
司会（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。 

定刻になりましたので、ただ今から「令和元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、保健医療局生活衛生部の榊原部長より御挨拶申し上げま

す。 

 

保健医療局生活衛生部 榊原部長 

本日は、お忙しい中「令和元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。 

 開会にあたりまして、一言挨拶を申し上げます。 

 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 30 年における覚醒剤事犯につ

いては前年と比べ、わずかに減少したものの、依然として約１万人検挙されています。また、

大麻事犯の検挙人員は平成 26 年以降増加が続き、平成 30 年は 3,500 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。 

また、本県でも、大麻事犯の検挙人員は 200 人程度おり、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おり、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ないよう、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。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

司会（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会長 福谷様、愛知県

公立高等学校長会生徒指導部会会長 北山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、名古屋ダルクからの資料が２枚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が、例年、医薬安全課長

が務めさせていただいております。 

今年度も生活衛生部の榊原部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、榊原部長を本日の協議会の会長とし、議長として議事の進行

を進めさせていただきます。榊原部長よろしくお願いいたします。 

 

議長（榊原部長） 

保健医療局生活衛生部長の 榊原 でございます。 

僣越ではございますが、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。 

それでは、議事に入らせていただきます。まず、議題１の「平成 30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「令和元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判治様から、薬物乱用の現状も踏まえてお願いし

ます。 

 



愛知県警察本部薬物銃器対策課（判治調査官） 

本来ならば当課の課長富永が説明するところですが、所要のため、出席できませんので、

私から平成 30年度の実施結果等について御報告いたします。 

取締関係では、末端乱用者の徹底検挙、覚醒剤を資金源とする暴力団密売組織の壊滅、来

日外国人による薬物密売事犯の徹底検挙、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・再乱用防止に向けた取り組みとして、薬物乱用防止講話、薬物事犯

検挙者に対する再乱用防止啓発に取り組みました。 

平成 30 年の薬物事犯の検挙人員は 1,087 人で依然として平成８年以降連続 1,000 人を超

える厳しい状況が継続しております。事犯別では、覚醒剤事犯が 856 人、前年より増加し、

大麻事犯は 195 人で、前年より８人減少しております。麻薬等については 16 人で、17 人減

少という結果となっております。覚醒剤が薬物事犯全体の約８割近くを占め、乱用薬物の中

心となっているのが、引き続きの現状です。また、大麻事犯の検挙人員は、過去５年の統計

を見ても、現在高止まりの傾向にあると言えます。 

押収量については、昨年は覚醒剤の押収量が大幅に増加しました。これは、昨年 10月の

名古屋市港区の倉庫で台湾人らによる大量覚醒剤所持事件を検挙し、約 340 キロという大

量の覚醒剤を押収したことが要因となっています。これは愛知県警で過去最高の覚醒剤押

収量となりました。 

密輸事犯に関しては、昨年末から中部国際空港におけるバック等に隠匿したキロ単位の

覚醒剤密輸入事犯が増加しています。県警では、昨年の押収事犯やこれら密輸事犯の増加を

受けて、名古屋税関や第４管区海上保安本部と連携強化、覚書の調印を行いました。今後は

定期的な情報交換会議を開催して、水際対策を強化していく予定です。 

暴力団等の検挙人員は 472 人で、全体の約４割強と依然高い状況にあります。また、外国

人の検挙人員は 88人と９人減少しております。 

次に、啓発関係について御報告します。 

県の医薬安全課とタイアップさせていただきまして、県内各所において、乱用防止講話や

啓発キャンペーンを実施しております。薬物事犯検挙者の再乱用防止啓発については、検挙

した初犯者等に対して、希望する者に薬物の害悪や相談先等の情報提供を実施しておりま

す。平成 29 年中のデータとなりますが、84名の対象者に対して情報提供を実施しておりま

す。 

最後に、令和元年度の事業計画ですが、昨年度と同様、重点を絞った取締りを徹底し、各

種啓発活動を継続していく方針です。薬物銃器対策課からは以上です。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。 

皆様からの御意見は、行政機関からの発言が終わった後にまとめてお伺いいたします。 



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。 

 

