
 

 

 

 

 

第五次茨城県薬物乱用防止五か年戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１０月 

茨城県薬物乱用対策推進本部 



目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５

対策１ 対策１ 対策１ 対策１ 対策１
啓発の充実 の強化 基盤の整備と連携強化 　　県警察本部（薬物銃器対策課） への薬物流入阻止

　　県総務部総務課私学振興室 　　県保健福祉部（障害福祉課） 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 　　鹿島税関支署 　　県警察本部（薬物銃器対策課）
　　県保健福祉部（障害福祉課，薬務課） 　　県病院局（経営管理課・ 　　東京出入国在留管理局 　　茨城海上保安部 　　茨城海上保安部
　　県教育庁（義務教育課，高校教育課， 　　　　　　　こころの医療センター） 　　茨城海上保安部
　　　　　　　保健体育課） 対策２ 　薬物密輸ルートの解明と水際におけ 対策２ 　各国・地域における薬物乱用実態や
　　県警察本部（少年課） 対策２ 　刑事司法関係機関等における社会 対策２ 　暴力団等の県内薬物密売組織対策 る取締体制の構築 取締方策の把握
　　市町村 復帰に繋げる指導・支援の推進 の推進 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 　　県警察本部（薬物銃器対策課）

　　県保健福祉部（福祉指導課） 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 　　東京出入国在留管理局 　　茨城海上保安部
対策２ 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 　　茨城海上保安部 　　鹿島税関支署
　　県保健福祉部（生活衛生課，薬務課， 　　水戸保護観察所 　　茨城海上保安部 対策３ 国際会議・国際枠組への積極的な
　　　 　　　　　青少年家庭課） 　　水戸少年鑑別所 対策３ 参画
　　県産業戦略部（労働政策課） 壊滅・弱体化 対策３ 　水際と県内の関係機関が連係した薬 　　茨城海上保安部
　　県警察本部（薬物銃器対策課） 対策３ 　地域社会における本人・家族等への 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 物取締りの徹底
　　茨城労働局 支援体制の充実 　　東京出入国在留管理局 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 対策４ 　主要な仕出国・地域等との協力体制
　　水戸少年鑑別所 　　県保健福祉部（福祉指導課，障害福祉課，　　茨城海上保安部 　　鹿島税関支署 の強化

　　　　　　　　　薬務課） 　　茨城海上保安部 　　茨城海上保安部
対策３ 　家庭・地域での薬物根絶意識の醸成 　　県病院局（経営管理課・ 対策４ 　巧妙化･潜在化する密売事犯への対応

と未然防止のための取組強化 　　　　　　　こころの医療センター） 　　県警察本部（薬物銃器対策課） 対策４ 　訪日外国人に対する広報・啓発活動
　　県保健福祉部（薬務課，青少年家庭課） 　　県警察本部（少年課，薬物銃器対策課） 　　東京出入国在留管理局 の推進
　　県教育庁（生涯学習課，義務教育課， 　　水戸保護観察所 　　茨城海上保安部 　　茨城海上保安部
　　　　　　　高校教育課） 　　水戸少年鑑別所
　　県警察本部（少年課） 対策５ 　薬物乱用者に対する取締りの徹底
　　市町村 対策４ 　薬物依存症に関する正しい理解の 　　県警察本部（薬物銃器対策課）

促進
対策４ 　海外渡航者に対する広報・啓発活動 　　県保健福祉部（障害福祉課，薬務課） 対策６ 　未規制物質等に対する情報収集と

の推進 　　県警察本部（少年課） 迅速な規制等の推進
　　県保健福祉部（薬務課） 　　県保健福祉部（薬務課）
　　県警本部（薬物銃器対策課） 対策５ 　薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた 　　県警察本部（薬物銃器対策課）

効果的なプログラムに関する研究の推進 　　茨城海上保安部
対策５ 　広報・啓発の強化 　　県保健福祉部（薬務課）
　　県保健福祉部（生活衛生課，障害福祉課， 　　県病院局（経営管理課・ 対策７ 　正規流通麻薬，向精神薬等に対する
　　　　　医療人材課，薬務課，青少年家庭課） 　　　　　　　こころの医療センター） 監督強化
　　県営業戦略部プロモーション戦略チーム 　　水戸保護観察所 　　県保健福祉部（薬務課）
　　県警察本部（少年課，薬物銃器対策課） 　　県警察本部（薬物銃器対策課）

対策６ 　広報・啓発活動による効果検証の推進
　　県保健福祉部（薬務課，青少年家庭課）
　　県警察本部（少年課，薬物銃器対策課）

第五次茨城県薬物乱用防止五か年戦略（対策別所管機関図）

　　【基本目標】　　世界的な薬物乱用問題の解決に向け，関係機関が一体となって総合的な
　　　　　　　　　　対策を講ずる。

　有職・無職少年に対する啓発の強化

（計画期間：2018.10～2023.9）

　学校における薬物乱用防止教育及び 　薬物依存症者等への医療提供体制 　薬物密売組織の壊滅に向けた捜査 　密輸に関する情報収集の強化

　青少年を中心とした広報・啓発を通じた県民
全体の規範意識の向上による薬物乱用未然
防止

　外国人薬物密売組織の実態解明と

　薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な
社会復帰支援による再乱用防止

　薬物密売組織の壊滅，末端乱用者に対する
取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に対
する迅速な対応による薬物の流通阻止

