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平成 29 年度愛知県薬物乱用防止推進協議会議事録 

日時：平成 29 年６月６日（火） 

午後２時から午後３時 30 分まで 

場所：愛知県庁西庁舎 第 15 会議室 

開会 

医薬安全課 小栗主幹 

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。定刻より少し早いですが、ただ今か

ら「平成 29 年度愛知県薬物乱用防止推進協議会」を開催いたします。 

なお、愛知県では、「県庁さわやかエコスタイルキャンペーン」として、５月１日から 10月 31 日

までの間、軽装、ノーネクタイとする取組みをいたしておりますので、御理解をお願いします。 

また、県で開催する会議については、一般に公開することが原則になっております。本日の会議の

内容につきましては、当課のホームページに会議録として掲載する予定です。なお、掲載にあたって

は事前に会議録の内容を御確認いただきますので御承知ください。 

それでは、開催にあたりまして、健康福祉部保健医療局医薬安全課の榊原課長より御挨拶申し上げ

ます。 

1 挨拶 

医薬安全課 榊原課長 

本日は、お忙しい中「平成 29 年度愛知県薬物乱用防止推進協議会」に御出席をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

皆様方には、日頃から薬物乱用防止の推進のために、それぞれのお立場で御尽力をいただき、この

場を借りて、厚くお礼申し上げます。 

この協議会は、薬物乱用防止のための啓発事業を、総合的かつ効果的に推進する具体的方策を検討、

協議することを目的として設置されており、10の関係団体の代表者と７つの関係行政機関の職員で構

成され、毎年６月 20 日から始まる「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の少し前のこの時期に開催しており

ます。 

さて、我が国の薬物を取り巻く情勢ですが、昨年の覚醒剤事犯の検挙人員は過去 20年間で最も少

なかったものの、依然として１万人を超えて、高い水準が続いております。加えて再犯率が 60％を超

えており、薬物乱用の根の深さ、対策の難しさを表していると感じております。 

また、大麻事犯の検挙人員も３年連続で増加し、昨年は 2,500 人を超えており、こちらも厳しい情

勢にあります。このように増加傾向にある大麻の乱用に関しては、「身体への影響がない」「依存性が

ない」などの情報がインターネット上で流れており、特に若い人々がこのような情報を信じ、大麻乱

用を助長するのではないかと、大変危惧しています。 

テレビを見ておりましても、若い芸能人らが薬物使用等で逮捕されたという報道が毎日のように伝

えられています。 

実際、愛知県の状況をみますと、昨年度は６人の中高生が薬物使用などで検挙されております。こ

れは、こちらで確認できました平成 20 年以降では最も多い数となっており、大変憂慮すべき状況に
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あります。 

皆様既に御存知のとおり、一度でも薬物に手を出してしまうと、容易に抜け出すことができません。

興味本位や誤った情報に惑わされて、安易に薬物に手を出してしまわぬよう、早い時期から正しい知

識の普及・啓発を継続して行うことが重要です。最初に薬物に手を出すことを、何としてでも食い止

めて、薬物乱用の流れを止めなければなりません。 

本日は、日頃から啓発活動を行っていただいている様々な団体や関係機関の方々に集まっていただ

いております。薬物乱用防止という目標に向かって、それぞれのお立場から御意見・御発言をいただ

き、関係者が連携を図ることで、効果的な啓発の実施につなげていきたいと考えております。 

本日の協議会が実り多いものとなりますように、皆様に積極的な御発言等をお願いいたしまして、

私の挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

資料確認・議長選出 

医薬安全課 小栗主幹 

本来であれば、ここで本日御出席の皆様を、お一人ずつ御紹介させていただくところですが、時間

の関係上、配付しております名簿及び配席図により御紹介に代えさせていただきます。なお、愛知県

青年団協議会会長熊谷様、愛知県公立高等学校長会生徒指導部会長澤田様、愛知県保護司会連合会長

福谷様、愛知県教育委員会保健体育スポーツ課健康学習室長黒沢様におかれましては、所用のため御

欠席との御連絡をいただいております。 

また、本日の資料は既にお手元にお配りしてありますが、次第、出席者名簿、配席図及び資料とな

っておりますので、御確認をお願いします。 

続いて、本協議会の議長でございますが、協議会の設置要領第５条により、議長は委員の互選によ

り会長を選出し、会長が議長となることになっております。 

委員の皆様の中で、立候補や推薦いただける方はございませんか。 

（ 挙手なし ） 

立候補や推薦がございませんので、事務局からの提案ですが、昨年度に引き続き医薬安全課の榊原

課長が会長を務めさせていただきたいと思います。委員の皆様いかがでしょうか。 

（ 異議なし ） 

御異議がないようですので、榊原課長を本日の協議会の会長とし、議長として議事の進行を進めて

いただきます。榊原課長よろしくお願いいたします。 

2 議題 

（1）「平成 28 年度啓発事業実施結果について」 

（2）「平成 29 年度啓発事業実施計画について」 

議長 榊原課長 

それでは、挨拶に引き続き私が本協議会の会長を務めさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 
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早速、議事に入らせていただきます。まず、議題１の「平成 28 年度啓発事業実施結果について」