愛知県警察本部少年課（内藤課長補佐） 

少年課では、薬物乱用防止ということで、小・中・高校生を中心に薬物乱用防止教室を開

催しております。本日も中区と東区の小学校で薬物の標本や写真を掲載した薬物乱用防止

バスを見学していただき、薬物の怖さを子供たちに実感していただいています。それに加え

て、講話も実施しております。 

今まで、一方的な警察官等による講話をしておりましたが、本年度から、グループワーク

方式を取り入れました。今の学校の現場では、当たり前のことになっていると思いますが、

４～５人のグループになって課題を話し合い、「薬物を誘われたらどうしよう」、「友達が薬

物をやっていることがわかったらどうしよう」ということを自分たちで考え、発表していた

だくという方式を取り入れました。 

今までの一方的な講話ですと、興味のある子・ない子はっきり分かれてしまい、効果が均

一ではありませんでしたが、先生や警察官がファシリテーターとして会話を盛り上げてい

くことで、一人の子だけがしゃべるのではなく、いつもしゃべれない子でも、ファシリテー

ターが意見を求めることで、自分たちで考えるという方式を取り入れるようになりました。 

一方的な講話よりも自分たちで考えることができるようになったということで、かなり

好評をいただいており、これからもこういったグループワーク方式を取り入れた、薬物乱用

防止教室を続けていきたいと思います。 

先ほど、医薬安全課長もおっしゃったように、全国的に大麻がものすごく流行しておりま

す。一昨年、警察庁が大麻検挙者にアンケートを取ったところ、「今まで何歳で大麻を使っ

たか」という項目では 12歳が最年少だったそうです。 

大麻は害がないといった誤った情報や、使用方法が注射でなく、たばこのような喫煙であ

ることから、子どもたちでも入りやすい薬物になりつつあるような状況があります。しかし、

大麻についても脳の記憶する部分に影響が出て、記憶障害が出てくるということが、医学的

に証明されております。 

その辺を子どもたちに大麻を含めた薬物は危険なものだということを徹底して教えて、

将来薬物に出会うことがあっても、使わないようにするために、こういった薬物乱用防止教

室を実施しております。 

以上です。 

 

議長（榊原部長） 

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（伊藤係長） 

昨年度の実施結果については、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、麻薬覚醒剤乱用防止運動等

の各種運動期間の活動として、保健センター等の関係機関へ啓発資材・リーフレットの配布

やポスターの掲示、名古屋市の広報紙に啓発記事を掲載して、啓発を実施しました。 

不正大麻・けし撲滅運動では、愛知県医薬安全課と合同で市内に自生しておりますけしの

抜去を実施しました。 

インターネット等メディアを活用した啓発として、本市のウェブサイトで通年の啓発を

実施しているほか、本市で作成した薬物乱用防止啓発動画を YouTube で配信したり、区役所

のモニターや栄ＹＧビジョンで放映しました。 

薬物相談窓口としては、保健センターや環境薬務課において、６件の相談に対応しました。 

その他、保健センターにおける啓発活動については、街頭啓発活動を６回実施し、5424 名

の方に対し、啓発を実施しました。また、講習会を 18 回開催し、1,877 名の方に対し、啓

発を実施しました。 

薬物乱用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、市としては、

若年層を対象とした啓発活動に力を入れております。若年層を対象とした啓発活動として

は、若者がよく利用する施設として、カラオケボックスや自動車学校に御協力をいただき、

ポスターの掲示を行いました。また、市内の中学校・高等学校・大学において、ポスターの

掲示を行うとともに、中学校２年生、高校２年生、特別支援学校の生徒に対してリーフレッ

トを配布し、啓発を実施しました。さらに、大学祭等、若者が集まる機会をとらえ、啓発資

材を配布したり、本市が作成した、薬物乱用防止動画を市内の７映画館で放映しました。放

映は、若者をターゲットとした映画を選定して、その上映前に映像を流しております。 

今年度の実施計画については、昨年度と同様の内容となっており、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をしております。 

 以上です。 

 