　水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止

　国際的な取締体制の構築による県内

　国際社会の一員としての国際連携・協力を通
じた薬物乱用防止
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第五次茨城県薬物乱用防止五か年戦略 

［戦略期間：２０１８年１０月から２０２３年９月］ 

 

基本目標 世界的な薬物乱用問題の解決に向け，関係機関が一体となって総合的な 

対策を講ずる。 

 

 

 

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた県民全体の規範意識の向上による 

薬物乱用未然防止 

薬物乱用を未然に防止するため、特に青少年を中心に薬物乱用の危険性・有害性

を正しく認識させるべく、学校等と連携した薬物乱用防止教室の開催等を通じた積

極的な広報・啓発が必要不可欠である。 

また、啓発対象年齢層に応じて、薬物乱用に関する基礎知識、薬物の具体的な危

険性・有害性、薬物乱用への勧誘に対する対応方法等、より理解しやすい手法を検

討しながら、効果的な啓発を実施する必要がある。 

加えて、現在、青少年を中心に乱用が拡大している大麻や、今後流通しうる乱用

薬物について啓発を強化する必要がある。 

このため、以下の対策を講ずることとする。 

 

対策（１）学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実 

【私学振興室】 

・薬物乱用防止に関する指導の徹底について，各私立学校に周知し，薬物乱用防止

の指導の徹底を図る。 

・児童生徒が，薬物乱用の危険性，有害性を正しく認識する機会となるよう，薬物

乱用防止教室の実施について各私立学校あて依頼する。 

【障害福祉課】 

・精神保健福祉センターにおいて，学校の関係者及び児童・生徒に対し薬物依存に

関する知識の啓発を図るため講話を行う。 

【薬務課】 

・学校が開催する薬物乱用防止教室に派遣する薬物乱用防止対策班員，薬物乱用防

止指導員及び民間関係団体のスキルアップを図るため，研修会等を開催する。 

・児童生徒，保護者等対象者に応じた啓発資材を配布する。 
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・大学等の学生を対象に，キャンペーンを実施するとともに，大学等に講習会の開

催を促し，講師派遣に応じる。 

・私立学校における薬物乱用防止教室を推進する。 

【義務教育課・高校教育課】 

・教職員を対象とした薬物乱用防止に向けた研修の実施により，教職員の指導力の

向上を図る。 

・「薬物乱用防止教室」等の実施をとおして，児童生徒が薬物乱用の危険性・有害

性の理解を深める機会を設定するよう指導する。 

・年数回，長期休業前に各学校に生徒指導に関する通知文を配付し，その中で薬物

乱用の危険性について児童生徒への指導を徹底するよう指導する。 

【保健体育課】 

・公立小学校・中学校・高等学校における「薬物乱用防止教室」等の開催 

・第五次茨城県薬物乱用防止五か年戦略に基づき，すべての中学校・高等学校にお

いて年１回は薬物乱用防止教室を開催するよう指導していく。その際，警察職員

や学校薬剤師，薬物乱用防止指導員等に協力を要請し，その指導の一層の充実を

図っていく。また，小学校においては，学校や地域の実情に応じて，保護者を交

えた同教室の開催を働きかけていく。 

・薬物乱用防止教育指導者養成講習会への講師派遣 

薬物乱用防止指導員，学校薬剤師及びライオンズクラブ薬物乱用防止教育認定

講師を対象とする講習会において，学校の実情を説明していく。充実した講習会

となるよう関東信越厚生局麻薬取締部や保健福祉部薬務課と連携を密にしてい

く。 

【少年課】 

・教育庁及び各学校と連携し，学校における薬物乱用防止教室を開催し，薬物の標

本やパネルの展示，ＤＶＤ視聴等により薬物の有害性・危険性を十分に理解させ，

濫用防止を図る。 

 

対策（２）有職・無職少年に対する啓発の強化 

【生活衛生課】 

・茨城県生活衛生営業指導センター及び県内の生活衛生同業組合１０組合並びに茨

城県ビルメンテナンス協会に対し，啓発活動への協力を要請する 

・県内の理容師・美容師養成施設６校に対し，生徒を対象とした薬物乱用防止対策

の協力要請を行う 

【薬務課】 

・有職・無職少年が集まりやすいイベント会場等において啓発活動を行う。 
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・有職・無職少年が集まりやすい，運転免許センター，自動車教習所，ハローワー

