縄戦の戦況悪化の中、「轟壕（糸満市伊敷在）」において、島田叡知事及び荒井退造警察部長が

沖縄県警察部を解散。明治12年以来にわたる近代沖縄県警察消滅

収容所時代 沖縄戦～ 　沖縄戦に伴い、米軍は住民を収容所に収容。収容所ごとに警察署を設置し、警察署長（チーフ）
及び民警察官（シビリアンポリス通称CP）を任命して治安維持を実施

沖縄諮詢委員会時代 S21.1.8
　米軍政府は、軍政府指令92号によって沖縄民政府の発足に先立ち沖縄民警察部の設置を許可（た
だし、指揮管理はすべて米軍政府下）し、昭和21年２月１日石川市（現うるま市）伊波の憲兵隊本
部に設置

沖縄民政府時代 S21.4.24 　石川市伊波に沖縄民政府が発足。その後、沖縄民警察部は沖縄民政府の移転に伴い、石川市東恩
納、佐敷町（現南城市）新里を経て、昭和24年９月那覇市泉崎に移転

群島政府時代 S25.8.4
　米軍政府は布令第22号「群島政府組織法」を発布し、琉球列島を沖縄、宮古、八重山及び奄美の
４群島に分かち、それぞれ群島政府を設置。各群島に公安委員会制度が規定され、群島公安委員会
の指揮監督下で群島警察本部が事務を執行

琉球政府時代 S27.4.1

　米国民政府（昭和25年12月15日に米軍政府から改称）は、琉球政府の発足に伴い布令第67号「警
察局の設置」を発布（その後、昭和36年８月１日に布令第39号「警察局設置法」を制定）し、公
安委員会制度は廃止されて警察は琉球政府の１局となり、琉球政府警察局長は行政主席によって任
命
　各群島警察は統合されて琉球政府警察局の傘下となり、警察本部には警察隊長が置かれ、その下
に監察官、７課及び琉球警察本部奄美支部（昭和28年12月奄美の日本復帰で解消）を設置

警察法施行
(琉球政府立法院によ
る民立法)

S44.10.1
琉球政府立法院は、立法第93号によって「警察法」（立法院制定による民立法）を制定公布し、警
察局設置法を廃止。行政主席の下に公安委員会が復活し、その指揮監督下に琉球警察本部が置かれ、
事務を執行

日本復帰 S47.5.15 日本復帰。警察機構は日本の警察法に基づく沖縄県警察が発足

７課

琉球警察本部奄美支部 監察官

各地区警察署（１９）

琉球警察本部警察隊長

米国統治下の警察機構（昭和27年　琉球政府発足時）

米国民政府

布告・布令及び指令

琉球政府行政主席

琉球警察局長
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第１章　警察の組織と公安委員会制度～警務警察

２  日本復帰前後の組織・機構等の変遷
⑴　日本復帰前後の警察組織

日本復帰前の27年間、沖縄の治安行政は米国民政府の施策方針の下に法令、組織、制度等

が採用されていました。

昭和44年11月、佐藤・ニクソン共同声明で昭和47年の沖縄返還が合意され、日本への施政

権返還を前提とした日本との一体化が確認される中、復帰に備え、沖縄県警察の組織の策定

が行われました。

復帰後の警察組織は、現行日本の警察法の規定に基づき、全体的には琉球警察当時の組織

維持を基本とし、機構は法令の基準に従いつつ沖縄と規模が類似する他の府県警察の組織を

参考に、４部が置かれ、各部の下に16課、１隊、１所、１校の警察本部組織及び12警察署が

定められスタートすることとなりました。

⑵　日本復帰前後の定員
日本復帰直前の琉球警察の定員は、警察官1,860人、一般職員96人の合計1,956人と定めら

ていましたが、復帰に伴って警察官140人、一般職員138人が増員され、警察官2,000人、一

般職員234人の合計2,234人となりました。

⑶　現在の警察本部各部の概要（令和４年４月現在）
警務部は、公安委員会、警察組織の運営、人事、会計、福利厚生、教養、監察、情報公開・

広報などに関する業務を所掌する８課で構成されています。

生活安全部は、人身安全関連事案対策、犯罪の予防、少年非行の防止、サイバー犯罪対策、

風俗・生活経済事犯の取締りなどに関する業務を所掌する５課で構成されています。

地域部は、地域警察、通信指令などに関する業務を所掌する２課で構成されています。

刑事部は、刑事警察、犯罪鑑識、組織犯罪の取締りなどに関する業務を所掌する６課１所

で構成されています。

交通部は、交通事故防止、交通事故捜査、交通指導取締り、交通安全教育、運転免許など

に関する業務を所掌する５課１隊で構成されています。

警備部は、警備警察、警衛・警護、警備実施、災害警備などに関する業務を所掌する４課

２隊で構成されています。

在現後帰復前帰復

S47.5.14 S47.5.15

（４部） （４部）

S51.4.1 H6.11.1

新設 防犯部から改称

R3.4.1

生活安全部から独立

16課、１隊
１所、１校

30課、３隊
１所、１校所属数

警務部

刑事部

交通部

警備部

　警　察　本　部　の　変　遷

部備警部備警

部務警部務警

防犯部 生活安全部 生活安全部

R４.４.１
（６部）

地域部

部事刑部事刑

部通交部通交

本部庁舎屋上での初の国旗掲揚

警

務

部
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⑷　沖縄県警察発足時の警察庁長官、沖縄県警察本部長の訓示

沖縄県警察の発足に際して
警察庁長官(６代)　後藤田　正晴

本日四分の一世紀余にわたる長年の念願であった沖縄県の祖国復帰が実現し、ここに新し
く沖縄県警察が発足したことを、全国二十万警察職員とともに心からお喜びし、お祝いを申
し上げます。諸君がこれまで長い間、困難な条件のもとでよく治安の任にあたってこられた
ご苦労とご努力に対し、深甚なる敬意を表するものであります。
今後諸君は新しい沖縄県警察の一員として沖縄県の発展の基礎を支える重要な任務を負い、
全国の警察職員とともに手を携えてわが国の治安維持にあたることとなったわけであります。
諸君は相協力して一日も早く新しい体制を確立し、沖縄県警察の業務が円滑に遂行されるよ
う格段の努力をいたされたいのであります。
また当面、復帰に伴う各種業務のほか、警察運営の各般にわたって、これまでとは異なる
意味で一層の困難と多忙が予想されるのでありますが、この時期は将来の沖縄県警察の基盤
を築くための重要な時期でありますので諸君は一致協力して沖縄県の治安維持に万全を期し、
県民の期待と信頼にこたえられるよう心から希望するものであります。
終りに沖縄県警察の今後の発展と、諸君ならびに諸君のご家族のご健康をお祈りいたします。

県警察機関誌「海邦」昭和47年６月号から

祖国復帰にあたって
沖縄県警察本部長(初代)　安座間　喜徳

本日ここに、九十五万県民とともに祖国に復帰し、沖縄県警察が誕生したことはまことに
喜びにたえないところであります。
かえりみますと、沖縄が米国の施政権下におかれてから二十七年の長い年月を重ね、住民
生活もようやく安定してきましたが、その間、民族的意識は如何ともしがたく沖縄県民は祖
国復帰を叫び続けてきました。これは理論を超越し日本国民たる誇りと確信に基づくもので
あり、祖国に復帰し平和で豊かな沖縄県の建設を願うからであります。
返還協定の内容につきましては、それぞれの立場から種々の評価がなされておりますが、
ともかく四分の一世紀にわたる苦難に耐えた沖縄県民の願いが本日ここにかなえられたので
あり、関係当局のご努力に対し厚くお礼申しあげる次第であります。
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第１章　警察の組織と公安委員会制度～警務警察

わたくしどもは、本日あることを期待し、ここ数年来警察庁当局のご指導を受け、警察諸
制度の面で府県警察にならってまいりましたので、復帰による混乱はないものと確信いたし、
都道府県警察の一員として沖縄県の治安維持に万全の体制をとる所存でありますが、なにぶ
んにも長い間の施政権分離によっていろいろの面で格差を生じ立ちおくれた点もありますので、
これからも警察庁をはじめ各都道府県警察のより一層のご指導とご援助を賜りますようお願
い申しあげます。
最後に、警察庁長官をはじめ全国警察職員各位のご健闘とご家族のご繁栄を祈念いたしま
してごあいさつといたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県警察機関紙「海邦」昭和47年６月号から��

第２節　沖縄県公安委員会の誕生と活動
１  公安委員会制度

公安委員会制度は、昭和23年の旧警察法施行により導入（昭和29年に現在の形となる。）

され、国民の良識を代表する者によって構成される合議制の機関が警察を管理することによ

り、警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的として、国には国家公安委員会

が、各都道府県には都道府県公安委員会がそれぞれ設けられています。

２  沖縄における公安委員会制度の変遷
沖縄における公安委員会制度は、第二次世界大戦後の米軍の施政下にあって、米国民政府

の発する布告・布令により、幾多の変遷を経て現在に至っています。

沖縄における公安委員会の変遷（略年表）

沖縄戦～
沖縄民政府時代 S21.1.8

　沖縄戦に伴い、米軍は各収容所ごとに警察署長（チーフ）及び民警察官（シビ
リアンポリス（通称：ＣＰ））を任命し、治安維持を実施していたところ、沖縄民
警察部の設置を許可

（ただし、指揮管理はすべて米国軍政府下）

群島政府時代 S25.8.4
　米軍政府は、琉球列島を沖縄、宮古、八重山及び奄美の４群島に分かち、それぞ
れに群島政府を設置し、公安委員会制度が規定され、指揮監督下に群島警察本部が
置かれ事務を執行

琉球政府時代

S27.4.1 　琉球政府の発足に伴い各群島政府を統合し、各群島警察も琉球政府の一局である
琉球政府警察局に統合。公安委員会制度は廃止され、警察局長が警察を管理運営

S36.8.1 　米国民政府は、布令第67号によって警察局設置法を制定

S44.10.1 　琉球政府立法院は、立法93号によって警察法（立法院制定による民立法）を制定。
警察局制度は廃止され、公安委員会制度が復活

日本復帰 S47.5.15 　日本の警察法に基づく新制沖縄県警察が発足。警察の民主的管理と政治的中立
性を確保するための管理機関として、新たに沖縄県公安委員会が誕生

３  沖縄県公安委員会の組織と権限等
沖縄県公安委員会は、沖縄県知事の所轄の下に設置され

ており、県民を代表する３人の委員で組織される合議体で

あり、委員長は委員の互選で選出されます。

公安委員の任期は１期３年で３期まで務めることができ、

委員長の任期は１年で、再任することができます。

公安委員会は、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付

金の裁定、古物営業等の各種営業の監督等県民生活に関わ
公安委員会定例会の状況

警

務

部
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りのある数多くの行政事務を処理するとともに、管内における事件、事故及び災害の発生状

況等を踏まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等について、定例会の場等で警察本部長

等から報告を受け、これを指導することにより、県警察を管理しています。

４  公安委員会の主な役割
沖縄県公安委員会は、県警察を管理するほか、次に掲げる法律上の権限を有しています。

⑴　警察法上の役割
ア　県警察の管理
当県の警察事務の全てについて、県警察を管理（事務運営の基本的な方向又は方法であ

る大綱方針を定めて、これによる事前事後の監督を行うこと。）する責任を負っています。

イ　規則の制定
公安委員会の権限に属する事務に関して、法令又は条例の特別の委任に基づいて公安委

員会規則を定めることができます。

ウ　監察の指示等
県警察の事務又は警察職員の不適切事案に関する監察について必要があると認めるとき

は、具体的又は個別的な事項にわたる指示等をすることができます。

エ　職員の任免の同意・意見、懲戒及び罷免の勧告
警視正以上の階級にある警察官の任免の同意、懲戒及び罷免の勧告、それ以外の警察職

員の任免についての意見、懲戒及び罷免の勧告ができます。

オ　警察署協議会の委員の委嘱
警察署協議会は、地域住民の意見を警察署の業務の運営に反映させるために設置されて

おり、同協議会委員の委嘱を行っています。

カ　援助の要求
大規模災害や警備等が発生した場合、警察庁や他の都道府県警察に対して、警察職員や

装備の援助を要求することができます。

キ　苦情の申出等の受理
県警察職員の職務執行に対する苦情について、文書による申出の受理とその処理結果の

通知を行います。

⑵　警察法以外の法令に基づく役割
〇　風俗営業や古物営業、質屋営業の許可及びその取消し、営業の停止命令等

〇　銃砲刀剣類の所持の許可、取消し等

〇　運転免許試験の実施、免許の取消し、停止等

〇　災害や大規模地震発生時の交通の禁止、制限等

〇　犯罪被害者等給付金の支給裁定

〇　暴力団の指定、暴力的要求行為等の中止命令、抗争時等の暴力団事務所の使用制限等

〇　ストーカー行為者に対する禁止命令等

５  沖縄県公安委員会の活動
通常、定例会を毎週１回開催するほか、必要がある場合には臨時会を開催します。

� 定例会では、治安情勢、事件・事故発生状況、各種施策等の報告を受け、また、条例、公安

委員会規則の制定及び一部改正、警察署協議会委員の委嘱等について審議を行い、公安委員

会として提言や質疑を行うなど、公安委員会としての意思を決定し、県警察の業務運営に反

映させるなどの活動を行っています。

その他、公安委員会では、警察職員との意見交換や、交番、駐在所で勤務する警察官の激

励などを行っているほか、
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○　沖縄県議会定例会への出席

○　年頭視閲式への出席と視閲

○　警察署長会議への出席

○　警察学校初任科入校式、卒業式への出席

○　殉職警察職員慰霊祭への参列

○　暴力団追放県民大会への出席

○　年末・年始総合警戒中の警察官の督励巡視

などがあります。

また、警察署協議会への参加、関係機関との協議、警察活動の現場の視察等により、治安

情勢と警察運営の把握に努めており、このような活動の状況については、ウェブサイトで紹

介しています。

６  公安委員会相互の連絡
国家公安委員会と各都道府県公安委員会は、相互に独立した機関ですが、中央、地方にお

いて警察を管理する機関との性格を持っており、その職務の性質から常に緊密な連携を保つ

ため、全国公安委員会連絡会議、各管区内公安委員会連絡会議等において意見交換を行い、

意思の疎通を図っています。

⑴　国家公安委員会との連絡
国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡会議が年２回開催され、治安情勢等

についての報告や意見交換を行っています。

⑵　都道府県公安委員会相互の連絡
九州管区内各県の公安委員会との連絡会議が年２回開催され、各県の治安情勢やそれぞれ

の取組についての報告、意見交換を行っています。�

暴力団追放県民大会への出席 年末・年始総合警戒中の警察官の督励巡視

警

務

部
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第２章　県民の期待と信頼に応える警察

第１節　適正な警察活動
１  警察改革の概要

平成11年頃から全国的に警察の不適切事案が続発し、国民の警察に対する信頼が失墜した

ことから、第三者組織として警察刷新会議が発足し、同会議からの「警察刷新に関する緊急

提言」を受け、国家公安委員会と警察庁が次の４本柱からなる警察改革要綱を策定しました。

①�警察行政の透明性の確保と自浄機能の強化

②�「国民のための警察」の確立

③�新たな時代の要請にこたえる警察の構築

④�警察活動を支える人的基盤の強化

警察改革で掲げた諸施策は、持続的断行、定着化、深化により着実な成果を上げ、概ね所

期の目標を達成しましたが、「新たな時代の要請にこたえる警察の構築」の取組は、現在も

継続して行われています。

��

２  県警察における取組
警察行政の透明性の確保

・積極的かつ適切な情報公開の推進
・公安委員会の管理機能の充実

新たな時代の要請にこたえる警察の構築
・特殊詐欺被害防止対策の推進
・サイバー犯罪対策の強化
・ＤＶ・ストーカー対策等の強化
・訪日外国人対策の推進

県民のための警察の確立
・適切な相談業務及び苦情対応
・警察署協議会の発足
・警ら活動等の強化
・安全・安心なまちづくり～ちゅらさん運動の深化
・�子供・女性・高齢者等の安全確保のための取組の推進
・少年の非行防止対策、保護対策の推進
・犯罪被害者支援、犯罪被害者対策の推進

警察活動を支える人的基盤の強化
・�働きやすく魅力ある職場環境づくりの推進
・�業務の合理化、効率化
・�ワークライフバランスや女性活躍の推進
・優秀な人材確保に向けた取組の推進
・若手職員の早期戦力化

３  積極的かつ合理的な組織運営
警察は、社会情勢や治安上の課題に迅速かつ的確に対

応することが求められることから、警察機能を最大限発

揮することのできる組織を確立するため、警察運営の合

理化、効率化、高度化を進めるとともに、警察としての

精強性や執行力を維持、向上させていく必要があります。

県警察は、将来にわたって県民の期待と信頼に応える

ため、組織、定員、勤務制度等の検討に加え、先進的な

技術の導入による業務の合理化、高度化など、組織運営

の在り方について不断の見直しを行い、積極的かつ合理

的な組織運営に取り組んでいます。

－ 12 －



第２章　県民の期待と信頼に応える警察～警務警察

４  適正な予算執行
⑴　警察が行う会計監査等

県警察では、会計検査院による会計検査、沖縄県監査委員による会計監査、警察庁による

会計監査のほか、沖縄県警察の会計の監査に関する訓令に基づき、毎年度１回以上の監査を

実施し、その実施結果を公安委員会に報告しています。

⑵　会計に関する指導教養
県警察では、職員に会計経理に関する正確な知識を修得させるとともに、適正経理の重要

性を再認識させるため、会計に関する指導教養を行っています。

５  監察
⑴　監察体制の充実・強化

県警察では、昭和47年の日本復帰と同時に警務部に監察課を設けました。

平成13年には、警察改革の精神の下、厳正な監察を実施すべく、首席監察官として地方警

務官（警視正）が設けられたほか、警察本部の各部管理官（警視）を監察官として兼務発令

するなど、監察体制の充実、強化を図っています。

⑵　厳正な監察の実施
県警察では、能率的な運営及び規律の保持に資するために、国家公安委員会が定める監察

に関する規則に基づき、全ての警察署を対象に、毎年、厳正な監察を実施しています。

警

務

部
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⑶　警察職員の表彰
警察職員に対する表彰は、「警察表彰規則（昭和29年国家公安委員会規則第14号）」に基づ

き職員の職務上の功労があると認められる場合、警察勲功章、警察功労章、警察功績章、賞

詞、賞誉の５種類が、警察庁長官のほか管区警察局長、警察本部長から授与されます。

このうち警察功績章は、退職者表彰で授与されており、令和３年末までに973人の職員が

授与されています。

また、警察協力者に対する表彰には、警察協力章と感謝状の２種類があり、警察に協力し、

功労のあった個人や団体に対し、警察庁長官等から授与されます。

警察協力章は、多年にわたり警察に協力し、特に顕著な功労のあった個人に贈呈されてお

り、これまでに22人が受章しています

告報のへ会員委安公施実の察監成作の画計施実察監

〇　毎年度、次の事項について作成
　し、公安委員会に報告
　・監察の種類　・監察の実施項目
　・監察対象部署・監察の時期

〇　監察実施計画に従って実施
〇　必要があると認めるときに実施

〇　監察実施計画の内容に応じ、毎
　年度少なくとも１回、監察実施状
　況を報告

監察に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第２号）

警察功労章 警察功績章 賞詞 賞誉 警察協力章 感謝状

－22－678745彰表官長庁察警

7－16572彰表長局察警区管州九

3026彰表長部本察警

※　警察勲功章は、これまで受章なし。

警察職員等の表彰状況(令和３年末現在）

9,473 7,817 8,046

沖縄県警察退職者辞令交付式及び表彰式（令和４年）

日夜、地域の安全確保と社会正義の確立のた
め活躍している警察職員の功績を県民に広く紹
介するとともに、県民と警察の絆をさらに強め、
明るく活力ある地域づくりを目的に、沖縄県市
長会及び沖縄県町村会の主催で行われている表
彰です。

平成３年から毎年３名（平成７年から
は４名）が表彰され、令和３年末までに 
119名の警察職員が受賞しています。

「県民の警察官表彰」

平成31年度受賞者

コ
ラ ム
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第２章　県民の期待と信頼に応える警察～警務警察

６  苦情の適切な処理
県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、沖縄県公安委員会に対して文書により

苦情の申出をする制度が警察法で設けられています。

なお、警察本部長や警察署長に対して申出があったものなどについても、この制度に準じ

た取扱いがなされています。

７  情報システムの整備と情報管理
⑴　警察行政へのコンピュータ導入及びネットワークの整備

県警察における警察行政へのコンピュータの導入は、昭和45年、琉球政府部局の汎用コン

ピュータを活用した交通事故統計、犯罪統計業務に始まり、以後、対象業務を拡大し、これ

までは職員が手作業で行っていた統計業務等の負担を軽減して効率化を図ってきました。

社会情勢の変化や科学技術の革新等に伴い、平成２年10月には、沖縄県警察情報ネットワー

クシステムを構築して、警察本部と全13警察署（当時）がネットワーク接続されたことで、

各所属間での迅速な情報の共有、伝達が可能となりました。その後、情報通信に関する技術

の進展やコンピュータ性能の向上等に伴い、「沖縄県警察統合情報通信ネットワークシステ

ム（OCEANシステム）」に改修、再構築され、現在に至っています。

警察庁、各都道府県警察間がネットワーク接続され、警察情報管理システム等が整備され

たことにより、全国警察での情報の共有、伝達が図られたほか、行方不明者、盗難自動車等

に関する現場警察官からの照会への対応や運転免許情報等の一元管理など、第一線警察活動

の支援及び県民ニーズに即した行政サービスの提供等を行っています。

また、平成25年から５か年計画で、県警察本部を中

心に全警察署、全交番・駐在所等全ての警察施設にお

けるネットワークの整備を行い、県警察全体での迅速

な情報の共有、伝達が可能となりました。

これら各種システムの円滑な運用と時代に即した情

報システムの整備、拡充を図るため、警務部情報管理

課には、専門技術を持った職員が配置されています。

�

⑵　情報セキュリティ対策の推進
県警察では、捜査情報、運転免許情報等多くの個人情報、機密情報を取り扱っていること

から、警察情報セキュリティポリシー（警察情報セキュリティに関する規範の体系）を策定

して、情報セキュリティに関する総合的な対策と厳格な情報管理を実施しています。

具体的には、警察内部ネットワークのインターネット等外部ネットワークからの分離及び

情報流出等を防ぐための外部記録媒体の利用制限、ネットワーク接続端末の制限等の技術的

環境を整備しているほか、情報の組織的管理の徹底と情報セキュリティに関する職員の意識

向上等を図っています。

苦情申出制度の概要

県警察職員の職務執行に関する苦情申出（文書） 調査の指示

処理結果の通知（文書）※申出者の所在が不明な場合を除く。
調査結果・

措置の報告

・文書作成が困難な者に対する文書作成の援助

・文書の補正

電算業務開発状況（平成初期）

警

務

部
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また、情報セキュリティインシデント（情報セキュリティの維持が困難となる事案）が発

生した場合には、迅速かつ的確な状況の集約、分析、被害拡大を防止するための措置等を実

施することとしています。

さらに、これらの取組の実効性等を検証するため、全所属を対象とした情報管理業務監査

及び情報セキュリティ監査を継続的に実施しています。

⑶　警察情報システムの改善等による業務の合理化・効率化
社会情勢の変化や新たな犯罪への即応及び時代と共に移り変わる県民ニーズに的確に対応

するためには、警察業務の合理化、効率化を図り、県民の安全安心を確保するための活動に

重点指向した取り組みを推進することが重要となります。

このため、県警察では、遺失物管理、装備資機材管理などの各種業務管理システム、支援

システム等を開発、運用して事務作業の省力化に取り組んでいるほか、犯罪捜査、交通取締

りにも警察情報システムを活用して被疑者の検挙に結び付けるなど、警察行政の効率的な推

進と第一線警察活動の支援に取り組んできました。

今後、デジタル化社会に的確に対応するため、警察庁が中心となって、各都道府県警察が

独自に整備、運用している警察情報システムの共通化を図り、全国警察における情報の共有

と活用、警察行政の全国統一による利便性の向上、及び効率的な警察行政の運営を推進する

こととしています。

主な業務管理システム（令和４年４月現在、42業務を運用）
職員基本情報管理 職員の所属、階級、勤務経歴等を管理

勤 務 管 理 業 務 職員の出退勤、休暇、時間外勤務等の勤務状況を管理

車 両 管 理 業 務 県警察保有車両の車検、走行距離、修繕費等を管理

文 書 管 理 業 務 県警察が作成、保有する文書の管理及び情報公開制度への対応

健康管理支援業務 職員の健康診断結果、保健指導の管理、活用

県警察では、平成２年10月、業務の迅速化、効率化
により警察活動を支援するため、警察活動に必要な各
種情報を一元管理し、警察本部のホストコンピュータ
と各警察署の端末装置を接続したネットワークシステ
ムを構築しました。平成８年１月、各警察署及び出先
機関にＬＡＮ（ ローカルエリアネットワーク）を整備
し、警察本部のＬＡＮと接続した沖縄県警察ＷＡＮシ
ステム（ 通称：ＯＣＥＡＮシステム）の運用を開始し
ました。

その後、順次ネットワーク接続拠点を追加し、平成
30年３月に離島交番・駐在所を含む全ての警察施設へ
の整備を終え、県警察の全ての施設でＯＣＥＡＮ シス
テムが利用できるようになりました。

令和２年には、ＯＣＥＡＮシステムで利用で
きる「ＷＥＢ会議」システムを構築し、遠隔地
からも、チャットやＷＥＢ会議等への参加が可
能となりました。

「ネットワークの整備
（OCEANシステム）」

コ
ラ ム

「ＷＥＢ会議」システムを活用したリモート会議
（令和２年）

－ 16 －



第２章　県民の期待と信頼に応える警察～警務警察

第２節　県民に開かれた警察活動
１  警察署協議会の活動

警察署協議会は、警察の業務運営に地域住民の意見を

反映させるとともに、警察業務の理解と協力を求める場

として活用されています。

協議会の委員については、自治会、教育関係、管内事

業者など、地域に深い関わりのある人から幅広く選定し、

県内14警察署に130名が委嘱されています。

各警察署で定期的に開催される会議で意見を述べるほ

か、通学路点検等管内の治安情勢の視察等、各警察署協

議会ごとに積極的な活動が行われています。

また、各警察署協議会の代表者等による「警察署協議会代表者会議」では、他の警察署協

議会委員同士が意見交換することで、協議会活動の活性化を図っています。�

警察署協議会代表者会議
（令和２年）

警察は様々な活動を行うに当たり、地域住民の意見、要望等を十分に把握すると
ともに、地域住民の理解と協力を得る必要があります。

警察署協議会は、平成13年６月、警察改革の一環として、県内の14警察署全てに
設置されました。

各警察署において定期的に開催される会議では、警察と地域住民の代表である協議会委員が
積極的に意見交換を行い、 安全・安心なまちづくりに努めています。

「警察署協議会の活動」コ
ラ ム

警察署協議会委員による管内視察（那覇警察署） 令和４年度第１回警察署協議会（沖縄警察署）

警

務

部
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２  情報公開の推進
⑴　情報公開制度

沖縄県公安委員会及び警察本部長は、平成14年７月１日から、沖縄県情報公開条例に基づ

き、公文書の開示を実施する機関になりました。警察本部、宮古島警察署及び八重山警察署

に窓口を設置し、開示請求の受付や、文書の交付等の手続を行っています。

また、各種統計資料は、警察本部内にある警察情報センターにおいて公開しています。

なお、公文書については、法令等の規定により、適正な管理に努めています。

⑵　訓令等の公表
県警察では、県民の理解と協力の下に警察行政を円滑に運営することを目的として、県警

察の施策を示す訓令及び通達のうち、県民生活に密接に関わるもの、目的に照らし必要と認

められるもの又は県民の関心が高いものを、平成24年３月５日から、原則として警察情報セ

ンター等で公表しています。

３  個人情報保護
沖縄県公安委員会及び警察本部長は、平成18年４月１日から、沖縄県個人情報保護条例実

施機関になりました。

同機関が保有する個人情報の取扱いについては、条例に定める登録簿の作成及び閲覧、収

集の制限、利用及び提供の制限並びに適切な管理など、個人情報の保護に関し必要な施策を

講じています。

さらに、平成29年に訓令を制定し、個人情報の管理体制を定めるなどして、適正な管理に

努めています。

また、保有個人情報の開示請求に対しては、警察本部、宮古島警察署及び八重山警察署に

窓口を設置し、受付や、文書の交付等の手続を行っています。

※ １件の受理で複数の決定をする場合があるため、受理件数と決定件数が異なることが

あります。
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※公安委員会宛を含む。

公文書関係開示請求受理、決定状況
（平成27年度～令和３年度）

受理 決定

部分開示

41％

不存在

35％

存否拒否

14％

全部開示

10％

決定の内訳（令和３年度）

※ １件の受理で複数の決定をする場合があるため、受理件数と決定件数が異なることが

あります。
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保有個人情報関係開示請求受理、決定状況
（平成27年度～令和３年度）
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部分開示

96％
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決定の内訳（令和３年度）
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第３章　警察活動の支えとなる体制の構築～警務警察

１  警務警察の概要
警務警察は、警察官の活動を幅広く支援し、警察組織全体を支えることを任務としています。

主な業務は、警察運営の総合的な企画調整から職員の採用、人事、会計、各種教養、福利

厚生など、全ての警察職員が職務に専念できる環境作りを行っています。

また、広く県民に警察活動を知ってもらうための広報業務、情報公開のほか、犯罪被害者

を支援する活動などを行っており、県民の安全で安心な暮らしを守る警察組織を「縁の下の

力持ち」として支えています。

日本復帰直後は、警務部は６課（秘書課、警務課、会計課、厚生課、教養課及び監察課）

でしたが、課の新設、改称などを経て、現在は８課となっています。

警務部（令和４年４月１日現在）
所属名 主な業務

総 務 課 警察本部長の秘書、公安委員会、県議会等の連絡調整、被疑者の取調べ監督、留置施設の管理等に関する業務

警 務 課 定員、警察運営、条例等の審査、人事、給与、装備等に関する業務

広報相談課 警察安全相談、情報公開、広報、警察音楽隊の運用、被害者支援等に関する業務

会 計 課 予算、物品調達、遺失物、庁舎管理、会計の監査等に関する業務

厚 生 課 公務災害、健康管理、福利厚生、共済組合等に関する業務

教 養 課 職場教養、学校教養、術科、機関誌、警察史等に関する業務

監 察 課 監察、表彰、懲戒、服務、規律、訟務等に関する業務

情報管理課 電算業務の管理・運用、警察統計（犯罪統計を除く。）、照会センター等に関する業務

２  県警察の体制
⑴　定員

警察官の定員は、日本復帰から昭和51年までの間は2,000人で推移しましたが、復帰後の

当県の治安情勢等に対応するため、これまで漸次増員され、平成28年の米軍関係者による女

性殺害事件などの発生を受け、平成29年には100人が増員、令和２年には国境離島警備隊の

発足に伴い150人が増員されました。

また、平成22年以降、大型クルーズ船の寄港の増加、那覇空港国際線旅客ターミナルビル

の供用開始等、観光客や訪日外国人の増加等に伴い、県警察が取り扱う拾得物件数が急増し、

会計事務の負担が増大したことにより、令和２年、一般職員の定員が５人増員されました。

（昭和59年以来となる増員）

令和４年の県警察職員の定員は総数3,227人で、このうち2,921人が警察官の定員、306人

が一般職員の定員となっています。

沖縄県警察の定員の推移
年　別 警察官 一般職員 合計 警察官一人当たりの負担人口 沖縄県の人口

S47（復帰時） 2,000人 234人 2,234人 481人   96万1,348人
S57（復帰10周年） 2,165人 324人 2,489人 521人 112万8,890人
H４（復帰20周年） 2,217人 330人 2,547人 557人 123万4,871人
H14（復帰30周年） 2,340人 305人 2,645人 567人 132万7,543人
H24（復帰40周年） 2,585人 301人 2,886人 542人 140万1,726人
R４ （復帰50周年） 2,921人 306人 3,227人 507人 148万1,547人

※警察官一人当たりの負担人口は、住民基本台帳に基づき算出  （毎年10月1日現在、令和４年のみ4月1日現在の推定人口）

　� � � � �
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⑵　警察力強化のための取組
社会情勢の変化に適応し、治安上の課題に適切に対応するためには、時代に合わせて警察

力の強化を図る必要があります。

県警察では、警察力を充実・強化するため、

①　退職警察職員の積極的活用

②　優秀な人材確保

③　若手警察官の早期戦力化

を推進し、警察力強化に取り組んでいます。

⑶　女性職員の更なる活躍推進
県警察においては、「次世代育成支援対策推進法（平成15年

法律第120号）」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成27年法律第64号）」に基づく特定事業主行動計

画として、「沖縄県警察におけるワークライフバランス等の推

進のための取組計画」を策定しています。

この中で、女性職員の活躍に向けた取組を重点項目とし、職

員の性別にかかわらず、そのキャリアを通じて、持てる実力を

存分に発揮してもらうよう、女性職員の幹部への登用の拡大、

女性職員の人事配置、配置ポストの検討、被服、装備品等の改

善など、各種施策に取り組んでいます。

また、仕事と子育て又は介護の両立支援制度の周知や利用し

やすい雰囲気の醸成を行い、妊娠・出産する女性職員への支援

や、育児休業から復職する職員への支援など、個別の職員の事

情に応じた働き方の実現にも取り組んでいます。

⑷　警察官の給与
警察官の給与は、「沖縄県職員の給与に関する条例（昭和47年沖縄県条例第53号）」に基づ

き、公安職給料表が適用されています。

警察官の初任給については下表のとおりです。

給与に関する変遷（略年表）
日本復帰前 給与制度は日本本土とは異なる独自の立法に基づき運用
日本復帰後 ドルから円へ給料表の切替えが実施され、地方自治法及び地方公務員法に基づく現行の給与制度へ移行

Ｈ10 給与の口座振込開始
Ｈ18 給料表、退職手当等の改正
Ｈ20 特殊勤務手当の支給に関するシステムの運用開始
Ｈ29 給与明細書の電子交付開始

警察官の初任給の推移
採用区分

採用年度
警察官Ａ
(大学卒)

警察官Ｂ
(高校卒等)

採用区分
採用年度

警察官Ａ
(大学卒)

警察官Ｂ
(高校卒等)

Ｓ47   48,900   41,900 Ｈ25 197,200 161,500 
Ｓ52   96,600   83,900 Ｈ26 199,500 163,800 
Ｓ57 112,300   96,400 Ｈ27 199,500 163,800 
Ｓ62 130,000 111,600 Ｈ28 204,100 168,400 
Ｈ４ 176,300 148,900 Ｈ29 205,200 169,500 
Ｈ９ 188,500 158,900 Ｈ30 206,900 171,200 
Ｈ14 190,000 160,200 Ｈ31 208,600 173,400 
Ｈ19 187,500 158,100 Ｒ２ 208,600 173,400 
Ｈ24 197,200 161,500 Ｒ３ 208,600 173,400 
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第３章　警察活動の支えとなる体制の構築～警務警察

⑸　警察職員の殉職
沖縄県の治安を守るため、県警察に奉職し、積極果敢に職務に従事し、尊くもその職に殉

じた県警察職員は、明治12年の近代沖縄県警察創設以来、これまで140人を数えており、昭

和19年から翌20年の沖縄戦においては、荒井退造警察部長以下104名の職員が殉職しています。

殉職者の慰霊については、昭和10年に那覇市波之上旭ケ丘に「殉職警察官慰霊碑」が建立

されましたが、戦禍を被り倒壊したため、昭和29年11月、在職職員の拠出金及び一般有志者

の寄附金を募り、同旭ヶ丘公園内に「殉職警察職員慰霊之碑」を建立し、翌12月に除幕式及

び初回の慰霊祭を挙行しました。

以来、毎年同所において、沖縄県警察殉職警察職員慰霊祭が執り行われています。

３  県警察の予算と施設
⑴　予算のあらまし

警察予算は、国の予算に計上される警察庁予算と、当県の予算に計上される警察費予算か

ら成り立っています。

警察庁予算は、全国で画一的に実施する必要がある警察教養や鑑識、警察通信等の警察庁

が直接支弁する国費予算（警察法第37条第１項）として支出されています。

当県の予算に計上される警察費予算は、県警察の運営に必要な人件費、被服費、一般行政

経費等から成り立っていますが、その一部には、都道府県警察の運営に必要な経費を補助す

る国庫補助金（警察法第37条第３項）が充当されています。

⑵　予算の推移
過去10年間の県総予算と警察費予算の推移は下のグラフのとおりで、県総予算に占める警

察費予算の構成比は、５％前後で推移しています。

殉職警察職員慰霊之碑（波之上旭ヶ丘公園） 沖縄県警察殉職警察職員慰霊祭
（令和３年）
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⑶　警察施設の充実整備
警察施設には、警察本部庁舎、警察署、交番・駐在所、警察職員待機宿舎等があり、日

本復帰後、年次計画で整備を進めています。

令和４年４月１日現在の警察施設は、14か所の警察署、68か所の交番（警備派出所を含

む。）、59か所の駐在所、33か所の警察職員待機宿舎等となっています。

近年10年間では、２か所の警察署、27か所の交番・駐在所等の建替整備を行っています。

主な施設整備には、交通部交通機動隊及び糸満警察署の移転建替、沖縄警察署コザ交番の

新設、宮古島警察署東交番、西交番及び西原駐在所を統廃合した平良交番の新設等があり

ます。

ア　糸満警察署の移転建替
旧糸満警察署は、地盤沈下の発生等により修繕を重ねてきたほか、組織改編による課

の増設や増員等により狭隘度も高く、建替の必要性が高い施設となりました。国道331号

（豊見城道路及び糸満道路）が整備され、また、近隣の豊見城警察署からアクセスの良い

旧糸満南小学校の跡地に移転建築を行い、令和２年に完成しました。

新糸満警察署は、３階建ての庁舎棟、車庫棟、遺体安置所棟、拾得動物小屋及び署長

官舎での構成となっており、敷地面積は7,001.10㎡（旧敷地の約1.4倍）、延床面積は

2,619.13㎡（旧庁舎の約2.2倍）となりました。

また、遺体安置所には県警察では初めてとなる独立した遺族控室が新設され、ご遺族

のプライバシーにも配慮した造りとなっています。

�

イ　沖縄警察署コザ交番
沖縄警察署旧庁舎の跡地の一部に、通常の交

番機能のほか、渉外警ら隊及び自動車警ら隊の

活動拠点として、平成27年にコザ交番を新設し

ました。

市民に親しまれる交番となるように、庁舎の

屋外部分に、木製ルーバーや琉球石灰岩といっ

た自然素材を使用して景観に配慮するなど、落

ち着きと風格のある建物外観となっています。

糸満警察署旧庁舎

糸満警察署新庁舎

沖縄警察署コザ交番
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４  遺失物の取扱い
⑴　拾得物件の推移

県警察では、拾得物を速やかに遺失者に返還するため、拾得物、遺失物の受理業務を行っ

ています。

拾得物件の提出件数は、観光客の増加や大型商業施設の開業に伴い年々増加し、令和元年

は10年前と比較して約2.4倍の18万4,699件となりました。

令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛や観光客の大幅な減少など

もあいまって、前年より約４万件減り14万2,386件となりました。

令和３年は14万4,930件となり、10年前の平成23年と比較すると約1.6倍の件数となってい

ます。

�

⑵　遺失物対策
県警察の遺失物取扱業務は、「遺失物法（明治32年法律第87号）」に基づいて行われていま

すが、近年、経済の発展や社会情勢の変化に伴い警察に提出される拾得物件の数は増大し、

また、携帯電話等、新しい種類の拾得物件も多くなっています。

こうした情勢を踏まえ、県警察では県民の利便性の向上と警察署会計課窓口の負担軽減へ

の取組を行っています。

ア　拾得物対策係の設置
平成30年４月１日、警務部会計課に拾得物対策係を設置、平成31年４月１日には専任の

担当課長補佐を配置し、遺失物取扱業務の効率化と負担軽減を推進しています。

イ　遺失物コールセンターの設置
令和２年４月１日に、「遺失物コールセンター」を警務部会計課に設置し、遺失者から

の電話による拾得物等の問合わせに対応するなど、遺失者の利便性向上と警察署会計課窓

口の負担軽減を図っています。

ウ　大型商業施設等管理者との連携
大型商業施設等の大量の拾得物件を提出する

施設等の管理者へ遺失物業務の効率化に対する

協力を求め、施設において拾得物件を保管管理

し、遺失者への返還及び拾得者への交付、拾得

物の処分等の手続きが行える特例施設占有者制

度の活用又は警察署長との協議により一部の拾

得物件を保管管理する保管委託協定の締結、拾

得物件に関する情報の電子データによる提供な

どを依頼し、遺失物業務の負担軽減を図ってい

ます。
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５  県警察の装備
⑴　車両、警察用船舶等の整備

昭和47年当時、県警察に整備されていたパトカー、白バイ等は約200台、警察用船舶は５

隻で、航空機はありませんでした。

令和４年４月１日現在、パトカー、白バイ等は約1,000台、警察用船舶５隻（水上オートバイ、

ゴムボート等を除く。）、航空隊航空機（ヘリコプター）２機が整備され、警察活動に従事し

ています。

沖縄県警察の車両・船舶等の整備状況
Ｓ47 Ｓ57 Ｈ４ Ｈ14 Ｈ24 Ｒ４

車 　 両 約200台 約370台 約570台 約570台 約900台 約1,000台

警 察 用 船 舶 ５隻 ６隻 ６隻 10隻 ９隻 ５隻

航 空 隊 航 空 機 ０機 １機 １機 ２機 ２機 ２機
※車両は、四輪車と二輪車の合計

⑵　装備資機材
県警察では、これまでに治安情勢の推移に

対応して、効率的な警察活動を推進するため

装備資機材の整備を進めてきており、近年で

は、大規模災害に対応すべく、災害用警備品

についても整備しています。

また、平成６年発生の地下鉄サリン事件、

平成13年発生の米国における同時多発テロ事

件、平成23年発生の東日本大震災における原

子力施設放射能事故等に伴い、特殊装備資機

材の整備がなされたほか、コンピュータ等の

情報機器及び科学技術の発達に対応する装備

資機材が逐次整備されています。

このほかには、警察官の受傷事故防止のた

めの耐刃防護衣などの各種装備品の整備拡充

が図られています。

このように警察の装備資機材は、治安情勢

の推移に応じた警察活動等のニーズに伴って、

必要な開発と改善を進め、業務の効率化と高

度化を図っています。

パトカー 警察用船舶 警察用航空機(ヘリコプター）

強化改良型耐刃防護衣

災害用ゴムボート
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⑶　制服
県警察の制服については、日本復帰前は琉球警察の制服でしたが、復帰に伴い、「警察官

の服制に関する規則（昭和31年国家公安委員会規則第四号）」に定めるものとされ、県警察

においても訓令を制定して運用してきており、平成６年４月に警察官及び交通巡視員の制服

が全国一斉に改められ現在に至っています。

制服としてほかに、交通機動隊員、航空隊員、現場鑑識作業員等の服装を特殊被服として

定めているほか、私服勤務が許されている警察職員については、平成13年から夏場の期間、

業務の効率化及び省エネ対策を目的として、執務服としてかりゆしウェアの着用を可能とし

ており、全国的なクールビズのスタイルの一つとして注目されています。

６  県警察の福利厚生
⑴　職員の健康管理

職員の健康管理については、日本復帰前から定期健康診断を実施していますが、食生活の

変化や高齢化の進展に伴う疾病構造の変化に伴い、健診項目の追加や各種特別健診の充実、

健康管理体制の強化を図り、職員が安心して職務に専念できるよう努めてきました。

近年においては、生活習慣やストレスに起因する健康障害がクローズアップされるように

なり、生活習慣病対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策など、時代の健康課題に応じた

対策を構築し推進しています。

治安維持の責務を全うする観点からも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止など、

警察職員の健康管理の対象はますます広範囲かつ多様化し、組織的な対策の重要性が高まっ

ているといえます。

健康管理の変遷（略年表）
日本復帰前 定期健康診断を実施

日本復帰後

Ｓ47 県警察職員の健康管理に関して、訓令を制定

Ｓ48 健康診断検査項目追加による健康管理体制の強化

Ｓ52 厚生課に看護婦（現看護師）を配置

Ｓ53 警察本部、機動隊、警察学校及び各警察署に健康管理医を委嘱配置

Ｓ63 厚生課配置の看護婦（現看護師）を保健婦（現保健師）に切替

Ｈ19 過重労働対策として長時間勤務者に対する医師の面接指導を実施

Ｈ22 職場復帰トレーニング（リターンサポート）の実施

Ｈ28 メンタルヘルス対策の一環として、ストレスチェックを開始

Ｈ31 受動喫煙対策として、庁舎屋内の喫煙を全面禁止

ア　肥満改善対策の推進
全国的にも高い肥満率を解消するため、若年期から食事・運動等に関して適正に生活習

慣を確立させることを目的に、摂取した食物と体重を日々記録する「レコーディングダイ

エット」、ランニングやウォーキング等の歩数を記録する「チャレンジウォーキング」な

どの各種施策を実施し、肥満改善に向けた取り組みを重点的に行っています。

イ　心の健康づくり対策（メンタルヘルス対策）
心の健康問題により長期休業に至る職員が全国的に増加傾向にあることなどを踏まえて、

各種施策を推進しています。

平成28年度から全職員を対象としたストレスチェックを開始し、令和２年度から人事異

動期にあわせて年２回の実施へ変更し、各所属において集団分析結果の検証に基づいた職

場環境の改善を実施し、所属の実情に即したメンタルヘルス対策に取り組んでいます。

警

務

部

－ 25 －



また、メンタル疾患による休職者に対しては、平成22年１月から職場復帰のためのトレー

ニング（リターンサポート）を実施しています。

ウ　過重労働対策の推進
従来、過重労働対策については、月100時間以上の長時間勤務者のうち、希望した者を

医師の面接指導の対象としていましたが、平成31年、「労働安全衛生規則（昭和47年労働

省令第32号）」の一部改正により、２～６か月平均80時間超の長時間勤務者に対して、医

師による面接指導が実施されるよう基準が強化されたことに伴い、県警察の面接実施要件

を見直し、職員の希望の有無にかかわらず、確実に実施されるよう関係所属との連携を図

り、過重労働による健康障害の防止に取り組んでいます。

エ　受動喫煙対策の強化
令和元年７月、「健康増進法（平成14年法律第103号）」の一部改正により、行政機関の

庁舎が原則、敷地内禁煙になることに伴い、県警察においては平成31年４月、屋内全面禁

煙とした上で、法令に基づく特定屋外喫煙場所を設置して来庁者等の受動喫煙防止を図っ

ています。

また、喫煙者に対する禁煙セミナーの開催や保健師による禁煙指導を強化した結果、県

警察の非喫煙率は平成23年から８年連続で全国１位となっています。

オ　新型コロナウイルス感染症への対処
国内では令和２年１月15日、当県では同年２月14日に初の新型コロナウイルス感染者が

確認され、県内においても爆発的な感染拡大につながりかねない状況にあるなどして、同

年３月27日、警察本部長を長とする感染症対策本部を設置しました。

感染防止のための取組として、全職員に対し、こまめな手洗い、うがい、マスクの着用、

三密の回避など基本的な感染対策を徹底させるとともに、マスク、手指用消毒剤、非接触

型体温計、透明遮蔽物や空気清浄機などの感染症対策用品を新たに整備し、体調不良時に

申告しやすい職場環境作りや幅広な自宅待機措置を行っています。

そのほか、出張帰任職員に対するＰＣＲ検査の実施や感染の疑いがある職員に対し、同

居家族への感染防止のために宿泊施設を利用する場合の費用補助を開始するなど、職員及

びその家族に対する感染防止対策を組織的に推進しています。

⑵　生涯生活設計等支援策の推進
ア　生涯生活設計支援
職員が主体的に生涯生活設計に取り組むことを促すため、各世代別に配偶者参加型のラ

イフサイクルプランセミナーを開催しているほか、所属ごとに巡回セミナーを実施し、各

種保険制度の見直しや資産形成制度について理解を深める施策を推進しています。

また、平成20年12月から民間のファイナンシャルプランナーによる相談窓口を開設し、

職員やその家族の生涯生活設計に関する個別相談に対応しています。

メンタルヘルスセミナー(リモートによる所属長研修）（令和２年)
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イ　ピアサポート制度の構築
従来、職員が不安や悩みを解決する生活相談体制は、各所属の定員数によって生活相談員

が割り当てられていましたが、令和元年11月に同体制を見直し、身近な同僚、職員間の相互

扶助の観点から、「ピアサポート制度」を制定して、各執務室ごとにピア(同僚、仲間)サポー

ターを指名しました。

同制度は、不安や悩みを抱える職員に対する気づき、声かけ、傾聴等を行う能動的支援及

びピアサポートコーディネーターから指導助言を求めることができるバックアップ体制の確

保、専門資格の取得等を努力義務としており、従来の生活相談制度が職員等からの相談への

対応（受動的支援）であったことを見直したものです。

各所属でピアサポーターとして指名された職員が、問題の早期解決に向けた支援を実施し

ています。

⑶　警察共済組合の活動
県警察では、日本復帰と同時に「警察共済組合沖縄県支部」が設立され、職員とその家族の

生活の安定と福祉の向上に寄与し、公務の能率的運営に資することを目的に、医療給付を主と

した短期給付と年金の給付を目的とした長期給付、保健福祉事業、貸付福祉事業、物資福祉事

業などを行っています。

ア　短期給付（医療給付制度）
職員及びその家族の病気負傷、出産等に際し、療養費、出産費、休業手当金等の法定給付

のほか、組合の定款で定める付加給付を行い、医療費の負担軽減を図っています。

イ　長期給付（年金給付制度）
年金制度は急激な平均余命の伸長と出生率の低下などにより年金財源が憂慮されることと

なったため、これまで基礎年金制度の導入、給付水準の適正化、支給開始年齢の段階的な引

上げなどの制度改革が行われています。

ウ　保健・福利事業
職員及び被扶養者の健康保持増進に寄与することを目的に、各種事業を積極的に推進して

います。

主な保健・福利事業の内容
○　定期健康診断における年齢に応じた詳細な検査付加
○　特定健康診査（被扶養者等が対象）及び特定保健指導
○　産業医による健康相談指導
○　メンタルヘルス対策（心療内科医、臨床心理士等による相談指導等）
○　インフルエンザ予防接種補助
○　胃カメラ、大腸カメラ及び脳ドック検診補助
○　生活習慣病対策事業
○　育児支援事業

ライフサイクルプランセミナー（令和２年）
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エ　宿泊福祉事業
昭和50年６月、「海邦会館」が開館、平成５年７月に「サザンプラザ海邦」と改められ

開館しましたが、平成30年９月営業を終了し、平成31年３月末に閉館しました

⑷　警察職員生活協同組合の活動
警察職員生活協同組合沖縄県支部は、昭和49年４月に設置されました。

県警察職員の在職中及び退職後の保険（共済）の充実や公的年金の補完のため、生命・傷

病共済、新火災共済、新長期生命80、終身生命共済、財形年金共済、警生協年金「ゆとり」

の事業等を実施しています。

⑸　（一財）沖縄県警察共助会の活動
沖縄県警察共助会は、昭和57年６月、賛助会員の相互

共済並びに福利厚生及び福祉の増進を図るとともに、警

察活動が効率的かつ効果的に推進されることを目的に設

立されました。

平成25年４月に一般財団法人へ移行し、各種給付、保

険、貸付、宿泊保養施設「ハッピネス・カヌチャ」の運

用等の福利厚生事業及び警察活動への支援事業として地

域ふれあい活動支援、各種行事への助成事業などを推進

しています。

日本復帰前、警察職員の宿泊保養施設はありませんでしたが、昭和50年６月、本
格的な宿泊保養施設として「海邦会館」が警察本部旧庁舎敷地内（現県議会棟付近）
に建設され、職員の福祉の増進に大きく寄与しました。

昭和58年、県の新庁舎建設基本構想の決定に伴い、「海邦会館」は那覇市旭町へ
移転することとなり、平成５年７月１日、新たに「サザンプラザ海邦」として開業しました。

会議室、各種宴会場、結婚式場、和洋宿泊室のほか、サウナ、トレーニングルーム、居酒屋
など、保養施設として親しまれ、県内、県外を問わず、一般の方にも広く利用されてきましたが、
平成30年９月30日に営業を終了し、惜しまれながら平成31年３月末で閉館しました。

「サザンプラザ海邦」コ
ラ ム

海邦会館
（旧警察本部敷地内） 

サザンプラザ海邦
（那覇市旭町）

退職者に対する激励状況
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７  留置施設の管理運営
⑴　留置施設の管理運営

令和４年４月１日現在、留置施設は10施設設置されています。県警察では、刑事収容施設

及び被収容者等の処遇に関する法律及び犯罪捜査規範に基づき、捜査と留置の分離を徹底し、

被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進して、適正な留置業務の運営を徹底し

ています。

⑵　県警察における留置業務の変遷

県警察における留置業務の変遷（略年表）
日本復帰時 留置業務は、刑事部門がその業務を主管

S55.4.1 留置業務を警務部門に移管し、留置管理官と留置管理係を設置

S56.3.1 警察本部留置管理係が留置管理室に昇格

H16.4.1 女性専用留置施設の設置

H19.6.1 留置施設視察委員会の発足

R2.4.1 沖縄本島内留置施設の勤務員を３交替制から４交替制に移行

  ⑶　留置施設視察委員会の設置
県警察では、留置施設の運用状況について透明性を高めるため、平成19年６月１日に部外

の第三者から成る機関として、留置施設視察委員会を設置しました。同委員会の委員は、人

格識見が高く、かつ留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから沖縄県公安委員

会が任命することとされており、定数は４名となっています。

警察本部長は、毎年、同委員会が留置業務管理者（警察署長）に対して述べた意見及びこ

れを受けて同管理者が講じた措置の概要を公表することとされています。

⑷　被留置者の収容状況
県警察における被留置者の収容状況は、平成元年以降は増加傾向が続き、平成16年に収容

した被留置者の延べ人員は約５万7,000人（１日平均156.1人）とピークを迎えました。その

後、減少基調にあり、令和３年に収容した被留置者の年間延べ人員は約３万3,600人（１日

平均92.1人）と前年より約3,300人増加（11.0％）しました。

県警察では、留置施設が過剰収容状況に陥ることがないよう、沖縄刑務所那覇拘置支所等

刑事施設に対し、早期の移送を要請するとともに、警察署の新築時に十分な規模の留置施設

を整備して収容力の確保を図るなど、各種取組を推進していくこととしています。
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８  警察安全相談業務
⑴　警察安全相談の充実強化

県警察では、県民から寄せられた相談に適切に対応できるよう、警察本部及び各警察署に

警察安全相談窓口を設置し、警察職員

のほか、経験豊富な元警察官を警察安

全相談員として配置するなど、相談受

理体制を整備しています。

県民から寄せられた相談に対して、

犯罪等による被害の未然防止、県民生

活の安全と平穏の確保の視点から、個々

の事案の解決を図っています。

また、警察以外の機関で取り扱うこ

とが適切である相談については、適切

な機関への円滑な引継ぎを行っています。

平成12年の相談取扱い件数は、約

2,300件でした。その後増加傾向とな

り、令和３年は１万8,600件を超え、

平成12年以降過去最多を記録しました。

県警察における警察安全相談業務の変遷（略年表）

日本復帰後 　困り事相談、少年相談、性犯罪相談、悪質商法相談、暴力団相談、交通事故相談など、
各部門で専門の相談体制や専用電話を整備して各種相談に対応

H2.4 　警務部総務課に、各種相談を一次的に受理する ｢警察総合相談室｣ を設置

H12.11 　「困り事相談」の名称を「警察安全相談」に改称するとともに、相談業務を警務部総務課
から生活安全部生活安全企画課に移管

H13.2～H14.7 　国、県及び民間の関係機関・団体で構成する「沖縄県相談業務関係機関・団体ネットワー
ク」を構築（警察署レベルでも同様のネットワークを構築）

H14.4 　組織改編により、警務部に広報相談課を新設し、相談業務を生活安全部生活安全企画課
から移管

H26.1 　「警察安全相談管理システム」運用開始
　（各警察署で受理した相談のシステムでの一元管理が可能となる。）

⑵　警察安全相談管理システムの運用開始
県警察に寄せられる相談は、内容が多種多様となっています。

社会情勢の変化等に迅速に対応すべく、犯罪等による被害の未然防止に資することを目的

に、県警察では平成26年１月１日から、「警察安全相談管理システム」の運用を開始し、各

警察署で受理した相談をシステムで一元管理しています。
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相談内容内訳（令和３年）
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第３章　警察活動の支えとなる体制の構築～警務警察

⑶　沖縄県相談業務関係機関・団体ネットワークの構築
国、県及び民間の関係機関・団体で構成する「沖縄県相談業務関係機関・団体ネットワー

ク」の機能強化を図ることを目的に、平成18年に少年相談、ヤミ金融相談、薬物関連相談等

13類型に権限を有する機関・団体を分別し構成した「事案類型別ネットワーク」を構築しま

した。

その後、平成28年に人身安全関連事案等の相談事案を所管する機関を中心に再編し、それ

ぞれ権限を有する機関・団体等が情報の共有を図り、県民のニーズに迅速、的確に応えるな

どネットワークの充実を図っています。

９  県警察の広報活動
⑴　県警察広報業務の変遷

広報業務の変遷（略年表）
日本復帰前

S45.3 　警務部に教養課を新設し、広報業務を警務部警務課から移管

日本復帰後

S47.5.15 　警務部に秘書課を新設し、広報業務を警務部教養課から移管警察本部各課次席及び警
察署次長を広報担当者に指定

S47.11 　警務部秘書課に広報官（次席兼務）を設置
S49.8 　警務部秘書課に広報官（専任）を設置

S56.1.1 　警務部長を警察広報の総合責任者に指定警察本部及び各警察署に広報班を編成し、緊
急事案発生時の広報体制を強化

S59.3.22 　組織改編に伴い、警務部秘書課を総務課に改称

H14.4.1 　警務部に広報相談課を新設し、広報及び広聴（県民からの意見・要望を収集すること。）
業務を移管

⑵　県警察報道発表
県警察では、日常の警察活動を県民に広く知らせるため、下記のとおり積極的に広報活動

を行っています。

また、警察本部内に記者クラブが設置（令和４年４月１日現在、県内６社と県外８社）さ

れ、各報道機関から派遣された記者が取材活動を行っていることから円滑な対応が可能となっ

ています。

県警察の報道発表
記者会見 
記者発表

　特異重要事件・事故の発生検挙、主要行事等については、警察本部長、主管部長、警
察本部各課長、警察署長等が直接記者会見又は記者発表を行っています。

記者懇談会 　昭和49年３月から毎月１回、県警記者クラブの記者と警察本部長との情報交換の場と
して、記者懇談会を開催しています。

現場広報
　特異重要事件・事故、主要行事、大規模警備実施等の場合には、現場に報道連絡所を
設置して地域住民への注意喚起を図るとともに、広報班を派遣するなどして報道連絡の
円滑な運用に努めています。

交通情報の提供

　コンピュータによって広域的に交通情報を集約し、警察本部交通管制センター内に設
けられた日本道路交通情報センターを通じて、運転者に対しより正確な交通情報を提供し、
交通渋滞の緩和を図っています。
　○　日本放送協会（ＮＨＫ）　　　  ○　琉球放送株式会社（ＲＢＣ） 
　○　株式会社ラジオ沖縄（ＲＯＫ）  ○　エフエム沖縄

⑶　警察展の開催
県警察では、警察のしくみと働きを内容とするパンフレットにより警察活動を広く県民に

紹介しているほか、警察活動に対する理解と協力を得るため「警察展」を開催しています。

「警察展」は、昭和55年８月に第１回を開催して以降、これまで10回開催しています。（令和

４年３月末現在）
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警察展の開催状況（略年表）
回 開催日 場所 名称
1 S55.8.29～9.1 商業施設（ダイナハ４Ｆ） 第１回警察展
2 S56.7.30～8.2 沖縄市民会館 第２回警察展
3 S57.9.24～9.25 沖縄県交通安全運転学校 第３回沖縄県けいさつ展
4 S60.8.2～8.4 商業施設（沖縄山形屋７Ｆ） 第４回けいさつ展
5 S63.8.5～8.7 商業施設（ダイナハ７Ｆ） 第５回けいさつ展
6 H1.10.20～10.22 沖縄市民会館 市民とけいさつのつどい89
7 H5.12.11 警察本部 警察本部庁舎落成記念警察展
8 H14.10.5～10.7 パレットくもじ前交通広場 復帰30周年記念事業「けいさつ展」
9 H24.7.8 沖縄県立武道館 復帰40周年記念事業「ポリスフェスティバル」
10 H27.11.14 沖縄県立武道館 キッズビジネスタウン警察展

⑷　警察音楽隊の活動
昭和53年４月、音楽隊を通して警察広報を効果的に推進し、県民との融和を図るため、沖

縄県警察音楽隊が発足しました。

これまで自治体が主催する公共行事、各種防犯啓発イベントに参加したほか、小中学校へ

赴いて演奏活動を披露するなど、「県民と警察を結ぶ音のかけ橋」として警察広報を推進し

ています。

警察音楽隊の変遷（略年表）

日本復帰以前 米国民政府等の声かけにより警察音楽隊が誕生
各種行事において、19人編成で演奏会を挙行

Ｓ29 予算や隊員の人事異動等により、隊の維持が困難となり解散
日本復帰以後 機動隊内で、音楽を趣味とする者等により機動隊音楽クラブを結成

Ｓ53.４ 沖縄県警察音楽隊発足
Ｓ61 海邦国体を控え、隊員を増員
Ｈ１ 沖縄県警察カラーガード隊発足

Ｈ11.４ 演奏演技のレベルアップを図るため、カラーガードに非常勤職員を採用
Ｈ22 小回りのきく広報活動実施のため、「ちいさな音楽隊（アンサンブル）」を結成
Ｈ24 沖縄県警察発足40周年記念「ポリスフェスティバル」において演奏
Ｈ28 「第６回世界のウチナーンチュ大会」前夜祭パレードの先頭で演奏・演技

Ｈ29 「石垣市制施行70周年記念行事」に参加
（石垣島において、パレード、コンサート、慰問コンサート等実施） 

Ｈ30 インターンシップの高校生と共に、「ちゅらさんコンサートin与儀小学校」を開催
Ｒ１ 「第43回全国育樹祭沖縄県大会」において、式典音楽を演奏

警察展（キッズビジネスタウン警察展）の状況（平成27年）
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第３章　警察活動の支えとなる体制の構築～警務警察

⑸　各種メディアを活用しての情報発信
県警察の各種活動については、これまで、新聞・テレビ等の報道機関を介して情報発信を

行っていましたが、世界的なソーシャルメディアの普及に伴い、近年、県警察においても

広く県民に対して情報発信を行うことを目的に、県警察公式ホームページ（www.police．

pref.okinawa.jp)やTwitter、LINE、Instagramなどの各種メディアを活用しています。

また、より一層効果的な情報発信を図るべく、令和３年２月に沖縄県警察公式YouTubeチャ

ンネルを開設しました。

県警察の情報発信内容

県警察公式
ホームページ

・沖縄県警察の紹介
・各種申請、手続案内
・入札公告、統計資料の公表

Twitter
（ツイッター）

・警察職員採用案内
・特殊詐欺など犯罪防止に係る情報
・各種広報イベント等の情報

LINE
（ライン）

・少年非行及び犯罪被害防止に係る情報
・サイバー犯罪の被害防止に係る情報
・交通事故発生状況、交通規制情報、交通安全情報、運転免許事務に関する情報

YouTube
チャンネル

・警察職員採用試験の概要及び県警察の紹介
・沖縄県警察年頭視閲式の紹介
・飲酒運転根絶ＣＭ、交通安全ＣＭ

Instagram
（インスタグラム） ・警察職員採用試験及び採用説明会に関する情報

第43回全国育樹祭沖縄県大会世界のウチナーンチュ大会
前夜祭パレード

Twitter YouTubeチャンネル
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10  犯罪被害者等支援活動
⑴　警察の被害者支援の経緯

昭和55年「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、犯罪被害者やその家族及び御遺族（以

下「犯罪被害者等」という。）に対して国が給付金を支給する犯罪給付金制度が発足し、犯

罪被害者等に対する経済的援助が始まりました。

その後、平成７年の地下鉄サリン事件を契機に、犯罪被害者等の置かれた現状や要望に対

する国民の理解が進む中、平成８年２月、警察庁が警察の被害者施策の基本となる「被害者

対策要綱」を策定しました。

県警察では同年８月に「被害者支援要領」を制定し、現在は「沖縄県警察犯罪被害者等支

援基本計画」に基づき、犯罪被害者等が「被害に遭う前の元の平穏な生活」を取り戻せるよ

う、被害者支援活動を推進しています

⑵　基本施策
犯罪被害者等は、犯罪によって直接身体的、精神的な被害を受けるだけではなく、その後

に様々な精神的、経済的な二次的被害を受ける場合があります。

県警察では次頁のとおり、様々な側面から犯罪被害者等の支援の充実を図っています。

沖縄県警察音楽隊は、令和４年４月現在、隊員25名が在隊しています。
主な活動として、交通安全運動、防犯・地域安全運動、青少年健全育成運動等の

イベントへの出動、定期演奏会、県や各市町村主催の式典での演奏、小中学校での
楽器指導を兼ねたちゅらさんコンサート等で演奏活動をしています。

また、「第６回世界のウチナーンチュ大会」、「第43回全国育樹祭」などの大規模イベントに
も出演し、「県民と警察を結ぶ音の架け橋」として警察広報に貢献しています。

「警察音楽隊」コ
ラ ム

警察音楽隊定期演奏会 小学校におけるちゅらさんコンサート
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第３章　警察活動の支えとなる体制の構築～警務警察

⑶　被害者支援連絡協議会の活動
犯罪被害者等が支援を必要とする事項は、生活、医療、公判への対応等多岐にわたります。

このため、平成10年５月に警察のほか沖縄県の担当部局、検察庁、弁護士会、医師会、臨床

心理士会等の24機関団体からなる「沖縄県犯罪被害者支援連絡協議会」が設置されました。

令和２年度には加盟団体の見直しを行い、新たに国の担当部局や経営者団体等が加盟して

関係機関団体が連携を図り、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を高める活動を行ってい

ます。

犯罪被害者等の支援に係る主な施策

○ 相談専用電話「＃9110番」の設置

○ 性犯罪被害相談電話「＃8103番」（ハートさん）の設置

○ パンフレット「被害者の手引き」（注１）作成・配付

○ 被害者連絡（注２）の実施

犯罪被害者等への配慮及び情報提供

○ 犯罪被害者等の置かれた状況に応じたカウンセリングの実施

○ 委嘱カウンセラーによるカウンセリングの実施

精神的被害回復への支援

○ 性犯罪被害者等の医療費及び死体検案書料の公費支出

○ 病院等におけるカウンセリング費用の公費支出

○ 犯罪被害者等が住居から一時的に避難する際の宿泊費用の公費支出

○ 犯罪被害給付制度の教示及び迅速な裁定

経済的負担軽減に資する支援

○ 再被害防止措置の実施（パトロールの強化、電話等による安否確認）

○ 犯罪被害者通報登録システム（注３）

犯罪被害者等の安全の確保

○ 被害者専用事情聴取室の整備及び被害者支援専用車両の活用

○ 指定被害者支援要員の積極的活用（注４）

犯罪被害者等の支援を推進するための基盤整備

○ 犯罪被害者等の支援に関する各種広報啓発活動の実施

○ 中学・高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」の開催

○ 沖縄県、公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンターとの共催による

「犯罪被害者支援を考える県民の集い」の開催

犯罪被害者等の支援に関する広報啓発活動

注１ 刑事手続きや法的救済制度、犯罪被害給付制度の概要等を記載したパンフレット

注２ 被害者の意向等状況に応じ、被害者等に対して捜査状況や加害者の処分結果等を通知

注３ あらかじめ、被害者の電話番号等を登録することにより、警察官を早期に派遣するシステム

注４ あらかじめ指定された警察職員が、各種被害者支援活動を推進するシステム
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⑷　公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター及び関係機関との連携
公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター（以下「ゆいセンター」という。）は、平成14

年４月に設立された「被害者こころの支援センター沖縄」を発展解消し、平成16年３月に社

団法人として設立された団体です。

現在は、沖縄県公安委員会から指定を受けた当県で唯一の「犯罪被害者等早期援助団体」

であり、「公益社団法人」となっています。

ゆいセンターは、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、電話相談、面

接相談、警察や裁判所等への付添い等の各種支援活動を行うとともに、被害者等の現状と支

援の必要性を周知するための広報啓発活動等を実施しています。

県警察では、ゆいセンターの運営や活動を支援するとともに、協働して被害者支援活動を

行っています。

また、性犯罪、性暴力被害者の

心身の負担軽減、早期被害回復、

警察への届出の促進等を目的に平

成27年２月に設立された「沖縄県

性暴力被害者ワンストップ支援セ

ンター」と連携して、性犯罪被害

者の支援や性犯罪被害の潜在化の

防止を図っています。

⑸　犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害

者の御遺族や、全治１か月以上の負傷、疾病又は身体の障害という重大な被害を受けた被害

者が、労働災害補償等の公的救済や損害賠償を得られない場合、社会の連帯共助の精神に基

づき、国が給付金を支給する制度です。

この制度は、犯罪の被害による経済的損失を軽減するとともに、再び平穏な生活を営むこ

とができるよう支援するものであり、昭和56年１月に開始されて以来、犯罪被害等の早期軽

減に重要な役割を果たしています。

犯罪被害給付制度における給付金の種類

遺族給付金 重傷病給付金 障害給付金
【支給額】
○　犯罪被害者の収入とその生計

維持関係遺族の人数に応じて算
出した額　（生計維持関係遺族
に８歳未満の遺児が居る場合
は、その年齢人数に応じて加算）

○　犯罪被害者が死亡前に療養した
場合は、負傷又は疾病から３年間
における保険診療による医療費の
自己負担相当額と休業補償を考慮
した額の合計額を加算した額

【支給額】
○　負傷又は疾病にかかった日か

ら３年間における保険診療によ
る医療費の自己負担額相当額と
休業補償を考慮した額を合算し
た額

　　上限額：120万円

【支給額】
○　犯罪被害者の収入と残った障

害の程度に応じて算出した額
○　重度の障害（障害等級第１級

～第３級までに該当する障害）
　1,056万円～3,974.4万円
○　それ以外の等級の障害の場合　
　18万円～1,269.6万円

⑹　犯罪被害救援基金の奨学制度
犯罪被害救援基金の奨学制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、殺害された方や

重大な障害が残った方が扶養していた子弟に対して、犯罪被害救援基金から返済の必要のな

い奨学金が支給される制度です。

当県では、同制度の開始以来、令和４年３月末までに大学生２人、高校生13人、中学生17

人、小学生50人の合計82人が奨学金を受給してます。

ゆいセンターの活動状況

年次 電話相談 面接相談 裁判所等への
付添い支援 合計

Ｒ３ 936件 68件 177件 1,181件
Ｒ２ 1,117件 68件 203件 1,388件
Ｒ１ 808件 80件 162件 1,050件
H30 628件 66件 114件 808件
H31 645件 78件 176件 899件
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⑺　「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり事業」の実施
県警察では、「社会全体で被害者を支え、

被害者も加害者も出さない街づくり事業」の

一環として、被害者の置かれた状況や犯罪の

ない社会づくりへの理解を深めるとともに、

規範意識の向上を図ることを目的として、中・

高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」

を実施しています。

また、県警察では、犯罪被害者等の現状と

必要な支援について、県民の意識向上及び支

援活動の推進を図るため、毎年、沖縄県及び

ゆいセンターとの共催で「犯罪被害者等の支

援を考える県民の集い」を開催しています。

11  被疑者取調べ監督制度
⑴　制度創設の背景

警察の被疑者取調べの在り方が問われるような無罪判決等が相次ぎ、警察捜査における問

題点等が厳しく指摘されたことや、司法制度改革の一環である裁判員制度の導入（平成21年

５月）に伴い、平成21年４月から被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(国家公安

委員会規則第４号)が施行され、県警察においても本格的な被疑者取調べ監督制度の運用が

開始されました。

⑵　制度の概要
ア　取調べ監督室の設置
平成20年６月に警務部警務課に「取調べ監督準備室」を、平成21年４月、警務部総務課

に「取調べ監督室」を設置し、運用を開始しました。

イ　監督の対象となる行為
前記規則には、不適切な取り調べにつながるおそれがある身体接触、便宜供与等の行為

を監督対象行為として規定しています。

⑶　制度の運用状況
被疑者取調べ監督制度の適正な運用を図り、取調べをめぐる不適正事案を未然に防止する

ため、各警察署の取調べ監督官(警務課長)と警務部総務課取調べ監督室が連携し

○　捜査員及び取調べ監督官等に対する指導教養

○　巡察（各警察署における取調べ状況の確認、取調べ室の点検等）

○　捜査部門と監督部門の連携強化

などの施策を推進して取調べの一層の適正化を図っています。

12  教養・訓練
警察職員は、適正に職務を執行するため、的確な判

断能力、実務能力等が必要とされます。

警察学校における採用時及び警察署等の各職場にお

ける教養・訓練により、職務執行能力と高い倫理観を

兼ね備えた警察職員の育成を推進しています。

⑴　学校教養
県警察学校、警察庁の管区警察学校等においては、 沖縄県警察学校

警

務

部
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職員の採用時や昇任時のほか、特定の業務の分野に関する高度な専門知識及び技能を修得さ

せるための教養・訓練を実施しています。

ア　県警察学校
現在の県警察学校は、日本復帰間近となった昭和45年２月15日、那覇市泉崎から石川市

字石川（現うるま市石川）の石川岳の麓に新築移転し、今日に至ります。

(ｱ)�採用時教養

新規採用者が一人前の警察職員として職務を行えるよう、様々な教養・訓練を実施し

ています。

(ｲ)�専科教養

多様化する犯罪情勢に対応できる警察官の育成を目的とし、専門的な知識、技能を高

めるため各部門（警務、生活安全、地域、刑事、交通及び警備）ごとの専科教養を実施

しています。

イ　管区警察学校
九州管区警察学校では、初級及び中級幹部に昇任予定の者又は昇任した者を九州各県警

察から入校させ、その資質向上を図るための教養・訓練を実施しているほか、警察業務の

各種分野に関する専門的な知識、技能を修得するための高度な専科教養も実施しています。

ウ　警察大学校
上級幹部（警部以上（相当職含む。））に必要な知識、技能、指導能力及び管理能力を修

得させるため、警察大学校で教養・訓練を実施しているほか、より専門性の高い専科教養

についても実施しています。

エ　国際人材育成
外国人観光客及び在留外国人による事件、事故等に適切に対応するため、部内研修機関

で職員に外国語の教養を実施しているほか、職員を民間の語学学校等に派遣するなどして、

国際人材の育成に取り組んでいます。

⑵　職場教養
県警察の職場における教養は、日本復帰前から「一般教養」という名称で行われていまし

たが、平成４年以降、「職場教養」に名称を変えて、実務教養や人格形成についての教養を

県警察の各所属において実施しています。

ア　職務倫理教養 
各所属において、幹部による講話や職務倫理に関するテーマに基づく小集団討議等のほ

か、部外の有識者による講話等を実施し、職員の職務倫理観の涵養を図っています。

また、採用後一定の年数を迎えた警察官を対象に、県警察学校などで、採用当時の気持

ちを想い起こさせ、誇りと使命感を再認識させるための研修を行っています。平成24年に

「初心回帰研修」として開始したこの研修は、現在は「原点回帰研修」に名称を改め、高

い倫理観を保持する精強な警察官の育成を図るために実施しています。

イ　技能指導官制度
県警察職員全体の専門的技能等の向上を図ることを目的に、平成７年、警察業務に関す

る卓越した専門的な技能、知識を有する実務経験豊富な警察職員を技能指導官等に任命し、

〇 採用時教養の流れ

職場実習 初任補修科 実戦実習初任科

短期課程（大卒程度） ６か月 ＋ ３か月 ＋ ２か月 ＋ ４か月 ＝ 15か月

長期課程（高卒程度） 10か月 ＋ ３か月 ＋ ３か月 ＋ ５か月 ＝ 21か月
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後継者育成のための伝承教養制度を確立しました。

また、令和２年には、制度の見直しを行い、運用の一層の充実強化、技能指導官の育成

及び指導体制の強化を図り、伝承教養のさらなる充実に向けて取り組んでいます。

令和４年４月１日現在、県警察では28人の職員が技能指導官として指定されており、そ

の内１人は、平成24年４月16日から警察庁の「広域技能指導官」に指定され、全国の警察

において指導や講義を行っています。

ウ　各種教養
県警察では、職員の職務執行能力の向上を図るため、主に次のような教養・訓練を実施

しています。

(ｱ)�巡回教養�

警察本部内各部の重要な教養項目について、主管課が警察署等を巡回し教養を実施し

ます。

(ｲ)�若手警察官早期育成講座

採用時教養終了後間もない警察官を対象に、現場警察活動に直結する実戦的な教養訓

練を実施します。

(ｳ)�実戦的総合訓練

実際の活動現場における取り扱い状況や、教訓とすべき事案等を題材とした想定に基

づき、現場で行う一連の警察活動を実戦に近い形で訓練を行います。

(ｴ)�車両運転技能研修等�

警察車両の運転に従事する職員の運転技能の向上を図り、現場への早期臨場や交通事

故防止に資するための研修や訓練を実施しています。

⑶　術科教養
凶悪犯罪に的確に対応できる精強な執行力を確保

するため、点検、礼式、教練、拳銃操法、逮捕術、

柔道及び剣道の訓練や救急法の講習会を実施してい

ます。

近年は、職務執行を巡る環境の変化に対応するた

め、より実戦的な訓練の充実強化を図っています。

ア　術科指導体制
各警察署ごとに各種術科の指導能力を有する警

察官を術科指導員として任命し、各術科指導に当

たらせるとともに、教養課首席術科師範等による各警察署への巡回指導を実施しています。

イ　術科大会
日頃の訓練成果を示す場として各種術科大会を開催しています。

また、術科特別訓練員として指名を受けた職員は、厳しい訓練に臨み、県警察の代表と

して全国大会等で活躍しています。

原点回帰研修 実戦的総合訓練 車両運転技能研修

巡回指導の状況
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各種術科大会（全国大会・九州管区大会）における県警察職員の主な入賞歴（平成25年以降）  

