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平成 30 年度愛知県薬物乱用防止推進協議会議事録 

 

日時：平成 30 年６月６日（水） 

午後２時から午後３時 30 分まで 

場所：愛知県庁西庁舎 第 12 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 30 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 30 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、警察庁が発表した我が国の薬物情勢によると、平成 29 年における覚醒剤事犯の検挙人員は

前年に比べ、わずかに減少したものの、依然として１万人を超えており、また、大麻事犯の検挙人員

は４年連続で増加し、3,000 人を超え、若年層を中心にその乱用が拡大している状況といえます。 

本県においても、大麻による検挙者数は５年連続で増加し、昨年は過去 30 年間で最多の 203 人と

なっているなど、非常に憂慮すべき状況にあります。このように増加傾向にある大麻の乱用に関して

は、インターネット等を通じて、「大麻は害がない」「たばこよりも安全である」等の誤った情報が流

布されていることから、特に若年層による大麻乱用を助長するのではないかと、たいへん危惧してい

ます。 

皆様御存知のとおり、一度でも薬物に手を染めてしまうと、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
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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、愛知県保護司会連合会長福谷様、一般社団法人ガールスカウト愛知県連盟

副連盟長川崎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 29 年度啓発事業実施結果について」 

（2）「平成 30 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。 

早速、議事に入らせていただきます。まず、議題１の「平成 29 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 30 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松原様から、薬物乱用の現状も踏まえてお願いします。 
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愛知県警察本部刑事部組織犯罪対策局薬物銃器対策課 松原課長補佐 

本日は、当課課長の金原が所用により欠席しておりますので、代わりに私から、平成 29 年度の実

施結果等について、御報告させていただきます。平成 29 年度の実施事項についてですが、取締事項

としては、１ 末端乱用者の徹底検挙、２ 覚醒剤を資金源とする暴力団密売組織の壊滅及び来日外

国人による薬物密売事犯の徹底検挙、３ 薬物密輸入事犯の水際検挙の徹底の３点を重点的に取り締

まりました。啓発関係では、乱用・再乱用防止への取組みについて平成 23 年から行い、薬物乱用防

止講話、薬物事犯検挙者への再乱用防止啓発について取り組みました。 

取締関係については、資料 27 ページをご覧ください。平成 29年 12 月末では 1,106 人となってお

り、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。 

事犯別ですと、覚醒剤事犯が大半を占めております。840 人であり、前年度より若干減少しており

ます。大麻事犯は 203 人と前年より 11 人増加、コカインや MDMA の麻薬等では 33人で前年比 10人増

加しております。覚醒剤が全体の８割近くを占めており、薬物事犯の中心となっております。 

当取締機関における押収量はどの薬物も減少しております。これは、密輸入事犯が減少したことが

大きな要因となっています。密輸入の形態は国際郵便などを利用した個人消費のための少量の密輸が

大半を占めています。数キロの覚醒剤などを旅行用のスーツケースに隠匿して運び込む携帯型の輸入

事犯検挙が昨年は非常に少なかったことが、押収量が減少した要因であると考えられます。 

暴力団については薬物事案の検挙者のうち 418 人であり、約４割を暴力団関係者が占めており、依

然として高い数値となっております。薬物事犯には暴力団の根強い関与をうかがわせる数値となって

おります。 

また、外国人の検挙人員は 97 人であり前年より 20 人増加しております。インターネット上で薬物

密売をしていたベトナム人グループが一斉検挙されたのが、外国人の検挙人員を押し上げる要因とな

ったのではないかと考えられます。 

また、啓発関係については、広報あいちにも記載されているように、県医薬安全課とタイアップし

て、県内各所において乱用防止講話や啓発防止キャンペーンを実施いたしました。薬物事犯検挙者へ

の再乱用防止啓発については、平成 22 年から実施している。検挙した初犯者のうち希望するものに、

薬物の害悪や相談先等の情報提供を実施しており、平成 29年中に 82 名に対して行いました。 

平成 30 年の事業計画についても、今年度と同様に取締関係については、末端乱用者の取締の強化

を、啓発関係については、乱用防止啓発活動や再乱用防止に向けた取組みを継続して実施して行く方

針でございます。以上、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。続きまして、愛知県警察本部少年課の内藤様、お願いします。 

 