ク，ジョブカフェ等に，啓発ポスターやパンフレットを設置する。 

・新入社員等へ啓発・教育を行う。 

【青少年家庭課】 

・県内市町村で行っている街頭などにおける青少年への声かけ，相談活動や｢青少

年の健全育成に協力する店｣登録等活動の際に薬物乱用防止の啓発を行うこと

を，県内市町村関係各課や茨城県青少年相談員連絡協議会に対し協力依頼する。 

【労働政策課】 

・県内６か所に設置しているいばらき就職支援センターにおいて，若年層を含む求

職者に対して啓発冊子を配布し，普及啓発を行う。 

【薬物銃器対策課】 

・関係機関と連携して街頭キャンペーンを実施し、有職・無職少年に対して薬物乱

用防止の広報・啓発を推進する。 

・SNS や県警ホームページ等を通じて、有職・無職少年に対して薬物乱用防止の広

報・啓発を推進する。 

【茨城労働局】 

・労働局（総合労働相談コーナー・ハローワーク）においては，労働相談や職業相

談において，若年者・青少年に対し，薬物について話があった際には，厚生労働

省作成の「薬物乱用防止読本」を活用して，啓発指導を実施する。 

【水戸少年鑑別所】 

・在所者の居室に，茨城県から配布された薬物乱用防止読本等のパンフレットを備

え付け，在所者に対して閲読するよう促すとともに，薬害についての教育ビデオ，

録音教材などを視聴させる。加えて，大麻や危険ドラッグ等の多様化する乱用薬

物の防止に関する啓発を強化する。 

 

対策（３）家庭・地域での薬物根絶意識の醸成と未然防止のための取組強化 

【薬務課】 

・「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を通じ，薬物乱用防止啓発を強化する。 

・茨城県薬物乱用防止指導員協議会やライオンズクラブ等の民間啓発団体と連携

し，地域の実情に応じた啓発活動の充実を図る。 

・市町村担当者を対象に，薬物乱用防止の研修会を開催する。 

【青少年家庭課】 

・「青少年の健全育成に協力する店」の登録を推進し，青少年を取り巻く社会環境

の健全化と非行防止について事業者に協力を依頼する。 

・「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」に基づいて市町村が行う薬品販売業
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者等への立入調査及び指導に対して，県が適切な情報提供や助言を行うこと等に

より，乱用のおそれのある指定薬品類等の青少年への販売規制の徹底を図る。 

・薬物の使用を促すなど法令違反を助長する図書等について「茨城県青少年の健全

育成等に関する条例」に基づき，有害図書等の指定を行う。 

【生涯学習課】 

・ＰＴＡ指導者研修資料「子どもの幸せと健全育成のために」などの作成・配付 

掲載内容：子どもの安全確保を図るために薬物乱用防止の話題や資料を掲載 

配付先：各幼小中高ＰＴＡ，各市町村教育委員会等 

・ＰＴＡ指導者研修資料を活用したＰＴＡ指導者研修会等の実施 

実施地区：幼Ｐ（県内５地区），小中Ｐ（県内５地区），高Ｐ（県内５地区）  

時  期：７月～11月 

【義務教育課・高校教育課】 

・各学校に対して，薬物乱用防止指導員協議会やライオンズクラブ等の民間啓発団

体と連携し，地域の実情に応じた啓発活動の充実を図るよう指導する。 

・子どもホットラインやいじめ・体罰解消サポートセンター等，相談窓口の周知を

図り，薬物乱用の未然防止，早期発見・早期解消を図る。 

・各学校で実施しているさわやかマナーアップ運動をとおして，学校・家庭・地域

社会が連携して，マナーアップに向けた取組を実施し，規範意識の高揚や公共の

マナーの向上を図る。 

・毎年１１月に実施している「さわやかマナーキャンペーン」（幼稚園，小学校・

特別支援学校），「さわやかマナーアップキャンペーン」（中学校・高等学校）の

中で，薬物乱用防止の啓発を図る。 

【少年課】 

・青少年問題等に係る地域の会合に積極的に参加するなどし，薬物乱用の現状等に

ついて情報発信するとともに，家庭と地域が一体となって青少年に薬物乱用をさ

せない気運を醸成する。 

 

対策（４）海外渡航者に対する広報・啓発活動の推進 

【薬務課】 

・茨城県旅券室を通じて，パスポートが発券される県民に対し，薬物乱用防止啓発

を行う。 

・茨城空港でのキャンペーンを通して，茨城空港から海外へ渡航する人を対象に，

薬物乱用防止啓発を行う。 

【薬物銃器対策課】 

・県警ホームページ、SNS を利用して、海外渡航者等に向け、違法薬物の危険性、
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海外での違法薬物の所持、密輸等の危険性や大麻を原料とする食品等の持ち帰り

に関する注意喚起を行う。 

 