議長（榊原部長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、教育委員会学習教育部保健体育課の齋藤様、お願いします。 

 

教育委員会学習教育部保健体育課（齋藤課長補佐） 

県教育委員会の薬物乱用防止教育の取り組みについて説明いたします。県教育委員会で

は、生涯学習課始め４課において、学校の生徒指導担当等を対象とした研修会等、様々な研

修会の機会をとら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、夏季や

冬季の長期休暇や卒業期の前に各学校に対して覚醒剤・シンナー・危険ドラッグ等の禁止に

ついて文書で通知をしております。 

薬物乱用防止研修会については、平成 29 年度から実施しておるものですが、より多くの



教員が薬物に関する知識を持ち、学校全体で充実した薬物乱用防止教育に取り組むことが

できるよう、各学校における薬物乱用防止教室の指導者となる教員に対して研修会を実施

しております。本研修に参加した教員のアンケート結果では、およそ 90％の参加者が参考

になった、または、大変参考となったとの感想を持ち、研修の内容を今後、学校で活用した

いと多くの意見をいただいております。 

次に、今年度の取り組みですが、今年度も引き続き、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て、最新の情報と正しい知識を提供し、指導方法及び指導内容

の充実を図ってまいります。また、学校における薬物乱用防止教室につきましては、第５次

薬物乱用防止５か年戦略に基づき、全ての中学校・高等学校で開催するよう実施の徹底を図

ってまいります。県教育委員会では、今年度も様々な機会をとらえて、薬物乱用防止の指導・

啓発を実施してまいりますが、研修会等の講師を関係機関の皆様にお願いする機会がある

かと思いますので、その際にはぜひ御協力をくださいますようこの場を借りてお願いいた

します。 

以上です。 

 

議長（榊原部長） 

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辻様、お願いします。 

 

政策企画局広報広聴課（辻課長補佐） 

広報広聴課では、全庁の広報活動をしておりますが、薬物乱用防止は重要なテーマと考え

ておりまして、様々なツールで広報をすることとしております。具体的には、新聞広告とい

うことで「広報あいち」というものがあります。これは、毎月第一日曜日に新聞で見開き２

面で発行しているものです。この中で、７月１日発行号で薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」普

及運動を広報しました。10 月７日発行号では、麻薬・覚醒剤乱用防止運動について啓発し

たところです。この広報あいちは、現在、178 万部ほど発行しておりまして、世帯カバー率

としては約６割ということで大きな広報媒体ではないかと考えております。 

続きまして、ラジオ広報番組ですが、記載のある通り、ＺＩＰ-ＦＭとＣＢＣラジオで１

本ずつ、10 月と６月に広報しました。 

また、愛知だよりは、県が市町村の広報誌等に転載していただけるような告知情報を提供

しているものですが、こちらも６月号と 10月号で防止キャンペーン等について告知をしま

した。さらに、県の公式携帯サイトのモバイルネットあいちで、いわゆるガラケーを対象に、

同じ時期に広報しております。 

最後に、知事記者会見では、皆様に見ていただける形でバックボードをしておりますが、

６月 18 日から 29 日までの記者会見で、薬物乱用防止のバックボードを使わせていただい

ておりました。 

今年度についても、広報あいちを中心としまして、いろいろな媒体で薬物乱用防止につい



ては、啓発してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。続きまして、県民文化局県民生活部社会活動推進課の武田様、

お願いします。 

 

県民文化局県民生活部社会活動推進課（武田課長） 

青少年における薬物乱用防止の広報・啓発活動についてですが、毎年、警察や教育委員会、

各関係団体と連携いたしまして、夏は７月１日から８月 31日まで、冬は 12 月 20 日から１

月 10日までの夏休みや冬休みを迎える時期に青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動

として、様々な取組を展開しております。昨年度も、その取組の重点項目の一つに薬物乱用

対策の推進を掲げまして、街頭活動等に活用していただく啓発グッズとして、「薬物乱用は

「ダメ。ゼッタイ。」」の文字を入れた啓発用マスクを作成し、県内各市町村へ配布しました。

期間中には、各市町村の学校において、薬物乱用防止教室や県内各市において、薬物乱用防

止街頭キャンペーンが数多く実施されたと聞いております。今年度についても、同様に夏期

と冬期の県民運動において引き続き広報・啓発活動に取り組みたいと考えております。 

以上です。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。続きまして、保健医療局の取組みを事務局から説明してくださ