愛知県警察本部生活安全部少年課 内藤課長補佐 

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、御説明させていた

だきます。 

愛知県内において、平成 29 年中、薬物乱用事犯により検挙、補導された少年は 22 人であり、昨年

対比－2名とほぼ横ばいの状態です。しかしながら、内容について精査すると、覚醒剤による検挙者

数は 10 人から６人に減少しているものの、大麻による検挙は９名から 14 名に増加しております。成

人の検挙者と比較すると、微々たる増加ではあるものの、大麻による少年検挙者数の増加は愛知県に
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よるものだけでなく、全国的な傾向とも一致しており、警察庁からも少年の大麻使用による注意喚起

がなされております。 

警察庁において 10 月から 11 月に全国で検挙された大麻被疑者に調査を行ったところ、初めて大麻

を使用した年齢が 20 歳未満であるという被疑者が 36.4％であり、最年少は 12 歳でした。覚醒剤の使

用方法の大半を占める注射には抵抗感を示すケースが多いが、大麻の使用は吸引が多いため、普段タ

バコを吸っている非行少年にとっては、やっていることは同じため、抵抗感や罪悪感があることなく、

手軽に手を出せる薬物となっているのではと考えます。 

諸外国では、大麻を合法としている国もあり、テレビタレントが医療用大麻の解禁を謳って国政選

挙にでるなど、マスコミが医療用大麻に対して報道を行った結果、「医療用大麻があれば、大麻を吸

っても問題ないのでは」「大麻は害がない、大麻を吸うことはかっこいい」と短絡的に考える人もい

たかもしれません。三つ子の魂百までという言葉があるように、当課では、小さな時からの教育は大

切であると考え、小・中学生への薬物乱用防止教室に力を入れております。当課の「薬乱バス」では

薬物の見本や薬物乱用者の写真などが展示してあり、バスでは講話だけでなく、展示品を見て説明を

受けることにより、薬物に手を出す前に薬物の恐ろしさを体験してもらえるようになっております。 

加えて、中学生を対象として非行防止ポスターコンクールを愛知県・名古屋市教育委員会と共催し

て開催しています。ポスターを作成する過程で、薬物の恐ろしさと非行防止について中学生が考える

ことにより、少年の健全育成に役立てていきたいと考えております。 

当課としましては、今後も薬物乱用防止教室やイベントにおいて広報啓発活動を継続活発化して、

薬物乱用防止を呼びかけていこうと思っております。 

 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。 

続きまして、名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課の伊藤様、お願いします。 

 

名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課 伊藤薬務係長 

 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。 

「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。 

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を実施しておりま

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、区役所内モニター

や栄 YG ビジョンで放映をしております。 

薬物相談窓口としては、保健所や環境薬務課を始めとして３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 15 回を実施し 4,406 名に、講習会 54 回を実施し 2,566 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、若者がよく利用する施設と

しましてカラオケボックスや自動車学校、企業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
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学祭など若者が集まる機会を捉えまして、啓発資材を配布したり、イオンモール新瑞橋にて啓発イベ

ントを実施しております。 

名古屋市が作成した危険ドラッグ撲滅動画を当市内の映画館で放映しております。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、全体的に若年層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、愛知

県教育委員会保健体育スポーツ課健康学習室の加藤様、お願いします。 

 

教育委員会保健体育スポーツ課健康学習室 加藤室長 

県教育委員会では生涯学習課、高等学校教育課、義務教育課、保健体育スポーツ課健康学習室の 4

課室において、学校における薬物乱用防止の取組みを実施しております。 

平成 29 年度の事業実施結果については、資料 16 ページから 18ページにかけて記載されていると

おり、各種研修会を始めさまざまな機会を捉えて、薬物乱用防止に対する指導・啓発を実施しており

ます。 

また、昨年度はより多くの教員が薬物に関する知識を持ち、学校全体で薬物乱用防止に取り組むこ

とが出来るよう、各学校における薬物乱用防止教育の核となる教員を養成するための研修を新たに実

施しました。研修後は参加者の 90％以上から「参考になった」「学校での教育に活用したい」など今

後の取組みに期待できる感想がありました。 

平成 30 年度の取り組みとしては、資料の 40 ページ以降に記載されております。 

今年度も薬物乱用防止教育の核となる教員を養成するための研修を実施し、教員全体の指導力の向

上を図ってまいります。また、薬物乱用防止教室については、本年度も全ての中学校、高等学校で開

催されるよう実施の徹底を図ってまいります。 

 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。続きまして、政策企画局広報広聴課の上窪様、お願いします。 