対策（５）広報・啓発の強化 

【生活衛生課】 

・対策２に同じ 

【障害福祉課】 

・精神保健福祉センターにおいてホームページやＳＮＳなどを通じて薬物依存に関

する知識や相談窓口に関する普及啓発を行う。 

・アディクションフォーラム（依存問題の当事者中心の啓発研修会）を開催する。 

【医療人材課】 

・看護学生の薬物乱用防止への理解が深まるよう，県内の看護師等養成施設に対し，

授業の一環として行われる覚醒剤等の薬物・法規等に関する教育を通じた啓発に

ついて，引き続き協力を要請する。 

【目標】 看護師等養成所   21 校（大学を除く） 

      高等学校（看護科）  2 校  

        計       23 校（予定）／年 

 

・県内の理学療法士等の医療従事者養成所に対し，学生を対象にした薬物乱用防止

指導を要請する。 

【目標】  理学療法士養成所 2 校 

       作業療法士養成所 1 校 

       言語聴覚士養成所 1 校 

       歯科衛生士養成所 3 校 

       歯科技工士養成所 1 校 

          救急救命士養成所 2 校  

          計       10 校 

【薬務課】 

・薬物の危険性・有害性等の科学的知見に基づき，対象者の年齢層に応じて，パン

フレットなどの啓発資材を作成し，広く配布する。また，青少年の目に触れやす

いウェブサイト等を活用するとともに，薬物の危険性・有害性を印象づける画像

等を用いるなど啓発を強化する。 

・「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を通じ，薬物乱用防止啓発を強化する。 

・市町村等と連携を図り，不正大麻・けし撲滅運動を強力に推進する。 

・市町村及びライオンズクラブ等民間啓発団体と連携し，地域の実情に応じた啓発
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活動の充実を図る。 

・海外との連絡口となる茨城空港での啓発を行う。 

・茨城県薬物乱用防止指導員協議会の組織強化を図るとともに，その活動の活性化

を図る。 

【青少年家庭課】 

・青少年相談員等が行う地域の見守り活動などを通じて，青少年に積極的に声かけ

を行い，地域の大人と青少年との関係づくりに努めることにより，地域の教育力

を高め，青少年が薬物乱用などの非行に走りにくい環境づくりを進める。 

・県内市町村で行っている街頭などにおける青少年への声かけ・相談活動や｢青少

年の健全育成に協力する店｣登録等活動の際に薬物乱用防止の啓発を行うこと

を，県内市町村関係各課や茨城県青少年相談員連絡協議会に対し協力依頼する。 

【プロモーション戦略チーム】 

・各種広報媒体を通じて，麻薬や危険ドラッグ，覚醒剤等の有害性を周知するなど，

乱用防止のための啓発を推進する。 

＜利用広報媒体＞ 

県広報紙「ひばり」，県ホームページ，SNS，新聞，テレビ，ラジオ等 

【少年課】 

・「大麻は悪影響が少ない。」などという誤った認識等により，若者による大麻事犯

が増加傾向にあることから，大麻の有害性・危険性について正しく理解させるた

め，各種の広報媒体を活用した広報・啓発を強化する。また，覚醒剤など他の薬

物についても同様とし，青少年の規範意識向上を図る。 

【薬物銃器対策課】 

・薬物の危険性・有害性等の科学的知見を関係機関と共有し、広報・啓発資材に反

映させることで内容の充実を図る。 

・県警ホームページ、SNS 等、青少年の目に触れやすい広報媒体を活用するととも

に、薬物の危険性・有害性等を強く印象付ける画像等を用いるなど、手法を工夫

した啓発活動を強化する。 

・効果的な啓発を実施するため、県内の薬物乱用情勢に即した啓発内容を関係機関

等と共有する。 

 

 

対策（６）広報・啓発活動による効果検証の推進 

【薬務課】 

・薬物乱用防止教室で，アンケート調査を実施し，結果をその後の薬物乱用防止教

室に生かす。 
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【青少年家庭課】 

・各市町村では，「青少年の健全育成に協力する店」の年度末登録店舗数の集計結

果を基に次年度の登録活動の参考とし，啓発活動の一層の充実を図る。 

【少年課】 

・広報・啓発した結果についての意識調査を実施するとともに，その結果を反映さ

せた広報・啓発に努める。 

【薬物銃器対策課】 

・薬物乱用防止教室等を通し、薬物乱用防止の広報・啓発活動による効果の検証を

行い、広報・啓発施策の一層の充実を図る。 

 

 

目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止 

薬物乱用者が社会復帰し、薬物の再乱用を防止するためには、認知行動療法等を

中心とした薬物依存症の適切な治療と社会復帰に向けた効果的な指導・支援の両輪

により対策を講じる必要がある。 

そのためには、薬物乱用は犯罪行為であるとともに薬物依存症という病気である

場合があることを十分に認識し、社会復帰や治療のための環境整備に努め、社会資

源の活用を行った上で、再乱用防止施策を推進する必要がある。 

また、薬物依存の治療及び薬物乱用者の社会復帰支援には、関係省庁間での連携

を密にすることは当然であるが、民間団体との連携や薬物問題に悩む家族へのきめ

細やかな支援が重要であることを理解し、効果検証等を通じて、より一層効果的な

再乱用防止対策を推進する必要がある。 

このため、以下のような対策を講ずることとする。 

 