でございますが、議題２の「平成 29 年度啓発事業実施計画について」と関連がございますので、議

題１と議題２を併せて、説明をお願いしたいと思います。 

はじめに、各関係行政機関から説明をお願いします。 

まず、愛知県警察本部薬物銃器対策課の石原様から、薬物乱用の現状も踏まえてお願いします。 

愛知県警察本部刑事部組織犯罪対策局薬物銃器対策課 石原課長補佐 

平成９年以降について、全国の薬物事犯に目を向けますとおおむね減少傾向にありますが、継続し

て１万人を超える検挙件数で推移しております。 

平成 28 年における当愛知県内の薬物事犯の検挙件数につきましては、末端乱用者を含めて薬物事

犯では 1,132 名を検挙しております。平成８年以降、連続して 1,000 件を超える高い水準で推移して

おります。 

薬物別ですと、覚醒剤が８割を占めております。大麻も増加傾向にありますが、全体から見ると１

割、残りの１割は、麻薬や危険ドラッグとなっております。危険ドラッグについては、近年の取締り

及び健康被害等の風評被害により概ね沈静化しておりますが、未だゼロになったわけではなく、まだ

インターネット等で流通しております。量的には減っている現状です。 

当取締機関における押収量は覚醒剤がもっとも多く一年間で約 64.4 キロであり、大麻については

7.5 キロ、他コカインやＭＤＭＡ等の押収もあります。 

64.4 キロの多量の覚醒剤が押収されておりますが、こちらは大規模のメキシコルート、いわゆるメ

キシコの大きなカルテルからの船舶コンテナを用いた大量の密輸入を摘発できたため、押収量の増加

につながっております。 

密輸事案については、数年前は中部国際空港にて携帯密輸など運び屋による事例が多くありました

が、最近は税関の取締りも厳しくなっており、昨年は３件と非常に減少しました。しかし、インター

ネットで海外の販売店から国際郵便で注文し自宅に届ける小口の郵送が増えています。小口の郵便物

は税関で検査をして発覚しますと、取締りを行っております。 

暴力団については薬物事案の検挙者のうち約４割を暴力団関係者が占めておりますが、いわゆる構

成員や暴力団と交友のある周辺者を含めているため、高い数値となっております。 

また、啓発関係については、当課でも初犯者を対象とした薬物の害悪や官民の相談先の情報提供を

行っております。これらは検挙した薬物事犯者に対して、再乱用防止のため啓発活動を実施しており

ます。 

本年も講話やキャンペーンの実施に取り組んでまいります。引き続きご協力をお願いします。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。資料では 26 ページに細かい数字が出ておりますので、後程ご覧くださ

い。 

続きまして、愛知県警察本部少年課の岡田様、お願いします。 
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愛知県警察本部生活安全部少年課 岡田少年サポート第一係長 

