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資料１－４



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等 

 ③薬物乱用防止 
 

省庁名：厚生労働省  
 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

 

○青少年が薬物乱用の有害性・危険性について正しい知識を持つための普及啓発読

本の作成・配布を行っている。 

○都道府県等の関係機関と連携し、イベントの実施を行っている。 

○合法ハーブ等と称して販売される薬物（脱法ドラッグ）を含む指定薬物の情報を

一元的に収集・提供するために「あやしい薬物連絡ネット」を立ち上げ、積極的

に活用している。 

○脱法ドラッグを含む指定薬物を使用した者による二次的犯罪や健康被害が多発

していることから、これまで、薬事法により、指定薬物については、製造、販売、

授与等が禁止されていたが、所持、使用等も新たに禁止する法改正を行った。 

○全国の保健所等での薬物関連相談事業を実施や、薬物に係る相談担当者や市民を

対象とした講習会等を開催し、関係機関の連携、再乱用防止に関する正しい知識

の理解の向上及び専門性の強化を図っている。 

○薬物事犯の検挙人員 

 平成 20 年:14,720 人 → 平成 24 年:13,881 人 

○薬物相談事業における相談受付件数 

 平成 20 年度:12,043 件 → 平成 24 年度:19,082 件 

脱法ドラッグを使用した者が二次的犯罪や健康被害を起こす事例が多発する等、

新たな乱用薬物への対応が必要となる。 

○脱法ドラッグの危険性・有害性に関する情報を充実させた普及啓発読本をはじめ

とした資材を作成、配布を行う。 

○脱法ドラッグ等の薬物乱用防止を図るため、引き続き、都道府県等の関係機関と

の連携強化を図る。 



①青少年に対する普及啓発

○啓発読本の作成・配布（小６保護者、高３、青少年など）

薬物乱用防止のための普及啓発薬物乱用防止のための普及啓発

②地域における国民的啓発運動の実施
○不正大麻・けし撲滅運動（５月１日～６月３０日）

不正大麻・けし発見、除去本数

年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

大麻 1,357,285 2,386,953 921,518 2,137,363 1,704,973

けし 2,241,688 1,089,522 1,484,750 949,399 855,570

合計 3,598,973 3,476,475 2,406,268 3,086,762 2,560,543



○『ダメ。ゼッタイ。』普及運動
（６月２０日～７月１９日）

○麻薬・覚醒剤乱用防止運動
（１０月１日～１１月３０日）

③合法ハーブ等と称して販売される薬物(脱法ドラッグ)に
関する啓発等の強化

（脱法ドラッグ普及啓発ポスター）



④あやしいヤクブツ連絡ネット

コールセンター 03-5542-1865http://www.yakubutsu.com

脱法ドラッグを含む指定薬物等に関連する健康被害事例等の収集、分析、評価を行い、
公表、注意喚起を行っています。また、コールセンターで相談対応を行い、一元的に危
険性等の情報にアクセスできます。

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

保健所 7,430 7,685 6,931 10,497 11,672

精神保健福祉センター 3,700 3,967 3,474 5,198 6,266

麻薬取締部 913 1,104 1,305 1,530 1,144

合計 12,043 12,756 11,710 17,225 19,082

⑤相談窓口における相談受付件数
（単位：件）



販売業者数(全国)
（平成25年9月末時点、都道府県報告）

販売形態 業者数

店舗・露店 １６４

インターネット ３７

店舗＆インターネット ３９

合計 ２４０

○ 覚せい剤・大麻に化学構造を似せて作られた物質などが添加され、多幸感を得ることを目的として、合法
ハーブ、お香、などと称し、ヘッドショップ、インターネット等で販売され、若者を中心に乱用が見られる

○ 乱用による健康被害の発生、麻薬等の乱用へのゲートウエードラッグ（入門薬）となるおそれ
○ 幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、厚生労働大臣が
「指定薬物」として指定。県の薬事監視員が監視・指導