対策（１）薬物依存症者等への医療提供体制の強化 

【障害福祉課】 

・障害福祉課において，薬物依存症の専門医療機関，治療拠点機関の選定を行う。 

【病院局】 

・急性期の解毒，離脱症状，合併症に対する治療をはじめ，依存症患者の社会復帰

や民間で対応困難なアルコール依存患者の治療などの物質依存症医療の診療機

能や質の向上を図る。 

・認知行動療法に基づく治療回復プログラムを実施する。 
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対策（２）刑事司法関係機関等における社会復帰に繋げる指導・支援の推進 

【福祉指導課】 

・刑事司法関係機関等と連携し社会復帰に繋げる指導・支援の推進を盛り込んだ茨

城県再犯防止推進計画を策定する。 

【薬物銃器対策課】 

・薬物事犯により検挙した執行猶予判決が見込まれる者、保護観察の付かない執行

猶予判決を受けた者等に対して、再乱用防止に向けたリーフレット「相談してみ

ませんか」を配布し、相談の促進を図る。 

【水戸保護観察所】 

・薬物事犯等一定要件を満たした保護観察対象者に対し，薬物再乱用防止プログラ

ムを特別遵守事項に義務付けて実施するとともに，同プログラムに基づく指導を

義務付けられない者に対しては，自発的意思に基づく簡易薬物検出検査を受ける

よう働きかける。 

・薬物依存のある保護観察対象者に対し，必要に応じて茨城県立こころの医療セン

ター等における医療や茨城県精神保健福祉センター等における支援を受けるよ

う働きかける。 

・刑事施設の満期出所者など更生緊急保護の対象となる薬物事犯者等に対し，必要

な支援を実施する。 

【水戸少年鑑別所】 

・薬物乱用歴やその後遺症が認められる在所者に対しては，必要に応じて医療機関

を受診させる。また，薬物非行がある在所者や継続的な薬物使用が認められる在

所者に対しては，薬物非行の調査（アセスメントツール）を活用し，薬物使用歴，

薬物依存に関する問題性，処遇に対する動機付け等を把握して，改善更生のため

の処遇指針を策定し，少年院や保護観察所などの関係機関に確実に引き継ぐ。 

 

対策（３）地域社会における本人・家族等への支援体制の充実 

【福祉指導課】 

・地域社会における本人・家族等への支援体制の充実を盛り込んだ茨城県再犯防止

推進計画を策定する。 

【障害福祉課】 

・依存症相談員を配置した相談拠点機関を設置し，本人や家族からの薬物依存症に

関する相談支援窓口の充実を図ります。 

・精神保健福祉センターにおいて薬物相談事業を行う。 

１ 個別相談の実施 

電話相談：随時 
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    来所相談：月６回,他随時 

    水戸（センター）毎月第１・３木曜日 

    県北（日立保健所）毎月第１金曜日 

    県西（筑西保健所）毎月第２金曜日 

    県南（竜ヶ崎保健所）毎月第３金曜日 

    鹿行（潮来保健所）毎月第４金曜日 

２ 家族教室の開催 

    水戸（センター）毎月第１木曜日 

    県西（筑西保健所）毎月第２金曜日 

３ 薬物依存症回復プログラムの実施 

    毎週水曜日 

４ 薬物依存症者の社会復帰等を行っている民間団体の活動との連携を図る 

・精神保健福祉センターにおいて保護観察所薬物引受人家族会への協力を行う。 

１ 個別相談 年５回程度 

２ 講義   年３回程度 

・関係機関の連携を図るための会議を開催 

  年５回程度 

【薬務課】 

・精神保健福祉センターに専門相談員を配置して，薬物依存症者やその家族からの

薬物相談に対応するとともに，リーフレットを配布するなど，薬物の相談窓口の

周知を図る。 

・保健所での相談体制の強化を図るため，研修等を通じて担当職員の専門性を養成

する。 

【病院局】 

・薬物問題に対する専門的な相談の場である，こころの医療センターの薬物問題専

門外来の周知に努めるとともに相談者に対して，病態の的確な評価や，治療とリ

ハビリテーションの提案をするなど，相談体制の充実を図る。また，その家族に

対し専門的な相談の場を提供し，患者家族による継続的な相談や家族自身の回復

について提案・支援を行う。 

・家族教室の継続・充実を図る。 

【少年課】 

・薬物乱用により検挙された少年が再び乱用しないように保護者の理解と協力を得

た上，個々の少年の状況に応じた立ち直り支援活動を推進する。 

【薬物銃器対策課】 

・薬物問題を抱える当事者及びその家族からの相談に対し、適切な対応を行うとと
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もに、冊子の配布や関係機関の教示を行う。 