本日は、当課課長の杉浦が所用により欠席しておりますので、代わりに私から、県内の少年による

薬物事犯の現状と少年課の薬物乱用防止の取組みについて、御説明させていただきます。 

なお、掲載資料はございません。口頭での説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

最初に県内の、少年による薬物事犯の現状を申し上げますと、平成 28 年中、薬物乱用事犯により

検挙、補導された少年は 22 人で、平成 27 年と比べまして２人増加しており、10％の増加です。 

内訳について申し上げますと、薬物事犯により検挙、補導された 22 人の内訳は、覚醒剤取締法違

反が 10 人、次に大麻取締法違反が９人、麻薬及び向精神薬取締法違反が２人、最後に毒物及び劇物

取締法違反が１人となっております。 

さて、皆様も御承知のように、非行少年の検挙・補導数は、一時１万人を超える時期もありました

が、近年は激減しており、平成 28 年中は、2,349 人まで減少いたしました。しかしながら、これほど

非行少年の検挙・補導数が減少している中、少年の薬物乱用事犯の検挙・補導人員は、微増傾向で推

移しております。 

一昨年、京都の小学６年生が大麻を吸い、高校１年生の兄が現行犯逮捕され、昨年は岐阜県下呂市

の高校１年生や茨城県の中学３年生が覚醒剤使用で逮捕されました。また、９月には岡崎市で、中学

３年生が覚醒剤使用で逮捕されています。 

当課では、薬物の見本などが展示してあるバスを見学してもらいながら行う薬物乱用防止教室を平

成 26 年度から原則、名古屋市内と尾張地区の小学校を対象に、毎週火曜日と金曜日に開催しており

ましたが、今年度より三河地区にまで範囲を広げ、更に中学校を対象に開催することになり、既に多

数の予約が入っています。 

このバスを使用した薬物乱用防止教室は、平成 28 年中、小学校 141 校、中学校５校、計 146 校で

開催いたしました。これらを含めた県下全体の薬物乱用防止教室は、小学校 276 校、中学校 147 校、

高等学校 81 校、大学や専門学校等のその他７校、合計 511 校で開催し、参加生徒、学生数は 92,496

人でした。 

なお、本教室は、平成 26 年度から、各学校を管轄する警察署の少年係が申込みの窓口となってお

り、お問合せなどにつきましても、各警察署の少年係になっておりますので、御承知おきください。 

また、当課では薬物乱用防止教室以外にも、各種イベントや地域祭礼にも積極的に参加し、薬物の

危険性について啓発活動を実施しています。平成 28 年中は、12 回のイベント等に参加いたしました。 

今年度も既に昨年同様の要請を受けております。 

更に、今回も中学生非行防止ポスターコンクールを愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会に御後

援いただき、開催いたします。昨年度は、全県で 16,303 点の応募があり、当課に提出された 580 点

のテーマ別内訳をみると、飲酒、喫煙を含めた「薬物乱用防止」をテーマにした作品は 337 点、全体

の約 58％を占めました。２位の「いじめの防止」をテーマにした 132 点を大きく引き離した応募とな

っております。ポスターを作成する機会を提供し、薬物乱用防止を始めとした非行防止について、考

えさせることにより少年の健全育成を図りたいと考えております。 

当課としましては、今後も社会情勢を見極めつつ、小学校の児童といった早い段階から薬物の有害
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性、危険性を強く訴えた薬物乱用防止教室、イベントでの啓発活動等継続して実施して行きたいと考

えていますので、一層の御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

県警本部少年課からは以上です。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。御質問御意見については、行政の発表が終わった時点で受けたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課の林様、お願いします。 

名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課 林薬務係長 

 本日は環境薬務課長の木下が所用により欠席のため、代わりに私から説明させていただきます。 

まず、８ページご覧ください。「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、麻薬・覚醒剤乱用防止運動、不正大

麻・けし撲滅運動の各種運動期間の活動といたしまして、関係機関へのリーフレット配布、ポスター

の掲示、名古屋市の広報紙を使用した広報などを行い、啓発を実施しました。 

９ページを御覧ください。不正大麻・けし撲滅運動におきましては、愛知県医薬安全課と合同でけ

しの抜去も実施しております。また、インターネットを用いた啓発として、当市のウェブサイトで通

年の啓発をしている他、当市で作成いたしました危険ドラッグ撲滅啓発動画をＹｏｕＴｕｂｅで配信

したり、ＬＩＮＥで啓発を行ったりしております。ＬＩＮＥでは薬物に関するアンケートも実施して

おります。 

薬物相談窓口としては、保健所や環境薬務課において 11 件の相談に対応いたしました。 

その他、保健所等において街頭活動 16 回を実施し 7,070 名に対し、講習会 71 回を実施し 2,899 名

に対し啓発を実施しております。 

薬物を未然に防止するためには、若年者への啓発が重要と考えており、若者が良く利用する施設と

しましてカラオケボックスや自動車学校の皆様に協力いただきポスターの掲示を行っております。 

また市内の中学校、高等学校、大学においてポスターの掲示を依頼するとともに、中学校２年生、

高校２年生及び特別支援学校の生徒に対してリーフレットを配布し啓発を行っております。さらに大

学祭など若者が集まる機会を捉えまして、啓発資材を配布して啓発を実施しております。 

10 ページをご覧ください。昨年度は、名古屋市が作成した危険ドラッグ撲滅啓発動画を当市内の映

画館で放映いたしました。放映は若者をターゲットとした映画を選定し、その上映前に映像を流しま

した。 

また、成人式にて新成人約 22,000 人に対してリーフレットによる啓発を行いました。 

本年度も、全体的に若者を重点対象とした薬物乱用防止啓発を実施する予定です。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。続きまして、愛知県関係課から順に説明をお願いします。まずは、政策

企画局広報広聴課の上窪様、お願いします。 



6 

政策企画局広報広聴課 上窪課長補佐 

本日は、課長の酒井が欠席のため代理で説明させていただきます。 

資料 19 ページを御覧ください。広報媒体を活用しての薬物乱用防止啓発ということで、私共の取

組状況でございます。新聞広告におきましては、「広報あいち」を毎月第 1日曜日に発行しており、

中日新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の 4紙の朝刊の見開き 2面を用いて、記事を掲載させてい

ただいております。昨年度は７月３日発行号にて、「薬物乱用は『ダメ。ゼッタイ。』」を掲載、10 月

２日発行号にて、「平成 28 年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動を実施しています」を掲載しております。