い。 

 

保健医療局生活衛生部医薬安全課（濵島課長補佐） 

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、健康福祉部における平成 30 年度啓発事業実施結果についてですが、始めに「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 41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、204,207 円の御協力をいただきました。 

次に麻薬・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 92 か所で皆

様の協力を得て街頭活動を実施しました。また、10 月 21 日には麻薬・覚醒剤乱用防止運動

愛知大会をウインクあいちで開催し、愛知県知事感謝状贈呈式や特別講演などを行い 741 名

の参加がありました。 

 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名古屋ダルクの柴委員や筑波

大学の大宮先生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。なお今年度以



降、薬物専門講師養成講座は夏に実施している薬物乱用防止指導員講習会に統合し、引き続

き薬物乱用防止指導員の知識向上を図ってまいりたいと思います。 

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、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、啓発を行っております。 

続きまして、令和元年度保健医療局啓発事業計画について説明します。 

まず、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「ダメ。ゼッタイ。」普及運動についてです。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 23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７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。また、麻薬・覚醒剤乱用防止運動や危険ドラッグ等の違法薬物に関する啓発は

例年通り実施して行く予定としております。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。 

資料では、本日御出席いただいていない機関の実施結果等を掲載しておりますので、参考

としていただければと思います。 

ここで、皆様から令和元年度の各行政機関のこれからの取り組みについて御意見を伺い

たいと思います。 

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、ぜひ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。 

 

