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１ はじめに                                                  

（１）これまでの経過  

○ 平成９年４月、政府において、国内における長期的な総合計画を策定することが

申し合わされ、平成 10 年５月、「薬物乱用防止五か年戦略」が策定された。同戦

略では、第三次覚醒剤乱用期の到来に対し、その早期終息に向けて緊急に対策を講

ずるとともに、世界的な薬物乱用問題の解決に我が国も積極的に貢献することを基

本目標とされた。 

 

○ 政府においては、その後も各戦略期における薬物情勢を踏まえ、３次にわたる戦

略の策定が行われ、平成 30 年８月には「第五次薬物乱用防止五か年戦略」が策定

された。 

 

○ 本県においては、平成 15 年 7 月、政府の「薬物乱用防止新５か年戦略」が示さ

れたことを受け、平成 15 年 12 月、和歌山県薬物乱用対策推進本部（以下「和歌

山県本部」という。）において、「紀の国薬物乱用防止五ヵ年戦略」を策定した。同

戦略では、第三次覚醒剤乱用期の一刻も早い終息に向けて総合的に対策を講ずるこ

とを基本目標とした。 

 

○ 和歌山県本部においては、その後も政府の戦略と本県の薬物情勢を踏まえ、これ

まで２次にわたる戦略を策定してきた。 

 

○ 今回、平成 30 年８月に策定された「第五次薬物乱用防止五か年戦略」と本県の

薬物情勢を踏まえ、新たな戦略を策定することとした。 

 

（２）本戦略の目的  

○ 本戦略は、刻一刻と変化する薬物情勢に対し、県内の関係機関・団体が連携の下、

総合的な対策を講ずることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的とする。 

 

（３）本戦略の期間  

○ 本戦略は、2019 年度から 2023 年度までの５年間とする。 

 

［政府戦略と本県戦略の策定経過］ 
 

策定年月 政府戦略 策定年月 本県戦略
平成10年５月 薬物乱用防止五か年戦略 - -
平成15年７月 薬物乱用防止新五か年戦略 平成15年12月 紀の国薬物乱用防止五か年戦略
平成20年８月 第三次薬物乱用防止五か年戦略 平成21年１月 紀の国薬物乱用防止新５か年戦略
平成25年８月 第四次薬物乱用防止五か年戦略 平成26年３月 第３次紀の国薬物乱用防止５か年戦略
平成30年８月 第五次薬物乱用防止五か年戦略 平成31年３月 第四次紀の国薬物乱用防止五か年戦略  
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  ２ 薬物情勢                         
（１）全国の薬物情勢  

○ 全国における薬物事犯全体の検挙人員は、平成 29 年では 14,019 人で、平成

25 年の 13,292 人と比較すると若干増加している。 

 

○ 覚醒剤事犯は、依然として薬物事犯の中で最も多くの割合を占めており、平成 29

年の覚醒剤事犯の検挙人員は 10,284 人と、薬物事犯全体の７割以上であった。 

一方で、第三次覚醒剤乱用期のピーク時（平成９年の覚醒剤事犯の検挙人員：

19,937 人）と比較すると、半数近くまで減少しており、継続して行ってきた対策

が着実に成果を挙げている。 

 

○ 第四次薬物乱用防止五か年戦略中に深刻な社会問題となった危険ドラッグについ

ては、平成 26 年 7 月に政府において「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対

策」を策定し、徹底した対策を講じた。その結果、平成 26 年 3 月時点で全国に

215 店舗存在した危険ドラッグ販売店舗を、平成 27 年 7 月に全滅させることが

できた。また、危険ドラッグ事犯（医薬品医療機器等法違反）の検挙人員も、平成

27 年の 1,040 人をピークに減少傾向に転じ、平成 29 年は 653 人となった。 

 

○ 大麻事犯は、近年大きく増加している。平成 25 年には 1,616 人であった大麻事

犯の検挙人員が、平成 29 年には過去最多となる 3,218 人となった。中でも、そ

の約半数にあたる 1,519 人が青少年（20 歳代及び 20 歳未満）であり、若い世代

を中心に大麻の乱用の裾野が拡大している。 

また、乱用形態については、従来の植物体以外にも、有害成分を濃縮・抽出した

大麻ワックス・大麻リキッド等と呼ばれるものも国内各地で押収されており、様々

な形態への変化が見られる。 

 

○ 麻薬・向精神薬事犯の検挙人員には、大きな増減は見られない。しかし、睡眠導

入剤などの医療用途で流通している向精神薬については、乱用事案に加えて、その

悪用による凶悪犯罪等が発生している。 

 

○ 薬物の再犯者率は、他の犯罪と比較し依然として高く、特に覚醒剤事犯にあって

は平成 29 年の再犯者率が 65.5％と増加の一途をたどっている。 
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○ 薬物の密輸入事犯の検挙人員は、平成 29 年では 316 人で、平成 25 年の 294

人と比較すると増加している。特に、大型の覚醒剤密輸入事犯の摘発が相次ぎ、平

成 28 年と平成 29 年の覚醒剤押収量が１トンを超えているにも関わらず、末端で

の密売価格に大きな変動が見られないことから、海外から相当量の不正薬物の流入

が疑われる。 

 