年　　　月 大　会　名 成　績

Ｈ25.９ 平成25年度全国警察柔道選手権大会 男子個人73㎏級３位

Ｈ25.11 平成25年度全国警察拳銃射撃競技大会 私服警察官の部個人２位

Ｈ26.９ 平成26年度全国警察柔道選手権大会 男子個人73㎏級２位

Ｈ26.10 平成26年度全国警察柔道・剣道大会 剣道団体２位

Ｈ27.９ 平成27年度九州管区内警察拳銃射撃競技大会 私服警察官の部個人優勝

Ｈ27.９ 平成27年度九州管区内警察逮捕術大会 団体２位、女子個人２位

Ｈ27.11 平成27年度全国警察拳銃射撃競技大会 団体３位　　

Ｈ28.７ 平成28年度九州管区内警察柔道・剣道大会 柔道女子個人優勝

Ｈ28.９ 平成28年度全国警察柔道・剣道選手権大会 柔道女子個人63㎏超級３位

Ｈ29.９ 平成29年度全国警察柔道・剣道選手権大会 柔道女子個人63㎏超級３位

Ｈ29.９ 平成29年度九州管区内警察拳銃射撃競技大会 団体３位、私服警察官の部個人優勝

Ｈ29.10 平成29年度全国警察柔道・剣道大会 柔道団体優勝

Ｈ30.９ 平成30年度九州管区内警察拳銃射撃競技大会 団体２位、制服警察官の部個人３位　　

Ｈ30.９ 平成30年度全国警察柔道・剣道選手権大会 柔道女子個人70㎏級優勝

Ｒ１.５ 令和元年度全国警察柔道・剣道選手権大会
柔道女子個人70㎏級優勝

剣道男子個人５位

ウ 年頭視閲式
年頭視閲式は、日本復帰後の昭和50年から「警察組織の融和団結と士気の高揚」及び警

察活動の一端を年始めに幅広く県民に紹介することを目的に毎年行っている行事です。

令和２年年頭視閲式（北谷町営駐車場）
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⑷　機関誌
機関誌は、警察職員相互の融和を深めると

ともに、教養啓発に資することを目的に毎月

発行しており、日本復帰前の「ニューポリス」

を経て昭和45年に「海邦」と改題され現在に

至ります。

また、明治12年の創設以来、社会の発展と

ともに治安維持の重責を果たしてきた沖縄県

警察の制度の変遷と警察活動の推移を明らか

にし、先人の偉大な足跡、業績を記録化して、

将来の警察運営の参考とするとともに、県民

の警察に対する理解に資することを目的とし

て「沖縄県警察史」を編さんし、これまで第

一巻から第三巻までを発行しています。

・第一巻～「明治・大正編」（平成２年12月発行）

・第二巻～「昭和前編」（平成５年３月発行）

・第三巻～「昭和後編」（平成14年３月発行）

県警察の制服警察官、機動隊員のほか、警察犬、白バイ、パトカー、航空機など
が一堂に会し、子供たちも含む多くの県民が観覧に来る年頭視閲式は、県警察の高
い士気を県民にアピールする年明けの式典として、日本復帰後の昭和50年から実
施されており、令和３年までに44回開催されています。（令和４年は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止） 

平成15年以降は北谷町営駐車場で開催されていますが、それ以前は様々な場所で開催されて
いました。

「年頭視閲式の古今」コ
ラ ム

過去の年頭視閲式開催場所
――――――――――――――――――――――
昭和50年～昭和56年　奥武山公園
　※昭和51年海洋博開催のため中止
　　昭和54年のみ天久開放地（現新都心）
　　昭和55年大雨のため中止
――――――――――――――――――――――
昭和57年～昭和62年　機動隊訓練場 
――――――――――――――――――――――
昭和63年～平成14年　県総合運動公園
　※平成元年昭和天皇崩御のため中止
――――――――――――――――――――――
平成15年～令和３年　北谷町営駐車場
　※令和４年新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

昭和57年年頭視閲式
（機動隊訓練場） 

ニューポリス創刊号
（昭和25年３月号）

海邦
（令和４年１月号）

沖縄県警察史
（第一巻～第三巻）

警
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少年の居場所作り 女性を犯罪から守る
実践的な防犯講話

万引き警戒パトロール 青色回転灯パトロール

サイバーセキュリティセミナー ボランティアと
連携した街頭活動
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生 活 安 全 警 察 の 変 遷

昭和47年5月　沖縄県警察発足　警務部・刑事部（防犯少年課）・警備部（外勤課）・交通部昭和47年5月　沖縄県警察発足　警務部・刑事部（防犯少年課）・警備部（外勤課）・交通部
昭和47年5月　「沖縄県青少年保護育成条例」施行昭和47年5月　「沖縄県青少年保護育成条例」施行

昭和50年2月　「沖縄県迷惑行為防止条例」施行昭和50年2月　「沖縄県迷惑行為防止条例」施行
昭和51年４月　防犯部設置（防犯少年課・保安課・外勤課）昭和51年４月　防犯部設置（防犯少年課・保安課・外勤課）

昭和56年3月　外勤課に通信指令室を附置昭和56年3月　外勤課に通信指令室を附置
昭和60年2月　「沖縄県風俗営業等規制及び業務の適正化に関する法律施行条例」施行昭和60年2月　「沖縄県風俗営業等規制及び業務の適正化に関する法律施行条例」施行

昭和60年4月　防犯少年課に少年対策室を設置昭和60年4月　防犯少年課に少年対策室を設置
昭和61年4月　保安課を生活保安課に改称昭和61年4月　保安課を生活保安課に改称

平成元年10月　警察航空隊を警務課から外勤課へ移管平成元年10月　警察航空隊を警務課から外勤課へ移管
平成3年4月　防犯少年課から防犯課へ改称、少年対策室から少年課へ昇格平成3年4月　防犯少年課から防犯課へ改称、少年対策室から少年課へ昇格

平成4年8月　外勤課を地域課に改称平成4年8月　外勤課を地域課に改称
平成5年5月　生活保安課に銃器対策室を附置平成5年5月　生活保安課に銃器対策室を附置

平成6年4月　通信指令室から通信指令課へ昇格、水上安全対策室を附置平成6年4月　通信指令室から通信指令課へ昇格、水上安全対策室を附置
平成6年4月　「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保に関する条例」施行平成6年4月　「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保に関する条例」施行

平成6年4月　那覇警察署と沖縄警察署に少年課を設置平成6年4月　那覇警察署と沖縄警察署に少年課を設置
平成6年11月　防犯部を生活安全部に改称、防犯課を生活安全企画課に改称平成6年11月　防犯部を生活安全部に改称、防犯課を生活安全企画課に改称

平成8年4月　銃器対策室から銃器対策課へ昇格、地域課に自動車警ら隊を附置平成8年4月　銃器対策室から銃器対策課へ昇格、地域課に自動車警ら隊を附置
平成9年4月　少年課に太陽の子サポートセンターを附置平成9年4月　少年課に太陽の子サポートセンターを附置

平成10年9月　太陽の子サポートセンターを少年サポートセンターに改称平成10年9月　太陽の子サポートセンターを少年サポートセンターに改称
平成11年4月　浦添警察署と宜野湾警察署に少年課を設置平成11年4月　浦添警察署と宜野湾警察署に少年課を設置

平成12年5月　「児童虐待の防止等に関する法律」施行平成12年5月　「児童虐待の防止等に関する法律」施行
平成12年11月　「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行平成12年11月　「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行

平成13年10月　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」施行平成13年10月　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」施行
平成13年12月　「沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の平成13年12月　「沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の

　　　　　　　　規制に関する法律」施行　　　　　　　　規制に関する法律」施行
平成14年4月　銃器対策課を銃器薬物対策課に改称平成14年4月　銃器対策課を銃器薬物対策課に改称

平成15年4月　生活安全企画課に身近な犯罪抑止総合対策室を附置平成15年4月　生活安全企画課に身近な犯罪抑止総合対策室を附置
平成16年4月　銃器薬物事犯捜査業務を刑事部に移管平成16年4月　銃器薬物事犯捜査業務を刑事部に移管

平成16年4月　「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」施行平成16年4月　「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」施行
平成16年4月　身近な犯罪抑止総合対策室から安全なまちづくり推進課へ昇格平成16年4月　身近な犯罪抑止総合対策室から安全なまちづくり推進課へ昇格

平成21年4月　安全なまちづくり推進課に子ども・女性安全対策係と振り込め詐欺対策係を設置平成21年4月　安全なまちづくり推進課に子ども・女性安全対策係と振り込め詐欺対策係を設置
平成24年4月　生活保安課にサイバー犯罪対策室を附置平成24年4月　生活保安課にサイバー犯罪対策室を附置

平成24年6月　「沖縄県風俗案内等の規制に関する条例」施行平成24年6月　「沖縄県風俗案内等の規制に関する条例」施行
平成26年4月　安全なまちづくり推進課を子供・女性安全対策課に改称平成26年4月　安全なまちづくり推進課を子供・女性安全対策課に改称

平成26年4月　生活安全企画課に安全なまちづくり推進室を附置平成26年4月　生活安全企画課に安全なまちづくり推進室を附置
平成27年4月　生活安全企画課に許可等事務審査室を附置平成27年4月　生活安全企画課に許可等事務審査室を附置

平成29年4月　サイバー犯罪対策課を設置平成29年4月　サイバー犯罪対策課を設置
平成31年4月　子供・女性安全対策課を人身安全対策課に改称平成31年4月　子供・女性安全対策課を人身安全対策課に改称

令和3年4月　生活安全部から地域部（地域課・通信指令課）が独立令和3年4月　生活安全部から地域部（地域課・通信指令課）が独立

ボランティアによる夜間街頭補導
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第１節　犯罪情勢とその対策
１  刑法犯の認知・検挙状況
⑴　認知状況

刑法犯の認知件数は、平成14年に２万5,641件と日本復帰後最多となりましたが、翌年か

ら19年連続で減少しており、令和３年は復帰後最少の5,833件でした。平成14年の約４分の

１まで減少したものの、重要犯罪等の治安に著しく不安を与える犯罪や社会情勢の変化に伴っ

て多様化する特殊詐欺、サイバー犯罪が発生するなど、体感治安は依然として厳しい情勢に

あります。

⑵　検挙状況
刑法犯の検挙件数は、日本復帰以降増加傾向が続き、昭和60年は1万6,392件と復帰後最多

を記録しました。その後は増減を繰り返しながら減少傾向となり、平成24年以降は5,000件

を下回り、令和３年は復帰後最少の3,327件となりました。

刑法犯の検挙人員は、2,000人を割り込んだ平成７年から平成９年の間を除いて、2,000人

から4,000人台で推移しており、令和３年は2,483人でした。

刑法犯の検挙率は、復帰以降増加傾向が続き、昭和60年に復帰後最多となる80.5％を記録

後、増減を繰り返しながら推移しましたが、平成10年から50％を下回り、平成14年には復帰

後最少の18.3％となりました。その後は上昇傾向に転じて、平成28年以降は50％台に回復し、

令和３年は57.0％でした。

２  重要犯罪の認知・検挙状況
⑴　認知状況

重要犯罪(殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐及び強制わいせつの６罪種をいう。)

の認知件数は、日本復帰後は一旦減少したものの、昭和52年に復帰後最多の387件を記録し

ました。その後、減少傾向となり、平成３年は復帰後最少の82件となりました。更に、増減

を繰り返しながら、平成14年から平成16年は200件を超えたものの、再び減少傾向となり、

令和３年は84件でした。

⑵　検挙状況
重要犯罪の検挙件数は、認知件数に比例して日本復帰後は一旦減少した後、昭和52年に復

帰後最多の360件を記録しました。その後は減少傾向にあり、平成３年は復帰後最少の77件
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となりました。以後、増減を繰り返しながら推移し、令和３年は平成３年と同数の77件でした。

重要犯罪の検挙人員は、復帰から昭和55年までは200人を超えていましたが、徐々に減少し、

平成元年は74人となりました。その後、100人前後で推移し、令和３年は復帰後最少の73人

でした。

重要犯罪の検挙率は、毎年増減を繰り返しており、復帰後の最高値は平成29年の

104.7％、最低値は平成８年の66.5％で、令和３年は91.7％でした。

３  犯罪抑止総合対策
⑴　情報の分析と活用

平成14年に刑法犯認知件数が日本復帰後最多となり、犯罪総量抑止に向け、迅速、的確な

捜査活動を行う一方、平成15年から独自に構築したコンプスタットシステムを導入、運用し、

平成21年には分析能力の高い情報分析システム（CIS-CATS）の運用を開始するなど、犯罪発

生実態を多角的に分析し、諸対策に活用しています。

⑵　体感治安対策
平成14年に過去最多となった刑法犯認知件数は、19年連続減少し、令和３年にはピーク時

の約４分の１となり、数値的な治安については大幅に改善されています。

しかし、殺人、強盗、放火等の重要犯罪や、空き巣、忍び込み等の重要窃盗犯の発生は横

ばいで推移しており、特殊詐欺及びサイバー犯罪は社会情勢の変化に伴い多様化し、DV・ス

トーカー事案、児童虐待事案等の人身安全関連事案は高止まりしています。

これら県民が不安を感じる犯罪の実効性のある未然防止対策及び早期検挙を推進し、体感

治安の改善に向けて取り組んでいます。

⑶　侵入犯罪対策
県警察では、侵入犯罪を抑止するため、侵入までに５分以上の時間を要するなど防犯性能

があると評価した建物部品（ＣＰ（Crime�Prevention：防犯）部品）の普及促進や、侵入強

盗等の未然防止のためコンビニエンスストアや金融機関を対象として防犯訓練などを実施し

ています。
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認知件数より検挙件数が上回った際には、検挙率が100％を超える。
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(件)
重要犯罪認知件数及び検挙件数の推移 認知件数

検挙件数
検挙率

－ 45 －



⑷　アルコール関連犯罪対策
当県では、多量飲酒等の不適切な飲酒が大きな課題となっ

ており、事件・事故に大きく影響しています。

これらの問題を解決するために、安全で安心して暮せる

社会づくりを目的に、平成15年に制定された「ちゅらうち

なー安全なまちづくり条例」に、「アルコール関連犯罪の

防止」に関する施策の基本となる事項を新たに定めた改正

条例が令和２年12月28日に公布、施行され、同対策に対す

る県民の気運の盛り上げを図るとともに、条例に基づき、

関係機関・団体、事業者等と連携してアルコール関連犯罪

の防止対策を推進しています。

⑸　防犯カメラの設置促進
事件・事故の未然防止、早期検挙のため、自治体や事業

者等に対し、防犯カメラの必要な箇所とその必要性を具体

的に働きかけ、街頭における自主的な防犯カメラの設置を促進しています。

第２節　県民の安全・安心に資する生活安全警察
１  生活安全警察の概要
⑴　県警察における生活安全警察の変遷

日本復帰前後は、防犯や少年犯罪等に関する業務は刑事部が、派出所（現交番）やパトロー

ル等に関する外勤課（現地域課）の業務は警備部が所掌していましたが、社会情勢の変化に

伴い、防犯、保安、少年、外勤警察に関する業務量が増大するとともに、その重要性も増し、

昭和51年４月１日の組織改正で｢防犯部｣が新設されました。

その後、組織改正や名称変更などを経て、現在の｢生活安全部｣となっています。

生活安全部（令和４年４月１日現在）
所属名 主な業務

生 活 安 全 企 画 課 生活安全警察の運営、保護、風俗・古物・質屋営業の処分等に関する業務

 人 身 安 全 対 策 課 子供・女性の安全対策、行方不明者発見活動、高齢者・障害者虐待防止対策、ストーカー
行為及び配偶者からの暴力の取締り等に関する業務

少 年 課 少年非行の防止、少年補導、少年の健全育成、少年サポートセンターの運用等に関する
業務

生 活 保 安 課 生活経済事犯の取締り、風俗・売春事犯の取締り、質屋・古物営業の取締り等に関する
業務

サイバー犯罪対策課 サイバーセキュリティー、サイバー犯罪の取締り等に関する業務

⑵　地域安全活動の変遷
ア　日本復帰前後の治安情勢
日本復帰前後の治安情勢は、殺人、強盗、放火等の凶悪犯の発生件数が復帰前の昭和45

年に400件、昭和46年には332件、復帰時の昭和47年は343件と多発傾向が続き深刻な情勢

にありました。

また、刑法犯認知件数は、平成14年に２万5,641件でピークでしたが、県民総ぐるみで

防犯対策を推進した結果、令和３年まで19年連続で減少しています。

イ　沖縄における地域安全運動の変遷
当県においては、日本復帰前に設立された｢社団法人琉球防犯協会連合会｣を中央組織

アルコール関連犯罪防止ポスター
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として､各警察署に設置された｢各地区防犯協会｣とともに地域安全運動を推進してきま

したが、復帰後は｢財団法人沖縄県防犯協会連合会｣となり、平成24年４月１日からは「公

益財団法人沖縄県防犯協会連合会」に改め、現在まで県下14警察署にそれぞれ設置された

地区防犯協会とともに、地域安全運動の中心として地域の実情に応じた運動を展開してい

ます。

⑶ 地域安全活動の推進
県警察では、様々な形で関係機関・団体や地域の防犯ボランティア団体等と連携し、全県

的な地域安全活動を推進しています。

ア ボランティア団体の活動
令和３年12月末現在、県警察が把握している防

犯ボランティア団体数は550団体で、その構成員

は１万7,603人となっており、多くの団体で防犯

パトロール等を行っているほか、最近の犯罪情勢

を踏まえ、特殊詐欺の未然防止のため、警察と連

携して金融機関での利用者に対する注意喚起を実

施している団体もあります。

近年、防犯ボランティアの高齢化が進んでいる

ことから、県警察では若手育成を目的とした防犯

ボランティア研修会を開催しています。

イ 自主防犯活動に対する支援
県警察では、防犯ボランティア団体に対して、防犯ベスト、帽子、青色回転灯等の貸与

や、犯罪情報の提供、合同パトロールの実施等の活動支援を行っているほか、自主防犯パ

トロールに使用する自動車に青色回転灯を装備することができる制度に沿って申請を受け

付けています。

ウ 犯罪情報や地域安全情報の提供
犯罪の発生状況をリアルタイムで情報発信するため、防犯講話や安心ゆいメール、ＳＮ

Ｓ等の運用を開始するなど、様々な手段、媒体を用いて県民に対し犯罪情報や防犯情報を

提供しています。

防犯ボランティア研修会

当県における防犯ボランティア団体は、自主
的な地域安全活動を基本に、通学路における登
下校見守り活動、青少年健全育成活動、犯罪抑
止活動など各団体の目的に沿って活動しています。

防犯ボランティア団体の中には、使用する自
動車に青色回転灯を装備した団体（警察本部長
が申請に基づいて証明）もあり、令和３年末現在、

377団体、827台の青色回転灯装備車両が
各警察署と連携して通学路等のパトロール
を行っています。

「防犯ボランティア団体と
青色回転灯パトロール」

青色回転灯装備車両による
パトロール

コ
ラ ム
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⑷ 安全・安心なまちづくりの推進
平成16年４月、「ちゅらうちなー安全なまち

づくり条例」が施行されました。

県警察では、道路、公園等の公共施設や住居

の構造、設備、配置等について、犯罪防止に配

慮した環境設計による、犯罪被害に遭いにくい

街づくりを推進し、県民が安全で安心して暮ら

せる社会を実現するため、官民一体となった県

民総ぐるみの「ちゅらさん運動」を推進してい

ます。

また、近年、地域住民の間で、警察の取締り

だけに頼るのではなく、自らの手で街の安全・

安心を確保しようとする気運が高まっており、

県内各地で防犯ボランティア団体の結成が行わ

れています。

さらに、犯罪の起こりにくい社会づくりのた

め、県内の事業者による防犯に関するＣＳＲ活

動※１に対する支援、助言を行うことで、きめ細

かい防犯ネットワークの構築を行っています。

県警察では、こうした自主的な防犯の取組を

支援し、官民連携した安全で安心なまちづくり

を展開するための取組を推進しています。

２  保護活動の推進
�精神錯乱者、泥酔者、自救無能力者など、応急の救護を要する者に対する保護活動は、警

察の重要な任務の一つです。保護活動は、本人のために行われるものであると同時に、他人

に対する危害や迷惑行為の防止の役割を果たしています。

当県における保護件数は、平成９年以降増加基調となり、平成16年以降は約3,000件から

約3,500件の高水準で推移しています。また、泥酔者の占める割合が全国的に多い状態にあ

ります。

防犯ボランティアによるパトロール

防犯ＣＳＲ活動の協定締結式
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※ 泥酔者とは、アルコールの影響により意識が混濁し、正常な判断能力等を欠いた状態にある者をいう。

※ 酩酊者とは、アルコールの影響により、正常な行為のできないおそれのある状態にある者等をいう。

保護取扱い状況の推移 ※平成９年以前は統計なし

精神錯乱者 泥酔者 自救無能力者 酩酊者

※１　「Corporate　Social　Responsibility」の略で、企業の社会的責任と訳される。
　　　法令遵守、環境保護、地域貢献等、純粋に財務的な活動以外の分野において、企業が持続的な発展を目的とし

て行う自主的取組をいう。
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３  人身安全関連事案への対応
⑴　DV・ストーカー等の恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案への対処

ア　組織的な対応と保護対策の推進
平成11年10月に埼玉県桶川市において発生した、ストーカー行為から発展した重要事件

等が大きな社会問題となり、平成12年11月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律（以

下「ストーカー規制法」という。）」が施行され、さらに平成13年10月には「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「DV※１防止法」という。）」が施行さ

れました。

DV・ストーカー等の恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案（以下「DV・ストーカー事

案」という。）を含む人身安全関連事案は、警察が認知した段階では比較的軽微であっても、

事態が急展開し、殺人等の重大事件に発展する事例もあるため、県警察では、その危険性・

切迫性を的確に判断し、積極的に事件化を図るとともに、被害者等の生命、身体の保護を

最優先とした各種防犯対策を講じているほか、沖縄県女性相談所等の関係機関と連携し、

シェルターを活用した被害者の一時保護等の再被害防止対策を徹底して行っています。

また、DV・ストーカー事案においては、関係場所が複数の都道府県に及ぶこともあ

ることから、各都道府県警察と連絡を密にし、被害者対策等の対応を徹底して行って

います。

イ　人身安全関連事案に対する警察の体制等
県警察では、平成26年４月１日に、DV・ストーカー事案について、事案の認知の段階か

ら対処に至るまで、警察署への助言、指導、支援などを一元的に行う総合的な体制として、

生活安全部生活安全企画課の「DV・ストーカー対策係」と、子供・女性の安全対策業務を

所管する「生活安全部安全なまちづくり推進課」を統合し、「子供・女性安全対策課」を

新設しました。その後、平成31年には、被害者等の保護措置等の対応をより一層迅速、的

確かつ組織的に推進するため、「人身安全対策課」へ改称するなど、DV・ストーカー事案

をはじめとする人身安全関連事案に的確に対応しています。

人身安全対策関連事案に関する警察の体制等（略年表）
H12.11.1 生活安全企画課に沖縄県警察ストーカー対策プロジェクトチーム発足

H12.11.24 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行

H13.10.13 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行

H14.3.25 生活安全企画課に「ＤＶ・ストーカー対策班」設置　

H21.4.1 安全なまちづくり推進課に「子供・女性安全対策係（ＪＷＡＴ）」設置

H26.4.1 「DV・ストーカー対策係」と「安全なまちづくり推進課」を統合し、「子供・女性安全
対策課」を新設

〃 子供・女性安全対策課に「ＤＶ・ストーカー事案対処チーム」発足

H29.5.1 子供・女性安全対策課に「人身安全事案対処チーム」発足

H31.4.1 子供・女性安全対策課を「人身安全対策課」に改称

ウ　DV事案の相談、検挙件数
DV事案の相談件数は、平成24年から令和３年の10年間では、令和元年に過去最多の1,082

件（平成24年の約1.9倍）を記録し、現在も高水準にあります。

DVに係る検挙件数は、過去10年間の総数では1,184件となり、うち令和３年の154件が

最も多く、毎年約100件から約150件の間で推移しています。

※１　「Domestic�Violence（ドメスティック・バイオレンス）」の略で配偶者間暴力のこと。
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過去10年間の検挙総数の内訳は、DV防止法違反が28件、他法令による検挙が1,156件で、

他法令による検挙が約98％となっています。

他法令による検挙の罪種別では、傷害が最も多く、次いで暴行による検挙となっています。

エ　ストーカー事案の相談、検挙件数
ストーカー事案の相談件数は、平成24年から令和３年の10年間で延べ1,409件となり、

うち令和２年の177件が最も多く、平成24年の88件を除き毎年約100件から約170件の間で

推移しています。

ストーカー事案に係る検挙件数は、過去10年間の総数で300件となり、うち令和３年の

42件が最も多く、毎年約10件から約40件の間で推移しています。

過去10年間の検挙総数の内訳は、ストーカー規制法違反が101件、他法令による検挙が

199件で、他法令による検挙が約63％となっています。

他法令による検挙の罪種別では、住居侵入による検挙が最も多く、次いで脅迫、傷害に

よる検挙となっています。
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⑵　子供・女性を性犯罪等から守る対策
県警察では、子供と女性を対象にした性犯罪等の前兆と見られる「声かけ」、「つきまとい」

等の刑罰法令に抵触しない事案を「脅威事犯」として捉え、脅威事犯の段階で、行為者を特

定して指導警告、検挙等を行うなど、性犯罪等を未然に防いでいく活動（先制予防的活動）

を積極的に推進しています。

平成24年から令和３年までの10年間の脅威事犯認知件数は合計3,581件で、令和３年が最

も多く426件を認知しています。

脅威事犯では、11類型のうち、「声かけ」の認知が最も多く、次いで「卑わいな言動」や「露

出」などとなっています。

★　ＧＰＳ機器等を用いて位置情報を取得する行為
例）アプリケーションを用いて、あなたのスマート
　フォンの位置情報を取得するなど

★　ＧＰＳ機器等を取り付ける行為
例）あなたの車に、ＧＰＳ機器を取り付けられるなど

★　つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、う
　ろつき
例）通勤、通学途中など、あなたの行く先々で待ち
　伏せされる、自宅付近をうろつかれるなど

★　監視していると伝える行為
例）帰宅後に「おかえりなさい」などと電話やメー
　ルをしてくるなど

★　面会、交際、義務のないことを行うことの要求
例）拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復
　縁を求めてくるなど

★　著しく粗野または乱暴な言動
例）大声で「バカヤロー」などの粗野な言動を浴び
　せられるなど

ストーカー規制法の流れとストーカー行為の種別

★　無言電話、連続した電話・ＦＡＸ・手紙・メー
　ル・ＳＮＳのメッセージなど
例）拒否しているにもかかわらず、携帯電話や自宅、
　会社に何度も電話をかけてくるなど

★　汚物等の送付
例）汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与え
　るものを自宅や職場に送りつけられるなど

★　名誉を害する事項を伝える行為
例）あなたの名誉を傷つけるような文章などをイン
　ターネットに掲載されるなど

★　性的羞恥心を害する事項を伝える行為
例）わいせつな写真などを送りつけられたり、イン
　ターネットに掲載されるなど

ストーカー規制法の流れ

警
察
へ
の

相
談
・
申
出

援助の申出

つきまとい等を繰り返してはな

らないことを、警察が警告

ストーカー行為を検挙

公安委員会が

禁止命令

防犯機器の貸出、防衛手段の教示など

１年以下の懲役又は100万円以下の罰金

２年以下の懲役又は

200万円以下の罰金

禁止命令に違反すると

☆ 個人情報の管理は慎重にしてください。

☆ ストーカーの被害は一人では解決できません。被害がエス

カレートする前に、警察や信頼できる人に相談しましょう。

警察官からのアドバイス
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県警察では、パンフレットやチラシ等を発行するなどして、被害の未然防止に努めています。

⑶　行方不明者届出受理・発見活動の状況
生活の本拠を離れ、行方不明になっている者には、事件・事故に巻き込まれたり、自殺を

図るなどの事例も見られることから、県警察では、行方不明者の生命、身体の安全を確保す

るため、迅速な発見・保護活動に努めています。

平成24年以降、行方不明届の受理は約1,000件から約1,500件の間を推移していましたが、

令和２年は848件と昭和51年の統計開始後初めて1,000件を下回り、また、令和３年も962件

と1,000を下回っています。
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⑷　高齢者虐待事案に対する対応
平成18年４月１日、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とした「高齢者虐待の防

止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、養護者、養介護施設従事者

等（以下この項目において「養護者等」という。）による高齢者虐待を発見した者は、市町

村に対する速やかな通報等が規定されました。

県警察では、相談事案や急訴事案などの各種警察活動において、養護者等による高齢者虐

待を受けたと思われる事案を認知した場合には、市町村に通報するとともに、積極的な事件

化や、養護者等に対して指導・警告を行うなど、必要な措置を講じています。

⑸　障害者虐待事案に対する対応
平成24年10月１日、障害者の権利利益の擁護に資することを目的として「障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、養護者、障害者福祉施設従

事者等（以下この項目において「養護者等」という。）による障害者虐待を受けたと思われ

る障害者を発見した者は、市町村に対する速やかな通報が規定されました。

県警察では、各種警察活動において、養護者等による障害者虐待を認知した場合は、市町

村に通報するとともに、積極的な事件化や、養護者等に対して指導・警告を行うなど、必要

な措置を講じています。

　
４  良好な風俗環境の保持
⑴　沖縄における風俗関係法令等の推移

沖縄における風俗関係法令等の推移（略年表）
日本復帰前 S27.8 琉球政府が公布・施行した「風俗営業取締法」に基づき取締りを実施

日本復帰後 S47.7 日本復帰に伴い、国内法 ｢風俗営業等取締法」に基づき取締りを実施

S60.2 「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」が施行

※法律名が「風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律」に改称

⑵　風俗営業等の状況
ア　接待飲食等営業所の推移
日本復帰前は約3,800軒あった接待飲食等営業は、復帰直後は国内法（風俗営業等取締法）

の規制等により一旦減少したものの、その後増加し、昭和59年には約4,000軒となりました。

同年の法改正後は一時減少し、昭和61年には約3,200軒となりましたが、その後、おおむ

ね増加傾向にあり、近年は4,000軒前後で推移しています。

ストーカー事案、配偶者からの暴力事案、子供・
女性に対する性的犯罪、高齢者・障害者虐待など、
人身の安全を早急に確保する必要が認められる事案

（人身安全関連事案）は、事態が急展開して殺人事
件などの重大事件に発展するおそれが極めて
高いため、平成29年５月から警察本部及び各
警察署に「人身安全関連事案対処チーム」を
設置し、被害者等の安全確保のため、迅速、
的確に対処しています。

「人身安全関連事案への対応」

対処チーム長等の指定状況

コ
ラ ム
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令和３年末の当県の接待飲食等営業所数は4,031軒となっています。

イ　深夜酒類提供飲食店営業※１の推移
日本復帰当時（昭和47年）は約2,500軒でしたが、その後年々増加し、昭和59年には約

7,800軒となりました。同年の法改正で公安委員会への届出制となった直後は、約5,200軒

まで減少し、その後は増減を繰り返しながら推移しましたが、平成22年以降は年々増加し、

令和３年は7,274軒となっています。

ウ　性風俗関連特殊営業※２の推移
性風俗関連特殊営業の規制に関しては、風俗環境の変化に対応して法整備が進んできま

した。

近年の特徴としては、無店舗型性風俗特殊営業の届出数が増加し、全体に占めるその割

合も増加しています。

⑶　風俗関係事犯の取締り
ア　売春事犯の取締り
日本復帰前の売春事犯は、借金等に絡む管理型の売春が多く、復帰後は、個室付浴場や

飲食店を装った売春事犯が主流でしたが、近年では、派遣型ファッションヘルスを装った
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性風俗関連特殊営業数の推移（Ｈ14～Ｒ３）
個室付浴場
ストリップ劇場
モーテル
ラブホテル
アダルトショップ等
無店舗型ファッションヘルス
その他

※１　深夜（午前零時から午前６時まで）において酒類を提供する飲食店営業のことで、事前に都道府県公安委員
会への届出が必要。ただし、営業の常態として主食を提供して営むものは除かれる。

※２　「店舗型性風俗特殊営業」、「無店舗型性風俗特殊営業」、「映像送信型性風俗特殊営業（アダルト映像等）」、「店
舗型電話異性紹介営業（テレフォンクラブ等）」及び「無店舗型電話異性紹介営業（伝言ダイヤル等）」の総称で、
事前に都道府県公安委員会への届出が必要
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ものや、男女交流サイトを悪用した事犯も確認さ

れています。

売春事犯は、暴力団などの反社会的勢力が介在

している場合も多く、有力な資金源とみられます。

年少者を使用して売春を行わせている悪質な事

案もあることから、官民一体となった風俗環境浄

化作戦を展開し、取締りを強化しています。

イ　風俗関係事犯の取締り
当県特有の夜型社会の影響もあり、時間外営業

の常態化や無許可営業、路上における客引き、客

待ちなど善良な風俗を害するサービスを行う悪質

な業者が数多く認められます。

また、マッサージ店を装った違法な店舗型ファッションヘルス店も数多く出現している

ことから、警察では、悪質な違反に重点を置いた取締りを実施しています。

ウ　わいせつ事犯の取締り
昭和50年代のビデオ機器の普及によるわいせつビデオテープ、その後は、わいせつＤＶ

Ｄへと、わいせつ物の販売による頒布事犯が数多くありましたが、近年、ＰＣネットワー

クの普及により、インターネット匿名サイト、ＳＮＳを利用したわいせつ画像及び映像陳

列事犯が主流となっています。

エ　賭博事犯の取締り
昭和50年代、アーケードゲーム機の出現により、風俗営業（５号ゲーム喫茶）を隠れみ

のにして、ポーカーゲーム機や花札ゲーム機を使用したゲーム機賭博事犯が主流でしたが、

近年では、トランプを使用したバカラ賭博や、ＰＣを使用したインターネットカジノ、中

古パチンコ機、中古スロットマシンを使用したゲーム機賭博店が増加しています。

摘発したわいせつＤＶＤ店の店内(左）と押収したわいせつＤＶＤ(右)（平成30年）

摘発したゲーム機賭博店の店内(左）と押収した現金(右) （令和２年）

売春店舗の状況（平成16年頃）

－ 55 －



⑷　銃砲刀剣類の適正管理
ア　銃砲刀剣類所持許可の状況

拳銃等（拳銃、小銃及び機関銃）の所持は、警察官や自衛官等が法令に基づく場合

を除き禁止されていますが、猟銃（ライフル銃及び散弾銃）、空気銃、産業用銃等につ

いては、公安委員会の許可を受けて所持することが認められています。

県警察では、所持許可の審査と行政処分に係る事務を的確に行って不適格者の排除

に努めており、令和３年中、所持許可の取消しを１件行っています。

また、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年一斉検査を行うとともに、講習

会等を通じて、適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行っています。

イ　猟銃等の許可状況
当県における猟銃等の許可状況の推移は、日本復帰した昭和47年には3,000丁超で、昭

和49年に3,600丁とピークを迎えて以降は減少傾向が続き、平成２年には1,000丁を割り込

みました。

令和３年、銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、沖縄県公安委員会の所持許可を受けてい

る猟銃（ライフル銃と散弾銃）及び空気銃の数は716丁で、346人が許可を受けています。

⑸　火薬類等の危険物対策
火薬類等の危険物に起因する事件・事故の発生

は、県民の生活に甚大な被害を及ぼすものである

ことから、その取扱要領については火薬類取締法

等の関係法令において厳格に定められており、県

警察では、危険物取扱場所に対する立入検査の実

施等を通じて事件・事故の未然防止に努めています。

当県では、戦時中の不発弾が今なお数多く埋没

していると推定されており、昭和49年に那覇市小

禄における下水道工事で死傷者38名を出した不発

弾爆発事故（マタイ幼稚園前事故）を契機として、

内閣府沖縄総合事務局を長とし、陸上自衛隊、沖

縄防衛局、県、県警察、市町村等で構成される「沖

縄不発弾等対策協議会」が設置されました。

さらに、平成21年に糸満市小波蔵において発生

した不発弾爆発事故を契機として、それまで国と

県が発注する公共工事で義務付けられていた磁気

探査について、市町村の発注する工事においても義務化され、それ以降は不発弾爆発事故は

発生していないものの、工事現場における掘削作業中に不発弾が発見される事例が後を絶た

ず、過去10年における不発弾発見件数の１年間の平均値は約645件で、令和３年は476件と減

少していますが、県民生活に不安を与える状況は払拭されていません。
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（件） 猟銃等許可状況の推移（Ｓ47～Ｒ３）

合計 散弾銃 空気銃 ライフル銃

不発弾の爆発による死傷者数
年 発生件数 死亡 負傷者

Ｓ49 3 4 39
Ｓ50 2 1 2
Ｓ51 1 4
Ｓ52 1 1
Ｓ53 3 4
Ｓ59 1 2
Ｓ62 1 1
Ｈ１ 1 1
Ｈ３ 1 1
Ｈ９ 1 1
Ｈ13 1 1
Ｈ21 1 2

合　計 17 6 58
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県警察では、発見の届出を受けたときは陸上自衛隊に処理を要請し、処理完了までの間、

公共の安全のために必要な警戒措置をとり、事故防止に努めています。

⑹　風俗営業所等への立入り
県警察では、善良かつ清浄な風俗環境を保持し少年の健全育成を図るという観点から、風

俗営業所等への立入りを積極的に行っており、法令違反を認めた場合には、指導警告や行政

処分を検討するなどして業務の適正化を図っています。

⑺　風俗営業者等に対する行政処分の状況
県警察では、風俗営業所等への立入りの結果、法令違反が認められた場合には、行政処分

に係る事務を積極的に行っています。

また、悪質と認められる風俗営業者に対しては、許可の取消しや営業停止の処分を行って

おり、令和３年中は、営業停止を７件行っております。

⑻　パチンコ店の状況
県内のパチンコ営業所は、近年では減少傾向にあり、平成19年には91軒ありましたが、令

和３年は68軒となっています。

⑼　パチンコ店の営業者に対する行政処分
平成23年以降のパチンコ営業所に対する行政処分は、その全てが法令違反状態の改善を求

める「指示」となっています。なお、令和３年の行政処分は39件となっています。

⑽　風俗環境浄化対策の推進
日本復帰前の沖縄では、昭和25年ころから米軍基地の集中する地域や都市部を中心に、飲

食店や酒屋、質屋、専ら米軍人を相手とする売春宿などの風俗営業店舗が建ち並ぶ歓楽街が

形成されるようになりました。

米軍は、風俗営業店舗を「米軍人、軍属の健康と福祉の増進」を名目に、「Ａサイン」と

那覇市小禄における不発弾爆発事故（Ｓ49） 糸満市小波蔵における不発弾爆発事故（Ｈ21）
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いう風俗営業認可基準に基づき優良店舗を指定するなどの歓楽街対策を実施していました。

復帰後は、復帰に伴い策定された沖縄振興開発計画及び平成24年度に創設された沖縄振興

一括交付金の活用等により、当県の産業や観光の振興の施策が展開される中、県内の歓楽街

も客層が地元住民や観光客へと変容しています。

県警察では、社会の変化に的確に対応し、

善良な風俗の保持、悪質業者の排除、風俗営

業者の自主的健全化の指導など、風俗環境の

浄化活動を推進しています。

近年では、平成16年から那覇市松山地区で

の悪質な客引きやタクシー等の違法駐車が常

態化していたことから、平成19年９月１日に

迷惑防止条例を改正、客引き等を禁止行為と

して罰則を強化し、悪質な客引きの取締りを

強化しています。

そのほか、沖縄市中の町地区、石垣市美崎

町地区等県内の歓楽街において、継続して風俗環境浄化対策を推進しています。

また、復帰前からの歓楽街で、復帰後も飲食店等を隠れみのとした契約、周旋等による売

春が横行していた宜野湾市真栄原在の通称「新町」においては、平成17年から平成23年まで

「新町環境クリーンゾーン作戦」、平成22年から沖縄市美里在の歓楽街、通称「吉原」におい

ては「美ら里作戦」を推進するなど、悪質業者を壊滅に追い込み、風俗環境浄化を強力に推

進しています。

石垣市美崎町地区におけるパトロール

宜野湾市真栄原（通称：新町）における
環境浄化活動「新町環境クリーンゾーン作戦」

沖縄市美里（通称：吉原）における
環境浄化活動「美ら里作戦」

日本復帰頃のコザセンター通り
（写真提供：沖縄市総務課市史編集担当）

Ａサイン許可証
（写真提供：沖縄市総務課市史編集担当）
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５  質屋営業・古物営業及び警備業の状況
⑴　警備業の育成

警備業は、一般家庭や重要施設等における警備、交通誘導警備※１、各種イベント等にお

ける雑踏警備※２、貴重品の輸送警備、要人等の身辺警備など幅広い分野に及んでおり、県

民の日常生活に定着しています。

県警察では、昭和47年11月に施行された警備業法に基づき、警備業の健全な発展に資する

ため必要な指導・助言を行っています。県内の警備業者数は令和３年末現在で132業者、警

備員数は7,051人となっています。

⑵　質屋・古物営業の実態
質屋営業※３や古物営業※４は、その営業で盗品等を扱うおそれがあります。質屋営業法及

び古物営業法では、事業者に対して必要な規制等を定め、窃盗その他の犯罪の予防を図って

おり、県警察では、これらの法律に基づく品触れ、差止め等により、その被害の迅速な回復

に努めています。

当県における終戦直後の質屋営業は、米軍基地周辺において主に米軍関係者を相手とした

「庶民金融」として各地で盛業を極めましたが、その後、県民生活の向上などから年々減少し、

令和３年末現在では29件となりました。

また、古物営業は、終戦直後は米軍物資の払下品を扱う業者が多数でしたが、近年では自

動車を扱う業者が多くなりました。なお、令和２年に改正古物営業法が全面施行され、許可

単位の見直し等が行われた結果、令和３年末現在の許可件数は約4,600件（質屋29件を含む。）

となっています。

違法風俗店が多数所在する、宜野湾市真栄原地区
の通称「真栄原新町」及び沖縄市美里地区の通称

「吉原」の環境浄化を図るため、平成21年、「真栄
原新町」を皮切りに、集中的な立入りや取締
りのほか、関係機関・団体等と連携した暴力
団排除活動の強化、自治体や地域住民との合
同パトロールなど、官民一体となった総合的
対策を実施し、違法風俗店を排除しました。

「風俗環境浄化への取組について」

環境浄化市民総決起大会（平成22年）

コ
ラ ム
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（警備員：人）（警備業者数）
警備業者及び警備員の推移（Ｓ47～Ｒ３）

警備業者数 警備員数

※１�工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止するもの。
※２�人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止するもの。
※３　①古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業、②古物商間の古物の
売買又は交換のための市場（古物市場)を経営する営業、③古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの
方法により行う営業（いわゆる「インターネット・オークション」）をいう。

※４　物品を質に取り、流通期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってそ
の弁済に充てる約款を附して金銭を貸し付ける営業
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⑶　探偵業の業務の適正化に関する法律の運用状況
「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、平成18年に制定された比較的新しい法律ですが、

それ以前にも「調査業」や「興信所」といった現在の「探偵業」に当たる業務を行う事業者

は存在していました。

当該業務は、他人の依頼を受けて各種調査を行い、その結果を依頼者に報告するものであ

り、これを請け負う業者（探偵）の増加に伴い、法令による規制が必要となりました。

県警察では、同法の規定に基づいて探偵業者に対する立入りを行うとともに、法令違反を

認めた場合には、指導警告や行政処分を検討するなどして業務の適正化を図っています。

なお、令和３年末の当県の探偵業届出数は54件であり、法律の施行以降、約40件から約55

件で推移しています。

６  ヤミ金融事犯等の生活経済事犯
⑴　利殖勧誘事犯、ヤミ金融事犯の取締り
「値上がり確実」、「元本保証」などと嘘を言って、事業への投資や商品先物取引名下に出

資金をだまし取るといった利殖勧誘事犯が全国で増加し、当県においても数千万円単位の被

害ケースが見られるようになりました。

また、「ヤミ金」と呼ばれる無登録貸金業者による高金利貸付事犯も依然として後を絶た

ないことから、県警察では利殖勧誘事犯、ヤミ金融事犯に対する取締りを徹底するとともに、

この種の犯罪に悪用された預貯金口座や携帯電話については、金融機関に対する当該口座の

利用停止依頼（凍結依頼）や携帯電話利用サービスの解約に向けた事業者に対する要請等総

合的な対策により、犯罪被害の拡大防止に努めています。

⑵　環境事犯の取締り
当県における環境事犯は、不法投棄や不法焼却に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律違反」が高い割合を占めています。

県警察では、県環境行政担当課との人的な交流や情報交換を行うなどして違法行為の早期

発見、検挙に努めています。
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⑶　その他生活経済事犯の取締り
悪質な訪問業者等に係る特定商取引に関する法律違反、知的財産侵害事犯（偽ブランド商

品の販売に係る商標法違反等）、保健衛生事犯（狂犬病予防法等）、食の安全に係る事犯（食

品の産地偽装に係る不正競争防止法違反等）、その他諸法令事犯（無許可業者に係る建設業

法違反、金地金の密輸に係る関税法違反、脱税行為に係る地方税法違反）等、日常生活の安

全と安心を脅かす犯罪についても、積極的な取締りを推進しています。

７  サイバー犯罪対策
⑴　サイバー空間の脅威

インターネットの利用率は、携帯電話によるインターネット接続サービスが始まった平成

11年頃から急激に増加しはじめ、更に平成23年頃にはスマートフォンの普及により、インター

ネットの利用範囲が拡大し、県民生活の利便性は大きく向上しました。その反面、インター

ネットを悪用したサイバー犯罪が次々に発生するなど、サイバー空間の脅威が県民の生活に

大きな影響を与えています。

⑵　サイバー犯罪対策の体制強化
県警察では、サイバー犯罪に対処するため、平成11年４月に「沖縄県警察ハイテク犯罪対

策プロジェクトチーム」、平成19年12月に「沖縄県サイバー犯罪対策プロジェクト」を発足

させるなど、取組の強化を図ってきました。

しかし、サイバー犯罪が高度化、巧妙化している状況にあったことから、平成24年４月、

生活安全部生活保安課にサイバー犯罪対策室を設置し、更に平成29年４月、生活安全部にサ

イバー犯罪対策課を新設し、サイバー犯罪の捜査や被害の未然防止を図るとともに、サイバー

空間の脅威に対処できる人材の育成を強力に推進しています。

⑶　サイバーセキュリティ戦略の推進
サイバー空間の脅威に対し先制的かつ能動的に対処するため、平成28年１月に「沖縄県警

察におけるサイバーセキュリティ戦略」を定め、部門間連携の推進、サイバー空間の脅威へ

の対処に関する人的基盤の強化、情報収集・分析の強化等を図っています。

⑷　サイバー犯罪の検挙状況
サイバー犯罪の検挙件数については、平成19年は８件でしたが、平成21年には115件と急

増し、令和３年は過去最多の170件を記録しています。

【県警察におけるサイバー犯罪の検挙事例】

○　他人の携帯電話に遠隔操作アプリを設定して不正に利用した不正指令電磁的記録供用事

件（平成30年）
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○　携帯電話キャリア決済を悪用した外国人グループによる不正アクセス禁止法違反・詐欺

事件（令和元年、９県警察合同捜査）

○　メガバンクに対する指定暴力団構成員らによる組織的な不正アクセス禁止法違反・電子

計算機使用詐欺・窃盗事件（令和３年、９県警察合同捜査）

⑸　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の状況と対策
急速に普及したインターネットバンキングに係る不正送金事犯は、令和元年に県内金融機

関を模したフィッシングサイトの手口が発生し、被害件数が急激に増加しています。

県警察では、捜査体制の強化や、防犯講話等における注意喚起、生活安全部サイバー犯罪

対策課（以下「サイバー犯罪対策課」という。）公式ＳＮＳによる情報発信、県内金融機関

と連携した対処等、この種事案に的確に対処するための取組を推進しています。

⑹　サイバー犯罪対策に関する広報啓発活動の推進
県警察では、サイバー犯罪の被害を未然に防止するため、教育機関や企業等における防犯

講話等の広報啓発活動を実施しているほか、企業等のシステム管理者向けにサイバーセキュ

リティセミナーを開催し、パソコンを用いた実践的な研修を行っています。

また、令和元年８月以降、サイバー犯罪対策課の公式ＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ及びＬＩＮ

Ｅ）において、サイバー犯罪の被害防止のための情報発信を行っています。

⑺　産業界等と連携した対応
県警察では、サイバー空間の脅威に的確に対処するため、関係機関等との官民連携等を強

化しています。

○　プロバイダ等との「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）

○　インターネットカフェ等との「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）

○　県内金融機関との「サイバー犯罪の未然防止及び共同対処に関する協定」の締結（平成

26年９月）

○　琉球大学工学部との「サイバー犯罪対策における連携した取組に関する協定」の締結（平

成27年３月）

○　サイバーセキュリティに関する高い知見を有する部外の有識者を「沖縄県警察サイバー

犯罪対策テクニカルアドバイザー」に委嘱（平成28年４月）

○　沖縄県商工会議所連合会及び沖縄県商工会連合会との「サイバーセキュリティに関する

相互協力協定」の締結（平成30年３月）

○　沖縄県情報産業協会との「サイバーセキュリティに関する相互協力協定」の締結（令和

２年10月）

高校教諭向け防犯講話 サイバーセキュリティーセミナー
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⑻　サイバー防犯ボランティアに対する支援
県警察では、インターネット利用に起因する犯罪被害を防止し、安全・安心に利用できる

サイバー空間を実現するため、令和４年４月１日現在、７警察署において「サイバー防犯ボ

ランティア」を委嘱しています。ボランティアの方々は「自分たちの利用するインターネッ

トの安全は自分たちで守る」という意識のもと、サイバーパトロール等を行っています。

第３節  少年非行情勢に的確に対処する少年警察
１  少年警察の概要

少年非行の背景には、社会経済情勢、生活様式の変化、少年の生活環境等様々な要因が

複雑に絡んでいます。当県の少年非行は、再犯者率及び共犯率が全国平均と比べて高く、

低年齢層による非行が多いという特徴があります。

少年問題への対応は、警察、学校、関係機関、団体、地域社会、家庭等が連携し、社会

一体となった少年非行防止に向けた取組が重要です。

県警察では、少年非行情勢に的確に対処するため、少年事件の捜査・調査、少年相談、

継続補導、街頭補導等に取り組んでいます。また、近年大きな社会問題となっている児童

買春、児童ポルノ、児童虐待等への対策を強化しています。

�

いつでも取引が可能で便利なインターネットバンキングですが、これを狙った不
正送金事犯（ＩＤ、パスワードを何らかの方法で盗み出して、利用者の意図しない
送金を行うもの。）は、令和２年に発生件数、被害額ともに過去最多となっており、
その手口もますます巧妙化しています。

利用する際には、
○　パソコンのＯＳやソフトウェアをアップデートし、常に最新の状態にすること。
○　金融機関が提供しているセキュリティソフト等を導入すること。
○　スマートフォンでは、金融機関の専用アプリを利用すること。

などに留意し、安全に利用することが大切です。

「インターネットバンキング利用時の注意点」コ
ラ ム
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２  県警察における少年警察の変遷
少年警察の変遷（略年表）

日本復帰前
S40 刑事部に防犯少年課を設置

H14.4.1 少年サポートセンターの事務所移転

H15. 7  沖縄県教育庁と沖縄児童生徒健全育成サポー
ト制度締結

日本復帰後 H15.8 大学生少年サポーター制度開始
S48.9.1 婦人補導員採用 H15.9 沖縄県警察安全学習支援隊発足
S50.6.1 ヤングテレフォンコーナーを開設 H16.4 沖縄県警察スクールサポーター制度導入
S51.4  防犯部に「防犯 少年課」を設置 H19.1 沖縄県福祉保健部と児童虐待防止協定締結
S60.4  防犯部防犯少年課に「少年対策室」を附置 H19.2 保護者カウンセリング「コスモス会」開始
H3.4.1 少年対策室が「少年課」に昇格 H19.4 沖縄県教育庁との人事交流開始
H6.4.1 那覇警察署及び沖縄警察署に「少年課」を設置 H22.12 非行少年を生まない社会づくり施策開始

H9.4.1 生活安全部少年課に「太陽の子サポートセン
ター」を設置 H29.8 沖縄県教育庁と沖縄児童生徒健全育成サポー

ト制度再締結

H10.9.1 太陽の子サポートセンターを「少年サポートセ
ンター」に改称 R1.8 沖縄県子ども生活福祉部と児童虐待防止協

定再締結

H11.4.1 婦人補導員の名称を「少年補導職員」に改称 R2.4 沖縄県子ども生活福祉部中央児童相談所及
びコザ児童相談所との人事交流開始

〃 浦添警察署及び宜野湾警察署に「少年課」を設置
〃 生活安全部少年課に「児童虐待対策係」を

設置
H12.11 生活安全部少年課に「少年事件特捜班」を設置

３  少年非行の概況
⑴　刑法犯少年の推移

当県における刑法犯少年の検挙・補導人員は、昭和48年から昭和54年までは2,000人以下

で推移していましたが、昭和55年ころから増加傾向となり、昭和59年には、日本復帰後最多

となる2,394人を記録しました。その後、減少傾向が続いたものの、平成10年ころから再び

増加に転じ、平成17年の2,313人をピークに再び減少傾向にあります。平成29年には1,000人

を切り、５年連続で1,000人以下となり、令和３年は482人となっています。

⑵　罪種別に見た刑法犯少年の検挙補導状況
罪種別では、窃盗犯と粗暴犯で総数の約７～９割を占めていますが、平成17年以降、窃盗

犯が減少傾向にあるため、全体の数値も減少しています。
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⑶　特別法犯少年の推移
特別法犯少年は、日本復帰後の昭和期には毒劇物法違反の検挙が多数を占め、昭和59年の

181人をピークに減少しました。平成に入っても100人以下の低い水準で推移していましたが、

平成20年ころから再び増加に転じ、平成23年は112人となりました。令和に入ると大麻や覚

醒剤使用による薬物事件の検挙が増加し、令和３年は70人が検挙されています。

⑷　ぐ犯少年の推移
家出を繰り返すなどのぐ犯少年は、昭和56年の248人をピークに減少傾向にあり、令和３

年は９人で、ピーク時の約27分の１となっています。

⑸　外国人刑法犯少年の推移
外国人刑法犯少年は、平成元年の76人から減少傾向にありましたが、平成９年に増加傾向

となり、平成14年は62人となりました。その後、増減を繰り返しながら減少傾向にあり、令

和３年は15人で、平成元年から約８割の減少となっています。

在留資格別でみると、軍人・軍属の家族が約６～８割を占めています。

⑹　沖縄県の少年非行の特徴
ア　高い再犯者率
犯罪少年のうち、検挙人員に占める再犯した者の人員は、平成17年以降減少傾向にあり

ます。検挙人員に占める再犯者率は、全国平均より高い水準で推移しており、平成28年ま

で増加傾向にありましたが、その後、減少傾向に転じ、令和３年は38.2％となっています。
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イ　高い共犯率
犯罪少年のうち、共犯事件で検挙された者の人員は、平成17年以降、減少傾向にありま

す。検挙人員に占める共犯率も平成元年以降、増減を繰り返しながらも減少傾向にあり、

令和３年は51.2％となっていますが、全国平均より高い水準で推移しています。

ウ　低年齢化
学職別では、中学生が最も多く、次に高校生が多い傾向にあり、平成元年以降、中学生

が約５割を占めています。また、年齢別でも当県は13歳から14歳が多く、全国に比べて低

年齢層による非行が多い傾向にあります。

⑺　不良行為少年の推移
不良行為少年は、平成５年の１万2,888人から増加傾向にあり、平成14年に３万人台、平

成20年に４万人台に達した後、平成25年には日本復帰後最多の5万9,695人となりましたが、

平成26年から減少傾向にあり、令和３年は5,584人でピーク時から約９割の減少となってい

ます。不良行為のうち、深夜はいかい、飲酒及び喫煙の３行為が全体の約９割を占めています。
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４  福祉犯対策
⑴　福祉犯の推移

福祉犯※１の検挙件数、検挙人員、被害者数は、平成２年以降、増減を繰り返しながら推

移しています。

福祉犯は、インターネットやＳＮＳ等通信ネットワークサービスの発達、ＪＫビジネスと

呼ばれる営業が出現するなど、社会経済の動きを直接に反映して変化していく状況にあります。

福祉犯の検挙件数、検挙人員及び被害者数は、平成２年以降増減を繰り返しながら推移し、

平成23年に被害者数が過去最多の444人を記録した後、年々減少傾向となっています。

⑵　児童ポルノの検挙状況の推移
平成２年以降、児童ポルノ事犯は増加傾向にあり、平成30年の検挙件数は41件と過去最多

となっています。

⑶　ＳＮＳに起因する被害・検挙状況の推移
ＳＮＳに起因する福祉犯被害は、増減を繰り返しながら推移しており、令和３年は55件で

平成23年と比べて約1.7倍となっています。被害者数も20人を超える水準で推移しています。
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※１�少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。
���例：児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為等）、沖縄県青少年保護育成
条例違反等
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⑷　被害防止対策
県警察では、サイバーパトロールによる被害児童の早期発見保護、児童買春、児童ポルノ

禁止法違反、児童福祉法違反など、悪質な児童の性的搾取等事犯に重点指向した取締りを実

施しています。

令和元年７月１日、沖縄県青少年保護育成条例の一部が改正され、児童の自画撮り被害を

未然に防止するため、自画撮りの提供を求める行為を禁止する内容が追加施行され、同法令

を適用した積極的な取締りを推進しています。

出会い系サイトやＳＮＳに起因する犯罪被害の実態や、他のサイバー犯罪の現状など、刻々

と変化するインターネット環境へ対応するため、生活安全部少年課（以下｢少年課」という。）

とサイバー犯罪対策課（安全学習支援隊※１として指定）が連携し、安全学習支援授業を実施

しています。

また、ＳＮＳを利用した情報発信や、学校、関係機関・団体と連携した啓発活動を推進し

ています。

５  総合的な少年非行防止対策
⑴　非行少年を生まない社会づくり

県警察では、総合的な少年非行防止対策を行っており、

○　非行少年等の補導活動

○　非行少年等や被害少年の支援活動

○　少年相談活動

○　少年を取り巻く有害環境の浄化

○　少年の福祉を害する犯罪の取締り

○　少年の規範意識の啓発活動その他非行防止及び健全育成活動

を推進しています。

また、少年課と各警察署が一体となって

○　少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動の推進

○　スクールエリア対策の推進

○　少年相談、街頭補導等に基づく継続補導の推進

○　少年を見守る社会気運を向上するための情報発信の推進

等の非行少年を生まない社会づくりに取り組んでいます。

⑵　少年サポートセンターの設立と活動
ア　少年サポートセンターの設立
専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動に

ついて中心的な役割を果たすため、平成９年４月、少年課に「太陽の子サポートセンター」

を設置し、少年補導職員や少年問題に関する知識を有する警察官を配置しました。その後、

平成10年９月に「少年サポートセンター」に改称し、平成14年４月に那覇市所在の南部合

同庁舎９階に移転、平成21年５月に新庁舎建設に伴い、同庁舎５階に移転し、少年の健全

育成を図る活動を行っています。

イ　少年サポートセンターの活動
(ｱ)�ヤングテレホンによる少年相談の対応

少年の非行防止、その他少年の健全な育成に関する悩み事、困り事等の相談に対し、

※１　小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校の児童生徒の非行防止、健全育成等
を目的として、平成15年９月に少年課に設置された。

　　　児童生徒、保護者及び職員に対し、非行防止、健全育成及び各種事件・事故の被害防止に資する特別授業を
実施する。
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必要な助言、その他の支援を行うことを目的に、｢電話による少年相談窓口｣を設け､名

称を「ヤング・テレフォンコーナー」として

昭和50年６月１日開設しました。平成31年３

月５日に「ヤングテレホン」に改称してフリー

ダイヤル化し、少年等の悩み事等の相談を受

け付け、早期解決を図っています。

(ｲ)�保護者カウンセリング研修会の開催

子どもの非行問題で苦悩している保護者を支援する

ため、平成19年２月から毎月第３木曜日に専門講師を

招いた保護者対象のカウンセリング研修会「コスモス

会」を開催しています。

(ｳ)�街頭補導活動

少年の非行を防止するためには、不良行為の段階で

助言、指導を的確に行うことが重要です。少年サポー

トセンターでは、少年の非行を防止するとともに、少

年を事件・事故から守るために、積極的に街頭に出向

いて少年補導等を行っています。

また、毎月第３金曜日を「少年を守る日」に定め、

県、市町村、教育委員会、学校、ＰＴＡ、少年警察ボ

ランティア、地域住民等と合同で街頭補導を行うほか、

少年を取り巻く有害環境の浄化を図っています。

(ｴ)�居場所づくり、立ち直り支援活動

次代を担う少年の健全育成を図るため、問題を抱えた個々の少年に対し積極的に手を

差し伸べ、地域社会との絆の強化を図る中でその立ち直りを支援し、再び非行に走るこ

とを防ぐ活動（学習支援、農業体験、職業体験等）を実施しています。

少年のふれあい交流スポーツ大会の状況

農業体験の状況 職場体験の状況

ヤングテレホン
フリーダイヤル：0120-276-556

平日：09：30～18：15
※時間外は留守番電話対応
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(ｵ)�被害少年の支援活動

被害少年について、精神的負担の軽減を図るため、積極的に被害少年に関わり、精神

的な被害の回復のためカウンセリングの実施や関係者への助言、その他の継続的な支援

を実施しています。

(ｶ)�非行防止教室の開催

少年問題が多様化、深刻化している現状を踏まえ、学校との連携を強化し、中学、高

校において専門的な立場から講話を行うことにより、非行防止や規範意識の醸成を図る

ため、平成15年９月、少年課に「沖縄県警察安全学習支援隊」を設置しました。平成19

年からは、沖縄県教育庁から県警察に出向している職員を安全学習支援隊長として、県

内の小中高校等の児童、保護者等に対し、サイバー犯罪防止や薬物乱用防止などの非行

防止教室を開催しています。

(ｷ)�学校と警察の連携による「沖縄児童生徒健全育成サポート制度」に関する協定

青少年の問題行動が多様化、深刻化している現状を踏まえ、沖縄県教育委員会教育長

と警察本部長は、平成15年７月、児童生徒の非行、被害の防止及び健全育成対策を強力

に推進するため、「沖縄児童生徒健全育成サポート制度」に関する協定を締結し、相互

連絡制度を開始しました。また、各警察署も、管轄する市町村教育委員会と同様の協定

を締結しています。

その後、いじめ問題、児童虐待、サイバー犯罪の増加等、児童を取り巻く環境の変化

に伴い、教育機関との更なる連携を図るため、平成29年８月、沖縄県教育委員会教育長

と協定の再締結を行ったほか、同年12月には国立の小学校、中学校及び高等専門学校の

３校、平成30年３月には私立の６校とも協定を締結し、サポート制度を強化しました。

(ｸ)�学校・警察連絡協議会の開催

県警察は、沖縄県教育庁と連携の強化、児童生徒の非行防止及び健全育成を図ること

を目的として、年２回情報交換会を行っています。また、各警察署の管轄区域や市町村

の区域を単位に学校・警察連絡協議会が設けられ、随時、連絡会議を行っています。

(ｹ)�スクールエリア対策

平成19年４月から、中学校及び同校区内小学校を含めた中学校区エリアに対し、児童

生徒の規範意識や保護者の監護能力の向上、検挙・補導活動による集団的不良交友関係

の解消、非行集団の解体、家庭や地域も巻き込んだ立ち直り支援等を集中的、重点的に

展開するスクールエリア対策を実施しています。

具体的には、以下の活動に取り組んでいます。

○　規範意識高揚活動（非行防止教室等）

○　非行集団の検挙・解体・補導活動

○　立ち直り支援活動（職場就労体験、学習支援等）

○　保護者対象活動（カウンセリング等）

安全学習支援授業の様子 安全学習支援隊員

－ 70 －



第４章　県民生活の安全と安心の確保～生活安全警察

生
活
安
全
部

○　地域のボランティア支援活動

(ｺ)�いじめ事案への対応

いじめ事案へ適切に対応するため、警察安全相談及びヤングテレホンによる相談の受

理、少年警察ボランティアと連携した学校等における情報収集、いじめに特化した非行

防止教室の開催、教育関係機関と連携したいじめ事案に関する会議や情報の共有等を推

進し、いじめ事案の早期把握、被害児童の早期保護に取り組んでいます。

⑶　少年警察体制の強化
ア　少年補導職員の活動
少年補導職員は、非行少年等の街頭補導や継続補導、立ち直り支援活動のほか、少年等

からの相談、被害少年の支援、有害環境の発見、触法少年、ぐ犯少年の調査等の少年警察

活動に従事しています。

令和４年４月１日現在、33名の少年補導職員が、少年サポートセンターや各警察署にお

いて健全育成活動を行っています。

イ　沖縄県警察スクールサポーターの活動
平成16年４月、「沖縄県警察緊急治安対策プログラム」で、学校生徒の健全育成と非行

防止を図ることを目的として、スクールサポーター制度を導入しました。

令和４年４月１日現在、警察職員ＯＢのスクールサポーター15名を少年非行が深刻化し

ている県内の中学校19校に派遣し、規範意識の向上、立ち直り支援活動等の非行防止対策

を行っています。

ウ　少年警察ボランティアの活動
(ｱ)�少年補導員

昭和42年３月、那覇地区に少年補導員協議会が結成されたのを始めとして、昭和53年

10月に中央組織として「沖縄県少年補導員会連絡協議会」が結成されました。

令和４年４月１日現在、14警察署に14地区421名の少年補導員が警察本部長から委嘱

され、地域における少年補導、立ち直り支援等の健全育成活動を行っています。

(ｲ)�少年指導委員

昭和60年に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいて少年指導委

員を配置し、少年の街頭補導活動、風俗営業者等に対する少年の健全育成に対する協力

要請、少年の健全育成を目的とした少年の保護者からの相談活動、風俗環境浄化に関す

る活動等を行っています。

令和４年４月１日現在、68名の少年指導委員が沖縄県公安委員会から委嘱されています。

(ｳ)�大学生少年サポーター

子どもの非行問題で苦悩している保護者を支援するため、平成19年２
月から、保護者対象のカウンセリング研修会「コスモス会」を開催しています。

那覇市旭町在の沖縄県南部合同庁舎で、専門講師を招いて毎月開催し
ていますが、本島中北部における開催の要望により、平成23年２月から、

北谷町字桑江在の北谷ニライセンターでも、年４回開催しています。
本会は、思春期の子どもを持つ保護者の悩みを共有し合える

場となっており、これまで参加した保護者から「一人で悩んでいたが、
コスモス会に参加することで悩みが解決できた。」等の言葉を頂い
ており、引き続き、支援に取り組んでいきます。

「保護者カウンセリング研修会「コスモス会」の開催」

コスモス会の開催状況

コ
ラ ム
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平成15年度から、少年と年齢が近く、非行防止や健全育成活動に関心と熱意がある県

内の大学生を、「大学生少年サポーター」として警察本部長が委嘱（１年間）しています。

主に学習支援や少年の居場所づくり等で活躍しています。

６  児童虐待対策
⑴　児童虐待の推移

ア　虐待相談件数
虐待相談件数は、平成11年の統計開始以降、年々増加傾向にありましたが、近年では、

社会的関心の高まりや児童相談所等の関係機関との連携を強化したことなどにより、急激

に増加しています。

イ　児童虐待の通告件数・通告人員
平成11年以降、児童相談所に対する通告件数、通告人員共に増加傾向にあり、令和３年

は1,043件1,908人となっており、平成11年と比較すると通告件数は約87倍、通告人員は約

119倍となっています。

通告種別でみると、平成21年以降、心理的虐待が増加しており、近年は通告件数全体の

約７割を占めています。

ウ　検挙件数
平成元年以降、増減を繰り返しながらも増加傾向にあり、令和３年の検挙数は29件と

なっています。虐待種別では、身体的虐待が約８～９割を占めています。
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エ　児童虐待事案増加の要因
児童虐待については、児童が自ら助けを求めることが困難なことや、被害を受けている

こと自体認識できないなどの理由により、被害が潜在化する等の特徴がありますが、児童

虐待に関する報道や関係機関による広報等により、県民の関心が高まり、家族や住民、関

係機関などから警察への相談や通報等が増加したと考えられます。通告件数、通告人員共

に増加した要因として、県警察では被害児童の早期保護のため児童虐待と特定した事案だ

けではなく、虐待の疑いがある事案まで範囲を広げ、児童の面前におけるＤＶ事案につい

ても、心理的虐待として児童相談所に対する通告を徹底したことが挙げられます。

⑵　児童虐待防止対策
ア　児童虐待防止等に関する協定の再締結
県警察は、児童虐待防止について、平成19年、沖縄県福祉保健部（現沖縄県子ども生活

福祉部）と「児童虐待防止対策等に関する協定」を締結しました。その後も、深刻な児童

虐待事案が全国的に発生していることを受け、児童相談所等関係機関との更なる連携強化

を図るため、児童相談所と警察が情報共有すべき事案を明確化するなど見直し、令和元年

８月、同協定を再締結しました。

イ　児童虐待対策係の新設
令和２年４月から少年課に児童虐待対策係を設置し、児童虐待対策官（警部）以下３名

体制で業務管理とともに現場支援を実施しています。

ウ　児童相談所との人事交流及び連携強化
令和２年４月から人事交流として、現職警察官３名（警部１名、警部補２名）を児童相

談所に出向・派遣し、児童相談所職員２名を少年課に配置し、連携強化を図りながら県内

の児童虐待事案へ的確に対応しています。
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「地域部」発足
　時代の要請に応じた地域部門の警察活動を積極
かつ強力に推進し、効率的な組織体制を構築する
ことを目的として、令和３ 年４月、部の新設とし
ては 45 年ぶりに ｢ 地域部」が発足しました。

地域部は
陸上、水上、空から
県民の安全・安心を
担っています。

　地域課は、日本復帰時、警備部外勤課として設置さ
れ、その後変遷を経て、平成４年、地域課に改称され
現在に至ります。
　地域警察活動の内容は幅広く、地理教示や拾得物、
巡回連絡、警らなど、制服を着た「お巡りさん」が昼
夜を問わず街を守っています。

　自動車警ら隊は、平成８年４ 月、地域課内に附置されました。
　沖縄本島全域を管轄とし、警らをはじめ、事件・事故等の初動
対応に当たっていま す。

地域課地域課

自動車警ら隊自動車警ら隊

地理教示

整列・点検状況 隊員による職務質問

自動車警ら隊記章

徒歩警ら 巡回連絡

立番勤務
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　通信指令課は、昭和56 年２月、その前身が外勤課（現地域課）に附属して置かれました。
　県内全域からの110番通報の受理・指令、緊急配備の発令など、初動警察活動を行っています。

　警察航空隊は、昭和54 年４月、警務課内に置かれ、
平成元年10 月、外勤課（現地域課）に移されました。
　犯罪の予防、検挙等のため、ヘリコプターによる警
らや遭難者の捜索救助等を行っています。

　水上安全対策室は、平成６年４ 月、地域課内に附置
されました。
　水難事故防止を目的とし、県民や観光客に向けて広
報啓発活動や各種施策等を行っています。

※ 生活安全部を分割し、地域部を新設
　（令和３年４月の体制）地	域	部

自動車警ら隊 警察航空隊 水上安全対策室

地	域	課 通信指令課

通信指令課通信指令課

警察航空隊警察航空隊 水上安全対策室水上安全対策室

110番受理・指令状況

※令和3年10月、警備部警備第二課に移管

指令受理状況 緊急配備状況

ヘリコプターによる警ら活動 船舶による警ら活動
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１  地域警察の概要
地域警察は、県警察の全警察官の約４割を占める最大の部門です。地域警察官は、地域住

民の暮らしを守るため、交番、駐在所を拠点として、24時間体制で犯罪の予防や検挙活動に

当たり、立番、巡回連絡、パトロール、交通指導取締り、110番通報や各種訴え等への対応

を行っています。

地域部（令和４年４月１日現在）
所属名 主な業務

地 域 課 地域警察に関する調査、警察用船舶の運用、水難事故、自動車警ら隊の運用等に関する業務
通 信 指 令 課 110番の受理・指令、通信指令システムの管理・運用、緊急配備・初動措置等に関する業務

２  事件・事故への対応
⑴　110 番通報の推移と現状

ア　当県の110番通報件数
日本復帰した昭和47年の110番通報件数は、２万件台でしたが、固定電話の普及やモー

タリゼーションの発達による交通事故の増加等に伴い、昭和54年には５万件台、平成５年

には７万件台、平成12年には10万件を突破しました。

通報件数は、その後も観光客数の増加や携帯電話の普及等によって増加傾向にあり、

平成30年には過去最多の17万2,020件を記録しましたが、令和２年は、13万505件(前年比

-18.1％)まで減少しました。その要因として、新型コロナウイルスの感染拡大による緊

急事態宣言の影響等が考えられます。

イ　全国との比較
110番通報件数に関する当県の全国順位については、平成20年以降、平均して14位ですが、

警察官１人当たりの110番通報負担件数は、平成20年から令和元年まで12年連続で全国１

位でした。令和３年は全国４位となっています。

また、110番通報件数の警察署別全国順位を見ると、那覇警察署が平成19年から平成30

年まで12年連続で全国１位、令和元年から令和３年は、全国２位でした。

さらに、令和３年中における全国の110番利用者は、国民約15人に１人の割合に対し、

当県は県民9.2人に１人の割合と全国平均を大きく上回っています。

ウ　110番通報の適正利用の促進
県警察では、緊急の事件・事故に対する110番の通報要領や、緊急性のない相談等につ

いては「♯9110」等の相談電話の利用を促進するため、組織一体となった広報啓発活動に

取組んでいます。

��　【主な取組み】

〇�「110番の日」における各種イベントやマスコミを介した広報
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（件） 110番通報件数の推移（昭和47年～令和３年）
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第５章　地域住民の安全安心確保に取り組む地域警察～地域警察

地

域

部

〇　110番広報用統一標語の公募及び広報

〇　110番広報用ポスター及びクリアファイルの作成、

配布

〇　学校、自治会等における110番講話

〇　県警察ホームページでの110番通報要領等の公開

⑵　通信指令システム
当県の110番通報は、全て警察本部の地域部通信指令

課（以下「通信指令課」という。）で受理され、通報内容は、

直ちに無線で管轄警察署や現場付近のパトカーに指令さ

れます。

また、事案の緊急性や重大性に応じて、警察官を急行

させたり、緊急配備の発令等を行っています。

さらに、時代の変化に合わせて通信指令システムの高

度化を図り、早期の事案解決や人命救助等に大きく貢献

しています。

通信指令システムの高度化

H５ 通信指令システムの導入（コンピュータによる受理指令業務の集中管理化）
パトカー動態表示、緊急配備設定、緊急配備状況の表示機能等を導入

H10～H15 事案情報車載送信システム、発信地表示システム等を導入
Ｈ20 携帯電話の位置情報通知システム、車載カメラの静止画像送信機能等を導入

Ｈ25 110番の通報音声を各署でリアルタイムに聴取できる同時音声モニタ機能等を導入
スマートフォン型情報端末（通称マンロケ）を全地域部門へ配置

Ｈ30 車載カメラやマンロケの映像をリアルタイムで通信システム端末や車載端末に送信できる
ストリーミング映像送受信システム等を導入

事件や事故に遭ったとき、警察に連絡するための緊急電話である110番
昭和61年以降、毎年１月10日を「110番の日」と定めて、110番通報への一層の

理解と協力をお願いしています。
県警察では、110番の仕組みや適正な利用方法を知っていただくため、110番広

報用統一標語を公募・決定し、110番の適正利用を呼び掛けるポスターなどを作成・配布したり、
著名人を一日警察署長に任命するなど、様々な広報啓発を行っています。

「110番の日」コ
ラ ム

「110番の日」のイベント（ 平成31年）

110番啓発ポスター
（令和４年） 

通信指令システム

相談ダイヤル広報啓発ポスター
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⑶　県警察における通信指令業務の変遷

通信指令業務の変遷（略年表）

日本復帰前 Ｓ30 那覇市の一部で、110番通報制度の運用を開始
琉球警察本部通信統制係が、110番の受理指令業務を実施 

日本復帰後

Ｓ47 警備部外勤課通信指令係が、110番の受理指令業務を実施
Ｓ49 担当課長補佐１名に代わり、３名の通信指令官（警部）を交代制で配置
Ｓ55 本島全域を対象とした110番通報の集中運用を開始
Ｓ56 外勤課の附置機関として通信指令室を設置、通信指令室長に警視を配置
Ｈ ５ 通信指令システムの導入
Ｈ ６ 通信指令室が通信指令課に昇格
Ｈ20 宮古、八重山地域を含む沖縄県全域の110番通報集中運用を開始
Ｒ ３ 地域部の新設に伴い、生活安全部から移管