ライオンズクラブ（山田次期キャビネット幹事） 

ライオンズクラブでは、皆様御承知かと思いますが、愛知県の中に 115 のライオンズクラ

ブがあります。115 のクラブで 6,800 人ほどいますが、その中に、薬物乱用防止認定講師養

成講座を受けさせていただいた認定講師が１,000 人を超えております。その 1,000 人以上

のメンバーが県下各地の小学校・中学校を訪問して、薬物乱用防止教室を開催し、乱用防止

を訴えているという現状です。 



ライオンズクラブの社会奉仕活動の大きな柱の１つですので、これからも各方面の御協

力をいただきながら、続けていきたいと考えております。いずれにしても、私どもだけでは

なかなかできませんので、各方面の御協力をいただきながらというのが前提ですが、いろい

ろ御指導をいただきながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

議長（榊原部長） 

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） 

昨年度、県下に 57の地区会の会長を集めた研修会にて、名古屋ダルクの理事長さんに講

師をお願いし、薬物依存からの立ち直り支援について学習しました。テーマは、依存症は回

復するという演題でしたが、薬物依存からの立ち直りについて、「自分だけでは、薬物欲求

の気持ちをコントロールすることができないので、仲間が必要である」、「まわりに支える人

がいれば、自分はひとりぼっちではない」、「仲間とともに立ち直り、今後は自分が人を救い

たいという心境の変化が生まれる」という力強い内容のお話でした。参加者からは、非常に

感動したとか、深く感銘を受けたという感想をいただきました。 

また、ダルクのある北区で開かれましたブロック会議でも、ダルクからおいでいただきま

して、その薬物乱用に至った経験の話を聞きました。その話によりますと、自分が薬物を始

めたのは、家庭にも学校にも話し相手がなかった、学校ではいじめの対象にされたというこ

とがあったということでした。非常にさみしい気持ちから、「だれにも迷惑をかけないから

いいだろう」、「悪いことだとは思わなかった」というお話がありました。そういう気持ちな

ので、生活の中で反省することもなかったが、数回捕まって、警察の方からダルクに相談に

行くようにと勧められ、そこで初めて仲間ができて、一緒にやめようと思ったという話を聞

きました。 

地元の会では、食事を一緒に作る・お話をするといった交流の中で、その人たちから見る

と、母親ないしはおばあさんにあたる私たちの会員と話ができたことで、ちょっと気持ちの

上で救われたような、そういう語り合える人と会える喜びみたいなものをお話しいただい

て、人は皆、支えあってこそよく生きるのだというお話をブロック会の時には教えられまし

た。 

私たちに何ができるかということを考えていますが、各地区会では保健所・警察が中心と

なって行う啓発活動に私たちのほとんどの地区会が参加させていただいております。 

私の所属する地域ではそれ以外に保護司さんと一緒に中学生に薬物の恐ろしさをお話し

し、その会にはＰＴＡのお母さんに参加してもらい、最後に生徒から感想や質問を受けたり、

お母さんたちの話し合いの中から子どもたちの最近の行動について伺ったりと、いろんな



情報を交換することができております。 

その中で、私たちは、国を挙げて再犯防止・再非行防止ということに力を入れております

が、やっぱり、そういう犯罪を起こさないようにするためには、地域の中で誰もひとりぼっ

ちにはしない地域づくり・まちづくりをしていくことが大切であることで、それぞれの地区

に合った活動をいたしております。他の団体や機関の方から御指導や御支援を受けながら

本年度もやっていきたいと思っております。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。 

名古屋ダルクさんをはじめ、いくつかの機関から協力して活動いただいているというお

話でございました。 

続きまして、日本ボーイスカウト愛知連盟の舩橋様、いかがでしょうか。 

 

日本ボーイスカウト愛知連盟（舩橋副連盟長） 

ボーイスカウトの愛知連盟としては、先ほどから紹介いただきましたが、６月に行われま

すヤング街頭キャンペーンに昨年は６月 24日、今年は６月 23 日とお聞きしておりますが、

一緒にキャンペーンをしていきたいと思いますし、各地区におきましては、薬物乱用防止推

進協議会に参加させていただきながら、地域の実情に合った薬物乱用防止対策を推進して

いると共に、秋に行われております、麻薬・覚醒剤乱用防止運動では一緒に啓発資材の配布

しながら、皆様と御協力して、防止に向けた活動を昨年に引き続き今年もやっていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。 

続きまして、ガールスカウト愛知県連盟の平尾様、いかがでしょうか。 

 

ガールスカウト愛知県連盟（平尾副連盟長） 

ガールスカウトでは、以前より、薬物乱用防止キャンペーンに関わらせていただくことで、

この問題を一緒に取り組ませていただいております。 

先ほど、県警の少年課さんから、小学校で一方的な講話形式ではなく、グループワークで、

自分たちで考えるそういう形式をとっているということで、感じ入るところがございまし

た。 

私どもも、ガールスカウトは、自ら考え、行動できる女性を社会に送り出すということを

使命として活動させていただいております。こうした活動にかかわらせていただくことに

よって、この問題を自分事として考える、そして、自分たちはどうしたらよいのかというこ

とを自ら行動できるというところに、つなげていくことができたらと考えております。 



今後とも協力させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（榊原部長） 

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・御発言等はございますか。 

（意見・発言なし） 

 

議長（榊原部長） 

次に教育関係機関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布されており、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たちに伝えること

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。 

 