【水戸保護観察所】 

・薬物依存のある刑務所出所者等の引受人・家族等に対し薬物乱用の有害性や当該

刑務所出所者等への対応等に関する知識を付与するための講習会・相談会を実施

する。 

・法務省及び厚生労働省により策定された「薬物依存のある刑務所出所者等の支援

に関する地域連携ガイドライン」に基づき，医療・保健・福祉機関や民間支援団

体との一層の連携を図る。 

【水戸少年鑑別所】 

・地域援助において，薬物乱用に関する問題についての相談を受け付けた際には，

必要なアドバイスをするとともに，ケースに応じて専門の治療機関を紹介する。

その他の問題で相談を受け付けた場合にも，薬物乱用の危険性に関する助言を積

極的に行う。 

 

対策（４）薬物依存症に関する正しい理解の促進 

【障害福祉課】 

・精神保健福祉センターにおいて薬物問題に関わる保健・福祉・医療などの関係者

の研修を行い，職員の資質の向上を図る。 

１ アディクション専門研修 

２ 関係機関職員向けの教育研修（基礎講座） 

３ アディクションフォーラム（依存問題の当事者中心の啓発研修会） 

４ 随時,地域の関係機関から依頼される研修会 

【薬務課】 

・専門相談員を設置した精神保健福祉センターを薬物相談窓口の中核として，薬物

依存症者やその家族からの相談に応じる。 

・児童自立支援施設等において，薬物乱用歴がある少年に対し，薬物乱用防止の教

育の充実を図る。 

【少年課】 

・薬物乱用防止教室等において，薬物の有害性・危険性とともに，薬物依存症に対

する正しい知識を浸透させる。 

 

対策（５）薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた効果的なプログラムに関する研究の

推進 

【薬務課】 

・薬物乱用の実態把握に向け，関係機関等からの情報収集に努める。 



－11－ 

 

【病院局】 

・当院における治療データを収集・分析し，今後の治療体制の検討を行うとともに，

研究・発表に積極的に取り組む。 

【水戸保護観察所】 

・茨城県立こころの医療センター及び茨城県精神保健福祉センターと連携し，薬物

依存のある保護観察対象者等に対する社会復帰支援の効果的な在り方について

検討し，実施する。 

 

 

目標３ 薬物密売組織の壊滅、末端乱用者に対する取締りの徹底及び多様化す 

る乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止 

乱用薬物の流通等を阻止するためには、薬物の供給源となる薬物密売組織を壊滅

するとともに、末端乱用者に対する取締りを徹底する需給両面からの対策が必要で

あり、暴力団等の薬物犯罪組織の実態やその相互の結節点の解明、末端乱用者から

の突き上げ捜査、巧妙化する密売手口等の情報収集や分析等を関係機関が連携して

推進する必要があることから、以下の対策を講ずることとする。 

 

対策（１）薬物密売組織の壊滅に向けた捜査基盤の整備と連携強化 

【薬物銃器対策課】 

・組織的な薬物密売の実態解明を推進するため、情報を集約、分析して、取締りの

強化を図る。 

・関係機関による合同捜査による取締りを推進する。 

・関係機関等との会議を通じ情報交換を促進して連携を強化する。 

・通信傍受、コントロールド・デリバリー捜査等の各種捜査手法のより効果的な活

用を図るとともに、取締り、視察内偵等のための装備資機材の効果的な活用を図

る。 

【東京出入国在留管理局】 

・不法滞在者の効果的な摘発に向け，引き続き関係機関との緊密な連携強化に努め

る。 

【茨城海上保安部】 

・関係機関と連携し，合同捜査・共同摘発を推進する。 

・薬物密輸の取締りや内偵等のため，巡視船及び航空機による夜間しょう戒を有効

に活用する。 
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対策（２）暴力団等の県内薬物密売組織対策の推進 

【薬物銃器対策課】 

・末端乱用者からの突き上げ捜査等により暴力団等の薬物密売組織による薬物密売

の実態を解明し、首領、幹部等の中枢に位置する者の検挙を推進する。 

・薬物密売等の事犯について、営利性、常習性等の立証に努め、麻薬特例法を適用

するなど厳正な科刑の獲得に努める。 

・薬物犯罪収益等に係る実態解明を推進して、薬物犯罪収益等の隠匿・収受行為の

発見に努める。 

【茨城海上保安部】 

・薬物密輸に関わる暴力団等に係る情報を集約・分析して取締りに活用する。 

・疑わしい取引に関する情報を分析するとともに，関係機関から薬物密輸に関わる

暴力団等の情報を，薬物密売組織の摘発に活用する。 

 