⑷　初動警察活動の強化
ア　初動警察における事案対応機能の強化
事案対応能力の強化を図るため、毎年、無差別殺傷事件等の突

発重大事案の発生を想定した実戦的かつ広域的な訓練を実施して

います。

イ　通信指令システムの効果的活用
各警察署において、通信指令業務の経験がある警察官を通信指

令(準)技能指導員に指定し、同指導員による通信指令システム

機器の指導教養や習熟訓練を行うなど、システムの効果的活用に

努めています。

ウ　通信指令を担う人材の育成
警察官の受理、指令及び無線報告の技能向上を図るため、毎年、

所属対抗の沖縄県警察通信指令競技大会を開催しています。

さらに、通信指令に関する職務執行能力を高めるため、毎年、

通信指令技能検定（初級、上級）を実施し、知識及び技能の向上

を図っています。

⑸　スマートフォン型情報端末機の導入
県警察は、平成25年に全国警察に先駆けてスマートフォン

型情報端末機（通称マンロケ）を整備しました。同端末は、

音声通話のほか、警察官の位置情報表示、110番事案情報の

閲覧と現場の地図表示、住所地図検索、翻訳、各種照会、撮

影した画像の自動送信など様々な機能を有しています。同端

末を活用することで、現場警察官と組織がリアルタイムに情

報を共有でき、迅速的確な初動警察活動に大きく貢献してい

ます。

さらに、平成31年からは、警察庁が開発したスマートフォ

ン型の高度警察情報通信基盤システム（通称：ＰⅢ（ポリス

トリプルアイ））が、段階的に配備されています。

重大事案対応訓練状況

技能指導員による教養

通信指令競技大会状況

マンロケ

ＰⅢ端末
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⑹ 時代に対応した 110 番受理システムの導入
聴覚障害者、言語障害者など音声による110番通報が困難な方に、ＦＡＸ、電子メール及

びアプリを使って通報できるシステムを順次導入しました。

110番受理システムの導入
Ｈ５ ＦＡＸ110番 通信指令課のＦＡＸ専用ダイヤルに通報内容をＦＡＸする通報システム
Ｈ15 メール110番 専用メールアドレスから通信指令課の端末に通報内容をメール送信する通報システム

Ｒ１ 110番アプリ スマートフォン等に専用アプリをインストールし、通信指令課の端末とチャット形式
で通報内容をやり取りする通報システム

⑺ 急増する外国人からの 110 番通報とその対応
年々増加する来日外国人からの110番通報に対応するため、通信指令課に外国語に精通し

た警察官を配置しているほか、日本語を解さない110番通報を通訳官（警察職員）に電話を

つなぎ、通報者、110番受理者及び通訳官の三者通話を行っています。

さらに、現場警察官が携行するスマートフォン型情報端末機の翻訳アプリを活用し、定型

文又は警察官が発した日本語を外国人の使用言語に音声及び文字で翻訳して対応しています。

また、平成27年11月、県警察と県内大手の旅行会社の間

で、同社の通訳を介した110番通報や現場警察官の通訳を代

行する内容の覚書を締結しました。

これにより、同社を利用する外国人観光客が、事件・事

故に遭遇した際、通訳を介した110番通報が行われることで、

迅速な通報内容の把握と現場特定につながっています。

外国人観光客からの110番対応として、民間企業を活用し

た全国初の取組みで、同社を介した110番通報は、締結から

令和３年末時点で約7,000件になります。

３  交番・駐在所の活動
交番、駐在所は、「地域社会の安全と平穏を守る警察の基本的機関」であり、パトロール

や巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域実態及び住民の要望を把握し、その実態に即した

活動を行っています。

また、昼夜を分かたず常に警戒体制を保ち、様々な警察事象に即応する活動を行うことに

より、地域住民の安全と安心のよりどころとなり、県民の身近な不安を解消する機能を果た

しています。

令和４年４月１日現在、交番62か所、駐在所59か所及び警備派出所６か所が設置されてい

ます。

⑴ 県警察における交番・駐在所の変遷

県警察における交番・駐在所の変遷(略年表)
日本復帰前 外勤警察として、派出所、駐在所を拠点に警察活動を実施

日本復帰後

H4.8 外勤警察から ｢地域警察｣ に名称変更
〃 交番所長制度を導入(日勤制の警部補を配置)

H6.4 交番ブロック運用の実施
〃 交番相談員制度の導入

H6.11 「派出所」の名称を ｢交番｣ に変更

⑵ パトロール・立番等
ア パトロール（警ら活動）
地域警察官は、パトロールを強化してほしいという県民の要望に応え、事件・事故の発

生を未然に防ぐとともに、犯罪を検挙するため、犯罪の多発する時間帯や地域に重点を置

旅行会社との覚書締結式
（平成27年）
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いたパトロールを行っています。また、パトロールの際には、職務

質問、危険箇所の把握、犯罪多発地域の家庭や事業所に対する防犯

指導、パトロールカードによる情報提供などを行っています。

イ　立番等による警戒
地域警察官は、交番、駐在所等の施設の外に立って警戒に当たる

立番を行っています。

また、繁華街等の人が多く集まる場所や犯罪が多発している場所

において、警戒等を行っています。

ウ　職務執行力の強化
県警察では、地域警察官の職務執行力を強化するため、職務質問、書類作成等の能力向

上を目的とした研修、訓練を実施するとともに、卓越した職務質問の技能を有する者を選

抜して職務質問技能指導員に指定し、実践的な指導等を通じた地域警察官全体の職務質問

技能の向上に努めています。

令和３年の地域警察官による刑法犯検挙人員は1,677人（全警察官による刑法犯総検挙

人員2,483人）と全警察官による刑法犯総検挙人員の67.5％を占めています。

エ　交番相談員の活用
交番相談員制度は、平成６年４月から導入された制度です。交番相談員は、警察官の身

分を有しない非常勤職員で、地域住民の意見、要望等の聴取、拾得物、遺失届の受理、被

害届の代書及び預かり、事件・事故発生時の警察官への連絡、地理案内等の業務に従事し

ています。

令和４年４月１日現在、沖縄本島内12警察署の交番33か所に交番相談員（合計36人）が

配置され活動しています。

⑶　地域住民と連携した活動
ア　巡回連絡
地域警察官は、担当する地域の家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害や事故等の

発生時における対処要領など、地域住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な連絡

や指導、地域住民からの意見、要望等を聴取するための巡回連絡を行っています。

イ　交番・駐在所連絡協議会
交番、駐在所では、担当する地域単位に交番・駐在所連絡協議会が設置されています。

協議会では、地域警察官が地域住民と地域の治安に関する問題について協議したり、警

察に対する意見・要望等を把握したりすることにより、地

域住民と協働して地域の安全・安心の構築を図っています。

この制度は、昭和57年から始まっており、令和４年４月１

日現在、交番、駐在所単位で、116の交番・駐在所連絡協議

会が設置されています。

ウ　情報発信活動
地域警察官は、地域の身近な出来事や事件・事故の発生

状況を記した「ミニ広報紙」や、注意を要する事件・事故

等については「交番速報」を発行し、家庭への配布や自治

会を通じて回覧させるなど、地域住民に対し事件・事故の

発生状況やその防止策等の身近な情報を伝えています。

県警察第１号のミニ広報紙は、昭和48年８月に石川警察

署金武派出所（現金武交番）が発行したもので、その後、

各警察署の交番、駐在所でも発行されるようになりました。

ミニ広報紙

立番勤務
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⑷　交番・駐在所の安全機能の強化
平成30年から全国的に警察官への襲撃事案が多発していることから、交番、駐在所の安全

機能強化のため、「防犯カメラ、カウンター等の設置」を推進し、今後の交番等の建て替え

や新設時に「防犯カメラ、カウンター等安全対策設備の設置」を基本方針としています。

４  自動車警ら隊
⑴　設置の経緯
ア　平成８年４月、警察署の管轄区域を越えた広域的な機動警ら、急訴事案及び重要事件事

故の初動対応等の警察活動を強化するため、本部執行隊として生活安全部地域課（現地域

部地域課）（以下「地域課」という。）に「自動車警ら隊」を附置しました。

イ　平成24年４月の組織改編に伴い、外国人犯罪に的確に対応するため、沖縄警察署に設置

されていた渉外警ら隊を自動車警ら隊に移管して「自動車警ら係」と「渉外警ら係」の編

成にするなど、隊の機能を強化しました。

　　　なお、「渉外警ら係」の隊員には英語や中国語、韓国語が堪能な警察官が配置されています。

⑵　任務と活動範囲
ア　任務
自動車警ら隊は、交代制勤務の警察官により運用され、

事件・事故の発生に即応しつつ、機動力を生かした活動

を行っています。

具体的には、パトカーに乗車し、各地域又は路線を巡

行し、街頭犯罪の予防検挙、交通指導取締り、危険防止

等の任務に当たり、職務質問を武器に、異常又は不審と

認められる事象の発見及び真相の究明に当たっています。

イ　活動範囲
自動車警ら隊は、24時間体制で沖縄本島全域において活動しています。

５  水上安全警察活動
当県は、日本復帰後、海浜やリゾート関係施設の整備等が進み、来県する観光客数も年々

増加傾向にあります。これに伴い海域レジャー客も増加し、従来の水難事故等に加え、ス

キューバダイビング事故等の多発も懸念されたことから、事故の未然防止と安全指導を徹底

するため、平成５年11月１日、地域課に水上安全対策準備室を設置し、平成６年４月１日に、

水上安全対策室として同課に附置されました。（平成19年４月１日に水上安全対策室を廃止

し、専門官を配置）

令和３年４月１日、組織改編に伴い、地域課に水上安全対策室が再編されました。

「シーサー警ら隊※1」の腕章 地域部地域課「渉外警ら係」の腕章

※1：地域部地域課自動車警ら隊
及び警察署の地域課自動車警ら
係の総称で、平成28年の100人
増員を機に命名

自動車警ら隊のパトカー
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⑴　水上安全条例の制定と運用
当県における海域レジャーの普及に伴う水難事故に対応するため、平成６年４月１日、海

域レジャー事故防止などを目的とする「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等

に関する条例（以下「水上安全条例」という。）が施行されました。

県警察では、水上安全条例に基づき、海域レジャー提供業者の育成、海域調査、海域にお

ける催物等の把握及び安全対策の指導を行っています。

また、令和３年第１回沖縄県議会（２月定例会）で水上安全条例の一部改正案が可決され、

同年５月１日に施行されました。同改正条例において、県及び海域利用者等の責務、欠格事

由（暴力団等の排除等）、行政処分及びスノーケリング業の届出義務が新設されるなど、よ

り一層の安全対策の向上を図ることとしています。

⑵　水難事故の発生状況
日本復帰後の水難事故発生状況については、毎年平均約70件発生し、令和３年の死者数は

45人となっており、近年は増減を繰り返しています。

⑶　水難事故防止運動
水難事故を防止するため、毎年、水難事故が多発する時期を「水難事故防止運動期間」に

設定し、関係機関と連携した水難事故防止ポスター、標語等活用による広報活動を行ってい

ます。

また、危険箇所の実態調査を行い、その所有者や管理者に対して危険区域の設定、安全施

設の整備補修等を働き掛けています。

特に夏場は、人出の多い海水浴場等での海浜パトロールを強化し、警察用船舶や警察用航

「みやこ」19t
（R3年度 本部署に配置替え）

「しゅれい」41t
（R3年度 那覇署に配置替え）

「はやとり」27t
（S40.7.15 那覇署に配置）

水難事故防止教室救助訓練看板配布

0

20

40

60

80

100

S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R3

（件・人）

※昭和57年以降は、行方不明者を含む。

水難事故の発生状況（Ｓ47～Ｒ３）

発生件数 死者数
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第５章　地域住民の安全安心確保に取り組む地域警察～地域警察

地

域

部

空機（ヘリコプター）による広報活動、海上安全指導員との合同による警戒監視活動のほか、

悪質な海域レジャー業者の指導取締りを行っています。

県警察では、海域レジャー事故防止などを目的とする「沖縄県水難事故の防止及
び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」（平成６年施行、令和３年一部改正） に基
づき、海域レジャー提供事業者に対する安全指導や立入調査を行っています。

また、例年、県内で水難事故が多発する期間を「水難事故防止運動期間」と定め、
県民に対する広報啓発や注意喚起、一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー（Ｏ 
ＭＳＢ） 等の関係機関・団体と連携した危険箇所の調査や海浜パトロール、警察用船舶やヘリ
コプターによる海上警らなど、様々な水難事故防止活動を推進しています。

「水上安全対策」コ
ラ ム

警戒活動中

令和３年版チラシ

警察用船舶からの広報活動 海上警ら
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～技能指導官制度の活用～

　県警察では、卓越した専門的な技能又は知識を有する警察職員を技能指導官等とし
て指定し、警察職員に対する専門的技能等の向上、後継者育成のための伝承を行って
います。
　刑事警察では、犯罪捜査等に関する各分野で技能指導官等が警察活動上必要な助言、
実践的指導、学校教養等に従事しています。

警察庁指定広域技能指導官

　刑事部鑑識課の職員１名は、警察庁長官により
「広域技能指導官（捜査用似顔絵部門）」に指定さ
れており、同部門における全国の第一人者として
都道府県警察の枠組みを超え活動しています。

沖縄県警察技能指導官等の構成図

警察庁指定
広域技能指導官

1分野1名

技能指導官
11分野28名

技能指導官補
7分野8名

※ 将来の技能指導官候補（県警察独自の制度）

県外警察における捜査用似顔絵講
習会の様子

コロナ禍における捜査用似顔絵リ
モート講習会（於京都府警察）

県下鑑識・科学捜査担当者会議に
おける講話（於島根県警察）

【広域技能指導官の技術と捜査用似顔絵の重要性】
　広域技能指導官は、機械にはまねができない技術を持っており、
その技術はこれまでに数々の事件解決に貢献してきました。
　特に県警察の広域技能指導官により発展、継承されてきた捜査用
似顔絵は、わずかな手がかりから犯人像や被害者像を浮かび上がら
せる重要な捜査資料となります。

【捜査用似顔絵の活用事例】
●事件の被害者、目撃者等からの聞き取りによる似顔絵作成
●頭蓋骨からの対象者の顔の再現
●不鮮明な防犯カメラ映像に写った犯人の顔の再現
●年齢を重ねた顔の推定

刑事警察における
専門的な技能・知識の伝承
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広域技能指導官による似顔絵等の作成例

技能指導官等

〈技能指導官等の活動状況〉

不鮮明な防犯カメラなどの映像から
対象者の顔を再現

鑑識・鑑定 手口捜査 盗犯捜査

鑑識活動の指導状況
 (指紋採取)

犯罪手口捜査の指導状況
(手口資料の作成)

盗犯捜査要領の指導状況 
(車上ねらい)

加齢法に基づく復顔
（約50年経過後を推定した似顔絵）

　県警察では、捜査員の世代交代が進む中、捜査技能の伝承が課題となって 
いる事を踏まえ、次世代を担う捜査員に捜査技能を習得させ、第一線の捜査 
力の維持・向上を図るため、刑事部各分野の技能指導官等を効果的に活用し、
捜査技能の伝承を図っています。

20代 70代
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第１節　捜査活動の要の刑事警察
１  刑事警察の概要

刑事警察は、犯罪捜査のプロフェッショナル集団として、凶悪化、巧妙化する犯罪に立ち

向かっています。殺人や強盗、性犯罪などの重要凶悪犯罪をはじめ、贈収賄や特殊詐欺など

の知能犯罪、空き巣やひったくりなどの窃盗犯罪、暴力団等による組織犯罪を解決するため

に日夜地道な捜査活動を展開しています。また、専門的な知識・技能を駆使し、証拠資料の

収集・分析を行い、犯人検挙、事件解決に向け、全力を注いでいます。

刑事部（令和４年４月１日現在）
所属名 主な業務

刑 事 企 画 課 刑事警察の運営、刑事資料、捜査共助、犯罪統計、渉外事案、犯罪分析等に関する業務
捜 査 第 一 課 凶悪犯、粗暴犯、特殊犯、死体の検視・検証、機動捜査隊の運用等に関する業務
捜 査 第 二 課 知能犯罪、選挙犯罪、金融・企業犯罪等に関する業務
捜 査 第 三 課 盗犯捜査、盗品の手配・照会等に関する業務
組織犯罪対策課 組織犯罪の取締り、暴力団排除対策、銃器・薬物事犯、国際犯罪等に関する業務
鑑 識 課 鑑識資料の整備保存、指掌紋鑑識、写真鑑識、足痕跡、警察犬等に関する業務
科学捜査研究所 法科学（法医、化学、物理、文書、心理）の鑑定、現場検査、研究等に関する業務

２  県警察における刑事警察の変遷
沖縄における刑事警察の変遷（略年表）

日本復帰前 S40.4.1 琉球警察本部刑事部は、３所属（捜査課、防犯少年課、鑑識課）
S41 捜査課を「捜査第一課」及び「捜査第二課」に分割、鑑識課から「科学検査室」を分課
S43 「法医学実務研修制度」発足（～S57）
S46 保安部の廃止に伴い保安課を刑事部に移管

日本復帰後 S47.5.15 捜査第一課に係として「機動捜査隊」を設置
〃 保安課を防犯少年課に統合
〃 科学検査室を「科学捜査研究所」に改称

S51 防犯部の設置に伴い防犯少年課を防犯部に移管、科学捜査研究所が所属に昇格
S53 捜査第二課の附置機関として「暴力団対策室」を設置
S57 「刑事任用制度」を導入

S57.4.1 琉球大学法医学教室における法医実務教養開始
H2.8 「刑事研修センター」を設置
H2.11 「指定捜査員制度」を導入
H3.4.1 暴力団対策室が「暴力団対策課」に昇格
H5.9.1 「沖縄県警察通訳センター」を設置

H6 「銀行委託実務研修制度」を導入（知能犯捜査官の育成）
H7.3.1 DNA型鑑定運用開始

H8 捜査第一課の附置機関として「機動捜査隊」を設置
H10.3.18 「組織窃盗対策官」を設置
H10.4.1 「組織犯罪対策官」を設置
H16.4.1 刑事部に「銃器薬物対策課」を新設し、生活安全部から銃器薬物事犯業務を移管
H17.2.10 生活安全部安全なまちづくり推進課に捜査第一課から盗犯業務を移管

第６章　犯罪捜査活動～刑事警察
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第６章　犯罪捜査活動～刑事警察

刑

事

部

H19.4.1 刑事部に「捜査第三課」を新設し、生活安全部安全なまちづくり推進課から盗犯業
務を移管

〃 「銃器薬物対策課」を「暴力団対策課」に統合し、捜査第一課から組織犯罪対策業務を移
管

H20.4.1 刑事部に「刑事企画課」を新設
〃 「組織犯罪統括官」を設置

H27.4.1 刑事企画課に「捜査支援室」を設置
〃 捜査第一課に「検視官室」を設置

H29.2.16 「沖縄県警察機動分析捜査員」の運用開始
H30.4.1 暴力団対策課を「組織犯罪対策課」に改称
R2.4.1 八重山警察署及び宮古島警察署に「組織犯罪対策課」を新設

R4.4.1 組織犯罪対策課に「薬物銃器・国際犯罪対策室」を設置

３  捜査力の強化
⑴　捜査支援体制の強化

事件発生直後に、現場周辺で行われる目撃者等からの情報収集は、犯人を早期検挙するた

めの重要な捜査の一つですが、近年の社会環境の変化や人間関係の希薄化などにより、犯人

に結びつく情報の収集が困難化しています。そこで、現場周辺で収集された防犯カメラ画像

や各種情報等を最新の技術を用いて、客観的・科学的な視点で結びつけ、これを分析し、そ

の結果を犯人の早期検挙に役立てる捜査支援が、新たな捜査手法の一つとして重要となって

きました。捜査支援は、刑事事件はもちろん交通捜査等の警察が行う全ての捜査を支援して

おり、先進技術の導入、高度分析能力を有する人材の育成及び捜査支援機器の整備等、早期

支援体制の強化に努めています。

⑵　初動捜査における客観証拠の収集
刑事裁判の事実認定においては、鑑識資料や防犯カメラ画像等の客観証拠が重視され、被

疑者の特定や犯罪の立証に不可欠なものとなっています。県警察では、その効果を最大限に

発揮するために、事件発生当初から、客観証拠の確保に向けた迅速かつ的確な捜査を展開し、

常に公判を見据えた初動捜査を推進しています。

⑶　県民からの情報提供の促進
県警察では、犯罪捜査に不可欠な県民の理解と協力を得るため、県警察の公式ホームペー

ジを活用して情報提供を呼び掛けるほか、様々な媒体を活用して、捜査に対する協力、事件

に関する情報の提供等を広く呼び掛けています。

また、必要に応じ、被疑者の発見・検挙や犯罪の再発防止のため、被疑者の氏名等を広く

一般に公表して捜査を行う公開捜査を行っています。

⑷　刑事捜査員の育成強化
ア　刑事特別研修員制度
優れた捜査員を育成するため、昭和63年から刑事特別研修員制度を運用しており、２年

以上の捜査実務経験を有する捜査員を研修員として指定し、刑事部各所属及び指定する警

察署に派遣し、捜査実務を経験させて運用しています。

イ　新任捜査員育成プログラムの実施
平成27年から、警察署の刑事部門で勤務する新任捜査員に対して、教養担当者を一定期

間指定し、平素の実務を通じた実践的教養プログラムを定め、捜査実務能力の向上を図っ

ています。
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⑸　情報分析支援システム（CIS-CATS）
「人からの捜査」、「物からの捜査」等が

困難化するなか、県警察では各種犯罪関

連情報を迅速に系統化し、総合的かつ客

観的な分析を行う情報分析支援システム

（CIS-CATS）を運用しています。

同システムは、犯罪発生状況のほか、

犯罪手口、犯罪統計等の情報を地図上に

表示したり、防犯カメラ画像や現場収集

情報を結びつけた総合的な分析をするこ

とが可能で、犯罪発生場所、時間帯の絞

込みや被疑者の犯罪特癖に直結する分析

結果を捜査幹部に提供することにより、

的確な捜査指揮や効率的な捜査の実施を

支援し、犯人の早期検挙や事件解決に役

立てています。

４  新たな刑事司法制度に対応した警察捜査
⑴　捜査手法、取調べの高度化への取組

取調べをめぐる環境の変化を始めとする最近

の情勢に的確に対応する必要から、平成31年４

月、刑事部刑事企画課に「取調べ指導官」を設

置し、指導教養や必要に応じた助言などの取組

を行っています。

⑵　緻密かつ適正な捜査の徹底
取調べに過度に依存することのない適正な捜査を推進するため、取調べ技能専科教養によ

り、証拠資料に基づく取調べの方法、心理学の知見に基づく手法等を取り入れた取調べの教

養及び訓練（ロールプレイング）等を実施しています。

⑶　取調べの録音・録画に係る取組
令和元年６月１日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律が全面施行され、逮捕又は勾留さ

れている被疑者を裁判員裁判対象事件等について取り調べる場合に、原則として、その全過

程を録音・録画することが義務付けられました。

また、精神に障害を有する被疑者を取り調べる場合も、必要に応じてその過程の録音・録

画を実施しています。

５  米軍犯罪への的確な対応
⑴　沖縄における米軍犯罪の推移

県警察は、日本復帰とともに米軍構成員等（米軍人、軍属及びその家族）の犯罪（以下「米

軍犯罪」という。）に対する捜査は第一次責任を負うことになりました。

米軍構成員等による刑法犯検挙件数は、昭和52年の342件をピークに比較的小さな増減を

繰り返しながら、全体的に減少しており、平成28年には、復帰後最少となる23件となりました。

米軍犯罪は社会的影響が大きいことから、県警察は同犯罪の重要性を踏まえ、迅速・的確

な対応を図っています。

捜査幹部

犯罪関連情報 各種基礎資料

犯罪手口
防カメ画像
鑑識資料
ＤＮＡ資料

等

被疑者写真
犯罪統計
地図情報
他の犯罪記録

等

各種情報の
集約と分析

的確な捜査指揮
優先順位の決定
必要な体制構築

事件の
早期解決！

CIS-CATS

情報分析支援システム（CIS-CATS）活用のイメージ

取調べ技能専科 (ロールプレイング)
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⑵　通訳体制の整備
県警察では、米軍犯罪や事故に的確に対応するため、昭和47年日本復帰と同時に、事件の

通訳経験が豊富な英語通訳人等を「渉外事件調査官」として採用しました。

渉外事件調査官は、英語の通訳のみならず、日米地位協定などの関係法令に精通しており、

捜査員の補助を行う存在であり、このような採用は全国でも極めて希です。

渉外事件調査官のほかにも、部内英語通訳職員に指定された警察官を含む渉外機動警ら隊

（地域部地域課）が事件・事故防止に向けたパトロールや検挙活動を行っています。

米軍犯罪も含め、国際犯罪の複雑化・多様化に対応すべく、県警察では、令和３年末現在、

英語を含め５言語の部内通訳員を指定しています。

６  重要犯罪をはじめとする各種事件への対応
⑴　重要犯罪への対応

重要犯罪（殺人、強盗、放火、強制性交等、

略取誘拐・人身売買及び強制わいせつ）が発生

した場合、多くの捜査員等を現場に投入し、犯

人逮捕及び被害者等の安全を確保するとともに、

関係者からの聴取や聞き込み捜査、防犯カメラ

映像の収集などの初動捜査を推進しています。

日本復帰時に刑事部捜査第一課に係として置

かれた機動捜査隊は、平成８年、同課の附置機

関となり、同隊においては、事件発生時は現場

に急行して犯人の確保及び機動力を生かした各

種捜査活動を行っています。

⑵　特別捜査本部の設置
社会的反響の大きい重要犯罪又はこれに発展するおそれのある事件が発生し、捜査を統一

的かつ強力に推進する必要があると認めた場合、「捜査本部」を設置するなど、随時、当該

事件の規模や態様等に応じた捜査体制を構築しています。

また、警察本部長又は刑事部長が捜査本部長となる事件では「特別捜査本部」を設置して

います。

なお、過去10年間において特別捜査本部を設置した事件は７件あり、全て解決しています。

平成28年

件数最少

23件

昭和52年

件数、人員共に最多

342件、396人

平成７年

本島北部

暴行事件

平成26年

人員最少

27人

平成28年

本島中部

殺人事件
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機動捜査隊による捜査活動
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特別捜査本部を設置した事件（過去10年間）
1 Ｈ27 本部町における殺人事件

2 〃 沖縄市における殺人事件

3 Ｈ28 本島中部における殺人・死体遺棄事件

4 Ｈ29 本島中部一帯における連続女性暴行事件

5 Ｈ30 石垣市における強盗殺人事件

6 Ｒ１ 読谷村における強盗殺人事件（県警察、第十一管区海上保安本部合同特別捜査本部）

7 Ｒ２ 那覇市における持凶器強盗殺人事件

⑶　特殊事件の推移
ア　身の代金目的誘拐事件
身の代金目的誘拐事件は、日本復帰以降９件発生し、そのうち６件は10歳以下の児童を

狙ったものです。

県内で発生した同事件は、被疑者を全て検挙するとともに、被害者を全員無事に保護し

ています。

イ　人質立てこもり事件
人質立てこもり事件は、日本復帰以降13件発生しています。

いずれの事件も全て説得活動により被害者を無事に救出し、被疑者を検挙しています。

⑷　検視体制の強化
ア　体制の強化
県警察が取り扱った死体数は、日本復帰当初は年間400体前後で推移していましたが、

高齢化の進展等により増加傾向が続き、平成９年には1,000体を超え、令和３年中は1,943

体と復帰後最多でした。

県警察では、死体取扱いの増加に的確に対応し、犯罪死の見逃しを防止するため、平成

27年、刑事部捜査第一課に法医学の専門教育を受けた検視官及び補助者による「検視官室」

を設置して体制を強化し、積極的に現場臨場して指揮・指導及び死体取扱い業務に携わる

警察官に対する教育訓練に当たっています。

また、離島の警察署の刑事課長には、検視官の経験者を配置するなどして、検視体制の

強化を図っています。
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イ　東日本大震災に伴う沖縄県警察広域緊急援助隊刑事部隊の派遣
平成23年３月の東日本大震災の発災を受け、県警

察では、刑事部捜査第一課検視官以下36名体制の広

域緊急援助隊刑事部隊を編成（第１次～第３次）し

て被災地の宮城県に派遣し、死体調査、資料採取、

身元不明死体に係る遺族対応等の業務に従事しまし

た。

県警察が死体取扱業務のため刑事部隊を県外に派

遣することは初めてであり、派遣中は64体の死体取

扱に従事し、そのうち12体の身元を確認することが

できました。

ウ　大規模災害発生等多数死体取扱事案への対策
大規模災害等による多数死体取扱事案に備え、知事部局や市町村、県医師会、県歯科医

師会等と連携し、遺体収容施設の設置・運営、検視・検案、資料採取、身元確認作業等の

訓練を実施しています。

⑸　法医学顧問制度、法医実務教養
ア　法医学顧問制度
日本復帰前の昭和30年当時、当県の大学には医学部がなく、かつ司法解剖や検案を依頼

できる法医学の適任者が少なかったため支障を来し、公判対策上も問題がありました。

このため昭和31年から、県外各大学医学部等の法医学者を半年から１年交代で招へいし

常勤する「法医学顧問制度」が導入されました。

法医学者は、沖縄本島はもとより、各離島まで出張し、解剖、検案、生体検査、警察官

に対する教養及び刑事調査官の育成等にあたり、県警察の法医学鑑識の実務向上に尽力し

ました。

なお、同制度は、26年間継続し昭和57年に琉球大学医学部法医学教室が開設されたこと

に伴い、その役目を終えました。

イ　法医実務教養
日本復帰前の昭和45年から、警察官の法医学知識の向上を図る目的で、刑事部及び交通

部の事件捜査を担当する幹部を対象とした、法医学顧問による法医実務教養が開始されま

した。

同教養は、昭和57年からは、琉球大学医学部法医学講座に引き継がれ、現在も継続実施

されています。

研修期間は約１か月間で、これまで数々の法医学者の御協力と御支援によって、多くの

捜査幹部が受講し、警察における死体取扱に関して貴重な教養となっています。

７  県民の財産を狙う窃盗犯罪への対応
⑴　沖縄における窃盗犯罪の情勢

日本復帰時の昭和47年の窃盗犯認知件数は8,643件で、その後増加傾向が続き、昭和60年

に約1万8,500件となりましたが、一転して平成５年までは減少傾向が続きました。その後、

平成６年から再び増加傾向となり、平成14年には過去最高の約２万1,000件となりましたが、

それ以降官民一体となった犯罪総量抑止対策の推進などにより、窃盗犯罪の認知件数は減少

傾向が続き、令和３年の窃盗犯認知件数は3,581件となりました。

検挙率については、平成19年、刑事部に窃盗犯の捜査を専門とする「捜査第三課」を設置

して検挙対策を強化したことなどにより、平成14年には約13％であった窃盗犯罪の検挙率は

上昇傾向にあり、令和３年は約55％となっています。

沖縄県警察広域緊急援助隊刑事部隊出発式
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⑵　窃盗犯罪の推移と特徴
窃盗犯罪は、家屋等に侵入して金品を窃取する侵入盗、自動車やオートバイを窃取する乗

物盗、車上ねらいや万引きなどの非侵入盗の３つに分類されます。

日本復帰した昭和47年から昭和63年にかけては侵入盗の割合が最も高かったのですが、平

成元年から平成６年にかけては侵入盗、乗物盗、非侵入盗の割合は拮抗しました。

その後、非侵入盗の割合が増加傾向となり、令和３年には侵入盗の割合は約８％、乗物盗

の割合は約20％、非侵入盗の割合は約72％となっています。

⑶　組織窃盗犯対策
組織窃盗とは、多数の被疑者が共同して犯行を行う窃盗犯罪をいいます。当県においても、

来日外国人や暴力団関係者等が結託し、首謀者の下に多数の被疑者が下見、窃取、盗品の運

搬、処分等の各行為を分担又は共同して行う組織的犯行が発生したことから、平成10年に刑

事部捜査第三課に組織窃盗対策官を設置し、組織窃盗への指揮体制を強化しています。

【事例１】　令和元年、県内一円において、ドラッグストアを対象とした連続万引き事件が

発生。捜査の結果、北は青森県から南は当県までの広域にわたり万引きを敢行し

ていたベトナム人被疑者４人を検挙し、犯行件数86件、被害総額1,000万円相当

の窃盗事件を解決

【事例２】　平成28年、那覇市内において空き巣事件が発生。捜査の結果、１都１府９県の

広域にわたり空き巣や事務所荒し等を敢行していた被疑者16名を検挙し、犯行件

数51件、被害総額8,800万円相当の侵入盗事件を解決

【事例３】　平成10年、与那原町内において出店荒し事件が発生。捜査の結果、沖縄県中南

部における出店荒し等を敢行していた中国人被疑者６名を検挙し、犯行件数７件、

被害総額4,500万円相当の侵入盗事件を解決
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８  知能犯事件の捜査
⑴　知能犯の認知と検挙状況

知能犯罪とは、偽造、贈収賄、詐欺、横領、選挙犯罪等の知識を利用して行う犯罪をいい、

社会や経済の情勢に敏感に反応しやすい特質を持っています。

知能犯認知件数は、日本復帰後から昭和51年までは減少傾向にありましたが、昭和52年か

ら昭和58年までは、不景気などの世相を反映し増加に転じました。その後は、毎年400～500

件の間で推移していましたが、平成15年以降は特殊詐欺等の多発により増加傾向に転じ、平

成17年には1,060件でピークを迎え、平成25年以降は約400件から約500件程度の横ばいの状

況が続いています。

また、知能犯態様の大半は、無銭飲食など対面による犯行が主でしたが、近年はインター

ネットの普及により、電子マネーの利用権をだまし取る架空請求詐欺（特殊詐欺の手口）な

どの非対面の犯行の多発傾向が続いています。

⑵　主な贈収賄事件
国や地方公共団体の幹部、職員等による贈収賄事件等の政治、行政を巡る不正については、

その犯行態様から、巧妙かつ潜在化しており、事件が表面化しないという特徴があります。

日本復帰後、これまで検挙された贈収賄事件の背景については、沖縄国際海洋博覧会、沖

縄振興開発計画に基づく各種公共施設の整備に伴う公共工事発注をめぐるものや、リゾート

開発など、沖縄の社会経済の変化を反映したものとなっています。

過去10年間に検挙した贈収賄事件は、公共施設の整備に伴う公共工事発注に絡むものが３

件、その他官製談合防止法違反及び公契約関係競争入札妨害事件６件となっています。

主な贈収賄事件検挙事例
Ｓ48 市職員らによる日本復帰により高騰した市有地地上げ転売に絡む贈収賄事件
Ｓ49 県職員らによる海洋博関連大型工事の砂利採取許認可に絡む贈収賄事件
Ｓ50 大学用地買収に絡む宅建法違反、業務上横領及び贈収賄事件
Ｓ51 陸運事務局登録官らによる自動車登録封印業務に絡む贈収賄事件
Ｓ53 市長らによる公共工事指名等に絡む贈収賄事件
Ｓ55 市建設部長らによる公共工事発注に絡む贈収賄事件
Ｓ56 国道事務所工務課長らによる道路改築工事発注等に絡む贈収賄事件
〃 市教育委員会職員らによる学校工事発注に絡む贈収賄事件

Ｓ57 県農林土木事務所長らによる公共工事発注に絡む贈収賄事件
Ｓ58 防衛施設局の建築課長による同局発注工事に絡む贈収賄事件
Ｓ59 市助役らによる同市発注工事に絡む贈収賄事件
Ｓ61 市教育長らによる教育委員会発注工事に絡む贈収賄事件
Ｈ１ 県土木建築部長による公共工事指名等に絡む贈収賄事件
Ｈ３ 町助役による同町のリゾート用地取得に絡む贈収賄事件
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Ｈ７ 町議会議員らによる議長選出を巡る贈収賄事件
Ｈ14 国道事務所自動車道出張所長らによる公共工事に絡む贈収賄事件
Ｈ15 市農業委員会委員らによる非農地証明に絡む贈収賄事件
Ｈ16 国道事務所出張所長らによる公共工事を巡る贈収賄事件
〃 ごみ処理施設建設工事を巡る贈収賄事件

Ｈ22 市発注公共工事の監督業務を巡る贈収賄事件
Ｈ23 村職員らによる公共工事を巡る贈収賄事件
Ｈ29 村教育長らによる公共工事を巡る贈収賄等事件

Ｒ３ 前市長らによる土地利用を巡る贈収賄事件

Ｒ４ 町長らによる公共工事を巡る贈収賄事件

⑶　選挙違反
日本復帰前の国政参加選挙は、特別措置法によって行われましたが、復帰後の選挙は「公

職選挙法」に基づいて行われ、これまでの公職選挙法違反の検挙件数は延べ687件、検挙人

員は2,296人となっています。

また、選挙違反取締りについて、選挙の公明・公正を確保するため、軽微な形式犯に対し

ても積極的に警告して違反防止に当たっていますが、警告状況のほとんどは、文書掲示、頒

布違反に対するものとなっています。

主な選挙違反事件検挙事例
Ｓ53 町 議 選  町長らの選挙自由妨害事件

Ｓ54 第35回衆院選  運動員による現金買収事件、供応接待事件

Ｓ57 市 長 選  組織的買収事件

Ｓ61 第38回衆院選  運動員による現金買収事件、供応接待事件

Ｈ７ 第17回参院選  運動員による未成年使用・運動員買収事件

Ｈ10 第18回参院選  県農林水産部次長による地位利用及び法定外文書頒布事件

Ｈ14 村 長 選  暴力団幹部による詐偽登録、詐偽投票事件

Ｈ15 市 長 選  政治資金規正法違反、特定の寄付の禁止違反事件

Ｈ16 第20回参院選  運動員による未成年者使用事件

〃 〃  前県議会議長による現金買収事件

Ｈ18 市 議 選  公務員等の地位利用による選挙運動の禁止違反事件

Ｈ22 第22回参院選  選挙運動員による現金買収(日当買収）事件

Ｈ28 第24回参院選  出納責任者らによる現金買収（日当買収）事件

Ｈ29 村 長 選  立候補者らによる現金買収事件

Ｈ30 県 知 事 選  期日前投票所における詐偽投票事件

Ｒ３ 市 議 選  期日前投票所における詐偽投票事件

９  特殊詐欺の現状
⑴　特殊詐欺の認知状況

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯

金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称

を言い、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺等の手口があります。
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オレオレ詐欺
親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に

対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る（脅し取る）手口です。

架空料金請求詐欺
未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし金銭等をだまし

取る（脅し取る）手口です。

還付金詐欺
税金還付等に必要な手続きを装って被害者にＡＴＭを操作させ

て、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口です。

キャッシュカード詐欺盗
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話
をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」などの名
目により、キャッシュカードを準備させた上で、隙を見てキャッ
シュカード等を窃取する手口です。

【「特殊詐欺の手口と対策」（警察庁）（http://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/check/）より引用作成】

特殊詐欺の手口は、平成16年からは口座振込型、平成24年からは現金手交、送付型、平成

28年から現在にかけては電話でだまされた被害者の自宅を訪れた「受け子」が、隙を見て被

害者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて窃取するキャッシュカード詐欺盗の事件

が増加しています。（法律上の罪名は窃盗であるが、実質的にはキャッシュカード手交型の

オレオレ詐欺と同視しうるもの）

当県の発生状況は、特殊詐欺認知件数の統計を取り始めた平成16年の383件をピークに年々

減少を続け、平成25年中には９件とピーク時の97.7％まで減少したものの、平成26年以降は

年間約20件から30件と増減を繰り返しながら推移しており、被害金も認知件数と密接に関係

しています。また、１件あたりの被害額が高額であることや、年間約2,000万円以上の被害

が発生しているなど深刻な社会問題となっています。
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⑵　特殊詐欺の検挙状況
特殊詐欺は、広域性を有し、１件当たりの被害額が高額であることや、高齢者が狙われや

すいことなどから、他都道府県との共同捜査を推進するなど取締りを強化し、認知件数が減

少傾向となった平成22年から平成25年にかけては検挙件数も減少しましたが、平成26年以降

は増減を繰り返しており、平成29年には９件４名の検挙がありました。

また、架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等が特殊詐欺に利用されていることから、

これらの流通を遮断して犯行グループの手に渡らないようにするため、預貯金口座の売買や

携帯電話の不正利用など、特殊詐欺を助長する犯罪行為についても取締りを強化しています。

主な特殊詐欺事件検挙事例
Ｈ16 オレオレ詐欺グループの検挙（岐阜県警察との合同捜査）

Ｈ29 アジト急襲による還付金詐欺グループの検挙（警視庁との合同捜査）

Ｈ29 旭琉會幹部を首魁とする県内特殊詐欺グループの検挙

Ｈ30 県出身の少年らによる特殊詐欺受け子グループの検挙

〃 還付金詐欺グループの検挙（警視庁との合同捜査）

Ｒ１ 融資保証金詐欺グループの検挙（警視庁との合同捜査）

Ｒ２ 預貯金詐欺事件被疑者の検挙

Ｒ３ 融資保証金詐欺事件被疑者の検挙

第２節  組織犯罪対策
１  組織 犯罪対策の経緯
⑴　組織犯罪対策の経緯

暴力団犯罪や来日外国人犯罪を始め、拳銃、覚醒剤密輸などの銃器・薬物事犯、暴力団を

後ろ盾とした準暴力団の台頭や国際犯罪組織の進出など、組織、グループを背景とした組織

犯罪が、年々悪質・巧妙化しており、今後も社会情勢や経済情勢の変化に応じ、組織実態を

巧みに隠蔽、変容しながら様々な形で治安に悪影響を及ぼしかねない状況にあります。

県警察では、組織犯罪への的確な対応を図るため、平成10年、刑事部に組織犯罪対策官（現

組織犯罪統括官）を設置、平成19年４月に刑事部銃器薬物対策課を刑事部暴力団対策課（以

下「暴力団対策課」という。）に統合、平成30年４月に暴力団対策課を「組織犯罪対策課」

に改称して体制を強化し、組織犯罪の情報収集・分析、取締りを推進、令和４年４月、組織

犯罪対策課に薬物銃器・国際犯罪対策室を設置して体制を強化するとともに、特殊詐欺が組

織犯罪として敢行されている実態があることを踏まえ、刑事部捜査第二課が所掌していた特

殊詐欺の業務を組織犯罪対策課へ移管し、特殊詐欺対策係を設置しました。
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⑵　関係機関・団体との連携
当県では地理的事情等により、これまで銃器・薬物等禁制品の密輸事犯や密入国事犯が発

生していることから、水際対策の一環として、平成12年12月、県警察、海上保安庁、税関及

び出入国在留管理局の実務担当者による水際対策連絡会を発足させ、情報交換等を行ってい

ます。

このほか、暴力団追放沖縄県民会議や沖縄弁護士会と連携して、暴力団犯罪に係る損害賠

償請求訴訟や事務所撤去訴訟等の民事訴訟に対する支援など、関係機関、団体と緊密な連携、

協力関係のもと、組織犯罪対策を推進しています。

２  暴力団対策
⑴　沖縄における暴力団構成員等の推移

当県の暴力団構成員及び準構成員（以下「暴力団構成員等」という。）は、県警察の取締

りの強化と県民の暴力団排除運動の盛り上がり、地域住民による組事務所撤去訴訟、暴力団

対策法に基づく資金獲得活動の規制取締りにより、減少傾向にあります。

しかし、依然として暴力団組織は存在しており、その組織実態を巧みに隠蔽し、準暴力団

や関係企業等を利用しながら、公共事業に介入して資金を獲得したり、各種公的給付制度等

を悪用した詐欺事件等を敢行するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活

動を行い、組織の維持・拡大を図っています。

⑵　沖縄における暴力団情勢
当県における暴力団は、戦後の混乱期から復興の兆しが現れた昭和27年ころに誕生し、当

初は、那覇派（約250人）とコザ派（約250人）の２集団でした。

その後、集団の離合集散や主導権、縄張り争い等を発端として、昭和36年の第１次対立抗

争に始まり、平成２年の第６次対立抗争までの間に拳銃を使用するなどした衝突が253回発

生し、死者20人（うち拳銃使用による死者19人）、負傷者114人（うち拳銃使用による負傷者

23人）を出しました。死傷者の中には、警察官や一般市民も含まれており、社会にとって大

きな脅威となりました。

県警察では、激化する対立抗争事件に対し、暴力団幹部、組員の大量検挙、武器の押収等

により暴力団組織に打撃を与え、対立抗争を鎮圧してきました。

沖縄における暴力団の動向（略年表）
日本復帰前

S27
素行不良者の集団化。腕力の強い者がリーダーとなり、那覇市を拠点とする那
覇派（約250人）、コザ市（現沖縄市）を拠点とするコザ派（約250人）の不
良グループが組織化（現在の暴力団の起源）
那覇派とコザ派が主導権、縄張り争い。組織分裂や抗争を繰り返す。

第一次抗争 s36.9～39.11 「那覇派」対「コザ派」（11回、死者1人、負傷者19人）
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第二次抗争 S39.11～42.1 「那覇派・山原派・普天間派」対「泡瀬派」（36回、死者3人、負傷者23人）

第三次抗争 S42.1～42.10 「那覇派・山原派」対「普天間派」（92回、死者2人、負傷者31人）

日本復帰後

第四次抗争
（前期）
（後期）

S49.9～51.1
S52.1～52.12

「沖縄連合旭琉会」対「上原組」（39回、死者6人、負傷者13人）
「二代目旭琉会」対「山口組系上原組・琉真会」（23回、死者1人、負傷者10人）

第五次抗争 S58.4～58.5 「三代目旭琉会」対「上原組」（11回、死者0人、負傷者5人）

第六次抗争
H2.9～3.9
H23.11.27
H24.3.5

R1.7

「三代目旭琉会」対「沖縄旭琉会」（41回、死者7人、負傷者13人）
四代目旭琉会と沖縄旭琉会が一本化し、「旭琉會」に改称
東亜会二代目誼興業が解散
旭琉會会長死去

ア　指定暴力団「沖縄旭琉会」と「四代目旭琉会」の一本化による「旭琉會」の誕生
平成２年の第６次暴力団抗争を契機に分裂していた「沖縄旭琉会」と「三代目旭琉会」

は、抗争の終結後、共存共栄の道を歩んでいました。三代目旭琉会会長が引退したことを

受け、一本化に向けた動きが加速し、平成23年11月27日、「旭琉會」が誕生しました。

令和元年７月に旭琉會会長が死去しましたが、令和４年４月１日現在、旭琉會の跡目継

承は行われておらず、会長不在の状態が続いています。

イ　暴力団の指定
令和４年４月１日現在、全国で暴力団対策法の規定に基づき25団体が指定暴力団として

指定されており、当県では「旭琉會」の１団体が平成４年の第１回指定から現在まで指定

暴力団としての指定を受けています。

⑶　暴力団犯罪の取締り
暴力団を壊滅するためには、暴力団の存在基盤である人（構成員）、金（資金源）、物（武

器）に対して、あらゆる方法を用いて効果的に打撃を与えることが重要です。

県警察では、組織の首領、主要幹部を含む構成員を大量に検挙して社会から隔離すること、

組織の存立基盤となっている各種資金源の封圧、犯罪収益の剥奪などを重点に取締りを推進

しています。

⑷　暴力団対策法の運用等
暴力団対策法は、指定暴力団の構成員等がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求

行為等を行った場合に、中止命令等の行政命令ができるものとされており、暴力団対策法施

行以降、令和３年末の時点で中止命令等の行政命令を計734件発出しています。
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⑸　暴力団排除活動の推進
ア　暴力団追放沖縄県民会議の沿革
平成２年12月、沖縄県知事を長とする「暴力団追放沖縄県民会議」が設立され、暴力団

対策法に基づき、地域住民に代わり暴力団事務所の立ち退きを求める代理訴訟を行ったり、

暴力団員等による不当要求を受けるおそれの高い金融業、保険業、建設業、不動産業、パ

チンコ店等を中心に、各事業所の不当要求防止責任者に対する講習を実施しています。

なお、同県民会議は、平成４年に沖縄県暴力追放運動推進センターに指定、平成22年12

月に公益財団法人に認定されています。

イ　国及び地方公共団体における暴力団排除活動
国及び地方公共団体は、あらゆる公共事業等の受注業者から暴力団関係企業等を排除す

るため、警察と連携して受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項を盛り込むほか、

受注業者に対して暴力団等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの

取組を推進しています。

また、民間工事等に関する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよ

う必要な指導・要請を行っています。

ウ　当県における各種暴力団排除活動
県警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関と連携して、貸金業、建設業等

の各種業界からの暴力団排除活動を推進するとともに、地域住民等による暴力団事務所撤

去運動や暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟、事務所撤去訴訟等の民事訴訟に対する支援

を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に

努めています。

近年では、飲食店業者等が、警察などと連携して暴力団に対するみかじめ料拒否運動を

行うなどしています。
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エ　暴力団排除条例の制定
地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力

団排除に取り組むことを定め、暴力団排除に関する基本

的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響等排除の

ための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を

主な内容とする「沖縄県暴力団排除条例」が平成23年10

月１日に施行され、41市町村全てにおいても条例が制定

されました。

また、令和元年５月１日には同条例を改正し、暴力団

に利益供与した事業者が勧告・公表の対象となることや、

那覇市松山及び沖縄市上地地区の歓楽街を「暴力団排除

特別地域」に設定しています。

⑹　準暴力団の動向と警察の取組
暴力団のような明確な組織構造は有しないものの、暴力団との密接な関係がうかがわれる

ものも存在しており、こうした集団は暴力団に準ずる集団として「準暴力団」と位置づけら

れています。

また、準暴力団の動向を踏まえ、繁華街・歓楽街対策、マリンレジャー対策等について関

係部門間における連携を強化し、部門横断的な実態解明の徹底に加え、あらゆる法令を駆使

した取締りにより弱体化・壊滅を図っています。

３  薬物銃器対策
⑴　薬物対策

当県における薬物事犯は、日本復帰直前の昭和45年頃、ベトナム戦争から帰還した米兵に

よって麻薬や大麻が持ち込まれ、基地内での乱用事案が多く発生しました。日本復帰後の昭

和47年から昭和58年までは、薬物事犯の大半は麻薬と大麻が占めていましたが、昭和59年頃

からは、覚醒剤事犯が全体の半数を占めるようになりました。平成25年頃からは、いわゆる「危

険ドラッグ」が大きな社会問題となり、当県においても検挙数が増加しましたが、平成26年

に「危険ドラッグ」の販売等停止命令の拡充、広告中止命令の創設などを盛り込んだ法整備

により、県内の販売店舗を一斉摘発するなど強力に取締りを推進した結果、検挙数は激減し

ました。しかし、平成27年から大麻事犯が増加し始め、令和２年には全体の約80％を大麻事

犯が占めるようになっています。

第六次暴力団対立抗争中の平成２年11月、凶弾に
より殉職した故比嘉正雄警部と故拝根正吉警部補の
慰霊碑が、警友会や暴力団追放県民会議等の浄財に
より、平成30年11月、沖縄警察署の敷地内に建立さ
れました。

慰霊碑文には、「無念を忘れず、警察官魂と
対決姿勢を受け継ぎ遺訓を学び･･･ 長く後世に
伝える」旨、暴力団壊滅に向けた県警察の対決
姿勢を未来永劫、不朽の精神として伝承する内
容が刻まれています。

「暴力団抗争に伴う殉職警察官慰霊碑」
コ
ラ ム

沖縄警察署の敷地内に建立された慰霊碑
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○　大麻事犯への対応
大麻事犯は若年層を中心に増加し、インターネット上に誤った情報が流布されて大麻

の危険性、有害性を軽視している傾向がうかがわれます。

県警察では、乱用者を厳しく取り締まるとともに、広報啓発活動を行い、乱用者を排

除する気運の醸成を図るほか、有効な捜査手法を積極的に活用し、供給源の取締りを推

進しています。

⑵　銃器対策
県警察では、暴力団関係者等を主とした犯罪組織の

武器庫や密輸・密売事件等の摘発に重点を置いた取締

りを実施するなど銃器対策を推進しています。

拳銃の押収数は、昭和47年以降779丁ですが、そ

のうち、暴力団からの押収は406丁で、押収総数の

52.1％を占めています。

近年、拳銃の押収数が減少傾向にあるのは、暴力団

等の犯罪組織による隠匿や密輸・密売方法が巧妙化し、

押収が困難になっていることが要因の一つとして考え

られます。

県警察では、広く県民から拳銃に関する情報提供を

促すことを目的として「拳銃110番報奨制度」を設け、

専用電話を設置して情報提供を呼びかけています。

台湾人らによる覚醒剤（約600kg）密輸等事件（平成28年）
写真左：押収時写真　　右：押収した覚醒剤
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４  来日外国人犯罪対策
⑴ 沖縄における来日外国人犯罪の情勢

当県における来日外国人犯罪は、近年、留学生

や技能修習生等の在留外国人の増加に伴って、平

成25年頃から増加傾向にあり、令和３年は、ベト

ナム人が全体（刑法犯及び特別法犯）の22％を占

めています。

⑵ 犯罪インフラの実態
国際犯罪組織は、犯罪インフラを利用して各種

犯罪を巧妙に敢行しています。

国際犯罪組織が関与する犯罪インフラ事犯には、

地下銀行による不正送金、偽装結婚、偽装認知、

不法就労助長、旅券・在留カード等の偽造などが

あります。

⑶ 国際犯罪組織に対処するための取組
県警察では、事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）等を活用し、出入国在留官庁や税関等と

連携した水際対策を行っています。

また、複数の国、地域において犯罪を敢行する国際犯罪組織に対処するためには、関係国

の捜査機関等との情報交換、捜査協力等が不可欠であり、県警察では、ＩＣＰＯルートのほ

か、外交ルート、刑事共助条約（協定）及び国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

等を活用して、外国捜査機関に対して捜査協力を要請するなどしています。
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５  犯罪収益対策
⑴　犯罪収益移転防止法に基づく活動

暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むためには、犯罪収益の移転を防止する

とともに、これを確実に剥奪することが重要です。県警察では、犯罪収益移転防止法、組織

的犯罪処罰法及び麻薬特例法を活用し、関係機

関、事業者、外国のＦＩＵ等と協力しながら、

総合的な犯罪収益対策を推進しています。

○　疑わしい取引の届出

犯罪収益移転防止法に定める疑わしい取

引制度により、特定事業者が所管行政庁に

届け出た情報は、国家公安委員会が集約し

て整理・分析を行った後、都道府県警察、

検察庁をはじめとする捜査機関等に提供さ

れ、各捜査機関においてマネー・ローンダ

リング犯罪捜査等に活用されています

⑵　マネー・ローンダリング犯罪
マネー・ローンダリングとは、一般に犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が

分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為です。

組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法において、マネー・ローンダリングが罪として規定され

ています。

⑶　犯罪収益の剥奪
犯罪収益が犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止す

るためには、これを剥奪することが重要です。警察では、没収・追徴の判決が裁判所により

言い渡される前に犯罪収益の隠匿や費消等が行われることのないよう、組織的犯罪処罰法及

び麻薬特例法に定める起訴前の没収保全措置を積極的に活用して、没収、追徴の実効性の確

保に努めています。

第３節　先端技術を活かす鑑識・科学捜査
１  鑑識・科学捜査の変遷
⑴　県警察における鑑識・科学捜査の変遷

近年、犯罪の形態は、悪質化、巧妙化、広域化及び国際化の傾向を強め、犯人に関する情

報の入手が困難となるなど、犯罪捜査を取り巻く環境が大きく変化しています。

県警察では、犯罪捜査を取り巻く環境の変化に対応するため、鑑識、科学捜査体制の充実

強化を進めています。

沖縄県における鑑識・科学捜査の変遷（略年表）
日本復帰前 S30 警察本部刑事課鑑識係が「鑑識課」に昇格

S43 刑事部に附置機関として「科学検査室」を設置 

日本復帰後 S47.5.15 科学検査室を「科学捜査研究所」に改称

S48.10 「警察犬制度」運用開始（民間の優秀犬を嘱託警察犬として運用）

疑わしい取引の届出から捜査機関等へ提供されるまでの流れ

特定事業者

疑わしい取
引の発見

外国FIU

所管行政庁

疑わしい取
引の届出の
受理

国家公安員会・
警察庁

疑わしい取
引の届出の
集約･整理･
分析

捜査・調査
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供
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S51.4 鑑識課に「足こん跡係」及び「機動鑑識隊」を設置

〃 「科学捜査研究所」が刑事部の所属に昇格

S53.6 「直轄警察犬制度」運用開始

S58 鑑定技術職員増員

S63.2.19 科学捜査研究所に「現場科学検査班」を設置

H5 警察本部庁舎新築に伴い「鑑定施設」を整備

H12.1 「沖縄県警察指紋情報管理システム」運用開始

H13.6 「捜査用似顔絵指定捜査員制度」運用開始

H16 「ＤＮＡ型データベース」運用開始

H21.11.19 「ＤＮＡ型鑑定用第二クリーンルーム」を整備

H26.8.5 「可搬型三次元画像解析装置」を導入

H26.9.5 「工学映像鑑定解析装置」を導入

H27 「三次元顔画像鑑定」を導入

H27.7 「画像処理装置」を導入

H29.1 第３世代「沖縄県警察指紋情報管理システム」運用開始

H30.3 「現場痕跡画像検索システム」の更新

R2.4 機動鑑識隊及び警察犬担当係が、３交替制から４交替制に移行

R2.12 「直轄警察犬慰霊碑」建立

��

⑵　犯罪鑑識活動の推進
ア　鑑識体制の充実
犯罪捜査で、犯人の特定や事件の真相解明のため、事件現場及びその周辺に残された犯

人の痕跡や犯行状況等を示す痕跡を、迅速かつ的確に採取することは極めて重要です。

現場で採取した証拠物や現場資料は、鑑定によってこそ客観証拠としての意義を発揮す

るものであり、これらに的確に対応するため、鑑識体制の充実強化が図られました。

主なものとして、平成17年４月に、公判に耐え得る鑑識鑑定業務を推進するため、鑑識

鑑定官制度を施行しました。

また、令和２年４月、機動鑑識隊及び警察犬担当係が、従来の３交替制勤務から４交替

制勤務へ移行し、体制強化が図られました。

イ　鑑識情報管理システムの充実
警察の貴重な財産である指掌紋や足痕跡をはじめ、被疑者写真等をデータベース化した

ことにより、鑑定作業の効率性及び利便性が格段に進歩しました。

ウ　鑑識・鑑定の充実
(ｱ)　指掌紋鑑識

指掌紋は、「万人不同」及び「終生不変」の特性を有し、個人を識別するための資料

として極めて有用であることから、犯罪現場に遺留された指掌紋から、指掌紋システム

を活用した被疑者の割り出しにより捜査を側面から支援するとともに、客観証拠を重視

した鑑定業務を推進しています。

(ｲ)　写真鑑識

被疑者の人相特徴等の目撃情報から効率的に被疑者写真を照会・検索する被疑者写真

業務は、犯罪捜査で重要な役割を果たしています。また、事件・事故現場における防犯

ビデオ、ドライブレコーダー等の記録動画を解析する画像処理装置を導入し、犯罪捜査

の一端を担う捜査支援を推進しています。
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(ｳ)　足痕跡鑑識

犯罪現場に遺留された足痕跡から、検索システムを活用した履物名称等の割り出しに

より捜査を側面から支援するとともに、客観証拠を重視した鑑定業務を推進しています。

２ 科学技術の活用
⑴　科学技術の活用

経済のグローバル化やインターネット環境の普及拡大に伴い、犯罪も広域化、組織化、匿

名化が進んでいます。

多様化する犯罪に対応するため、県警察では科学捜査研究所において、従来のＤＮＡ型鑑

定や薬物鑑定及び微細物鑑定等に加え、防犯カメラ、ドライブレコーダー等の画像鑑定を強

化し、犯人の顔貌や着衣の異同識別、歩き方を解析し個人識別を行う歩容認証、身長推定等、

最新の画像解析鑑定を導入しています。

さらに、事件現場へ科学捜査研究所の職員が臨場して鑑定を実施するなど、事件・事故の

早期解決及び真相究明に努めています。

⑵　ＤＮＡ型鑑定
人体の細胞内にはＤＮＡ(デオキシリボ核酸)が存在し、そのＤＮＡを構成する塩基配列

は各個人で異なる部分があります。その塩基配列の異なる部分を用いて個人識別を行うのが

ＤＮＡ型鑑定です。ＤＮＡ型鑑定は、ヒト由来の血痕や唾液等の体液、骨や爪等の硬組織を

用いて行います。

令和４年４月１日現在、日本の警察で行っているＤＮＡ型鑑定は、同じＤＮＡ型を持つ人

は「565京人に１人」となっており、非常に高い精度での識別が可能となっています。

また、捜査活動において採取検出された被疑者及び遺留資料のＤＮＡ型は、警察庁が運用

管理するＤＮＡ型データベースに登録され、被疑者の余罪や未解決事件の被疑者の判明に活

用されています。

指紋情報管理システムは、犯罪現場から採取し
た遺留指紋と県警察に登録されている被疑者指紋
を照合するシステムで、平成12年１月から運用を
開始し、約５年ごとにシステムを更新、平成29年
からは第３世代となる指紋情報管理システムを運
用しています。

指紋には、「万人不同」・「終生不変」という特
性があり、個人識別の絶対的決め手となることか
ら、犯罪捜査上極めて大きな役割を果たしています。

同システムは、指紋の特徴点データを利用した
迅速な照会により、犯罪現場で採取した指
紋から被疑者を割出し、重要凶悪事件を含
む多くの事件のスピード解決に貢献してい
ます。

「第３世代沖縄県警察
指紋情報管理システム」

コ
ラ ム
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 ⑶　三次元顔画像鑑定の導入
平成19年から、防犯カメラ等で撮影された人物

の顔画像と、対象者の顔画像との異同識別を行う

顔画像鑑定を開始しました。

また、平成27年から運用開始された三次元顔画像

鑑定は、三次元撮影装置で撮影した対象者の三次

元顔画像を、防犯カメラ等で撮影された人物の顔

画像に重ね合わせる方法を用いた鑑定であり、様々

な角度から撮影された顔画像の異同識別を行うこ

とが可能となりました。

⑷　映像解析装置の導入
平成26年に工学映像鑑定解析装置が配備され、犯行時に撮影された映像データに対して各

種画質改善処理を実施することが可能となりました。

不鮮明に撮影された劣化映像に対して画質改善処理を行うことで、被写体の特徴を鮮明に

可視化し、犯罪事実の証明に活用されています。

映像データが持つ複数フレームの情報を解析・統合することで１枚あたりの情報量を増や

す超解像処理や、非線形デジタルフィルタを用いた劣化画像の鮮明化処理等が可能です。

⑸　重大事案における科学捜査の活用事例
ア　那覇市に居住する資産家男性に対する死体損壊、死体遺棄等事件
平成24年に発生した那覇市の資産家男性に対する死体損壊・死体遺棄等事件において、

骨片のＤＮＡ型鑑定を行い、被害者の身元を特定しました。また、被疑者等に対するポリ

グラフ検査、被疑者等が被害者の資産の搾取目的で各公的機関に提出した偽造文書に対す

る筆跡・印章鑑定、犯行現場に遺留された眼鏡と、生前に撮影された被害者の顔写真の眼

鏡との異同識別鑑定を実施し、被疑者等の犯行を裏付けました。

イ　浦添市における爆発物使用による殺人未遂事件
平成25年１月に発生した浦添市の民家における爆発物を使用した殺人未遂事件において、

現場から回収した多数の破片群の復元、分析により爆発物の構造を解明し、再現した爆発

物の威力検査を実施しました。

ウ　本島中部における米軍属による女性殺人・死体遺棄事件
平成28年４月に本島中部の路上で発生した米軍属による殺人・死体遺棄事件において、

山中で発見された遺体のＤＮＡ型鑑定を行い、被害者の身元を特定しました。また、犯行

現場周辺の赤外線防犯カメラに映った被疑車両のモノクロ画像について、多数の実車を用

いた再現実験により、車両塗色を推定することで被疑車両を絞り込み、被疑者の容疑性を

証明しました。

三次元撮影装置による顔画像撮影風景

手振れ
補正

手振れ画像 画質改善結果画像
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エ　台湾人らによる覚醒剤（約600kg）密輸等事件
平成28年５月に発生した台湾人船長らによる覚醒剤取締法違反、関税法違反事件にお

いて、那覇港に係留中の帆船内に隠匿されていた覚醒剤1,200袋(総重量約600kg)を海

上保安庁、沖縄麻薬取締支所及び沖縄地区税関と分担し、科学捜査研究所では520袋(約

259kg)の鑑定を行い覚醒剤を検出しました。

オ　宜野湾市における危険運転致死傷事件
平成28年12月に宜野湾市において発生した多重衝突事故において、現場路面に残された

タイヤ痕や車体の破損状況等の客観証拠から被疑車両の走行速度の鑑定を行い、被疑者が

進行を制御することが困難な高速度で走行していたことを立証し、公判審理において直線

道路における危険運転致死傷罪が認定されました。

カ　首里城正殿火災
令和元年10月に首里城正殿から出火し、隣接する建物群が焼損した火災において、火災

発生の翌日から現場検査を実施し、出火原因の究明を行いました。

出火原因の特定に繋がる痕跡は大量の瓦や残焼物に埋もれていたため、県警察と那覇市

消防局の合同捜査により、瓦の撤去作業、出火痕跡の捜索を実施し、現場から発見された

多数の資料について詳細な鑑定を実施し、出火原因の特定に努めました。

県警察の直轄警察犬制度は、昭和53年６月
に運用開始し、現在までに22頭の直轄警察犬
が配置されました。

これまで亡くなった18頭の直轄警察犬は、
小さな仮碑に祀られていましたが、令和
２年６月、鑑識 ＯＢの有志等による警察
犬慰霊碑建立期成会の浄財によって、令
和２年12月11日に慰霊碑が建立されま
した。

「警察犬慰霊碑の建立」
コ
ラ ム

豊見城警察署敷地内の沖縄県警察直轄警察犬
訓練場に建立された慰霊碑
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～沖縄県飲酒運転根絶条例に基づいた県民総ぐるみの取組を推進～

沖縄県内における飲酒運転検挙件数推移（S47～ R3）
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8,000

4,000

0
S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R3

昭和62年 飲酒運転の
罰金引き上げ 平成19年 飲酒運転の罰則強化

平成14年  飲酒運転の罰則強化
酒気帯び運転の検挙基準が0.15mg/l に拡大 平成21年 飲酒運転の

運転免許行政処分強化

15,503件

1,189件

飲酒運転取締りの強化

条例制定当時のチラシ

県下一斉取締り

飲酒運転根絶に向けた取組
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県民参加型の
飲酒運転根絶啓発活動

広報啓発活動

企業と連携した飲酒運転対策

平成22年から
飲酒運転根絶県民大会を開催

人
気
タ
レ
ン
ト
を
起
用
し
た
ポ
ス
タ
ー
作
製

テレビCM、 YouTubeでの動画配信

外国人向けのチラシ作成ボランティアとのアイキャッチ作戦

飲酒運転違反者情報通知制度の締結 事業所の飲酒運転根絶宣言書の提出優良事業所登録制度
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第１節　交通情勢
１  交通警察の概要

当県では、日本復帰後、運転免許人口及び自動車保有台数の増加や社会経済活動の進展等

に伴う交通量の著しい増加等により、都市部を中心とした交通渋滞など、交通環境の悪化が

顕著となり、昭和47年の復帰当時、2,000件台であった交通事故※1は、平成23年には6,788件

と過去最多となりました。

その後、交通環境の整備や自動車性能の向上、各種交通事故抑止対策の推進等により、交

通事故は減少傾向となり、令和３年は、復帰当時と同じ2,000件台となっています。

県警察では、安全で快適な交通社会を実現するため、交通環境の整備、交通安全思想の普

及、道路交通秩序の維持等の各種施策を総合的かつ強力に推進しています。

交通部（令和４年４月１日現在）
所属名 主な業務

交 通 企 画 課 交通警察の運営、交通事故分析、交通安全教育、飲酒運転根絶対策等に関する業務
交 通 規 制 課 交通規制、交通安全施設の設置・管理、交通管制、道路使用許可等に関する業務
交 通 指 導 課 交通指導取締りの計画、交通切符制度の運用、暴走族取締り等に関する業務
運転免許管理課 運転免許、自動車等の運転者に対する行政処分、講習等に関する業務
運転免許試験課 運転免許試験、自動車教習所の指定・指導監督、講習、安全運転相談等に関する業務
交 通 機 動 隊 交通機動取締り、白バイ隊の運用、高速道路交通警察隊の運用等に関する業務

２  県警察における交通警察の変遷
沖縄における交通警察の変遷（略年表）

日本復帰前 琉球警察本部交通部は、「交通指導課」と「運転免許課」の２所属

日本復帰後

S47.5.15 復帰に伴い、交通部に「交通企画課」を新設
S47.11.1 「交通巡視員制度」運用開始
S49.4.1 「交通機動隊」が所属に昇格
S52.4.1 「交通方法変更対策室」設置
S53.2.10 運転免許課に「運転免許試験場」を附置
S53.7.30 交通方法変更
S54.3.1 交通部に「交通規制課」を新設

〃 「交通方法変更対策室」廃止
S56.4.20 「交通管制センター」設置（那覇市西町在「安全運転学校」内）
S58.1.20 「運転免許証の即日交付」開始

H5.11 交通管制システムの高度化（警察本部庁舎の新築移転）
H8～H9 「交通巡視員」の警察官への身分切替
H14.1.30 「交通機動隊（本隊）」の移転合流（浦添市西原）
H21.10.1 「沖縄県飲酒運転根絶条例」施行

H22.9 「沖縄県警察運転免許センター」完成
H23.7.3 東日本大震災に伴う特別交通派遣部隊を派遣
H27.3.9 「交通機動隊」新庁舎へ移転（豊見城市字豊崎）

H29 飲酒絡み事故構成率全国ワースト（27年連続）を脱却
R2.4.1 「交通特別研修制度」運用開始
R3.4.1 「運転免許課」を「運転免許管理課」と「運転免許試験課」に分割

※1　道路交通法第２条第１項第１号に規定する道路において、車両及び列車の交通によって起こされた事故で、
人の死亡又は負傷を伴うもの（人身事故）をいう。

第７章　安全かつ快適な交通の確保～交通警察
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３  沖縄における交通革命「交通方法変更（ナナサンマル）」
⑴　交通方法変更の経緯

日本復帰前の当県の交通方法は、米軍施政

権下にあったため、現在とは逆の「人は左、

車は右」であり、琉球政府独自の道路交通法

に基づいた交通規制が行われ、速度の単位も

マイル（１マイル＝約1.6キロメートル）で

標示されていました。しかし、復帰後、その

交通方法を他の都道府県と同一にすることが

重要な懸案事項となり、諸対策が進められ、

昭和53年７月30日午前６時を期して、当県の

交通方法は全国と同様になりました。

この交通方法変更は、県民にとって、戦後

30年余にわたり慣れ親しんできた交通習慣を

一挙に正反対に変更するという意味で、まさに交通革命ともいうべき歴史的大事業でした。

県警察では、交通方法変更の実施と、実施後の街頭での交通指導活動等を円滑に進めるた

め、中部、近畿、中国、四国及び九州の５管区内の警察並びに警視庁（31都府県）から二度

にわたり、派遣部隊（警察官等約2,800人、パトカー82台、白バイ100台及び警察用航空機（ヘ

リコプター）２機）を受け入れ、県警察職員の約７割に当たる約1,400人とともに約１か月

間街頭活動に当たりました。

⑵　交通方法変更前後の交通状況（交通方法変更の効果）
交通方法変更の前後３年間の交通事故発生状況は、変更前の約1,800件～約2,000件に対し、

変更後は約1,500件～約1,600件に減少しました。

交通方法の変更に伴う交通事故の増加が懸念されていましたが、実際には減少するという

結果となりました。

４  交通事故の発生状況
⑴　概況

昨今の交通事故発生状況は、発生件数、死傷者数ともに減少傾向にあり、令和２年は、飲

酒絡み事故件数及び交通事故死者数が統計上最少となりました。要因としては、各種交通安

全対策の推進はもとより、道路交通環境の整備や車両性能向上（ブレーキ性能向上、安全運

転サポート車の普及等）などの複合的要因によるものと考えられます。

�

○��発生件数：昭和47年は2,838件で、平成23年に統計上最多となる6,788件となり、その

後は減少傾向に転じ、令和２年は24年振りに3,000件を下回っています。

○��負傷者数：昭和47年は3,647人で、平成18年に統計上最多となる8,071人となり、平成

23年から減少傾向に転じ、令和２年は23年振りに3,000人台となっています。
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○��死者数：昭和47年は105人で、昭和48年に統計上最多の123人となり、その後、増減を

繰り返し、令和２年は統計上最少の22人となっています。

⑵　飲酒絡み事故の発生状況
飲酒絡み事故の発生件数は、平成14年(433件)をピークに減少傾向にあり、令和２年は統

計上最少の45件となっています。

飲酒絡み事故の構成率は、平成２年から平成28年まで27年連続全国ワースト※1でしたが、

平成29年に全国ワーストを脱却しています。

最も構成率が高い年は、平成９年の9.97%であり、その年に発生した人身事故の約10件に

１件は飲酒絡み事故でした。

�

⑶　米軍構成員等が関係する交通事故の発生状況
米軍構成員等（軍人、軍属及びその家族をいう。以下同じ。）が第１当事者となる交通事

故の発生件数は、平成24年(200件)をピークに減少傾向にあり、令和３年の発生件数は127

件となっています。

米軍構成員等が第１当事者となる交通事故の構成率は、平成16年以降、2.6％から3.0％前

後で推移していましたが、令和３年は最も構成率が高い4.5％となっています。

�

※1　平成１年以前は各都道府県の飲酒絡み事故統計がないため、構成率のワースト順位は平成２年からとなる。
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⑷　レンタカーに関係する交通事故の発生状況
レンタカーが第１当事者となる交通事故の発生件数は、平成30年に過去最多(244件）を記

録しましたが、令和２年は18年ぶりに100件を下回り、令和３年は91件となっています。最

も構成率が高い年は、平成30年の5.5%となっています。

第２節 交通安全意識の醸成
１  飲酒運転根絶に向けた取組
⑴　飲酒運転の現状

飲酒運転については、取締りをはじめ、道路交通法の改正に伴う罰則強化や飲酒運転根絶

に向けた様々な取組によって飲酒運転根絶の気運が高まり、現在は全国的に飲酒運転による

交通事故や飲酒運転の検挙件数は減少しています。

当県では、令和３年の全交通事故に占める飲酒絡みの事故の構成率は1.8％で、ピーク時（平

成９年）の約６分の１に減少し、飲酒運転検挙件数※1は1,189件で、ピーク時（平成10年）

の約13分の１に減少するなど、飲酒運転に対する県民の意識は大きく変化しています。

その一方で、飲酒絡み事故の構成率が全国平均の約２倍で、飲酒運転検挙件数は実数で全

※1　第７章冒頭交通部グラビアのグラフ「沖縄県内における飲酒運転検挙件数推移（Ｓ47～Ｒ３）」参照
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国上位という状況にあり、当県の飲酒運転を取り巻く情勢は依然として厳しい状況にあります。

飲酒運転を根絶するためには、県民一人一人が飲酒運転の危険性や事故に伴う代償の大き

さなどを自らの問題として受け止め、大切な家族、友人、知人を飲酒運転による悲惨な事故

の被害者や加害者にさせないよう、「飲酒運転をしないさせない許さない」という社会環境

を構築し、飲酒運転根絶の気運を高めていく必要があります。

⑵　飲酒運転に関する道路交通法等の一部改正
飲酒運転罰則強化の変遷

⑶　飲酒運転根絶の受け皿としての健全な自動車運転代行サービス業の確保
「自動車運転代行業」とは、飲酒した者に代わって自動車を運転する役務を提供する事業

であり、昭和50年前後から、自家用自動車が移動手段として不可欠である地方都市で生まれ、

発展、普及してきた事業です。当初は法規制がなく自由に営業することができたため、安全

管理が不十分で交通事故の発生率が高く、白タク行為や料金の不正収受等の問題が見受けら

れるなど、その業務の適正な運営が確保されていない状況にありました。

このような状況を受けて、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全と

利用者の保護を図るため、平成14年６月１日「自動車運転代行業の業務の適正化に係る法律」

が施行され、同業は飲酒運転根絶のため大きな役割を担っています。

県警察では、平成27年４月１日、国土交通大臣から権限を移譲された沖縄県と合同で、自

動車運転代行業に係る適正業務を管理しています。

昭和45年
・酒気帯び運転の罰則を新設

呼気１リットル中アルコール濃度0.25㎎以上

懲役３ヶ月以下又は罰金３万円以下

平成14年 酒気帯び運転の検挙基準値が0.15㎎以上に拡大

福岡市で、飲酒運転による悲惨な死亡事故が発生

平成19年

・罰則強化

酒気帯び運転：懲役3年以下又は罰金50万円以下

酒酔い運転：懲役５年以下又は罰金100万円以下

・飲酒運転周辺者３罪を新設

車両等提供罪、酒類提供罪、同乗罪

・自動車運転過失致死傷罪を新設

平成21年

酒気帯び運転で

・呼気１リットル中アルコール濃度0.25㎎以上は免許取消し

・ひき逃げした場合の欠格期間最大５年を10年に延長

平成26年 刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪

を削除し、特別法として「自動車運転死傷行為処罰法」を新設

平成13年 刑法に危険運転致死傷罪を新設

平成18年８月
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⑷　飲酒運転根絶条例に基づく各種取組
当県の飲酒運転をめぐる現状は、大変憂慮すべき事態にあることなどを踏まえ、行政のみ

ならず関係機関、団体、事業者、県民等が連携して必要な措置を講ずることにより、飲酒運

転のない安全で安心な県民生活を実現するため、「飲酒運転根絶条例」を平成21年10月１日

施行しました。

さらに、条例の浸透を図り、「飲酒運転をしない、させない、許さない」環境づくりの実

現を図るため、｢飲酒運転根絶県民大会｣の開催など、条例に基づいた各種取組を推進して

います。

⑸　飲酒運転取締りの強化
県警察では、飲酒運転の根絶に向け引き続き厳正な取締りを推進するとともに、周辺者３

罪（車両等提供罪※1、酒類提供罪※2及び同乗罪※3）に対する罰則規定の適用を強化しています。

２  交通安全教育と交通安全運動
⑴　交通安全教育

ア　交通安全教育指針
国家公安委員会は、平成10年９月、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通