 

政策企画局広報広聴課 上窪課長補佐 

本日は、課長の伊藤が欠席の為、代理で説明させていただきます。 

資料 18 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２日発行号にて、「薬物乱用は『ダメ。ゼッタイ。』普及運動を実

施中！」を掲載、10 月１日発行号にて、「平成 29 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 28 ページ及び 29 ページに縮小版を掲載しております。先ほど、県

警察本部から説明があったとおり、枠囲みで囲まれている部分になります。「広報あいち」は、発行

部数が約 186 万部、世帯カバー率は約６割であり、一番大きな広報媒体でございます。次に 19 ペー

ジにある通り、CBC ラジオの「あいち県政レポート」にて、６月 24 日には「ダメ。ゼッタイ。」普及
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運動について、10 月 28 日には麻薬・覚醒剤乱用防止運動について放送を行いました。また、市町村

への広報として、「愛知だより」の６月号、10月号にて、ラジオ番組と同じタイトルの掲載を行いま

した。 

また、毎週月曜日の定例知事記者会見、及び臨時知事記者会見にて、施策や行催事を PR するバッ

クボードを使用していますが、昨年度は６月 12日から 26日までの間、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

をデザインしたバックボードを使用して PR を行いました。 

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、県民文化部社会活動推進課の風岡様、お願いします。 

 

県民文化部社会活動推進課 風岡課長補佐 

課長の木佐貫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。私共では青少年の非行、被害防止に取組む県民運動ということ

で、毎年、夏期は７月１日から８月 31 日まで、冬期は 12月 20 日から１月 10 日までの夏休みや冬休

みを迎える期間を目途に、いろいろな取り組みを行っております。 

その活動において、薬物乱用防止対策の推進を重点項目の一つとして掲げ、「薬物乱用はダメ。ゼ

ッタイ。」と記載されたウェットティッシュ等を、県内市町村に配布し、啓発活動を実施しました。 

本年度も同様に非行防止等の県民運動として、引き続き、広報啓発活動等に努めてまいりたいと考

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、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、本日お配りしてあります資料に基づき説明をさせていただきます。 

 まずは、昨年度の実施結果ですが、資料の 31ページをご覧ください。 

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

ヤング街頭キャンペーンを実施した他に、県内で合計 47 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。また、国連支援募金を実施し、約 183 万円の御協力をいただきました。

特にライオンズクラブの皆様には、全募金額の約 88％を占める多額の御協力をいただきました。あり

がとうございました。 

 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 85 か所で皆

様の協力を得て街頭活動を実施しました。 

 （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、薬物専門講師養成講座を開催しました。 

今後も、薬物専門講師の養成に努めてまいりますので、皆様方におかれましても、専門講師の活用に
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御配慮いただきますようお願いします。 

32 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。違法薬物に関する啓

発資材として、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・配布しております。 

 続きまして、今年度の事業計画について説明します。45 ページの資料４をご覧ください。まず、１

の「愛知県薬物乱用防止推進協議会」及び各保健所単位で「地区薬物乱用防止推進協議会」が設置さ

れており、地域の実情にあった活動を行っております。 

 次に、２の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動についてです。47 ページをご覧ください。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 24 日、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、ボーイ

スカウト、ガールスカウト、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、リーフレットや、本日お手元に配付いたしましたうちわなどの

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８日（金）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、45ページの３の麻薬・覚醒剤乱用防止運動

から 46 ページの８危険ドラッグ等の違法薬物に関する啓発まで例年通り実施して行く予定としてお

ります。 

48 ページを御覧ください。「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」の一環としまして、東海北陸地区６県の