なお、資料 27 ページ及び 28 ページに縮小版を掲載しております。「広報あいち」は、発行部数 191

万部、世帯カバー率 61.8％であり、一番大きな広報媒体でございます。また、市町村への広報として、

「愛知だより」の４月号・６月号・10 月号に、資料に記載の項目について掲載しました。 

今年度も引き続き、「広報あいち」をはじめ本県の各種広報媒体により、適時かつ効果的な広報を

行ってまいりたいと考えております。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。続きまして、県民生活部社会活動推進課の風岡様、お願いします。 

県民生活部社会活動推進課 風岡課長補佐 

課長の浅野が所用により欠席のため、代理で説明させていただきます。 

資料の 19 ページを御覧ください。私共では青少年に対するシンナー、覚醒剤等乱用防止の広報啓

発活動を行っております。毎年、夏休みを迎える７月１日から８月 31 日までの夏期及び、冬休みを

迎える 12月 20 日から１月 10 日までの冬期の期間において重点的に啓発活動を行っております。 

昨年度は青少年の覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等薬物乱用防止対策の推進を重点項目の一つとして

掲げ、啓発用のウエットティッシュを配布いたしました。ウエットティッシュには、「薬物乱用はダ

メ。ゼッタイ。」と記載し、７月 19 日に栄地区にてキャンペーンと街頭パトロールを行い、約 2,000

個を配布しました。 

本年度も同様に非行防止等の県民運動として、夏と冬に実施する予定としております。今年の重点

項目は薬物乱用防止対策の推進を掲げる予定でございます。 

今年度は、名古屋市内の繁華街の地元の事業者にも協力をいただく予定としており、地域の方々に

も運動を浸透させ、愛知県全体で取り組んでまいりたいと考えております。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。続きまして、行政機関最後として、健康福祉部の取組みを事務局から説

明してください。 

医薬安全課 伊藤課長補佐 

それでは、資料の 29 ページをご覧ください。昨年度の啓発事業実施結果についてですが、まず始

めに(1)の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動についてです。昨年度は、名古屋市内で６・26 ヤング街頭キ
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ャンペーンを実施した他に、県内で合計 46 カ所におきまして、皆様の御協力をいただきキャンペー

ンを行いました。 

31 ページに主なキャンペーン活動の内容を載せてありますので、後程御確認ください。また、この

運動に合わせて実施しました「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金につきましては愛知県では、260,202

円の御協力をいただきました。 

次に(2)の「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」についてです。この事業は、例年 10、11 月に「地区薬物

乱用防止推進協議会」を中心として、啓発活動を行っております。昨年度は、県内 87 か所で街頭活

動を実施しました。 

(3)の「薬物乱用防止指導員による啓発」につきましては、県内 400 名の方に指導員を委嘱し、薬

物に関する相談や、リーフレットの町内回覧等、地域に密着した活動を行っていただいております。 

(4)の「薬物専門講師の養成」につきましては、昨年度は講師として本日御出席の柴委員、県警本

部の方に御協力をいただき、開催しました。本講座を受講された薬物専門講師の皆様に、より多くの

場で御活躍していただく環境づくりを行っておりますので、皆様方におかれましても、専門講師の活

用に御配慮いただきますようお願いします。 

(5)の不正大麻・けし撲滅運動ですが、毎年４月から６月にかけて、栽培若しくは自生している大

麻・けしを抜去しており、昨年度の除去実績は、81,082 本でした。 

30 ページを御覧ください。(6)の危険ドラッグに関する啓発についてです。昨年度は県内の高校２

年生に啓発用クリアファイルを、中学３年生に啓発用リーフレットを作成・配布し、その他啓発用ポ

スター等を作成し関係機関に配布するなどして、啓発を行いました。これら啓発資材には、一昨年度

に薬物乱用防止ＰＲ大使に任命した地元アイドルグループＯＳ☆Ｕを積極的に活用し、若年層へ訴え

かける内容としました。 

最後に、(7)の大麻栽培に関する啓発についてですが、若年者を中心とした大麻の乱用が増加し、

また地域活性化や農地の利活用を謳い文句とした大麻栽培の相談や大麻栽培者免許申請が全国的に

増加しております。本日資料を配布しておりますが、このようなパンフレットを用いて、本県におい

ても関係部局と連携し、注意喚起及び情報収集を行いました。 

続きまして、「平成 29 年度健康福祉部啓発事業計画について」ですが、43ページの資料４をご覧く

ださい。こちらは、健康福祉部が今年度実施する主な啓発事業について記載してあります。 

まず、１の「愛知県薬物乱用防止推進協議会」及び「地区薬物乱用防止推進協議会」を順次開催し

てまいります。なお、今年度の地区協議会の設置状況を、47ページの資料５にお示ししておりますの

で、後程御確認ください。 

次に、２の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動についてです。45 ページに詳細が記載されており、本年