愛知県学校薬剤師会（木全会長） 

学校薬剤師会では県内の薬剤師の中から、昨年は 1,050 名の薬剤師が県内の小・中・高に

１名ずつ非常勤の職員として配置されています。薬物乱用防止活動ということで、大麻・覚

醒剤だけではなく、中学校以上ですと、性教育等に関連付けた薬物乱用防止教室といったと

ころで講師の派遣をさせていただいております。 

また、最近の会員向けの教育については、大麻・覚醒剤に行く前のスマートドラッグにつ

いて行っています。県内の中学校で友達から頭がすっきりする薬をもらい飲んだところ、体

調不良を起こしたという事例を聞きました。 

以前、ＰＭＤＡにいらした文科省の調査官、小池先生から、この間の日曜日に、医薬品関

係から、最近のハーブやスマートドラッグ関係まで含めたお話をいただきました。御承知の

ように、近年はネット環境が非常に発達していて、ネットでスマートドラッグと検索すると、

検索結果に出てきてしまう。当然、ネットでは手軽に買えることから、中学生でもそういっ

たものが手に入りやすい形になっております。 

また、その昨年の２月には、スマホ依存を含めて保健衛生大学の客員教授の磯村先生に御

講演いただき、発達障害の医薬品であるコンサータやストラテラ等について、ネットを利用

し輸入して、使っていた事例も高校生以上だとあるとのことでした。なので、会員にしっか

りそういった知識の普及を行い、小・中・高それぞれの発達段階に応じた薬物乱用防止教室

あるいは薬教育の場で正しい知識を広めていこうということで、活動しております。 

なかなか、どこまでやったらいいのか難しいところですが、来年、東京オリンピックがあ



りますし、医薬品あるいは大麻・覚醒剤といったものが非常に問題となる可能性が強く、特

に PTA のお母さん方にはスマートドラッグが分からないる方も多いので、学校保健委員会

等でしっかり周知をしていこうかと活動をしております。 

現在の活動としては以上です。 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。続きまして、愛知県私学協会の伊藤様、いかがでしょうか。 

 

愛知県私学協会（伊藤部長） 

私学の方は、愛知県下 55校で連携を取りながら、それぞれの地域・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、年に５回ほどは私学独自で 55 校全体の会議

を行い、都市部の学校・郊外の学校様々ですが、各校が共通して抱える問題、懸念される事

項について情報交換をしております。その際には、来賓としてお招きしております、県警本

部生活安全部少年課少年サポートセンター所長様や、名古屋市子ども青少年局青少年課課

長様から様々なアドバイスや御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、自殺防止等の問題と共に薬物乱用防止というのは、非常に大きな問題として

考えております。いずれの問題も表面化しにくい。表面化した時はかなり大きな問題に発展

しているといった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回の全体の

会議のうち、１度は必ず県警や専門の方からお話をいただいております。以前には、２度ほ

ど、名古屋ダルク理事長様をお招きし、生々しいお話をお伺いし、勉強させていただいたこ

ともあります。薬物に手を染めるその手前で思いとどまらせるためにも、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いたことを県下それ

ぞれの学校に持ち帰り、集会等での啓発活動や地域の警察署の方をお招きし、講演いただい

たりと、子どもたちに対して語りかけております。 

本校でも６月 25 日に守山署生活安全課の方をお招きして、講演をいただく予定となって

おります。しかしながら、子どもたちを取り巻く環境においては、親の目の届かないまた、

SNS の普及により安易に薬物を手に入れることができる現状があります。近年、芸能人や国

内外のプロスポーツによる薬物乱用の問題がメディアに取り上げられておりますが、悪い

ニュースとしてではなく、啓発活動の一役としてのメディアの活用と、身近に起こりうる問

題である意識を国全体に広げていっていただけたらと思います。いずれにしましても、私学

としましては、各校それぞれにおいて、薬物乱用防止の講演等啓発活動を行っていくと聞い

ております。今後、情報交換をしながら、また、各所に御指導いただきながら、今後も継続

してまいりたいと考えております。 

以上です。 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。続きまして、名古屋ダルクの倉地様にお聞きします。 



名古屋ダルクにおかれましては、複数の団体からお話に出ておりますように、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。 

 