輪番で開催しております地区大会が本年度は愛知県で開催されます。大会は 10 月 21 日 日曜日の午

後にウインクあいちで開催予定であり、薬物乱用防止功績者表彰等の式典のほか、薬物乱用撲滅宣言

や名古屋グランパスエイトの管理栄養士による講演、県立高校の吹奏楽部による演奏等のアトラクシ

ョンを予定しております。本大会は厚生労働省、愛知県及び薬物乱用防止対策推進本部の主催で開催

する予定です。薬物乱用防止に御活躍いただいております皆様にも是非御参加、御協力いただきます

ようよろしくお願いします。なお、８月上旬の記者発表を予定しております。正式な通知等について

は、おって、皆様にお送りする予定としておりますので、よろしくお願いします。 

67 ページをご覧ください。県と塩野義製薬との間で、本年５月 15 日に薬物乱用防止協力に関する

協定を締結しました。今後、啓発資材の作製や街頭啓発活動などを協力して実施して行く予定として

います。 

 

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 30 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、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山田様、いかがでしょうか。 
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ライオンズクラブ国際協会 334－A地区 

 キャビネット幹事 山田様 

 本来、薬物乱用防止委員長の佐々木が出席する予定でしたが、所用により欠席のため代理で説明さ

せていただきます。 

「ダメ。ゼッタイ。」を始めとするキャンペーンについては、薬物乱用防止委員会を設置して県内

121 クラブ、6000 人近いメンバーで活動しています。昨年度の実績につきましては、10 月に薬物乱用

防止教室を開催できる講師を養成する教室を（公財）麻薬・覚醒剤乱用防止センターの協力の下、239

名に受講していただいた。今年度４月までに 308 校、38,800 人の小学生・中学生・高校生に教室を開

催することが出来ました。その中で、警察や保健所の皆様の力をお借りして開催できたものもありま

す。 

キャンペーンについては、毎年２～３回各保健所や警察管内でお願いをされているかと思いますが、

ライオンズクラブもそれに併せて協力させていただいております。ただ、キャンペーン等についても、

保健所等でも配布方法等のやり方がどんどん変わっていくのではないかと思います。ライオンズクラ

ブでは 7月から次年度となりますが、今年度と同じような目標を持ってやっていけると思います。 

 

議長 榊原課長 

こちらこそ、御協力をお願いいたします。続きまして、愛知県更生保護女性連盟の青山様、いかが

でしょうか。 

 

愛知県更生保護女性連盟 青山会長 

 私共の連盟は、愛知県内に 6800 人が 57 の地区に分かれて活動しております。県連盟としては、「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動、麻薬・覚醒剤乱用防止運動については、特に各地区に情報を提供し活動

を促進するために、役員を集めた研修会で愛知県警やダルクを講師とした講習会を行い、薬物乱用の

危険性や現状についての話をしていただいています。実際の啓発活動は地区単位で行っており、保健

所を中心とした地区薬物乱用防止推進協議会のメンバーとして活動を行っております。 

 私は西春日井保護区に属しており、清須市、北名古屋市、豊山町の３自治体で保護区を構成してい

ます。保健所を中心とした夏の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、秋の麻薬・覚醒剤乱用防止運動では

大きく２地区に分かれて実施しています。 

 その後については、それぞれの自治体で活動をしています。清須市では保護司会、女性会の主催で

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、麻薬・覚醒剤乱用防止運動の啓発用チラシを作成しています。また、

清須市、教育委員会、社明実施委員会、警察等だけでなく、キリンビール、豊和工業、ヨシヅヤ等 20

近くの後援をいただき、広くチラシを配付しています。清須市では合併前のそれぞれ４つの町の駅や

スーパーに分かれて、啓発活動を行っております。 

 数年前よりスーパーにおいて午後４時頃より啓発活動を行っておりましたが、対象となる若い人が

少ないという問題がありました。そのため、学校での授業において、中学１年生を対象に警察が作成

した映像を見せて、中学生から意見を述べさせると共に、その後 PTA 役員と保護司会、女性会が懇談

会を行い地域の非行の問題について話し合うという活動をしております。 

 各中学校で行っており、非常に効果的であると感じております。やはり、学校のカリキュラムの中

に、警察等が入ることで信頼性も上がるのではないかと思います。 
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議長 榊原課長 

ありがとうございました。多くの企業からの後援をいただくことや、各中学校での啓発等非常に参

考となる話をいただきありがとうございました。続きまして、日本ボーイスカウト愛知連盟の舩橋様、

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 舩橋副連盟長 

 ボーイスカウトでは各保健所の薬物乱用防止推進協議会に参加し、また啓発活動や街頭活動に参加

をしています。また、医薬安全課のヤング街頭キャンペーンにも御協力をさせていただいております。 

 ボーイスカウトは各市町村に 185 団くらいあるが、中・高・大学生も所属しているので、興味を持

って手を出さないよう、啓蒙・啓発に取り組んでいるところです。 

  