「お香」、「ハーブ」、「アロマオイル」
などとして販売

違法ドラッグが関係している可能性のある事例（新聞報道から）
○死亡
・H24年8月 （神奈川県）横浜市で男性が路上で暴れて保護された

後、死亡。違法ドラッグと見られる液体を所持。
・H24年10月 （静岡県）部屋で暴れた男が死亡。部屋から乾燥した植

物片が発見された。
・H24年11月 （東京都）違法ドラッグを吸引した女性が意識を失った

後、死亡。

○交通事故（死亡、ひき逃げ、追突）
・H24年5月 （大阪府）違法ドラッグを吸引して車を運転した男が、商

店街を暴走し女性をひき逃げした（危険運転致傷罪で
起訴）。

・H24年6月 （京都府）違法ドラッグを吸引して車を運転した男が、追
突して3人にけがを負わせた（危険運転致傷罪で実刑
判決）。

・H24年10月 （愛知県）違法ドラッグを吸引した男が高1をはねて死亡
させた（自動車運転過失致死罪で実刑判決）。

○救急搬送
・H25年2月 （大阪府）違法ドラッグを吸引したとみられる高校生が下

校途中に体調不良で救急搬送された。

○不審行動
・H24年10月 （東京都）違法ドラッグを吸引した男が上半身裸で小学

校に侵入し、児童を追い回した。

合法ハーブ等と称する薬物（脱法ドラッグ）合法ハーブ等と称する薬物（脱法ドラッグ）



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等  

 ③薬物乱用防止 
 

省庁名： 警察庁   
 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

最近の薬物犯罪情勢や政府全体の薬物対策の取組強化を踏まえ、規制薬物

乱用者の徹底検挙、薬物密輸・密売組織の実態解明の推進、関係機関との連

携による水際対策の強化等により、薬物供給を遮断するとともに、小学校、

中学校及び高等学校における薬物乱用防止教室、大学生や新社会人に対する

薬物乱用防止講習会等を行い、薬物需要の根絶を図っている。 

また、合法ハーブ等と称して販売される薬物等、多様化する乱用薬物に関

する対策として、薬物乱用防止教室、学校警察連絡協議会等を通じ、教育委

員会・学校等に対して、健康被害事例についての情報提供を積極的に行う等、

学校関係者の理解と協力の確保に努め、若年層へのまん延を阻止する対策を推

進している。同時に、合法ハーブ等と称して販売される薬物等を乱用・所持

する少年に対する積極的な補導活動等を推進している。 

小学校、中学校及び高等学校における薬物乱用防止教室、大学生や新社会

人に対する薬物乱用防止講習会など薬物乱用防止啓発活動を推進した結果、

少年の覚醒剤や大麻事犯の検挙者人員の継続的な減少及びそれらの事犯全体

における少年の割合の低下等一定の成果が認められたものの、大麻事犯につ

いては 20 歳代以下の検挙人員の割合が約 50％（平成 24 年中）と、依然とし

て若年層を中心とした乱用状況がうかがわれる。 

合法ハーブ等と称して販売される薬物等、多様化する乱用薬物の若年層に

おける広がりが懸念される。 

引き続き、小学校、中学校、高等学校及び大学等における薬物乱用防止に

関する広報啓発活動を推進する。 



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等 

③  薬物乱用防止 
省庁名：文部科学省 

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

【薬物乱用防止教育】 

○薬物乱用防止教育の充実を図るため、厚生労働省や警察庁と連携して、以下の取組

を実施。 

・小学校、中学校、高校における「薬物乱用防止教室」の開催。 

・小学生から大学生の各年代に向けた啓発資料の配付。 

・保護者や教職員を対象としたシンポジウムの開催による薬物についての有害性・

違法性に関する正しい知識の周知。 

 

（２）進捗に係る自己評価  

○薬物乱用防止教室の開催率（小・中・高等学校） 

H20 年度：47.0% → H24 年度：72.6%   ※薬物乱用防止教室実施状況調査  

 

（３）現在認識している課題  

○都道府県によって薬物乱用防止教室の実施率に差が見られる。また、公立学校に比

べ私立学校の実施率が低い。 

 

（４）今後の方向性  

○今後も、薬物乱用防止教育の内容の充実を図るため、各学校における薬物乱用

防止教室の開催を推進していく。 

 



薬物乱用防止教育に関する文部科学省の取組

１．学校における児童生徒への薬物乱用防止教育の充実強化

・ 小学校、中学校及び高等学校等においては、児童生徒への薬物乱用防止教育の充実のため、「体育」、「保健体育」、
「道徳」、「特別活動」における指導に加え、「総合的な学習の時間」の例示として示されている「健康」に関する横断的・
総合的な課題についての学習活動等も活用しながら、学校の教育活動全体を通じて指導するよう周知に努めた。

・ 平成21年３月に改訂された高等学校学習指導要領「保健体育」において、新たに大麻を扱うこととされ、平成21年12
月に作成された高等学校学習指導要領解説「保健体育編・体育編」において、新たにＭＤＭＡが加えられたことを踏まえ、
大麻及びＭＤＭＡの有害性・危険性に関する指導の充実を図るよう周知に努めた。

２．薬物乱用防止教室の充実強化

・ すべての中学校及び高等学校において、年に１回は薬物乱用防止教室を開催するとともに、小学校においても積極
的に薬物乱用防止教室の開催に努め、警察職員、麻薬取締官ＯＢ、学校薬剤師、税関職員等の協力も得つつ、その指
導の一層の充実を図るよう周知に努めた。

・ 薬物乱用防止教室の実施率の高い都道府県における効果的な取組事例を収集し、「薬物乱用防止教室推進マニュ
アル～教育委員会における取組事例～」として冊子にまとめ、各都道府県・市区町村等の教育委員会等へ配布するな
ど、薬物乱用防止教室の実施率の向上に努めた。