度も、６月 20 日から１か月間、この運動が全国一斉に展開されます。本県では、ヤング街頭キャン

ペーンを、６月 25 日の日曜日に栄広場及びクリスタル広場で実施いたします。このキャンペーンに

は、本日御出席のボーイスカウト、ガールスカウト及び大学生などヤングボランティアの皆さんに御

協力をいただく予定としております。 

また、運動期間中には、中日ドラゴンズ及び名古屋グランパスエイトの試合会場、大相撲名古屋場

所などにおいて、場内放送、電光掲示板、横断幕等を利用してこの運動の趣旨を広く知っていただく
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とともに、リーフレットや、本日お手元に配付いたしましたＯＳ☆Ｕの画像が印刷されたうちわなど

の啓発資材の配布を行う計画をしています。 

なお、この内容については、６月９日金曜日に記者発表の予定としておりますので、それまでの間、

取扱に注意していただきますようお願いします。 

その他、43 ページの３の麻薬・覚醒剤乱用防止運動から、44 ページの８の危険ドラッグ等の啓発

についても例年通り実施していく予定です。以上です。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。 

ここで、皆様から質問があればお受けします。また、平成 29 年度の各行政機関の実施計画につい

て御意見を伺いたいと思います 

特にないようですので、まず、最初に啓発活動をしていただいている団体の皆様方から、実際にこ

の運動を行っていく上で、何か御意見がございましたら、是非御発言いただきたいと思います。 

また、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等に限らず、日頃の活動において、お感じになっていることが

ありましたら併せて御発言ください。 

まず、ライオンズクラブの篠邉様、いかがでしょうか。 

ライオンズクラブ国際協会 334－A地区 

地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止・レオ 篠邉委員長 

 平成 28年度の薬物乱用防止の啓発活動につきましては、６月から７月の「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動と10月８日のライオンズデーにて各リジョンで実施しております啓発運動がございます。まだ、

県下ライオンズクラブの全体隅々までとはいかず、各地域が主体となって行っております。今後、ラ

イオンズクラブとして一体化して啓発を行ってまいりたいと考えております。７月以降に啓発活動の

形を作りたいと思いますので、皆様に御指導いただきますようよろしくお願いいたします 

議長 榊原課長 

大変ありがたい言葉、ありがとうございました。続きまして、愛知県更生保護女性連盟の菊岡様、

いかがでしょうか。 

愛知県更生保護女性連盟 菊岡事務局長 

 私共の連盟は、愛知県内に 57 地区団体がございます。各地区毎に啓発活動を行っており、私の住

んでいる半田市では６月 20 日に名鉄武豊駅にて啓発活動を行う予定です。また秋の市のイベントで

も啓発を行う予定です。 

ただし問題点として、啓発資材を配りますと「リーフレットはいらない、ティッシュや絆創膏は欲

しい」と上手く受け取ってもらえないことも多々あり、啓発資材をお渡しするのに苦労することもご

ざいます。他の地区もそれぞれに努力いただいていることと思います。 
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議長 榊原課長 

ありがとうございました。啓発資材については、なかなかリーフレットのみでは受け取ってもらえ

ないということは皆様同じように悩みがあるのはないかと推察いたします。続きまして、日本ボーイ

スカウト愛知連盟の武田様、よろしくお願いいたします。 

一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟 武田副連盟長 

 かねがね大切な事と存じておりますので、継続して保健所等が行っております各キャンペーンに御

協力させていただき、特に６月の啓発活動については積極的に協力、参加したいと思っております。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。先ほど事務局からも話がありましたが、６・２６など特に若いボーイス

カウト、ガールスカウトの皆様に大変御協力いただいております。今後ともよろしくお願いいたしま

す。続きまして、ガールスカウト愛知県連盟の川崎様、いかがでしょうか。 

一般社団法人ガールスカウト愛知県連盟 川崎副連盟長 

昨年度は健康福祉部の依頼で各街頭活動キャンペーンに参加させていただきました。このような街

頭活動等については各団に情報提供させていただきながら、各地区各地元で活動する場を持っていた

だけるように依頼しております。 

また、各スカウトについては、普段の活動の中で周知するように努めており、私の担当する岡崎市

では岡崎市保健所と連携しながら、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動キャンペーンの地域活動に参加して

おります。また各地区についても同様に行政機関と連携して活動を行っており、連盟としてもその活

動を後押ししてまいりたいと考えております。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。連携の言葉をいただきましたが、私共の出先として保健所がございます