安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教

育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表しました。

この指針は、交通安全教育を行う者の基本的な心構えのほか、教育を受ける者の年齢、

心身の発達段階や通行の形態に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されてい

ます。

県警察では、関係機関、団体と協力しつつ、この指針を基準として、幼児から高齢者に

※1　飲酒運転をするおそれのある者に車両等を提供した者については、酒酔い運転、酒気帯び運転に準じて処罰される。
※2　飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した者については、酒酔いは３年以下の懲役又は50万円以下の
罰金、酒気帯びは２年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科す。

※3　運転者に要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗した者については、酒酔いは３年以下の懲役又は50
万円以下の罰金、酒気帯びは２年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科す。　

飲酒運転根絶
ロゴマーク

飲酒運転根絶県民大会（You Tubeで放映）
（令和３年）

飲酒運転根絶条例施行式典
（平成21年）

夜間における飲酒運転取締り状況
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至るまでの各年齢層を対象に、交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全

教育を実施しています。

イ　事業所等における交通安全教育
一定の台数以上の自動車を使用する事業所等では、道路交通法の規定に基づき選任され

た安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等※1」という。）により、

指針に従って適切な交通安全教育を実施することが義務付けられています。

県警察では、交通安全教育が適切に実施されるよう、安全運転管理者等を対象とした講

習を行うなど必要な指導を行っています。

※1　事業所等での交通事故防止を目的に、事業所内の運転者に対する交通安全教育や安全運転のために必要な業
務管理等を行う者

幼児
小学生
中学生

・歩行者や自転車利用者として必要な知識及び
　技能を習得させる教育

高校生
・自転車や二輪車の安全な運転に関する教育
・自転車の特性、運転者の責任等について、理
　解を深めさせるための教育

成人
・交通法令に関する教育
・二輪車、自転車等に関する教育
・歩行者、自転車利用者向けの教育

高齢者
・参加、体験型の教育
・関係機関、団体と連携した、高齢者宅を訪問
　する教育

◎年齢に応じた交通安全教育

幼児に対する交通安全教育

高齢者に対する交通安全教育

「交通安全教育指導員による交通安全講話」
コ
ラ ム

交通安全講話実施状況

腹話術人形
｢けんちゃん｣ 

交通部交通企画課では、教育機関や事業所等
において、交通安全教育指導員による幅広い年
齢層に対する交通安全講話や、運転シミュレー
タ等の資機材を使用した体験型の交通安全指導
を行っています。

特に、毎年新年度から新入学児童を
対象に行っている、腹話術人形「けん
ちゃん」を活用した交通安全講話は、
児童の興味をひいて分かりやすい内容
と好評です。
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⑵　交通安全活動
県警察では、関係機関、団体等と連携して、全県的な交通安全意識の高揚に努めています。

交通安全運動推進母体
団体名 概要

公益財団法人
沖縄県交通安全協会連合会

　昭和26年２月21日、「沖縄交通安全協会」として設立され、現在の名称は、「公益
財団法人沖縄県交通安全協会連合会」となり、各種交通安全活動を推進しています。 
 なお、令和４年４月１日現在、県下14警察署には、それぞれ地区交通安全協会があり、
地域の実情に応じた交通安全運動を展開しています。

沖縄県交通安全推進協議会
　昭和48年２月１日、地方自治法に基づき、沖縄県知事を会長とする「沖縄県交通安
全推進協議会」が結成され、事務局は沖縄県（子ども生活福祉部消費・くらし安全課）
に置かれ、県警察を始めとする関係機関、団体等と交通安全活動を展開しています。

市町村交通安全推進協議会
　「沖縄県交通安全推進協議会」の結成にならい、昭和48年７月23日、糸満市交通安
全推進協議会の結成を皮切りに、県内市町村に交通安全推進協議会が結成され、警察
署を始めとする関係機関、団体等と交通安全活動を展開しています。

ア　「春、夏、秋、年末年始」における交通安全運動の推進
広く県民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通

マナーを習慣付けるため、沖縄県交通安全推進協議会（会長沖縄県知事）が策定した実施

要綱に基づき、毎年春と秋の２回「全国交通安全運動」を実施しています。

また、当県は、昭和52年から県独自の取組として、毎年夏と年末年始に「交通安全県民

運動」を実施しています。

交通安全運動の期間中、県警察では、国、県、民間団体等と相互に協力して、幅広い県

民運動を展開しています。

イ　広報啓発活動の推進
当県では、昭和50年代の二輪車による死亡事故の増加や昭和60年代の飲酒運転による交

通事故の増加など課題が山積していましたが、交通安全教育や各種広報啓発活動を継続推

進した結果、各課題とも改善傾向を示しております。

近年は、全国と同様、高齢化に伴う高齢運転者の増加により、高齢者関連の交通事故が

顕著となってきており、高齢者事故防止に向けた広報啓発活動を強化しています。

また、地方公共団体が行う交通安全キャンペーン等の広報啓発活動に協力するほか、地

域ボランティア等による自主的な交通安全活動が効果的に行われるよう、その指導者を対

象とする研修会の開催、交通事故実態に関する情報の提供等各種支援を行っています。

⑶　交通安全教育用資機材の導入
ア　交通安全教育車（かりゆしⅡ号）の導入
平成23年４月、ＪＡ共済連沖縄から社会貢献事業の一環として県警察に交通安全教育車

の寄贈があり、初代の交通安全教育車の愛称「かりゆし号」が広く交通安全の車として定

着していることから、「かりゆしⅡ号」という愛称に決定しました。

交通安全運動出発式（平成29年） 出発式における白バイパレード（平成30年）
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外観デザインは、より多くの県民に親しみを持ってもらうことをコンセプトに、歩行

者と車をシンボリックにコラージュした可愛らしいデザインとなっています。

車内には、運転シミュレータが搭載されており、２種類のソフト（エコドライブ※1、

ＳＤコーチャー※2）で環境にやさしい運転と安全運転を学ぶことができます。

イ 交通安全教育用資機材の導入
(ｱ)�運転シミュレータ

交通安全教育車に搭載されている運転シミュレータと同型の装置を警察本部や警察署

へ配置し、より多くの方々へ交通安全教育を行っています。

(ｲ)�歩行者教育システム

高齢化社会の進展に伴い、高齢歩行者が道路横断中に交通事故に巻き込まれる実態を

踏まえ、参加・体験型の歩行者交通安全教育を実施する歩行者教育システムを導入し、

高齢者施設等での交通安全教育で使用しています。

(ｳ)�交通安全ボランティア支援資機材の配布

交通安全のため各地域で安全指導に当たるボランティアの方々に、活動服、活動用帽

子等を配布しています。

(ｴ)�自転車シミュレータ

自転車安全教育を効果的に推進するため、自転車シミュレータを導入し、那覇、与那

原、宜野湾、名護及び八重山警察署にそれぞれ配置しています。

※1　運転者のエコドライブの度合いを測定・診断し、アドバイスをすることで、エコと安全運転のポイントが分
かるよう、運転者の意識改革を促すためのソフト

※2　「一般道路コース」、「夜間走行コース」等があり、道路や天候、時間などによって変化する走行条件の違いを
体験でき、運転の評価とアドバイスを受けるソフト

交通安全教育車による交通安全教育 交通安全教育車に搭載された運転シミュレータ

運転シミュレータによる交通安全教育 歩行者教育システムによる交通安全教育
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⑷ 米軍構成員等に対する集中的な交通安全教育の実施
平成21年から平成22年にかけて、米軍人による飲酒ひき逃げ事故や当て逃げ事故等の悪質

な交通事故が連続して発生したことを受け、警察本部長から在沖米軍トップである在日沖縄

地域調整官（以下「四軍調整官」という。）に対し、交

通事故防止の徹底等を要請しました。

四軍調整官は、県警察からの要請を重く受け止め、

今後の交通安全教育を徹底するとともに、現在米軍で

行っている交通安全教育を見直し、県警察と連携した

交通安全教育プログラムを作成することを承諾しました。

これを受けて、県警察では米軍当局と協議を重ね、

英訳の交通安全教育プログラムを共同作成し、平成22

年５月から在沖米軍の交通安全教育を実施しています。

⑸ 高齢者の運転免許返納メリット制度の運用
加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により、運転に不安を感じている高齢運転者や交通

事故を心配する家族など、周辺の方々から相談を寄せら

れていた経緯等から、運転免許の自主返納制度が定めら

れました。

県警察では、高齢運転者が運転免許を返納しやすい環

境を整備し、高齢者の交通事故防止を推進するため、平

成23年から運転免許返納に伴うメリット制度を設け、バ

ス、タクシーなど公共交通機関との締結を主とし、メガ

ネ店や福祉用具専門店等各種事業所との締結を行い、自

主的に運転免許を返納した高齢者に対し、日常生活にお

ける支援を提供しています。

第３節　運転者対策
１  沖縄における運転免許制度の変遷

日本の法令に準拠した制度でしたが、交

通方法が「人は左、車は右」と逆であっ

たことなどから、運転免許取得の際、学

科試験は琉球政府公安委員会が独自で作

成した試験問題を使用しており、琉球政

府公安委員会発行の自動車運転免許(以下

「琉政免許」という。)を取得していても､

他都道府県では運転できず､当該都道府県

の運転免許（以下「他県免許」という。）

を取得する必要がありました。

復帰に伴い、琉政免許も他県免許も同様の効力を有するものとみなされ、その効力、有効

期間、免許証の返納等、所要の経過措置がなされました。

なお、琉政免許と他県免許の両方を取得していた者は、原則琉政免許は効力を失うことに

なり、琉政免許は速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければいけませ

んでしたが、有効期間については、二つの免許証のうち、後に取得した免許証の年月日とさ

れ、琉政免許を取得していた者が不利にならないように措置されました。

米軍構成員等に対する安全教育の状況
（令和元年）

メリット制度の締結式（平成30年）

日本復帰前の運転免許制度については､ 自動車運転免許証の種別（令和３年末現在）
区　分 免許の種別

第一種

大型免許 大型自動二輪免許
中型免許 普通自動二輪免許
準中型免許 小型特殊免許
普通免許 原付免許
大型特殊免許 牽引免許

第二種
大型第二種免許 大型特殊第二種免許
中型第二種免許 牽引第二種免許
普通第二種免許
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運転免許制度の主な改正（昭和47年以降）
年　月 主な改正事項

日本復帰前 昭和28年以降、琉球政府警察局で運転免許事務の取扱いを開始
日本復帰後 琉政免許と他県免許の両方取得者は原則として琉政免許の効力が失効

S48.４ 免許証の有効期限の誕生日制開始
普通免許の路上試験開始

S57.１ 新規交付免許証の即日交付開始
H３.11 オートマチック車限定免許制度の新設

H６.５ 優良運転者制度の開始
（免許証の色分け、優良運転者の有効期間５年）

H６.５ 免許証の小型化運用開始
H８.９ 二輪免許を大型と普通に区分

H10.４ 免許返納制度の開始
一般運転者の免許証の有効期間に５年を新設

H14.６ 運転経歴証明書の交付開始
障害者に係る欠格事由の見直し

H19.１ ＩＣチップ内蔵免許証の交付開始
H19.６ 中型免許の新設、中型免許試験の開始
H24.４ 運転経歴証明書制度の充実
H29.３ 準中型免許の新設、準中型免許の試験開始
R４.５ サポートカー限定免許制度の新設

運転免許課庁舎及び運転免許試験場は、日本復帰前の昭和32年に那覇市西に整備され、そ

の後は、免許取得者の急増等の状況に対応する形で増築工事を繰り返しながら使用されてい

ました。

しかし、長期間使用する中で施設が老朽化、狭隘化し、来庁者の駐車スペースが不足する

など、県民の利便を欠く状況となった上、法改正に伴う技能試験コース改修の必要が生じた

ことから、平成22年10月、豊見城市字豊崎に庁舎を新築・移転し、現在に至ります。

旧運転免許試験場（那覇市西）

 運転免許センター（豊見城市字豊崎）
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沖縄民政府警察部発行運転免許証

（昭和27年）

琉球警察発行運転免許証

（昭和31年）

現在の運転免許証

（平成22年～）

琉球政府公安委員会発行

運転免許証（昭和44年～）

旧運転免許証

（昭和57年～）

旧運転免許証

（昭和48年～）

年　月 変遷内容

昭和48年４月
有効期限に誕生日制を導入、写真がカ
ラー化され、ラミネートされたカード
型免許証となる。

昭和57年１月 免許証番号が12桁となる。

平成６年５月
キャッシュカードサイズに小型化さ
れ、免許の種類が車種で表記される。

平成19年１月
免許証の券面に表示された情報が記録
されたＩＣチップ内蔵の免許証となり
表記から本籍がなくなる。

平成22年７月
裏面に、臓器提供の意思表示覧が設け
られる。

運転免許証の変遷（昭和47年以降）
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２  運転者教育
⑴　運転者教育の体系

運転者教育の機会は、運転免許を受ける過程及び運転免許を受けた後の各段階において体

系的に設けられており、その流れは次のとおりです。

⑵　運転免許を受けようとする者に対する教育の充実
運転免許を受けようとする者は、都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければ

なりません。しかし、指定自動車教習所の卒業者は、そのうち技能試験が免除されます。

指定自動車教習所は、初心運転者教育の中心的役割を担うことから、県警察では、教習指

導員の資質の向上を図るなどして、指定自動車教習所における教習の充実に努めています。

⑶　運転免許取得後の教育の充実
ア　きめ細かな更新時講習の実施
免許証を更新しようとする時は、高齢者講習を受けた者を除き、運転者の違反歴などの

状況に応じて、更新時講習を受けなければなりません。

講習区分 対象者 時間

優良運転者講習 免許を受けている期間が継続して５年以上で、更新前５年間に違反行為、重大違
反そそのかし等又は道路外致死傷をしたことがない者 30分

一般運転者講習 優良運転者講習、違反運転者講習及び初回更新者講習のいずれにもあてはまらな
い者 60分

初回更新者講習
免許を受けている期間が継続して５年未満の者のうち、更新前５年間に３点以下
の軽微な違反１回以下であり、かつ、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を
したことがない者

120分

違反運転者講習 更新前５年間に３点以下の軽微な違反２回以上若しくは４点以上の違反１回以上
の者、又は重大違反そそのかし等若しくは道路外致死傷をしたことがある者 120分

イ　危険性の高い運転者の再教育
道路交通法等に違反する行為をし、累積点数が一定の基準に該当する者や行政処分を受

けた者に対して、自動車の運転に関する危険性の高い運転者を再教育し、安全な運転者を

育成するための講習を実施しています。

(ｱ)�初心運転者講習

準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許について、免許の

種類ごとに取得後１年間を初心運転者期間とし、その間に違反などを犯し一定の基準に

該当した者には、初心運転者講習が行われます。

上記基準に該当した運転者が、初心運転者講習を受講しない場合又は受講後に再び３

※１：運転免許証の更新を受けようとする者は、更新時講習が義務づけられている。

※２：運転免許証の有効期限が満了する日における年齢が70歳以上の者については、更新時に高齢者講習が義務づけられている。また、75歳以上の者については、

　　　講習予備検査（認知機能検査）の受検が義務付けられており、検査結果に基づいて高齢者講習が行われる。

※３：沖縄県公安委員会の認定を受けた運転免許取得者教育のうち、高齢者講習又は更新時講習と同等の効果を生じさせるために行われる課程を修了した者につい

　　　ては、それぞれ講習の受講が免除される。

運転者教育の体系

教
習
所
教
員

運
転
免
許
試
験

運
転
免
許
証
の
交
付

取
得
時
講
習

更
　
新

認定教育(※３)・その他の講習

指定自動車教習所

特定届出自動車教習所

届出自動車教習所

その他の自動車教習所

取消処分等を受けた者

取消処分者講習

事故・違反をした者

停止処分者講習

違反者講習

初心運転者講習

更新時講習(※１)

高齢者講習(※２)
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点以上の違反をした場合は、再試験が行われます。

(ｲ)�違反者講習

３点以下の軽微な違反行為により、累積点数が６点になった者を対象に行われる講習

であり、この講習を受けた者には免許停止処分は行われません。ただし、過去３年以内

に違反者講習や停止処分者講習の対象となった者は受講できません。

講習の内容は、実車による安全運転講習や交通安全活動体験講習などのコースがあり

ます。

(ｳ)�停止処分者講習

交通違反や交通事故等により、免許の停止又は保留などの行政処分を受けた運転者を

対象に行われる講習であり、この講習において一定以上の成績を収めた者については、

処分の停止日数や保留日数が短縮されます。

(ｴ)�取消処分者講習

過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする者を対象に

行われる講習です。

欠格期間経過後、運転免許試験を再び受けようとする時は、過去１年以内に取消処分

者講習を受講していなければ、免許試験を受験できません。

(ｵ)�若年運転者講習

令和４年５月13日、「運転免許の受験資格の特例」が施行され、特別な教習を終了し

た者について、第二種運転免許、大型自動車免許及び中型自動車免許の受験資格年齢等

が引き下げられたことに伴い、新たに設けられた講習制度です。

同特例により運転免許を取得した者が、21歳（中型免許は20歳）に達するまでの間（若

年運転者期間）に違反点数が一定の基準に達した場合、「若年運転者講習」の受講が義

務化されました。

この講習を受講しなかった場合や、受講後、若年運転者期間が経過するまでの間に再

び違反点数が基準に達した場合は、特例を受けて取得した免許は取り消されます。

⑷　高齢運転者対策の充実
ア　免許更新時における高齢運転者に対する教育
運転免許の有効期間が満了する日の年齢が70歳以上の者が、運転免許の更新をする場合

には、高齢者講習の受講が義

務づけられ、75歳以上の場合

は、高齢者講習に加え、認知

機能検査を受検する必要があ

ります。

また、75歳以上で、過去３

年間に信号無視などの一定の

違反歴のある方は、運転技能

検査に合格しなければ、運転

免許証の更新ができなくなり

ました。

高齢者講習は、加齢に伴う

身体機能の変化が運転に与え

る影響を認識してもらうた

め、実車を中心とした体験型

の講習となっています。

認知機能検査は、時間の見

70

74

75

18

認知機能検査

認知症のおそれあり

高 齢 者 講 習 の 概 要

臨時適正検査又は

主治医等の診断書
免許の停止又は取消

更新時高齢者講習

臨時高齢者講習

運転免許証更新せず

合格

更新期間終了までに合格しない

認知機能検査

認知症

非認知症

認知症のおそれなし

実車指導あり

※普通自動車対応免許

２時間

実車指導なし

※原付・二輪・特殊免許

１時間

実車指導あり

※普通自動車対応免許

２時間

実車指導なし

※原付・二輪・特殊免許

１時間
臨時適正検査又は

主治医等の診断書
免許の停止又は取消認知症

非認知症

認知症のおそれあり

直近の

認知機能検査

と比較して

低下した場合

終了

認知症のおそれなし
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当識及び手がかり再生という２つの検査項目について実施し、検査結果を通じて自己の記

憶力、判断力の状況を自覚してもらいます。

運転技能検査は、コースにおいて、「指示速度による走行」、「一時停止」、「右折・左折」、「信

号通過」及び「段差乗り上げ」の５つの課題を実施し、減点式採点方式で客観的かつ厳正

に採点します。

イ　臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習の導入（平成29年３月12日施行）
75歳以上の免許保有者が、信号無視など18種類の違反行為をした場合、臨時認知機能検

査が義務付けられ、検査の結果が前回実施した認知機能検査の結果に比べ低下している場

合は、臨時高齢者講習の対象となります。

令和３年の臨時認知機能検査の受検者は767人で、臨時高齢者講習の受講者は59人でした。

ウ　申請による運転免許の取消し（運転免許証の自主返納）
身体機能の低下等を理由に自動車等の運転をやめる際には、運転免許の取消しを申請し

て運転免許証を返納することができます。また、免許証を返納したり、失効してから５年

未満の者は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。

令和３年の申請による運転免許の取り消しは4,228件（うち70歳以上は3,555件）で、運

転経歴証明書の交付件数は4,393件（うち70歳以上は3,703件）でした。

３  運転者施策
⑴　運転者の危険性に応じた行政処分の実施

行政処分は、将来における道路交通上の危険を防止するという行政上の目的を達成するた

めに行われるものであり、県警察では、行政処分の厳正かつ迅速な実施に努め、道路交通法

違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者の早期排除に努めています。

日本復帰以降、運転免許取得者が増加して自動車が普及すると同時に取締りも強化され、

昭和52年には運転免許停止処分件数が１万6,723件となりました。

その後、幾度となく道路交通法が改正されたことにより、停止処分件数は１万件台で増減

を繰り返しましたが、平成９年には過去最多の１万9,129件を記録しました。

しかし、平成10年10月、法改正による「違反者講習」の実施により、停止処分対象から再

教育対象とする制度の導入により、停止処分件数は一旦減少に転じたものの、平成13年から

高齢運転者対策として、「認知機能検査」及び
「高齢者講習」が実施されていましたが、更なる
高齢者の事故防止対策として、平成29年には「臨
時認知機能検査」及びその検査結果に応じて実
施される「臨時高齢者講習」制度が設けられま
した。

また、新たに令和４年５月13日、75歳
以上で一定の違反歴のある者に対する免
許更新時に「運転技能検査」の義務化、
運転できる自動車を「安全運転サポート
車（自動ブレーキなど運転支援機能を備

えた自動車、通称サポカー）」に限定する条件付
き運転免許制度等を内容とする改正道路交通法
が施行されています。

「高齢運転者対策の充実について」
コ
ラ ム

高齢者講習の実施状況
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再び増加傾向となりましたが、平成18年、福岡県における飲酒運転者による幼児３名の死亡

事故の発生に端を発した飲酒運転の罰則強化の法改正が平成19年から施行されたことにより、

その後は減少に転じ、令和３年の停止処分は1,004件と、過去最少となりました。

⑵　運転免許手続等の利便性の向上と国民負担の軽減
県警察では、運転者の利便を図り、運転免許証の更新に係る県民負担を軽減するため、更

新免許証の即日交付、日曜日の申請受付、申請書の写真添付の省略の実施等を行ってきました。

また、住所地を管轄する公安委員会以外では免許更新が出来ませんでしたが、平成14年か

ら、免許証の住所が他県のまま更新できる経由地更新申請の受付（優良運転者に限る。)等

の施策を推進するなど、利便性の向上を図っています。

運転免許手続等の利便性の向上（昭和47年以降）
年　月 変遷内容

S57.１ 新規（原付を除く。）併記免許証の即日交付実施

S57.10 運転免許課において、日曜日（土曜日の午後を含む。）窓口開設

S58.１ 更新、失効、新規及び再交付免許の即日交付実施

S63.４ 安全運転学校中部分校における即日交付実施

H２.12 安全運転学校北部分校における即日交付実施

H６.12 安全運転学校宮古分校及び八重山分校における即日交付実施

H12.１ 運転免許証更新申請書の写真添付の省略

H14.６ 当県外公安委員会交付免許の経由地更新申請（優良運転者に限る。）の実施

⑶　国際化への対応
近年、在留外国人等の増加を背景に、外国人の運転免許保有者数は増加傾向にあります。

外国の行政庁が発行する運転免許を有する者が、日本の運転免許証を取得する場合、一定

の条件の下に運転免許試験の一部を免除できる制度があり、同制度による令和３年の運転免

許証の交付件数は809件でした。

また、学科試験の多言語化を実施しているほか、外国人運転者のために作成された安全教

育ビデオを活用し、外国人運転者に対する安全教育の充実に努めています。
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第４節　交通環境の整備
１  安全・安心な交通環境の整備
⑴　交通安全施設等整備事業の推進

県警察では、交通情勢の変化に的確に対応するとともに、交通の安全と円滑を確保するた

め、信号機、道路標識、光ビーコン※1、信号機電源付加装置※2等、第５次社会資本整備重点

計画に即しての交通安全施設等の整備を進めています。

また、高齢者、障害者等の安全を確保し、安心して道路を横断できるためのバリアフリー

化を推進し、音響式交通信号機の整備や横断歩道にエスコートゾーンを設置するほか、外国

人運転者の増加に対応した英語表記入り標識の設置も進めています。

⑵　交通管制
ア　交通管制システム
都市部では、道路交通が複雑、過密化し、交通渋滞、交通公害及び交通事故の一因となっ

ています。

県警察では、交通管制システムにより、車両感知器等で収集した交通量や走行速度等の

データを分析し、その分析結果に基づき、信号機の制御や交通情報の提供を行うことによ

り、交通の流れの整序化に努めています。

※1　通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載装置と交通管制センターの間のやり取りを媒介する
路上設置型の赤外線通信装置

※2　自然災害等により停電滅灯を感知した際、信号機を持続運用するために自動的に付属の発電機又はリチウム
電池が起動し、電力を供給する装置
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イ　「ＰＴＰＳ」及び「ＴＳＰＳ」の整備
路線バスの定時性を確保するため、平成12年度、「ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）」

を国道58号の伊佐～久茂地交差点間に新設し、平成29年度には国道330号の胡屋～ライカ

ム交差点間に整備しました。

同システムは、路線バスなどの公共車両がスムーズに交差点を通過できるように優先的

な信号制御を行っており、公共交通機関の利用を促進しています。

また、「ＴＳＰＳ（信号情報活用運転支援システム）」は、運転者に信号交差点への到着

時における信号灯火等に関する情報を事前に提供することで、ゆとりある運転を促し、急

停止及び急発進に伴う事故の防止等を図っています。

交通管制センターの沿革（略年表）

S56.4
「交通管制センター」設置（那覇市西在「安全運転学校」内）
　※交通方法変更に伴う特別事業として整備、那覇市を中心に運用開始

S63.3 「沖縄サブセンター」設置（管制エリアの拡大）

H3 交通管制センターの高度化整備

H5.11 交通管制システムの高度化（警察本部庁舎の新築移転）

H10.3 「名護ミニセンター」設置（管制エリアの拡大）

H23.4 交通管制システム・大型表示板等の更新（システムの高度化）

H29.3 交通管制システムの高度化更新

H31.3 「名護ミニセンター」廃止（警察本部へ機能統合）

 

⑶　信号制御の高度化
信号機の地域制御は広域制御とも呼ばれ、縦横に走る道路に設置された信号機を面的に捉

え、複雑な交通の流れを効率的に制御するために、車両感知器で収集した情報をもとに交通

管制センターのコンピュータにより信号をコントロールするもので、那覇市や沖縄市を中心

　交通管制センターでは、平成５年の警察本部庁舎新築移転時から、道路交通の安
全と円滑を図るため、沖縄本島内の主要道路の渋滞状況が一目で把握できる大型表
示板を設置し、運用してきました。
　平成23年３月には、従来のパネル方式からＬＥＤを使用した大型画面（縦６メー
トル×横８メートル）に設備更新し、デジタル地図や交通監視カメラ映像を投写す
る方式を取り入れたことで、交通状況をより高度に把握することが可能となりました。

「交通管制システム」コ
ラ ム

従来のパネル方式 現在のＬＥＤ方式
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として周辺地域に制御地域を広げ、令和３年度末までに80.9㎢をカバーしています。

⑷　交通情報センターの設置と情報提供
県警察では、交通管制システムにより収集、分析したデータを交通情報として広く提供し、

運転者が混雑の状況や所要時間を的確に把握して安全かつ快適に運転できるようにすること

により、交通の流れを分散させ、交通渋滞や交通公害の緩和を促進しています。

情報提供の手段としては、交通情報センターによるラジオ等を活用した情報提供や交通情

報板等のほか、道路交通情報通信システム（VICS:Vehicle�Information�and�Communication�

System）などを活用しています。

⑸　効果的な交通規制等の推進
道路整備、地域開発、大型商業施設の開業等による交通環境の変化や生活スタイルの変容

に対応した最高速度、信号機制御、駐停車方法等の交通規制の設定や見直しなどを行いなが

ら、道路における安全と円滑を図っています。

ア　ゾーン30
生活道路における歩行者や自転車の安全確保を目的に、県内では、令和４年３月現在、

33か所の区域において時速30キロの最高速度規制を行い、交通指導取締りやハンプ等の物

理的デバイスを設置するなど、他の安全対策と併せて速度抑制を図っています。

ゾーン30入口の標識、表示 ハンプ
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イ　環状交差点
車両が通行する部分が環状の平面交差部

で、車両の通行方法が一方通行となる環状

交差点については、信号機の設置を伴わな

い運用が可能で災害に強い特徴があるほ

か、交通事故抑止や事故発生時の被害の軽

減が期待されています。

県内では、令和４年３月現在、糸満市の

旧糸満ロータリー及びうるま市安慶名の２

か所において、環状交差点の運用がなされ

ています。

⑹　国際通りにおけるトランジットモールの実施
街のにぎわいの創出を目的として、平成19年４月から、毎週日曜日の午後零時から午後６

時までの間、県庁北口交差点から牧志駅前交差点までの約1.3キロメートルの区間において、

トランジットモールが実施されています。

国際通りのトランジットモールは、歩行者専用道路の交通規制と、コミュニティーバス及

びベロタクシーのみに通行許可を与えた、歩行者と車両の共存道路となっています。

運用開始から10年以上が経過し、更なる街のにぎわい創出を図るため、関係者により新た

な国際通りのモール構想が模索され始めています。

第５節　道路交通秩序の維持
１  交通指導取締り
⑴　県警察における交通指導取締りの変遷

県警察における交通取締りの変遷

日本復帰前 　琉球警察及び米国憲兵隊（ＭＰ）が、独自の取締りと共同パトロールによる取締りを実施（米
国憲兵隊は、米軍人軍属のほか、一般市民に対しても取締りの権限を有していた。）

日本復帰後 　米軍施設以外における取締りは、全て県警察が実施

⑵　悪質性、危険性、迷惑性の高い運転行為への対策の強化
県警察では、交通事故を防止して道路の安全を確保し、県民の規範意識の向上を図るべく、

悪質性、危険性の高い交通三悪（飲酒運転、無免許運転及び速度超過）のほか、交通事故に

直結する信号無視や一時不停止等の交差点違反の指導取締り等の街頭活動を推進しています。

また、県民の取締り要望が高い二輪車の対策や、社会問題となっているあおり運転の対策

として、ヘリコプターと連携した上空からの指導取締りのほか、迷惑性の高い駐車違反等に

重点を置いた指導取締りを実施しています。

⑶　通学路、生活道路等の交通取締り
令和３年８月、県外において、下校中の児童の列に貨物車が衝突し、子供が犠牲となる交

通事故が発生しています。

県警察では、令和３年９月、可搬式速度違反自動取締装置（通称：可搬式オービス）を導

入し、児童、生徒の通学路や、歩行者が多い生活道路等において取締りを行うとともに、パ

トカーや白バイを通学路等に派遣して「見せる」活動で交通違反を抑止し、悲惨な交通事故

が起きないよう交通取締りを推進しています。

環状交差点（糸満市）
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⑷　 交通指導取締りの状況
当県の交通取締り件数は、昭和47年は２万9,108件でしたが、増加傾向が続き、昭和60年

には18万6,679件と過去最多を記録しました。その後減少傾向となり、平成４年から平成８

年まで増加に転じた後再び減少し、平成12年以降は約５万～８万件で増減を繰り返して、令

和３年は4万3,949件となっています。

⑸　交通指導取締りの種別
日本復帰後50年間の交通指導取締り種

別で最も多いのは駐停車違反（約30％）

であり、次いで速度違反（約14％）、通

行禁止（約11％）の順となっています。

⑹　交通反則通告制度
交通反則通告制度は、車両等の運転者

による違反行為のうち、比較的軽微な違

反を反則行為とし、罰則の適用(刑事処

分)に代えて反則行為及び車両の種別に

応じた反則金を納付する方法で処理する

ことを目的とした制度で、当県では昭和

46年７月１日から運用しています。

同制度を円滑に処理するため、交通部交通指導課（以下「交通指導課」という。）、名護警

察署、宮古島警察署及び八重山警察署に交通反則通告センターを設置し、交通反則切符適用

違反の処理を行っています。

可搬式オービスを使用した通学路の取締り状況（令和３年） 小学校付近における取締り状況（令和３年）
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⑺　関係法令違反の取締り及び使用者責任等
県警察では、安全・安心な交通環境確立のため、道路交通法に限らず、道路運送車両法や

自動車損害賠償保障法等の各種交通関係法令違反の取締りを積極的に実施するとともに、観

光客等に対して自家用車で有償運送を行う「白タク行為」について、道路運送法違反で検挙

するなど、道路運送事業の適正化を図っています。

また、事業活動に関して行われた最高速度、放置駐車、過積載運転等の違反について、当

該使用者が違反行為を防止するための必要な運行管理を行っていると認められないときは、

当該車両の使用者に対し、違反行為防止のための必要な措置を指示しています。

⑻　放置駐車対策の推進
平成18年６月の法改正により、公安委員会は、運転者の責任追及ができない場合において、

車両の使用者（名義人）に対して放置違反金の納付を命ずることによって、責任追及ができ

るようになりました。

また、放置車両の確認及び標章の取り付けに関する事務等を民間業者に委託することがで

きるようになり、那覇警察署及び沖縄警察署の管内において、警察署長が定めたガイドライ

ンに基づく受託業者の駐車監視員による取締りにより、違法駐車対策を推進する上で、効果

を上げています。

放置駐車標章取付件数は、平成20年は2万7,391件となり、その後年々減少しましたが、平

成27年以降は増減を繰り返し、令和３年には9,558件となっています。

平成24年度からは不納欠損対策のため非常勤職員を採用し、平成26年度からは出納員及び

金銭分任出納員の任命、平成27年度以降は調査対象機関を拡大し滞納処分の強化を図ってい

ます。

⑼　交通違反取締等管理システムの構築
県警察では、平成15年以降、交通切符等を管理するシステムと、交通反則者情報、交通違

反統計、反則金納付状況等を管理するシステムを個別に運用していましたが、平成26年10月

に「交通違反取締等管理システム」を新たに構築し、システムの一元化を行いました。

これまで、手入力で行っていた交通切符等の管理登録作業をバーコード読み取り式へ変更

するなど、各システムを統合したことにより、業務の合理化、効率化が図られ、反則金を納

付しない違反者に対する迅速な納付督促や事件処理が行われています。

２  総合的な暴走族対策の推進
⑴　暴走族の動向等

当県における暴走族※1は、日本復帰直後の昭和48年ころから単発的に現れはじめ、次第に

小グループ化し、昭和53年ころからは出身中学校単位の不良グループで組織されるようにな

※1　道路交通法第68条（共同危険行為等の禁止）違反、その他道路における自動車等の運転に関し、著しく道路
における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を集団的に行い、又は行うおそれががあ
る者をいう

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（件）
放置駐車標章取付件数（Ｈ18～Ｒ３）

－ 131 －



りましたが、その頃には、週末、記念日、イベント等に合わせて主要幹線道路で出没する状

況であり、消音器を外した二輪車などで爆音を轟かせ、交通法規を無視し、一般の通行車両

や地域住民等に多大な危険と迷惑を及ぼす

など、行動を過激化させ社会問題となりま

した。

悪質危険な迷惑行為や違法行為（以下「暴

走行為」という。）は、道路交通法違反のほ

か、刑法犯等様々な罪種に該当するもので

あり、県警察では、強力な取締りと併せ、

地域住民とも連携した暴走族一掃に向けた

諸対策を実施してきたところ、組織的な暴

走行為は徐々に減少し、令和３年末現在の

暴走族グループ数は１桁台となっています。

近年は、ＳＮＳ等の通信手段の発達により、少人数による散発的な暴走行為の発生や、旧

車會を隠れみのに、交通法規を無視して暴走行為を行うグループも出現するなどしている状

況です。

⑵　暴走族の取締り及び関係機関と連携した諸対策の推進
県警察では、暴走族対策として、平成５年５月、

交通指導課に暴走族対策官、交通部交通機動隊（以

下「交通機動隊」という。）に暴走族取締隊をそれぞ

れ設置し、その後、平成10年４月、暴走族取締隊の

業務を交通機動隊から交通指導課へ移管しました。

平成12年に暴走族取締隊の名称を暴走族対策係に

改称し、平成24年４月には、同係に全国初となる「白

バイ遊撃班」を設置するなど、組織を再編、強化し

ながら、暴走族の動向を的確に把握し、取締りを行っ

ています。

また、市町村における暴走族追放条例の制定及び

運用の支援や、中学校及び高等学校における暴走族

加入阻止教室の開催、家庭、学校、保護司等と連携

して暴走族から離脱させる措置など総合的な暴走族

対策を推進しています。

⑶　共同危険行為等の禁止違反の重点取締り
交通指導課暴走族対策係では、集団で暴走行為を

繰り返す暴走族を検挙すべく「共同危険行為等の禁止違反」に重点を置いた取締りを実施し

ており、証拠資料等から行為者を割り出して検挙しています。

また、夜間の白バイによる取締りとその抑止効果も相まって、暴走行為の主たる違反であ

る「共同危険行為等の禁止違反」での検挙が、過去最多である平成14年の127名（33グループ）

から、令和３年は８名（０グループ）と１割以下まで減少し、暴走行為を助長する期待族の

追走も減少するなど、夜間の白バイによる取締りに一定の効果が現れています。

暴走運転抑止啓発ポスター

車両１台による散発的暴走（令和２年）
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⑷　暴走行為に関する 110 番通報の推移
携帯電話等の普及も相まって、暴走行為に関する110番通報は平成14年以降約2,000件～

3,000件台で推移し、平成20年には過去最多の3,690件を記録しました。

その後、平成21年からは減少傾向となり、白バイ遊撃班の運用効果も相まって、平成26年

には764件まで減少しましたが、平成27年以降は、ＳＮＳ上で暴走行為の情報や暴走行為を

扇動（誘発）する投稿が活発化して通報件数も増加傾向に転じ、令和３年は新型コロナ感染

症拡大による生活様式の一変などを背景として2,499件となっています。

⑸　交通安全教育指導員の活動
交通指導課暴走族対策係に配置されている交通安全教育指導員※1は、暴走族構成員に対す

る安全指導や保護者等に対する指導助言等、暴走族からの離脱を支援する活動等を行ってい

ます。

⑹　暴走族追放条例
暴走族の追放及び暴走行為を許さない地域環境づくりを推進する気運の高まりを受け、平

成14年に沖縄市、平成15年に那覇市、浦添市及び宜野湾市、平成16年に北谷町及びうるま市、

平成17年に恩納村、豊見城市、名護市及び糸満市に「暴走族追放条例」が各々制定されました。

各条例には、「暴走行為を助長する行為の禁止（あおり行為）」や「暴走行為助長禁止区域」

が盛り込まれています。

⑺　関係法令
共同危険行為等の禁止違反規定は、昭和53年の道路交通法の一部改正により新設されたも

※1　平成10年４月に暴走族対策推進員として配置され、平成14年に交通安全教育指導員に統合し、現在に至る。
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暴走行為に関する110番通報件数の推移

「暴走族取締りについて」
コ
ラ ム

白バイ遊撃班による警戒活動

　暴走族の取締りは、従来、捜査員による証拠
資料の採証に基づく「事後検挙」が主流でした
が、平成24年、白バイ操車技術に優れたベテ
ラン警察官で編成された「白バイ遊撃班」が発
足し、以後、白バイの機動力を活かして「現場

検挙」と「抑止対策」に重点を置いた
取締りが行われています。
　白バイ遊撃班の取締りは、暴走族の
検挙だけでなく、暴走族への加入抑止
等にも効果を発揮しています。
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ので、暴走族をより強力に取り締まるため、平成14年６月には、罰則規定が「６月以下の懲

役又は10万円以下の罰金」から「２年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられま

した。

さらに、平成16年11月には、「共同危険行為等の禁止違反」の規定要件である被危険者及

び被迷惑者の必要性について改正され、これらの者の証言を必要とせず、採証資料のみで立

件が可能となりました。

また、当県においては、平成14年５月１日の沖縄県道路交通法施行細則の一部改正により、

車両に乗車して鉄パイプや金属バットを振り回すなどの傍若無人な威嚇行為及び道路におい

てみだりに発煙筒、爆竹その他のこれらに類する物を使用する行為を禁止して、暴走族をあ

おる行為への対策を行っています。

３  交通機動隊の活動
⑴　交通機動隊の活動

交通機動隊は、交通指導取締り活動を主な任務とし、主要幹線道路などで活動する白バイ隊

と、沖縄自動車道及び那覇空港自動車道を管轄する高速道路交通警察隊等で構成されています。

白バイ隊員は、排気量1,300ccの白バイを駆使し、日々、悪質危険な交通違反者の取締り

を実施するほか、マラソン大会や中学、高校の駅伝大会の先導をはじめ、天皇及び皇族方や

政府要人等が来県した際の警衛・警護活動等も重要な任務としています。

  ⑵　交通機動隊の沿革

交通機動隊の沿革（略年表）
S47.11.1 交通指導課に「交通機動隊」を設置
S49.4.1 交通機動隊が所属に昇格
S50.5.20 交通機動隊に「高速道路分駐隊」を設置

S62.9.1
高速道路分駐隊を発展解消し、交通機動
隊に「高速道路交通警察隊」を設置（浦
添市西原）

H5.5.13 交通機動隊に「暴走族取締隊」を設置
H7.5.11 女性白バイ隊「サザンウィング」発足
H10.4.1 暴走族取締隊を交通指導課に移管

H14.1.30 交通機動隊（本隊）が高速道路交通警察
隊事務所に移転（浦添市西原）

H27.3.5 交通機動隊（本隊）新築・移転（豊見城
市字豊崎）

年頭視閲式(分列行進） 年頭視閲式（ドリル走行）

新庁舎からパトロールへ（平成27年）
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⑶　高速道路における交通警察活動
「沖縄自動車道」は、昭和50年に一般有料道路として、許田ＩＣから石川ＩＣが開通し、

昭和62年に海邦国体開催に伴い、石川ＩＣから那覇ＩＣが供用を開始しました。

また、平成12年に那覇空港と沖縄自動車道を結ぶ道路として、「那覇空港自動車道」の一

部区間の供用が開始され、令和３年末現在、沖縄自動車道57.3㎞、那覇空港自動車道12.3㎞

の計69.6㎞で、昭和50年の沖縄自動車道の供用開始以降、徐々に整備が進み路線数も増加し

ています。

高速道路交通警察隊では、沖縄自動車道西原ＩＣに事務所を構え、高速道路に起因する重
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高速道路における交通事故の推移
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交通安全運動出発式（令和３年） 夏の交通安全テント村
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大事故を防止するため、早朝、深夜における検問、警ら活動等の交通取締りの強化をはじめ、

各関係機関と連携した「交通安全テント村」の開催等、交通安全啓発活動を推進しています。

高速道路における交通事故の発生件数は、観光を含む経済活動などの活発化に伴う交通量

の増加などを反映していると考えられます。

平成11年以降は、入域観光客の増加や料金割引の実施、那覇空港自動車道への接続、ＥＴ

Ｃの設置など利便性の向上などによる高速道路利用者数の増加を背景として、平成23年には

過去最多の67件が発生しました。

その後、30件を越える高い水準で増減を繰り返しながら推移しましたが、令和３年には15

件まで減少しました。その一因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入域観

光者数の減少、外出自粛などを背景とする高速道路利用者の減少などが考えられます。

⑷　交通機動隊の訓練
交通違反の取締りは、高度な運転技能と取締り技術及び適正な判断力が要求されます。

特に白バイ隊員は、入隊時に実施される集中訓練のほか、東日本大地震や熊本地震のよう

な大規模自然災害を想定した九州各県合同で実施される「広域緊急援助隊」への参加をはじ

め、運転技能と指導者育成等を目的に各種県外研修訓練を実施しています。

また、白バイ隊員の運転技能向上を目的に毎年開催される「全国白バイ安全運転競技大会」

においては、団体上位入賞や種目別個人優勝等の実績もあり、日々、運転技能向上に向けた

訓練を実施しています。

悪路走行訓練 白バイ安全運転競技大会

「地域の交通安全を担う白バイ隊員」
コ
ラ ム

白バイ隊員によるアトラクション走行

　白バイ隊の歴史は、昭和48年３月、交通指導
課内に交通機動隊が発足し、それまで各警察署
に分散配備されていた白バイを引き上げて、交
通指導課で集中運用したのが始まりです。

発 足 当 時 の 白 バ イ は、排 気 量 が450cc、
650cc等の二輪車を使用していました。
　それから半世紀を経た現在、厳しい訓練によ

り高度な技術を修得した新鋭隊員が、
1300ccの白バイを駆使し、主に幹線
道路や通学路等で地域の交通安全を守
るため、日々指導取締りに当たってい
ます。
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４  交通事故事件捜査
⑴　交通事故事件の検挙状況

当県の交通事故による過失運転致死傷事件は、日本復帰後は一旦減少したものの、運転免

許人口や自動車保有台数、観光客の増加等により、昭和55年から増加傾向に転じ、平成23年

には過去最多の約6,100件を記録しました。その後減少傾向となり、令和３年は約2,621件検

挙しています。

⑵　適正な交通事故事件捜査の推進
死亡事故や重傷以上のひき逃げ事件、危険運転致死傷罪の適用が見込まれるものなどにつ

いては、交通指導課の交通事故事件捜査統括官等が現場に臨場して、組織的かつ重点的な捜

査を推進しています。

また、迅速な初動捜査を行うとともに、映像証拠の収集、平成26年に導入した３Ｄレーザー

スキャナ等の交通鑑識資機材や各種システムを効果的に活用しています。

⑶　交通事故被害者等の心情に配意した支援の推進
県警察では、適切な被害者支援が行われるよう、交通事故の

被害者及びその家族又は遺族の要望や心情に配意した捜査に努

めています。

また、被害者連絡実施要領等に基づき、ひき逃げ事件、危険

運転致死傷罪に該当する事件、交通死亡事故及び全治３か月以

上の重傷事故の被害者等に対して、捜査の初動段階から事案概

要や捜査経過、被疑者の検挙状況等を連絡しています。

⑷　ひき逃げ事件の発生・検挙状況等
平成24年から令和３年までの10年間で、県内で発生したひき
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浦添市伊祖における死傷者多数事故
（令和３年２月）

３Ｄレーザースキャナを使用した
交通鑑識状況
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逃げ事件の発生は447件で、検挙件数は239件、検挙率は53.5％でした。

平成14年以降ひき逃げ事件の発生件数が増加した要因は、平成13年12月に危険運転致死傷

罪が施行されたことにより、飲酒運転者が逃走する事案が増加したと考えられ、平成19年以

降の減少傾向については、平成19年９月に飲酒運転の罰則強化がされた事などの要因により、

飲酒運転者自体が減少したと考えられます。

令和３年は、発生件数24件に対して検挙件数は19件で、検挙率は79.2％でした。

⑸　危険運転致死傷罪の適用状況
危険運転致死傷罪については、悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させた者に対する

罰則強化を目的に平成13年12月25日に施行され、平成26年５月20日に通行禁止道路進行や一

定の病気が原因の死傷事故等、令和２年７月２日に妨害目的、いわゆる｢あおり運転｣の新

類型が追加されています。

当県においては、同法施行後、令和３年までに135件が適用されています。
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アルコール・薬物(２条) 通行妨害目的 殊更信号無視 高速度
アルコール・薬物(３条) 通行禁止道路 一定の病気 無技能
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広域緊急援助隊

広域緊急援助隊とは
　大規模災害発生時において、迅速・的確な災害警備活動を行う
ために、都道府県を越えて広域的に即応でき、かつ高度な救出救
助の自活能力を有する災害対策の専門部隊です。
　平成７年６月１日に設置されました。

　広域緊急援助隊のシンボルマー
クは、鳥をイメージし、部隊の
迅速な出動を表現しています。
　鳥の胴体は日本列島を表し、
「S」はセーフティ･スピーディ・
スペシャリストを示しています。

主な活動状況
●宮古島における台風14 号の際の災害復旧支援活動（平成15年９月）
●大宜味村のター滝で遭難した家族の救出活動（平成17年６月）
●中城村上原の土砂災害現場における支援活動（平成18年６月）
●名護警察署管内における水難救助に伴う出動（平成29年５月）
●与那原警察署管内における行方不明者捜索に伴う出動（平成29年７月）

様々な状況下における訓練の様子

大規模災害への対応
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特別救助斑（P - R E X）

主な活動状況
●九州北部豪雨に伴う災害警備活動（平成29年７月）

特別救助班とは（	P-REX:Police	Team	of	Rescue	Experts）
　広域緊急援助隊の中から選抜された隊員で編成される極めて高度な救出救助
能力を有する班です。
　災害現場において、より迅速かつ的確に被災者の救出救助を行うことを任務
としています。
　平成29年４月１日に設置されました。

広域緊急援助隊、特別救助班は県民の安全と安心を守るため、
日々高度な技術を修得するための訓練を実施し、部隊練度の向
上に努めています。

災害現場で活動する特別救助斑（九州豪雨派遣現場）

西日本合同訓練の様子
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 第１節　警備情勢と諸対策
１  警備警察の概要

警備警察は、公共の安全と秩序の維持に資する各種情報の収集、警衛・�警護や警備実施、

災害警備や緊急事態などに対処するための計画の策定や実践、出入国管理に関する犯罪捜査、

国の治安を揺るがすテロ・ゲリラ対策などを推進しています。

 警　備　部（令和４年４月１日現在）
所属名 主　な　業　務

警 備 第 一 課 公安の維持に資するための各種情報収集､ 警備事件捜査等に関する業務

警 備 第 二 課 警備実施､ 災害警備､ 緊急事態､ 警衛･警護等に関する業務

外 事 課 公安の維持に資するための各種情報収集､ 国際テロ対策､ 外事事件捜査等に関する業務

警 衛 対 策 課 第37回国民文化祭及び第22回全国障害者芸術・文化祭に伴う警衛対策に関する業務

機 動 隊 警備実施､ 災害警備､ 緊急事態､ 警衛･警護､ 警備訓練等に関する業務

国境離島警備隊 国境離島における不法上陸事案等の事態対処に関する業務

２  県警察における警備警察の変遷
沖縄における警備警察の変遷（略年表）

日本復帰前 S46.6.1 琉球警察本部保安部の廃止に伴い「警備部」設置（警備課､ 外勤課､ 機動隊）

日本復帰後 S47.5.15 復帰に伴い「外事課」を設置（警備課､ 外勤課､ 外事課､ 機動隊）

S51.4.1 「外勤課」を防犯部に編入（警備課､ 外事課､ 機動隊）

S60.4.1 「国体対策課」設置（業務終了と共に廃止）

S61.4.1 警備課を「警備第一課」と「警備第二課」に分課

H4.2.14 「植樹祭対策課」を設置（業務終了と共に廃止）

H11.5.17 「サミット対策課」を設置（業務終了と共に廃止）

H23.9.1 「警衛対策課」を設置（業務終了と共に廃止）

R2.4.1 「国境離島警備隊」を設置

R3.10.1 「警衛対策課」を設置

〃 「沖縄県警察航空隊」を地域部地域課から警備部警備第二課に移管

３  日本復帰前後における警備情勢
⑴　日本復帰前の警備情勢

沖縄戦の後に米国の施政権下に置かれた沖縄では、昭和26年ころから、祖国復帰を要求す

第８章　公安の維持と災害対策～警備警察

沖縄返還協定粉砕要求ゼネスト警備（那覇軍港前、昭和46年） 沖縄返還協定反対集会（与儀公園、昭和46年）
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る住民の声が次第に大きくなり、昭和35年４月「沖縄県祖国復帰協議会（復帰協）」の結成

へと発展しました。以後、復帰協が中心となった祖国復帰運動が展開され、反基地闘争を含

めた「即時無条件全面返還」運動へと高まっていきました。

⑵　日本復帰後の警備情勢
昭和47年５月15日、沖縄の日本復帰が実現されましたが、米軍基地は撤去されずに残った

ため、祖国復帰運動は、反基地・反自衛隊闘争へと転化しました。復帰後は、米軍による各

種演習や米軍構成員等による事件事故を受け、反基地闘争が激化しました。

なかでも、県道104号線越え実弾砲撃演習阻止闘争では、労働組合・極左諸勢力が同闘争

を「沖縄返還闘争のシンボル」と位置付け、演習の都度、激しい現地闘争を繰り返した上、

訓練場への侵入を敢行するなどの事案が発生しました。

同演習は、平成８年12月の「沖縄に関する特別行動委員会（SACO）」の最終報告において、

本土移転が合意され、平成９年３月以降、沖縄での演習は事実上廃止されました。

普天間飛行場の危険性の除去と返還に向けて名護市辺野古への移設工事が進められていま

すが、移設先のキャンプ・シュワブや埋立用の資材を搬出する港の周辺等では、移設工事に

反対する諸団体等が道路での座り込みなどの危険な妨害活動を繰り返しており、反基地運動

に伴って発生した違法行為に関連して、道路交通法違反（道路上の禁止行為）、公務執行妨

害罪、傷害・暴行罪等が発生しています。

また、平成28年には、東村高江において米軍北部訓練場のヘリパッド移設をめぐる工事に

おいても反対する諸団体等による道路交通法違反、公務執行妨害罪、傷害罪等が発生してい

ます。

４  警備犯罪・警備事件
�警備犯罪とは、国の公安又は利益に係る犯罪、警備実施に関連する犯罪、その他各種の社会・

大衆運動に伴って発生する犯罪をいいます。

警備犯罪は、いずれも社会運動を背景とし、又は社会運動を伴って発生することから、一

般犯罪とは異なる以下のような特質があります。

○�計画的、組織的に行われる場合が多い

○�確信犯である場合が多い

○�主義主張を異にする勢力の対立から発生するものが多い

○�群集心理に影響される場合が多い

○�全国的な波及性を持つ場合が多い

県警察では、警備犯罪・警備事件に適正に対応するため、公共の安全と秩序の維持に資す

る各種情報の収集に努めています。

米軍北部訓練場ヘリパッド移設工事における事件検挙
（東村高江、平成28年）

米軍普天間飛行場移設工事における威力妨害事件
（名護市辺野古、平成28年）
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⑴　極左暴力集団による事件
暴力革命による共産主義社会の実現を目指している極左暴力集団は、当県でも活動してお

り、これまでも様々な事件を起こしています。

近年では組織維持・拡大をもくろみ、暴力性・党派性を隠して、各種労働運動や大衆運動

に取り組んでおり、普天間飛行場の名護市辺野古移設に対する反対運動をはじめとする反戦・

反基地運動にも取り組んでいます。

日本復帰後の極左暴力集団による主な事件
発生年月 種　別 事　件　概　要 検　挙

S49.2 殺 人 事 件 中核派※1数人が一般学生を対立組織のメンバーと誤認し殺害 ６ 人 逮 捕

S50.7 ゲ リ ラ 事 件 白銀病院前で皇太子同妃殿下御一行の車列にビン等を投てき ２ 人 逮 捕

〃 〃 ひめゆりの塔を御参拝中の皇太子同妃殿下に火炎瓶を投てき ２ 人 逮 捕

〃 〃 海洋博会場内に展示中のチリ海軍の船舶に火炎瓶を投てき １ 人 逮 捕

S51.9 基 地 侵 入 労組員と革マル派※2が米軍キャンプ・ハンセン基地に侵入 ４ 人 逮 捕

S52.4 〃 革マル派３人が米軍キャンプ・ハンセン基地に侵入 ３ 人 逮 捕

S55.1 公 務 執 行 妨 害 自衛官の成人式参加に抗議する革マル派が警察官に暴行 ２ 人 逮 捕

S61.1 〃 自衛官の成人式参加に抗議する中核派が警察官に暴行 １ 人 逮 捕

S61.6 ゲ リ ラ 事 件 陸上自衛隊那覇駐屯地に向け時限式火炎弾を発射 未 検 挙

S61.12 公 務 執 行 妨 害 中核派が駐留米軍用地公用使用公開審理会場で公務執行妨害 １ 人 逮 捕

S62.9 ゲ リ ラ 事 件 浦添警察署坂田警察官派出所に時限式発火装置を仕掛け放火 未 検 挙

S62.10 〃 路線バス内に時限式可燃物を仕掛け発火 未 検 挙

H2.11 〃 神社に時限式発火装置を仕掛け放火 未 検 挙

H7.1 集 団 暴 行 大学構内､ 革労協※3十数人が中核派３人に対し集団暴行 １ 人 逮 捕

H14.1 盗 品 等 運 搬 等 極左活動家による盗品等運搬･証拠隠滅 １ 人 逮 捕

H15.10 そ の 他 革マル派非公然アジトの摘発

H15.12 免 状 不 実 記 載 革マル派活動家による免状不実記載 １ 人 逮 捕

H16.7 詐 欺 革労協活動家によるアジト設定に伴う詐欺 １ 人 逮 捕

H18.1 免 状 不 実 記 載 革マル派活動家による免状不実記載 １ 人 逮 捕

H18.5 軽 犯 罪 法 違 反 革労協活動家による軽犯罪法違反 ２ 人 逮 捕

H20.3 免 状 不 実 記 載 革マル派活動家による免状不実記載 １ 人 逮 捕

H21.1 私文書偽造・同行使 革マル派活動家による私文書偽造・同行使 ２件２人逮捕

H22.12 建 造 物 不 退 去 革マル派活動家による建造物不退去 ４ 人 逮 捕

⑵　右翼等による事件
国家主義又は民族主義を掲げ、個人の生命より国家や民族の利益を第一として行動する右

翼活動家は、これまで当県において、日教組の全国集会等の妨害や海邦国体での国旗焼損事

件に伴う報復事件等を引き起こしています。近年では、キャンプ・シュワブのゲート前での

基地建設反対派への妨害行為や政治資金規正法違反等で逮捕・検挙されています。

※1　「革命的共産主義者同盟全国委員会」のことをいう。
※2　「日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派」のことをいう。
※3　「革命的労働者協会」のことをいう。
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日本復帰後の右翼団体等による主な事件
発生年月 種　別 事　件　概　要 検　挙

S53.1 公 務 執 行 妨 害 日教組・高教組教育研究全国集会に伴う公務執行妨害 ５ 人 逮 捕

S59.6 〃 日教組定期大会に伴う公務執行妨害（軽犯罪､ 道交法含む） 70 人 検 挙

S62.10 器 物 損 壊 国旗焼損に対する報復 10 人 逮 捕

H4.5 威 力 業 務 妨 害 政党支部主催街頭政談演説会における威力業務妨害 １ 人 逮 捕

H5.10 放 火 未 遂 県内新聞社に対する現住建造物等放火未遂 １ 人 逮 捕

H19.10 政治資金規正法 政治団体会計責任者による政治資金規正法違反 １ 人 逮 捕
１ 人 検 挙

H21.2 〃 政治団体会計責任者による政治資金規正法違反 １ 人 逮 捕
２ 人 検 挙

H23.12 傷 　 　 　 　 害 政治団体構成員による傷害 ２ 人 逮 捕

H24.8 有印公文書偽造 政治団体会計責任者による有印公文書偽造 １ 人 逮 捕

H27.9 器 物 損 壊 名護市辺野古における基地建設反対派のテント損壊 ６ 人 逮 捕

H28.1 〃 那覇市若狭公園における龍柱損壊 １ 人 逮 捕

R1.6 政治資金規正法 政治団体会計責任者等による政治資金規正法違反 ２件２人逮捕

R2.6 威 力 業 務 妨 害 県議会議員事務所前における威力業務妨害 ７ 人 逮 捕
１ 人 検 挙

R2.10 私電磁的記録不正
作出･同供用事件 政治団体幹部がＢ－ＣＡＳカードの電磁的記録を改変･供用 １ 人 逮 捕

R3.6 建 造 物 侵 入 政治団体幹部等が警察署構内に街宣車で侵入した建造物侵入 ２ 人 逮 捕

⑶　政治運動、労働運動その他社会・大衆運動に伴う事件
政治・経済・社会情勢の諸問題を捉えて行われる社会・大衆運動や、労働三権（団結権・

交渉権・争議権）に伴って行われる労働運動は、それぞれ憲法で保障された国民の権利であ

る反面、全ての行動が無制限に許されるものではなく、正当性を逸脱して違法行為が発生し、

又は発生するおそれがある場合、公共の安全と秩序の維持に当たるという警察の責務を遂行

するため、必要な措置を講じています。

これまで当県では、日本復帰に伴う反基地運動や普天間飛行場の辺野古移設反対の抗議行

動による違法行為が発生しています。

日本復帰後の政治運動、労働運動その他社会・大衆運動に伴う主な事件
発生年月 種　別 事　件　概　要 検　挙

S48.5 威 力 業 務 妨 害 労組員等による那覇商港における威力業務妨害 11 人 逮 捕

S49.1 〃 労組員等による市議会議場前での威力業務妨害 ３ 人 逮 捕

S49.2 傷害・公務執行妨害等 県知事退陣要求に伴う知事室乱入、傷害、公務執行妨害 ２ 人 逮 捕

S54.12 威 力 業 務 妨 害 労組員等による市議会議場前での威力業務妨害 ３ 人 逮 捕

S59.9 〃 新石垣空港建設に伴う威力業務妨害・公務執行妨害 １ 人 逮 捕

H21.4 暴 行 事 件 石垣港国際埠頭第２ゲートで発生した暴行 ３ 人 検 挙

H23.5 傷 害 事 件 米軍北部訓練場入口付近で発生した傷害 １ 人 検 挙

H27.1～
H27. 12

公 務 執 行 妨 害・
刑 事 特 別 法

キャンプ･シュワブゲート付近で発生した公務執行妨害・刑事
特別法違反（合計16件発生） 16 人 逮 捕

H28.8～
H28. 11

公 務 執 行 妨 害・
傷 害 等

東村高江における米軍北部訓練場ヘリパッド移設工事に伴う公
務執行妨害･傷害･道路交通法違反（合計８件発生） 14 人 逮 捕

H28.11 威 力 業 務 妨 害 キャンプ・シュワブゲート前に約1,500個のコンクリートブロッ
クを積み封鎖した威力業務妨害 ４ 人 逮 捕
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H28.1～
H28.12

公 務 執 行 妨 害・
傷 害 等

キャンプ･シュワブゲート付近で発生した公務執行妨害・傷害・
刑事特別法違反（合計５件発生） ５ 人 逮 捕

H29.1～
H29.12

公 務 執 行 妨 害・
刑 事 特 別 法 等

キャンプ･シュワブゲート付近で発生した公務執行妨害･傷害･
暴行･刑事特別法違反・道路交通法違反等（合計28件発生） 28 人 逮 捕

H30.1～
H30.12

公 務 執 行 妨 害・
道 路 交 通 法 等

キャンプ･シュワブゲート付近で発生した公務執行妨害･傷害･
刑事特別法違反･道路交通法違反等（合計17件発生） 17 人 逮 捕

H30.12～
H31.1 放 火 事 件 海上保安庁ゴムボート及び自衛隊施設等に対する連続放火

（合計３件発生） １ 人 逮 捕

H31.1～
R1.12

公 務 執 行 妨 害・
刑 事 特 別 法 等

キャンプ・シュワブゲート及び米軍北部訓練場で発生した
公務執行妨害･暴行･刑事特別法違反(合計５件発生) 10 人 逮 捕

R2.1～
R2.12

公 務 執 行 妨 害・
刑 事 特 別 法

キャンプ・シュワブゲート及び米軍北部訓練場で発生した
公務執行妨害・刑事特別法違反（合計４件発生） ８ 人 逮 捕

⑷　その他の警備事件
当県は、地理的、歴史的な地域特性により、自衛隊・米軍への反戦運動や尖閣諸島問題等

に係る様々な警備事件が発生しています。県警察では、各種法令に従って、いかなる警備事

件にも適正に対処しています。

日本復帰後のその他の警備事件
発生年月 種　別 事　件　概　要 検　挙

S61.2 放 火  事 件 自衛官宿舎・車両等放火（複数回発生） 未  検  挙

S62.10 威 力 業 務 妨 害 国旗焼損･ 威力業務妨害（ 器物損壊､ 建造物侵入､ 威力業務妨害） １ 人 逮 捕

H8.12 殺 人 等 石垣市内におけるオウム真理教警察庁 特別指名手配被疑者逮捕 １ 人 逮 捕

H15.11 脅 迫 事 件 米軍基地爆破予告による脅迫 １ 人 逮 捕 

H20.7 火 炎 び ん 処
罰 法 違 反 在沖縄米国総領事館における火炎ビン投てき 未  検  挙

H24.9 軽 犯 罪 法 違 反 邦人による尖閣諸島上陸に係る軽犯罪法違反 ２ 人 検 挙 

５  サイバーテロ対策
⑴　「沖縄県サイバーテロ対策協議会」の設立と総会開催

サイバーテロの未然防止及び発生時の被害拡大防止を目的として、平成20年12月24日県内

重要インフラ※1のうち８分野12事業者と連携し、「沖縄県サイバーテロ対策協議会」を設立

しました。

同協議会は、年１回以上総会を開催し、審議事項決議、各種情報交換等を行っています。

加盟事業者は９分野15事業者に増え、令和３年末までに、総会を12回開催しました。

⑵　サイバーテロ想定共同対処訓練の実施
サイバーテロ対策プロジェクト要員、県内重要インフラ事業者及び関連事業者等を集め、

サイバーテロを想定した共同訓練を実施し、連携強化と対処能力の向上を図っています。

また著名な部外講師の招へい等で、実技訓練構成の充実や、参加者の意識高揚を図ってい

ます。

⑶　「沖縄県警察サイバーテロ対策プロジェクト」の編成と各種取組の推進
警備部長をプロジェクト長とし、警察本部内の関係所属員によって「沖縄県警察サイバー

テロ対策プロジェクト」を編成しました。

部門横断的な情報交換と連携強化、要員への教養、サイバーテロ関連専科への派遣、重要

インフラ事業者との共同訓練等を実施しています。

※1　情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス（地方公共団体を含む。）、医療、水道、物
流の各分野における社会基盤

－ 146 －



第８章　公安の維持と災害対策～警備警察

警

備

部

６  テロ対策ネットワーク OKINAWA の設立
当県におけるテロの未然防止等のため、警察、関係団体等が緊密な連携の下に各種テロ対

策を実施し、「テロに強い沖縄県をつくる」ことを目的とし、ネットワーク構成員９分野９名（関

係事業者：193事業者）を招き、平成31年３月８日に設立総会を開催し、現在に至ります.

第２節  災害等への対処と警備実施
１  自然災害等への対処
⑴　自然災害による被害発生状況

大雨、台風、高潮などの自然災害による人的あるいは物的被害は、当県でも毎年発生して

いますが、近年、住宅・道路・河川・港湾等の整備が進んだことにより、その被害は、日本

復帰直後に比べると減少しています。

予測が困難な自然災害の被害を抑えるためには、事前の備えが重要であり、県警察では、

平素より浸水や山(崖)崩れ、地滑り及び落石、宅地造成等の崩壊危険箇所、津波及び高潮

の危険地域、その他災害警備上の危険箇所を把握し、いざ災害が発生した際には、適切に住

民を避難させるための避難場所及び避難経路の調査を実施しています。

過去20年間における主な風水害の状況
発生年 種別（豪雨、台風） 被　害　状　況

H15 台風 死者・行方不明者 1 負傷者 108 住宅被害 1,370

H16
豪雨 死者・行方不明者 1 負傷者 0 住宅被害 7

台風 死者・行方不明者 1 負傷者 38 住宅被害 96

H17 台風 死者・行方不明者 1 負傷者 27 住宅被害 23

H19
豪雨 死者・行方不明者 1 負傷者 1 住宅被害 627

台風 死者・行方不明者 1 負傷者 40 住宅被害 385

H21 豪雨 死者・行方不明者 4 負傷者 0 住宅被害 5

H23 台風 死者・行方不明者 1 負傷者 118 住宅被害 169

H25 豪雨 死者・行方不明者 1 負傷者 0 住宅被害 38

R1 台風 死者・行方不明者 1 負傷者 33 住宅被害 3
※単　　位：死者・行方不明者及び負傷者（人）、住宅被害（棟）
※住宅被害：全壊、半壊、一部損壊、床上浸水及び床下浸水
※参考資料：『沖縄県消防防災年報』

テロ対策ネットワークOKINAWA総会 爆発物対応専門部隊の資機材説明
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⑵　防災訓練
県警察では、予測不可能な自然災害や大規模事件事故等に適切に対応するため、平素より

災害時における迅速的確な救出救助活動等を展開するための各種教養及び訓練を実施してい

ます。また、県や市町村が主催する防災訓練に積極的に参加し、関係機関と連携した災害対

応能力の向上を図っています。

⑶　東日本大震災後の防災対策
東日本大震災の反省教訓を踏まえて、平成24年５月、広域的な部隊派遣態勢が拡充された

「沖縄県警察災害派遣隊」が設置されました。

同隊は、広域緊急援助隊(警備部隊、交通部隊及び刑事部隊)と広域警察航空隊とを災害

直後から派遣する「即応部隊」と整理し、新たに一定期間が経過した後、被災地へ派遣され、

～沖縄県の台風被害～

　台風は、日本列島南方の熱帯の海上で例年５月頃から10月頃にかけて多く発生し、その内７個前後の

台風が沖縄地方に接近しています。多い年では10個を超える台風が接近する場合もあるほか、１個の台

風が長時間同一場所付近に停滞し、甚大な被害を及ぼすこともあるため、注意が必要です。

〇�　昭和52年に八重山地方を襲った台風５号は、死者６名、全壊・半壊含め400棟余りの建物が破壊され、

その他に道路、港湾、農畜産及び水産業に打撃を与え、被害総額約28億８千万円となりました。

〇�　平成15年９月に宮古島を直撃した台風14号は、最大瞬間風速74.1m/sを記録し、死者１名、重軽傷

者100名以上、住宅被害1,300件以上の他、多数の電柱倒壊・車両横転等、記録的な被害を出しました。

〇�　平成18年９月に石垣島付近を通過した台風13号は、最大瞬間風速69.6m/sを記録し、重軽傷者64名、

住宅被害約300件の被害を出し、石垣市、竹富町では、この台風による雨で、同市町の平均月間雨量

を超えました。

〇�　令和２年には、８月から９月にかけて４個の台風が沖縄地方に接近し、合計で行方不明者３人、軽

傷者９人、家屋損壊等約240件の被害が発生しました。

台風による高波被害 大雨の影響による住宅被害

広域緊急援助隊による救出救助訓練
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警戒警らや事件事故の初動捜査、警察安全相談等各種警察活動を長期間にわたり対応する一

般部隊を創設しました。

⑷　自然災害に伴う主な特別派遣
ア　阪神・淡路大震災
平成７年１月17日に兵庫県南部で発生した阪神・淡路大震災に際し、県警察では、同年

１月から２月にかけて兵庫県警察に機動隊等を２回に分けて特別派遣し、行方不明者の捜

索、緊急輸送道路確保のための交通規制、集団警らによる防犯活動等の任務にあたりました。

イ　東日本大震災
東日本大震災では、死者1万5,899人、行方不明者2,526人、警察官の殉職者25人及び行

方不明者５人(令和３年２月25日現在)と甚大な被害を残し、復旧復興に向けての治安回

復活動等のため、県警察からも宮城県、福島県への特別派遣部隊が現地に赴き活動しました。

沖縄県警察連合機動隊の特別派遣は、平成23年５月５日から翌24年２月２日まで延べ派

遣人員190人、宮城県６回、福島県３回の第９次まで派遣しました。

また、同隊のほか、次の部隊を派遣しました。

○　広域緊急援助隊（刑事部隊）１～３次(延べ36人)

　　　平成23年３月30日～４月28日　宮城県

○　交通部隊１～２次(延べ13人)

　　　同年７月３日～７月25日　福島県

○　生活安全部隊１次５人

　　　同年７月17日～26日　福島県

○　原子力発電所警戒特別派遣１～３次(延べ18人)

　　　平成24年９月11日～平成26年５月３日　福島県

さらに、被災県である岩手県警察及び福島県警察への特別出向（平成24年２月１日～平

成29年３月31日)として、延べ14人を派遣し、仮設住宅及び避難所を中心とした警戒活動、

巡回連絡等の各種警察活動を行いました。

ウ　平成28年熊本地震
平成28年の熊本地震では、４月14日と16日に最大震度７の地震が発生し、死者50名､重

軽傷者2,809名、住宅被害約21万戸以上の被害を残し、県警察では、16日の発災直後から

広域警察航空隊を熊本県に派遣し、情報収集、映像配信等の任務に当たりました。

その後、特別自動車警ら部隊を第６次、特別機動捜査部隊を第５次まで派遣し、警戒活

動や事件事故の初動捜査等の各種警察活動を行いました。

エ　平成29年九州北部豪雨
平成29年７月に九州北部で発生した記録的な豪雨による被害を受け、県警察では、特別

救助班（Ｐ－ＲＥＸ）と機動警察通信隊の合計12人を現地へ派遣しました。

九州北部豪雨における特別救助班（Ｐ－ＲＥＸ）の活動状況（平成29年）
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２  突発重大事案への対処
⑴　米軍基地等県内重要施設に対する万全な警戒警備の推進

平成15年１月の米国等によるイラクに対する武力行使後、県警察では、同年３月20日、警

察本部長を長とする「沖縄県警察警戒警備対策本部」を設置し、米軍基地等に対するテロ、

ゲリラ防止と県民の安全確保のため、同年５月末ころまでの約２か月間、中部及び近畿管区

機動隊５府県約600人の応援を得て警戒警備を実施しました。

⑵　新型コロナウイルス感染症関係
県警察では、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令

和２年３月27日警察本部長を長とする「沖縄県警察新型

コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、警察本部内

及び各警察署に対して当県における新型コロナウイルス

の感染状況などの情報共有を行い、職員の感染防止対策

のほか沖縄県実施方針に沿った警察活動を推進していま

す。（令和４年３月現在）

感染拡大防止対策として、感染症対策資機材等（タイ

ベックスーツ品薄等に伴う感染防止代替品等）を購入し、

各種感染拡大防止を図っています。

⑶　米軍航空機事故への対処
米軍航空機事故又は、その可能性の通報があった時には、所要の体制を確立して対処して

います。

平成29年10月11日東村高江の牧草地において、在沖米海兵隊所属のヘリコプターによる緊

急着陸炎上事故が発生した際には、直ちに現場臨場して周辺の住民等に被害が及ばないよう

立入規制を実施するなど必要な措置を執ったほか、「日本国内における合衆国軍隊の使用す

る施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン」（平成17年４月１日日米

合同委員会合意）に定める手続きに従い、米軍を含む関係機関と連携して必要な措置を行い

ました。

県警察では、日米合同訓練や県内関係機関との訓練を行い、事故発生時の初動対応要領等

の練度の向上を図るとともに、合同会議等に参加し米軍や関係機関と的確な連携や意思疎通

が行われるよう協議を行っています。

⑷　沖縄県特定家畜伝染病防疫への対処
令和２年１月、うるま市において、当県では34年ぶりにＣＳＦ（豚熱）が発生したことを

受け、警察本部に警備部長を長とする「沖縄県警察ＣＳＦ（豚熱）警戒本部」を立ち上げ、

養豚場を管轄する関係警察署（沖縄、うるま、石川及び名護）においても「警察署ＣＳＦ（豚

熱）警戒本部」を設置し、県と連携し、重点警ら等による当該養豚場の外周及び消毒ポイン

トにおける警戒（延べ60人）を実施しました。

令和２年４月14日、県による豚熱「収束」宣言を受け、県警察においても警戒を終了しました。

⑸　武力攻撃事態等への対処
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態並びに緊急対処事態が発生した際には、県警察は、武

力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保護法」という。）

に基づき、沖縄県及び市町村等と密接に連携・協力を図りながら、警報等の伝達、住民の避

難誘導、生活関連施設等の安全確保、交通の規制、被災者の救出救助、被災情報の収集等の

対応に当たることとなります。

沖縄県警察新型コロナウイルス
感染症対策本部班長会議
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県警察では、「国民保護法」に基づき、沖縄県の主催により行われる訓練（実動、図上）

に積極的に参加し、関係機関との連携強化を図っています。

⑹　北朝鮮による弾道ミサイル等発射動向に伴う警戒警備
県警察は、

〇�　平成24年３月、北朝鮮が故金日成主席生誕100年に合わせ、４月12日から16日までの

間に衛星を打ち上げるとの発表

〇�　平成24年12月、北朝鮮が12月10日から22日までの間、「地球観測衛星」と称する飛翔

体を打ち上げることの発表

〇�　平成28年２月、北朝鮮が地球観測衛星「光明星」を平成28年２月８日から２月25日ま

での間に打ち上げるとして、事実上の弾道ミサイル発射の事前通告

したことをそれぞれ受け、警備部長を長とする対策室を設置し、関係機関（自治体、消防、

自衛隊等）と緊密な連携を図りながら、付近住民の安全確保を図るための措置等を講じました。

なお、本事案で県内への被害はありませんでした。

３  日本復帰後の主な警備実施
県警察では、警備犯罪、災害及び雑踏事故が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、部隊の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全

と秩序を維持することを目的とした警備実施を行っています。

日本復帰後の主な警備実施は下表のとおりです。

日本復帰後の警備実施
年　月 内　　容
S47.５ 復帰記念式典

〃 通貨交換警備

S47.11 復帰記念植樹祭警備

S48.３ 県道104号線越え実弾砲撃演習（H9.3迄計180回）

S48.５ 沖縄特別国民体育大会警備

S48.10 反石油貯蔵施設（CTS）闘争警備

S53.１ 日教組、高教組教育研究全国集会警備

S59.６ 日教組第60回定期大会

S62.６ 嘉手納飛行場包囲行動

S63.３ 日の丸焼却事件糾弾国民大会警備

Ｈ２.８ 嘉手納飛行場包囲行動

Ｈ３.１ 湾岸危機に伴う警備

Ｈ７.５ 普天間飛行場包囲行動

Ｈ７.10 少女暴行事件糾弾県民大会

Ｈ８.４ 米軍楚辺通信施設使用期限切れ警備

Ｈ10.５ 普天間飛行場包囲行動

Ｈ12.７ 嘉手納飛行場包囲行動

Ｈ13.９ 米軍同時多発テロに伴う警備

Ｈ15.３ イラク戦争開戦に伴う警戒警備

Ｈ16.５ 普天間飛行場包囲行動

Ｈ17.５ 普天間飛行場包囲行動

Ｈ19.５ 嘉手納飛行場包囲行動
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Ｈ19.９ 教科書検定意見撤回県民大会