議長 榊原課長 

ありがとうございました。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。 

 

ライオンズクラブ国際協会 334－A地区 

 キャビネット幹事 山田様 

 先ほどの発言の中で、薬物乱用防止教室については、308 校と申しましたが、307 校の誤りでした。

この数字は４月中の話になりますので６月末までの間に若干増えるかと思います。 

 国連支援募金について、ガバナーが愛知県の薬物乱用防止に 10 年間携わっていたということもあ

り、非常に多くの金額が集まったと考えております。ライオンズクラブとしても次年度も募金に協力

できればと考えております。 

 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。それでは、またご意見があれば後ほど伺わせていただきます。 

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、愛知県公立高等学校長会の澤田様、いかがでしょうか。 

 

愛知県公立高等学校長会 生徒指導部 澤田会長（半田高等学校） 

 県の公立学校では、一つは生徒指導、もう一つは保健という二つの立場で、啓発に取り組んでおり

ます。 

毎年６月に行われる第一回高等学校生徒指導研究会の役員会では、薬物乱用教室について、愛知県

教育委員会健康学習室からも指導を受けつつ、確認を行っております。昨年度は６月７日に実施し、

今年度は６月 20日に実施する予定です。また、愛知県教育委員会の資料 18 ページにありますが、各

学校で必ず薬物乱用防止教室を行っており、中学校、高校ではほぼ 100％の実施率となっております。

本校を例に挙げますと、３年生を対象として 12月 11 日に教室を行っており、厚生労働省発行の「薬
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物について誤解をしていませんか？」というリーフレットを配布して指導を行っております。 

また、そのための県主催の研修会もありまして、大変役に立っていたと聞いております。 

先程、大麻の話がありましたが、全体の生徒指導としては落ち着いています。しかし、数が多くな

いとはいえ、10代の薬物乱用があることは確かですので、今後とも薬物乱用防止の啓発を進めていき

ます。以上です。 

 

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） 

 私学では愛知県下 55 校が連携を取りながら、それぞれの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情報交換をしておりま

す。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、薬物乱用防止は非常

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、以前には二度ほど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の大きさ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。保護者の意識としても、まさか自分の子が、それはど

こか遠い世界の話のようであるというのが現実です。近年、芸能界や国内外のプロスポーツ選手によ

る薬物問題が、メディア等で取り上げられていますが、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等、身近に起こりうる問題であるという認識を、県や国全体で考

えていただければ思います。 

また、薬物乱用とは少し異なりますが、栄養機能増進といったサプリメント等の使用が低年齢化し

ております。化学薬品という異物を体内に取り入れることに対する抵抗がなくなってきており、成長

期の身体への影響も懸念されております。 

 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、各所に指導をい

ただきながら、活動を継続してまいりたいと考えております。研修会等の講師について御推薦いただ

ければと思っておりますので、また御相談させていただいた際にはよろしくお願いいたします。 
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議長 榊原課長 

ありがとうございました。続きまして、愛知県学校薬剤師会の木全様、よろしくお願いいたします。 

 

愛知県学校薬剤師会 木全会長 

 私共は、学校に学校薬剤師ということで勤務しております。薬剤師という立場から、薬物や薬につ

いて正しい知識で正しく使うということの普及を小学校、中学校、高校の発達段階に応じて保健体育

の学習要領に沿って授業をしております。 

また、薬物乱用防止教室については、名古屋税関の方に授業をしていただいたと聞いております。

医療用大麻、医療用麻薬、抗うつ剤、日本で認められていない米国の ADHD 治療薬などの未承認医薬

品等の多種多様の薬物があるので、基本的な正しい知識を普及していくために、薬教育や薬物乱用防

止教室でお話をするようにしております。 

 啓発資材については、日本薬剤師会学校薬剤師部会とタイアップし、28年度は危険ドラッグについ

てリーフレットやパワーポイントを作成しました。今年は医薬品協会の外部団体であるくすりの適正

使用協議会と日本薬剤師会、文部科学省健康教育調査官の協力を頂いてリーフレットを作製しました。

中学生、高校生用として作成しているため、くすりチャートをアプリとして配信するなどの今後の方

策を考えています。基本的な知識を幅広く子供たちに広めていこうと考えており、タバコやアルコー

ル、大麻についても基本的な知識をもって断ることが出来るように依頼があれば、講習会が出来るよ

うな体制をとっております。 

 