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

今までの御発言に対し、何か御意見、御質問はございますか。 

先ほど啓発資材について話が出ましたが、私共も頭を悩ましつつ作成しております。何か御意見が

ございましたら、この後でも結構ですのでよろしくお願いします。 

次に教育関係機関や団体の委員の方に御意見を伺いたいと思います。 

昨今、パソコンやスマートフォンなど多様なインターネット接続端末の普及により、「大麻は害が

ない。」など大麻を始めとする薬物に対する誤った情報が流れており、特に若年層による大麻乱用を

助長する恐れが生じております。 

そのため、今後ますます薬物に関する正しい情報、知識を繰り返し子供達に伝えることが必要とな

ってきております。こういった点を踏まえまして、地域や教育現場における薬物乱用防止教育の実態

等について、お伺いしたいと思います。まず、愛知県学校薬剤師会の木全様、いかがでしょうか。 
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愛知県学校薬剤師会 木全会長 

 私共の会は、学校薬剤師の集まりですが、県下約 1,000 名おります。小学校、中学校、高校にて実

施する薬物乱用防止教室及び平成 21 年に改正された学習指導要領に基づく薬教育つまり「薬を正し

く使うこと」について取り組んでおります。 

 平成 28 年度では、薬物乱用防止教室は県内約 160 校、薬教育については県内約 140 校程度、計約

320 校にて講師を実施しております。子供の頃から医薬品を正しく使う、薬物には手を出さないとい

う正しい知識を持ってもらおうと、積極的に各会員が対応しております。 

 薬物乱用防止教室としては、県下で多く実施されていらっしゃる愛知県警察は法律の面からの禁止

の説明ですが、私共は昨年度多かった大麻について等、薬品の面から何故だめなのかを子供達に伝え

ております。平成 27 年及び 28 年と 300 校を超える学校で実施いたしました。対象学校としましては

県下約 1,000 校、名古屋市内約 400 校あり、実施率は中々上がりませんが、他団体と協力しながら行

ってまいりたいと考えております。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。我々は違法薬物に目が行きがちでございますが、通常の薬も乱用してし

まう話も聞きます。その点からもこれからも教育をお願いしたいと存じます。続きまして、愛知県私

学協会の尼子様、いかがでしょうか。 

愛知県私学協会 尼子生徒指導研究部長（享栄高等学校） 

 私学では公立と異なり、それぞれが独立であり、それぞれの建学の精神のもと教育を行っておりま

す。しかし、特に生徒指導の分野では愛知県下 55 校が連携を取りながら、地域・地区での生徒指導

研究会に参加させていただいております。また、年５回の私学高校 55 校全体の会議を行い、都市部

の学校、郊外の学校と様々ではありますが、各学校で共通して抱える問題、懸念される問題などに関

して、その都度来賓としてお招きします県警本部生活安全部少年課少年サポートセンター所長や名古

屋市子ども青少年局青少年家庭部青少年家庭課長から、様々なアドバイスや助言、講演等の御指導を

賜っております。そうした中で、いじめ問題、ＳＮＳ関連、それから自殺防止等の問題とともに、薬

物乱用は非常に大きな問題として考えております。 

いずれの問題もなかなか表面化しにくい、表面化した時にはかなり大きな問題に発展しているケー

スが考えられる共通点があります。薬物については、年５回の全体会議の中で一度は必ず県警や専門

の方にお話しいただいており、昨年は名古屋ダルクの柴様をお招きし、生々しいお話を伺い勉強いた

しました。メディア等から入ってくる情報とは異なり、更生し、社会復帰を目指す人達を支える現場

での話を伺い、その御苦労を知るとともに、薬物に手を出すその手前で思い留めさせるためにも、我々

教育現場にいる者の責務を感じさせられました。 

 これら勉強させていただきましたことを県下各学校に持ち帰りそれぞれ学校や地域集会での啓発

活動や、また地域の警察署の方々をお招きし講演していただく等、子供達に働きかけをしております。 

 しかしながら、子供達を取り巻く環境においては目の届かない、また、ＳＮＳの普及により安易に

薬物を手にすることができる現状があります。先日も有名な俳優の息子の新鋭俳優が薬物使用でニュ
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ースになっており、封切前の映画の放映が打ち切りになりました。子供達もそのようなことがあると

関心を持ちます。メディアに取り上げられることの大きさが分かります。また取り上げ方として悪い

ニュースとしての報道だけでなく、啓発活動の一役としてのメディアの活用法など国全体で考えてい

ただければ思います。地道な活動をしている団体は多いですが、なかなか取り上げられることはなく、

事件として報道されることが多いことを懸念しております。 

 先ほど申し上げましたとおり、私学といたしましては、各校それぞれにおいて薬物乱用防止の講演

や啓発活動を行っていると伺っておりますが、これからも情報交換をいたしながら、教育現場と地域

と連携を取りながら、枠を超えて子供たちのために活動してまいりたいと考えております。いろいろ

な場面で御指導よろしくお願いいたします。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。他の団体と連携しているとのお話をいただきましたが、その一つである