薬物乱用防止教室実施率の推移（国・公・私立学校）

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

小学校 22.5% 27.1% 29.6% 32.0% 34.5% 37.5% 54.0% 62.3% 62.6% 65.9%

中学校 53.4% 55.5% 57.1% 58.3% 55.7% 58.4% 72.8% 79.1% 81.6% 82.7%

高等学校 61.8% 62.7% 63.7% 64.4% 61.2% 64.1% 75.3% 78.8% 79.0% 80.2%

中等教育学校 52.9% 41.2% 22.2% 40.7% 25.8% 44.4% 52.4% 63.0% 66.7% 70.8%

全体 36.4% 39.8% 41.9% 43.8% 44.0% 47.0% 62.2% 69.3% 70.3% 72.0%
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目標１青少年による薬物乱用の根絶及び乱用を拒絶する規範意識の
向上
■薬物乱用防止に資する教育・予防啓発の一層の充 実・強化を図る。
◆学校教育等の充実

・ 薬物乱用防止教室の実施率の高い都道府県における効果的な取組
事例を作成し、各都道府県等の教育委員会等へ配布するなど、薬物乱
用防止教室の実施率の向上に努めた。

３．薬物乱用防止に関する児童生徒用教材、教師用指導資料等の作成・配布、活用促進

・ 薬物乱用防止に関する広報活動の充実・強化のため、関係省庁と連携し、各種啓発資材の配布等に関し効率的な
運用に努めた。

・ 「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料（高等学校編）」を改訂し、すべての高等学校及び教育委員会
に配布した。

・ 薬物乱用が健康へ及ぼす影響等について解説した小学生、中学生及び高校生用の啓発教材を作成し、すべての
小学５年生、中学１年生及び高校１年生に配布した。

・ 地方公共団体において、国、地方公共団体等において作成・配付した教材等の活用の促進を図るため、教材等の
使用について関係機関との連携の充実を図るよう指導した。また、国で作成・配布した教材等を文部科学省ホーム
ページに掲載し周知に努めた。

薬物乱用防止教室取組事例集

啓発教材

小学生用 中学生用 高校生用

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506.htm（小学生用）

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111804.htm（中学生用）

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111805.htm（高校生用）

指導参考資料

高等学校用

（Ｈ２４．２）

加速化プラン（Ｈ２２）



・ 薬物乱用防止に関する効果的な指導を行うために参考と
なる高校生向けの啓発教材を新たに作成・配布し、指導方法
の充実を図った。

高校生用啓発ＤＶＤ

４．薬物乱用防止に関する広報啓発活動の推進

・ 薬物乱用の危険性を身近に認識させるため、高校生から啓発ポスターのデザイン画及び啓発映像を公募し、すべて
の高校へポスターを配布するとともに、競技場等の大型ディスプレイシステムを活用し、薬物乱用防止を啓発する映像
を放映した。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1295807.htm

平成２３年度 平成２４年度

５．教員や薬物乱用防止教室の指導者に対する研修機会の充実

・ 薬物乱用防止教室の推進を図るため、警察職員、麻薬取締官ＯＢ、学校薬剤師、税関職員等の薬物乱用防止教室
の講師の資質向上を図るための講習会・研修会を実施した。

・ 効果的な実践のための指導の充実を図るため、教員や薬物乱用防止教室の指導者に対する研修の機会の拡充を
図るよう指導した。

・薬物乱用防止教育推進事業

薬物乱用防止教室推進のための講習会の実施 ３９道府県

平成２４年度

ポスター 啓発映像

加速化プラン（Ｈ２２）

（Ｈ２４．３）

・文部科学省補助事業薬物乱用防止指導者研修会【日本学校保健会】 ３県（岡山県、富山県、山梨県）

薬物乱用防止シンポジウム（兵庫県）



６．学校警察連絡協議会等の活用促進など学校と警察の連携強化

・ 学校警察連絡協議会等において、少年の薬物乱用の実態、薬物の有害性・危険性等について情報提供を行うと
ともに、薬物乱用を把握した場合の早期連絡の要請等、学校関係者等との連携を一層強化するよう指導した。

７．大学生等の学生に対する薬物乱用防止のための啓発の強化

・ 薬物乱用防止のための啓発用パンフレット「薬物のない学生生活のために～薬物の危険は意外なほど身近に
迫っています～」を文部科学省のホームページで公開するとともに、すべての大学、短大、大学院大学及び専門学校
の新１年生に配布した。

・ 啓発用パンフレットの内容を活用した２種類の啓発用ポスターを作成し、すべての大学、短大、大学院大学及び専
門学校に配布した。

・ 大学等において、入学時のガイダンスなど様々な機会を通じ、大学等の学生に対して薬物乱用防止に係る啓発及
び指導の徹底に努めるよう指導した。

・ 大学の学生支援担当教職員の会議や研修会等において、入学時のオリエンテーションの活用、学生ハンドブック
への記載、講演会の開催などにより学生に対して薬物乱用防止に係る啓発及び指導の徹底に努めるよう要請した。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/03/1291383.htm

パンフレット ポスター
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