議長 榊原課長 

ありがとうございました。御指名させていただくのは最後になりますが、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 

 名古屋ダルクでは平成元年から約 30 年、主にアルコールや薬物の依存症になった人たちを救済す

る活動を名古屋市北区大曽根で続けております。最近の取組みですが、今は依存症専門の治療を提供

しております。今はシンナーの相談は無くなり、危険ドラッグの相談も減少し、時代は変わってきて

いるなと実感しております。今は依存症全般のサポートをしております。 

薬物乱用防止では、小学校から大学院までの各学校において、基本的な知識から専門的な知識まで、

また、団体・行政・企業の予防教育も引き受けることがあります。薬物乱用防止は背中を見せる大人

がちゃんとしないといけません。いつもテレビで誰かが逮捕されたという報道されているのは子供に

とって悪影響だと思いますので、大人が襟を正していかないと子供が真似をしてしまうのではないか

と思います。企業等でアルコール、ギャンブル、薬物等について予防の観点からお話しします、また

治療の場も提供できるという意味合いで啓発を行っております。私は国際アディクション専門職教育

センターから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

十数人しかいませんが、アメリカでは３万人ぐらいが取得しています。そういった回復支援の専門家



12 
 
 

として活動をしております。主にグループコーチング、個別コーチングによって心理や健康、コミュ

ニケーションを教育したりワークを行ったりしております。 

なぜ、薬物乱用が減らないのかゼロにならないのか考えますが、コミュニティに属していない人が

多いと思います。健全なコミュニティに所属していれば、薬物乱用をしません。健全な家庭で育って

いれば、あまり心配がないかと思います。暴力団のような組織で薬物犯罪が多いのは、やはり暴力団

というコミュニティに属しているためかと思います。そのコミュニティ内では価値観が違うため、薬

物売買は正当な行為となってしまうかもしれません。 

 また、子どもたちは SNS で人とつながっているようで、孤立をしてしまいます。コミュニケーショ

ンがうまくいかない子供たちは自分自身必要とされていないと感じてしまい、そういった時に薬物や

インターネット依存が深まるのではないのでしょうか。そこで、ストレス解消法を教育されていない

子供たちは、間違ったストレス解消法を選んでしまうのではないでしょうか。 

 私たちは、その人が根っこではコミュニティに属していないのではないかと考えております。その

人たちを健全なコミュニティに再度入れてから社会に送り出すという活動をしています。ダルクでは

再発防止教育や、市の精神保健福祉センターの相談員として近く業務を開始することを予定しており

ます。 

 ダルクでは心理ワークや NLP の資格を持ち、社会的地位がある人や匿名性が必要な人向けのオーダ

ーメイドのリハビリプランも始めました。 

 また、予防医学として自然治癒力を高める方法であったり、栄養の摂取方法であったり、専門知識

を学び施設内で共有を行っております。 

 名古屋ダルクでは、これまでのような落ちこぼれた人に加えて、落ちこぼれていない人へも幅広い

専門的なアプローチを行っていきたいと思っております。以上です。 

 

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。行政機関からでも構いませんし、行政機関への質問でも構いません。 

先程、事務局からも説明がありましたが、一企業と県が協定を結びました。更正保護女性連盟から

も企業からの後援を得ているという話がありましたが、今後はそういった啓発方法も考えていく必要

があるかと思います。 

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。 

配付資料の 61 ページからの参考資料６をご覧ください。 

本年５月１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。 

また、国の薬物乱用対策推進会議においては、本年夏までに、次期計画である「第五次薬物乱用防



13 
 
 

止五か年戦略」をとりまとめる予定と聞いております。現時点では、大幅に変更されるなどの情報は

届いておりませんが、次期計画に関する情報が事務局に届きましたら、また御連絡させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

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 

事務局からの連絡がありました。例年どおり、啓発活動の充実強化について、国から通知が出てお

ります。皆様の御協力をお願いいたします。 

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。 

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。 