名古屋ダルクの 柴様に次にお聞きしたいと思います。 

名古屋ダルクにおかれましては、各種講演で講師をされたり、実際に薬物・アルコール依存症に陥

った方に対し、再乱用防止を目的とした薬害教育を行ったり、また、刑務所から出所された方につい

ても援助の手を差し伸べるなどの活動をされていると伺っております。 

これらを踏まえまして、最近のダルクの活動状況について、お話をお願いします。 

特定非営利活動法人名古屋ダルク 柴理事長 

 最近の取組みですが、私は約 20 年ダルクで活動して、薬物依存症になった人のケア、社会復帰の

サポートをしてまいりました。しかし、私自身２－３年前から国際的な知識が必要と思いまして、コ

ロンボプランのアイス（ＩＣＣＥ）、国際アディクション専門職認定教育の団体ですが、そちらの試

験を受け、リカバリー講師という依存症から立ち直ることをサポートする資格を得ました。日本で十

数人いますが、愛知県内でその資格を有しているのは私のみです。そのような資格を持つことで民間

の団体なりに、薬理学など依存症の世界的な最高水準を学び、より深いレベルで依存症とは何かを理

解することができました。 

最近、世界的に有名なゴルフ選手が鎮痛剤のおそらく乱用と思われる症状にて事故を起こしました。

適正な薬品によるものでも、乱用になります。もちろん、覚醒剤や大麻も乱用になります。乱用防止

というものは日本を挙げて取り組む必要があると考えております。 

そして、更に私共は薬物のみならず、薬物、アルコール、ギャンブル等依存症のリハビリを行うサ

ポートを開始しております。別添の配布物のとおり９月にウィルあいちにて、国内の依存症の専門家

を集めた講演を開きます。ワンネスグループとの共同であり、それぞれの依存症に関する専門家をお

招きし、興味深い話が聞けると思います。 

私達の団体では、薬物を使ったらどうなるのかの正しい知識、薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」の話、

依存症となった人が立ち直るためにどれだけ大変か、薬物を断るためのロールプレイング等も行うこ

とができます。日本の社会中にある問題の一つであり、その時に正しい知識を持ち、使ったらどうな

るか、逮捕後どうなるかを学校や家庭等で話すことが必要と考えております。薬物を使うことの意味
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や例えば飲酒運転を考えることも一つの方法です。ロールプレイングにより疑似体験ができ、実際に

同じ事案が発生した時に正しい対応ができます。 

 もし私共で対応できることがあれば、是非お声掛け下さい。これからもよろしくお願いします。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。 

各方面で御活躍の方々からの御発言をいただきましたが、何か御質問や御意見はありませんか。ま

た各団体で連携を図り活動をしていただいておりますので、その事について何か御意見等ございます

か。 

愛知県学校薬剤師会 木全会長 

ゴルフ選手の話がでましたが、薬物乱用防止のお話としては麻薬関係が通常は多く言われています。

しかし、最近ＳＮＳにてマラソン関係における鎮痛剤の多用が多くなってきております。つまり鎮痛

剤を使用すると痛みがなくなるため、マラソン等で使用する方がＳＮＳ等に掲載しているようです。 

麻薬ではありませんが、乱用という観点からは同じです。学校薬剤師もいわゆるドーピングや一般

薬の鎮痛剤の乱用についてネット等にて注意が必要かと考えております。 

学校薬剤師会でも、マラソン等により腎機能が落ちている中、鎮痛剤などの薬物を摂取することは

体に負担がかかり、望ましくないのではないかということで、健康問題の一つとして話に上がってお

ります。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。 

特定非営利活動法人名古屋ダルク 柴理事長 

がん患者へのモルヒネ投与でも適切に使用しなければ、アメリカ等でも鎮痛剤の依存症になる例も

報告されております。乱用は覚醒剤だけではなく、他の薬剤でも起こりうることを知識として持って

いただくことが望ましいと考えます。 

愛知県私学協会 尼子生徒指導研究部長（享栄高等学校） 

アスリートは薬物に対して日本体育協会から情報を得て、ドーピングにならないように服薬を行っ

ております。また、サプリメントが出てから体のコンディショニングを含め、自然治癒をサポートす

る形で摂取するようになりました。 

しかし、それらが段々とエスカレートし、本来の趣旨から外れて幅広い子供が服用するようになっ

てきております。子供達が、サプリメント等に頼ってしまうようなメンタル部分の指導も教育現場で

は必要かと考えております。 

愛知県学校薬剤師会 木全会長 
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ドーピングも禁止リストが毎年変わってまいりますので、確実な知識をもって指導することがなか