Ｈ20.３ 中学生暴行事件糾弾県民大会

Ｈ22.５ 普天間飛行場包囲行動

Ｈ24.４ 北朝鮮飛翔体打ち上げに伴う警戒警備

Ｈ26.７ 普天間飛行場の辺野古移設工事に伴う警備（令和４年３月末現在継続中）

Ｈ28.７ 北部訓練場ヘリパッド移設工事に伴う警備
 

４  警衛・警護警備
⑴　警衛警備

県警察では、天皇及び皇族の御身辺の安全確保、歓送迎者の雑踏等による事故防止及び皇

室と国民との親和に配意しつつ情勢に応じた自然で合理的な警衛警備を実施しています。

警衛警備の様子

対馬丸犠牲者の慰霊（平成26年） 与那国島への地方事情御視察（平成30年）

日本復帰後の警衛警備
年　月 種　別 主な行事内容等

S50.７ 行 啓 沖縄国際海洋博覧会開会式

S51.１ 〃 沖縄国際海洋博覧会閉会式

S58.７ 〃 第19回献血運動推進全国大会

S62.９ お成り 第42回国民体育大会（海邦国体）夏季大会

S62.10 行 啓 第42回国民体育大会（海邦国体）秋季大会

S62.11 〃 第23回全国身体障害者スポーツ大会（かりゆし大会）

Ｈ５.４ 行幸啓 第44回全国植樹祭

Ｈ７.８ 〃 戦後50年慰霊の旅

Ｈ９.７ 行 啓 第９回全国農業青年交換大会

Ｈ13.４ 〃 第12回全国みどりの愛護のつどい

Ｈ16.１ 行幸啓 国立劇場おきなわ開場記念公演

Ｈ17.４ 行 啓 第46回米州開発銀行年次総会

Ｈ22.７ 〃 平成22年全国高等学校総合体育大会開会式

Ｈ24.11 行幸啓 第32回全国豊かな海づくり大会

Ｈ26.６ 〃 対馬丸犠牲者の慰霊

Ｈ30.３ 〃 沖縄県地方事情御視察（本島及び与那国島）

R1.12 お成り 第43回全国育樹祭
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⑵　警護警備
県警察では、テロ等違法事案の発生が懸念される現下の厳しい警護情勢の下、的確な警護

警備諸対策を推進して総理大臣等要人の身辺の安全を確保しています。

日本復帰後の主な警護警備実施数は、令和４年５月15日現在、53回となります。

日本復帰後の警護警備
年　月 対象者 内　　容

Ｓ56.９ 鈴木総理大臣 日本復帰10周年を迎える沖縄の現状視察等

Ｈ２.６ 海部総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ５.６ フジモリ･ペルー大統領 県内視察静養等

Ｈ７.６ 村山総理大臣 平和の礎除幕式及び沖縄全戦没者追悼式

Ｈ８.９ 橋本総理大臣 米軍基地問題及び沖縄振興策推進に伴うメッセージ

Ｈ８.12 　　〃 東アジア社会保障担当閣僚会議

Ｈ９.４ 　　〃 故屋良朝苗元沖縄県知事県民葬

Ｈ９.８ 　　〃 日本青年会議所第24回沖縄地区大会

Ｈ９.11 　　〃 復帰25周年記念式典

Ｈ10.７ 橋本自民党総裁 第18回参議院議員選出通常選挙応援

Ｈ12.３ 小渕総理大臣 第26回主要国首脳サミット開催予定地視察

Ｈ12.５ 森総理大臣 万国津梁館落成式典・祝賀会

Ｈ12.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ12.７ 　　〃 第26回主要国首脳サミット

Ｈ13.６ 小泉総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ13.７ 　　〃 第19回参議院議員選出通常選挙応援

Ｈ14.５ 　　〃 復帰30周年記念式典

Ｈ14.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ15.５ 　　〃 第３回太平洋・島サミット

Ｈ15.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ15.11 米国国防長官 県知事表敬訪問及び米軍基地視察等

Ｈ16.６ 小泉総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ17.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ18.５ 　　〃 第４回太平洋・島サミット

Ｈ18.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ19.４ 安倍自民党総裁 参議院議員沖縄選挙区選出補欠選挙(２回)

Ｈ19.６ 安倍総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ20.６ 担当大臣 Ｇ８科学技術大臣会議

〃 福田総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ21.６ 麻生総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ22.５ 鳩山総理大臣 県知事表敬訪問及び県内視察等(２回)

Ｈ22.６ 菅総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ22.10 担当大臣 APEC電気通信・情報産業大臣会合

Ｈ22.12 菅総理大臣 県知事表敬訪問及び県内視察等

Ｈ23.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式
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Ｈ24.２ 野田総理大臣 県知事表敬訪問及び県内視察等

Ｈ24.５ 　　〃 復帰40周年記念式典

〃 　　〃 第６回太平洋・島サミット

Ｈ24.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ25.２ 安倍総理大臣 県知事表敬訪問及び県内視察等

Ｈ25.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ25.７ 安倍自民党総裁 第23回参議院議員通常選挙

Ｈ26.６ 安倍総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ27.６ 　　〃 戦後70年沖縄全戦没者追悼式

Ｈ28.６ 　　〃 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ28.12 菅官房長官 他 北部訓練場返還式

Ｈ29.６ 安倍総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ29.７ 　　〃 故大田昌秀元沖縄県知事県民葬

〃 担当大臣 他 「世界津波の日」2017高校生島サミットin沖縄

Ｈ30.６ 安倍総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｈ30.10 菅官房長官 他 故翁長雄志前沖縄県知事県民葬

Ｒ1.６ 安倍総理大臣 沖縄全戦没者追悼式

Ｒ4.５ 岸田総理大臣 沖縄復帰50周年記念式典

第３節 外事情勢等と諸対策
１  外事情勢と対策
⑴　諸外国による対日有害活動

中国、北朝鮮、ロシア等を中心とした近隣諸国は、我が国の先端科学技術の入手や当該国

の活動への支援等を目的として、政財官学等の関係者に対して積極的な働きかけや懐柔工作

等、巧妙かつ多様な手段により各種情報収集活動を行っているものとみられています。

県警察では、国益が損なわれることがないよう、平素からその動向を注視し、情報収集・

分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしています。

⑵　外事事件の検挙事例
ア　尖閣諸島における的確な対応
平成16年３月24日に中国人７名を、平成24年８月15

日に中国人５名をそれぞれ尖閣諸島魚釣島に不法上陸

したとして、出入国管理及び難民認定法違反で逮捕し

ました。

イ　中国人が絡む偽装結婚及び多額詐欺事件
平成14年12月12日、警備部と刑事部合同の捜査本部

により、中国人が絡む偽装結婚事件及び中国人・暴力

団員等のグループによる中小企業向け金融制度を悪用

した多額詐欺事件の被疑者を逮捕しました。

ウ　対北朝鮮措置に関係する違法行為の取締り
令和元年８月、県警察と大阪府警察の合同捜査本部は、日用品等を北朝鮮向けに不正輸

出した外国為替及び外国貿易法違反で被疑者等を検挙しました。

本件は、県警察初となる対北朝鮮措置事件となりました。

尖閣諸島魚釣島
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２  国際テロ情勢と対策
⑴　テロの脅威

イスラム過激派組織ISILは、オンライン機関誌等において、我が国や邦人をテロの標的

として繰り返し名指ししました。また「アル・カーイダ」についても我が国に所在する米国

権益の破壊を計画していたことが判明しており、我が国におけるイスラム過激派によるテロ

の脅威の一端が明らかとなっています。

これらの事情に鑑みれば、テロの対象となり得る米軍基地等の米国権益施設が多数存在す

る当県は、大規模・無差別テロの脅威が存在しているといえます。

⑵　テロの未然防止対策の推進
ア　官民一体となったテロ対策の推進
テロ対策は、警察のみの取組では十分ではなく、関係機関、民間事業者、地域住民等と

緊密に連携して推進することが望まれます。このため、県警察では、テロ対策に関する官

民連携の枠組みに参加しています。また、不特定多数の者が集まる施設、イベント等にお

いて制服警察官やパトカーを活用した警戒を実施するとともに、施設管理者等に対する自

主警戒の強化を働き掛けるなどして、テロへの警戒を強化しています。

イ　水際対策の強化
周囲を海に囲まれた当県へのテロリスト

等の入県を防ぐためには、国際空港・港湾

において、出入国審査、輸出入貨物の検査

等の水際対策を的確に推進することが重要

です。県警察では、那覇空港、新石垣空港

及び下地島空港並びに那覇、中城、宮古及

び石垣の各港湾において、関係機関と連携

を強化するとともに、定期的にテロ対策訓

練を実施して対処能力の向上を図っています。

ウ　重要防護施設の警戒警備
県警察では、テロの標的となり得る米国関連施設等の重要施設、モノレール等の公共交

通機関の警戒警備を強化しています。

３  国境離島警備隊の発足
国境離島における武装集団による不法上陸事案等の事態対処に当たるための専門部隊とし

て令和２年４月１日に発足しました。

外国公船による我が国領海・接続水域への侵入が常態化している中、関係機関と緊密に連

携した警戒警備活動を徹底するとともに、事態対処能力の更なる強化を図るため各種訓練を

実施しています。

新石垣空港におけるテロ対策訓練

部隊旗の授与
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第４節 機動隊等の活動
１  概要と任務
⑴　沿革

機動隊の前身は、昭和32年１月12日、琉球警

察本部保安課に警察本部直轄の「特設警ら隊」

を設置したのが始まりです。

その後、昭和36年８月28日には、琉球警察本

部交通課パトロール隊と合併し、「警察本部警

ら課」に編入されるなどの変遷を経て、昭和43

年８月31日、保安部の中に「琉球警察本部機動

隊」が設置されました。

昭和46年６月１日には、警備部が新たに設置

され、機動隊は警備部に属することとなり、昭

和47年５月15日の日本復帰による沖縄県警察本

部発足に伴い「沖縄県警察本部警備部機動隊」となりました。

当時の隊庁舎は、警察本部庁舎内にありましたが、昭和49年10月11日に、具志川市（現う

るま市）大田の現所在地に新築移転しました。

⑵　機動隊の任務と組織・部隊編成
機動隊は、災害や水難事故発生時における救助活動、デモ等集団による不法行為の取締り、

爆発物等の処理、要人等の身辺警護、那覇空港・外国公館等の重要防護施設の警戒等の活動

を行っています。

また、機動隊には、隊本部、中隊が置かれ、各種突発事案等に対応するために、次の項に

記載する専門部隊が設置されています。

⑶　専門部隊等
ア　各専門部隊
○　銃器対策部隊

銃器対策部隊は、銃器等使用事案の発生

に際し、情報収集、犯人の移動の阻止、殺

傷行為の制止、犯人の制圧検挙等に当たる

ことを主な任務としています。

また、その他の部隊が出動した場合には、

同部隊と緊密な連携を図り、警戒監視、情

報収集等の支援及び犯人の制圧検挙に当た

ることを主たる任務としています。

○　レスキュー部隊

レスキュー部隊は、人命救助を要する災

害又は事故の発生に際し、要救助者の捜索、

救出救助等に当たることを主たる任務とし

ています。

機動隊庁舎

銃器対策部隊の訓練

レスキュー部隊の訓練
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○　ＮＢＣテロ対策部隊

ＮＢＣテロ対策部隊は、ＮＢＣテロ事案（核

物質・放射性同位元素、生物剤又は化学剤に

係るテロ事案をいう。）の発生に際し、原因

物質の検知、立入禁止区域の設置、被害者の

救助、避難誘導等の初動措置を実施するとと

もに、証拠保全を行いつつ捜査部門への適切

な引継ぎを行うことを主たる任務としています。

〇　爆発物対応専門部隊

爆発物対応専門部隊は、爆発物使用事案の

発生に際し、爆発物の検査・処理等の初動措

置を実施するとともに、証拠保全を行いつつ

捜査部門へ適切な引継ぎを行うことを主たる

任務としています。

〇　水難救助部隊

水難救助部隊は、人命救助を要する災害又

は水難事故の発生に際し、潜水技能をいかし

て救出救助に当たるとともに、臨海部等にお

ける大規模警備実施時において、水中の検索、

水上警戒等に当たることを主たる任務として

います。

また、事件・事故等に際しては、遺体、証

拠物件等の捜索、収容及び回収を行っています。

イ　その他の部隊
〇　広域緊急援助隊

国内で大規模災害等が発生した際、都道府

県の枠を超えて広域的に即応する災害対策専

門部隊です。

（第８章冒頭警備部グラビア参照）

〇　特別救助班「Ｐ－ＲＥＸ

　（Police�Team�of�Rescue�Experts）」

広域緊急援助隊の中から選抜された隊員で

編成される極めて高度な救出救助能力を有す

る班です。

（第８章冒頭警備部グラビア参照）

特別救助班による災害警備活動

水難救助部隊の訓練

爆発物対応専門部隊の訓練

ＮＢＣテロ対策部隊の訓練

－ 157 －



○　指定警護員

機動隊には、天皇及び皇族の御身辺の安全確保と雑踏事故防止を図る「警衛」や、国

内外の要人の身辺の安全を確保する「警護」を担当する要員として指定された隊員がお

り、天皇、皇族、要人等の御来県時は、これらの隊員を中心に編成される警衛、警護部

隊が活動します。

警護隊の訓練 自動車お列警衛隊

「機動隊の専門部隊の精強化」
コ
ラ ム

  爆発物対応専門部隊の訓練の様子

現在、各都道府県警察機動隊の専門部隊の名
称は統一され、各部隊の専門的な対処能力の更
なる強化が図られています。

　県警察においても、令和２年に機動
隊の各部隊の名称を変更し、精強な専
門部隊の構築を図っています。

従来の名称

各部隊の総称
機能別部隊

個別部隊の名称
レンジャー部隊
ＮＢＣ部隊
爆発物処理部隊
潜水隊

変更後の名称

各部隊の総称
専門部隊

個別部隊の名称
レスキュー部隊
ＮＢＣテロ対策部隊
爆発物対応専門部隊
水難救助部隊

　従来の各部隊の総称を「機能別部隊」から「専門部隊」に変更し、その能力の更なる強化を図ることとしました。
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⑷　機動隊の派遣実績

派遣年月 派遣先 派遣目的

Ｓ53.10 長 崎 県 原子力船「むつ」寄港に伴う警戒警備活動

Ｈ１.２～
Ｈ１.３ 東 京 都 「昭和天皇大喪の礼」に伴う警備活動

Ｈ２.11 東 京 都 「即位の礼」に伴う警備活動

Ｈ２.11 三 重 県 「大嘗祭」に伴う警備活動

Ｈ７.１～
Ｈ７.２ 兵 庫 県 「阪神・淡路大震災」に伴う災害警備活動（２回）

Ｈ14.６ 大 分 県 「2002年ワールドカップサッカー大分大会」に伴う警備活動

Ｈ20.５ 北 海 道 「Ｇ８主要国首脳会議（北海道洞爺湖サミット）」に伴う警備活動

Ｈ22.11 神奈川県 「ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）首脳会議」に伴う警備活動

Ｈ24.９　　　　　　
Ｈ25.１　　　　　
Ｈ26.４

福 島 県 福島第一原子力発電所に対する警備活動（３回）

Ｈ28.４～
Ｈ28.５ 三 重 県 「Ｇ８主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）」に伴う警備活動

Ｈ29.７ 福 岡 県 九州北部豪雨に伴う災害警備活動

Ｒ１.10 東 京 都 天皇陛下の御即位に伴う儀式等における警護警備

２  沖縄県警察特殊部隊の概要と任務
平成17年９月６日、県警察に全国で８番目の特殊部隊（ＳＡＴ）が発足しました。

同部隊は、深刻さを増す銃器情勢等に的確に対応するため、北海道、警視庁、千葉、神奈

川、愛知、大阪、福岡及び沖縄の８都道府県に設置されており、立てこもりやハイジャック

事件等に出動し、人質や関係者の安全を確保しつつ、事態を鎮圧して被疑者を検挙すること

を主たる任務としています。

特殊部隊（ＳＡＴ）
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第５節 警察航空隊の活動
令和３年10月１日より、災害対応等における警察用航空機の迅速かつ的確な運用のため、

沖縄県警察航空隊及び航空隊における航空機の運用に関する事務が地域部地域課から警備部

警備第二課に移管されました。

１  警察航空隊の活動
警察航空隊は、ヘリコプターの特性である高速性、広視界性、機動性を生かし、

○　離島の事件・事故の救援及び捜索検索活動

○　海浜等における遭難者等の救助及び警戒活動

○　各種警戒警備活動及び災害時の救援活動

○　交通渋滞状況の把握及び交通広報活動

○　その他各種運動の広報活動及び行政支援活動

等を行い、県民の安全・安心の確保に当たっています。

２  警察航空隊の沿革
当県は、大小160の島々から成る島しょ県であり、これらの島々や周辺海上などにおける

水難事故、大規模災害事故、警衛・警護、交通管制などの諸警察事象に迅速に対応するため

に警察航空機（ヘリコプター）の配備が望まれていました。県警察では、警察航空機の配備

計画を進め、昭和55年７月に運用を開始し、令和４年４月１日現在、警察航空機２機体制で

活動を行っています。

沖縄における警察航空隊の沿革(略年表)
S53 警察庁へ警察航空機の配備要請を実施（昭和54年度予算で配備が決定）

S54.4 警務課に警察航空隊を設置

S54.7 防衛庁から航空隊長兼操縦士(警部)と操縦士(警部補)をそれぞれ採用

S55.1 防衛庁と民間公募により整備士３人を採用

S55.7.18 警察航空機(ヘリコプター)が到着し､ 沖縄県警察航空隊開所式を挙行

警察航空機の愛称を ｢しまもり｣ と命名

警察航空隊基地と格納所は､ 那覇空港事務所所有の建物を一部借上

S58.4 副隊長制度を導入し､ 防衛庁職員を副隊長として採用

S63 民間からの公募により整備士２人を採用

H1.10 警察航空隊の業務を警務課から外勤課（現地域課）に移管

H6.3.29 警察本部新庁舎屋上ヘリポートの運用開始

H7.4 警察官１人を派遣し､ アメリカでの訓練を経て操縦士技能証明を取得

H8.3 警察航空隊基地と格納庫を那覇空港西側地区の一角に新築移転

H8.12 新規警察航空機(ヘリコプター)１機を導入し､ 複数運用を開始。愛称を「しまもり２号｣ と命名

H9.6 警察官１人を防衛庁へ派遣し､ 操縦士技能証明を取得

H11 民間からの公募により､ 整備士２人を採用

H12.3 S55.７月配備の ｢しまもり｣ の後継機を導入。後継機の愛称を「しまもり１号｣ と命名

H21.3 H８.12月配備の ｢しまもり２号｣ の後継機を導入。後継機の愛称を「なんぷう」と命名

R2.12 H12.3月配備の ｢しまもり｣ の後継機を導入

R3.10 警察航空隊の業務を地域課から警備第二課に移管
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第８章　公安の維持と災害対策～警備警察

警

備

部

昭和54年４月に離島における事件、事故の救援及び捜査活動や災害時における救助活動
に備え、沖縄県警察航空隊が発足しました。

昭和55年７月、初めて警察航空機としてヘリコプター「しまもり（ 初代）」が導
入され、平成８年12月には「しまもり２号」が配備され２機運用となりました。

令和４年４月現在、「しまもり（ ３代目）」（ 令和２年導入）及び「なんぷう」（平
成21年導入）が配備されており、「空からの警ら活動」を行い沖縄の安全・安心な県
民生活を守っています。

「警察航空隊」コ
ラ ム

しまもり（３代目） なんぷう
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警察情報通信業務は、「警察通信」、「情報管理」及び「情報技術解析」の３つで
構成され、情報通信技術を通じて警察活動を支えています。

　警察の「神経系統」として、県内に張り巡らせ
た無線多重回線、電気通信事業者の専用回線等に
より構成される警察基幹通信網を整備し、24時間
維持管理するほか、災害等においては現場映像を
撮影し、警察本部等に伝送します。

　大規模な事故や災害の発生に際して、現場の状況を把握して、
的確な指示を行うため、現場で撮影した各種映像等を伝送

　無線多重回路、電気通信事業者の専用回線等に
より、警察庁と都道府県警察等を結ぶ各種情報通
信システムの基板災害に強いものとするため、複
数のルート化を実施

衛星通信機材設置状況

衛星通信車による映像伝送状況

固定通信施設の点検状況

警察本部に設置されている警察通信用アンテナ

衛星通信

固定通信

警察通信

警察庁

宮古島警察署
沖縄県警察本部

八重山警察署

警察情報通信

複数ルート化の
イメージ
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パトカー

ヘリコプター

警察署

車載通信系
警察本部を中心とした、警察署、パトカー、ヘリコプター
等との間の無線通信系

署活系
警察署単位で構成される、警察署と警察官との間の無
線通信系

携帯通信系
局所的な警察活動等、携帯無線機相互間の無線通信系

携帯通信系

　県警察が保有する情報を全国的に共有できるよ
うにするため、データーベースを整備し、24時間
維持管理しています。

情報処理センター

運転免許センター 照会センター

運転免許証 現場警察官等

　情報社会の進展に伴い電子機器があらゆる犯罪
に悪用されるとともに、サイバー犯罪やサイバー
攻撃など、サイバー空間の脅威も増大している情
勢において、これらに関する警察活動を技術的な
面から支援しています。

スマートフォン等
電子機器解析状況

登録･
照会

照会

照会

回答

発行

回答

回答

移動通信

情報管理 情報技術解析

車載通信系

署活系
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１  警察情報通信の概要
⑴ 警察情報通信の業務

警察の情報通信部門では、全国のあらゆる事件、事故又は災害の発生時に直ちに対応でき

るよう、警察の「神経系統」ともいえる情報通信基盤を整備し、24時間体制で運用しています。

また、全国の都道府県警察が必要とする情報を共有できるよう警察庁のデータベースに情

報を登録し、一元的な管理を行う警察情報管理システムを構築することで、被疑者の早期検

挙等、第一線警察活動の支援や運転免許の即日交付等、県民に対する行政サービスの向上に

取り組んでいます。

さらに、近年の急速な情報社会の進展に伴い、電子機器があらゆる犯罪に利用されるとと

もに、サイバー犯罪、サイバー攻撃といったサイバー空間の脅威も増大していることから、

これらについて技術的な面から対処しています。

県警察においても、国の機関である九州管区警察局沖縄県情報通信部（以下「沖縄県情報

通信部」という。）がこうした県下の警察通信施設の新増設等整備や保守を行い、全国統一

的な警察通信の機能維持を図っています。

九州管区警察局沖縄県情報通信部（令和４年４月１日現在）
所属名 主な業務

通 信 庶 務 課 部内における福利厚生及び健康管理、給与、予算、物品管理等に関する業務

機 動 通 信 課 機動警察通信隊、通信施設の運用・保守等に関する業務

通 信 施 設 課 通信施設の新設・改修、通信施設の保守の計画等に関する業務

情 報 技 術 解 析 課 犯罪の取締りのための情報技術の解析等に関する業務

⑵ 警察情報通信の基盤
警察活動を行う上で警察情報の的確な伝達は必要不可欠であり、大規模災害発生時等にお

いても通信を途絶させないことが必要です。平成23年の東日本大震災においても、電気通信

事業者回線が不通となる中、警察情報通信はその機能を維持しました。

警察では、独自に整備・維持管理している無線多重回線（マイクロ回線）、電気通信事業

者の専用回線、衛星通信回線等の多様な回線により、警察庁から管区警察局、都道府県警察

本部、警察署、交番、駐在所等を全国的に結んでいます。これらの回線を基盤として、警察

電話、移動通信システム、通信指令システム、警察情報管理システム等の各種情報通信シス

テムを整備しています。

また、無線多重回線（マイクロ回線）等の２ルート化やＩＰ化を図るほか、全国情報通信

部の職員が、回線や各種情報通信システムの状況を常時監視し、緊急時の応急措置を執るな

どの維持管理を行うことにより、高い信頼性、耐災害性を実現しています。

２   県警察における警察通信の変遷
日本復帰前は、琉球警察本部警務部通信課において通信業務全般を掌握していましたが、

復帰に伴い九州管区警察局沖縄県通信部（以下「沖縄県通信部」という。）に引き継がれました。

復帰後、年次計画及び沖縄海洋博覧会、交通方法変更、第42回国民体育大会等の大規模警

察活動等に合わせて通信業務の整備拡充が行われました。

平成16年には、情報通信技術の急速な進展やインターネットをはじめとしたネットワーク

インフラ普及に伴い、沖縄県通信部を沖縄県情報通信部と改称するとともに、情報技術解析

課を新設し現在に至ります。

第９章　警察活動の基盤を支える警察情報通信
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第 9章　情報活動の基盤を支える警察情報通信

情
報
通
信
部

沖縄における警察通信の変遷(略年表)

日本復帰前

終戦直後 第二次世界大戦で警察通信施設は壊滅

沖縄民政府により、一般通信施設が復興、警察も加入電話を各警察署等に設置

S28～S36 警察専用の通信手段（有線、超短波無線）の整備に着手、警察通信体制確立

S29.4 琉球警察本部警務課に「通信係」を設置

S40.4.1 警務部に用度課を新設し、「通信係」を設置（警務課通信係の業務を移管）

S43.8.1 警務部用度課を装備課に改称

S45～ 日本政府の援助を受け、警察通信用庁舎の建設を開始（通信施設の整備・拡充）

S45.3.1 警務部に「通信課」を新設（用度課廃止に伴い、通信業務を移管）

日本復帰後

S47.5.15 警務部通信課を廃止し、九州管区警察局沖縄県通信部に業務を移管

H13.4.1 通信運用課、有線通信課、無線通信課を機動通信課、通信施設課、通信技術指
導官に改編

H16.4.1 組織改編により、九州管区警察局沖縄県情報通信部に改称

通信技術指導官を廃止し、情報技術解析課を設置

３  機動警察通信活動  
⑴　機動警察通信隊の活動 

重大事件・事故、災害等の突発的事態が発生した場合や、警衛・警護警備を実施する場合

等において、現場の状況を的確に把握して円滑な指揮、命令、報告等を実施することは必要

不可欠です。

これらの事案が発生した場合等において、迅速かつ的確に警察本部と現場警察官との通信

手段を確保するため、沖縄県情報通信部に機動警察通信隊を設置し、現場の映像を警察本部

等にリアルタイム配信することや、警察無線の不感地帯を解消するため臨時の無線中継所を

設置するなど、現場の状況に応じた各種通信対策を行っています。

�

⑵　機動警察通信隊の設置・変遷
日本復帰に伴い沖縄県通信部に機動通信班が設置されて以降、機動通信隊への改称を経て、

機動警察通信隊として有事における機動通信活動を実施しています。

沖縄における機動警察通信隊の設置(略年表)
日本復帰後 S47.5.15  九州管区警察局沖縄県通信部に「機動通信班」を設置

S50.3.28 機動通信班の体制を強化し「機動通信隊」に改称

H6.11.1 広域化する事案に対応するため「機動警察通信隊」に改称

H13.4.1 組織改編に伴い機動通信課長(隊長)に沖縄県警察から警察官(警視)が出向

事故、災害等を想定した現場映像の撮影・伝送訓練
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⑶　大規模警備等の通信対策 
日本復帰後、当県においては、数多くの警衛・警護警

備等の大規模警備等が実施され、各種通信対策を行って

きました。平成12年「第26回主要国首脳サミット」の警

護警備や、平成24年「第32回全国豊かな海づくり大会」

の行幸啓警衛警備等の大規模な警備体制を伴う警備にお

いては、同時に大規模な警備通信対策が必要となり、沖

縄県情報通信部だけでは人的、物的にも対応が難しいこ

とから、警察庁、管区警察局及び各都道府県情報通信部

から機動警察通信隊の派遣と、相当数量の通信機器の支

援を得て、万全な体制をもって各種通信対策を行ってい

ます。

また、重大事件が発生した場合、捜査員と一体となっ

て犯罪捜査の現場に出動するなど、現場の捜査活動に必

要な通信を確保したり、人身安全関連事案の捜査を支援

するため通信対策をするなど犯罪者の検挙や県民の安全･

安心の確保へとつながるように務めています。�

４  通信施設の整備
日本復帰前の県警察の通信施設は琉球警察本部が整備しており、機器の性能も低く絶対量

も不足していたため、情報伝達の需要に対応できていない状況でしたが、復帰に備え日本政

府の財政援助により日本の警察通信システムに合わせた施設整備が進められました。

復帰後は、国の機関である「九州管区警察局沖縄県通信部」が設置され、電話交換機や無

線中継所、車載・携帯無線機などの県警察の通信施設整備を担当することとなりました。

その後も情報通信技術の進展や犯罪情勢の変化に伴い、様々なシステムの整備を行ってき

たほか、警察本部や警察署の新庁舎建設に伴う通信施設整備等を行い県警察の活動を支えて

います。

全国の情報通信部に配置されている機動警察通信隊は、重大事件・事故、大規模災害、
警衛・警護等に係る警察活動において、その指揮に資する通信を確保することを任務とし

ています。
沖縄県情報通信部の機動警察通信隊においても、これまで各種警察活動等の実施

時において担当所属と緊密に連携をし、衛星通信車やヘリコプターテレビシステム
等を活用して、現場の映像をリアルタイムで警察本部等に伝送するなど、的確な現
場指揮の実施に貢献しています。 

「現場を支える機動警察通信隊」コ
ラ ム

事故現場の映像伝送 警衛警備の映像通信対策

大規模警備における映像機器の運用

大規模警備における映像伝送装置の設置
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第 9章　情報活動の基盤を支える警察情報通信

情
報
通
信
部

⑴ 無線設備
日本復帰当初は、アナログ方式の無線機を使用しており、無線中継所も少ない����������

状況でした。無線通話量の増大により昭和48年には通信系を分割し、その後も無線中継所の

拡充整備を行ってきました。

��昭和60年代には、社会一般に安価な無線機が普及するのに伴って警察無線を傍受、妨害す

るケースが増加したことにより、昭和62年３月に警察移動無線がデジタル化されました。

その後も、社会情勢の変化や九州・沖縄サミット警護警備に対応するため、無線中継所の

拡充整備を行い、平成17年には暗号強度の向上及びサービスエリアの拡大を実現したＡＰＲ

形警察移動通信システム（Advanced� Police� Radio）が整備されました。同システムは、整

備から15年が経過し老朽化が進んだことから、令和２年度にＩＰＲ形警察移動無線通信シス

テム（Integrated� Police� Radio）に更新され、パトカーや白バイに搭載された車載用無線

機の他、携帯用無線機、受令機、警察本部や警察署等の装置等、移動無線通信システムで使

用するすべての装置が新しくなりました。

ＩＰＲ形警察移動無線通信システムは、老朽化したＷＩＤＥ通信システムを統合し、また、

別途整備した高度警察情報通信基盤システム（ＰⅢ：ポリストリプルアイ）との連係により

通信エリアを拡張する機能等が盛り込まれ、更に高度化されたシステムとなりました。

また、地域警察官の街頭活動の強化、緊急配備の効率化等のため警察署を中心に運用する

携帯形の無線システムとして署活系無線機が整備され活用されていましたが、整備後20年以

上経過し老朽化したことに加え、初動警察刷新強化が求められたことから、平成22年度に地

域警察デジタル無線システムとして、音声通信機能を担うＰＳＷ形移動通信システム（police�

station�walkie－talkie）に高度化更新されました。

【ＰⅢの現場での活用】

⑵ 電話設備
日本復帰前の有線通信施設は磁石式交換機による電話のみで、電話交換手が通話相手に接

続するシステムで、回線容量も少なく情報伝達の需要に充分対応できていない状況でした。

��昭和45年からは自動交換機の整備が始まり、昭和55年には県内すべての警察署で自動交換

機の整備が完了しました。

その他の機能

グループ通信機能

データ端末間で、グループでの通信

をする機能

運転免許証読み取り機能

データ端末により、運転免許証の情報

を読み取る機能

多言語翻訳機能

データ端末に入力した音

声又は文字を翻訳

29言語に対応

※画像はイメージ

English

英語

日本語

Japanese

【入力文】

何をお探しですか。

【翻訳結果】

What are you looking for？

【再翻訳結果】

何をお探しですか。

マイクボタンを押して話してください。

110番事案情報表示機能

110番情報 管轄署

0時00分
迷惑駐車 〇〇署

1時23分
万引き 〇〇署

2時34分
騒音 〇〇署

3時45分
けんか口論 〇〇署

4時56分
迷子 〇〇署

現場の地理情報

等を表示

110番事案情報一

覧を表示

※表示画面はイメージ

画像、映像伝送機能

現場警察官からの報告
動態管理端末

現場の画像、映像についても

受信可能

ＰⅢ
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昭和60年から整備を開始した電子交換機により、転送機能やコールピックアップ機能のよ

うに現在使用している多くの機能が使用できるようになりました。

平成21年度から警察基幹通信網の再編整備として、交換装置相互間を接続する通信回線を

ＩＰ化し、ＩＰ電話機の新規導入等、電話交換システムのＩＰ化を行いました。

⑶　その他のシステム
平成６年に運用開始したＷＩＤＥ通信システム（警察版の携帯電話システム）は、車載端

末、携帯端末同士や警察電話、加入電話等への双方向通話ができるほか、複数の都道府県に

またがった広域の通信系を構築することができるシステムでしたが、移動通信の高度化によ

り令和２年に運用停止となりました。

衛星通信システムは、山間部、離島等地形

等に影響されず全国どこからでも通信を行う

ことができるシステムです。当県には、固定

設備、可搬設備のほか、衛星通信車の整備も

あり、大規模な事故や災害発生時には、現場

からの可搬カメラ映像やヘリコプターテレビ

システムで撮影した映像を警察本部や警察庁

等に伝送することが可能となっています。

電話交換手（昭和60年代） 現在のＩＰ電話機

ヘリコプターテレビ

　移動通信の新たなシステムとして、スマー
トフォンやタブレット端末等で構成され、映
像伝送機能、グループ通話機能等が利用でき
るＰⅢを整備し、平成31年４月から運用開始
しています。

　また、警察が独自に整備・維持管理している車載
通信系の既存システム（ＡＰＲ形警察移動通信シス
テム）が老朽化したことに伴い、ＩＰＲ形警察移動
無線通信システムの整備を行いました。通常では警
察無線が届かない地域や災害現場においても、パト
カー等に搭載された無線機が臨時に中継する機能の
ほか、ＰⅢ端末とペアリングすることで警察無線エ
リアをさらに広げることが可能な機能等、耐災害性
に優れたシステムとなっています。

「警察移動無線通信システムの更新整備」
コ
ラ ム

設定確認・通話試験状況
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５  警察捜査を支える情報技術解析
⑴　犯罪の取締りへの技術支援

コンピュータ、スマートフォン等の電子機器は、国民、県民に広く浸透するとともに、あ

らゆる犯罪に悪用されるようになってきており、デジタル・フォレンジック（犯罪の立証の

ための電磁的記録の解析技術及びその手続）による客観証拠の収集が捜査に必要不可欠となっ

ています。

沖縄県情報通信部では平成16年４月の情報技術解析課設置以降、県警察の要請に基づき、

捜索差押現場における技術支援のほか、コンピュータやスマートフォン等の解析を行うなど、

県警察と一体となって犯罪捜査を支えています。

デジタル・フォレンジックの概要

⑵　サイバー攻撃に対する体制
警察では、サイバー攻撃対策の技術的基盤として、警察庁、管区警察局（支局）及び都道

府県（方面）情報通信部にサイバーフォースと呼ばれる技術部隊を設置しており、沖縄県情

報通信部においても、県警察のサイバー攻撃対策部門に対する技術支援を実施しています。

また、県警察と連携し、重要インフラ事業者等に対する情報セキュリティに関する情報提

供、事案発生を想定した共同対処訓練の実施等、官民連携の強化に努めているほか、サイバー

攻撃事案発生時には県警察と連携して、被害状況の把握、被害拡大の防止、証拠保全等にお

ける技術的な緊急対処を担っています。

⑶　解析能力向上のための取組
情報通信技術の急速な発展によりIoT機器

等新たな電子機器の出現や自動運転システム

の実現に向けた技術開発等が進む中、今後も

情報技術解析の対象は拡大していくと予想さ

れます。このような情勢の中で、沖縄県情報

通信部では、県警察からの技術支援要請に的

確に対応できるよう、新たな電子機器サービ

スに関する情報の収集や関連技術の習得を積

極的に行うほか、警察大学校に設置されてい

る附属警察情報通信学校において高度な解析

技術を持つ人材を育成するなど解析能力の向

上を図っています。

情報技術解析実習の様子
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○所 在 地：那覇市与儀１丁目２番９号
○電話番号：０９８－８３６－０１１０那覇警察署

１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い那覇警察署設置（警務、会計、刑事第一、
刑事第二、防犯少年、警備、外勤及び交通の８課）

●昭和49年４月１日
　警務課を総務課に改称、会計課廃止

●昭和51年４月１日
　総務課を警務課に改称、会計課設置

●昭和52年７月15日
　刑事第三課設置

●昭和63年10月30日
　庁舎新築移転（現在地）

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成５年５月13日
　暴力団対策課設置、交通課を廃止、交通対策課、交通
指導課設置

●平成６年４月１日
　防犯少年課を廃止、防犯課、少年課を設置

●平成６年11月１日
　防犯課を生活安全課に改称

●平成８年４月１日
　留置管理課設置

●平成19年４月１日
　交通指導課廃止、交通捜査課設置

●平成30年４月１日
　暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称

●令和４年４月１日現在
　警務、留置管理、会計、生活安全、地域、少年、刑事
第一、刑事第二、刑事第三、組織犯罪対策、交通対策、
交通捜査及び警備の13課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１市１町６村
那覇市（豊見城署管轄区域を除く。）、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南
大東村及び北大東村（182.55ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
26万8,941人　　13万4,361世帯

⑶　管内情勢
那覇市（豊見城署管轄区域を除く。）、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南

大東村及び北大東村の１市１町６村を管轄する。
那覇市は県都として人口32万人余を有する政治・経済・文化の中心地であり、国内外及び周辺
離島への航路など海上交通の玄関口である那覇港、幹線道路の国道58号、同329号、同330号、沖
縄自動車道などの終点となっているほか、多くの観光客が訪れる首里や歓楽街である松山地区を
擁するなど、中心市街地及び新都心地区を核としたまちづくりで発展している。
管内離島は、本島の西約90㎞にある県内５番目に大きい久米島、夏場マリンレジャーで賑わう慶良間

諸島国立公園を有する慶良間諸島、映画のロケ地や自然海塩で有名な粟国島、集落が国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定された渡名喜島、本島の東方約360㎞にあり製糖が盛んな大東諸島となっている。

管轄区域

現庁舎

旧庁舎
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⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア 刑法犯認知件数

�

イ 交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　首里城公園

首里城は沖縄の歴史・文化を象徴する城であり、平成４年、
日本復帰20周年を記念して国営公園として復元された（令和元
年に正殿等が消失）。首里城跡のほか、園内にある園比屋武御
嶽石門（そのひゃんうたきいしもん）、同公園直近の玉陵（た
まうどぅん）は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世
界遺産として登録されている。

⑵　那覇ハーリー
約600年前に中国から伝わったとされ、爬龍船を漕ぎ競うこ
とで航海の安全と豊漁を祈願する伝統的な行事である。毎年５
月の連休中に那覇港新港ふ頭で開催され、市民が競う一般競争
ハーリー、伝統行事の御願バーリー、本バーリーなどが行われる。

⑶　那覇大綱挽
1450年頃に始まり、市民が幸福を祈願して大綱を引く伝統行
事である。国道58号久茂地交差点において実施され、使用される綱は全長200ｍ、総重量40tで、
平成７年ギネスブックによって「世界一のわら綱」と認定されている。
�

４  特異重要な事件事故等
⑴　那覇市前島におけるビル建築現場陥没事故（昭和 48 年）

昭和48年11月26日、那覇市前島に建築中の琉海ビル工事現場が、約5,700㎡にわたって突然陥
没する事故が発生した。同所に隣接する国道58号も長さ約53m、幅約17mにわたり欠損し、周辺建
物及び車両が埋没した。県警察では災害警備本部を設置して延べ約1,000人の警察官を動員し、
二次災害の防止、被害者の救護等に当たった。

⑵　暴力団抗争時における高校生を巻き添えにした殺人事件（平成２年）
平成２年11月22日、那覇市前島において、三代目旭琉会と沖縄旭琉会の対立抗争に巻き込まれ、

抗争とは無関係の高校生が沖縄旭琉会側の暴力団組員に銃撃され死亡する事件が発生した。被疑
者らは逮捕され、本件を機に県民全体による暴力団排除の意識が高まり、同年12月21日には県知
事を長とする「暴力団追放沖縄県民会議」が結成された。

⑶　首里城火災（令和元年）
令和元年10月31日深夜、首里城公園の城郭内の建築物群において出火し、平成４年に復元され
た正殿を中心とする建築物群が焼損した。
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１  沿革
●平成９年10月22日
　豊見城警察署新設（警務、会計、生活安全、地域、刑
事第一、刑事第二、交通及び警備の８課）

●平成15年４月１日
　刑事課設置（刑事第一課と刑事第二課を統合）

●平成17年２月10日
　刑事課廃止、刑事第一課設置、刑事第二課設置

●平成27年４月１日
　留置管理課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、留置管理、会計、生活安全、地域、刑事第一、
刑事第二、交通及び警備の９課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）
　２市
　豊見城市及び那覇市（国場川以南の小禄地区、那覇空
港等）（31.37ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
　12万7,372人　　5万6,175世帯

⑶　管内情勢
那覇市のベッドタウンとして人口増加が著しい豊見城市及び那覇市の小禄地区（昭和29年まで
小禄村）の２市を管轄する。
管内には、南北に走る国道331号、県道７号線、同256号線、東西に走る那覇空港自動車道（国
道506号）などの幹線道路があり、沖縄の空の玄関「那覇空港」や、沖縄都市モノレールの起点で
ある日本最西端の那覇空港駅、自衛隊那覇基地、米軍那覇港湾施設等が所在している。
小禄地区は、日本復帰後、大型店舗やスーパー、中小企業、県営・市営団地等の増加による都
市化の傾向が著しいほか、「豊見城市地先開発事業」として那覇空港の南側を埋め立てた豊崎地区は、
新興住宅地のほか、企業、大型商業複合施設等が誘致され、観光客が増加するなど活況を呈している。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

現庁舎

管轄区域
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○所 在 地：豊見城市字瀬長17番地８
○電話番号：０９８－８５０－０１１０豊見城警察署
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イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　海軍壕公園

公園内にある壕は、昭和19年、日本海軍設営隊によって掘られ、
全長450ｍあったと言われており、当時は4,000人の兵士が収容さ
れていた。
沖縄戦末期、司令官であった大田實海軍少将は「沖縄県民斯ク
戦ヘリ」の電報を送った後、多数の将兵とともに玉砕した。
戦後の遺骨収集の後、昭和45年観光開発事業団によって司令官
室を中心に復元され、戦跡公園として県内外に知れ渡っている。

⑵　奥武山公園・奥武山総合運動場
昭和34年に開設された当県初の運動公園で、「産業まつり」、「那
覇まつり」などのイベントのメイン会場として利用されるほか、
３万人収容可能な野球場「沖縄セルラースタジアム那覇」をはじめ、
県立武道館、弓道場、プール、多目的広場などがあり、多種多様
なスポーツ、イベントに幅広く利用されている。

⑶　沖縄空手会館
空手は日本を代表する武道であり、空手発祥の地である当県で
は、沖縄空手を独自の文化として保存・継承・発展させるため、「空
手」発祥の地沖縄を国内外に発信し、空手の神髄を学ぶ拠点として、
平成29年３月４日に「沖縄空手会館」が開館した。
会館内には、空手道場や鍛錬室のほか、沖縄空手の歴史が学べ
る展示室等が設置されている。

４  特異重要な事件事故等
⑴　那覇市山下町における指定暴力団中野会副会長射殺事件（平成 14 年）

平成14年４月20日、那覇市山下町等において、来県して空港から車両で移動中の中野会副会長が、
オートバイで追跡してきた対立する暴力団傘下組員により銃撃され殺害された事件。県警察では
特別捜査本部を設置、綿密な捜査により同年７月30日に長崎県内で潜伏中の被疑者を逮捕した。

⑵　那覇空港における航空機（中華航空機炎上）事故 (平成 19 年 )
平成19年８月20日、中華航空120便は台北の桃園国際空港を離陸後、那覇空港に着陸し、41番ス
ポットに停止した直後、右主翼燃料タンクから漏れた燃料に引火して炎上、機体は一部を残して
焼失した。同機には乗員・乗客165人が搭乗していたが、全員が非常脱出して、死傷者はいなかった。

⑶　那覇市具志在喫茶店における持凶器強盗殺人事件（令和２年）
令和２年５月25日早朝、客として来店した被疑者が、店内で女性従業員に対し、刃物を突きつ
け金銭を要求、頸部を切りつけるなどして、死亡させ同店から金銭を強取した事件。県警察では
特別捜査本部を設置、所要の捜査により、翌日被疑者を通常逮捕した。

平成９年

豊見城警察署新設
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い糸満警察署設置（刑事及び交通の２課）

●昭和53年４月１日
　外勤課設置、留置場開設

●昭和53年４月８日
　庁舎新築移転(西崎町（現糸満市西崎））

●昭和55年４月１日
　警務課設置

●昭和61年４月１日
　警備課設置、刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年11月１日
　刑事防犯課廃止、生活安全課設置、刑事課設置

●平成22年４月１日
　会計課設置

●令和２年３月２日
　庁舎新築移転(現在地）

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、交通及び警備の７課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）
　１市１町　　糸満市及び八重瀬町（73.58ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
　9万4,521人　　4万385世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島南部の糸満市及び八重瀬町の１市１町を管轄している。
沖縄本島南部の幹線道路である国道331号、同507号、県道77号線（糸満与那原線）、同82号線（那
覇糸満線）などが走り、国道331号バイパスは豊見城市瀬長から糸満市真栄里まで連結され、那覇
市及び那覇空港方面へのアクセスが向上している。
糸満市は沖縄本島最南端に位置し、海人（ウミンチュ＝漁師）の生活文化、食文化、芸能等が
色濃く残る地域である。現在、同市は糸満漁港を中心に食品加工施設や物流拠点施設、中小企業
の工場等が立地するなど沖縄県下でも有数の工業団地地域となっている。
八重瀬町は、平成18年１月に東風平町及び具志頭村が合併して誕生した。那覇市に近接しており、
国道の整備、区画整理事業等により都市化が進んでいる。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数
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○所 在 地：糸満市字糸満1736番６
○電話番号：０９８－９９５－０１１０糸満警察署
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イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　県営平和祈念公園

糸満市字摩文仁に所在し、公園内には沖縄戦の写真や
遺品などを展示した平和祈念資料館や沖縄戦で犠牲となっ
た全ての人々の氏名を刻んだ「平和の礎」、戦没者の鎮魂
と永遠の平和を祈る「平和祈念堂」がある。また、摩文
仁の丘には国立沖縄戦没者墓苑や府県、団体の慰霊塔が
建立されており、国内外の観光客をはじめ、慰霊団、修
学旅行生等が多く訪れる観光の要所となっている。
また、毎年６月23日の慰霊の日に「沖縄全戦没者追悼式」
が開催される。
�

⑵　糸満ハーレー
糸満漁港中地区（糸満市糸満）で毎年旧暦５月４日（５
月下旬～６月頃）に行われる行事である。現在では旧暦
の８月15日に行われる糸満大綱引きと並んで糸満の二大
年中行事の一つとして地域の人々の中に定着し、唯一の
海の祭りとして盛大な催しになっている。
また、沖縄ではハーレー鉦が梅雨明けを告げるとも言
われており、県民に広く知られた行事である。

⑶　富盛の石彫大獅子（ともりのせきちょうおおじし）
八重瀬町字富盛に1689年（尚貞２年）設置された県内
最古の村落獅子である。
同所では沖縄戦当時激しい地上戦が行われ、同獅子には現在も当時の弾痕が確認できる。
昭和49年に県の有形民俗文化財に指定された。

４  特異重要な事件事故等
⑴　第四次暴力団対立抗争に伴う暴力団組員殺害事件（昭和 49 年）

昭和49年に結成された沖縄連合旭琉会内部において、組員に対する冷遇に絡む内輪揉めは、沖
縄連合旭琉会主流派と反主流派の上原一家が対立する第四次抗争事件へと発展したが、そのうち
の一事件として、昭和49年12月９日夜半、反主流派幹部が沖縄市所在のキャバレーで飲酒して帰
宅途中のところ、主流派組員２名が拉致し、糸満市在海岸で殺害後、崖下に投棄する事件が発生。
直ちに捜査本部を設置して被疑者２人を検挙した。

⑵　白銀病院事件・ひめゆりの塔事件（昭和 50 年）
昭和50年７月17日、沖縄国際海洋博覧会御臨席のため、当県に行啓された皇太子及び同妃殿下（現
上皇上皇后両陛下）に対し、極左暴力集団のメンバー計４人が
　○　白銀病院から自動車お列に空きびん、角材片などを投てき
　○　ひめゆりの塔で御参拝中の両殿下に対して爆竹と火炎びんを投てき
する事件が発生したが、両殿下にお怪我等はなく被疑者は全員逮捕された。

⑶　国立沖縄戦没者墓苑関係警衛警備等の実施（昭和 50 年以降）
国立沖縄戦没者墓苑（県営平和祈念公園内）は先の大戦の犠牲者を慰霊するため建立され、皇
族及び閣僚等の来県の際に献花することが通例となっており、警衛警備等が行われている。
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○所 在 地：島尻郡与那原町字与那原3085番地
○電話番号：０９８－９４５－０１１０与那原警察署

１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い与那原警察署設置（刑事及び交通の２課）

●昭和52年７月15日
　留置場開設

●昭和53年４月１日
　外勤課設置

●昭和55年４月１日
　警務課設置

●昭和59年３月22日
　庁舎現地建て替え（現在地）

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年11月１日
　刑事防犯課廃止、生活安全課設置、刑事課設置

●平成８年４月１日
　警備課設置

●平成22年４月１日
　会計課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、交通及び警備の７課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）
　１市２町
　与那原町、南風原町及び南城市（65.88ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
　10万6,232人　　4万3,996世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島南部の与那原町、南風原町及び南城市の１市
２町を管轄している。
管内には沖縄本島の南部と北部を結ぶ幹線道路である国道329号及び那覇空港自動車道並びに南
部を周回する国道331号が通っており、沖縄本島各地へのアクセスが良い。
与那原町は那覇、南部、中部へつながる交通の要所として知られ、近年東海岸地区にマリンタ
ウン東浜を形成し、急速に発展しており、平成21年の人口増加率が県内１位となって以降も、高
い水準で人口が増加している。
南風原町は、那覇市に近接しベッドタウン化が顕著であり、大型商業施設やアパート、マンショ
ンが立ち並ぶなど都市化が進展している。
南城市は、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産登録された「斎場御嶽」、神の
島と呼ばれる「久高島」、「あざまサンサンビーチ」等の観光スポットも多数所在していることから、
近年外国人も含め観光客が多く見られる。

旧庁舎

現庁舎

管轄区域
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与那原警察署

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　斎場御嶽（せーふぁうたき）

斎場御嶽は、南城市知念に所在する史跡である。
琉球の創世神「アマミキヨ（アマミク）」が創った御嶽の一つとされ、
琉球王国時代には国王が巡幸し、また最高位の女神官である聞得大君（き
こえおおきみ）の就任儀礼「御新下り」が行われたことから、「最高の聖地」
として多くの人に崇められてきた。
平成12年、首里城跡などとともに「琉球王国のグスク及び関連遺産群」
として世界遺産に登録された。

⑵　与那原大綱曳
豊作祈願の神事として始まったとされる与那原大綱曳は、その始まり
は1500年代の琉球尚永王時代に遡ると言われ、440年余の歴史を誇る。
もともとは旧暦６月26日の豊作占い行事であったが、戦後改められ、現
在では那覇大綱挽、糸満大綱引と並んで沖縄三大大綱として知られている。
令和４年４月、与那原町社会福祉センター２階に「大綱曳資料館」が
リニューアルオープンし、綱曳の由来や特徴等を学ぶことができる。

⑶　飛び安里（とびあさと）
ライト兄弟が動力飛行を成功させる遥か前の琉球王朝時代に、飛び安里と呼ばれる親子は、二
代に渡って試行錯誤を重ね、南風原町津嘉山の高津嘉山からの飛行に成功したと言われている。

４  特異重要な事件事故等
⑴　自衛隊基地銃器庫からのカービン銃窃盗事件（昭和 52 年）

昭和52年６月、航空自衛隊知念分屯基地銃器庫からカービン銃８丁が窃取される盗難事件が発
生した。県警察では特別捜査本部を設置、沖縄連合旭琉会幹部を首謀者とする本件実行行為者の
ほか、幇助、隠匿など関連する犯人11人を検挙し、盗品のすべてを押収した。

⑵　九州・沖縄サミット開催に伴うカナダ首相警備（平成 12 年）
平成12年７月、カナダのクレティエン首相（当時）は、九州・沖縄サミット開催に伴う来県を
期に南風原町の招へいに応じ、南風原町役場や町内のレクリエーション施設を訪問した。
同訪問に伴い、県警察では、地域ボランティア等と連携して警備を完遂した。

⑶　佐敷町における連続殺人・殺人未遂事件（平成 13 年）
平成13年８月、被疑者が佐敷町在の自宅で両親を包丁で刺した後、自宅を飛び出し、ウォーキ
ング中の男性や通りがかった主婦のほか、近くの広場で遊戯中の児童２人を殺傷する連続殺人・
殺人未遂事件が発生した。県警察では被疑者を犯行直後直ちに現行犯逮捕した。
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○所 在 地：浦添市仲間２丁目51番１号
○電話番号：０９８－８７５－０１１０浦添警察署

１  沿革
●昭和60年４月１日
　浦添警察署新設（警務、会計、防犯少年、外勤、刑事、
交通及び警備の７課）

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成５年５月13日
　刑事課廃止、刑事第一課・刑事第二課設置

●平成６年11月１日
　防犯少年課を生活安全課に改称

●平成11年４月1日
　少年課設置

●平成23年４月１日
　留置管理課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、留置管理、会計、生活安全、地域、少年、刑事第
一、刑事第二、交通及び警備の10課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）
　１市１町１村　　浦添市、西原町及び中城村の一部（35.38ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
　15万1,288人　　6万7,369世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島中部の浦添市、西原町及び中城村の一部の１市１町１村を管轄している。
幹線道路として、管内西側を国道58号、中央部を同330号及び沖縄自動車道並びに東側を国道329
号が南北に縦断しているほか、平成30年に新たに臨港道路浦添線・国道58号浦添北道路が開通して
おり、沖縄本島南部と中北部を結ぶ交通の要所となっている。
管内は沖縄都市モノレールが延伸したことで、経塚駅、浦添前田駅及び終点のてだこ浦西駅が開
業し、那覇方面からのアクセス性や利便性が向上するとともに、沿線地区の都市開発化が進んでいる。
また、琉球大学や沖縄キリスト教学院大学などの教育機関、ユネスコ世界無形文化遺産「組踊（く
みおどり）」や琉球舞踊などの沖縄伝統芸能の保存振興、定期公演を行っている国立劇場おきなわ
も所在する。
近年、西海岸地区では米軍牧港補給地区の返還が予定され、県内最大級の大型商業施設が開業す
るなど、一体的な開発を見据えたまちづくりが進んでいるほか、東海岸地区でも「中城港湾マリン
タウンプロジェクト」によって造成が進み、住宅や工業地域が整備されるなど著しく発展している。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数
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浦添警察署

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　浦添城跡（うらそえじょうあと）

舜天王の居城とも、英祖王統や察度王統時代に築城され
たとも伝わる。15世紀頃の首里遷都までは、中山の王城と
して栄えた。1609年の島津侵攻で戦火にあったことや、そ
の後、尚寧王が城を修復して隠居したことが記録で知られ
ている。
城跡は太平洋戦争中の前田高地の戦闘で大きく損傷した
が、北側の英祖王と尚寧王の陵墓は浦添ようどれとして戦
後の修復工事を経て残っている。平成元年に国の指定史跡
となった。

⑵　内間御殿（うちまうどぅん）
内間御殿は、琉球王朝第二尚氏の始祖・金丸(尚円王)の
旧住宅跡に、その没後190年を経た後に建てられた神殿を中
心とする祭祀空間。その後２回の改修を経るが、沖縄戦で
焼失し、戦後再建、改修され、平成23年に国指定史跡となった。

⑶　てだこまつり
英祖王の神号「えそのてだこ」にちなみ命名されたまつ
りで、浦添運動公園を主会場に開催される。屋富祖大通り
歩行者天国の前夜祭から始まり、浦添三大王統まつり、て
だこ演舞まつり、市民総踊りカチャーシー、花火ショーな
どが催される。

４  特異重要な事件事故等
⑴　国立劇場おきなわ開場に伴う天皇皇后両陛下行幸啓に伴う警衛警備（平成 16 年）

平成16年１月18日、文化庁、日本芸術文化振興会、国立おきなわ劇場運営財団主催の「国立劇
場おきなわ」開場記念公演(御冠船踊を想定した王朝絵巻等)の開催に伴い、天皇皇后両陛下（現
上皇上皇后両陛下）の御臨席を賜った。浦添警察署警衛警備実施本部を立ち上げるとともに、浦添・
西原地区地域安全協力会総決起大会を開催して地域住民と一体となった警衛警備を完遂した。

⑵　浦添市屋富祖における現住建造物等放火殺人事件（平成 21 年）
平成21年１月から５月にかけ、屋富祖住宅街において家人２名が焼死する事件を含めた連続放
火事件が発生した。挙署一体となった捜査を推進するとともに、自警団による警戒が行われる中、
職務質問を端緒に被疑者の身柄を確保して取り調べた。当初頑強に否認していた被疑者は、粘り
強くかつ条理を尽くした取調べに犯行を自供するに至り、十数件の放火及び現住建造物等放火殺
人により事件送致した。

⑶　旭琉會二次組織総長らによる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反等 (組
織的建造物損壊 )事件（平成 31 年）
平成31年４月４日、旭琉會二次組織組員らが組織的に共謀の上、市内の繁華街テナントビルに
ダンプカーを衝突させて損壊する事件が発生した。県警察では所要の捜査を実施。組織的な犯行
であることを立件して同二次組織総長を含む延べ11名の暴力団員及び関係者５名を逮捕した。

てだこまつり
(写真提供：浦添市)

浦添城跡
(写真提供：浦添市)
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○所 在 地：宜野湾市真志喜２丁目１番３号
○電話番号：０９８－８９８－０１１０宜野湾警察署

１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い普天間警察署設置（刑事、防犯少年、警備、
外勤及び交通の５課）

●昭和48年２月15日
　刑事第二課設置

●昭和49年４月１日
　刑事第二課廃止、総務課設置

●昭和51年４月１日
　刑事第二課設置

●昭和52年７月15日
　総務課を廃止、警務課、会計課を設置

●昭和54年７月31日
　庁舎新築移転(現在地）

●昭和54年９月１日
　宜野湾警察署に改称

●昭和60年４月１日
　刑事第二課廃止、刑事第一課に吸収、刑事課に改称

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成５年５月13日
　刑事課廃止、刑事第一課設置、刑事第二課設置

●平成６年11月１日
　防犯少年課を生活安全課に改称

●平成11年４月1日
　少年課設置

●平成19年４月１日
　留置管理課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、少年、刑事第一、刑事第二、交通及び警備の９課

２  管内概況（令和４年４月１日現在） 
⑴　管轄自治体（管内面積） １市１村 

宜野湾市及び中城村（�35.33ｋ�㎡�）

⑵　管轄人口、世帯数
12万2,540人　　5万5,680世帯

⑶　管内情勢 
沖縄本島中部に位置する宜野湾市及び中城村の１市１村を管轄する。
幹線道路として、管内西側を国道58号、中央部を同330号及び沖縄自動車道並びに東側を国道
329号が走り、本島南部と本島北部を結ぶ交通の重要な地点となっている。
米軍普天間飛行場が中央部に位置する為、宜野湾市の市街地はドーナツ状に発展し、特異な形
状を示しているほか、那覇都市圏の外延的な拡大に伴い、市街地化が進展している。また、大型
会議やイベントなどが開催される沖縄コンベンションセンターも所在している西海岸は、大型商
業施設の進出や国道58号宜野湾バイパスの浦添延長などで近年発展が著しい。
中城村は、那覇市、沖縄市両都市圏の外縁部にあたり、琉球大学の立地等で市街地化が進み、
南上原地区は土地区画整理事業に基づくまちづくりで発展している。

管轄区域

旧庁舎

庁舎建て替えのため、 令和３年10月仮庁舎へ移転、
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⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　中城城跡（なかぐすくじょうあと）

中城城跡は、中城村と北中城村にまたがる標高約160ｍの
高台上に位置し、沖縄戦の戦火を免れ県内で最も原型をと
どめていることで有名である。
昭和47年国指定史跡に指定され、平成12年には「琉球王

国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録された。

⑵　沖縄コンベンションセンター
県立の会議展覧施設として昭和62年に開館。隣接してト

ロピカルビーチを含む宜野湾海浜公園、宜野湾マリーナ、
宜野湾市立野球場、同市立体育館などの施設がある。同一
帯はコンベンションエリアと言われ、多様なイベント等が
開催されている。

⑶　宜野湾はごろも祭り
毎年夏に開催される宜野湾市で一番大きな夏祭りであり、市に伝わるはごろも伝説をモチーフ

とした察度王歴史絵巻行列、エイサー、飛衣羽衣（とびんすはにんす）カチャーシーなど多彩な
催しが行われる。

４  特異重要な事件事故等
⑴　第四次暴力団対立抗争に伴う暴力団理事長殺害事件（昭和 49 年）

昭和49年の沖縄連合旭琉会の内部対立から第四次対立抗争が勃発し、同年10月24日宜野湾市真
栄原在のクラブにおいて、遊興中の沖縄連合旭琉会の理事長を反主流派上原組の組員が拳銃で射
殺する事件が発生し、直ちに初動捜査及び警戒措置を実施して被疑者を検挙した

⑵　沖縄国際大学における米軍ヘリ墜落事故（平成 16 年）
平成16年８月13日、米海兵隊所属のＣＨ53Ｄヘリコプターが、沖縄国際大学の構内に墜落炎上

した。事故現場に、県警察、消防、米軍等が臨場し、消火活動、救助活動、立入規制、交通規制
等が実施された。同事故を受け、内閣危機管理官の任命、事故対応に関するガイドラインの合意
など米軍事故にかかる危機管理体制が強化されることとなった。

⑶　第 46 回米州開発銀行年次総会に伴う警衛警備（平成 17 年）
平成17年４月、皇太子殿下（現天皇陛下）は、沖縄コンベンションセンター劇場棟で行われる

第46回米州開発銀行年次総会開会式御臨席及び地方事情御視察のため、行啓になられた。
県警察では、所要の体制を構築し、３日間に及び警衛警備を実施した。
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○所 在 地：沖縄市山里２丁目４番20号
○電話番号：０９８－９３２－０１１０沖縄警察署

１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴いコザ警察署設置（刑事、防犯少年、警備、
外勤及び交通の５課）

●昭和48年２月15日
　刑事第二課設置

●昭和49年４月１日
　総務課設置

●昭和52年７月15日
　�総務課を廃止、警務課、会計課を設置

●昭和54年９月１日
　沖縄警察署に改称

●平成２年10月10日
　庁舎現地建て替え(沖縄市胡屋）

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成５年５月13日
　暴力団対策課設置

●平成６年４月１日
　防犯少年課廃止、防犯課、少年課設置

●平成６年11月１日
　防犯課を生活安全課に改称

●平成８年４月１日
　留置管理課設置

●平成16年４月1日
　刑事第三課設置

●平成19年４月１日
　交通課廃止、交通対策課、交通捜査課設置

●平成24年４月１日
　渉外警ら隊を生活安全部地域課に移管

●平成24年10月９日
　庁舎新築移転(現在地）

●平成30年４月１日
　暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称

●令和４年４月１日現在
　警務、留置管理、会計、生活安全、地域、少年、刑事第一、刑事第二、刑事第三、組織犯罪対策、
交通対策、交通捜査及び警備の13課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１市１町１村　　沖縄市、北谷町及び北中城村（75.19ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
18万9,762人　　8万5,321世帯

⑶　管内情勢
中部圏域の中核都市である沖縄市、西海岸地区を活かしたまちづくりが進む北谷町及び中城城跡、
中村家住宅等歴史遺産が残る北中城村の１市１町１村を管轄する。
幹線道路として南北を国道58号、同329号及び同330号並びに東西を県道23号線、同24号線及び
同130号線が走っている。
管内には、極東最大かつ最も活発な米空軍基地である嘉手納飛行場をはじめとする米軍基地や、
指定暴力団「旭琉會」の本部事務所も所在している。
コザ運動公園には県内最大となる多目的アリーナ「沖縄アリーナ」、西海岸地区には若者や駐留
米軍関係者等の人気スポットである「美浜アメリカンビレッジ」、ライカム地区には返還軍用地の
跡地利用による県内最大級の大型ショッピングモールが開業するなど商業化が著しく進展している。

管轄区域

現庁舎

旧庁舎
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沖縄警察署

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　中村家住宅（なかむらけじゅうたく）

現存する建物は、18世紀中頃に建てられたと伝わっており、
戦前の沖縄の住居建築の特色を全て兼ね備え、当時の上層農
家の生活を知る上でも重要な構造であることから、昭和31年
に琉球政府の文化財指定を経て、昭和47年日本復帰と同時に
国の重要文化財に指定された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵　泡瀬ビジュル
1768年ころ、泡瀬の地に移り住んだ開拓者高江洲義正翁が、
海面に浮かぶ霊石を「ビジュル神」として祀ったのが始まり
とされている。子安（子授け、子育て）、無病息災・旅の安全・
交通安全の神様として各地からの参拝者が絶えない。

⑶　沖縄全島エイサーまつり
昭和31年に旧コザ市の誕生に合わせて開催されたのが始まりで、毎年旧盆の翌週末に３日間に
わたり開催され、延べ約30万人の観客動員数を誇る県内最大のエイサーイベントである。

４  特異重要な事件事故等
⑴　第 42 回国民体育大会、第 23 回全国身体障害者スポーツ大会警衛警備（昭和 62 年）
「きらめく太陽、広がる友情」をスローガンに、第42回国民体育大会（海邦国体）が沖縄県総合
運動公園を主会場として開催された。８月に夏季大会、10月に秋季大会を行い、同年11月には全
国身体障害者スポーツ大会（かりゆし国体）が開催され、秋季大会とかりゆし国体には皇太子同
妃両殿下（現上皇上皇后両陛下）が行啓された。

⑵　暴力団抗争時における警察官殺害事件（平成 2年）
平成２年11月23日、第六次暴力団対立抗争時に、警戒中の警察官２名が拳銃で殺害された。そ
の後、実行犯１名を逮捕したが、現在逃亡中の被疑者１名を警察庁指定重要指名手配中である。

⑶　北谷町における米軍人による強姦事件（平成 13 年）
平成13年６月29日、北谷町内の駐車場において、強姦事件が発生した。県警察は捜査の結果、
米軍人を被疑者として割り出すも、身柄が日米地位協定に基づく「米軍手中」にあったことから、
警察庁、検察庁等との協議の結果、逮捕状の発付を得た。警察庁が外務省に対し、日米合同委員
会を開催し拘禁の移転要請を提起するよう求めた結果、日本国政府は米国政府に対し、被疑者の
起訴前の拘禁移転を要請。その後、日米合同委員会において被疑者の拘禁の移転が合意され、通
常逮捕するに至り、同事件は「起訴前の身柄引渡し全国第２号事件」となった。
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い嘉手納警察署設置（刑事及び交通の２課）

●昭和53年４月１日
　外勤課設置

●昭和58年３月21日
　庁舎新築移転(現在地）

●昭和58年４月１日
　警務課設置

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年11月１日
　刑事防犯課廃止、生活安全課設置、刑事課設置

●平成８年４月1日
　警備課設置

●平成23年４月１日
　会計課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、交通及び警備の７課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１町１村　　嘉手納町及び読谷村（50.40ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
5万5,064人　　2万2,815世帯

⑶　管内情勢
町面積の約82%が米軍基地として接収されている嘉手納町及び日本一人口の多い村読谷村（令和
４年４月現在）の１町１村を管轄する。
管内に南北を走る国道58号、読谷半島を一周する県道６号線及び嘉手納ロータリーから沖縄市
へ通じる同74号線の幹線道路があるが、嘉手納町、読谷村ともに嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫地
区などの米軍基地に多くの土地を軍用地として提供しており、他に幹線道路が無いことから、隣
接する市町村への交通アクセスは制約を受けている。
管内は、読谷村北西部に位置する景勝の地「残波岬」、護佐丸によって築城され平成12年に世界
遺産として登録された座喜味城跡などの名所のほか、西海岸ではリゾートホテルの進出が相次ぎ、
嘉手納ロータリー周辺は「嘉手納タウンセンター構想」で市街地の再開発が著しく進んだ。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

管轄区域

現庁舎

旧庁舎
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○所 在 地：中頭郡嘉手納町字嘉手納560番地
○電話番号：０９８－９５６－０１１０嘉手納警察署
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イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　座喜味城趾（ざきみじょうあと）

座喜味城は、三山時代、初代琉球国王・尚巴志の今帰仁
城攻略に参加した有力按司の護佐丸によって15世紀初頭に
築城されたと伝えられている。琉球国王の居城の首里城と
緊密な連携を図る防衛上の必要性から、首里城より眺望可
能な丘陵に立地している。グスクは２つの郭からなり、城
壁は曲線を描いており、アーチの石門も現存するグスクで
は最も古いもので、美しい建造物である。
平成12年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として
世界遺産に登録された。

⑵　残波岬（ざんぱみさき）
残波岬は村の北西部に位置し、地形は隆起サンゴ礁から
なる海岸大地で、北側は険しい断崖となっている。岬は古
くから航路の目標で、現在では灯台が設置されている。県
内でも有数の景勝地で、岬の北側エリアは海岸国定公園に
指定されているほか、残波岬一帯は自然景観と海岸利用を
合わせた残波岬公園として整備されている。

⑶　野國總管まつり（のぐにそうかんまつり）
野國總管は北谷間切の野国村に生まれ育ち、後に中国に
渡り、1605年に甘藷（かんしょ：いも）を琉球に持ち帰っ
た人物と伝えられている。この遺徳を顕彰し甘藷を「野國いも」の愛称で呼ぶとともに、甘藷発
祥の地・嘉手納を広くアピールするため、「野國總管まつり」が毎年開催されている。

４  特異重要な事件事故等
⑴　読谷村における国旗焼却事件（昭和 62 年）

昭和62年10月26日、読谷村の平和の森公園において開催された、第42回国民体育大会少年男子
ソフトボール競技開会式の際、球場バックスクリーンに掲揚された日本国旗を引き下ろし焼却す
る事件が発生し、被疑者を検挙した。

⑵　読谷村における米軍人によるひき逃げ死亡事件（平成 21 年）
平成21年11月７日、読谷村の路上において、米軍人が運転する普通乗用車がウォーキング中の
男性に衝突後、現場から逃走し、被害者が死亡するひき逃げ事件が発生した。県警察では、所要
の捜査を行い容疑者を浮上させるも、同人は任意聴取を拒否し、捜査は難航したが、客観的証拠
を積み重ねた結果、被疑者を自動車過失運転致死罪及び道路交通法違反で検挙した。

⑶　読谷村残波岬灯台付近における強盗殺人事件（平成 31 年）
平成31年３月２日、読谷村の海岸で殺人事件と判断される女性の変死体が発見された。県警察
では捜査本部を設置し、所要の捜査を粘り強く推進した結果、被疑者が被害者から金品を強奪す
る目的で被害者を残波岬灯台付近に誘い出し、断崖から海中に突き落として溺死させた強盗殺人
事件と判明したことから、強盗殺人で、被疑者を検挙した。
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残波岬

座喜味城跡

嘉手納警察署
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い具志川警察署設置（刑事及び交通の２課）

●昭和52年７月15日
　留置場開設

●昭和53年４月１日
　外勤課設置

●昭和55年４月１日
　警務課設置

●昭和56年８月１日
　警務課廃止

●昭和59年４月１日
　警務課設置

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年４月１日
　刑事防犯課廃止、防犯少年課設置、刑事課設置

●平成６年11月１日
　防犯少年課を生活安全課に改称

●平成６年11月11日
　庁舎新築移転(現在地）

●平成８年４月1日
　警備課設置

●平成17年４月１日
　うるま警察署に改称

●平成19年４月１日
　会計課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、交通及び警備の７課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１市　　うるま市(石川警察署管轄区域を除く。）（65.36ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
10万1,504人　　4万3,938世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島中部の勝連半島根幹部に位置するうるま市（石川警察署管轄区域を除く。）を管轄する。
幹線道路は、沖縄市とうるま市石川を結ぶ県道75号線、勝連半島を縦横に結ぶ同10号線、同33
号線などが通っている。
管内は、北部の栄野比から平良川、東部の与那城及び屋慶名並びに西部の赤道は、旧来からの
住宅街である。南部は、大型店舗の進出が進む前原地区や中城港湾新港地区工業団地の州崎地区
となっている。米軍基地は、海兵隊のキャンプ・マクトリアス、キャンプ・コートニー、陸軍貯
油施設等が存在する。
また、東は金武湾、中城湾及び太平洋に面しており、海岸線には具志川火力発電所、米海軍、
海上自衛隊、石油基地や漁港などの施設がある。
離島は、海中道路で本島側の屋慶名と結ばれた平安座島、橋で連結された宮城島、伊計島、浜
比嘉島、平敷屋港から定期航路で渡る津堅島などがある。

管轄区域

現庁舎

旧庁舎

○所 在 地：うるま市字大田100番地
○電話番号：０９８－９７３－０１１０うるま警察署
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うるま警察署

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　勝連城跡（かつれんじょうあと）

勝連城は、15世紀、海外貿易により勝連に繁栄をもたらした
阿麻和利（あまわり）が居城したとして有名で、平成12年に「琉
球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録された。
自然の断崖を利用した難攻不落の城と言われその城壁は優雅
な曲線を描き、頂上に登ると太平洋に輝く青い海が一望できる
沖縄有数の景勝地である。

⑵　ワイトゥイ
ワイトゥイは、平安名集落南西部の農耕地に通じる断崖を掘
削した農道で、長さ約150m、高さは最高所で20ｍある。長年、
村人は比殿バンタの急崖の険阻な山道を登り降りしていたが、
この苦難を解消するために昭和７年から同10年にかけてこの断
崖を掘削、横断農道を開通させた。

⑶　平敷屋エイサー（へしきやえいさー）
エイサーの原型とも言われ、200年以上の歴史ある地元エイサー
に明治37年当時県内で評判だった名護エイサーを取り入れたも
ので、東西二組に分かれている。ハントー（酒がめ）を持ち、白と黒で統一された衣装を身にま
とい裸足で踊るなど古くからの型を守り続けており、旧盆時期には人々の注目を集めている。�

４  特異重要な事件事故等
⑴　水中銃使用による銀行強盗事件（昭和 57 年）

昭和57年４月10日、具志川市（現うるま市）赤道在の銀行において、水中銃で脅迫の上、現金
418万円余を強奪する強盗事件が発生。県警察では直ちに捜査本部を設置して被疑者を検挙した。

⑵　うるま市大田における米軍属による殺人・死体遺棄事件（平成 28 年）
平成28年４月、うるま市大田でウォーキング中の女性が行方不明との届け出を受理し、所要の
捜査等を実施した結果、米軍属が被疑者の殺人・死体遺棄事件として判明、任意同行のうえ追及
したところ、乱暴目的で被害者を殺害後、恩納村内の雑木林に遺棄したことを自供したことから、
逮捕・起訴して事件を解決した。

⑶　うるま市与那城伊計における米軍海兵隊ヘリ緊急着陸事案（平成 30 年）
平成30年１月６日、米軍海兵隊のＵＨ１ヘリコプターが飛行中、メインローターの回転速度超
過を示す警告表示により、うるま市与那城字伊計の海岸に緊急着陸。１月８日、別のヘリコプター
により吊り下げ撤去され、ホワイトビーチまで空中運搬された。
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死亡事故：件交通事故：件 交通事故、死亡事故発生件数
交通事故 死亡事故

ワイトゥイ

勝連城跡
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い石川警察署設置（刑事及び交通の２課）�

●昭和52年７月15日
　外勤課設置

●昭和56年７月15日
　庁舎新築移転(現在地）

●昭和56年８月１日
　警務課設置、留置場開設

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成３年４月１日
　警備課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年４月１日
　刑事防犯課廃止、防犯少年課設置、刑事課設置

●平成６年11月１日
　防犯少年課を生活安全課に改称

●平成22年４月１日
　会計課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、交通及び警備の７課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体

１市１町２村　
うるま市（うるま警察署管轄区域を除く。）、金武町、恩納

村及び宜野座村(141.20㎢)

⑵　管轄人口、世帯数
5万3,019人　　2万5,058世帯

⑶　管内情勢
うるま市（うるま署管轄区域を除く。）金武町、恩納村及び宜野座村の１市１町２村を管轄する。
幹線道路として、西海岸側を国道58号、東海岸側を同329号並びに東西を結ぶ県道73号線、同88号
線及び同104号線が走っている。
管内のうるま市石川地区は、いわゆる「平成の大合併」以前は、戦後沖縄の発祥の地として知られ
た旧石川市の地域である。
恩納村の西海岸地区は、県内随一のリゾート観光地として、国内外から多数の観光客が訪れるほか、
沖縄科学技術大学院大学も所在するなど近年発展が著しい。
金武町及び宜野座村の山地から東海岸側は、米軍海兵隊の実弾射撃演習が実施されるキャンプ・ハ
ンセンや、金武ブルー・ビーチ訓練場、金武レッド・ビーチ訓練場などの米軍基地が所在するととも
に、国管理の漢那ダム、県管理の鍋川ダム、宜野座村管理の大川ダムなどが所在する地域となっている。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