名古屋ダルク（倉知デイケアセンター長） 

最近の名古屋ダルクの取り組みとしましては、依存症全般について、リハビリを提供して

います。薬物アルコール、ギャンブル、その他の摂食障害や盗癖症といったものの依存症に

陥ってしまった人の回復支援を行っております。依存症全般について、結局のところ、問題

となっているものは、生きづらさがあるために依存行為に頼ってしまう生き方です。だから

こそやめられなくなってしまっている現状があります。その生きづらさをどうやって解決

していくのかということを名古屋ダルクのプログラムを通して提供しています。社会の中

で、健全なコミュニティに所属できないのは、生きづらさがあるからで、そのせいで、価値

観等も健全なコミュニティの中だとつらいです。違う価値観の中にいることがつらい。なの

で、ダルクを通して自分の価値観が健全なものになっていくことや考え方が健全なものに

なっていくことで、社会復帰を目指すときに、健全なコミュニティに所属しやすい状況、そ

こで孤立・孤独を感じないですむ生き方を身に付けるために、名古屋ダルクの新しく様々な

プログラムを取り組むことで、生きづらさから生きやすさを目指せるようなサポートを取

り組んでおります。 

その他の活動で言いますと、薬物乱用防止教室での講師の派遣について、中学・高校や保

護司の方々へ依頼があれば、講師を派遣しております。そして、名古屋ダルクは今年の５月

で 30周年を迎えることができました。その記念といたしましてイベントを開催することと

なりました。今月の 23日の日曜日のイベントでは、名古屋ダルクの今の活動を知っていた

だいたり、体験プログラムとして、名古屋ダルクで実際に行っているプログラムを参加者に

体験してもらうこと、現在の名古屋ダルクの取り組みはどういうふうに変わったのか、そう

いったものを感謝を込めて皆様にお伝えしたいと思っております。交流会もありますので、

当事者との関わりを持っていただけたらと思います。その 30周年に付随したイベントとし

て、依存症とそれからの回復というものを、名古屋ダルクで行っていきます。カバラーとい

う 12ステップとすごくつながりのある 10 回のものですが、このイベントも行いますので、

よろしければ御参加をお願いいたします。 

以上です。 

 

 

議長（榊原部長） 

ありがとうございました。 



各方面で御活躍の方々からの現場の御発言をいただきました。今までの各方からの御発

言につきまして、行政機関から何かお聞きになりたいことがございませんか。 

 

学校薬剤師会 

さっきほど、グループワークをやり始めたということでお伺いしましたが、何人くらいで

行っていますか。 

 

県警少年課 

警察２人と先生に参加していただいている。中には、大学生サポーター等のボランティア

に都合がつけば一緒に来ていただき、大人か大学生が司会をしている。 

消極的な子は中にはいるが、その子にも積極的にふっていって、参加してもらっている。

そうして、参加したことで記憶に残る。薬物に誘われたときにどうしようとか、考えていた

だくことが一つの先に進んだ薬物乱用防止につながるのではないかと思います。 

 

学校薬剤師会 

グループワークを実施する際に、学校の先生との打ち合わせはどれくらい行ったのか。 

 

県警少年課 

グループワークのテーマについて打ち合わせた程度である。今の学校の先生は、グループ

ワークに非常に慣れている。なお、テーマは難しい薬物の話ではなくて、「誘われたらどう

しよう」とか、「友達がやっていたらどうしよう」など、どうしたらいいのか考えられ、子

どもたちが簡単に参加できるテーマとしている。 

 

議長（榊原部長） 

薬物問題はなかなか難しいというか、御発言の中にもありましたが、必ずしも違法薬物ば

かりがこの問題と直結するのではなくて、一般の薬でも、違う使い方をして依存症になって

しまう方もいると思いますし、先ほどスマートドラッグという話もありました。使ってしま

うことはいけないことですが、使って依存症になってしまうと、なかなかそれから脱出しづ

らいというところですね。様々な問題が絡み合って、本当に一面的に対応しようとすると、

間違ってしまうのかなと常日頃感じているところです。皆様それぞれ御苦労されているの

かなというところで、何か御発言があればこの場でと思います。 

それぞれ、先ほどの発言にもいただきましたように、御協力・連携いただいているようで

すので、そういった形で何か、御協力以外にも、御質問等あれば、それぞれやっていただい

て構いませんので、お願いします。 

 

それでは議題３の「その他」ですが、事務局から何かありますでしょうか。 



 

保健医療局生活衛生部医薬安全課（濵島課長補佐） 

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です。例

年、この時期に厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長など連名で依頼文書が

発出されております。今年度はまだ届いておりませんが、届き次第、通知させていただきま

すので、関係各機関の皆様におかれましては、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（榊原部長） 

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。 

御意見もないようですので、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。 

 

司会（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。 


