
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度 

アメリカにおける青少年の薬物乱用対策に関する 

企画分析報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 3 月 

 

 

内閣府 



i 
 

はじめに 

 

 政府では、「第三次薬物乱用防止五か年戦略（平成 20 年８月薬物乱用対策推進本部決定）」及び

「薬物乱用防止戦略加速化プラン（平成 22 年７月薬物乱用対策推進本部決定）」に基づいて、①

青少年に対する未然防止対策、②再乱用対策、③取締対策、④水際対策を柱に、薬物乱用の根絶

に向けて関係省庁が一体となった総合的な対策を推進している。 

 

 こうした取組により、30 歳代以下の若年層については、平成 22 年の覚醒剤及び大麻事犯の検

挙人員が対前年で減少するなど一定の成果が見られるところである。 

しかしながら、検挙人員は引き続き 4,000 人を超える高水準で推移しており、若年層が薬物の

危険性を理解せず薬物の誘惑に抗しきれていない状況が認められる。また、覚醒剤事犯における

再犯者率は年々上昇を続け、平成 22 年数値では 59.1％に達している。こうした中で、薬物乱用

の根絶を図っていくためには、青少年について薬物乱用を拒絶する規範意識を向上させることに

加えて、できるだけ早い段階から再乱用させないための取組が重要となってくる。現在、再乱用

防止対策に効果が期待されている刑の一部の執行猶予制度についても国会において審議が続けら

れており、一層、多角的な再乱用防止対策が求められているところである。 

 

 内閣府においては青少年に対する薬物乱用対策に関して平成 21 年度から順次、調査研究を行っ

てきている。平成 21 年度はインターネット調査を基にして青少年の薬物乱用の実態に関して有識

者会議を開催し報告書にとりまとめた。また、平成 22 年度は薬物乱用対策に関して 20 年以上の

経験を持っているスペインの分析をするとともに再乱用対策に積極的に取り組んでいる国内の関

係団体から意見を聴取するなどして今後の青少年に対する再乱用対策を中心に検討を行った。 

 

 本年度は調査検討を更に深める観点からアメリカにおける薬物乱用対策や治療共同体であるデ

イトップにおける取組等について広く調査するとともに、我が国への治療共同体の仕組みの導入

の可能性、課題について議論を行った。本調査分析結果が今後の青少年の薬物乱用対策に資する

ことを願うものである。 

 

 最後に、ご協力いただいた有識者各位並びに関係機関・団体の関係者各位に心より御礼申し上

げる。 

 

平成 24 年 3 月 

内閣府
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