○所 在 地：うるま市石川東山本町１丁目１番１号
○電話番号：０９８－９６４－４１１０石川警察署

管轄区域

現庁舎

旧庁舎
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石川警察署

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　万座毛（まんざもう）

沖縄本島のほぼ中央にあり、琉球石灰岩の断崖と、崖上の芝生の公園からなっており、県指定
の名勝である。由来は1726年、尚敬王が「万人が座するに足る毛（野原）」と賞賛し名前がついた
と言われている。

⑵　ウッカガー（金武大川）
金武町並里集落の中央に位置する共同井泉で、町の指定文化
財。水道が普及するまで住民生活の井泉として利用された。干
ばつ時にも渇水せず、余水は武田原に注ぎ、稲、水芋の産地を
形成している。

⑶　うるま市の闘牛
闘牛は、沖縄では古くから大衆娯楽として親しまれ、現在で
も沖縄本島中部地域のまつりの核として行われるなど、伝統的
な娯楽として定着している。
うるま市は「闘牛が最も盛んなまち」として知られ、同市は
無形民俗文化財に指定、平成30年には「闘牛のまち宣言」を発
表している。
　

４  特異重要な事件事故等
⑴　沖縄本島北部における米軍人３人による少女暴行事件（平成７年）

平成７年９月４日、沖縄本島北部で買い物から帰宅途中の小
学生が米軍人３人に車両に連れ込まれ暴行される事件が発生。県警察では捜査本部を設置、逮捕
状を取り、米軍に身柄引き渡しを要求したが、日米地位協定に基づき拒否され、９月29日の起訴
後に身柄が引き渡された。
同年10月21日には少女暴行事件糾弾・日米地位協定見直し要求の「沖縄県民総決起大会」が開
催されることとなった。

⑵　キャンプ・ハンセンにおけるヘリ墜落事故（平成 25 年８月）
平成25年８月５日、米空軍嘉手納基地所属のＨＨ60Ｇヘリコプターが、キャンプ・ハンセン内
中部訓練場（宜野座村に連なる訓練地区）に墜落し、乗員１人が死亡、３人が負傷する事故が発
生した。

⑶　キャンプ・ハンセンの実弾射撃訓練に伴う施設外への流弾事故 ( 平成 20 年、平成 29 年）
管内では、キャンプハンセン周辺で流弾事故が日本復帰後５回発生している。
平成以降における事故として、平成20年12月13日、金武町伊芸区内民家に駐車中の乗用車ナンバー
プレートが破損し銃弾様のものが発見される流弾事故が、平成29年４月上旬にキャンプハンセン
内の安富祖ダム建設現場で水タンクと車両に傷が付き、付近から銃弾様のものが発見される流弾
事故が発生し、県警察ではそれぞれ事件送致した。
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ウッカガー

万座毛
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　　復帰に伴い名護警察署設置
　　（刑事及び交通の２課）
●昭和52年７月15日
　　外勤課設置、防犯少年課設置
●昭和55年４月１日
　　警務課設置
●昭和55年５月15日
　　庁舎新築移転(現在地）
●平成３年４月１日
　　会計課設置

●平成４年８月１日
　　外勤課を地域課に改称
●平成５年５月13日
　　警備課設置
●平成６年11月１日
　　防犯少年課を生活安全課に
改称

●令和４年４月１日現在
　　警務、会計、生活安全、地
域、刑事、交通及び警備の
７課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１市３村　　名護市、国頭村、大宜味村及び東村（551.14ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
7万3,402人　　3万6,223世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島北部の１市３村（名護市、国頭村、大宜味村及び東村）
を管轄しており、総面積は551.14㎢で、沖縄本島総面積の約46％
を占める。
人口比率は、名護市87.3％、国頭村6.4％、大宜味村4.1％、東
村2.2％となっている。
地場産業として、名護市は県内でも農業生産高が高く、多品目
の農作物が栽培されているほか、鶏卵やブロイラー、養豚などの
畜産業も盛んで、近年では在来豚（アグー）の知名度も高い。ま
た、プロ野球のキャンプが開催される市営球場を擁した広大な21
世紀の森公園が所在し、多くの観光客が訪れる。
国頭村は村面積の約84％を亜熱帯照葉樹林が占め、ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ヤンバルテ
ナガコガネなどの希少生物が生息し、平成28年には、大宜味村、東村の一部と併せ、やんばる国
立公園に指定されている。主な産業は第三次産業が60.3％と群を抜いており、建設業、リゾート
観光業などが特徴的である。また、村内には沖縄本島最北端である辺戸岬が所在する。
大宜味村は第一次産業が盛んで、山地におけるシークヮーサーやマンゴー等の果樹のほか、椎
茸の栽培も行われている。また、喜如嘉区では伝統の芭蕉布づくりが完全な手作業で行われており、
伝統技術を継承している「喜如嘉の芭蕉布保存会」が、国の重要無形文化財の保持団体として認
定されている。
東村は、県内最大の福地ダムを擁し、県民の水甕という重要な一面を担っている。主な産業は
第一次産業で、パイナップルやカボチャの生産が盛んである。また、元プロゴルファーの宮里藍
さん、兄の聖志さん、優作さんの出身地としても有名である。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数
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○所 在 地：名護市東江５丁目21番９号
○電話番号：０９８０－５２－０１１０名護警察署

管轄区域

現庁舎

旧庁舎
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名護警察署

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　名護城（なんぐすく）

名護市字名護に所在する城跡（ぐすく）である。現在、城跡
一帯は「名護中央公園」として整備され、山頂付近まで車両及
び徒歩のいずれでもアクセスできる。
また、日本さくら名所100選の一つとして「名護城公園」が選
ばれていることから、休日には多くの観光客で賑わいをみせている。

⑵　辺戸岬（へどみさき）
やんばる国立公園内に所在する沖縄本島最北端の岬である。
一帯は石灰岩特有のカルスト地形を示し、海食崖が発達してい
る。遊歩道が整備され、眺望が良く、辺戸岬から約22㎞離れた
鹿児島県最南端の与論島を望むことができることから、通年で
観光客が絶えない。
かつて、沖縄県が米国施政権下にある頃、日本国への復帰を
願い、この岬から狼煙を上げた歴史的事実も存在する。

⑶　塩屋湾のウンガミ
約500年の歴史があるウンガミ（海神祭）は、五穀豊穣、無病
息災を祈願する祭りで、大宜味村田港区、屋古区、塩屋区及び
白浜区を中心に、旧盆明けの初亥の日に行われる。
主に女性中心の祭祀で、祭り前夜に神事を司る「カミンチュ（神
人）」が、ニライカナイの来訪神を迎える祈願から始まる。祭り一番の見所はウガンバーリー（船
漕ぎ競争）である。腰まで海水に浸かり太鼓を打ち鳴らしながら懸命にゴールを目指して漕ぐ男
性を迎える女性の姿は圧巻で、熱気は最高潮に達する。地域の人々が敬虔な気持ちで形を変えず
に受け継いできたことが認められ、平成９年に国の重要無形民俗文化財に指定された。

４  特異重要な事件事故等
⑴ 名護市内における女子中学生誘拐殺人事件（平成８年）

平成８年６月21日、帰宅途中の女子中学生が被疑者２名に誘拐された上、殺害され、山中に遺
棄される事件が発生した。
事件は県民の耳目を集め、捜索活動には警察ばかりではなく、自治体、付近住民等多くの有志
が参加し、その範囲は県内一円に及んだものの、被害者の遺体発見という残念な結末であったが、
被疑者２名を逮捕した。

⑵　第 26 回主要国首脳会議（沖縄サミット）の開催（平成 12 年）
平成12年７月21日から23日までの間、名護市字喜瀬所在の「万国津梁館」において、８か国首
脳及び欧州委員会委員長が出席して開催され、開催前段から大規模警備が実施された。

⑶　大宜味村内における死体遺棄事件（平成 20 年）
平成20年12月中旬、大宜味村字田港所在の畑に掘られた穴から、バラバラにされた遺体が発見
された。
発見場所等の鑑識後、被疑者らが浮上し、多額の預貯金等を所有している被害者が狙われた強
盗殺人・死体遺棄事案と判明し、その後、被疑者５名を逮捕した。

⑷　米軍ヘリ不時着炎上事故（平成 29 年）
平成29年10月、東村字高江所在の牧草地に米軍ヘリが緊急着陸した。
現場では規制線を設けて、名護署員、警備部機動隊員、警察本部の捜査員等を大量に投入し、
現場保存や所要の捜査を実施したが、米軍機の操縦士や整備士等からの聴取には至らず、事故原
因も不明のまま令和２年９月25日に送致し、翌月時効を迎えた。
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い渡久地警察署設置（刑事及び交通の２課）

●昭和53年４月１日
　外勤課設置

●昭和57年３月25日
　庁舎新築移転(現在地）

●昭和57年４月１日
　本部警察署に改称

●昭和58年12月１日
　警務課設置

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年11月１日
　刑事防犯課廃止、生活安全課設置、刑事課設置

●平成８年４月１日
　警備課設置

●平成13年４月１日
　生活安全・刑事課設置（生活安全課・刑事課の統合）

●平成15年４月１日
　地域・交通課設置（地域課・交通課の統合）

●平成17年２月10日
　地域・交通課廃止、地域課設置、交通課設置

●平成23年４月１日
　会計課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全・刑事、地域、交通及び警備の６課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１町４村　　本部町、今帰仁村、伊江村、伊平屋村及び伊是名村（154.31ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
2万9,431人　　1万4,553世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島北部の本部町及び今帰仁村並びに本島北方の離島伊江村、伊是名村及び伊平屋村の１町４村
を管轄する。
幹線道路として、本部半島を国道449号及び同504号が周回している。
本部町は沖縄本島北部の本部半島の先端に位置し、周辺離島航路のみならず国際旅客船の寄港など海
上交通の玄関口である本部港、多くの観光客が訪れる海洋博公園や美ら海水族館などの観光施設が所在
する。
今帰仁村は、伊是名・伊平屋航路が発着する運天港、今帰仁城跡、マリンレジャーで賑わう古宇利島
などが所在する。
管内の離島は、城山（伊江島タッチュー）やゆり祭りが有名な伊江村、第二尚氏王統の始祖・尚円王
の生地と知られる伊是名村及び天の岩戸伝説で知られるクマヤー洞窟のある伊平屋村となっている。

○所 在 地：国頭郡本部町字大浜850番地１
○電話番号：０９８０－４７－４１１０本部警察署
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本部警察署

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　海洋博公園・沖縄美ら海水族館

昭和50年に沖縄国際海洋博覧会が開催された際、政府館として水
族館が出展され、その跡地が国営沖縄海洋博覧会記念公園（現国営
沖縄記念公園海洋博覧会地区（海洋博公園））となった以降も水族館
として親しまれたが、施設老朽化に伴い、平成14年に新たに沖縄美
ら海水族館として開館した。
黒潮、サンゴ礁など沖縄周辺の海を再現し、多くの観光客が訪れる。

⑵　城山（ぐすくやま）
伊江島のほぼ中央にある標高172ｍの岩山で、村外からは「伊江島
タッチュー」の名で親しまれている。その独特な形から、古くから
近海を航海する船が目印にしていた。
登山口には、航海の安全や健康、豊作を祈願する城山御嶽がある。

⑶　今帰仁城跡（なきじんじょうあと）
今帰仁城は、13世紀ころ、本部半島の標高約100ｍに築城された三
山分立時代の北山王の居城である。
最高所の主郭を中心とした連郭式の城で、昭和47年国指定史跡に
指定、平成12年には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世
界遺産に登録された。
毎年１月から２月にかけてカンヒザクラが咲き誇る桜の名所とし
ても知られている。

４  特異重要な事件事故等
⑴　沖縄国際海洋博覧会開催に伴う警衛警備（昭和 50年～昭和 51年）

昭和50年７月、皇太子同妃両殿下（現上皇上皇后両陛下）は、沖
縄国際海洋博覧会名誉総裁として開会式典に御臨席のため初めて当
県へ行啓になられた。
県警察では所要の体制を構築し、警衛警備を完遂した。

⑵　旭琉会二次組織構成員らによる公職選挙法違反等事件（平成 14年）
平成14年９月施行の伊是名村長選挙に際し、旭琉会二次組織構成員らは、詐偽投票を目論み、転入事
実がないのに同村内に住所変更したとの虚偽の届出をなした上で詐偽投票したことで、旭琉会二次組織
構成員４人を逮捕した。

⑶　高校教諭による飲酒運転死亡事故（平成 18年）
平成18年８月25日、伊平屋村において、キャンプに来ていた教職員グループが飲酒後自動車を運転し、
同僚１人を轢いた上、およそ３km引きずり死亡させる事故が発生した。運転者を業務上過失致死等で逮捕、
同乗者５人を道路交通法違反で検挙した。
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１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い宮古警察署設置（刑事及び交通の２課）�

●昭和51年３月25日
　庁舎現地建て替え（平良市（現宮古島市平良）字西里）

●昭和53年４月１日
　外務課設置

●昭和55年４月１日
　警務課設置

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年４月１日
　刑事防犯課廃止、防犯少年課、刑事課設置

●平成６年11月１日
　防犯少年課を生活安全課に改称

●平成８年４月１日
　警備課設置

●平成12年９月５日
　庁舎移転新築（現在地）

●平成17年10月１日
　宮古島警察署に改称

●平成22年４月１日
　会計課設置

●令和２年４月１日
　組織犯罪対策課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、組織犯罪対策、交通及び警備の８課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１市１村　　宮古島市及び多良間村（226.10ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
5万6,558人　　2万9,305世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島から南西約300㎞に位置する宮古島市及び多良間村の１市１村で、宮古列島大小８つの島
しょ（宮古、池間、来間、伊良部、下地、大神、多良間及び水納）を管轄しており、うち、池間、来
間及び伊良部の３島は橋で宮古島と連結している。
幹線道路として、宮古島内の市内中心部を結ぶ国道390号、県道78号線（城辺線）、同190号線（新
里線）、同192号線（久松線）、同230号線（狩俣線）などが走っている。
宮古島では、毎年国際的規模のイベントである全日本トライアスロン宮古島大会、プロ野球選手の
自主キャンプなどが行われているほか、近年観光地としても景況を博しており、令和元年には下地島
空港へ国内外の直行便が就航するなど、入域観光客が増加傾向にあり、島内は、相次ぐリゾートホテ
ルの建設や中心部の西里地区などの繁華街は活況を呈している。

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数
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○所 在 地：宮古島市平良字西里1092番地１
○電話番号：０９８０－７２－０１１０宮古島警察署

管轄区域

現庁舎

旧庁舎

－ 196 －



警
察
署
の
歩
み

宮古島警察署

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　漲水御嶽（はりみずうたき）

漲水御嶽は、「ツカサヤー」とも呼ばれ、宮古島創世神話や人
蛇婚（じんだこん）説話などにいろどられており、古代の宮古
島の人々の源流をさぐる上からも貴重な御嶽である。南側の石
垣は1500年頃、宮古島を支配していた仲宗根豊見親（とぅいみ
やー）が中山王府の先導で八重山のオヤケアカハチの征討に向
かう際、勝利したら神域整備、奉納しようと誓願して、見事勝
利し、戦勝記念に築かれたと伝わっている。

⑵　パーントゥ
宮古島で行われる厄払いの伝統行事。仮面をつけ、草をまとっ
た異形の神（パーントゥ）が集落内を練り歩いて災厄払いをす
るもので、平良島尻（旧暦９月上旬）と上野野原（旧暦12月最
後の丑の日）の２地区に伝承されている。
平成５年に「宮古パーントゥ」として重要無形文化財に指定、
平成30年には、「来訪神仮面・仮装の神々」の１つとしてユネス
コ無形文化遺産に登録された。

⑶　東平安名崎（ひがしへんなざき）
宮古島の東端に突き出た全長約２㎞の岬で、カルスト地形に
固有の海岸性植物群落が展開する独特の自然環境と特有の伝承
を持つ景勝地として、日本都市公園百選の認定を受けている。
国の指定名勝。

４  特異重要な事件事故等
⑴　伊良部町議選における公職選挙法（買収）違反（平成４年）

平成４年施行の町議会議員選挙において、現職町議等が談合
の上で無投票工作を行い、無投票当選となったが、その後、告
発を受け、捜査の結果議員17人、町長を含めた26人の逮捕者を
出す事件となり、逮捕者の沖縄本島への移送にはチャーター機
が使用された。

⑵　ドイツ連邦共和国首相の来島（平成 12 年）
ドイツ連邦共和国ゲアハルト・シュレーダー首相（当時）が、九州・沖縄サミット開催に伴う
来日を期に、上野村（現宮古島市上野）の招聘に応じ、同村の「うえのドイツ文化村」を訪問した。
首相が通過した宮古空港（当時）からドイツ文化村に至る約7キロ区間の県道は、首相の来島を
記念し、「シュレーダー通り」と名付けられた。

⑶　旭琉會二次組織構成員等による六代目山口組傘下組織構成員に対する傷害致死事件（平成 25 年）
平成25年2月18日、宮古島市内の通称イーザト飲み屋街において、旭琉會二代目功揚一家組員に
よる傷害致死事件が発生。同事件は、飲み屋街で他の暴力団組織に所属する被害者経営の飲食店
に対し、みかじめ料を徴収することを目的に乗り込んだが、被害者がこれを拒んだため暴行を加え、
頭部に重傷を負わせて死亡させた事件である。旭琉會と六代目山口組の対立抗争事件への発展が
危惧されたため、県警察では直ちに捜査体制を確立して情報収集と厳重な警戒を実施し、抗争の
発生を未然に防止した。
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○所 在 地：石垣市字登野城894番地１
○電話番号：０９８０－８２－０１１０

１  日本復帰後の沿革
●昭和47年５月15日
　復帰に伴い八重山警察署設置（刑事及び交通の２課）

●昭和50年３月25日
　庁舎新築移転（石垣市美崎町）

●昭和53年４月１日
　外勤課設置

●昭和55年４月１日
　警務課設置

●昭和59年３月22日
　警備課設置

●昭和61年４月１日
　刑事課廃止、刑事防犯課設置

●平成４年８月１日
　外勤課を地域課に改称

●平成６年４月１日
　刑事防犯課廃止、防犯少年課設置、刑事課設置

●平成６年11月１日
　防犯少年課を生活安全課に改称

●平成18年10月30日
　庁舎新築移転（現在地）

●平成22年４月１日
　会計課設置

●令和２年４月１日
　組織犯罪対策課設置

●令和４年４月１日現在
　警務、会計、生活安全、地域、刑事、組織犯罪対策、交
通及び警備の８課

２  管内概況（令和４年４月１日現在）
⑴　管轄自治体（管内面積）

１市２町　　石垣市、竹富町及び与那国町（592.13ｋ㎡）

⑵　管轄人口、世帯数
5万5,733人　　2万8,877世帯

⑶　管内情勢
沖縄本島から南西約400㎞に位置する八重山諸島の中心である石垣市、日本最南端の有人島波照
間島や沖縄本島に次ぐ面積の西表島など大小16の島しょからなる竹富町及び日本最西端の与那国
町の１市２町を管轄する。
石垣島内を周回する国道390号及び県道79号線、西表島を走る同215号線（南風見白浜線）など
が幹線道路となっている。
石垣市は管内居住人口の約９割を占め、観光業も盛んであり、空の玄関口新石垣空港、周辺離
島への発着港の石垣港も所在する。
平成25年３月、新空港開港に伴う東京、大阪からの直行便運行や、大型船の接岸が可能となっ
た新港岸壁には海外から大型クルーズ船が寄港するなど、入域観光客数は年々増加傾向にある。
竹富町は、亜熱帯の大自然、沖縄の伝統的な町並みなどの文化的遺産を訪れる観光客で賑わっ
ている。
与那国町は終戦後人口が約１万2,000人まで急増した後、昭和23年頃から減少の一途であったと
ころ、平成28年に陸上自衛隊与那国部隊が新編されたことにより微増し、現在は1,700人余となっ
ている。

八重山警察署

管轄区域

現庁舎

旧庁舎
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八重山警察署

⑷　刑法犯認知件数、交通事故、死亡事故発生件数
ア　刑法犯認知件数

イ　交通事故、死亡事故発生件数

３  名所・旧跡等
⑴　川平湾（かびらわん）

石垣島の北西部の内陸に入り込んだ湾で、湾内は外海からの
影響が小さく波が静かであるため、古来から風待ち港として使
用されたほか、周囲には御嶽も多く人々の信仰の場となってい
る。紺碧に輝く湾の水面と亜熱帯樹林に覆われた隆起サンゴ礁
の島影が織りなす風景は、平成９年に国指定の名勝にも選ばれ
た。湾内での黒真珠養殖も知られている。

⑵　西表島（西表石垣国立公園）
日本最南端の国立公園。原生的な亜熱帯林、マングローブ林、
サンゴ礁など亜熱帯独特の自然景観が広がり、西表島にのみ生
息する天然記念物のイリオモテヤマネコのほか、希少な動植物
が生息していることから東洋のガラパゴスとも呼ばれている。
島内には、当県最大の落差を誇るピナイサーラの滝、当県最
長の河川である浦内川、その上流にマリユドゥの滝、カンピレー
の滝などがある。

⑶　日本最南端、最西端の碑（波照間島、与那国島）
有人島では日本最南端となる波照間島の高那崎に「日本最南
端之碑」がある。
日本最西端で「国境の島」と呼ばれる与那国島の西崎には「日
本国最西端之地」の碑があり、日本で最後に沈む夕日が見られる景勝地となっている。

４  特異重要な事件事故等
⑴　南西航空機オーバーラン炎上事故（昭和 57 年）

昭和57年８月26日、石垣空港において、那覇発の南西航空844便Ｂ737が着陸に失敗、滑走路をオー
バーランし、滑走路南側の雑木林で停止後機体は炎上した。乗員・乗客138人は全員脱出して死者
はなかったが、50人が負傷する事故となった。県警察は捜査本部を立ち上げて所要の捜査を実施し、
当該機機長を業務上過失傷害で検挙した。

⑵　オウム真理教関係警察庁特別手配被疑者の逮捕（平成８年）
平成８年12月３日、オウム真理教関係の地下鉄サリン事件で逃亡中の警察庁特別手配被疑者が、
同人の逃亡を幇助していた女性とともに那覇からのフェリーで来島し、石垣市内の路上にいたと
ころを八重山警察署員が発見して逮捕した。

⑶　天皇皇后両陛下来島に伴う警衛警備（平成 16 年、平成 30 年）
天皇皇后両陛下（現上皇上皇后両陛下）は、地方事情御視察のため、平成16年に石垣島を、平
成30年に与那国島を行幸啓になられた。県警察ではそれぞれ警衛警備を実施した。
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氏　名 委員長 委　員 職業（就任時）等任　期 任　期
山　田　政　功 S25.12.18 ～ S26.11.19 S25.12.18 ～ S26.11.19
新　垣　義　常 S25.12.18 ～ S26.11.19
桃　原　亀　郎 S25.12.18 ～ S26.11.19
宮　里　栄　輝 S44.10.� 1 ～ S44.10.29 S44.10.� 1 ～ S44.10.29
兼　本　長　英 S44.10.� 1 ～ S44.10.29
比　嘉　利　盛 S44.10.� 1 ～ S44.10.29
石　原　昌　直 S44.11� .7 ～ S47.� 7.� 9 S44.11.� 7 ～ S47.� 7.� 9 会社社長
大　里　喜　誠 S47� .7.10 ～ S49.� 4.15 S44.11.� 7 ～ S49.� 4.15 会社社長
奥　島　憲　雄 S44.11.� 7 ～ S48.� 7.� 9 弁護士
比　嘉　利　盛 S49.� 4.25 ～ S52.� 7.� 9 S47.� 7.10 ～ S56.� 7.� 9 弁護士

波　平　憲　祐 S52.� 7.10 ～ S54.� 7.� 9 S48.� 7.16
S51.� 8.� 1 ～ S51.� 7.15

S54.� 7.31 元高等学校校長

天　願　俊　貞 S54.� 7.10 ～ S55.� 7.� 9 S49.� 7.10 ～ S55.� 7.� 9 弁護士

瀬　長　　　浩

S55.� 7.10
S62.� 7.10
H� 2.� 7.10
H� 5.� 7.10

～

S58.� 7.� 9
S63.� 7.� 9
H� 3.� 7.� 9
H� 6.� 7.� 9

S54.� 8.� 1 ～ H� 6.� 7.31 銀行頭取

安座間　喜　徳 S59.� 7.10 ～ S61.� 7.� 9 S55.� 7.14 ～ S61.� 7.13 元沖縄県警察本部長

照　屋　盛　通
S58.� 7.10
S61.� 7.10
H� 1.� 7.10

～
S59.� 7.� 9
S62.� 7.� 9
H� 2.� 7.� 9

S56.� 7.10 ～ H� 2.� 7.15 団体役員

赤　嶺　義　信 S63.� 7.10
H� 3.� 7.10 ～

H� 1.� 7.� 9
H� 4.� 7.� 9 S61.� 7.16 ～ H� 4.� 7.15 会社社長

比　嘉　國　郎 H� 4� .7.10
H� 7.� 7.10 ～

H� 5.� 7.� 9
H� 8.� 7.� 9 H� 2.� 7.16 ～ H� 8.� 7.15 病院院長

崎　間　　　晃 H� 6.� 7.10
H� 9.� 7.10 ～

H� 7.� 7.� 9
H10.� 7.� 9 H� 4.� 7.16 ～ H10.� 7.15 銀行頭取

尚　　　弘　子
H� 8.� 7.10
H11.� 7.10
H14.� 7.10

～
H� 9.� 7.� 9
H12.� 7.� 9
H15.� 7.� 9

H� 6.� 8.� 1 ～ H15.� 7.31 元沖縄県副知事

比　嘉　良　雄
H10.� 7.10
H13.� 7.10
H16.� 7.10

～
H11.� 7.� 9
H14.� 7.� 9
H17.� 7.� 9

H� 8.� 7.16 ～ H17.� 7.15 会社社長

湖　城　英　知 H12.� 7.10
H15.� 7.10 ～

H13.� 7.� 9
H16.� 7.� 9 H10.� 7.16 ～ H16.� 7.15 銀行頭取

幸　喜　德　子
H17.� 7.10
H20.� 7.10
H23.� 7.10

～
H18.� 7.� 9
H21.� 7.� 9
H24.� 7.� 9

H15.� 8.� 1 ～ H24.� 7.31 会社役員

安　里　昌　利 H18.� 7.10
H21.� 7.10 ～

H19.� 7.� 9
H22.� 7.� 9 H16.� 7.23 ～ H25.� 7.22 銀行頭取

翁　長　良　盛
H19.� 7.10
H22.� 7.10
H24� .7.10

～
H20.� 7.� 9
H23.� 7.� 9
H26.� 7.� 9

H17.� 7.16�
H20.� 7.22 ～ H20.� 7.15�

H26.� 7.21 元沖縄県教育長

與　儀　弘　子 H26.� 7.10
R� 2.12.22 ～

H28.� 7.� 9
R� 3.� 7.31 H24.� 8.� 1 ～ R� 3.� 7.31 元那覇市副市長

金　城　棟　啓 H28.� 7.10
H28.� 7.25 ～

H28.� 7.22
H29.12.21

H25.� 7.23
H28.� 7.25 ～ H28.� 7.22

H29.12.21 銀行頭取

与世田　兼　稔 H26.� 7.22 ～ H26.10.� 6 弁護士
天　方　　　徹 H27.� 4.� 1 ～ H29.� 7.21 弁護士

阿波連　　　光 H29.12.22
R� 3.� 8.� 1 ～

R� 1.12.21
R� 4.� 7.31

H29.� 7.22
R� 2.� 7.29 ～ R� 2.� 7.21 弁護士

知　念　公　男 R� 1.12.22 ～ R� 2.12.21 H29.12.22 ～ R� 4.� 7.24 会社相談役
比　嘉　梨　香 R� 4.� 8.� 1 ～ R� 3.� 8.� 1 ～ 会社社長
當　間　秀　史 R� 4.� 7.25 ～ 元沖縄県環境生活部長
※S25.12.18～S26.11.19　沖縄群島公安委員会�
※S44.10.１～　　　　　琉球政府公安委員会�
※S47.５.15～　　　　　沖縄県公安委員会

歴代公安委員会委員名簿
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歴代幹部名簿
警察本部長等

氏　　名 任　　期
仲　村　兼　信 S20.� 8.29 ～ S27.� 3.31
西　平　宗　清 S27.� 4.� ��1 ～ S31.� 7.30
大　嶺　永　三 S31.� 7.31 ～ S35.� 4.� 1
与　儀　幸　雄 S35.� 4.� 2 ～ S36.� 4.30
幸　地　長　恵 S36.� 5.� 1 ～ S38.� 4.26
新　垣　淑　重 S38.� 4.27 ～ S43.� 8.21
新　垣　徳　助 S43.� 8.22 ～ S46.12.� 5
安座間　喜　徳 S46.12.� 6 ～ S48.� 5.31
神　川　誠太郎 S48.� 6.� 1 ～ S50.� 2.20
加　藤　　　晶 S50.� 2.21 ～ S52.� 2.17
齋　藤　　　隆 S52.� 2.18 ～ S54.� 2.� 1
福　島　静　雄 S54.� 2.� 2 ～ S56.� 2.19
宮　崎　　　喬 S56.� 2.20 ～ S58.� 2.� 2
石　田　慧　史 S58.� 2.� 3 ～ S60.� 2.17
山　田　晋　作 S60.� 2.18 ～ S61.� 8.17
菅　沼　清　高 S61.� 8.18 ～ S63.� 1.30
原　田　勝　弘 S63.� 1.31 ～ H� 1.� 8.17
浅　川　　　章 H� 1.� 8.18 ～ H� 3.� 7.28
佐　野　智　則 H� 3.� 7.29 ～ H� 5.� 8.23
吉　川　幸　夫 H� 5.� 8.24 ～ H� 7.� 8.27
片　桐　　　裕 H� 7.� 8.28 ～ H� 9.� 8.� 5
井　上　美　昭 H� 9.� 8.� 6 ～ H11.� 7.25
西　村　泰　彦 H11.� 7.26 ～ H13.� 1.25
太　田　裕　之 H13.� 1.26 ～ H14.� 8.22
髙　橋　清　孝 H14.� 8.23 ～ H16.� 8.19
三　浦　正　充 H16.� 8.20 ～ H18.� 1.22
大　平　　　修 H18.� 1.23 ～ H19.� 8.23
得　津　八　郎 H19.� 8.24 ～ H21.� 3.30
黒　木　慶　英 H21.� 3.31 ～ �H23.� 2.� 7
村　田　　　隆 H23.� 2.� 8 ～ �H25.� 4.� 4
笠　原　俊　彦 H25.� 4.� 5 ～ �H26.� 8.25
加　藤　達　也 H26.� 8.26 ～ �H28.� 5.� 9
池　田　克　史 H28.� 5.10 ～ �H30.� 1.15
筒　井　洋　樹 H30.� 1.16 ～ �R� 1.12.24
宮　沢　忠　孝 R� 1.12.25 ～ �R� 3.� 1.14
日　下　真　一 R� 3.� 1.15 ～ �R� 4.� 8.� 4
鎌　谷　陽　之 R� 4.� 8.� 5 ～
※S20.８.29　沖縄諮詢会設置後から記載�
※S20.８.29～沖縄諮詢会保安部長�
※S21.１.９～沖縄民警察部長�
※S25.12.29～沖縄群島警察本部長�
※S27.４.１～琉球警察隊長�
※S32.６.20～琉球警察本部長�
※S47.５.15～沖縄県警察本部長
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警務部長
氏　　名 任　　期

新　垣　徳　助 S40.� 4.� 9 ～ S43.� 8.31
長　山　一　雄 S43.� 9.� 1 ～ S46.12.� 6
村　山　盛　輝 S46.12.� 6 ～ S47.� 5.14
村　山　盛　輝 S47.� 5.15 ～ S49.� 1.� 6
増　田　美　正 S49.� 1.� �7 ～ S50.� 1.23
竹　内　　　隆 S50.� 1.24 ～ S52.� 3.14
谷　　　　　聡 S52.� 3.15 ～ S54.� 8.17
田　邉　八州雄 S54.� 8.18 ～ S56.� 8.20
梅　沢　五　郎 S56.� 8.21 ～ S58.� 8.21
小　池　登　一 S58.� 8.22 ～ S60.� 2.28
小　林　幸　二 S60.� 3.� 1 ～ S61.� 2.13
得　能　英　夫 S61.� 2.14 ～ S63.� 3.25
飯　島　久　司 S63.� 3.26 ～ H� 2.� 4.26
髙　橋　清　孝 H� 2.� 4.27 ～ H� 3.� 8.� 6
久　我　英　一 H� 3.� 8.� 7 ～ H� 5.� 6.17
種　谷　良　二 H� 5.� 6.18 ～ H� 6.10.20
三　枝　　　守 H� 6.10.21 ～ H� 8.� 8.11
中　俣　　　進 H� 8.� 8.12 ～ H10.� 7.14
木　村　孝　仁 H10.� 7.15 ～ H11.� 6.20
樹　下　　　尚 H11.� 6.21 ～ H13.� 4.� 5
植　田　秀　人 H13.� 4.� 6 ～ H15.� 3.31
原　山　　　進 H15.� 4.� 1 ～ H16.� 8.� 9
降　籏　喜和男 H16.� 8.10 ～ H18.� 8.21
山　岸　一　生 H18.� 8.22 ～ H20.� 1.16
児　嶋　洋　平 H20.� 1.17 ～ H21.� 7.16
磯　　　丈　男 H21.� 7.17 ～ H24.� 3.29
今　井　宗　雄 H24.� 3.30 ～ H25.� 3.30
出　原　基　成 H25.� 3.31 ～ H26.� 3.30
幡　谷　賢　治 H26.� 3.31 ～ H28.� 6.13
中　島　　　寛 H28.� 6.14 ～ H30.� 4.� 5
山　本　将　之 H30.� 4.� 6 ～ R� 1.� 8.19
岡　本　慎一郎 R� 1.� 8.20 ～ R� 2.12.24
平　松　伸　二 R� 2.12.25 ～ R� 4.� 8.25
壱　岐　恭　秀 R� 4.� 8.26 ～ 　　　
※S40.４.１�部長制導入後から記載

生活安全部長（防犯部長）
氏　　名 任　　期

宮　城　　　稔 S51.� 4.� 1 ～ S53.� 2.� 9
又　吉　康　栄 S53.� 2.10 ～ S54.� 2.14
棚　原　恵　教 S54.� 2.15 ～ S56.11.� 9
仲栄真　盛　次 S56.11.10 ～ S58.� 1.31
上　間　善　孝 S58.� 2.� 1 ～ S59.� 3.21
川　村　昭　夫 S59.� 3.22 ～ S60.� 3.18
渡久地　政　徳 S60.� 3.19 ～ S61.� 3.11
川　平　勝　彦 S61.� 3.12 ～ S63.� 3.11
久　田　力　男 S63.� 3.12 ～ H� 1.� 3.12
池　間　武　俊 H� 1.� 3.13 ～ H� 3.� 3.� 6
上　村　正　直 H� 3.� 3.7 ～ H� 6.� 3.10
久　高　常　良 H� 6.� 3.11 ～ H� 7.� 3.12
田　場　一　彦 H� 7.� 3.13 ～ H� 8.� 3.17
伊　佐　政　昭 H� 8.� 3.18 ～ H� 9.� 3.16
金　良　宗　吉 H� 9.� 3.17 ～ H11.� 3.16
前　泊　英　光 H11.� 3.17 ～ H12.� 8.24
石　川　幸　夫 H12.� 8.25 ～ H14.� 3.24
冨　里　　　弘 H14.� 3.25 ～ H15.� 3.24
伊良波　幸　臣 H15.� 3.25 ～ H16.� 3.24
長　濱　榮　治 H16.� 3.25 ～ H18.� 6.� 8
玉那覇　　　章 H18.� 6.� 9 ～ H20.� 3.24
山入端　辰　次 H20.� 3.25 ～ H22.� 3.14
波　平　　　明 H22.� 3.15 ～ H23.� 3.16
前　泊　良　昌 H23.� 3.17 ～ H25.� 3.26
親　川　啓　和 H25.� 3.27 ～ H27.� 3.15
大　城　正　人 H27.� 3.16 ～ H28.� 3.13
梶　原　芳　也 H28.� 3.14 ～ H29.� 3.14
新　里　　　一 H29.� 3.15 ～ H30.� 3.29
崎　原　永　克 H30.� 3.30 ～ H31.� 3.10
小　禄　重　信 H31.� 3.11 ～ R� 2.� 3.24
松　崎　賀　充 R� 2.� 3.25 ～ R� 3.� 3.25
幸　喜　一　史 R� 3.� 3.26 ～ R� 4.� 3.27
宮　城　　　貴 R� 4.� 3.28 ～
※H６.11.１�防犯部を生活安全部に改称

地域部長
氏　　名 任　　期

嘉手苅　忠　夫 R� 3.� 4.� 1 ～ R� 4.� 3.27
前　花　勝　彦 R� 4.� 3.28 ～
※R３.４.１�地域部設置

歴代幹部名簿
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刑事部長
氏　　名 任　　期

平　田　善　述 S40.� 4.� 9 ～ S40.12.� 1
大　村　雄　一 S41.� 3.22 ～ S46.12.� 5
安　田　　　勇 S46.12.� 6 ～ S47.� 5.14
安　田　　　勇 S47.� 5.15 ～ S48.� 1.25
玉代勢　正　昭 S48.� 1.26 ～ S49.� 1.� 6
太　田　利　雄 S49.� 1.� 7 ～ S53.� 2.� 9
伊　佐　義　一 S53.� 2.10 ～ S54.� 2.14
宮　城　　　稔 S54.� 2.15 ～ S55.� 8.� 3
又　吉　康　栄 S55.� 8.� 4 ～ S56.11.� 9
長　嶺　紀　一 S56.11.10 ～ S58.� 1.31
宮　城　繁　夫 S58.� 2.� 1 ～ S60.� 3.18
仲栄真　盛　次 S60.� 3.19 ～ S62.� 1.29
成　底　　　哲 S62.� 1.30 ～ S63.� 3.10
大　桝　重　盛 S63.� 3.11 ～ H� 1.� 3.12
久　高　　　弘 H� 1.� 3.13 ～ H� 2.� 3.18
西　里　俊　夫 H� 2.� 3.19 ～ H� 4.� 3.15
池　間　武　俊 H� 4.� 3.16 ～ H� 6.� 3.11
金　城　　　昇 H� 6.� 3.12 ～ H� 7.� 3.12
上　村　正　直 H� 7.� 3.13 ～ H� 8.� 3.17
久　高　常　良 H� 8.� 3.18 ～ H� 9.� 3.16
田　場　一　彦 H� 9.� 3.17 ～ H11.� 3.16
伊　佐　政　昭 H11.� 3.17 ～ H13.� 2.21
稲　嶺　　　勇 H13.� 2.22 ～ H16.� 3.24
伊良波　幸　臣 H16.� 3.25 ～ H17.� 2.21
比　嘉　正　輝 H17.� 2.22 ～ H18.� 3.28
喜久山　盛　仁 H18.� 3.29 ～ H19.� 3.26
日　高　清　晴 H19.� 3.27 ～ H21.� 3.23
仲宗根　　　孝 H21.� 3.24 ～ H22.� 1.� 5
内　間　康　洋 H22.� 1.� 6 ～ H23.� 3.16
古波蔵　　　正 H23.� 3.17 ～ H24.� 3.22
石　新　政　英 H24.� 3.23 ～ H25.� 3.26
比　嘉　善　雄 H25.� 3.27 ～ H26.� 3.27
大　城　盛　重 H26.� 3.28 ～ H27.� 3.15
知　花　幸　順 H27.� 3.16 ～ H28.� 3.13
渡真利　健　良 H28.� 3.14 ～ H29.� 3.14
當　山　達　也 H29.� 3.15 ～ H30.� 3.29
島　袋　　　令 H30.� 3.30 ～ R� 2.� 3.24
崎　原　永　克 R� 2.� 3.25 ～ R� 3.� 3.25
松　崎　賀　充 R� 3.� 3.26 ～ R� 4.� 3.27
幸　喜　一　史 R� 4.� 3.28 ～
※S40.４.１�部長制導入後から記載

交通部長
氏　　名 任　　期

西　平　守　盛 S43.� 9.� 1 ～ S45.� 7.20
大　城　宗　正 S45.� 7.21 ～ S46.12.� 5
太　田　利　雄 S46.12.� 6 ～ S47.� 5.14
太　田　利　雄 S47.� 5.15 ～ S47.� 8.23
森　広　英　一 S47.� 8.24 ～ S48.� 8.� 7
増　田　美　正 S48.� 8.� 8 ～ S49.� 1.� 6
杉　原　吉　彦 S49.� 1.� 7 ～ S49.� 8.22
山　田　晋　作 S49.� 8.23 ～ S51.� 8.23
中　野　公　義 S51.� 8.24 ～ S53.10.31
田　邉　八州雄 S53.11.� 1 ～ S54.� 8.17
金　沢　章　夫 S54.� 8.18 ～ S56.� 2.27
緒　方　右　武 S56.� 2.28 ～ S56.� 11.9
又　吉　康　栄 S56.11.10 ～ S59.� 3.20
仲栄真　盛　次 S59.� 3.21 ～ S60.� 3.18
上　間　善　孝 S60.� 3.19 ～ S61.� 3.10
新　垣　　　保 S61.� 3.11 ～ S62.� 1.29
大　城　昇　一 S62.� 1.30 ～ S63.� 3.10
久　高　　　弘 S63.� 3.11 ～ H� 1.� 3.12
西　里　俊　夫 H� 1.� 3.13 ～ H� 2.� 3.18
金　城　唯　勝 H� 2.� 3.19 ～ H� 4.� 3.15
西　平　守　男 H� 4.� 3.16 ～ H� 6.� 3.11
上　村　正　直 H� 6.� 3.12 ～ H� 7.� 3.12
渡具知　喜　常 H� 7.� 3.13 ～ H� 8.� 3.17
仲　間　守　栄 H� 8.� 3.18 ～ H� 9.� 3.16
前　泊　英　光 H� 9.� 3.17 ～ H11.� 3.16
中　村　政　春 H11.� 3.17 ～ H12.� 8.24
宮　國　健　二 H12.� 8.25 ～ H14.� 3.24
金　城　　　勲 H14.� 3.25 ～ H15.� 3.24
喜久山　盛　仁 H15.� 3.25 ～ H17.� 2.21
山入端　辰　次 H17.� 2.22 ～ H18.� 3.28
仲宗根　　　孝 H18.� 3.29 ～ H20.� 8.� 6
古波蔵　　　正 H20.� 8.� 7 ～ H21.� 3.23
當　銘　健　徳 H21.� 3.24 ～ H22.� 3.14
北　川　秀　行 H22.� 3.15 ～ H23.� 3.16
渡具知　辰　彦 H23.� 3.17 ～ H24.� 3.22
砂　川　道　男 H24.� 3.23 ～ H26.� 3.27
當　山　達　也 H26.� 3.28 ～ H27.� 3.15
渡真利　健　良 H27.� 3.16 ～ H28.� 3.13
大　城　正　人 H28.� 3.14 ～ H29.� 3.14
梶　原　芳　也 H29.� 3.15 ～ H30.� 3.29
小　禄　重　信 H30.� 3.30 ～ H31.� 3.10
宮　城　正　明 H31.� 3.11 ～ R� 2.� 3.24
大　城　辰　男 R� 2.� 3.25 ～ R� 4.� 3.27
下　地　忠　文 R� 4.� 3.28 ～
※S43.８.31�交通部設置後から記載
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警備部長（保安部長）
氏　　名 任　　期

西　平　守　盛 S40.� 4.� 9 ～ S43.� 8.31
豊　崎　孟　善 S43.� 9.� 1 ～ S45.� 7.20
西　平　守　盛 S45.� 7.21 ～ S46.12.� 5
豊　崎　孟　善 S46.12.� 6 ～ S47.� 5.14
豊　崎　孟　善 S47.� 5.15 ～ S48.� 5.14
神　谷　壮　栄 S48.� 5.15 ～ S50.11.� 6
伊　佐　義　一 S50.11.� 7 ～ S53.� 2.� 9
長　嶺　紀　一 S53.� 2.10 ～ S55.� 8.� 3
宮　城　繁　夫 S55.� 8.� 4 ～ S56.11.� 9
緒　方　右　武 S56.11.10 ～ S58.� 2.17
小　池　登　一 S58.� 2.18 ～ S58.� 8.21
小　林　幸　二 S58.� 8.22 ～ S60.� 2.28
山　浦　耕　志 S60.� 3.� 1 ～ S63.� 3.25
大　城　昇　一 S63.� 3.26 ～ H� 1.� 3.12
久　田　力　男 H� 1.� 3.13 ～ H� 2.� 3.18
金　城　　　昇 H� 2.� 3.19 ～ H� 4.� 3.15
高　野　栄　一 H� 4.� 3.16 ～ H� 5.� 8.23
鳥　居　　　宏 H� 5.� 8.24 ～ H� 7.� 6.� 4
腹　巻　正　治 H� 7.� 6.� 5 ～ H� 9.� 8.� 5
釜　野　郁　夫 H� 9.� 8.� 6 ～ H11.� 6.20
松　本　裕　之 H11.� 6.21 ～ H12.� 9.� 6
山　嵜　正　利 H12.� 9.� 7 ～ H14.� 7.21
新　岡　邦　良 H14.� 7.22 ～ H16.� 8.29
鈴　木　基　之 H16.� 8.30 ～ H18.� 4.13
早　川　智　之 H18.� 4.14 ～ H19.� 8.29
原　　　幸太郎 H19.� 8.30 ～ H20.� 8.� 6
仲宗根　　　孝 H20.� 8.� 7 ～ H21.� 3.23
古波蔵　　　正 H21.� 3.24 ～ H23.� 3.16
石　新　政　英 H23.� 3.17 ～ H24.� 3.22
比　嘉　善　雄 H24.� 3.23 ～ H25.� 3.26
蔵　原　智　行 H25.� 3.27 ～ H26.� 7.22
小　林　　　稔 H26.� 7.23 ～ H28.� 6.23
重　久　真　毅 H28.� 6.24 ～ H29.� 9.13
髙　塚　洋　志 H29.� 9.14 ～ H30.� 9.� 5
花　岡　一　央 H30.� 9.6 ～ R� 2.� 9.13
小　林　雅　哉 R� 2.� 9.14 ～ R� 3.10.14
関　　　直　樹 R� 3.10.15 ～ R� 4.� 9.15
市　原　悠　樹 R� 4.� 9.16 ～
※S40.４.１�部長制導入後から記載�
※S46.６.１�保安部を廃止し、警備部を設置

九州管区警察局沖縄県通信部長
氏　　名 任　　期

久　家　　　格 S47.� 5.15 ～ S49.� 3.� 7
相　原　伊佐夫 S49.� 3.� 8 ～ S51.� 2.29
岩　下　朝　郎 S51.� 3.� 1 ～ S54.� 3.� 1
角　　　　　晃 S54.� 3.� 2 ～ S56.� 3.� 9
菊　田　　　亨 S56.� 3.10 ～ S57.12.� 7
松　久　邦　夫 S57.12.� 8 ～ S60.� 3.11
鈴　木　與四雄 S60.� 3.12 ～ S62.� 3.� 9
山　崎　　　昇 S62.� 3.10 ～ H� 1.� 3.� 9
秋　山　征　司 H� 1.� 3.10 ～ H� 3.� 3.11
菊　屋　俊　次 H� 3.� 3.12 ～ H� 6.� 3.13
前　川　和　則 H� 6.� 3.14 ～ H� 8.� 3.11
山　本　健　二 H� 8.� 3.12 ～ H� 9.� 3.11
宮　田　康　郎 H� 9.� 3.12 ～ H11.� 3.14
岡　本　克　己 H11.� 3.15 ～ H13.� 3.15
齋　藤　　　勲 H13.� 3.16 ～ H16.� 3.16
荒　川　　　健 H16.� 3.17 ～ H19.� 3.30
加　藤　英　二 H19.� 3.31 ～ H21.� 3.30
田　窪　弘　之 H21.� 3.31 ～ H23.� 3.10
増　山　芳　邦 H23.� 3.11 ～ H25.� 3.11
倉　内　　　博 H25.� 3.12 ～ H26.� 3.� 9
新　生　英　利 H26.� 3.10 ～ H27.� 3.� 9
喜　納　兼　之 H27.� 3.10 ～ H29.� 3.� 7
中　田　光　一 H29.� 3.� 8 ～ H31.� 3.31
井　上　隆一郎 H31.� 4.� 1 ～ R� 2.� 7.30
浦　賀　　　毅 R� 2.� 7.31 ～ R� 4.� 3.17
大　城　　　元 R� 4.� 3.18 ～
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資料編

資

料

編

首席監察官
氏　　名 任　　期

比　嘉　正　輝 H13.� 2.22 ～ H15.� 3.24
仲宗根　　　孝 H15.� 3.25 ～ H16.� 3.24
石　垣　博　道 H16.� 3.25 ～ H18.� 3.28
当　眞　嗣　邦 H18.� 3.29 ～ H20.� 3.24
内　間　康　洋 H20.� 3.25 ～ H21.� 3.23
北　川　秀　行 H21.� 3.24 ～ H22.� 3.14
比　嘉　善　雄 H22.� 3.15 ～ H23.� 3.16
大　城　盛　重 H23.� 3.17 ～ H24.� 3.22
親　川　啓　和 H24.� 3.23 ～ H25.� 3.26
當　山　達　也 H25.� 3.27 ～ H26.� 3.26
渡真利　健　良 H26.� 3.27 ～ H27.� 3.15
梶　原　芳　也 H27.� 3.16 ～ H28.� 3.13
島　袋　　　令 H28.� 3.14 ～ H29.� 3.14
平　良　英　俊 H29.� 3.15 ～ H30.� 3.29
宮　城　正　明 H30.� 3.30 ～ H31.� 3.10
松　崎　賀　充 H31.� 3.11 ～ R� 2.� 3.24
与那城　　　武 R� 2.� 3.25 ～ R� 3.� 3.25
下　地　忠　文 R� 3.� 3.26 ～ R� 4.� 3.27
山　内　敏　雄 R� 4.� 3.28 ～

警察本部参事官
氏　　名 任　　期

桐　原　弘　毅 H16.10.27 ～ H18.� 8.� 7
萱　嶋　満津保 H18.� 8.� 8 ～ H20.� 8.24
迫　田　裕　治 H20.� 8.25 ～ H22.� 8.25
山　田　好　孝 H22.� 8.26 ～ H24.� 8.23
田　崎　仁　史 H24.� 8.24 ～ H26.� 8.� 7
藤　野　秀　彦 H26.� 8.� 8 ～ H28.� 8.21
黒　川　清　彦 H28.� 8.22 ～ H31.� 1.14
佐　藤　卓　也 H31.� 1.15 ～ R� 3.� 9.23
安　留　正　樹 R� 3.� 9.24 ～
※H16.８.13発生の米軍ヘリ墜落事故を受け設置

国境離島警備隊長
氏　　名 任　　期

小　林　雅　哉 R� 2.� 4.� 1 ～ R� 2.� 9.13
机　　　希　美 R� 2.� 9.14 ～ R� 4.� 4.24
田　中　正　智 R� 4.� 4.25 ～
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那覇警察署長
氏　　名 任　　期

石　原　昌　直 S22.10.10 ～ S26.� 1.19
糸　数　昌　盛 S26.� 1.20 ～ S27.� 9.21
山　川　泰　邦 S27.� 9.22 ～ S28.� 8.31
松　井　義　正 S28.� 9.� 1 ～ S30.� 9.25
幸　地　長　恵 S30.� 9.26 ～ S35.� 4.� 5
宮　城　兼　栄 S35.� 4.� 6 ～ S36.12.19
新　垣　淑　重 S36.12.20 ～ S38.� 5.� 7
長　山　一　雄 S38.� 5.� 8 ～ S43.� 8.31
浜　川　智　弘 S43.�� 9.� 1 ～ S45.� 9.20
安座間　喜　徳 S45.� 9.21 ～ S46.12.� 5
山　城　朝　健 S46.12.� 6 ～ S47.� 5.14
山　城　朝　健 S47.� 5.15 ～ S49.� 1.� 6
村　山　盛　輝 S49.� 1.� 7 ～ S51.11.� 4
杉　原　吉　彦 S51.11.5 ～ S53.� 2.� 9
太　田　利　雄 S53.� 2.10 ～ S54.� 2.14
伊　佐　義　一 S54.� 2.15 ～ S55.� 8.� 3
宮　城　　　稔 S55.� 8.� 4 ～ S56.11.� 9
棚　原　恵　教 S56.11.10 ～ S58.� 1.31
長　嶺　紀　一 S58.� 2.� 1 ～ S59.� 3.20
又　吉　康　栄 S59.� 3.21 ～ S60.� 3.18
宮　城　繁　夫 S60.� 3.19 ～ S62.� 1.29
仲栄真　盛　次 S62.� 1.30 ～ S63.� 3.10
成　底　　　哲 S63.� 3.11 ～ H� 2.� 3.18
久　高　　　弘 H� 2.� 3.19 ～ H� 4.� 3.15
金　城　　　昇 H� 4.� 3.16 ～ H� 6.� 3.11
西　平　守　男 H� 6.� 3.12 ～ H� 7.� 3.12
久　高　常　良 H� 7.� 3.13 ～ H� 8.� 3.18
田　場　一　彦 H� 8.� 3.19 ～ H� 9.� 3.17
伊　佐　政　昭 H� 9.� 3.18 ～ H11.� 3.16
金　良　宗　吉 H11.� 3.17 ～ H13.� 2.21
金　城　　　勲 H13.� 2.22 ～ H14.� 3.24
石　川　幸　夫 H14.� 3.25 ～ H15.� 3.24
比　嘉　正　輝 H15.� 3.25 ～ H17.� 2.21
喜久山　盛　仁 H17.� 2.22 ～ H18.� 3.25
山入端　辰　次 H18.� 3.26 ～ H20.� 3.24
当　真　嗣　邦 H20.� 3.25 ～ H22.� 3.14
西　盛　能　央 H22.� 3.15 ～ H23.� 3.16
比　嘉　善　雄 H23.� 3.17 ～ H24.� 3.22
大　城　盛　重 H24.� 3.23 ～ H26.� 3.27
砂　川　道　男 H26.� 3.28 ～ H27.� 3.15
當　山　達　也 H27.� 3.16 ～ H29.� 3.14
大　城　正　人 H29.� 3.15 ～ H30.� 3.29
梶　原　芳　也 H30.� 3.30 ～ H31.� 3.10
崎　原　永　克 H31.� 3.11 ～ R� 2.� 3.24
宮　城　正　明 R� 2.� 3.25 ～ R� 3.� 3.25
与那城　　　武 R� 3.� 3.26 ～
※S22.10.10�那覇警察署設置�
※S25.11.１�那覇地区警察署に改称�
※S40.４.１�那覇警察署に改称

沖縄警察署長
氏　　名 任　　期

座　波　嘉　保 S21.� 2.� 1 ～ S21.12.19
太　田　朝　信 S21.12.20 ～ S24.� 3.� 6
糸　数　昌　盛 S24.� 3.� 7 ～ S26.� 1.19
宮　城　兼　栄 S26.� 1.20 ～ S29.� 8.� 2
与　儀　幸　雄 S29.� 8.� 3 ～ S31.� 8.� 5
町　田　宗　綱 S31.� 8.� 6 ～ S36.12.20
新　里　　　繁 S36.12.21 ～ S38.� 1.17
久手堅　憲　茂 S38.� 1.18 ～ S40.� 4.� 9
浜　川　智　弘 S40.4� .10 ～ S42.� 2.� 1
新　垣　庸　正 S42.� 2.� 2 ～ S43.� 8.31
安座間　喜　徳 S43.� 9.� 1 ～ S45.� 7.20
豊　崎　孟　善 S45.� 7.21 ～ S46.12.� 5
大　城　宗　正 S46.12.� 6 ～ S47.� 3.30
當　間　嗣　盛 S47.� 3.31 ～ S47.� 5.14
當　間　嗣　盛 S47.� 5.15 ～ S49.� 8.23�
杉　原　吉　彦 S49.� 8.24 ～ S51.11.� 4
棚　原　恵　教 S51.11.� 5 ～ S53.� 2.� 9
宮　城　　　稔 S53.� 2.10 ～ S54.� 2.14
又　吉　康　栄 S54.� 2.15 ～ S55.� 8.� 3
長　嶺　紀　一 S55.� 8.� 4 ～ S56.11.� 9
宮　城　繁　夫 S56.11.10 ～ S58.� 1.31
仲栄真　盛　次 S58.� 2.� 1 ～ S59.� 3.20
上　間　善　孝 S59.� 3.21 ～ S60.� 3.18
川　村　昭　夫 S60.� 3.19 ～ S61.� 3.10
渡久地　政　徳 S61.� 3.11 ～ S62.� 1.29
新　垣　　　保 S62.� 1.30 ～ S63.� 3.10
金　城　　　昇 S63.� 3.11 ～ H� 2.� 3.18
上　村　正　直 H� 2.� 3.19 ～ H� 3.� 3.� 6
池　間　武　俊 H� 3.� 3.� 7 ～ H� 4.� 3.15
金　城　唯　勝 H� 4.� 3.16 ～ H� 6.� 3.10
渡具知　喜　常 H� 6.� 3.11 ～ H� 7.� 3.12
仲　間　守　栄 H� 7.� 3.13 ～ H� 8.� 3.17
前　泊　英　光 H� 8.� 3.18 ～ H� 9.� 3.16
中　村　政　春 H� 9.� 3.17 ～ H11.� 3.16
稲　嶺　　　勇 H11.� 3.17 ～ H13.� 2.21
伊良波　幸　臣 H13.� 2.22 ～ H15.� 3.24
冨　里　　　弘 H15.� 3.25 ～ H16.� 3.24
仲宗根　　　孝 H16.� 3.25 ～ H18.� 3.28
石　垣　博　道 H18.� 3.29 ～ H20.� 3.24
玉那覇　　　章 H20.� 3.25 ～ H21.� 3.23
内　間　康　洋 H21.� 3.24 ～ H22.� 1.� 5
石　新　政　英 H22.� 1.6� ～ H23.� 3.16
安　村　清　正 H23.� 3.17 ～ H24.� 3.22
渡具知　辰　彦 H24.� 3.23 ～ H25.� 3.26
知　花　幸　順 H25.� 3.27 ～ H27.� 3.15
新　里　　　一 H27.� 3.16 ～ H29.� 3.14
島　袋　　　令 H29.� 3.15 ～ H30.� 3.29
平　良　英　俊 H30.� 3.30 ～ H31.� 3.10
大　城　辰　男 H31.� 3.11 ～ R� 2.� 3.24
幸　喜　一　史 R� 2.� 3.25 ～ R� 3.� 3.25
宮　城　　　貴 R� 3.� 3.26 ～ R� 4.� 3.27
安　里　　　準 R� 4.� 3.28 ～
※S21.２.１�胡差警察署設置�
※S25.11.１�胡差地区警察署に改称�
※S32.11.25�コザ地区警察署に改称�
※S40.４.１�コザ警察署に改称�
※S54.９.１�沖縄警察署に改称

歴代幹部名簿
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殉職警察職員名簿
��

殉職年月日 所　属 階　級 氏　名 殉職状況　

1

戦
前
（
九
人
）

M12.7.30 警 察 本 署 十 等 警 部 肥　後　盛　周

コレラ防疫事務に従事中、感染し殉職
2 M12.8.15 警 察 本 署 二 等 巡 査 田　部　義　徳　

3 M12.9.16 警 察 本 署 三 等 巡 査 津　田　清　三

4 M12.9.18 警 察 本 署 警視局出張員
中 警 部 川　上　重　行

5 M21.4.12 八重山警察署 
与 那 國 分 署

与那國島役所長
兼 警 部 村　山　彦　七

与那國分署での任務を終え八重山本署へ帰任途
中、鳩間島沖合において暴風に遭遇し遭難殉職　　6 M21.4.12 八重山警察署 

与 那 國 分 署 警部補兼属 柳　田　彌一郎

7 M21.4.12 八重山警察署 
与 那 國 分 署 巡 査 西　川　龜次郎

8 M24.8.30 宮 古 警 察 署 
福里巡査駐在所 巡 査 西　谷　精　一 悪天候の中を警ら中、険阻な路において転倒し

た際に所携の帯剣が脇腹に突きささり殉職

9 M39.9.21 那 覇 警 察 署 
座間味巡査駐在所 巡 査 花　田　休　二 帰署の命を受け座間味から那覇に航行中、慶良

間沖合において暴風に遭遇し遭難殉職

10

沖
縄
戦
（
百
四
人
）

S19.10.10 与那原警察署 巡 査 部 長 安　里　周　孝

与那原警察署において、空襲警報発令下の任務
遂行中、爆撃を受け殉職11 S19.10.10 与那原警察署 巡 査 部 長 名嘉山　兼　睦

12 S19.10.10 与那原警察署 巡 査 部 長 中　山　興　栄　

13 S19.10.10 渡久地警察署 巡 査 部 長 和宇慶　良　致

渡久地警察署において、爆撃を受け殉職14 S19.10.10 本 部 監 視
哨 勤 務 防空監視哨員 比　嘉　良　昭

15 S19.10.10 本 部 監 視
哨 勤 務 防空監視哨員 比　嘉　良　光

16 S20.� 3.27 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 島　袋　景　和 具志頭村付近において、殉職�

17 S20.� 3.28 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 藤　田　圭　介 座間味村において、防空対策指導中、直撃弾を
受けて殉職

18 S20.� 4.� 1 嘉手納警察署 警 部 島　袋　良　彦 美里村において、消火活動中に殉職

19 S20.� 4.� 9 渡久地警察署 警 部 補 大　湾　朝　光 今帰仁村呉我山山中において、銃撃を受けて殉職

20 S20.� 4.10 名 護 警 察 署 警 部 補 国　吉　真　成 羽地村我部租河付近において、銃撃を受けて殉職　

21 S20.� 4.11 渡久地警察署 警 部 補 大　城　巌　松
本部町備瀬において、殉職　

22 S20.� 4.11 渡久地警察署 巡 査 部 長 宮　城　信　夫

23 S20.� 4.19 警 察 部 
警 防 課 警 部 補 安　里　武　夫 真和志村繁多川壕外において、食料物資補給中に殉職

24 S20.� 4.20 嘉手納警察署 巡 査 部 長 宮　城　調五郎 今帰仁村親泊諸志山麓において、銃撃を受けて殉職

25 S20.� 4.23 嘉手納警察署 警 部 比　嘉　仁　良 名護町吉利原集落において、殉職

26 S20.� 5 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 山　口　景　明 昭和20年５月頃、高嶺村国吉集落付近において、
殉職

27 S20.� 5.� 5 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 渡名喜　　　實 真和志村繁多川付近において、砲弾を受けて殉職

28 S20.� 5.� 7 警 察 部 
警 務 課 巡 査 部 長 大　城　宗　俊 真和志村識名付近において、殉職

29 S20.� 5.10 警 察 部 
特別高等警察課 事 務 吏 員 仲井間　ト　ミ　真和志村繁多川付近において、砲撃を受けて殉職
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30

沖
縄
戦
（
百
四
人
）

S20.� 5.12 警 察 部 
警 務 課 事 務 吏 員 玉　城　幸　子

真和志村繁多川付近において、砲弾を受けて殉職31 S20.� 5.12 警 察 部 
輸 送 課 巡 査 部 長 糸　数　清　雄

32 S20.� 5.12 警 察 部 事 務 吏 員 阿波根　　　春

33 S20.� 5.12 警 察 部 
警 防 課 巡 査 部 長 仲　里　常　八　首里付近において、砲撃を受け殉職

34 S20.� 5.13 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 仲村渠　元　和 真和志村安里八幡壕付近において、殉職

35 S20.� 5.15 警 察 部 
警 防 課 巡 査 部 長 我喜屋　良　盛 真壁村真栄平集落において、殉職

36 S20.� 5.21 那 覇 警 察 署 警 部 補 喜　瀬　喜　長 沖縄戦にて、殉職

37 S20.� 5.22 警 察 部 
警 務 課 警 部 補 名　城　政　光 摩文仁村摩文仁海岸において、殉職

38 S20.� 5.22 警 察 部 
経 済 保 安 課 巡 査 部 長 國　吉　真　吉 摩文仁村米須付近において、殉職

39 S20.� 5.24 那 覇 警 察 署 警 部 補 宮　城　　　弘 兼城村阿波根集落付近において、砲撃を受けて殉職

40 S20.� 5.24 与 那 原 警 察 署 巡 査 部 長 平　良　貞　雄 南風原村宮平集落付近において、殉職

41 S20.� 5.25 警 察 部 
警 防 課 警 部 兼　次　福次郎 南風原村与那覇の運玉森から与那原方面へ約100

メートル地点において、砲撃を受け殉職

42 S20.� 5.27 与 那 原 警 察 署 警 部 補 富　山　嘉　勲　
玉城村前川付近において、殉職

43 S20.� 5.27 与 那 原 警 察 署 巡 査 部 長 阿波連　宗　善　

44 S20.� 5.28 警 察 部 
刑 事 課 巡 査 部 長 當　真　嗣　徳 真壁村伊敷付近において、殉職

45 S20.� 5.31 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 仲宗根　利　孝 真壁村名城集落付近において、殉職

46 S20.� 6.� 1 警 察 部 
輸 送 課 警 部 補 新　垣　健　秀 真壁村伊敷において、殉職

47 S20.� 6.� 3 警 察 練 習 所 警 部 補 佐久川　正　文 真壁村糸洲集落において、殉職　

48 S20.� 6.� 4 警 察 部 
特別高等警察課 警 視 謝　花　喜　福 知念村知念において、殉職　

49 S20.� 6.� 5 警 察 部 
経 済 保 安 課 巡 査 部 長 比　嘉　仁　守 背部に機銃弾を受け、真壁村伊敷の壕で加療中、

砲撃を受け殉職

50 S20.� 6.� 5 警 察 部 
刑 事 課 警 部 補 山　城　松　善 沖縄戦にて、殉職

51 S20.� 6.� 5 与 那 原 警 察 署 警 部 補 宮　良　長　栄
真壁村伊敷集落において、殉職

52 S20.� 6.� 5 与 那 原 警 察 署 警 部 補 山　城　昌　禎

53 S20.� 6.� 5 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 大　城　徳　一
糸満町白銀堂付近において、殉職

54 S20.� 6.� 5 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 喜　納　兼　二

55 S20.� 6.� 6 与 那 原 警 察 署 巡 査 部 長 又　吉　盛　正　具志頭村港川において、殉職　

56 S20.� 6.� 6 嘉 手 納 警 察 署 巡 査 部 長 国　吉　房　栄 米軍情報を知らせるため、羽地村大湿帯から嘉手納・名護
署合同本部へ駆けつけ、その帰りに腹部に銃撃を受け殉職

57 S20.� 6.� 7 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 岡　村　正　栄 摩文仁村摩文仁海岸において、殉職　

58 S20.� 6.10 警 察 部 
警 務 課 警 部 補 上江洲　孝　二 真壁村伊敷において、殉職

－ 210 －



資料編

資

料

編

殉職年月日 所　属 階　級 氏　名 殉職状況　

59

沖
縄
戦
（
百
四
人
）

S20.� 6.10 警 察 部 
経 済 保 安 課 警 視 内　間　祺　明 玉城村前川付近において、殉職

60 S20.� 6.10 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 屋　良　朝　和 兼城村阿波根集落付近において、殉職

61 S20.� 6.10 与 那 原 警 察 署 巡 査 部 長 宮　里　盛　幸 摩文仁村摩文仁集落において、砲撃を受けて殉職

62 S20.� 6.12 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 西　平　守　由 喜屋武村喜屋武岬付近において、殉職

63 S20.� 6.13 那 覇 警 察 署 警 部 補 上江洲　安　輔 豊見城村付近において、銃撃を受けて殉職

64 S20.� 6.13 那 覇 警 察 署 警 部 補 玉　城　常　和 高嶺村真栄里集落において、殉職

65 S20.� 6.13 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 冨　里　周　孝　兼城村阿波根集落において、殉職

66 S20.� 6.13 首 里 警 察 署 警 部 補 玉　得　速　太　真壁村伊敷集落付近において、殉職�

67 S20.� 6.14 警 察 部 
刑 事 課 警 部 補 知　花　栄　徳 摩文仁村大度海岸付近において、殉職　　

68 S20.� 6.14 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 翁　長　助　尚 喜屋武村付近において、戦傷を受けて殉職

69 S20.� 6.15 警 察 部 
警察部長書記室 警 視 大宜見　朝　昌 高嶺村真栄里集落付近において、砲撃を受けて殉職

70 S20.� 6.15 与 那 原 警 察 署 警 部 補 比　嘉　朝　秀　
真壁村伊敷集落付近において、殉職

71 S20.� 6.15 与 那 原 警 察 署 巡 査 部 長 当　間　半四郎

72 S20.� 6.16 警 察 部 
警 防 課 警 視 伊野波　盛　和

具志頭村港川付近において、殉職73 S20.� 6.16 警 察 部 
警 防 課 警 部 小橋川　正　一

74 S20.� 6.16 警 察 部 
警 防 課 警 部 補 名　城　政　雄

75 S20.� 6.16 警 察 部 
刑 事 課 警 部 補 米　盛　金　蔵 高嶺村与座岳付近において、銃撃を受けて殉職

76 S20.� 6.16 那 覇 警 察 署 警 部 補 新　垣　信　雄 真壁村新垣において、殉職

77 S20.� 6.16 那 覇 警 察 署 警 部 補 山　里　昌　助 兼城村阿波根において、殉職

78 S20.� 6.16 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 大　城　善　吉 真壁村伊敷集落付近において、殉職

79 S20.� 6.16 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 金　城　成　功　喜屋武村福地において、殉職

80 S20.� 6.16 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 名　城　政　功 摩文仁村付近において、殉職

81 S20.� 6.16 与 那 原 警 察 署 警 部 補 比　嘉　正　貞 喜屋武村山城付近において、殉職　　

82 S20.� 6.16 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 上　原　信太郎 沖縄戦にて、殉職

83 S20.� 6.17 警 察 部 
特別高等警察課 巡 査 部 長 長　浜　孝　明

中城村付近において、殉職
84 S20.� 6.17 警 察 部 

警 防 課 警 部 玉　城　仁　栄

85 S20.� 6.17 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 久　場　宏　二　
兼城村阿波根サキタリガマにおいて、銃撃を受
けて殉職

86 S20.� 6.17 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 比　嘉　清　徳

87 S20.� 6.17 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 崎　浜　秀　雄　兼城村阿波根集落付近において、殉職

殉職警察職員名簿
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88

沖
縄
戦
（
百
四
人
）

S20.� 6.17 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 玉那覇　忠太郎 摩文仁村摩文仁海岸付近において、殉職

89 S20.� 6.18 那 覇 警 察 署 警 部 普久原　朝　章
喜屋武村山城において、殉職

90 S20.� 6.18 那 覇 警 察 署 警 部 補 喜如嘉　栄　輝

91 S20.� 6.18 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 運　天　朝　松 摩文仁村米須付近において、殉職

92 S20.� 6.19 警 察 部 
経 済 保 安 課 警 視 長　嶺　義　孝

喜屋武村喜屋武岬付近において、殉職
93 S20.� 6.19 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 比　嘉　賀　正

94 S20.� 6.19 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 内　間　安　仁 高嶺村付近において、殉職

95 S20.� 6.19 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 奥　間　巴　勝 沖縄戦にて、殉職

96 S20.� 6.20 警 察 部 
警察部長書記室 警 部 補 仲　村　兼　孝 摩文仁村付近において、殉職

97 S20.� 6.20 首 里 警 察 署 警 部 補 宮　城　調次郎　真壁村伊敷において、殉職

98 S20.� 6.20 首 里 警 察 署 巡 査 部 長 新嘉喜　長　厚 喜屋武村付近において、殉職

99 S20.� 6.22 与 那 原 警 察 署 警 部 補 波　平　元　盛 摩文仁村付近において、殉職

100 S20.� 6.22 与 那 原 警 察 署 巡 査 部 長 垣　花　寛　祥 喜屋武村喜屋武集落付近において、砲弾を受けて
殉職

101 S20.� 6.24 警 察 部 
特別高等警察課 警 視 佐　藤　喜　一 真壁村伊敷轟壕において、殉職

102 S20.� 6.25 名 護 警 察 署 巡 査 部 長 諸喜田　　　豊 久志村嘉陽付近において、狙撃されて殉職

103 S20.� 6.26 沖縄県警察部長 警 察 部 長 荒　井　退　造 摩文仁村付近において、殉職

104 S20.� 6.27 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 平　良　秀　夫 沖縄本島北部において、殉職

105 S20.� 6.30 塩 屋 警 察 署 警 部 補 佐久本　嘉　規 東村において、銃撃を受けて殉職

106 S20.� 7.15 八 重 山 警 察 署 巡 査 新　垣　世　昇 八重山白水岳において、黒水熱に罹患して殉職

107 S20� .8.27 八 重 山 警 察 署 巡 査 宮　良　安　規 石垣町登野城において、マラリアに罹患して殉職

108 S20 警 察 部 
特別高等警察課 事 務 吏 員 又　吉　ユ　キ 真和志村繁多川付近において、砲撃を受けて殉職

109 S20 警 察 部 
警 防 課 事 務 吏 員 新　里　佳　子 高嶺村国吉において、殉職

110 S20 警 察 部 
警 務 課 事 務 吏 員 高　嶺　ツ　ル

沖縄戦にて、殉職
111 S20 警 察 部 

刑 事 課 事 務 吏 員 奥　原　　　文

112 S20 糸 満 警 察 署 巡 査 部 長 宮　里　朝　栄

113 S20 知 念 警 察 署 巡 査 盛　田　清　一

114 復帰
前
（
十
四
人
）

S20.11.29 船 越 警 察 署 警 部 補 崎　原　恒　喜 女性を拉致した米軍人被疑者を逮捕すべく格闘中、銃で撃たれて殉職

115 S22 八 重 山 警 察 署 巡 査 崎　原　義　夫 昭和22年(月日不明)、石垣市大川において、不
発弾処理作業中、爆発して殉職�

116 S22.� 6.28 警 察 部 
防 犯 課 警 部 上　原　直　治 事務連絡の途中、具志川市大田において、自動

車事故により殉職

殉職警察職員名簿
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殉職年月日 所　属 階　級 氏　名 殉職状況　

117

復
帰
前
（
十
四
人
）

S23.� 2.28 首 里 警 察 署 警 部 補 大　城　昌　光 首里市儀保において、フィリピン人数名に襲わ
れ格闘中、銃で撃たれて殉職

118 S23.� 8.16 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 新　垣　正　雄 安里派出所管内を警ら中、フィリピン人に狙撃
されて殉職

119 S24.� 6.� 6 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 幸　地　長　勇 奄美大島へ被疑者押送中、暴風に遭遇し、伊計
島南方海上で避難して殉職

120 S24.� 9.� 4 胡 差 警 察 署 警 部 補 伊　佐　　　一　読谷警部補派出所において宿直勤務中、米軍人から銃撃を受けて殉職

121 S25.� 5.18 糸 満 警 察 署 警 部 補 新　垣　昌　悦　強盗事件捜査中、暴漢に棒で頭部を強打されて殉職

122 S25.� 6.23 宮 古 警 察 署 警 部 補 砂　川　勇　雄 座礁船警戒を終え帰署途中、暴風雨のため宮国
海岸沖で船体が沈没して殉職

123 S26.10.27 本部地区警察署 巡 査 部 長 石　川　清　善 柔道訓練中、腹部を強打して入院、腹膜炎を併
発し殉職

124 S27.� 3.16 那覇地区警察署 警 部 補 比　嘉　兼　才 �那覇市松尾のダンスホ－ルにおいて、暴れている
米軍人を制止した際にナイフで刺されて殉職

125 S28.� 9.� 1 那覇地区警察署 警 部 補 久　場　景　正 安謝巡査部長派出所前の１号線路上において、
一斉検問中、車両に跳ねられて殉職

126 S45.� 2.18 コ ザ 警 察 署 警 部 補 朝　永　　　誠 諸見巡査派出所において勤務中、窃盗事件の訴え
を受け、被疑者を逮捕する際に胸部を刺されて殉職

127 S46.11.10 与 那 原 警 察 署 警 部 山　川　松　三 勢理客巡査派出所前でデモ警備従事中、過激派
グループの襲撃を受けて殉職

128

復
帰
後
（
十
三
人
）

S48.� 4.22 渡 久 地 警 察 署 警 部 補 永　田　勝　彦 白バイで交通違反車両を追跡中、転倒負傷して
入院、破傷風を併発して殉職�

129 S50.� 3.11 那 覇 警 察 署 警 部 補 浦　崎　文　夫 組織暴力団の対立抗争警戒中、酒酔い、居眠り
運転車両に激突されて殉職

130 S50.� 3.22 交 通 部 
交 通 企 画 課 警 視 西　銘　秀　元 安全運転管理者に対する講習会中、脳溢血を発

症して殉職

131 S52.� 2.23 具 志 川 警 察 署 警 部 補 饒平名　知　吉 具志川駐在所勤務中、激務と過労のため循環器
不全と脳血管障害を併発して殉職

132 S52.� 5.20 刑 事 部 
捜 査 第 一 課 警 部 比　嘉　良　賢 刑事部捜査第一課において勤務中、激務と過労

のため脳内出血を発症して殉職

133 S53.� 8.12 警 備 部 
警 備 課 警 部 仲　吉　良　晃 警備部警備課において勤務中、交通方法変更実

施に伴う激務と過労のため殉職

134 S56.� 5.11 警 務 部 
警 務 課 付 警 視 上　原　泰　英 嘉手納警察署勤務の昭和50年６月17日、全軍労スト警備中に激務と

過労のため倒れ、昭和56年５月11日脳内出血と肺炎を併発して殉職

135 H� 2.11.23 沖 縄 警 察 署 警 部 比　嘉　正　雄　沖縄市安慶田において、暴力団抗争に伴う沖縄警
察署特別取締遊撃警戒班として警戒中、暴力団員
から銃撃を受けて殉職136 H� 2.11.23 沖 縄 警 察 署 警 部 補 拝　根　正　吉