対策（３）外国人薬物密売組織の実態解明と壊滅・弱体化 

【薬物銃器対策課】 

・不法滞在外国人に関する情報を収集・分析し、関係機関と連携した取締りを強化

する。 

・関係機関において外国人薬物密売組織の構成員、役割分担、密売手口等に関する

情報を共有して実態を解明する。 

・事件捜査等を通じて薬物密売組織、薬物密輸ルート、資金の流れ、連絡手段等に

ついて解明を図る。 

【東京出入国在留管理局】 

・悪質・巧妙化する不法滞在事案に対し，情報収集・調査分析に努め，関係機関と

の連絡・協調を図ることにより，効果的な摘発を実施する。 

【茨城海上保安部】 

・関係機関との情報交換を通じ，外国人密売組織に関する情報の収集，分析を行い，

組織の実態解明に努める。 

 

対策（４）巧妙化・潜在化する密売事犯への対応 

【薬物銃器対策課】 

・インターネット・ホットラインセンター（IHC）等からの通報及びサイバーパト

ロールにより、薬物密売に関する違法情報の収集を推進する。 

・インターネット等を利用した薬物密売手口の解析・分析を強化するとともに、各

種法令を駆使した取締りを推進する。 
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【東京出入国在留管理局】 

・関係機関との協力関係を強化して，薬物事犯等不良外国人に対する迅速な退去強

制手続きに努める。 

【茨城海上保安部】 

・関係機関からの情報収集，オープンソースを利用した情報分析を行い，流行して

いる密輸ルートや密売手口に対する知見を深め，摘発に努める。 

 

対策（５）薬物乱用者に対する取締りの徹底 

【薬物銃器対策課】 

・薬物乱用の傾向等を分析し、末端乱用者に対する取締りを徹底する。 

・乱用の拡大が懸念される薬物事犯を対象として、より重点的に取締りを実施する。 

 

対策（６）未規制物質等に対する情報収集と迅速な規制等の推進 

【薬務課】 

・茨城県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指定薬物の指定により，危険

ドラッグの市場流通を排除する。 

・危険ドラッグの試験検査を実施し，県警や他県と情報共有のもと，危険ドラッグ

の市場流通を排除する。 

【薬物銃器対策課】 

・新たな形態の規制薬物や未規制薬物について、関係機関を通じて情報共有を図る。 

【茨城海上保安部】 

・新たな形態の規制薬物や未規制物質につき，関係機関を通じて情報を共有する。 
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対策（７）正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化 

【薬務課】 

・関係機関と定期的に情報交換を行う。 

・乱用・依存患者の増加が懸念されている向精神薬に係る多重受診及び偽造処方箋

対策を強化する。 

・関東信越厚生局麻薬取締部と合同で立入調査を実施する。 

・医療機関，取扱業者，薬局等の立入検査を強化し，麻薬，向精神薬，覚せい剤原

料等の不正流通防止の徹底を図る。 

＜立入検査計画＞ 

 実施目標 

(H30参考)免許(指

定)数 

（みなし含む） 

麻  薬 1回／3年 2,100 

向精神薬 1回／6年 5,300 

覚せい剤 1回／2年 15 

覚せい剤原

料 
1回／5年 5,000 

大  麻 1回／1年 5 

け  し 1回／1年 2 
 

【薬物銃器対策課】 

・医療用麻薬、向精神薬等の不正流通等を確認した際に、関係機関と連携の上、積

極的に取締りを実施する。 

 

 

目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

薬物の乱用防止のためには、需要の削減を図るとともに、その供給を遮断するこ

とが肝要である。覚醒剤を始め、我が国で乱用される薬物のほとんどが外国から密

輸入されたものと考えられることから、我が国への薬物密輸を阻止するため、水際

対策の徹底を引き続き図るとともに、密造に用いられるおそれのある原料物質につ

いても適切な貿易管理を行うことが必要である。 

このため，関係機関による密接な連携の下，以下の対策を講ずることとする。 
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対策（１）密輸等に関する情報収集の強化 

【薬物銃器対策課】 

・薬物相談電話である「覚醒剤 110 番」を積極的に広報するとともに、あらゆる機

会を利用し、県民から広く密輸等の情報を求める活動を強化する。 

・漁業関係者等との連携を通じて密輸関連情報の提供を要請するなど通報体制を確

立する。 

・検挙被疑者の突き上げ捜査等による核心をついた密輸情報の入手に努める。 

・薬物密輸入を想定した合同取締訓練を実施するなど、関係機関との連携や能力向

上に努める。 

【鹿島税関支署】 

・「税関協力員」及び「各関係団体」を通じ，税関業務についての理解を求めると

ともに，積極的な協力要請及び情報収集を行う。 

【茨城海上保安部】 

・関係機関からの情報収集，オープンソースを利用した情報分析を行い，流行して

いる密輸ルートや密売手口に対する知見を深め，摘発に努める。 

・マスメディア，ウェブサイト等を効果的に活用し，海の緊急通報用電話番号１１

８番等を積極的に広報するとともに，海の海事関係機関訪問時にリーフレットの

配布，ポスター掲示を依頼し，一般市民から広く密輸等の情報提供を求める活動

を強化する。 

・関係機関との間で，薬物が積みだされるおそれのある国や地域，船舶，人等密輸

情報等に関する情報の共有を図る。 

・関係機関と連携して外国船舶に対する合同立入検査を実施し，密輸取締りの強化

を図るほか，船員，代理店等から関連する情報の入手を行い，取締りに活用する。 

 