なか難しい現状です。薬剤師会でもスポーツファーマシストの資格を取るように指導をしております。 

サプリメントや一般薬について、注意が必要なものを示した冊子を作っているので是非薬剤師会へ

お問合せいただき、御活用ください。 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。 

医療用医薬品や一般医薬品の乱用から、禁止薬物に手を伸ばすこともあるので、我々も念頭におい

て、啓発をする必要があると考えております。 

 疼痛の緩和のための鎮痛剤については、日本でもよく使われるようになってまいりましたが、まだ

まだ使用量は欧米に比べて少ない現状にございます。鎮痛剤もしっかり管理すれば以前よりも依存症

になる率も低くなってきておりますので、適切に使用していただきたいと存じます。 

 薬物乱用問題も段々低年齢化しており、啓発の観点から難しい点もございます。小学生から高校生

まで一律に指導する必要があるかなど、御意見はいかがでしょうか。 

ライオンズクラブ国際協会 334－A地区 

地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止・レオ 篠邉委員長 

 薬物乱用防止教室について、ライオンズクラブでも約 250 校行っております。 

会員から、愛知県にて小学校向けの実演の指導の仕方、中学生、高校生の指導の仕方の実例等を示

していただき、それを元に指導できないかとの意見がありました。 

年一回会員に対して、認定講座を開催しているため、是非実例を挙げて指導の仕方を教えていただ

きたいと思います。 

医薬安全課 伊藤課長補佐 

 厚生労働省のホームページ上に、小学生保護者向け、中高校生向けのリーフレットが掲載されてお

りますが、それぞれの年齢向けの講習会用資料等は現在当県で作成しておりません。 

 各講習会に対して対象者に合わせて、例えば小学生向けには生々しくない画像を用いて作成し、対

応しているのが実情ではございます。何か統一的なものがあれば良いとは考えますので、今後の御相

談とさせてください。 

特定非営利活動法人名古屋ダルク 柴理事長 

名古屋ダルクでは、小中高大専門学校等にて薬物乱用防止教育を行いました。 

データを見ますと 10 歳過ぎからゲートウェイドラッグに興味を持つようであり、小学生の薬物乱

用防止教室は大切です。小学生にはイラストと優しい言葉を用いて説明し、ゲートウェイドラッグに

手を出さないための指導が必要です。また、両親の依存症への指導を含めた対応が求められると考え

られます。虐待等の場合、小学生が相談できる連絡先も説明しております 

小学生には中学校に上がった時に役立つ教室を、中学生は高校生に上がった時を想定してというよ



14 

うな少し先を見据えた教室を行う必要があります。 

小学生には気分が変わる薬があるが、やってはいけないことを説明します。中学生では、乱用薬物

に誘われたりすることを簡単に説明します。私共は、物を見せると興味を持つ可能性が有るため、物

は見せずに講習を行います。 

議長 榊原課長 

私共も小学校へは経験が少ないので、よろしければ一緒に勉強させていただきたいと思います。学

校薬剤師会はいかがでしょうか。 

愛知県学校薬剤師会 木全会長 

小学校には、たばこやアルコールから説明に入り、薬物に対して分かりやすいように説明しており

ます。中学校では、保健体育に沿って最近の動向まで含めて講習会を実施しております。警察等と順

番に薬物乱用防止教室を行うため、被らないように注意しております。高校については、実際にもう

少し掘り下げた話をパワーポイントなど用いて実施しております。 

議長 榊原課長 

それぞれ御活動の報告をいただきました。ありがとうございます。 

それでは３の「その他」ですが、事務局から何かありますでしょうか。 

3 その他 

医薬安全課 伊藤課長補佐 

事務局からの事務連絡でございます。 

今の話にも関連いたしますが、配付資料の 55 ページからの参考資料６をご覧ください。 

本年４月 21 日付けで、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長など連名で、「各種運

動・月間等における薬物乱用防止に係る広報啓発活動の充実強化について」依頼があり、協議会委員

の皆様にも県より文書を送付させていただいたところであります。 

例年の通知と同じ内容ですが、本年度から、国の薬物乱用対策推進本部が内閣府から厚生労働省へ

移管されましたので、御承知ください。 

関係各機関の皆様におかれましても、各種運動・月間等に実施されます、様々な行事や活動機会に

おいて、薬物乱用防止のための広報啓発活動に重点的に取り組んでいただきますよう、御協力をお願

いいたします。 

以上です。 

議長 榊原課長 

その他、本日の会議全体を通して、何か御意見はありますでしょうか。 

本日ＳＮＳの話題が出てまいりましたが、薬物乱用に関しても時代が変わるにつれ、背景も変わっ

てまいります。この会議をそれぞれの時代に合わせた効果的な策を話し合う場、顔繋ぎの場として御
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活用いただければ思います。 

御意見もなければ、これで本日の議事は全て終了させていただきます。御協力ありがとうございま

した。 

医薬安全課 小栗主幹 

これをもちまして、本日の協議会を終了いたします。 

本日の会議の内容を踏まえて、薬物乱用防止活動に積極的に取り組んでまいりますので、皆様の御

協力をよろしくお願いします。 

本日はどうもありがとうございました。