137 H� 2.12.17 警 務 部 
会 計 課 事 務 吏 員 椎　名　清　則 警務部会計課において勤務中、激務と過度の疲

労により殉職

138 H� 6.� 5.� 6 糸 満 警 察 署 警 視 知　花　信　久 殺人事件捜査の激務と過労のため、帰宅途中に
急性心不全を発症して殉職

139 H15.� 3.� 3 那 覇 警 察 署 巡 査 部 長 仲宗根　　　保 那覇警察署交通指導課において勤務中、激務と
過労のため心筋梗塞を発症して殉職

140 H16.12.21 刑 事 部 
銃器薬物対策課 警 部 宮　城　益　弘 犯人逮捕直後、激務と過労のため重症不整脈を

発症して殉職

※　本記念誌に収録した「殉職警察職員名簿」については、『沖縄県警察史』第一巻～第三巻（沖縄県警察史編さん�
　委員会編（平成２年、平成５年、平成13年））を定本とし、警察機関紙『ニューホープ』（沖縄民警察部、沖縄群�
　島警察本部及び琉球警察本部発行）及び『琉球警察史料』第１集（琉球警察本部警務課編（昭和37年））を補遺と�
　して用いて作成した。

殉職警察職員名簿
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殉職者を慰霊する「慰霊碑」は、昭和10年初代慰霊碑が那覇市波之上旭ヶ丘に建立されましたが、

昭和20年沖縄戦の戦禍で倒壊したため、戦後琉球警察では、昭和29年11月、在職職員の拠出金及

び一般有識者の寄付金を募り、同場所に「殉職警察職員慰霊之碑」として再建し、同年12月に除

幕式及び初回の慰霊祭を挙行しました。

以降、県警察の年中行事として、毎年11月に殉職警察職員慰霊祭が執り行われています。

なお、慰霊碑が直立でなく横向きの形状であるのは、設計者の仲座氏が「御霊が天上で永久に

横たわりお休みになる象徴」をイメージしたことによります。

殉職警察職員慰霊之碑

那覇市波之上旭ヶ丘
（敷地約231坪　総工費約32万Ｂ円（円換算で96万円））

　設計者　仲座久雄（建築士）
　揮毫者　謝花雲石（能書家）
　石　材　トラバーチン石　

合祀数140柱（令和４年現在）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
四
十
七
年

≪沖縄県の出来事≫ 5.13 「琉球警察本部」閉庁式。米国統治下の琉球警
察の終焉

5.12 「米民政府」解散式（フォートバクナー劇場） 5.15 「沖縄県警察」発足。本部庁舎で式典開催
5.15 「沖縄県」発足 〃 復帰記念式典反対デモに約6,000人が参加
〃 第１回臨時県議会開催。第１代沖縄県知事に

屋良朝苗を選出（みなす知事）
〃 最高速度規制単位変更（マイルからキロメー

トルへ）
5.23 「沖縄開発庁沖縄総合事務局」開庁式 〃 通貨交換警備（米ドルから日本円へ。１ドル

＝305円）（～29日）
6.8 「那覇防衛施設局」開設 5.29 暴力団東亜沖縄支部組員３人殺害事件検挙
6.25 第１回沖縄県知事選で屋良朝苗当選 6.8 米軍キャンプ・ハンセンにおける暴力団山口

組系幹部による拳銃窃盗密輸密売事件検挙
10.11「航空自衛隊那覇基地」開設（部隊編成完結式） 7.19 「県民防犯運動推進本部」設置
11.7 「自衛隊配備反対県民大会」開催 8.11 宜野湾市における米軍人による強姦殺人事件

検挙
12.10 第33回衆議院選挙５名当選（西銘順治、上原

康助、國場幸昌、瀬長亀治郎及び安里積千代）
8.19 暴力団旭琉会幹部による濃硫酸事件検挙

12.18 国が「沖縄復興開発計画」決定 9.1 暴力団旭琉会による東亜沖縄支部組員殺害事
件検挙

≪日本の出来事≫ 9.20 米軍キャンプ・ハンセンにおける米軍人によ
る日本人基地従業員射殺事件検挙

2.3 札幌冬季オリンピック大会開催（～13日） 11.10「交通巡視員制度」運用開始（20人採用）
2.19 連合赤軍によるあさま山荘事件（～28日） 11.26「復帰記念植樹祭」開催に伴う警備
5.3 日本赤軍によるイスラエル・テルアビブ空港

銃乱射事件
12.1 コザ市（現沖縄市）における米軍人による女

性殺害事件検挙
6.14 インドで日本航空機墜落事故発生
7.7 第64代内閣総理大臣に、田中角栄が就任

11.28 ソ連で日本航空機墜落事故発生

≪世界の出来事≫ ≪警察職員の入校状況等≫

8.2 西ドイツ・ハイデルベルクで、第21回ストーク・
マンデビル競技大会（夏季パラリンピック大会）
開催（～11日）

6.9 初任科第１期：99人（男性99人）

8.26 ミュンヘン夏季オリンピック大会開催（～９
月11日）パレスチナの過激派組織（黒い９月）
が選手村を襲撃し、イスラエル選手及びコー
チ11人を殺害（９月５日）

10.9 初任科第２期：46人（男性46人）

昭
和
四
十
八
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.19 美里村（現沖縄市の一部）における米軍人を
被害者とする拳銃強盗殺人事件検挙

1.29 ベトナム戦争停戦後、撤退兵（第１陣）約400
人を乗せた船が米軍ホワイトビーチに入港

5.1 「売春モニター制度」運用開始（10人に委嘱）

2.6 那覇空港で米軍機着陸失敗 5.2 「復帰記念沖縄特別国民体育大会（若夏国体）」
開催に伴う警備（～６日）

4.12 米軍ブルービーチ演習場で、米軍戦車による
女性轢死事案発生

5.3 「復帰記念沖縄特別国民体育大会（若夏国体）」
への自衛隊参加阻止闘争警備（～６日）

4.24 米軍が県道104号線を封鎖して射撃演習実施 5.7 石垣市市有地の払下げをめぐる贈収賄事件検挙
5.3 「復帰記念沖縄特別国民体育大会（若夏国体）」

開催（～６日）
5.26 那覇市職労による威力業務妨害事件

6.23 「沖縄全戦没者追悼式」開催 5.29 糸満市におけるダイナマイト使用郵便局強盗
未遂殺人事件検挙

≪日本の出来事≫ 7.9 伊良部村（現宮古島市伊良部）における女性
殺害事件検挙

2.14 円変動為替相場制に（１ドル＝270円80銭） 7.25 中城村において、女性殺害事件発生

年表 昭和47年～48年
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
四
十
八
年

3.20 水俣病裁判でチッソ全面敗訴 8.2 名護市における米軍人を被害者とする炭焼窯
焼殺事件検挙

8.8 金大中拉致事件発生 8.3 那覇市における女性殺害事件検挙
10.23 江崎玲於奈がノーベル物理学賞受賞 9.1 「婦人補導員制度」運用開始（18人採用）

≪世界の出来事≫ 10.7 那覇市のサロン前路上において、殺人事件発生

1.1 欧州諸共同体（ＥＣ）に英国、アイルランド
及びデンマークが加盟

11.26 那覇市前島の琉海ビル建設現場において、大
陥没事故発生

1.27 ベトナム和平パリ協定調印 12.31 交通事故の死亡者が戦後最悪を記録（昭和48
年中123人）

5.14 米国が初の宇宙ステーション設立 ≪警察職員の入校状況等≫
10.6 第４次中東戦争勃発でオイルショック 4.1 初任科第３期：55人（男性55人）

12.4 初任科第４期：42人（男性42人）
〃 婦人警察官(現女性警察官）第１期：32人

昭
和
四
十
九
年

　≪沖縄県の出来事≫ 2.8 琉球大学で誤認殺害事件発生（平成11年まで
に６人逮捕）

1.2 米軍が基地従業員1,337人の解雇を発表 〃 「屋良知事即時退陣要求県民総決起大会」開催
に伴う警備（知事室乱入事件発生）

2.4 沖縄大学の全学封鎖により、50年度入学生認
可闘争に突入

3.2 那覇市小禄の沖縄聖公会マタイ幼稚園前排水
工事現場で不発弾爆発事故発生。４人死亡、
34人重軽傷

4.1　「沖縄市」誕生（美里村及びコザ市が合併） 3.12 鹿児島県上空を飛行中の日本航空機内におい
て、ハイジャック事件発生。那覇空港に着陸
後、少年１人逮捕

8.18 「全軍労大量解雇撤回要求県民大会」開催（～
19日）

7.10 伊江島補助飛行場において、米軍人による地
元住民狙撃事件発生

≪日本の出来事≫ 7.28 海洋博出稼労働者による少年・少女監禁暴行
事件、７人検挙

3.12 フィリピン・ルバング島から、小野田元陸軍
少尉が30年ぶりに帰国

8.1 県内初「バス専用道路」設置（首里山川～旧
那覇警察署前（現県民広場前）交差点）

8.30 三菱重工ビルで時限爆弾事件発生 10.16 名護市羽地内海において、小型釣船転覆事故
発生。７人死亡

10.8 佐藤栄作前総理がノーベル平和賞受賞 10.18 米軍嘉手納基地における拳銃等窃盗事件検挙
11.18 米国のジェラルド・Ｒ・フォード大統領が、

現職大統領として初来日
10.24 暴力団上原一家組員２人による暴力団旭琉会

幹部殺害事件検挙
12.9 第66代内閣総理大臣に三木武夫が就任 11.1 那覇市の喫茶店における人質立てこもり事件検挙

≪世界の出来事≫ 12.9 暴力団旭琉会組員による暴力団上原一家幹部
殺害事件検挙

5.18 インドが初の核実験（世界で６番目） 〃 県内銀行支店長らによる特別背任事件検挙
8.9 米国のリチャード・ニクソン大統領がウォー

ターゲート事件で辞職し、第38代大統領にジェ
ラルド・Ｒ・フォードが就任

8.15 韓国で朴正煕大統領狙撃事件発生 ≪警察職員の入校状況等≫
9.8 米国ＴＷＡ航空の旅客機がイオニア海に墜落。

当県のヨーロッパ視察団13人を含む78人死亡
4.2 初任科特別教養第１期：18人（男性18人）

11.3 パレスチナ解放機構（ＰＬＯ）が国連に初出席 〃 初任科第５期：58人（男性58人）
〃 婦人警察官（現女性警察官）第２期：32人

12.7 初任科第６期：24人（男性24人）
昭
和
五
十
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.31 那覇市の銀行における拳銃使用強盗殺人事件
検挙

3.10 沖縄女子短期大学で学費値上げによる労使対
立。入試中止

2.4 金武村（現金武町）において、スナック経営
者殺害事件発生
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
五
十
年

5.20 「沖縄自動車道（許田ＩＣ～石川ＩＣ）」開通 2.15 国頭村における暴力団旭琉会幹部らによる暴
力団上原一家組員殺害事件検挙

6.11 「沖縄県立資料館（現沖縄県平和祈念資料館）」
開館

5.12 沖縄市において、現金輸送車強奪事件発生

7.19 「沖縄国際海洋博覧会」開催（～１月18日） 7.17 「沖縄国際海洋博覧会」開会式への皇太子同妃
両殿下行啓に伴う警衛警備

12.6 県内完全失業率６％、失業者約２万4,000人 〃 白銀病院前における皇太子同妃両殿下お列車
両に対するガラス瓶投てき事件発生（過激派
２人検挙）

≪日本の出来事≫
〃 ひめゆりの塔における御参拝中の皇太子同妃

両殿下に対する火炎瓶投てき事件発生（過激
派２人検挙）

1.1 長野県青木湖にスキーバスが転落。24人死亡 7.19 「交通情報センター」設置
3.10 山陽新幹線が博多まで開通 〃 「沖縄国際海洋博覧会」開催に伴う警備（～１

月18日）
5.16 登山家の田部井淳子が、女性初のエベレスト

登山に成功
7.23 海洋博覧会会場内における爆弾事件発生（1人

検挙）
7.4 保革伯仲国会で法案難航 9.1 「バス専用レーン」設置（旧伊佐三叉路～久茂地）

11.26 公労協がスト権奪還スト（～12月3日） 10.2 琉球大学医学部用地買収をめぐる宅地法違反、
業務上横領及び贈収賄事件検挙

12.10 三億円事件の時効成立 10.16 暴力団上原一家組員による暴力団旭琉会理事
長殺害事件検挙

≪世界の出来事≫ 12.15 那覇市のバス会社において、ボーナス強盗事
件発生

4.30 南ベトナム政府無条件降伏。ベトナム戦争終結 12.22 米軍キャンプ・シュワブにおける拳銃多量盗
難事件検挙

6.5 スエズ運河が８年ぶりに再開
7.18 米国とソ連が共同宇宙飛行でドッキング ≪警察職員の入校状況等≫
11.15 フランスのランブイエで、「第１回先進国首脳

会議（ランブイエサミット）」開催
3.31 初任科特別教養第２期：22人（男性22人）

11.22 韓国で学園浸透スパイ団事件発生。留学生18
人を逮捕

4.1 初任科第７期：48人（男性48人）

12.1 初任科第８期：21人（男性21人）

昭
和
五
十
一
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.1 「交通事故証明書」及び「運転経歴証明書」の
発行、免許停止直前の点数通知等の業務開始

6.25 第２代沖縄県知事に平良幸市が就任 1.17 「沖縄国際海洋博覧会」閉会式に伴う警衛警備
9.17 県道104号線越え実弾演習阻止団が着弾地山中

に潜入し、演習中止
〃 「皇太子再訪沖阻止闘争」６都道府県20か所で

約2,800人参加（～18日）
10.7 実弾射撃演習阻止・刑特法適用糾弾大会 1.30 暴力団旭琉会組員殺害事件検挙
10.10 ボクシングの具志堅用高が、ＷＢＡ世界ジュ

ニアフライ級チャンピオン
3.17 沖縄市の事務所において、銃器等使用強盗事

件発生
11.22 電話即時通話開始（宮古・八重山地方） 5.20 ネズミ講類似方式による出資法違反事件検挙

〃 日本放送協会テレビ同時放映開始（宮古・八
重山地方）

5.26 暴力団東亜沖縄支部組員による男性殺害事件
検挙

≪日本の出来事≫ 6.22 警察官の拳銃携帯実施

1.31 鹿児島県で五つ子誕生 7.13 陸運事務所登録官らによる車両登録をめぐる
贈収賄事件検挙

7.27 ロッキード事件で田中角栄前総理逮捕 8.21 暴力団旭琉会喜屋武グループによる男性殺害
事件発生検挙

9.6 ソ連軍機ＭｉＧ25が北海道函館空港に強行着陸 9.18 原水協傘下の労組員を刑特法違反で逮捕（初
適用）

12.24 第67代内閣総理大臣に福田赳夫が就任 9.20 「バス専用レーン」設置（兼城交差点～古波蔵）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
五
十
一
年

≪世界の出来事≫ 〃 「バス専用レーン」設置（古波蔵～与儀交差点）

2.4 インスブルック冬季オリンピック大会開催(～
15日）

〃 「バス専用道路」設置（与儀交差点～那覇高校前）

2.21 エーンシェルドスピーク冬季パラリンピック
大会開催（～28日）

10.1 コンピューターによる家出人捜索願出処理開始

7.2 南北ベトナム統一 10.15 陸運事務所長による自動車登録封印業務贈収
賄事件検挙

7.17 モントリオール夏季オリンピック大会開催（～
８月１日）

10.24 偽造米国通貨密輸行使事件検挙

8.3 カナダ・トロントで第25回ストーク・マンデビル競
技大会（夏季パラリンピック大会）開催（～11日）

≪警察職員の入校状況等≫
4.6 初任科特別教養第３期：９人（男性９人）
9.1 初任科第９期：27人（男性27人）

昭
和
五
十
二
年

≪沖縄県の出来事≫ 5.1 与那国島にベトナム難民27人が漂着

3.15 「ノグチゲラ」、「イリオモテヤマネコ」及び「カ
ンムリワシ」が、国の天然記念物に指定

〃 「公用地法阻止県民総決起大会」開催に伴う警備

5.15 「沖縄県祖国復帰協会」解散 5.18 暴力団旭琉会組員による暴力団上原組組員に
対する拳銃使用殺害事件検挙

〃 公用地法期限切れによる「空白の日」に、米軍
基地内土地所有者がトラクターを持ち込む（～18日）

6.12 航空自衛隊知念分屯地におけるカービン銃盗
難事件検挙

7.8 名護市の米軍基地内で、ＡＶ８ハリヤー戦闘
機離発着訓練実施

〃 「困り事相談室」新設

9.20 沖縄県の交通方式変更の実施日を定める政令
公布

8.10 暴力団旭琉会組員らによる警察官へのカービ
ン銃及び拳銃発砲事件検挙

≪日本の出来事≫ 9.4 与那国島において、ベトナム難民による不法
入域事件発生

8.31 王貞治がホームランの世界記録（756号）樹立 9.25 暴力団旭琉会組員による男性殺害事件検挙
9.28 日本赤軍による日航機ハイジャック事件発生 10.27「防犯県民運動」実施（初の全国統一運動）

≪世界の出来事≫ 11.16 那覇市における身の代金目的小学生誘拐事件
発生検挙

11.2 第39代米国大統領に、ジェームズ・カーター
が就任

11.26 復帰特別措置の輸入割当業者による外為法違
反（輸入牛肉横流し）事件検挙（４法人）

11.7 ソ連でロシア革命60周年記念軍事パレード開催
≪警察職員の入校状況等≫

4.1 初任科特別教養第４期：15人（男性15人）
〃 初任科第10期：19人（男性19人）

10.21 初任科特別教養第５期：22人（男性22人）

昭
和
五
十
三
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.26 「日教組第27次及び日高教組第24次教研集会」
に伴う警備

3.16 作家伊佐千尋の「逆転」が、大宅壮一賞受賞 4.1 「沖縄県警察音楽隊」発足（愛好会から昇格）
4.12 尖閣諸島領海外に中国漁船団集結（最大約200

隻）（～23日）
5.11 平良市長らによる公共工事発注をめぐる贈収

賄事件検挙
5.18 米軍嘉手納基地所属のＦ４ファントム戦闘機

が、米軍キャンプ・ハンセン山中に墜落
7.29 浦添市の銀行において、猟銃使用強盗事件発

生
7.30 「交通方法」変更 7.30 交通方法変更「人は右、車は左」
〃 「交通渋滞緩和緊急対策連絡協議会」発足 10.7 与那国町長らによる与那国町議員選挙自由妨

害事件検挙
10.1 「沖縄平和祈念堂」開堂式開催 10.9 伊良部村（現宮古島市伊良部）における路上

殺人事件発生検挙
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
五
十
三
年

11.23 平良幸市知事が病気のため辞任 10.11 暴力団旭琉会八重山グループ幹部による男性
殺害事件発生検挙

12.13 第３代沖縄県知事に、西銘順治が就任 10.13「沖縄県金融機関防犯連合会」設置

≪日本の出来事≫ 10.18「沖縄県少年補導員会連絡協議会」設置

5.20 「新東京国際空港（成田空港）」開港 11.3 浦添市のレジャー施設において、拳銃使用強
盗殺人未遂事件発生

8.12 「日中平和友好条約」締結 11.11 数県にまたがる証券及び金地金取引名下の詐欺事件
12.7 第68代内閣総理大臣に大平正芳が就任 11.20「バス専用レーン」設置（旭橋～安謝橋）

≪世界の出来事≫ 12.11「バス専用道路」設置（旧那覇警察署前（現県
民広場前）交差点～首里山川）

5.9 イタリアのアルド・モーロ前首相暗殺 〃 「バス専用道路」設置（那覇高校前～与儀交差点）
7.25 英国で試験管ベビー誕生 12.29 米軍キャンプ・シュワブにおいて、訓練中の

米軍人による機関銃乱射事案発生（民間地に
向けて乱射）

11.18 米国で宗教団体信者が集団自殺。900人以上死亡
12.17 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が石油値上げ ≪警察職員の入校状況等≫

4.7 初任科特別教養第６期：17人（男性17人）
〃 初任科第11期：44人（男性44人）

10.21 初任科特別教養第７期：28人（男性28人）

昭
和
五
十
四
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.26 北中城村における集金人強盗殺人事件検挙

1.24 「軍事演習反対基地撤去県民大会」開催 2.25 暴力団旭琉会宮古グループ組員による殺人事
件発生

3.18 「沖縄刑務所」移転（知念村（現南城市知念）
字具志堅）

3.1 交通部に「交通規制課」を新設

7.5 「下地島訓練飛行場」運用開始 3.31 暴力団旭琉会安慶名組組員による実父殺害事
件検挙

7.19 県、防衛施設局及び米軍による三者協議スタート 4.1 「風俗環境モニター制度」運用開始
8.20 米軍のパイプラインからジェット燃料流出 4.5 少年鑑別所における被拘禁者奪取事件検挙
10.1 「琉球大学医学部」開設 5.3 フィリピン人等外国人による米国財務省発行

名義の偽造有価証券行使詐欺事件検挙
10.28 ＷＢＡ世界ジュニアフライ級チャンピオンの

具志堅用高が、10度目の防衛達成
6.14 警察本部における人質立てこもり事件検挙

11.6 読谷村でパラシュート落下事故 7.21 「少年を守る日」設定（毎月第３土曜日（現第
３金曜日））

≪日本の出来事≫ 7.26 那覇市における身の代金目的幼児誘拐事件検挙

6.28 東京都で第５回先進国首脳会議（東京サミット）
開催（～29日）

8.2 那覇市における身の代金目的小学生誘拐事件
検挙

≪世界の出来事≫ 8.21 暴力団旭琉会宮古グループ組員による殺人事
件検挙

2.17 中国がベトナムに侵攻。ベトナム難民続出 9.1 コザ警察署を「沖縄警察署」に改称
3.26 エジプトとイスラエルが平和条約調印 〃 普天間警察署を宜野湾市真志喜に新築移転し、

「宜野湾警察署」に改称
3.28 米国のスリーマイル島で原発事故発生 11.1 宜野湾市において、身の代金目的児童誘拐事

件発生
5.4 第71代英国首相にマーガレット・サッチャー

が就任
11.24「沖縄県警察創立100年記念式典」開催

10.26 韓国・ソウルで朴正煕韓国大統領暗殺 12.10「沖縄県防犯対策推進本部」設置（県民防犯運
動推進本部は発展的解消）

12.15 米国と中国が国交樹立 12.19 宜野湾市職労による威力業務妨害事件
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昭
和
五
十
四
年

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科特別教養第８期：11人（男性11人）
〃 初任科第12期：36人（男性36人）

11.8 初任科特別教養第９期：18人（男性18人）

昭
和
五
十
五
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.15 自衛官の成人式式典参加阻止行動に伴う傷害、
公務執行妨害事件発生検挙（２人）

6.10 那覇空港で自衛隊機着陸失敗。乗員１人死亡 1.25 自衛隊那覇航空基地の爆薬作業所において、空
対空ミサイル爆発、隊員１人死亡、３人重軽傷

8.2 ボクシングの上原康恒が、ＷＢＡ世界スーパー
フェザー級チャンピオン

3.9 宜野湾市における立てこもり事件検挙

8.7 那覇空港で米軍機が緊急着陸後オーバーラン 3.10 那覇市における身の代金目的児童誘拐事件検挙

≪日本の出来事≫ 4.1 国道58号の最高速度を40km/hから50km/hへ
変更（那覇市安謝橋～恩納村仲泊）

7.17 第70代内閣総理大臣に鈴木善幸が就任 4.10 那覇市における身の代金目的児童誘拐事件検挙
8.21 沖縄東方洋上のソ連原子力潜水艦内で火災発

生。乗員９人死亡
5.18 沖縄市における人質立てこもり事件検挙

11.4 プロ野球の王貞治引退 7.8 警察航空機（ヘリコプター）「しまもり」導入

≪世界の出来事≫ 7.10 「沖縄県警察旗」及び「沖縄県警察歌」制定

2.1 ヤイロ冬季パラリンピック大会開催（～７日） 9.2 沖縄刑務所における受刑者逃走事件検挙
2.13 レークブラシッド冬季オリンピック大会開催（～

24日）
9.21 浦添市建設部長らによる公共工事発注をめぐ

る贈収賄事件検挙
6.21 オランダ・アーネムで、身体障害者オリンピックアー

ネム大会（夏季パラリンピック大会）開催（～30日）
10.4 那覇市の銀行において、猟銃使用強盗事件発生

7.19 モスクワ夏季オリンピック大会開催（～８月３日）
9.1 第11代韓国大統領に、全斗煥が就任 ≪警察職員の入校状況等≫

12.27 ソ連がアフガニスタンに侵攻。西側諸国は制
裁措置

4.1 初任科特別教養第10期：14人（男性14人）

〃 初任科第13期：36人（男性36人）
11.5 初任科特別教養第11期：23人（男性23人）

昭
和
五
十
六
年

≪沖縄県の出来事≫ 2.11 南部国道事務所工務課長らによる道路改築工
事発注等をめぐる贈収賄事件検挙

1.9 国が未契約米軍用地の使用認定 3.1 警務部に「留置管理室」を設置
2.1 「平和通りアーケード」完成 4.20 「沖縄県警察交通管制センター」設置
8.11 国費医学制度が昭和57年から５年間復活決定 5.19 那覇市教育委員会及び豊見城村教育委員会職員

による学校工事発注をめぐる贈収賄事件検挙
11.14 国頭村で野鳥の新種「ヤンバルクイナ」発見 5.21 「中央線変移システム」運用開始
12.16 ボクシングの渡嘉敷勝男が、ＷＢＡ世界ライ

トフライ級チャンピオン
7.6 糸満市の病院における立てこもり事件検挙

12.30 米軍「ハンビー飛行場」返還 7.20 宜野湾市における身の代金目的児童誘拐事件検挙

≪日本の出来事≫ 8.28 那覇市の電話ボックスにおける立てこもり事
件検挙

4.18 福井県敦賀原発で放射能漏出事故隠し発覚 9.7 那覇市の病院における立てこもり事件検挙
10.16 北炭夕張新炭鉱でガス突出。93人死亡 9.14 鈴木善幸総理来県に伴う警護警備
12.10 福井謙一がノーベル化学賞受賞 〃 「鈴木総理大臣来県糾弾県民大会」開催に伴う

警備

≪世界の出来事≫ 9.18 「九州管区内逮捕術大会」優勝

1.20 第40代米国大統領にロナルド・レーガンが就任 10.1 「パーキングメーター」設置（６か所66基）
4.12 スペースシャトル初打ち上げ成功（コロンビア号） 10.26 米軍キャンプ・ハンセン実弾演習抗議集会開催
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
五
十
六
年

5.10 第21代フランス大統領にフランソワ・ミッテ
ランが就任

12.9 経済連が農連市場明渡しに伴う強制執行(機動
隊出動）

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第１期：50人（男性50人）
〃 初任科長期課程期１期：50人（男性50人）

昭
和
五
十
七
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.8 フィリピン・マニラにおける保険金目的殺人
事件検挙（４人）

3.5 平良幸市前知事死去（72歳） 1.20 運転免許証の即日交付業務開始（運転免許課
（那覇）のみ）

4.8 「伊計大橋」開通 2.13 県内初「スクランブル交差点」設置（那覇市泉崎）
4.13 ボクシングの友利正が、ＷＢＡ世界ライトフ

ライ級チャンピオン
4.1 渡久地警察署を本部町字大浜に新築移転し、

「本部警察署」に改称
9.22 県が「都市モノレール運営会社」設立 4.10 具志川市（現うるま市具志川）の銀行において、

水中銃使用強盗事件発生

≪日本の出来事≫ 4.26 「中央線変移バス専用レーン」設置（安里交差
点～松川ポンプ場前）

2.8 ホテル・ニュージャパン火災。33人死亡 5.15 「沖縄県警察10年の歩み」発刊
2.9 日本航空機が羽田沖に墜落。24人死亡 〃 「復帰10周年記念式典」に伴う警護警備
6.8 「ロッキード事件」全日空ルートで全員無罪判決 5.22 現職警察官による銀行強盗未遂事件検挙
7.26 教科書検定が中国及び韓国との外交問題に発展 8.26 石垣空港において、南西航空機オーバーラン

炎上事故発生
11.27 第71代内閣総理大臣に中曽根康弘が就任 10.8 平良市長選挙における組織的買収事件検挙

≪世界の出来事≫ 10.9 沖縄市における暴力団旭琉会会長射殺事件検挙

6.22 米国で産業スパイ事件発覚 11月 「外勤警察全国職務質問強化月間」で全国１位
10.5 中国とソ連が国交正常化へ。13年ぶりに接触 11.16 沖縄県南部農林土木事務所長らによる公共工

事発注をめぐる収賄事件検挙
11.12 ソ連共産党書記長にアンドロポフ・ユーリが就任
12.2 米国で初の本格的人工心臓手術 ≪警察職員の入校状況等≫

4.1 初任科短期課程第２期：28人（男性28人）
〃 初任科長期課程第２期：29人（男性29人）
〃 一般職員初任科：４人（男性２人、女性２人）

昭
和
五
十
八
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.24 「西銘岳補助無線中継所局舎」新設

3.18 「宜名真トンネル」開通 2.23 米軍キャンプハンセンにおける米軍人による
タクシー強盗殺人事件検挙

6.6 那覇空港で自衛隊のヘリコプターが着陸失敗 4.2 暴力団二代目旭琉会新和一家総長に対する拳
銃使用殺人未遂事件検挙

≪日本の出来事≫ 4.12 宜野湾市における現金郵便車盗難事件検挙

5.26 日本海中部大地震（震度５）発生。104人死亡 6.18 旧琉球大学体育館において、殺人事件発生
6.26 初の比例代表参議院選挙実施 7.12 「第19回献血運動推進全国大会」への皇太子同

妃両殿下行啓に伴う警衛警備（～13日）
10.3 三宅島で21年ぶりに噴火 10.20 那覇市における人質立てこもり事件検挙
10.12「ロッキード事件」で、田中角栄元総理大臣に

懲役４年の実刑判決
10.22 県警察音楽隊が、全国警察音楽隊演奏会へ初

参加（～23日）

≪世界の出来事≫ 11月 「外勤警察全国職務質問強化月間」で全国１位
（２年連続）

5.5 中国民航機ハイジャック事件発生。中国と韓
国が初の外交接触

12.23 那覇防衛施設局建築課長による公共工事発注
をめぐる贈収賄事件検挙
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
五
十
八
年

8.21 フィリピン・マニラ空港で、アキノ元上院議員暗殺 12.26 暴力団三代目旭琉会による遊技場連続襲撃事件検挙
9.1 サハリン上空で、ソ連軍機が大韓航空機を撃墜

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第３期：29人（男性29人）
〃 初任科長期課程第３期：43人（男性43人）
〃 一般職員初任科：６人（男性３人、女性３人）

昭
和
五
十
九
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.17 金武町のビーチにおける女性殺害死体遺棄事
件検挙

1.24 新種の昆虫「ヤンバルテナガコガネ」発見 2.16 石垣空港における乳児人質立てこもり事件検挙
3.17 米陸軍特殊部隊グリーンベレー再配備（～９月） 5.22 「日教組第60回定期大会」開催に伴う警備
6.21 那覇空港で自衛隊機着陸失敗。ブロックに激突 7.9 那覇市の公園における女性殺害死体遺棄事件

検挙
8.1 重量上げの平良朝治が、ロサンゼルスオリン

ピックで５位入賞
7.29 那覇市の団地における通り魔殺傷事件検挙

10.15 琉球大学医学部附属病院（現琉球大学病院）
診療開始

8.8 覚醒剤の大量押収と組織的密売事件検挙

≪日本の出来事≫ 9.12 石垣空港建設に伴う威力業務妨害事件検挙

1.18 三井三池有明鉱火災。83人死亡 9.14 八重山警察署前における新石垣空港建設阻止
委員による公務執行妨害事件検挙

3.18 江崎グリコ社長誘拐事件発生 11月 「外勤警察全国職務質問強化月間」で全国１位
（３年連続）

9.6 韓国の全斗煥大統領が初来日（～８日） 11.15「移動警察電話」運用開始
9.14 長野県西部で震度６の地震発生。死者行方不

明29人
11.18 暴力団三代目旭琉会丸良一家幹部による殺人

未遂事件検挙

≪世界の出来事≫ 12.31 刑法犯検挙年間実績で九州管区内１位（４年
連続）

1.14 インスブルック冬季パラリンピック大会開催（～20日）
2.8 サラエボ冬季オリンピック大会開催（～19日）
4.26 米国のロナルド・レーガン大統領が中国訪問（～

５月１日）
6.17 米国・ニューヨーク及び英国・アイレスベリー

で、第７回世界車椅子競技大会（夏季パラリ
ンピック大会）開催（米国：～30日、英国：
７月22日～８月１日）

7.28 ロサンゼルス夏季オリンピック大会開催（～
８月12日）。東側諸国はボイコット ≪警察職員の入校状況等≫

9.28 レーガン・グロムイコ会談。アメリカとソ連
対話復活

4.1 初任科短期課程第４期：21人（男性21人）

10.31 マハトマ・ガンジーが、銃撃により殺害 〃 初任科長期課程第４期：30人（男性30人）
12.19 中国と英国が、香港返還合意文書に調印 7.25 初任科短期課程第５期：20人（男性20人）

〃 一般職員初任科：３人（男性１人、女性２人）

昭
和
六
十
年

≪沖縄県の出来事≫ 4.1 「浦添警察署」開署（県下13署目）

2.13 「瀬底大橋」開通 〃 警備部に「国体対策課」を新設
4.13 壺屋焼陶芸家の金城次郎が、当県初の人間国

宝に指定
4.15 読谷村における女性殺害事件検挙

4.28 「第１回全日本トライアスロン宮古島大会」開催 5.1 那覇市助役らによる贈収賄事件検挙
9.25 県出身力士の琴椿が新十両入り決定 5.16 那覇市の喫茶店において、ガス爆発事故発生
12.8 「第１回ＮＡＨＡマラソン」開催 5.28 那覇空港において、航空自衛隊機と全日空機

接触事故発生
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

昭
和
六
十
年

≪日本の出来事≫ 7.12 米軍普天間基地所属のＣＨ53ヘリコプターが
北部訓練場に墜落。４人死亡

3.17 「つくば科学万博」開催。来場者約２千万人（～
９月16日）

8.1 広域にわたる雇用保険金不正受給詐欺事件検挙

4.1 民営化により「日本電信電話（ＮＴＴ）」及び
「日本たばこ産業（ＪＴ）」が発足

10.2 フィリピン・マニラルート拳銃大量密輸入事
件検挙

6.18 詐欺まがい商法、豊田商事会長刺殺 〃 猟銃使用による銀行強盗事件検挙
8.12 日本航空機123便が御巣鷹山に墜落。520人死

亡、４人生存
10.7 読谷村における身の代金目的小学生誘拐事件

検挙
8.15 中曽根康弘総理が戦後初の靖国神社公式参拝 11月 「外勤警察全国職務質問強化月間」で全国１位

（４年連続）
9.11 ロス疑惑の被疑者逮捕 12.31 刑法犯検挙率年間実績で九州管区内１位（５

年連続）

≪世界の出来事≫ 〃 交通死亡事故大幅減少（昭和60年中63人）

3.11 ソ連共産党書記長にミハイル・ゴルバチョフ
が就任

11.14 コロンビア大噴火。死者２万人超 ≪警察職員の入校状況等≫
11.19 スイス・ジュネーブで、６年ぶりに米国とロ

シア首脳会談開催（～21日）
4.1 初任科短期課程第６期：17人（男性17人）

〃 初任科長期課程第５期：18人（男性18人）
〃 一般職員初任科：７人（男性５人、女性２人）

昭
和
六
十
一
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.5 拳銃大量密輸入事件の国外逃亡被疑者逮捕

2.8 海洋博記念公園内に「熱帯ドリームセンター」
開園

1.15 自衛官の成人式典参加阻止行動に伴う公務執
行妨害事件（１人検挙）

4.11 「泊大橋」開通 2.17 那覇市において、自衛官宿舎及び車両に対す
る連続放火事件発生（～４月21日）

4.15 「沖縄県立芸術大学」開校 4.1 警備部警備課を「警備第一課」と「警備第二課」
に分割（国体に向けた体制の整備）

7.24 ボクシングの浜田剛史が、ＷＢＣ世界スーパー
ライト級チャンピオン

4.23 「沖縄県警察史編さん委員会」発足

11.1 南西航空の本土便（那覇～愛媛県松山）が初
就航

5.1 名護市における身の代金目的主婦誘拐事件検挙

≪日本の出来事≫ 7.16 具志川市教育長による贈収賄事件検挙

4.26 天皇在位60年。式典開催及び記念金貨発行 8.31 フィリピン・マニラルート（台湾経由）によ
る大量の大麻密輸入事件検挙

5.4 第12回先進国首脳会議（東京サミット）開催 9.18 「九州管区内通信競技大会」優勝（超短波の部）
5.8 英国チャールズ皇太子夫妻来日 10.14 沖縄自動車道工事現場において、橋梁落下事

故発生。１人死亡、16人負傷
9.6 衆議院議員の土井たか子が、党史上初の女性

委員長及び憲政史上初の女性党首に就任
10.25 東村収入役による多額の公金業務上横領事件

検挙
10.26 高知県上空を飛行中のタイ航空機内で、暴力

団の手投げ弾が爆発
10.31 暴力団旭琉会丸良一家琉盛会組員による殺人

事件検挙
11.15 伊豆大島大噴火。全島民避難 12.2 沖縄市の飲食店街における殺人事件検挙

≪世界の出来事≫ 12.12 公開審理会場における公務執行妨害事件検挙

1.28 スペースシャトル「チャレンジャー号」が空
中爆発

12.15 石垣市における児童誘拐殺人事件検挙

2.22 フィリピンの「２月革命」で、第11代大統領
にコラソン・アキノが就任

4.26 チェルノブイリ原発事故発生 ≪警察職員の入校状況等≫
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事
昭
和
六
十
一
年

8.18 ソ連が核実験停止延長 4.1 初任科短期課程第７期：20人（男性20人）
〃 初任科長期課程第６期：18人（男性18人）
〃 一般職員初任科：７人（男性５人、女性２人）

≪沖縄県の出来事≫
1.3 暴力団三代目旭琉会準構成員らによるフィリ

ピンルート拳銃大量密輸事件検挙（拳銃88丁、
実包900発押収）

3.25 「於茂登トンネル」開通 1.20 暴力団三代目旭琉会丸良一家琉盛会組員によ
る殺人事件検挙

5.2 「沖縄県総合運動公園」開園 4.1 車載通信系、デジタル化開始

昭
和
六
十
二
年

9.20 「第42回国民体育大会（海邦国体、夏季）」開
催（～23日）

〃 衛星通信回線運用開始（東京～沖縄間）

10.24「沖縄自動車道（石川ＩＣ～那覇ＩＣ）」開通 4.8 暴力団三代目旭琉会金城一家総長による準詐
欺事件検挙

10.25「第42回国民体育大会（海邦国体、秋季）」開
催（～30日）

5.10 沖縄市における中高生２人による連続放火事
件検挙

11.14「第23回全国身体障害者スポーツ大会（かりゆ
し国体）」開催（～15日）

6.26 暴力団旭琉会上里一家幹部及び同会伊波一家
幹部による拳銃使用殺人未遂事件検挙

≪日本の出来事≫ 6.29 那覇市の銀行における持凶器強盗事件検挙

4.1 国鉄の分割、民営化に伴い「ＪＲグループ発足」 7.18 暴力団三代目旭琉会丸長一家桜会組員による
不動産会社社長殺害事件発生検挙

5.3 朝日新聞阪神支局襲撃事件 9.19 「第42回国民体育大会（海邦国体、夏季）」へ
の浩宮殿下お成りに伴う警衛警備

9.22 天皇陛下が膵臓疾患で入院 9.23 浦添警察署坂田警察官派出所において、放火
事件発生（極左暴力集団・革労協が犯行声明）

11.6 第74代内閣総理大臣に竹下登が就任 10.7 沖縄市の郵便局における人質立てこもり事件
検挙

12.10 利根川進がノーベル生理学・医学賞受賞 10.8 交通機動隊に「高速道路交通警察隊」発足

≪世界の出来事≫ 10.22 「第42回国民体育大会（海邦国体、秋季）」への
皇太子同妃両殿下行啓に伴う警衛警備（～25日）

5.28 ソ連・モスクワ赤の広場に、西ドイツ青年が
セスナ機で着陸

10.24 路線バス内の時限式可燃物発火事件発生（極
左暴力集団・革労協が犯行声明）

10.19 ニューヨーク株式市場大暴落（ブラックマン
デー）。世界同時株安

10.26 読谷村平和の森球場において、国旗焼燬、公
務執行妨害事件発生（２人検挙）

12.8 米国とソ連首脳が、中短距離核廃棄条約調印 10.28 国旗焼燬事件に対する右翼構成員による放火
事件発生

12.9 ソ連偵察機が沖縄上空で領空侵犯。自衛隊機
が威嚇射撃

11.8 読谷村のチビチリガマ「世代を結ぶ平和の像」
損壊事件検挙

12.15 大韓航空機爆破事件発生。115人死亡 11.12「第23回全国身体障害者スポーツ大会（かりゆ
し国体）」への皇太子同妃両殿下行啓に伴う警
衛警備（～15日）

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第８期：14人（男性14人）
4.2 初任科長期課程第７期：20人（男性20人）
6.15 一般職員初任科：７人（男性４人、女性３人）

昭
和
六
十
三
年

≪沖縄県の出来事≫ 2.1 「緊急通信システム630」運用開始

9.3 那覇大綱挽中止（天皇陛下の御病状を考慮） 4.1 更新免許証の即日交付業務開始（安全運転学
校中部分室）

10.1 沖縄電力民営化 〃 警務部に「情報管理課」を新設
10.19 第43回国民体育大会（京都大会）で、沖縄水産

高校が全国制覇
5.11 西原町教育委員会教育課長の学校建設工事及

び教材費備品納品をめぐる贈収賄事件検挙
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昭
和
六
十
三
年

≪日本の出来事≫ 5.13 建設業からの暴力団排除等に関する県と警察
本部との申合わせ締結

3.13 「青函トンネル」開通 8.23 暴力団構成員等による殺人死体損壊遺棄事件検挙
4.10 「瀬戸大橋」開通 10.5 与那城村（現うるま市与那城）の銀行におけ

る拳銃使用強盗事件発生検挙
11.26 大相撲の横綱千代の富士が53連勝 10.30 那覇警察署新庁舎完成（那覇市与儀に新築移転）
12月 景気好調、空前の株価、平均株価３万円突破 11.16 宅地建物取引業からの暴力団排除等に関する

県と警察本部との申合わせ締結

≪世界の出来事≫ 11.26 那覇市建設部長、土木部長らによる公共工事
をめぐる贈収賄事件検挙

1.17 インスブルック冬季パラリンピック大会開催（２
大会連続）（～24日）

2.13 カルガリー冬季オリンピック大会開催（～28日） ≪警察職員の入校状況等≫
5.15 ソ連がアフガニスタンから撤退 4.1 初任科短期課程第９期：22人（男性22人）
9.17 ソウル夏季オリンピック大会開催（～10月２日） 〃 初任科長期課程第８期：21人（男性21人）
10.15 ソウル夏季パラリンピック大会開催（～24日） 7.26 初任科短期課程第10期：22人（男性22人）

昭
和
六
十
四
年
・
平
成
元
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.30 「久米島補助無線中継所」設置

2.16 「慶留間橋」開通 2.3 沖縄市の銀行における持凶器強盗事件検挙
6.23 「ひめゆり平和祈念資料館」開館 3.15 前沖縄県土木建設部長、浦添市水道局長らに

よる公共工事贈収賄事件検挙
8.19 本部半島海上でベトナム難民船発見。以後10

月までに６隻約900人が漂着
5.30 米軍普天間基地所属のＣＨ46ヘリコプターが

糸満市沖に墜落。８人救助、14人行方不明
11.26「第１回ツール・ド・おきなわ」開催 6.4 交通渋滞緩和対策（３車線化、信号機改良等）

実施
11.29 県労協、25年にわたる運動の歴史に幕 6.12 暴力団が絡む米軍人等による軍事郵便物資運

搬用容器利用の拳銃・大麻等薬物密輸入密売
事件検挙

11.30「連合沖縄」誕生 6.15 元沖縄税務署上席調査官による詐欺事件検挙

≪日本の出来事≫ 7.1 「沖縄県警察音楽隊カラーガード」発足

1.7 昭和天皇崩御 8.30 警察武道館（旧武徳殿）閉館
1.8 昭和から平成へ改元 10.3 那覇市のキャバレーにおける組織的売春事件

検挙
4.1 消費税（３％）導入 11.2 暴力団三代目旭琉会金城一家総長代行らによ

る縄張り料名下の恐喝事件検挙
6.3 第75代内閣総理大臣に宇野宗佑が就任 12.31 交通事故死者数が90人台（７年ぶりに増加）
6.24 歌手の美空ひばり死去。国民栄誉賞受賞（７

月６日）
8月 東京都及び埼玉県で、幼女連続誘拐殺人事件

が発覚
8.10 第76代内閣総理大臣に海部俊樹が就任

≪世界の出来事≫

1.20 第41代米国大統領にジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ
が就任 ≪警察職員の入校状況等≫

6.4 天安門事件発生 4.1 初任科短期課程第11期：24人（男性24人）
10.17 米国・サンフランシスコでM6.9の地震発生 〃 初任科長期課程第９期：20人（男性20人）
11.12 ドイツの「ベルリンの壁」崩壊 4.6 一般職員初任科：９人（男性３人、女性６人）

平
成
二
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.9 「即位の礼・大嘗祭」に伴う警備（～12月６日）

1.26 県行政棟新庁舎落成式開催（開庁式２月21日） 2.17 宮古島沖において、自衛隊の輸送機墜落（４
人行方不明）
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平
成
二
年

2.1 県内初の美術館「浦添市美術館」開館 〃 那覇市の食堂における人質立てこもり事件検挙
3.30 「６月23日慰霊の日」休日存続決定 3.24 那覇空港において、五代目山口組組長等10人の

来県に伴う上陸阻止（部隊約340人で対応）実施
7.11 海上自衛隊が那覇基地にＰ３Ｃ対潜哨戒機を

配備
6.23 海部俊樹総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に

伴う警護警備（歴代総理で初の出席）
7.27 県議会棟新庁舎起工式 8.19 初の体験型交通安全教育「バイクセーフティ

ライディングフェスティバル」開催
8.3 高校総体で柔道の真喜志慶治（沖縄尚学高校）

初優勝
8.20 米軍ホワイトビーチ軍港内に、マスコミ取材

ヘリコプターが墜落。４人死亡
8.21 全国高等学校野球選手権大会で沖縄水産高校

準優勝（県勢初）
9.13 暴力団三代目旭琉会の内部分裂に伴う対立抗

争事件発生（～平成３年９月）（抗争41回、死
者７人、負傷者13人）

8.23 「第１回世界のウチナーンチュ大会」開催 10.1 「沖縄県警察情報ネットワークシステム」運用
開始

12.10 第４代沖縄県知事に、大田昌秀が就任 10.3 暴力団三代目旭琉会の内部分裂に伴う対立抗
争事件で、組員による手製爆弾所持事件検挙

≪日本の出来事≫ 10.10 沖縄警察署新庁舎完成（現地建て替え）

1.18 右翼が長崎市長を狙撃 11.5 那覇市の神社において、放火事件発生
10.1 株暴落 11.22 高校生及び警察官を巻き添えにした暴力団対

立抗争事件発生（～23日）
11.3 自衛隊海外派遣で違憲議論。協力法案廃案 11.28 新石垣空港に絡む国土利用計画法違反事件検挙
12.8 湾岸危機で日本人人質。年末解放 12.5 「交差点ボイス誘導システム」運用開始（むつ

み橋交差点）
12.23 地価高騰が全国に拡大。時価税導入 12.21 暴力団住吉連合会幹部等による大量拳銃不法

所持事件検挙（拳銃42丁、実包748発押収）

≪世界の出来事≫ 〃 「暴力団追放沖縄県民会議」設立大会開催

2.4 ソ連が一党独裁放棄 12.25「沖縄県警察史・第一巻」発刊
2.13 南アフリカで黒人指導者ネルソン・マンデラ

解放
12.31 交通事故死者数が増加し、８年ぶりに100人台

（平成２年中）
3.15 初代ソ連大統領にミハエル・ゴルバチョフが

就任
9.5 北朝鮮と韓国が初の首脳会談 ≪警察職員の入校状況等≫
10.3 東西ドイツ統一 4.1 初任科短期課程第12期：19人（男性19人）

〃 初任科長期課程第10期：20人（男性20人）
4.10 一般職員初任科：９人（男性４人、女性５人）

平
成
三
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.19 湾岸戦争に伴う警戒警備（～３月26日）

1.23 西表群発地震発生 3.4 暴力団事務所撤去訴訟（使用禁止決定：沖縄
市内）

3.5 米軍キャンプ・ハンセンの都市型戦闘訓練施
設で実弾演習実施

3.18 暴力団事務所撤去訴訟（使用禁止決定：那覇
市内）

4.19 県内初の再開発ビル営業開始（那覇市久茂地） 4.1 防犯部に「少年課」を新設
5.28 大田知事が、未契約軍用地強制使用に絡む「広

告縦覧代行問題」で代行を正式表明
〃 刑事部に「暴力団対策課」を新設

8.20 全国高等学校野球選手権大会で沖縄水産高校
２年連続準優勝

4.25 「県民の警察官表彰制度」運用開始

〃 尚弘子副知事就任（女性副知事として全国で
２人目）

6月 「警察庁長官賞」４件受賞（暴力団抗争事件解
決等）

≪日本の出来事≫ 6.30 向精神薬「フェンテルミン」密輸入密売事件
検挙
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平
成
三
年

4.19 ソ連のミハエル・ゴルバチョフ大統領初来日。
共同声明に領土明記

7.1 石垣島における保険金目的女性殺害事件検挙
（トリカブト事件、警察庁長官賞受賞）

5.14 自衛隊掃海艇をペルシャ湾の機雷除去へ派遣
（初のＰＫＯ派遣）

7.10 県内企業代表者による有価証券偽造・行使事
件検挙

〃 信楽高原鉄道列車衝突事故発生。42人死亡、
614人負傷

10.14 中国人による集団不法入国及び外国人登録証
明書偽造事件検挙

6.3 雲仙普賢岳火砕流発生。43人死亡 11.7 「全国警察柔道大会」３位入賞（第２部団体）、
準優勝（個人）

11.5 第78代内閣総理大臣に宮沢喜一が就任 11.21「暴力団追放沖縄県民会議」が、新たに財団法
人として発足

11.27 国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法案不成立 12月 「九州管区内拳銃射撃大会」準優勝
12.17 バブル崩壊で地価下落 12.4 与那国町助役によるリゾート用地取得をめぐ

る贈収賄事件検挙

≪世界の出来事≫

1.17 多国籍軍がイラクへ攻撃。湾岸戦争勃発
4月 湾岸戦争でイラク大敗 ≪警察職員の入校状況等≫
7.10 初代ロシア大統領にボリス・エリツィンが就任 4.1 初任科短期課程第13期：16人（男性16人）
11.26 米国がフィリピンの米軍施設を返還 〃 初任科長期課程第11期：30人（男性30人）
12.25 ソ連政変、共産党解体、連邦解体 4.11 一般職員初任科：14人（男性２人、女性12人）

平
成
四
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.29 「米軍関係者との交通事故防止対策連絡協議
会」開催

2.14 「池間大橋」開通 2.3 「暴力団モニター制度」運用開始
4.11 ボクシングの平仲明信が、ＷＢＡ世界ジュニ

アウェルター級チャンピオン
3.2 「暴力団総合対策特別強化推進本部」設置

4.23 アシアナ航空国際定期路線（韓国～那覇）就航 4.21 暴力団対策法に基づき、沖縄県公安委員会が
「三代目旭琉会」から聴聞

5.15 「復帰20周年記念式典」開催 4.22 「暴力団追放相談員」委嘱
7.1 「沖縄県情報公開条例」施行 5.1 「暴力団追放県民会議」を「県暴力団追放推進

センター」に指定（全国15番目）
7.26 「県議会棟新庁舎」落成式開催 5.13 「復帰20周年記念式典・首里城正殿内覧会」に

伴う警護警備実施本部設置
9.17 西表島群発地震再発 5.27 「沖縄県警察発足20周年記念式典」開催
11.3 首里城正殿復元。首里城公園開園 6.11 暴力団対策法に基づき、沖縄県公安委員会が

「三代目旭琉会」及び「沖縄旭琉会」を「指定
暴力団」として指定

≪日本の出来事≫ 7月 「沖縄県警察20年の歩み」発刊

3.1 「暴力団対策法」施行 7.21 「沖縄県警察発足20周年記念講演会」開催
6.15 国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法成立。カ

ンボジアに自衛隊（９月17日）、文民警察官（10
月14日）を派遣

8.1 防犯部外勤課及び警察署外勤課を「地域課」
に改称

8.3 「完全週休２日制」導入に伴う土曜日閉庁開始 8.31 暴力団「沖縄旭琉会」が、暴力団対策法に基
づく「指定暴力団」の指定について審査請求

≪世界の出来事≫ 9.16 「沖縄県警察発足20周年記念九州管区内警察柔道・
剣道・逮捕術大会」準優勝（逮捕術）、３位入賞(柔道）

2.8 アルベールビル冬季オリンピック大会開催（～
23日）

〃 警備部に「災害対策警備本部」及び八重山警
察署上原駐在所に「災害対策警備連絡所」を
設置（西表島群発地震対処）

3.25 アルベールビル冬季パラリンピック大会開催（～
４月１日）

10.23「第１回暴力団追放県民大会」開催

4.1 ボスニアなどで民族紛争 12.3 国家公安委員会が、暴力団「沖縄旭琉会」の
審査請求棄却
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平
成
四
年

7.25 バルセロナ夏季オリンピック大会開催（～８
月９日）

12.31 交通事故死者数が100人越え（平成４年中）

8.24 中国と韓国が国交樹立
9.3 バルセロナ夏季パラリンピック大会開催（～

９月14日） ≪警察職員の入校状況等≫

4.1 初任科短期課程第14期：24人（男性24人）
〃 初任科長期課程第12期：46人（男性46人）
〃 婦人警察官（現女性警察官）第３期：４人

4.17 一般職員初任科：９人（男性８人、女性１人）
9.24 初任科短期課程第15期：10人（男性10人）

平
成
五
年

≪沖縄県の出来事≫ 3.2 暴力団「沖縄旭琉会」が「指定暴力団」の指
定取消訴訟提起

1.20 「西表トンネル」開通 3.8 「警察本部新庁舎」上棟式
2.10 西表島近海で30人乗りのベトナム難民船発見 3.25 「沖縄県警察史・第二巻」発刊
3.7 「第１回おきなわマラソン」開催 4.11 金武町の社交街における殺人事件検挙
3.27 「屋我地大橋」開通 4.23 「第44回全国植樹祭」への天皇皇后両陛下行幸

啓に伴う警衛警備（～26日）
4.25 「第44回全国植樹祭」開催。天皇皇后両陛下が

史上初めて御来県
5.11 那覇新港において、中国福建省からの密入国

者57人逮捕
6.28 全日本学生体重別柔道選手権で、真喜志慶治

（天理大）が初優勝
〃 伊江村における交通事故隠ぺい目的の焼殺・

死体遺棄事件発生検挙
8.9 上原康助（県選出）が初入閣（沖縄開発庁・

国土庁長官）
6.5 ペルーのアルベルト・フジモリ大統領来沖に

伴う警護警備（～７日）
11.24「とよみ大橋」開通 6.26 浦添市における中学生による集団暴行致死事

件発生（少年８人逮捕）
12.16「民間テレビ放送」地上波放映開始（宮古・八

重山地方）
7.1 海邦会館が那覇市旭町へ新築移転し、「サザン

プラザ海邦」に改称

≪日本の出来事≫ 7.29 県内飲料会社恐喝事件検挙

1.10 ＮＨＫ大河ドラマ「琉球の風」放映開始 9.1 「沖縄県警察通訳センター」設置
5.15 日本プロサッカーリーグ「Ｊリーグ」開幕 10.10 会社役員による巨額特別背任事件検挙
6.9 皇太子徳仁親王殿下と小和田雅子様「結婚の儀」 11.10「日本動物園水族館協会・第38回水族館技術者

研究会」及び「平成５年度九州８県支部連合・
赤十字大会」への秋篠宮・同妃両殿下お成り
に伴う警衛警備（～12日）

7.7 第19回先進国首脳会議（東京サミット）開催 11.18「警察本部新庁舎落成式典」開催
7.12 北海道南西沖で震度６の地震発生。奥尻島が

壊滅状態
12.11「警察本部新庁舎落成記念警察展・警察音楽

祭」開催（～12日）
8.9 第79代内閣総理大臣に細川護熙が就任 12.31 交通事故死者数が100人越え（平成５年中）（２

年連続）
11.18 冷夏で米凶作。大量輸入

≪世界の出来事≫

1.3 米国とロシアが戦略核大幅削減のＳＴＡＲＴ
２に調印

1.20 第42代米国大統領にビル・クリントンが就任
2.25 第14代韓国大統領に金泳三が就任
2.26 米国・ニューヨークの世界貿易センタービル

で爆弾テロ ≪警察職員の入校状況等≫

10.4 ボリス・エリツィンロシア大統領が、反対派
を武力弾圧

4.1 初任科短期課程第16期：９人（男性９人）

11.1 欧州連合（ＥＵ）発足 〃 初任科長期課程第13期：22人（男性22人）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
五
年

11.20 アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）が、初の
非公式首脳会議開催

〃 婦人警察官（現女性警察官）第４期：５人

12.15 米国、欧州諸共同体（ＥＣ）農業交渉妥結。
ウルグアイラウンドが決着

5.25 一般職員初任科：５人（男性２人、女性３人）

平
成
六
年

≪沖縄県の出来事≫ 2.26 金武町長ら２人によるリゾート開発計画を巡
る贈収賄事件検挙

4.4 米軍嘉手納基地所属のＦ15戦闘機が、嘉手納
弾薬庫内黙認耕作地に墜落

3.29 「沖縄県警察本部ヘリポート」開所式開催

4.6 米軍普天間基地所蔵のＣＨ46ヘリコプターが、
普天間基地滑走路に墜落

4.1 「沖縄県水難事故防止及び遊泳者等の安全確保
に関する条例」施行

4.15 「名桜大学」開学 〃 防犯部地域課に附置機関として「水上安全対
策室」を設置

8.7 台風13号が与那国島直撃。国と県が災害救助
法を適用

〃 警察官の服制改正（男性服26年ぶり、女性服
18年ぶり）

9.4 関西国際空港開港に伴い「石垣～大阪」便就航 〃 「交番所長制度」導入
11.27 嘉納杯国際柔道大会で真喜志慶治（天理大）

初優勝
4.13 制裁金を科した暴力団組事務所撤去訴訟全面勝訴

≪日本の出来事≫ 4.23 糸満新漁港における不動産業者緊縛殺人事件
検挙

4.26 名古屋空港で中華航空機が墜落。乗員乗客264
人死亡、７人生存

5.26 「九州管区内警察けん銃射撃競技大会」優勝（団
体及び個人）

4.28 第80代内閣総理大臣に羽田孜が就任 11.1 防犯部を「生活安全部」に改称
6.27 松本サリン事件発生（長野県） 〃 派出所を「交番」に改称
〃 円が初の２桁 11.11 具志川警察署新庁舎完成（具志川市字大田に

新築移転）
6.30 第81代内閣総理大臣に村山富市が就任 12.1 運転免許証の即日交付業務開始（安全運転学

校宮古分校、八重山分校）
7.20 自衛隊合憲など、村山富市総理が表明 12.5 「沖縄マリンレジャーセイフティービューロー」設立

≪世界の出来事≫ 12.11 南大東島付近上空を飛行中のフィリピン航空
機内で爆発事件発生

2.12 リレハンメル冬季オリンピック大会開催（～27日）
3.10 リレハンメル冬季パラリンピック大会開催（～

19日） ≪警察職員の入校状況等≫

5.10 第８代南アフリカ大統領にネルソン・マンデ
ラが就任

4.1 初任科短期課程第17期：30人（男性30人）

7.8 北朝鮮の金日成主席死去（82歳） 〃 初任科長期課程第14期：20人（男性20人）
12.11 南大東島上空を飛行中のフィリピン航空機内

で爆弾爆発。乗客８人死傷
6.2 一般職員初任科第１期：８人（男性４人、女性

４人）
8.1 初任科短期課程第18期：３人（男性３人）

平
成
七
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.7 名護市の行方不明児童３人を自宅付近で遺体
で発見

3.13 「来間大橋」開通 1.9 伊良部町議会議長、議員ら23人を町議選に絡
む無投票工作等で逮捕

7.19 大相撲の若ノ城が新十両昇進 1.13 伊良部町長を町議選に絡む現金買収容疑で逮捕
8.24 ユニバーシアード福岡大会の柔道で、真喜志

慶治（天理大）が金メダル
1.21 阪神淡路大震災罹災者救助で県警機動隊約100

人派遣（～２月３日）
9.24 大相撲（九州場所）で若ノ城が十両優勝 3.17 女性白バイ隊「サザンウイング」発足
9.28 大田昌秀知事が、軍用地未契約地主に対する

強制執行手続きの代行拒否を正式表明
6.19 沖縄県公安委員会が「三代目旭琉会」及び「沖

縄旭琉会」を「指定暴力団」に指定（２回目）
10.1 「琉球朝日放送」開局 6.23 村山富市総理「沖縄全戦没者追悼式」、「平和

の礎序幕式典」等出席に伴う警護警備
10.18 米軍嘉手納基地所属Ｆ15戦闘機が喜屋武岬の

海上に墜落
7.12 県議会「シンデレラタイム」アピール決議
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平
成
七
年

10.21 少女暴行事件糾弾・日米地位協定見直し要求
の県民総決起大会に約8万5,000人（主催者発表）

7.17 南アフリカルートによる拳銃大量密輸事件検挙

11.16「第２回世界のウチナーンチュ大会」開催（～
19日）

8.2 「戦後50年・慰霊の旅」への天皇皇后両陛下行
幸啓に伴う警衛警備

≪日本の出来事≫ 9.4 沖縄本島北部において、米軍人３人による少
女暴行事件発生

1.17 阪神・淡路大震災（震度7）発生。約6,400人死亡 10.14 暴力団による女子中学生を巻き込んだ覚醒剤
密売事件検挙

3.20 地下鉄サリン事件発生 12.31「水上安全条例」施行後の水難事故大幅減少（平
成７年中46件、前年比18件減少）

3.30 警察庁長官狙撃事件発生
4.9 青島幸男東京都知事及び横山ノック大阪府知

事が就任

≪世界の出来事≫

2月 ロシア軍がチェチェン共和国首都を武力弾圧
3.9 北朝鮮の核開発に対処、日米韓がＫＥＤＯ設立 ≪警察職員の入校状況等≫
4.19 ＮＰＴ再検討会議で核拡散防止条約無期限延

長（～５月12日）
4.1 初任科短期課程第19期：36人（男性31人、女性

５人）
9.5 フランスシラク政権の核実験強行に国際批判 〃 初任科長期課程第15期：20人（男性15人、女性

５人）
11.4 パレスチナ自治拡大。ラビン首相暗殺 5.12 一般職員初任科第２期：14人（男性４人、女性

10人）

平
成
八
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.5 情報通信ネットワーク「ＯＣＥＡＮシステム」
構築

3.22 「国道329号那覇東バイパス」開通 2.8 那覇市の漁港にける中国人集団密航事件発生
（45人逮捕）

4.19 紅型作家の玉那覇有公が、人間国宝に指定 4.1 米海軍楚辺通信施設用地期限切れに伴う警備
実施

8.28 最高裁大法廷で、米軍用地強制使用手続きに係
る代理署名訴訟「知事敗訴」の判決。駐留軍用
地特措法を事実上合憲とした初の司法判断

〃 刑事部に「銃器対策課」を新設

9.12 大田昌秀県知事が、米軍用地の強制使用手続
きによる公告縦覧代行に応諾

〃 生活安全部地域課に「自動車警ら隊」発足

≪日本の出来事≫ 〃 違憲共闘会議が米海軍楚辺通信所への「立ち
入り要求行動」実施（参加者約1,200人）

1.11 第82代内閣総理大臣に橋本龍太郎が就任 〃 「交番ブロック制度」運用開始
7.13 Ｏ-157集団食中毒多発。全国で死者８人 4.21 読谷村儀間海岸における中国人集団密航事件

発生（66人逮捕）
12.5 「原爆ドーム」及び「厳島神社」が、世界文化

遺産に登録
6.21 名護市において、中学生拉致事件発生（特別

捜査本部設置）
12.24 敦賀原発２号機で水漏れ事故発生 7.14 都内の右翼団体が尖閣諸島に灯台を設置（～

15日）

≪世界の出来事≫ 8.8 「自転車防犯登録制度」運用開始

1.29 フランスシラク大統領が核実験終結を宣言 9月 夜間の路上犯罪及び交通事故防止のため「ラ
イトアップ作戦」展開

3.20 英国で狂牛病が「ヒト」に感染 10.22「沖縄県テレホンクラブ等営業の規制に関する
条例」施行

7.19 アトランタ夏季オリンピック大会開催（～８
月４日）

10.23 平成２年の高校生射殺事件で、那覇地裁が暴
力団幹部の使用者責任を認める全国初の判決
（請求認容）

8.16 アトランタ夏季パラリンピック大会開催（～
８月25日）

12.3 石垣市でオウム真理教関係警察庁指定特別手
配被疑者を逮捕
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平
成
八
年

9.18 韓国領土に北朝鮮の潜水艦から工作員らが侵入 12.4 橋本龍太郎総理「東アジア社会保障担当閣僚
会議」出席に伴う警護警備（～５日）

12.17 ペルーの日本大使館で、武装勢力による人質
立てこもり事件発生（～４月22日）

12.19 東京国際空港から潜入した中国人等８人検挙
（警視庁合同捜査）

12.28 交通安全教育車「かりゆし号（初代）」導入

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第20期：37人（男性36人、女性

１人）
〃 初任科長期課程第16期：20人（男性18人、女性

２人）

5.21 一般職員初任科第３期：４人（男性１人、女性
３人）

10.1 初任科短期課程第21期：50人（男性50人）

平
成
九
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.3 名護市で発生した中学生拉致事件の被疑者１
人を逮捕（共犯者を１月11日に逮捕）

1.17 防衛施設局が県道104号線越実弾演習中止を発表 4.2 橋本龍太郎総理、故屋良朝苗元沖縄県知事県
民葬参列に伴う警護警備

2.7 「浜比嘉大橋」開通 6.9 前沖縄県中部土木事務所庶務課長らによる公
共工事発注をめぐる贈収賄事件検挙

2.14 屋良朝苗元知事死去（94歳） 7.15 「第９回全国農業青年交換大会」皇太子同妃両
殿下行啓に伴う警衛警備（～17日）

7.18 久米島空港ジェット機初就航 8.23 橋本龍太郎総理「日本青年会議所第24回沖縄
地区大会」出席に伴う警護警備

8.7 全国高校ゴルフで宮里優作初優勝 9.1 「子供110番の家」設置
8.25 大相撲の若ノ城が入幕決定 10.22「豊見城警察署」開署（県下14署目）
12.24 比嘉鉄也名護市長が総理官邸で橋本龍太郎総理と

会談後、ヘリポート基地受け入れと市長辞任を表明
10.30 平成２年の暴力団対立抗争時の警察官殺害事

件で、那覇地裁が実行犯に無期懲役の判決

≪日本の出来事≫ 11.15「ライトアップ作戦募金」により、防犯灯5,000
基寄付

3.11 動力炉・核燃料開発事業団東海再処理施設で
爆発事故（作業員37人被ばく）

11.21 橋本龍太郎総理「復帰25周年記念式典」出席
に伴う警護警備

4.1 消費税率が３%から５%に引き上げ 11.30「沖縄県少年育成ネットワーク」結成（115機関・
団体が参加）

7.16 「臓器の移植に関する法律」公布 12.9 平成２年の高校生射殺事件で、福岡高裁が暴
力団幹部の使用者責任を認める判決（請求認容）

11.16 サッカー日本代表がワールドカップ初出場決定

≪世界の出来事≫

7.1 英国が「香港」を中国に返還
8.31 英国のダイアナ元皇太子妃が、フランス・パ

リで交通事故死（36歳） ≪警察職員の入校状況等≫

10.8 北朝鮮総書記に金正日就任 4.1 初任科短期課程第22期：36人（男性34人、女性
２人）

10.23 世界同時株安 〃 初任科長期課程第17期：25人（男性24人、女性
１人）

11.27 エジプト観光客襲撃事件で、日本人10人を含
む60人以上死亡

5.2 一般職員初任科第４期：11人（男性６人、女性
５人）

12.11 京都議定書議決。温暖化防止で温室効果ガス
削減を約束

10.1 初任科短期課程第23期：９人（男性９人）

平
成
十
年

≪沖縄県の出来事≫
3.13 中国人犯罪組織と暴力団組員による日本旅券

不正取得事件検挙
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平
成
十
年

2.6 太田昌秀知事がヘリ基地反対を正式表明 3.17 那覇地検が、名護市の中学生拉致・殺害事件
の被告２人に無期懲役の判決

5.15 首里織作家の宮平初子が、人間国宝に指定 4.21 中国人留学生等による数県にまたがる大型店
舗を狙った多額窃盗事件検挙

6.24 「阿嘉大橋」開通 5.29 「沖縄県犯罪被害者支援連絡協議会」設立
12.10 第５代沖縄県知事に、稲嶺恵一が就任 6.24 沖縄県公安委員会が「三代目旭琉会」及び「沖

縄旭琉会」を「指定暴力団」に指定（３回目）

≪日本の出来事≫ 7.7 橋本龍太郎総裁来県に伴う警護警備（参院選
応援遊説）

1.14 自自連立政権樹立で合意 8.20 「少年被害者支援現場ネットワーク」設立
2.7 長野冬季オリンピック大会開幕（～22日） 9.1 「少年サポートセンター」設置
3.5 長野冬季パラリンピック大会開幕（～14日） 10.10 北中城村において、米軍人によるひき逃げ事

件発生
3.7 対馬丸慰霊祭（政府主催）を沈没海域で初開催 11.4 「警察庁長官賞」受賞（守礼の邦環境浄化作戦）
6.10 サッカーワールドカップ（フランス大会）に

日本初出場
11.5 暴力団幹部による金融公庫融資名下の詐欺事

件検挙
7.25 和歌山毒入りカレー事件発生 11.26 暴力団によるホテル売買手付け金名下の４億

円詐欺事件検挙
7.30 第84代内閣総理大臣に小渕恵三が就任 12.30「グッドライダー防犯登録制度」運用開始

≪世界の出来事≫

2.25 第15代韓国大統領に金大中が就任 ≪警察職員の入校状況等≫
5.11 インドが核実験を実施。日米欧が制裁 4.1 初任科短期課程第24期：26人（男性26人）
5.21 インドネシア暴動によりスハルト大統領退陣 〃 初任科長期課程第18期：25人（男性23人、女性

２人）
8.31 北朝鮮ミサイルが太平洋に落下 6.8 一般職員初任科第５期：９人（男性３人、女性

６人）
9.5 北朝鮮が金正日を国防委員長（最高指導者）

に選出
11.1 初任科短期課程第25期：10人(男性10人）

平
成
十
一
年

≪沖縄県の出来事≫ 4.1 「ハイテク犯罪対策プロジェクトチーム」発足

3.25 「平安座海中大橋」開通 5.17 警備部に「サミット対策課」新設
4.4 選抜高等学校野球大会で沖縄尚学高校優勝（県

勢初、県民栄誉賞受賞）
5.25 県立高校教諭らによる大学推薦入学等をめぐ

る贈収賄事件検挙
5.22 読谷山花織作家の与那嶺貞が、人間国宝に指定 7.3 「被害者支援を考えるフォーラム」開催
6.4 米軍嘉手納基地でＡＶ８ハリアー戦闘機墜落 11.9 前沖縄県北部土木事務所建設課長らによる振

興開発金融公庫住宅建築審査をめぐる贈収賄
事件検挙

7.16 与那国空港ジェット機初就航 12.11「沖縄県警察ホームページ」開設
8.21 那覇市牧志の老舗百貨店が閉店。77年の歴史

に幕
12.31「コンピュータ2000年、Ｙ２Ｋ問題」による警戒

≪日本の出来事≫
〃 「ちゅら島沖縄21Ｍカット作戦」による暴力団の

資金源犯罪摘発（平成11年中約２億円を課税通
報、中止命令17件）

2.28 臓器移植法に基づく国内初の脳死移植 〃 交通事故死者数が大幅減少（平成11年中）（２
年連続）

5.7 「情報公開法」成立
8.9 「国旗及び国歌に関する法」成立
9.30 茨城県東海村の核燃料加工施設で国内初の臨

界事故。社員ら２人死亡、69人被ばく
10.5 自自公連立内閣発足
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平
成
十
一
年

≪世界の出来事≫ ≪警察職員の入校状況等≫

1.1 欧州連合（ＥＵ）単一通貨「ユーロ」誕生 4.1 初任科短期課程第26期：17人（男性16人、女性
１人）

5月 インドとパキスタンで国境（カシミール地方）
紛争激化（～７月）

〃 初任科長期課程第19期：35人（男性33人、女性
２人）

8.17 トルコでＭ7.4の地震発生。約１万8,000人死亡 5.17 一般職員初任科第６期：10人（男性５人、女性
５人）

9.21 台湾でＭ7.7の地震発生。約2,200人死亡 11.1 初任科短期課程第27期：24人（男性24人）

平
成
十
二
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.4 「沖縄県警察指紋情報管理システム」運用開始

1.23 「南大東村開拓100周年記念式典」開催 1.23 「南大東村開拓100周年記念式典」への秋篠宮・
同妃両殿下お成りに伴う警衛警備

4.1 「沖縄県平和祈念資料館」開館（県立資料館を
改築）

3.2 宮古島における大量覚醒剤密輸入事件検挙

5.14 「万国津梁館」落成式典開催 3.25 小渕恵三総理「九州・沖縄サミット会場」等
視察に伴う警護警備

6.24 「那覇空港自動車道（西原JCT～南風原南
IC）」開通

5.14 森喜朗総理「九州・沖縄サミット会場」等視
察に伴う警護警備

7.21 第26回主要国首脳会議（九州・沖縄サミット）
開催（～23日）

7.21 「第26回主要国首脳会議（九州・沖縄サミット）」
開催に伴う警護警備（～23日）

12.2 首里城跡などが「琉球王国のグスク及び関連
遺産群」として世界遺産に登録

9.5 宮古警察署（現宮古島警察署）新庁舎完成（現
宮古島市平良西里に新築移転）

≪日本の出来事≫ 9.22 大量拳銃密輸事犯検挙（拳銃86丁、実包1,100
発押収）

4.5 第85代内閣総理大臣に森喜朗が就任 10.30 波照間島における女性殺害事件検挙
5.14 小渕恵三元総理が脳梗塞で死去（62歳） 11.1 「ストーカー対策プロジェクトチーム」発足

≪世界の出来事≫ 11.30「沖縄県少年育成ネットワーク」設立

5.7 第２代ロシア大統領にウラジーミル・プーチ
ンが就任

6.13 初の南北首脳会議開催。韓国の金大中大統領
にノーベル平和賞（12月10日） ≪警察職員の入校状況等≫

8.12 ロシアの原子力潜水艦クルスク沈没 2.1 初任科短期課程第28期：27人（男性27人）
9.15 シドニー夏季オリンピック大会開催（～10月１日） 4.1 初任科短期課程第29期：22人（男性21人、女性

１人）
10.18 シドニー夏季パラリンピック大会開催（～29日） 〃 初任科長期課程第20期：21人（男性19人、女性

２人）
8.28 一般職員初任科第７期：10人（男性３人、女性

７人）

平
成
十
三
年

≪沖縄県の出来事≫ 2.8 「沖縄県相談業務関係機関・団体ネットワーク」
設立

9.30 失業率が過去最悪の9.4％記録 2.22 警務部に首席監察官（地方警務官）の職を新
設

11.1 「第３回世界のウチナーンチュ大会」開催（～
４日）

4.21 「第12回みどりの愛護のつどい」への皇太子殿
下行啓に伴う警衛警備（～23日）

11.10 西銘順治元沖縄県知事死去（80歳） 5.11 暴力団幹部らによる中小企業金融安定化特別
保証制度を悪用した多額詐欺事件（～13日）

≪日本の出来事≫ 6.1 「警察署協議会」設置

1.6 中央省庁再編により、沖縄開発庁が内閣府に
統合

〃 「苦情申出制度」運用開始
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平
成
十
三
年

2.9 ハワイ沖で、愛媛県宇和島水産高校の実習船「え
ひめ丸」がアメリカ原子力潜水艦に衝突され沈没

6.7 内閣府沖縄総合事務局幹部職員らによる公共
工事発注をめぐる贈収賄事件検挙

4.2 ＮＨＫ朝の連続ドラマ「ちゅらさん」放映開始 6.19 沖縄県公安委員会が「三代目旭琉会」及び「沖
縄旭琉会」を「指定暴力団」に指定（４回目）

4.26 第87代内閣総理大臣に小泉純一郎が就任 6.23 小泉純一郎総理「沖縄全戦没者追悼式」出席
に伴う警護警備

6.8 大阪府池田市の小学校において、児童殺傷事
件発生。８人死亡、15人重軽傷

6.29 北谷町における米軍人による女性暴行事件（検
挙・起訴前の被疑者引き渡し）

9.10 国内初「狂牛病」発生 7.24 小泉純一郎総裁来県に伴う警護警備（参院選
応援遊説）

11.9 海上自衛隊補給艦及び護衛艦をインド洋に派遣 8.1 佐敷町における連続殺人・殺人未遂事件検挙
12.1 皇太子御夫婦に長女「敬宮愛子さま」誕生 9.26 米国同時多発テロ発生に伴う米国関連施設の