対策（２）薬物密輸ルートの解明と水際における取締体制の構築 

【薬物銃器対策課】 

・関係機関との緊密な協力を図り、各種捜査手法の向上に努める。 

・新たな形態の密輸手口に関する情報共有を推進する。 

・関係機関との会議等と通じて海外で流行する乱用薬物に関する情報交換を図る。 

【東京出入国在留管理局】 

・個人識別情報等を活用した厳密な上陸審査を行い，水際での不法就労・薬物事犯

等不良外国人の流入防止に努める。 

・関係機関との連携を緊密にして，不法就労・薬物事犯等に関係した要注意船舶に

対する厳格な上陸審査に努め，薬物事犯等不良外国人に対する上陸防止措置を図

る。 
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【鹿島税関支署】 

・関係機関との連携強化を目的に，薬物等の密輸対策会議を開催する。 

・監視艇を活用し，洋上における不審対象の発見を主眼におきつつ，防圧を目的と

した巡回を実施する。 

・旅客，乗組員等に対するリスク判定，情報分析を的確に行い重点的な取締りを実

施する。 

【茨城海上保安部】 

・関係機関からの情報収集，オープンソースを利用した情報分析を行い，流行して

いる密輸ルートや密売手口に対する知見を深め，摘発に努める。 

・港湾等における監視体制を強化し，不審な船舶等に関する情報収集に努めるとと

もに，関係機関間との情報共有を図り，疑わしい国，地域から直航する外国船舶

に対する合同立入検査を実施する。 

 

対策（３）水際と県内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底 

【薬物銃器対策課】 

・コントロールド・デリバリー捜査の積極的な活用等に向け、関係機関が協働して、

合同捜査を積極的に推進する。 

・捜査等を通じて入手した情報を分析し、暴力団等と海外密輸組織の結節点を解明

する。 

・関係機関の緊密な連携により、捜査手法を共有し、薬物取締を徹底する。 

【鹿島税関支署】 

・各関係機関と共同のうえ，船舶に対する船内検査などを実施し，専門性を活かし

た効果的な合同取締を実施する。 

 

【茨城海上保安部】 

・関係機関と連携し，薬物関連情報を共有して効果的な取締りを実施する。 

・関係機関の専門性の相互補完を図り，連携を強化し，対象船舶に対して各機関の

特性を生かした検査，張込み，調査等を実施する。 

 

対策（４）訪日外国人に対する広報・啓発活動の推進 

【茨城海上保安部】 

・代理店や海事関係機関を通じ，フェリー等を利用する訪日外国人に対して薬物の

持込，所持等，禁止事項に関する啓発活動を実施する。 
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目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止 

違法薬物は大陸や海洋を跨ぎ世界規模で取引されている。また、近年、覚醒剤の

製造地域、我が国への薬物仕出国や中継国の多様化が進んでおり、我が国の薬物乱

用防止の観点からも、国際的な薬物取締網を構築、強化することが急務である。 

今後、我が国がさらなる国際化を目指すに当たって、関係各国や国際機関と緊密

に連携し、国際的な取締体制を強固なものとするとともに、各国の薬物乱用情勢を

注視しつつ、我が国の薬物乱用対策を積極的に発信すること等を通じて、国際社会

での薬物乱用対策のイニシアチブを取る必要がある。 

このため、以下の対策を講ずることとする。 
 

対策（１）国際的な取締体制の構築による県内への薬物流入阻止 

【薬物銃器対策課】 

・薬物の仕出地又は中継地となっている国・地域及びその他の周辺諸国との情報交

換及び密輸取締りの一層の強化のため、国際捜査共助や逃走犯罪人引渡しを積極

的に活用しつつ、国際的な共同オペレーション（国際捜査協力）を進める。 

【茨城海上保安部】 

・管区本部や本庁を通じ，海外の関係機関から薬物仕出国や密輸手法等に関する情

報収集を行い，薬物流入阻止に効果的に活用する。 

 

対策（２）各国・地域における薬物乱用実態や取締方策の把握 

【薬物銃器対策課】 

・インターネット対策等をはじめとする各国・地域の薬物事犯に対する捜査手法に

ついて情報を収集し、活用する。 

【茨城海上保安部】 

・インターネット等を活用し，各国・地域の薬物事犯に対する捜査手法について情

報収集し，活用する。 

 

対策（３）国際会議・国際枠組への積極的な参画 

【茨城海上保安部】 

・管区本部や本庁を通じ，積極的な情報収集を実施する。 

 

対策（４）主要な仕出国・地域等との協力体制の強化 

【茨城海上保安部】 

・管区本部や本庁を通じ，協力体制の強化を実施する。 

 