警戒警備
12.22 奄美大島沖で、北朝鮮工作船が海上保安庁巡

視船と銃撃の末に爆発、沈没。９人死亡
10.25 炭疽菌テロを模倣した那覇市内の銀行に対す

る威力業務妨害事件検挙

≪世界の出来事≫ 12.8 「一戸一灯運動」及び「早めのライト点灯」を
展開（夜間における事件・事故の未然防止）

1.20 第43代米国大統領にジョージ・Ｗ・ブッシュ
が就任

9.11 米国で同時多発テロ発生 ≪警察職員の入校状況等≫
9.18 米国で炭疽菌テロ発生 4.1 初任科短期課程第30期：24人（男性23人、女性

１人）
10.7 米国がタリバン政権（アフガニスタン）への

攻撃開始
〃 初任科長期課程第21期：18人（男性15人、女性

３人）
10.1 初任科短期課程第31期：15人（男性15人）

平
成
十
四
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.30 「交通機動隊（本隊）」が、高速道路交通警察
隊に移転合流（浦添市西原）

4.1 「久米島町」誕生（具志川村及び仲里村が合併） 3.25 生活安全部生活安全企画課に「ＤＶ・ストー
カー対策班」を設置

〃 「豊見城市」誕生（村から昇格） 3.31 「沖縄県警察史・第三巻」発刊
8.5 「住民基本台帳ネットワーク」運用開始 4.1 警務部に「広報相談課」を新設
8.6 「ニライ・カナイ橋」開通 〃 刑事部に「銃器薬物対策課」を新設
9月 県内の完全失業率が9.4％（過去最悪に並ぶ） 〃 「少年サポートセンター」移転（南部合同庁舎）
11.1 「海洋博公園�沖縄美ら海水族館」開館 〃 街頭緊急通報システム「スーパー防犯灯」整備

≪日本の出来事≫ 4.4 「被害者等カウンセラー」委嘱（精神科医及び
臨床心理士）

1月 食品偽装相次ぎ発覚（～８月） 4.20 指定暴力団中野会副会長射殺事件発生（７月
30日被疑者逮捕）

5.31 サッカーワールドカップ（韓国／日本大会）
開催（～６月30日）

〃 「警察庁長官賞」受賞（県少年ネットワーク活
動構築）

7月 住民基本台帳ネットワーク反対デモ（～８月） 4.23 在沖米軍四軍調整官から感謝状（米国同時多
発テロに伴う米軍施設警戒警備）

10.15 北朝鮮拉致被害者５人が24年ぶりに帰国 5.19 小泉純一郎総理「復帰30周年記念式典」出席
に伴う警護警備

12.25 厚生省が、肺がん治療薬「イレッサ」の副作
用で124人死亡と発表

6.23 小泉純一郎総理「沖縄県全戦没者追悼式」出
席に伴う警護警備

≪世界の出来事≫ 7.1 「情報公開制度」運用開始（警察情報センター
及び警察情報コーナー設置）

2.8 ソルトレークシティ冬季オリンピック大会開
催（～24日）

8.1 「臨時採用試験」実施（女性警察官の大量採用）

3月 北朝鮮家族が相次いで亡命（～８月） 8.15 指定暴力団三代目旭琉会傘下組織の武器庫摘
発（拳銃４丁、実包103発押収）
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平
成
十
四
年

3.7 ソルトレークシティ冬季パラリンピック大会
開催（～16日）

9.1 「警察署管内版コンプスタットシステム」運用
開始（破れ窓理論の実践）

5.2 東ティモール共和国発足 10.7 沖縄県警察発足30周年記念「安全・安心まち
づくり」シンポジウム開催

5.6 ミャンマー当局がアウンサン・スーチーの軟
禁解除

6.19 アフガニスタン・イスラム移行政権の大統領
にハミード・カルザイが就任

10.12「第46回全国警察音楽隊演奏会」開催（県内初、
30周年記念事業）

8.19 欧州大洪水 11.27 暴力団八葉グループによる広域巨額詐欺事件
検挙

10.9 世界同時株安 11.28「全国警察逮捕術大会」準優勝（女子特別試合
の部）

10.12 インドネシアバリ島で爆弾テロ発生。日本人
含む200人以上死亡

11.29「警察庁長官賞」受賞（装備資機材開発コンクー
ル及び重要窃盗犯の検挙功労）

10.16 北朝鮮が核開発継続 12.6 「身近な犯罪抑止総合対策本部」発足式
11.15 中国共産党の総書記に、胡錦涛が就任
11.21 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議で、

対イラクに圧力 ≪警察職員の入校状況等≫

12.22 北朝鮮が、核関連施設の封印を撤去 2.4 一般職員初任科第８期：５人（男性１人、女性
４人）

4.1 初任科短期課程第32期：23人（男性19人、女性
４人）

〃 初任科長期課程第22期：26人（男性23人、女性
３人）

8.1 初任科短期課程第33期：60人（男性55人、女性
５人）

8.3 一般職員初任科第９期：７人（男性２人、女性
５人）

10.1 初任科短期課程第34期：17人（男性11人、女性
６人）

平
成
十
五
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.9 「警察庁長官賞」受賞（平成14年中交通死亡事
故死者数61人。日本復帰後最少）

1.28 長寿危機緊急アピール（男性全国４位から26
位に）

1.17 「シーサー遊撃隊」発足

4.26 「那覇空港自動車道（南風原南ＩＣ～豊見城Ｉ
Ｃ）」開通

2.28 「沖縄県警察30年の歩み」発刊

9.11 台風第14号が、復帰後最大の猛威 3月 対イラク武力行使に伴うテロ警戒警備
9.28 ゴルフの宮里藍が、プロツアー初優勝（最年

少プロ入り）
3.13 山口組直系組長による国民健康保険料詐欺事

件検挙

≪日本の出来事≫ 3.18 生活安全部生活安全企画課及び大規模警察署
に「身近な犯罪抑止総合対策室」を設置

4.28 日経平均株価終値が7,607円88銭。バブル崩壊
後最安値

4.1 「新通信指令システム」運用開始

5.23 「個人情報保護法」成立 〃 「交通切符等管理システム」及び「交通違反取
締り管理状況システム」運用開始

6月 長崎男児殺害など少年の重大事件発生（～８月） 4.10 「聴覚・言語障害者用メール110番」運用開始
6.6 「有事関連法案」成立 4.22 「警察庁長官賞」受賞（八葉グループによる広

域多額詐欺事件解決功労及び三代目旭琉会傘
下組織武器庫摘発功労）

7.26 「イラク復興支援特別措置法」成立 5.16 「第３回日本・太平洋諸島フォーラム首脳会議」
開催に伴う警護警備（～17日）

8.25 「住民基本台帳ネットワーク」本格稼働 6.28 少年らによる中学生殺害・死体遺棄事件検挙
9.15 阪神タイガースが18年ぶりにリーグ優勝 7.6 社会福祉法人元理事長らによる補助金等適正

化法違反及び詐欺事件検挙
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平
成
十
五
年

≪世界の出来事≫ 7.18 「沖縄児童生徒健全育成サポート制度」運用開始

2月 新型肺炎「ＳＡＲＳ」が世界的流行（～７月） 7.23 「国立劇場おきなわ開場記念公演」に伴う警衛
警備対策室設置

2.1 スペースシャトル（コロンビア号）が空中分解。
乗員７人死亡

8月 「新短鎖ＤＮＡ型鑑定法」運用開始

3.18 中国で、胡錦涛・温家宝体制が発足 8.7 「大学生少年サポーター」委嘱（大学生28人）
3.20 米国及び英国両軍が、イラクのサダム・フセ

イン元大統領を拘束
8.31 沖縄市において、自衛官爆死事件発生

5.1 ヨルダンの国際空港で、爆発をめぐり日本人
記者拘束

9.17 全国初「安全学習支援隊」発足（４人）

7.5 世界保健機構（ＷＨＯ）が「ＳＡＲＳ」終息
を宣言

10.1 「警察庁長官賞」受賞(宜野湾市長らによる公
職選挙法違反及び政治資金規制法違反事件解
決功労、指定暴力団中野会副会長射殺事件解
決功労及び暴力団幹部殺害事件解決功労）

8.5 ジャカルタで爆弾テロ発生。13人死亡、150人
負傷

10.5 「全国白バイ大会安全運転競技大会」個人優勝
（モトクロス競技）

8.27 北朝鮮の核開発問題をめぐる初の６者協議開始 10.31 極左暴力集団「革マル派沖縄アジト」摘発
10.15 中国が、初の有人宇宙船打ち上げに成功 11月 新警察体力検定「ジャパット（ＪＡＰＰＡＴ）」

導入
11.29 イラクで日本人外交官２人殺害 11.1 「沖縄県警察法規データベースシステム」運用

開始
11.14 ドナルド・ラムズフェルド米国国防長官来日

に伴う警護警備（～16日）
11.25 新規防犯団体結成。「沖縄県防犯ネットワーク

会議」設立

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第35期：22人（男性14人、女性

８人）
〃 初任科長期課程第23期：35人（男性31人、女性

４人）
5.12 一般職員初任科第10期：17人（男性８人、女性

９人）
8.1 初任科短期課程第36期：101人（男性92人、女

性９人）
10.1 初任科長期課程第24期：27人（男性26人、女性

１人）

平
成
十
六
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.23 「国立劇場おきなわ開場記念公演」等への天皇
皇后両陛下行幸啓に伴う警衛警備（～26日）

1.18 「国立劇場おきなわ」開館 3月 機関紙「海邦」が、平成16年度九州管区内審
査で１位（初）

3月 プロゴルフの宮里藍が、ツアーで５勝の大活
躍（～11月）

3.24 尖閣諸島魚釣島に上陸した中国人７名による
出入国管理及び難民認定法違反事件検挙

3.25 中国人活動家７人が尖閣諸島に不法上陸 3.25 社団法人「沖縄被害者支援ゆいセンター」設立
〃 「野甫大橋」開通 3.31 「タクシー防犯モニター制度」運用開始

8.13 米軍普天間基地所属のＣＨ53ヘリコプターが
沖縄国際大学構内に墜落炎上

4.1 「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」施行

9月 名護市辺野古沖で、新基地建設に伴うボーリ
ング調査着手

〃 生活安全部に「安全なまちづくり推進課」を
新設

≪日本の出来事≫ 〃 「銃器薬物事犯」を生活安全部から刑事部に移管

1.12 国内で79年ぶりに鳥インフルエンザ発生 〃 通信部を「情報通信部」に改称
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平
成
十
六
年

4月 国民年金未納問題が各界に波及 〃 警察職員の再任用制度運用開始
5.22 北朝鮮拉致被害者の家族が帰国 〃 警察職員を自治体へ派遣（沖縄市及び北谷町）
6.1 小学６年女児が同級生を殺害 〃 「女性専用留置場」開設（九州管区内で２番目）
9.17 プロ野球大編成。選手会史上初のストライキ 〃 「スクールサポーター制度」運用開始
10.23 新潟中越地方で震度７の地震発生。40人死亡 4.22 「ちゅらうちなー安全なまちづくり推進会議」

設立
11.1 日本銀行が新紙幣発行 〃 「ちゅらさん運動の日」設定（毎月３日）
12.7 拉致被害者の横田めぐみさんの遺骨が別人と

の鑑定結果
5.24 「警察庁長官賞」受賞（尖閣問題に伴う右翼対策）

≪世界の出来事≫ 6.8 「警察庁長官賞」受賞（身近な犯罪抑止総合対
策功労）

1.3 スペイン・マドリードで列車同時爆破テロ発生 6.17 「地域安全マップづくり」実施
2.4 パキスタンのアブドゥル・カーン博士が、核

の情報売却を認める
6.21 沖縄県公安委員会が「三代目旭琉会」及び「沖

縄旭琉会」を「指定暴力団」に指定（５回目）
2.25 北朝鮮核問題をめぐる６か国協議開催（～28日） 〃 「架空請求等被害未然防止対策会議」設置
3.11 チェチェン独立派のテロ相次ぎ発生 6.23 小泉純一郎総理「沖縄全戦没者追悼式」出席

に伴う警護警備
5.3 イラク人虐待問題で、米軍人６人を懲戒処分 〃 「島守之塔」改修除幕式及び慰霊祭開催
8.13 アテネ夏季オリンピック大会開催（～29日） 7.1 有限会社による出資法違反・詐欺事件
9.17 アテネ夏季パラリンピック大会開催（～28日） 8.13 沖縄国際大学において、米軍ヘリ墜落事故発生
10.29 ウサーマ・ビン・ラーディンが米国同時多発

テロの関与を認める
10.5 「ＩＤＢ沖縄年次総会」に伴う警備対策室設置

10.30 イラクで武装集団に拉致されていた日本人の
遺体発見

10.14「警察庁長官賞」受賞（情報通信開発改善コン
クール）

11.11 パレスチナ解放機構（ＰＬＯ）のヤーセル・
アラファト議長死去（75歳）

10.17 オプション取引名下の出資法違反及び詐欺事
件検挙

12.26 スマトラ沖でM9.1の地震及び津波発生。日本
人32人を含む29万人死亡

11.1 「沖縄県警察文書管理システム」運用開始

12.8 県内大型ホテルにおけるタクシー乗務員に対する
用心棒料の不当要求行為に対し、中止命令

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第37期：48人（男性42人、女性

６人）
〃 初任科長期課程第25期：28人（男性26人、女性

２人）
5.10 一般職員初任科第11期：７人（男性２人、女性

５人）
8.1 初任科短期課程第38期：64人（男性57人、女性

７人）

平
成
十
七
年

≪沖縄県の出来事≫ 2.23 アジア地域サイバー犯罪捜査技術会議開催

2.8 「古宇利大橋」開通 3.25 那覇警察署新都心交番新設（那覇市安謝）
2.13 プロゴルフの宮里藍・北田瑠衣ペアが、第１

回女子ゴルフワールドカップで優勝
4.1 具志川警察署を「うるま警察署」に改称

4.1 「うるま市」誕生（具志川市、石川市、勝連町
及び与那城町が合併）

5月 「警察庁長官賞」受賞（ちゅらさん運動で２年
連続）

7.12 キャンプ・ハンセン都市型訓練施設で実弾演
習開始

5.1 交通部交通指導課に「新放置駐車対策プロジェ
クトチーム」発足

9.15 組踊音楽歌三線の琉球伝統芸能家城間德太郎
が、人間国宝に指定

6.23 小泉純一郎総理「沖縄全戦没者追悼式」出席
に伴う警護警備
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平
成
十
七
年

10.1 「宮古島市」誕生（平良市、城辺町、上野村、
下地町及び伊良部町が合併）

9.6 「沖縄県警察特殊部隊ＳＡＴ」発足

10.29 日本及び米国が、普天間基地移設先をキャン
プ・シュワブ沿岸部で合意

9.8 「児童ポルノ輸出罪」摘発（愛知県警察と合同
捜査）

≪日本の出来事≫ 10.1 宮古警察署を「宮古島警察署」に改称

4.25 ＪＲ福知山線脱線事故発生。107人死亡 10.16「県警情報コーナー・ラジオ」放送100回達成（民
法ラジオ放送）

8.9 景気の踊り場脱却宣言。12月末に株価一時
１万6,000円まで回復

11.3 「全国警察逮捕術大会」３位入賞（第３部団体）

10.14「郵政民営化法」成立
11.17 耐震強度偽装発覚

≪世界の出来事≫

3.26 中国各地で反日暴動発生。日系企業等が被害 ≪警察職員の入校状況等≫
8.23 米国南部で超大型ハリケーン「カトリーナ」

が発生。約1,300人死亡、約6,000人行方不明
4.4 初任科短期課程第39期：29人（男性25人、女性

４人）
10.8 パキスタン北東部でＭ7.6の地震発生 〃 初任科長期課程第26期：45人（男性39人、女性

６人）
12.15 イラクで新憲法成立。議会選挙実施 9.1 初任科短期課程第40期：50人（男性50人）

平
成
十
八
年

≪沖縄県の出来事≫ 2.13 「沖縄マリンレジャーセイフティービューロー」
創立10周年記念式典開催

3.29 県発注の土木建築工事の談合が発覚（152社処分） 3.6 東村における夫婦殺害・死体遺棄事件解決
4.1 「南城市」誕生（佐敷町、知念村、玉城村及び

大里村が合併）
〃 ヤミ金グループによる広域貸金業違反事件

〃 「八重瀬町」誕生（東風平町及び具志頭村が合併） 4.1 採用時教養の見直し（初任総合科から初任補
修科へ）

5.1 日本及び米国が、普天間基地代替「Ｖ字案」
で合意

4.2 歯科医師等による未成年誘拐事件検挙

5.12 沖縄市長に東門美津子が就任（県内初の女性
首長）

4.10 「教養の日」運用開始（若手警察官の早期戦力
化作戦）

6.10 中城村北上原で大規模な地滑り発生 5.26 小泉純一郎総理「第４回日本・太平洋諸島フォー
ラム首脳会議」出席に伴う警護警備（～27日）

7.23 ミス・ユニバースで知花くららが２位入賞 5.31 遊技業事業所による風俗営業等の規制及び適
正化等に関する法律違反事件解決

8.25 伊平屋村で高校教諭による飲酒運転死亡事故
発生

6.1 「新駐車対策」運用開始

9.27 舞踊家の宮城能鳳が、人間国宝に指定 6.23 小泉純一郎総理「沖縄全戦没者追悼式」出席
に伴う警護警備

10.12「第４回世界のウチナーンチュ大会」開催（～
15日）

7.26 「衛星通信訓練」実施（南大東島）

10.20 新石垣空港が、基本計画から30年余りかけ着工 8月 ゲーム喫茶対象の連続持凶器強盗事件検挙
11.3 在沖米陸軍「ＰＡＣ３」部隊配備 9.14 「全国警察柔道・剣道大会」において、剣道第

２部昇格
12.10 第６代沖縄県知事に仲井真弘多が就任 9.15 県知事による飲酒運転撲滅緊急アピール

≪日本の出来事≫ 10月 組織的な遊戯機不正改造グループ検挙（全国
30店舗の遊技場廃業）

7.14 日本銀行がゼロ金利を解除 10.1 「公的弁護制度」施行（裁判所等関係機関との
連携強化）

8.25 福岡市職員による飲酒運転死亡事故発生 10.17「警察庁長官賞」受賞（情報通信開発改善コン
クール）

9.6 秋篠宮御夫婦に、長男「悠仁さま」誕生 10.30 八重山警察署新庁舎完成（石垣市登野城に新
築移転）
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平
成
十
八
年

9.26 第90代内閣総理大臣に安倍晋三が就任
10月 現職知事（福島県、和歌山県及び宮崎県）が

談合で逮捕
12.15「改正教育基本法」成立

≪世界の出来事≫

2.10 トリノ冬季オリンピック大会開催（～26日）
3.10 トリノ冬季パラリンピック大会開催（～19日）
5.27 インドネシア・ジャワ島中部でＭ6.3の地震発生
7.13 原油価格高騰（１バレル78ドル突破） ≪警察職員の入校状況等≫
9.20 タイで軍事クーデター発生 4.1 初任科短期課程第41期：18人（男性18人）
10.9 北朝鮮が地下核実験実施。国連が制裁 〃 初任科長期課程第27期：51人（男性49人、女性

２人）
11.7 イラクで内戦激化。サダム・フセイン元大統

領に死刑判決
9.1 初任科短期課程第42期：30人（男性30人）

平
成
十
九
年

≪沖縄県の出来事≫ 3.8 北谷町における米軍属（少年）による空気銃
使用殺人未遂・器物損壊事件検挙

8.11 集中豪雨により安里川が氾濫 3.14 豊見城市長選に絡む公職選挙法違反及び政治
資金規制法違反事件検挙

8.20 那覇空港で中華航空機が爆発、炎上 4月 全国初「トランジットモール」実施（国際通り）
9.29 教科書検定意見撤回を求める県民大会開催。

参加者約11万6,000人（主催者発表）
4.1 警務部広報相談課に附置機関として「被害者

支援室」を設置
9.30 プロゴルフの諸見里しのぶが、日本女子オー

プン優勝
〃 首席監察官を中核とした監察部門及び業務主管

部監察官からなる実行体制を構築し、監察強化
11.1 「県立博物館・美術館」開館 〃 刑事部に「捜査第三課」を新設

≪日本の出来事≫ 〃 生活安全部銃器薬物対策課を廃止し、刑事部
暴力団対策課に業務を移管

3.25 能登半島・中越沖で震度６強の地震発生 〃 交通部に「飲酒運転根絶プロジェクトチーム」発足
4.17 長崎市長が、暴力団員に射殺される 〃 沖縄県教育庁と県警察が「人事交流覚書」締結
5.14 「国民投票法」成立 4.15 安倍晋三総裁来県に伴う警護警備（参院補選

応援遊説）
6月 食品偽装が相次ぎ発覚（～10月） 5.1 「留置施設視察委員会」設置
9.26 第91第内閣総理大臣に、福田康夫が就任 〃 「沖縄県警察ヤミ金融事犯集中取締推進本部」設置
11.2 テロ特別措置法期限切れ。海上自衛隊がイン

ド洋から撤収
6.21 沖縄県公安委員会が「三代目旭琉会」及び「沖

縄旭琉会」を「指定暴力団」に指定（６回目）

≪世界の出来事≫ 6.23 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に
伴う警護警備

1.10 米軍が、イラクに約２万2,000人の増援派遣を
発表

7.20 「全国非行防止沖縄大会」（みんなでちゅらひ
とづくり）開催

3.24 イラン核開発で、国連安全保障理事会が追加
制裁決議

7.24 沖縄県発注工事における暴力団員等による不
当介入排除手続きに関する合意書締結

5.16 第23代フランス大統領にニコラ・サルコジが
就任

8.1 「緊急配備支援システム」運用開始

6.27 第74代英国首相にゴードン・ブラウンが就任 8.17 県迷惑防止条例改正に伴う歓楽街環境浄化住
民総決起大会開催

8月 サブプライムローンの影響で世界同時株安 9.28 「沖縄県広報推進会議」設置（警察改革の一環）
9.27 ミャンマーで反政府デモ取材中の日本人記者

射殺
10.6 「全国白バイ安全運転競技大会」６位入賞（女

性の部）
9.30 ６か国協議で北朝鮮の核無能力化など合意 11.20「全国警察逮捕術・拳銃大会」逮捕術３位入賞

（女子特別試合個人）、拳銃４位入賞（男性個人）
10.2 北朝鮮・平壌で南北首脳会談開催（～14日） 12.10「遺失物管理システム」の更新及びインターネッ

トによる拾得物情報の提供開始
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平
成
十
九
年

12.13 大リーグの禁止薬物使用実態を調査した「ミッチェ
ル・レポート」発表。選手90人の薬物使用を報告

12.13「沖縄被害者支援ゆいセンター」を犯罪被害者
等早期援助団体に指定
≪警察職員の入校状況等≫

4.1 初任科短期課程第43期：35人（男性31人、女性
４人）

〃 初任科長期課程第28期：45人（男性41人、女性
４人）

6.5 一般職員初任科第12期：９人（男性３人、女性
６人）

平
成
二
十
年

≪沖縄県の出来事≫ 3.29 刑事部に「刑事企画課」を新設

3.22 「那覇空港自動車道（豊見城ＩＣ～名嘉地Ｉ
Ｃ）」開通

〃 全国指名手配「極左暴力集団・革マル派活動
家」検挙

4.4 選抜高等学校野球大会で、沖縄尚学高校が９
年ぶり２度目の優勝

4.1 「新通信指令システム」運用開始

10.24 名護市で米軍軽飛行機墜落事故発生 6.4 「インターネット利用施設連絡協議会」設立
12.10 宮古島市長が、市職員の相次ぐ不祥事で引責

辞任
6.14 「Ｇ８科学技術大臣会議」開催に伴う警護警備

（～16日）
12.13 金武町で米軍によるとみられる被弾事件発生 6.23 福田康夫総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に

伴う警護警備
12.18「ワルミ大橋」開通 6.26 警務部に「取調べ監督準備室」を設置

≪日本の出来事≫ 7月 「安心ゆいメール・子ども安全情報配信システ
ム」運用開始

4.15 後期高齢者医療制度開始 7.2 投資運用業者によるフィリピンにおけるえび
養殖事業への投資を装った組織的犯罪処罰法
違反事件検挙

6.8 秋葉原無差別殺傷事件発生。７人死亡、10人
重軽傷

7.11 不正競争防止法違反（マンゴーの産地偽装）
事件検挙

7.7 第34回先進国首脳会議（洞爺湖サミット）開
催（～９日）

10月 「警察庁長官賞」受賞（飲酒運転根絶対策推進
功労）

9.24 第92代内閣総理大臣に麻生太郎が就任 10.17「九州管区内実戦的総合訓練技法競技会」３位
入賞（若手警察官の部）

12.10 日本人４人がノーベル賞受賞（物理学賞：南
部陽一郎、小林誠、益川敏英、化学賞：下村脩）

10.27 全国情報通信担当課長会議で、自主開発シス
テム「取調状況管理システム」発表

≪世界の出来事≫ 12.31 振り込め詐欺実行犯人検挙（平成20年中９件
６人）

1.31 中国産の冷凍餃子中毒事案発生 〃 暴走族グループ大量検挙で全国４位（平成20
年中）

5.2 ミャンマーで大型サイクロン発生。死者・行
方不明者約13万人

5.7 第３代ロシア大統領にドミトリー・メドヴェー
ジェフが就任

5.12 中国四川省でＭ８の地震発生
8.7 アフガニスタンが治安悪化。日本人の誘拐・

射殺事件発生
8.8 北京夏季オリンピック大会開催（～24日） ≪警察職員の入校状況等≫
9.6 北京夏季パラリンピック大会開催（～17日） 4.1 初任科短期課程第44期：68人（男性65人、女性

３人）
9.15 金融危機「リーマンショック」で世界同時不況 〃 初任科長期課程第29期：25人（男性23人、女性

２人）
10.11 米国が、北朝鮮のテロ支援国家指定を解除 5.12 一般職員初任科第13期：９人（男性３人、女性

６人）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
一
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.4 「情報分析支援システム（ＣＩＳ－ＣＡＴＳ）」
運用開始

1.14 糸満市で不発弾爆発事故発生 1.7 「極左暴力集団・革マル派活動家」検挙
5.17 プロバスケットボールｂＪリーグの琉球ゴー

ルデンキングス初優勝
1.11 北中城村における殺人・死体遺棄事件検挙

7.26 プロゴルフの宮里藍が、米国ツアーで初優勝 3月 警察用航空機（ヘリコプター）「なんぷう」導入
8.19 那覇市のガーブ川で、大雨による増水により

作業員５人死亡
3.23 「画像処理装置」運用開始

9.2 「琉球舞踊」が、重要無形文化財に登録 4.1 沖縄警察署「渉外警ら隊」増員（米軍事犯抑
止対策）

11.17 うるま市の集団暴行事件で男子中学生死亡 4.4 米軍人による重傷ひき逃げ事件及び米軍人少
年兵らによるタクシー強盗事件解決

≪日本の出来事≫ 5.16 「沖縄県警察新型インフルエンザ対策本部」設置

4月 新型インフルエンザが世界で大流行 5.27 公共工事発注に伴う談合事件検挙
5.21 「裁判員制度」施行 6月 「振り込め詐欺情報受付専用メール」開設
9.16 第93代内閣総理大臣に鳩山由紀夫が就任 6.23 麻生太郎総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に

伴う警護警備
11.20 円高デフレ宣言。日本航空経営危機など業績

悪化
7月 「ＡＰＥＣ電気通信・情報産業大臣会合」開催

に伴う警護警備連絡室設置（７月23日）、警備
対策室設置（11月25日）

11.26 八ッ場ダム建設中止などの事業仕分け実施 8.11 暴走族及び期待族による公務執行妨害事件検挙

≪世界の出来事≫ 8.18 「児童ポルノ根絶に向けた重点プログラム推進
総合対策本部」設置

1.20 第44代米国大統領にバラク・オバマが就任 9月 「警察庁長官賞」受賞（大宜味村殺人・死体損
壊事件解決功労）

3.23 ワールドベースボールクラシックで日本連覇 9.7 交通部に「暴走族壊滅プロジェクトチーム」
発足

4.5 北朝鮮が長距離弾道ミサイル発射。６か国協
議を離脱

9.17 秋の全国交通安全運動出発式が、離島で初開
催（伊是名村）

6.2 歌手のマイケル・ジャクソン急死（50歳） 10.1 「沖縄県飲酒運転根絶条例」施行
7.9 米国政府機関のウェブサイトに対するサイバー

攻撃発生
10.23 沖縄自動車道沖縄南料金所において、殺人事

件発生（指定暴力団１人逮捕）
10.11 国連閣僚会議がシンガポールで開催（～12日） 10.27 団体職員による多額詐欺事件検挙
11.25「ドバイショック」で急激な円高。一時84円80

銭を記録
10.29「九州管区内逮捕術大会」準優勝（女子の部）

12.1 欧州連合(ＥＵ)がリスボン条約発効。初代欧
州理事会議長に、ファン・ロンパイが就任

11.7 読谷村における米軍人によるひき逃げ事件検挙

12.10 米国のバラク・オバマ大統領が「核なき世界」
でノーベル平和賞受賞

11.25「沖縄被害者支援ゆいセンター」が、社団法人
から公益社団法人に移行

12.16 太陽系外惑星ＧＪ1214ｂ発見
≪警察職員の入校状況等≫

4.1 初任科短期課程第45期：74人（男性69人、女性
５人）

〃 初任科長期課程第30期：26人（男性25人、女性
１人）

5.11 一般職員初任科第14期：４人（男性１人、女性
３人）

9.1 初任科短期課程第46期：21人（男性19人、女性
２人）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
二
年

≪沖縄県の出来事≫ 3月 「子ども女性対象脅威事犯情報管理業務」運用
開始

4.12 選抜高等学校野球大会及び全国高等学校野球
選手権大会（８月21日）で興南高校優勝（県
勢初の春夏連覇、県民栄誉賞受賞）

3.8 「二輪車専用パーキング・チケット」運用開始

4.25 米軍普天間基地の県内移設に反対する県民大
会開催。参加者約９万人（主催者発表）

3.11 暴力団幹部及び自衛官による拳銃不法所持事
件検挙

5.28 日米共同声明で「辺野古回帰」発表 3.21 未公開株式売買名下の詐欺事件検挙（検察審
査会の議決により、強制起訴）

8.22 プロゴルフの宮里藍が、米国ツアー年間５勝
達成(県民栄誉賞受賞）

4.19 「高齢運転者等専用駐車区間制度」運用開始

10月 北京パラリンピック大会男子車いすマラソン
銅メダルの上与那原寛和が、県民栄誉賞受賞

4.21 県内銀行元行員による多額詐欺事件検挙

10.31「識名トンネル」開通 5月 「小さな音楽隊」編成（～６月）
11.16「組踊」が、世界文化遺産に登録 5.4 鳩山由起夫総理来県に伴う警護警備

≪日本の出来事≫ 5.6 「地域安全パトロール推進事業」運用開始

6月 観測史上最高の猛暑。熱中症多発（～８月） 6月 「真栄原新町歓楽街浄化総合対策」推進
6.8 第94代内閣総理大臣に菅直人が就任 6.22 沖縄県公安委員会が「三代目旭琉会(「四代目

旭琉会」に改称)」及び「沖縄旭琉会」を「指
定暴力団」に指定（７回目）

8.10 世界保健機構（ＷＨＯ）が新型インフルエン
ザ大流行の終結を宣言。国内死者200人

6.23 菅直人総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に伴
う警護警備

9.7 尖閣諸島付近で違法操業中の中国漁船が、第11
管区海上保安本部の巡視船２隻に相次ぎ衝突

6.28 「高速道路無料化社会実験」対策実施

9.21 厚生労働省元局長に無罪判決、後に復職。特
捜検事らを証拠偽造で逮捕

7.11 第22回参議院議員通常選挙における買収事件
検挙

12.7 日本の金星探索機「あかつき」が金星に到達 7.14 「全国通信指令・無線通話技能競技会」初優勝

≪世界の出来事≫
7.27 「平成22年全国高等学校総合体育大会（ちゅら

島総体）」開会式への皇太子殿下行啓に伴う警
衛警備（～29日）

2.12 バンクーバー冬季オリンピック大会開催（～28日） 9.12 統一地方選挙における選挙人買収事件検挙
2.18 ニジェール軍事クーデター発生。軍が実権を

掌握
9.27 21都道府県警察によるファイル共有ソフトを

利用した児童ポルノ事犯一斉取締り（～28日）
2.27 チリ・コンセプシオンでＭ8.8の地震発生 10月 交通部運転免許課新庁舎（沖縄県警察運転免

許センター）完成（豊見城市字豊崎に新築移転）
3.12 バンクーバー冬季パラリンピック大会開催（～

21日）
10.25「警察庁長官賞」受賞（著作権法違反事件検挙

功労（京都府、佐賀県警察との合同捜査））
4.12 「第１回核安全サミット」がワシントンＤＣで

開催
10.30「ＡＰＥＣ電気通信・情報産業大臣会合」に伴

う警護警備
9.27 北朝鮮金正日総書記の後継者に、三男の金正恩 11.18 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反

の警告に伴う猟銃等の仮領置（県内初）
10.13 チリ鉱山落盤事故で、69日ぶりに作業員全員

を救助
11.25「九州管区内実戦的総合訓練技法競技会」優勝

（若手警察官の部）
11.1 ドミトリー・メドヴェージェフロシア大統領が、

元首として初めて北方領土（国後島）訪問
11.23 北朝鮮が韓国延坪島を砲撃。４人死亡 ≪警察職員の入校状況等≫
11.28 欧州連合（ＥＵ)財務相が、アイルランド向け

の850億ユーロの緊急支援パッケージ容認
4.1 初任科短期課程第47期：52人（男性48人、女性

４人）
〃 初任科長期課程第31期：28人（男性26人、女性

２人）
5.1 一般職員初任科第15期：９人（男性４人、女性

５人）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
三
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.1 「沖縄県警察新文書管理システム」運用開始

1.12 沖縄市で米軍人による交通死亡事故発生。日
米地位協定の運用に伴う問題が浮上

2.17 「職務質問短期研修派遣」受入（警察庁主催）

3.20 「二見バイパス」開通 3月 東日本大震災に伴う「広域緊急援助隊刑事部
隊」派遣（総員36人）

8.28 「那覇うみそらトンネル」開通 4.1 浦添警察署に「留置管理課」を新設
9.5 組踊音楽歌三線の琉球伝統芸能家西江喜春が、

人間国宝に指定
〃 嘉手納警察署及び本部警察署に「会計課」を

新設
9.8 八重山教科書選択問題発生 〃 「防犯アドバイザー支援要員」採用（12人）

10.12「第５回世界のウチナーンチュ大会」開催 〃 「新交通管制システム」運用開始
12.17「なかきす大橋」開通 4.17 東日本大震災に伴う情報通信部職員派遣

≪日本の出来事≫ 5.12 「警察庁文書伝送システム」と「沖縄県警察新
文書管理システム」を接続

1.31 資金管理団体の収支報告書虚偽記載事件で、
衆議院議員の小沢一郎を強制起訴

5.23 本島中南部一帯における連続事務所荒らし事
件検挙

2.6 八百長問題で大相撲春場所中止 6.23 菅直人総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に伴
う警護警備

3.11 東日本大震災、福島第１原発事故発生 7.3 東日本大震災に伴う「特別交通派遣部隊」派
遣（～25日）

3.14 東京電力が初の計画停電実施 7.29 「沖縄県知事表彰状」受彰（献血運動推進功労者）
5.14 国の要請で浜岡原発が稼働停止 9.1 警備部に「警衛対策課」を新設
7.1 中国人観光客に数次ビザ発給 〃 「地域警察デジタル無線システム」運用開始
7.6 玄海原発再開説明の番組で、九州電力による

やらせメール発覚
9.21 「サイバー犯罪対策委員会」設置

7.17 サッカー女子ワールドカップで、なでしこジャ
パン初優勝

12月 離島交番及び駐在所16か所と、警察本部ネッ
トワークを接続（ＯＣＥＡＮシステムの拡張）

9.2 第95代内閣総理大臣に野田佳彦が就任 12.31「買春事犯取締り」による検挙（平成23年中、
50件13人検挙）

10.31 円が戦後最高値（１ドル＝75円32銭）
11月 野田佳彦総理が環太平洋パートナーシップ（Ｔ

ＴＰ）交渉参加表明

≪世界の出来事≫

2.22 ニュージーランド・カンタベリー地方でＭ6.1の
地震発生。日本人留学生28人を含む185人死亡

5.1 米軍特殊部隊がウサーマ・ビン・ラーディンを殺害
7月 タイで大雨による大洪水発生。日本企業操業

停止、500人以上死亡（～12月） ≪警察職員の入校状況等≫

9.17 米国で反格差デモ発生。世界へ拡大 4.1 初任科短期課程第48期：66人（男性61人、女性
５人）

10.5 米国のテクノロジー企業創業者スティーブ・
ジョブズ死去（56歳）

〃 初任科長期課程第32期：32人（男性29人、女性
３人）

12.17 北朝鮮の金正日総書記死去（70歳）� 5.9 一般職員初任科第16期：10人（男性１人、女性
９人）

平
成
二
十
四
年

≪沖縄県の出来事≫ 1.23 国際協力機構（ＪＩＣＡ）フランス語圏アフ
リカ視察団による警察署視察

3.30 「名護東道路」開通 2.1 岩手県警察に、特別出向者５人（被災県の支
援活動）

4.6 北朝鮮のミサイル発射通告に伴い、県内４か
所（那覇市、南城市、宮古島市及び石垣市）
に自衛隊のＰＡＣ３部隊を配備

4月 「津波災害対策」推進（県下全域の標高マップ
作成等）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
四
年

5.15 「復帰40周年記念式典」開催 〃 交通部交通指導課に、全国初の夜間運用とな
る暴走族取締り専従の「白バイ遊撃班」発足

8月 那覇空港に格安航空会社（ＬＣＣ）が相次いで
就航。国内初の専用ターミナルを整備（～10月）

4.1 生活安全部生活保安課に「サイバー犯罪対策
室」設置

8.16 尖閣諸島に香港の活動家団体が上陸。不法入
国で現行犯逮捕

5.15 野田佳彦総理「復帰40周年記念式典」出席に
伴う警護警備

9月 中国の海洋監視船による相次ぐ領海侵犯発生 6.1 「沖縄県風俗案内業の規制に関する条例」施行
10.1 米軍普天間基地にＭＶ22オスプレイを配備 6.12 沖縄警察署新庁舎完成（沖縄市山里に新築移転）
12.5 石垣市にＰＡＣ３を配備 6.23 野田佳彦総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に

伴う警護警備

≪日本の出来事≫ 7.8 沖縄県警察発足40周年記念式典「ポリスフェ
スティバル」開催

1.1 オウム真理教関係警察庁指定特別指名手配被
疑者１人を逮捕（残りの被疑者を６月３日及
び６月15日にそれぞれ逮捕）

9.5 「九州管区内警察逮捕術・拳銃大会」逮捕術団
体準優勝、拳銃満点賞

4.6 北朝鮮のミサイル発射通告に伴い、国内で迎
撃態勢

10.8 日本人女性による覚醒剤密輸事件検挙（ケニ
アから韓国経由で那覇空港に到着）

5.5 国内の原発50基の稼働を全て停止。42年ぶり
に原発稼働がゼロ

11.2 「平成24年全国警察拳銃射撃大会」３位入賞（団
体）、４位入賞（私服警察官の部）

5.22 世界一高い自立式電波塔「東京スカイツリー」
開業（634メートル）

11.17「第32回全国豊かな海づくり大会（美ら海おき
なわ大会）」への天皇皇后両陛下行幸啓に伴う
警衛警備（～20日）

6.19 投資顧問会社による厚生年金消失事件で、社
員らを詐欺容疑で逮捕。88万人に影響

12.4 「被害者を支える演奏と朗読会」開催

7月 滋賀県大津市の中学２年生がいじめにより自
殺。全国でいじめが社会問題化

10.23 レスリングの吉田沙保里が、国民栄誉賞受賞
12.3 全国（沖縄県を除く。）で冬の計画停電（～３

月29日）
12.26 第96代内閣総理大臣に、安倍晋三が就任

≪世界の出来事≫ ≪警察職員の入校状況等≫

4.13 北朝鮮がミサイル発射失敗 2.1 初任科短期課程第49期：20人（男性20人）
5.7 第４代ロシア大統領にウラジーミル・プーチ

ンが就任
4.1 初任科短期課程第50期：34人（男性27人、女性

７人）
7.27 ロンドン夏季オリンピック大会開催（～８月12日） 〃 初任科長期課程第33期：49人（男性44人、女性

５人）
8.29 ロンドン夏季パラリンピック大会開催（～９

月９日）
5.7 一般職員初任科第17期：７人（男性２人、女性

５人）
12.10 欧州連合（ＥＵ）が、ノーベル平和賞受賞 10.1 初任科短期課程第51期：23人（男性21人、女性

２人）

平
成
二
十
五
年

《沖縄県の出来事》 2.20 宮古島市における指定暴力団構成員等による
傷害致死事件検挙

3.2 「新石垣空港」開港式典開催 3.25 「沖縄県警察40年の歩み」発刊
4.1 那覇市が中核市へ移行 4.1 沖縄県警察共助会「一般財団法人」へ移行
8.5 米軍嘉手納基地所属のＨＨ60ヘリコプターが、

米軍キャンプ・ハンセン内に墜落
〃 「新通信指令システム」運用開始

9.21 空手の世界大会「プレミアリーグ」で、喜友
名諒が形の個人及び団体で優勝

6.20 沖縄県公安委員会が「旭琉會」を「指定暴力団」
に指定（８回目）

10.23「沖縄県新型インフルエンザ等対策行動計画」
策定及び指定地方公共機関の指定

6.23 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に
伴う警護警備

12.1 石垣市の白保竿根田原洞穴遺跡で、国内最古
となる約２万６千年前の人骨発見

7.23 第23回参議院議員通常選挙における公職選挙
法違反事件検挙（詐偽投票）
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平
成
二
十
五
年

《日本の出来事》 8.23 暴力団と関連した福祉犯事件検挙（中高生ら
19人に売春等）

6.22 「富士山」が、世界文化遺産に登録 9.6 「全国警察柔道選手権大会」３位入賞（男子73
㎏級）

7.23 日本が環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）
交渉参加

10.13「第44回全国白バイ安全運転競技大会」５位入
賞（第２部団体）

9.7 2020年夏季オリンピック及びパラリンピック
の東京開催決定

11.19「全国警察拳銃射撃競技大会」準優勝（個人）

10.8 東京都三鷹市における女子高生殺害事件
10.16 台風第26号の影響により、東京都大島町を中

心に40人死亡、３人行方不明

《世界の出来事》

1.16 イスラム武装勢力がアルジェリア東部のガス
田施設を襲撃。日本人10人を含む40人死亡 ≪警察職員の入校状況等≫

3.14 中国の国家主席に習近平が就任 4.1 初任科短期課程第52期：45人（男性42人、女性
３人）

4.8 英国のマーガレット・サッチャー元首相死去（87歳） 〃 初任科長期課程第34期：37人（男性28人、女性
９人）

11.23 中国が「防空識別圏」を東シナ海に設定した
と発表

5.7 一般職員初任科第18期：８人（男性６人、女性
２人）

12.5 南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領死
去（95歳）

10.1 初任科短期課程第53期：13人（男性11人、女性
２人）

平
成
二
十
六
年

《沖縄県の出来事》 1.1 「警察安全相談管理システム」運用開始

2.12 キャロライン・ケネディー駐日米国大使が、
就任後初来県

1.13 北中城村におけるポールトレーラによる死亡
事故発生検挙

3.5 慶良間諸島（渡嘉敷村及び座間味村）が、国
立公園に指定

4.1 警務部広報相談課附置機関の「被害者支援室」
を警務部警務課へ移管

4.16 ちゅらさん運動10周年記念式典開催 〃 生活安全部に「子供・女性安全対策課」を新設
6.26 天皇皇后両陛下による「対馬丸犠牲者の慰霊」

の行幸啓（～27日）
〃 生活安全部生活安全企画課に附置機関として
「安全なまちづくり推進室」を設置

7.8 台風第８号が沖縄地方直撃。全国初の特別警
報発令

4.2 「警察庁長官賞」受賞（革マル派系全学連活動
家による私電磁的記録不正作出・同供用事件
の検挙功労）

9.21 那覇市牧志の老舗百貨店が閉店。57年の歴史
に幕

6.23 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に
伴う警護警備

11.9 ドイツで開催された世界空手道選手権大会男
子形で、喜友名諒が優勝

6.26 「対馬丸犠牲者の慰霊」への天皇皇后両陛下行
幸啓に伴う警衛警備(～27日）

12.10 第７代沖縄県知事に翁長雄志が就任 10.28「全国警察剣道大会」準優勝（第３部団体）

《日本の出来事》 12.31 刑法犯認知件数が１万件以下を達成（昭和48
年以来）

4.1 消費税率が、５％から８％に引き上げ
6.24 東京都豊島区で危険ドラッグ乱用者による危険

運転致死傷事件発生。１人死亡、６人重軽傷
7.22 脱法ドラッグの新呼称として「危険ドラッグ」

を選定
8.19 広島市豪雨土砂災害発生。74人死亡（～20日）
9.27 御獄山が噴火。57人死亡、６人行方不明
10.7 赤崎勇、天野浩及び中村修二が、ノーベル物

理学賞を受賞
11.22 長野県北部で最大震度６弱の地震発生。46人

負傷
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
六
年

《世界の出来事》

2.7 ソチ冬季オリンピック大会開催（～23日） ≪警察職員の入校状況等≫
3.7 ソチ冬季パラリンピック大会開催（～16日） 4.1 初任科短期課程第54期：43人（男性40人、女

性３人）
4.16 韓国の大型旅客船「セウォル号」沈没事故発

生。乗員乗客295人死亡、９人行方不明
〃 初任科長期課程第35期：22人（男性18人、女

性４人）
7.17 マレーシア航空17便がウクライナ上空で撃墜。

乗員乗客298名全員死亡
5.7 一般職員初任科第19期：13人（男性４人、女

性９人）
8.8 西アフリカでエボラ出血熱拡大。世界保健機

構（ＷＨＯ）が緊急事態宣言
10.1 初任科短期課程第55期：19人（男性15人、女

性４人）

平
成
二
十
七
年

《沖縄県の出来事》 1.9 「警察庁長官賞」受賞（交通死亡事故の抑止対
策推進功労）

1.31 「伊良部大橋」開通（全長3,540ｍ）（通行料金
を徴収しない橋として国内最長）

2.11 うるま市職員らによる公共工事発注にかかる
官製談合事件検挙

4.25 米軍キャンプ・フォスター内泡瀬ゴルフ場跡
地に、大型商業施設開業

3.5 交通部交通機動隊新庁舎完成（豊見城市字豊
崎に新築移転）

4.27 バス・モノレールのＩＣ乗車券「ＯＫＩＣＡ」
本格運用開始

3.6 本部町における独居老人殺害事件検挙

5.22 大型ＭＩＣＥ施設の建設地が「中城湾港マリ
ンタウン地区」に決定

3.31 沖縄警察署コザ交番新設（旧沖縄警察署跡地
に新築）

6.14 プロボクシング元ＷＢＡ世界ジュニアフライ級
王者具志堅用高が、国際ボクシング殿堂入り

4.1 豊見城警察署に「留置管理課」を新設

10.13 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水
面埋立承認取消し

〃 刑事部刑事企画課に「捜査支援室」を設置

《日本の出来事》 〃 刑事部捜査第一課に「検視官室」を設置

1.24 イスラム過激派組織 ｢イスラム国(ＩＳ)｣ が、
日本人人質殺害映像を公開

4.23 沖縄市における法人代表強盗殺人事件検挙

2.27 神奈川県川崎市内河川敷における少年らによ
る男子中学生殺害事件検挙

4.27 「警察庁長官賞」受賞（違法営業店舗等の取締り
等による総合的な風俗環境浄化対策の推進功労）

6.1 日本年金機構に対する不正アクセスにより、
個人情報が流出

〃 「警察庁長官賞」受賞（児童ポルノ愛好者グルー
プの検挙による児童ポルノ流通拡散防止対策
推進功労）

6.30 東海道新幹線内で現住建造物等放火・傷害致
死事件発生

5.15 「警察庁長官賞」受賞（尖閣諸島への不法上陸
対策推進功労）

7.5 「明治日本の産業革命遺産」が、世界文化遺産
に登録決定

6.6 那覇市における米軍人らによる強盗致傷事件
検挙

9.9 関東・東北地方豪雨発生。死者８人、負傷者
77人（～11日）

6.23 安倍晋三総理「戦後70年沖縄全戦没者追悼式」
出席に伴う警護警備

10.5 「マイナンバー法」施行 7.1 「九州管区内逮捕術大会」準優勝（男子団体及
び女子個人）

《世界の出来事》
7.10 「警察庁長官賞」受賞（暴力団関連企業による

資金源犯罪の摘発功労及び国際スピード郵便
を利用した中国来指定薬物密輸事件検挙功労）

1.1 中国が一人っ子政策を廃止 7.30 新規採用「シーサー君」の離島警察署配置辞
令交付式

4.25 ネパール中部でＭ7.8の地震発生 9.1 児童ポルノ所持事件検挙（全国初）
7.20 米国とキューバが54年ぶりに国交回復 9.13 暴力団関係者によるゲーム機賭博・野球賭博

等事件検挙
11.13 フランス・パリで同時多発テロ発生。130人死

亡、351人負傷
9.17 「九州管区内拳銃大会」優勝（男子個人）

9.20 名護市における右翼団体構成員による器物損
壊事件等検挙
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平
成
二
十
七
年

9.29 「警察庁長官賞」受賞（３都県警察捜査本部に
よるインターネットバンキング不正送金事犯
等の検挙功労）

10.3 糸満市内に県内初の環状交差点（ラウンドア
バウト）導入

10.19「警察庁長官賞」受賞（ＬＩＮＥを悪用した不
正指令電磁的記録作成事件検挙功労）

11.17「全国警察拳銃射撃競技大会」３位入賞（第２
部団体）

12.31 米軍普天間飛行場移設工事に伴う公務執行妨
害事件等被疑者逮捕（平成27年中16件16人）

≪警察職員の入校状況等≫
4.1 初任科短期課程第56期：38人（男性32人、女

性６人）
〃 初任科長期課程第36期：42人（男性36人、女

性６人）
5.7 一般職員初任科第20期：15人（男性４人、女

性11人）
10.1 初任科短期課程第57期：33人（男性30人、女

性３人）

平
成
二
十
八
年

《沖縄県の出来事》 1.24 那覇市内における右翼団体構成員による龍柱
損壊事件検挙

1.24 名護市と久米島町でみぞれを観測（沖縄本島
では観測史上初。久米島町では観測史上２回
目39年ぶり）

4.1 宮古島警察署平良交番新設（西交番、東交番
及び西原駐在所を統合し、旧宮古島警察署跡
地に新築）

6.19 米軍属による女性殺害死体遺棄事件に抗議す
る県民大会開催

4.16 「平成28年熊本地震」に伴う航空隊ヘリ及び地
域課特別派遣部隊の派遣（～６月９日）

9.15 「やんばる国立公園」誕生 4.20 「警察庁長官賞」受賞（違法営業店舗等の取締
りによる総合的な風俗環境浄化対策の推進功労）

9.19 南城市玉城のサキタリ洞遺跡で、世界最古の
２万３千年前の貝製釣り針発見

5.11 台湾人らによる覚醒剤（約600kg）密輸等事件
検挙（～６月２日）

10.26「第６回世界のウチナーンチュ大会」開催 5.19 本島中部における米軍属による女性殺害・死
体遺棄事件検挙

12.13 米軍普天間基地所属のＭＶ２２オスプレイが、
名護市安部の海岸浅瀬に不時着水

6.20 沖縄県公安委員会が「旭琉會」を「指定暴力団」
に指定（９回目）

12.20 辺野古訴訟に関し、最高裁が県の上告を退け
敗訴確定

6.23 「第15回公共建築賞」優秀賞受賞（運転免許セ
ンター）

《日本の出来事》 〃 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に
伴う警護警備

1.15 長野県軽井沢町で大型貸切バスの転落事故発
生。15人死亡、26人重軽傷

7.6 「九州管区内警察柔道大会」優勝（女子63kg超級）

1.29 日本銀行がマイナス金利導入を決定 7.22 北部訓練場ヘリパッド移設工事における公務執
行妨害事件等の検挙（～12月24日、計８件14人）

4.14 熊本地方で震度７の地震発生。50人死亡（14
日、16日）

7.29 第24回参議院議員通常選挙における公選法違
反（運動員買収）事件検挙

5.26 第42回先進国首脳会議（伊勢志摩サミット）
開催（～27日）

9.6 「全国警察柔道選手権大会」３位入賞（女子63
㎏超級）

5.27 米国のバラク・オバマ大統領が、広島県訪問 9.9 飲酒運転根絶ロゴマークの制定
6.19 選挙権年齢を満18歳以上に引き下げる「改正

公職選挙法」施行
10.25「警察庁長官賞」受賞（スマートフォン型情報

端末新機種変更等功労）
7.26 神奈川県相模原市の障害者支援施設で、元職

員の男性が入所者45人を殺傷
11.29「警察庁長官賞」受賞（米軍普天間飛行場移設

工事におけるコンクリートブロック約1,500個
を使用した威力業務妨害事件検挙功労）
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
八
年

8.30 台風第10号の影響により、東北・北海道地方
で23人死亡（～９月１日）

12.13 名護市安部において、米軍普天間基地所属Ｍ
Ｖ２２オスプレイ不時着水事案発生

《世界の出来事》

8.5 リオデジャネイロ夏季オリンピック大会開催（～21日） ≪警察職員の入校状況等≫
9.7 リオデジャネイロ夏季パラリンピック大会開

催（～18日）
4.1 初任科短期課程第58期：38人（男性33人、女

性５人）
〃 初任科長期課程第37期：68人（男性61人、女

性７人）
5.12 一般職員初任科第21期：７人（男性５人、女

性２人）

平
成
二
十
九
年

《沖縄県の出来事》 1.1 第３世代「沖縄県警察指紋情報管理システム」
運用開始

1.20 米軍普天間基地所属のＡＨ１Ｚヘリコプター
が、伊計島の農道に不時着

1.18 地方警察官100人増員による「シーサー警ら隊」
発足

3.4 豊見城城址公園跡地に、「沖縄空手会館」開館 1.26 渡名喜村教育委員会教育長らによる公共工事
発注を巡る官製談合防止法違反事件検挙（9月
26日「警察庁長官賞」受賞）

5.20 プロボクシング比嘉大吾が、ＷＢＣ世界フラ
イ級チャンピオン

2.3 うるま市における米軍属家族による強盗事件
検挙

6.12 大田昌秀元知事死去（92歳）。7月26日に県民
葬を挙行

3.1 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
の防止に関する条例」を改正し、「沖縄県迷惑
行為防止条例」を制定

7.31 「玉御殿（伊是名村）」が、国の重要文化財に
指定

4.1 生活安全部に「サイバー犯罪対策課」を新設

9.17 プロゴルフの宮里藍引退 〃 警務部警務課附置機関の「被害者支援室」を
警務部広報相談課へ移管

10.11 米軍普天間基地所属のＣＨ53Ｅヘリコプター
が、東村高江の牧草地に緊急着陸後炎上

4.18 「警察庁長官賞」受賞（北部訓練場移設工事に
伴う警察情報通信活動功労）

12.13 米軍普天間基地所属のＣＨ53Ｅヘリコプター
の窓が、宜野湾市立普天間第二小学校運動場
に落下

4.25 「警察庁長官賞」受賞（児童虐待事案防止対策
推進功労）

《日本の出来事》 4.27 「警察庁長官賞」受賞（米軍普天間飛行場移設
工事に伴う威力業務妨害事件検挙功労）

6.5 東名高速道路における「あおり運転」に起因
する過失運転致死傷事件発生。２人死亡、４
人重軽傷

5.25 「警察庁長官賞」受賞（金地金密輸入に絡む関
税法違反等事件検挙功労、覚醒剤洋上取引事
件検挙功労及び出会い系サイト利用売春防止
法違反等事件検挙功労）

6.9 「天皇の退位等に関する公室典範特例法」が成立 6.16 ５都県下に及ぶ広域連続窃盗事件被疑者検挙
6.12 上野動物園で赤ちゃんパンダ誕生 6.23 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に

伴う警護警備
7.5 九州北部豪雨発生。39人死亡（～６日） 6.29 外国人による白タク行為の検挙（全国初）
7.9 「沖ノ島（福岡県）」が、世界文化遺産に登録

決定
7.25 暴力団構成員を含む県内グループ９名による

特殊詐欺事件検挙
10.30 神奈川県座間市のアパートで切断された遺体

が見つかり、連続強盗殺人等事件が発覚（９
人が殺害される。）

7.26 安倍晋三総理「故大田昌秀元沖縄県知事県民
葬」参列に伴う警護警備

11.5 米国のドナルド・トランプ大統領夫婦来日（～
７日）、拉致被害者家族と面会（６日）

9.5 「全国警察柔道選手権大会」３位入賞（女子
63kg級）

12.8 天皇陛下退位日を定めた政令を閣議決定（2019
年４月30日退位）

9.26 「警察庁長官賞」受賞（旭琉會傘下組織総長ら
による貸金業法違反等事件検挙功労及び台湾
人による大型クルーズ船を利用した覚醒剤密
輸入事件検挙功労）

《世界の出来事》 10.11 東村高江における米軍ヘリ緊急着陸・炎上事
案発生

年表 平成28年～29年
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
二
十
九
年

1.20 第45代米国大統領にドナルド・トランプが就任 10.17「全国警察柔道大会」優勝（第３部団体）
1.23 米国が環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）

離脱表明。トランプ大統領令署名
10.16「警察庁長官賞」受賞（米軍航空機不時着水事

案における初動警察活動功労）
2.13 北朝鮮国務委員会委員長の金正恩の異母兄金

正男が、マレーシア空港で殺害
12.31 飲酒絡み事故の構成率全国ワースト脱却（平

成29年中）
7.7 国連で「核兵器禁止条約」を採択
12.3 ＮＹダウが史上初めて２万4000ドル突破 ≪警察職員の入校状況等≫

4.3 初任科短期課程第59期：49人（男性44人、女
性５人）

〃 初任科長期課程第38期：55人（男性46人、女
性９人）

5.8 一般職員初任科第22期：14人（男性４人、女
性10人）

平
成
三
十
年

《沖縄県の出来事》 2.10 石垣市における女性事務員強盗殺人事件検挙

1.6 米軍普天間基地所属のＵＨ１ヘリコプターが、
伊計島の海岸に不時着

3.27 「地方事情御視察(本島及び与那国島)」への天
皇皇后両陛下行幸啓に伴う警衛警備（～29日）

1.8 米軍普天間基地所属のＡＨ１Ｚヘリコプター
が、読谷村儀間の一般廃棄物最終処分場敷地
内に不時着

3.31 全ての交番及び駐在所へのネットワーク接続
整備完了

1.23 米軍普天間基地所属のＡＨ１Ｚヘリコプター
が、渡名喜村営ヘリポートに不時着

4.1 刑事部暴力団対策課を「組織犯罪対策課」に
改称

3.18 沖縄県西海岸道路「浦添北道路、臨港道路浦
添線」が開通

〃 那覇警察署及び沖縄警察署の暴力団対策課を
「組織犯罪対策課」に改称

3.27 天皇皇后両陛下による沖縄県地方事情御視察
行幸啓（～29日）

〃 「新通信指令システム」運用開始

6.11 米軍嘉手納基地所属Ｆ15戦闘機が、沖縄本島
南部の洋上に墜落

〃 サイバー犯罪捜査官の採用（民間出身から19
年ぶり）

8.1 「第１回沖縄空手国際大会」開催（～７日） 6.19 暴力団幹部らによる沖縄県暴排条例違反事件
検挙（逮捕事案として県警察初）

8.8 翁長雄志沖縄県知事死去（67歳） 6.23 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に
伴う警護警備

9.16 歌手の安室奈美恵引退 9.25 「全国警察柔道選手権大会」優勝（女子70kg級）
10.1 那覇バスターミナルが現地建て替えを行い新

規開業
〃 飲酒運転根絶対策優良事業所認定制度新設

10.4 第８代沖縄県知事に玉城デニーが就任 9.30 「サザンプラザ海邦」営業終了（平成31年３月
末閉館）

10.9 故翁長雄志前知事の県民葬を挙行 10.19 ５年間高速道路交通死亡事故ゼロ達成
12.14 名護市辺野古の海域に新基地建設のための土

砂投入開始
11.23 暴力団対立抗争に伴う「殉職警察官慰霊碑」

を沖縄警察署構内に建立

《日本の出来事》 11.28「警察庁長官賞」等の受賞（第42回広報用写真
コンクール）

1.23 草津白根山（群馬、長野県境）が約３千年ぶ
りに噴火

3.11 国主催による東日本大震災７周年追悼式を挙行
6.18 大阪府北部で震度６弱の地震発生。６人死亡
6.26 富山県富山市で交番襲撃による拳銃奪取、殺

人等事件発生
6.28 西日本豪雨発生。221人死亡、９人行方不明（～

７月８日）
7.6 オウム真理教松本智津夫死刑囚ら教団元幹部

13人の死刑執行（26日）

年表 平成29年～30年
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
三
十
年

9.4 台風第21号の影響により、四国、近畿地方で
高潮発生。14人死亡

9.6 北海道胆振地方東部で震度７の地震発生。41
人死亡

9.19 宮城県仙台市で、交番襲撃による警察官殺害
等事件発生

《世界の出来事》

2.9 平昌冬季オリンピック大会開催（～25日）
3.9 平昌冬季パラリンピック大会開催（～18日） ≪警察職員の入校状況等≫
6.12 シンガポールで、米国ドナルド・トランプ大

統領と北朝鮮金正恩国務委員会委員長による
史上初の米朝首脳会談開催

4.2 初任科短期課程第60期：47人（男性39人、女
性８人）

11.30 米国のジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ元大統領
死去（94歳）

〃 初任科長期課程第39期：45人（男性38人、女
性７人）

12.30 米国を除く環太平洋パートナーシップ協定（Ｔ
ＰＰ）参加11か国が合意したＴＰＰ11発行

5.7 一般職員初任科第23期：14人（男性11人、女
性３人）

平
成
三
十
一
年
・
令
和
元
年

《沖縄県の出来事》 1.1 「勤務管理システム」運用開始

2.24 米軍辺野古基地建設のための埋め立ての賛否
を問う県民投票執行

1.16 自衛隊施設等に対する連続放火事件検挙（「警
察庁長官賞」受賞）

3.30 下地島空港に国内線（成田便）が初就航 3.1 「沖縄県迷惑行為防止条例」の一部改正（つき
まとい行為の規制）

5.20 「琉球料理」、「泡盛」及び「芸能」が、県内初
の日本遺産認定

3.8 「テロ対策ネットワークＯＫＩＮＡＷＡ」設立
総会開催

7.19 下地島空港に国際線（香港便）が初就航 3.30 宮古島警察署下地島空港警備派出所新設（下
地島空港に新築）

9.29 沖縄都市モノレール延長開業式典及び出発式
開催

4.1 生活安全部子供・女性安全対策課を「人身安
全対策課」に改称

10.31 首里城で火災発生。正殿等が消失 〃 「高度警察情報通信基盤システム（PⅢ）」運用開始
11.26 県が2018年の観光客数1,000万人突破したと発表 5.1 「沖縄県暴力団排除条例」の一部改正（暴力団

排除特別強化地域の追加）

《日本の出来事》 5.14 「全国警察柔道・剣道選手権大会」優勝（柔道
女子70kg級２連覇）及び５位入賞（剣道男子個人）

4.30 「退位礼正殿の儀」挙行 5.24 「警察庁長官賞」受賞（暴力団関係者らによる
覚醒剤密売事件解決功労）

5.1 「剣璽等継承の儀」及び「即位後朝見の儀」挙
行。天皇陛下が即位され元号が「令和」に改元

6.1 「警察庁長官賞」受賞（レンタカー利用者を中
心とした外国人運転者対策功労）

5.25 米国ドナルド・トランプ大統領夫妻来日（～28日） 6.21 沖縄県公安委員会が「旭琉會」を「指定暴力団」
に指定（10回目）

6.27 中国習近平国家主席来日における日中首脳会
談開催

6.23 安倍晋三総理「沖縄全戦没者追悼式」出席に
伴う警護警備

6.28 第14回20か国・地域首脳会合（Ｇ20大阪サミッ
ト）」開催（～29日）

7.2 読谷村における女性強盗殺害事件検挙

7.18 京都府京都市でアニメスタジオが放火される現
住建造物等放火・殺人等事件発生。36人死亡

8.23 北谷町における米軍人による女性殺害事件検挙

8.26 前線の影響により、九州北部地方を中心に河
川の氾濫等が発生。４人死亡（～29日）

9.6 暴力団組員等による大型ダンプを使用した事
業者襲撃事件検挙（～29日）

9.7 「令和元年房総半島台風」の影響により、関東
地方を中心に１人死亡（～９日）

9.24 「警察庁長官賞」受賞（読谷村における女性強
盗殺人事件検挙功労）

10.1 消費税率が、８％から10％に引き上げ 9.30 「警察庁長官賞」受賞（資金決済法違反及び医
薬品医療機器等法違反事件検挙功労）

10.10 「令和元年東日本台風」の影響により、関東地方、
東北地方等を中心に84人死亡、３人行方不明（～13日）

10.25 伊平屋村における官製談合防止違反・公契約
関係競売入札妨害事件検挙

年表 平成30年～令和元年
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

平
成
三
十
一
年
・
令
和
元
年

11.20 安倍晋三首相の通算在職日数が歴代最長を記
録（2,887日）

12.5 「警察庁長官賞」受賞（北朝鮮を仕向地とする
不正輸出事件検挙功労）

《世界の出来事》 12.14「第43回全国育樹祭」への秋篠宮皇嗣同妃両殿
下お成りに伴う警衛警備（～15日）

3.21 アメリカ大リーグマリナーズのイチロー引退
4.15 フランス・パリのノートルダム大聖堂で大規

模な火災発生。屋根の大半と尖塔消失 ≪警察職員の入校状況等≫

6.9 香港で逃亡犯条例改正案に反対する大規模デ
モ実施

4.1 初任科短期課程第61期：49人（男性38人、女
性11人）

6.30 軍事境界線のある板門店で、米国トランプ大
統領と北朝鮮金正恩国務委員会委員長が面会

〃 初任科長期課程第40期：47人（男性33人、女
性14人）

10.5 スウェーデン・ストックホルムで米朝実務者
会議開催。協議後北朝鮮が「決裂」と発表

〃 一般職員初任科第24期：６人（男性３人、女
性３人）

令
和
二
年

《沖縄県の出来事》 3.2 糸満警察署新庁舎完成（糸満市字糸満に新築
移転）

1.8 県内の養豚場で33年ぶりに豚コレラの感染を確
認。４月14日の収束宣言まで相次いで感染確認

4.1 警備部に附置機関として「国境離島警備隊」
を新設

2.14 県内で新型コロナウイルスの初の感染者確認 〃 宮古島警察署及び八重山警察署に「組織犯罪
対策課」を新設

3.26 那覇空港第二滑走路の供用開始 4.17 新型コロナウイルス感染症対策に伴うプロジェ
クトチームを発足

4.20 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の緊
急事態宣言発出を受け、県が「沖縄県緊急事
態宣言」を発出

5.21 北谷町における米軍人らによる持凶器強盗事
件検挙

7.31 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、県独
自の「沖縄県緊急事態宣言」を発出

5.26 那覇市における喫茶店従業員に対する強盗殺
人・同未遂事件検挙

9.30 「中山世鑑」、「蔡鐸本中山世譜」及び「蔡温本
中山世譜」が、国重要文化財に指定

6.15 「警察庁長官賞」受賞（町議会議員らによる大
麻密売事件検挙功労及び台湾人組織等による
大量覚醒剤密輸事件検挙功労）

10.27 芥川賞作家の大城立裕死去（95歳）　 6.23 「警察庁長官賞」受賞（低年齢児童に対する強
制性交等事件検挙功労）

《日本の出来事》 〃 「警察庁長官賞」受賞（外国人等犯罪組織による
インターネットバンキング不正送金事件検挙功労）

1.15 国内で新型コロナウイルスの初の感染者確認 〃 石垣島における不良行為集団の波状的取締り
同集団が石垣島から撤退（～９月29日）

3.24 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京
オリンピック・パラリンピックの延期決定

6.24 右翼団体構成員による県議会議員に対する街
宣車を使用した威力業務妨害事件検挙

4.7 新型コロナ感染症拡大に伴い、国が緊急事態
宣言を発出（～５月25日）

7.14 「沖縄県迷惑行為防止条例施行規則」の一部改
正（客待ち行為の規制範囲を追加）

6.2 改正道路交通法成立（あおり運転罪の新設） 7.31 一般職員の５人増員（36年ぶり）
7.4 九州豪雨発生。84人死亡、２人行方不明 10.23「警察庁長官賞」受賞（北谷町における米軍人

らによる持凶器強盗事件検挙功労）
9.17 第99代内閣総理大臣に菅義偉が就任 12.3 本部町今帰仁村清掃施設組合事務局長らによ

る官製談合防止法違反、公契約関係競売入札
妨害事件検挙

11.8 秋篠宮の「立皇嗣の礼」挙行 12.11「警察犬慰霊碑」を豊見城警察署構内に建立

《世界の出来事》 12.19 警察用航空機（ヘリコプター）「しまもり（３
代目）」導入

1.31 英国が欧州連合（ＥＵ）を離脱 12.28「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」の一
部改正（アルコール関連犯罪の防止に関する
新章を設定）

3.11 世界保健機構（ＷＨＯ）が、新型コロナウイ
ルスのパンデミック表明

年表 令和元年～２年

－ 251 －



年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

令
和
二
年

5.17 米国で警察官に拘束された黒人男性が死亡。
抗議デモが世界中に拡散 ≪警察職員の入校状況等≫

6.22 香港で「国家安全維持法」施行 4.1 初任科短期課程第62期：39人（男性28人、女
性11人）

7.28 李登輝元台湾総統死去（97歳） 〃 初任科長期課程第41期：39人（男性27人、女
性12人）

〃 一般職員初任科第25期：12人（男性２人、女
性10人）

令
和
三
年

《沖縄県の出来事》 1.8 「警察庁長官賞」等の受賞（第44回広報用写真
コンクール）

1.20 県が２度目となる独自の「沖縄県緊急事態宣
言」を発出

1.25 暴力団構成員らによる組織的な不正アクセス
禁止法違反、電子計算機使用詐欺及び窃盗事
件の検挙（９県警察合同捜査）

6.2 米軍普天間基地所属のＵＨ１ヘリコプターが、
津堅島の畑に不時着

2.11 浦添市において、大型トラックが対向車線に進入
する多重事故発生。２人死亡、３人重軽傷

7.26 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」
が、ユネスコ世界自然遺産に登録

4.1 警察本部に「地域部」を新設し、生活安全部
地域課及び通信指令課を地域部へ移管

9.15 東京オリンピック大会空手男子型で金メダル
の喜友名諒が、県民栄誉賞受賞

〃 交通部に「運転免許管理課」及び「運転免許
試験課」を新設（運転免許課を分割）

10.7 東京パラリンピック大会陸上男子車いすＴ52
の400ｍ及び1500ｍで銅メダルの上与那原寛和
が、県民栄誉賞受賞

5.1 「沖縄県水難事故防止及び遊泳者等の安全の確
保等に関する条例」の一部改正（スノーケリ
ング業の届出制の追加等）

10.8 県内各地の海岸、港等で、海底火山に由来す
るとみられる大量の軽石を確認

〃 東京夏季オリンピック聖火リレー警備実施（～
５月２日）

10.18 東京オリンピック大会レスリング男子グレコ
ローマンスタイル77キロ級で銅メダルの屋比
久翔平が、県民栄誉賞受賞

5.12 前市長らによる自衛隊基地建設用地を巡る贈
収賄事件検挙（「警察庁長官賞」受賞（９月24日））

10.20 米軍普天間基地所属のＣＨ53ヘリコブターが、
粟国空港内に不時着

5.14 「警察庁長官賞」受賞（令和２年度中の交通死
亡事故抑止対策功労）

11.23 宜野湾市野嵩の住宅街上空を飛行中の米軍普
天間基地所属のＭＶ22オスプレイから、水筒
が落下

5.25 「警察庁長官賞」受賞（県内における準暴力団
等に対する集中取締り功労）

《日本の出来事》 6.1 警察行政手続サイトの運用開始（道路使用許
可の申請等の６手続が対象）

1.8 国が２度目となる緊急事態宣言を発出（～3月
21日）

6.26 政治団体構成員２名が街宣車で八重山警察署
構内へ乗り入れた建造物侵入事件検挙

2.17 医療従事者等に対する新型コロナワクチンの
先行・優先接種を開始

10.１ 警備部に「警衛対策課」を新設

４.25 国が３度目となる緊急事態宣言を発出（～９
月30日）

〃 地域部地域課の「航空隊」を警備部警備第二
課へ移管

6.16 「銃砲刀剣類取締法の一部を改正する法律」成
立（クロスボウの所持等に関する規制の創設）

11.25「警察庁長官賞」受賞（貨物集配中の車両に係
る駐車規制見直しの推進功労）

7.３ 伊豆山土砂災害発生
7.23 東京夏季オリンピック大会開催（～８月８日）
8.24 東京夏季パラリンピック大会開催（～９月５日）
10.4 第100代内閣総理大臣に岸田文雄が就任
10.11 真鍋淑郎が、ノーベル物理学賞受賞
10.26 秋篠宮眞子内親王殿下がご婚姻
12.17 大阪府大阪市で診療内科クリニックが放火さ

れる放火・殺害等事件が発生。26人死亡

《世界の出来事》 ≪警察職員の入校状況等≫

1.20 第46代米国大統領にジョー・バイデンが就任 4.1 初任科短期課程第63期：50人（男性38人、女
性12人）

年表 令和２年～３年
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年 月日 社会情勢 月日 県警察の出来事

令
和
三
年

2.1 ミヤンマーでクーデターが発生。アウンサン・
スーチーら失脚

〃 初任科長期課程第42期：53人（男性41人、女
性12人）

8.16 アフガニスタンの反政府武装勢力タリバンが
首都カブールを制圧し、勝利宣言

〃 一般職員初任科第26期：12人（男性１人、女
性11人）

令
和
四
年

《沖縄県の出来事》 2.2 復讐代行業者らによる器物損壊等事件の検挙

1.9 国の新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、
まん延防止等重点措置を適用（～2月20日）

3.6 町長らによる海底送水管更新工事を巡る加重
収賄等事件検挙

1.21 東京オリンピック大会野球で金メダルの日本
代表チーム平良海馬が、県民栄誉賞受賞

3.10 警察学校の武道場を52年ぶりに現地建て替え

3.12 伊江島空港で航空救急業務運営ＮＰＯ法人所
有の小型飛行機が訓練中に墜落炎上、２人死
亡

3.16 交通安全ＰＲ大使の任命及び交通安全ＰＲソ
ングの制作発表

3.27 国道58号が４車線に拡大（城間交差点～勢理
客北交差点間）

4.1 サイバー犯罪捜査官の採用（民間出身から４
年ぶり）

5.15 日本復帰50周年。沖縄県及び政府共催の復帰
50周年記念式典が、東京都及び沖縄県の2か所
で開催

〃 刑事部組織犯罪対策課に「薬物銃器・国際犯
罪対策室」を設置

《日本の出来事》 5.14 岸田文雄総理「沖縄復帰50周年記念式典」出
席等に伴う警護警備（～15日）

3.16 東北地方で震度６強の地震発生。東北新幹線
「やまびこ223号」が脱線

5.15 沖縄県警察発足50周年

4.1 民法改正により、成年年齢が「18歳」に引き
下げ

《世界の出来事》

1.5 北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射（令和
４年５月までに、十数回発射）

1.16 南太平洋のトンガ諸島で海底火山が噴火。気
象庁が国内沿岸部に津波警報、注意報を発表 ≪警察職員の入校状況等≫

2.4 北京冬季オリンピック大会開催（～20日） 4.1 初任科短期課程第64期：38人（男性29人、女
性９人）

2.24 ロシアがウクライナに侵攻。世界各国がロシ
アに対する経済制裁等の措置

〃 初任科長期課程第43期：67人（男性51人、女
性16人）

3.4 北京冬季パラリンピック大会開催（～13日） 〃 一般職員初任科第27期：15人（男性３人、女
性12人）

年表 令和３年～４年
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あ と が き

　このたび、令和４年５月15日に県警察が発足50周年という節目を迎えたことを記

念して「沖縄県警察発足50周年記念誌」を発刊しました。

　編集に当たっては、全ページフルカラーとし、県警察発足後、10年毎に発刊した各々

の「沖縄県警察の歩み」を踏まえつつも、50年という半世紀にわたる県警察の諸施策・

活動を総括できる構成としたほか、県警察をより理解していただくための工夫をして、

県民生活に最も身近な存在である警察署を紹介するものとして、第２編「警察署の

歩み」を初めて盛り込むなど、誰もが手に取りやすく、興味を持てるような内容と

しました。

　日々、多様な事象が生じ、沖縄県の社会情勢は変化し続けておりますが、そのよ

うな中においても、県警察がこの50年の道程を振り返ることで、諸先輩方の足跡か

ら多くの示唆と教訓を学び、改めて、誇りと使命感を再認識するとともに、県民が

安心安全な生活を送ることのできる社会づくりを進めていく決意を新たにする次第

です。

　そして、本誌が、警察活動について県民の皆様の御理解を一層深めることに役立

つこととなれば幸いです。

　最後になりましたが、本誌の編集に対して多大な御支援、御協力をいただいた皆

様に深く感謝の意を表します。

　　　令和４年11月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　　沖縄県警察本部警務部長�

壱岐　恭秀
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