 

（２）和歌山県の薬物情勢  

○ 本県における薬物事犯全体の検挙人員は、平成 29 年では 184 人で、平成 25 年

の 169 人と比較すると全国と同様、若干増加している。 

 

○ 覚醒剤事犯の検挙人員は、平成 29 年では 130 人と、平成 25 年の 150 人から

減少しているものの、本県の薬物事犯全体の７割以上を占めている。 

また、人口 10 万人あたりの覚醒剤事犯の検挙人員は、依然として全国の中でも

高い水準で推移している。 

県内では、平成 28 年に、会社の事務所で発砲し、立てこもり、従業員４人を死

傷させた事件が発生したが、事件後、立てこもった犯人が覚醒剤を使用していたこ

とがわかった。 

 

○ 危険ドラッグ対策については、平成 24 年 12 月に和歌山県薬物の濫用防止に関

する条例を制定し、本県独自の知事監視製品制度などによる規制を行った。その結

果、平成 26 年 3 月に本県にあった危険ドラッグ販売店舗をすべて閉店に追い込む

ことができ、健康被害事例についても平成 27 年度以降は報告されていない。 

しかし、依然としてインターネットでの販売が確認されており、最近ではＳＮＳ

や仮想通貨なども利用されるなど巧妙化や潜在化が進んでいる。 

 

○ 大麻事犯は、全国同様大きく増加している。平成 25 年には 11 人であった大麻

事犯の検挙人員が、平成 29 年には 48 人となっている。 

また、本県では平成 28 年に大規模な大麻の栽培が摘発され、その後も栽培事件

等が発生している状況である。 

 

○ 薬物の再犯者率は、全国同様、本県でも他の犯罪に比べ高い水準にあり、平成 29

年は 76.9％と、平成 25 年の 80.0％と比較すると減少しているものの、全国平均

の 65.5％を上回っている状況である。 
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 （参考データ） 全国・和歌山県                  
①［全薬物］事犯検挙人員（人） 

 H20  H21  H22  H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29 

14,720 15,417 14,965 14,200 13,881 13,292 13,437 13,887 13,841 14,019

150 180 186 191 192 169 186 174 165 184

【全国】

【和歌山】

②［覚醒剤］事犯検挙人員（人） 

H20  H21  H22  H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29

11,231 11,873 12,200 12,083 11,842 11,127 11,148 11,200 10,607 10,284

（うち少年） 255 258 228 185 148 125 94 119 136 93

128 145 165 171 168 150 151 140 135 130

（うち少年） 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1

【全国】

【和歌山】

③［大麻］事犯検挙人員（人） 

H20  H21  H22  H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29

2,867 3,087 2,367 1,759 1,692 1,616 1,813 2,167 2,722 3,218

（うち少年） 234 214 164 82 67 61 80 144 211 301

20 35 18 16 13 11 21 26 19 48

（うち少年） 0 3 0 0 0 1 1 4 1 8

【全国】

【和歌山】

④薬物乱用防止教室の開催状況（％） 

H20  H21  H22  H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29
小学校 37.5 54.0 62.3 62.6 65.9 67.1 72.3 76.4 77.3 79.1
中学校 58.4 72.8 79.1 81.6 82.7 82.8 88.3 89.2 91.0 91.0
義務教育学校 100.0 83.3
高等学校 64.1 75.3 78.8 79.0 80.2 81.3 83.6 84.7 86.3 86.4
小学校 49.5 57.5 54.8 59.6 63.3 69.8 69.2 68.0 65.6 71.0
中学校 45.6 62.9 70.2 61.5 69.5 64.7 67.9 74.8 72.9 78.0
義務教育学校 100.0
高等学校 66.0 79.2 86.8 65.9 82.7 63.5 77.5 76.9 78.0 82.5

【全国】

【和歌山】

⑤［覚醒剤］事犯における再犯者率（％） 

H20  H21  H22  H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29

55.9 57.8 59.1 59.2 61.1 62.8 64.5 64.6 64.9 65.5

71.1 75.2 72.7 70.2 61.9 80.0 81.5 75.7 76.3 76.9

【全国】

【和歌山】

⑥［危険ドラッグ］事犯検挙人員（人） 

  （医薬品医療機器等法違反） 

 H26  H27  H28  H29

549 1,040 826 653

 (うち少年) 18 28 10 2

10 4 1 2

 (うち少年) 1 1 0 0
【和歌山】

【全国】

 

          出典：県警察本部刑事部組織犯罪対策課 調べ 

          出典：県警察本部刑事部組織犯罪対策課 調べ 

          出典：県警察本部刑事部組織犯罪対策課 調べ 

          出典：県警察本部刑事部組織犯罪対策課 調べ 

          出典：県警察本部刑事部組織犯罪対策課 調べ 

出典：県教育庁学校教育局健康体育課 

          県企画部企画政策局文化学術課（薬務課集計） 調べ 

※『④薬物乱用防止教室の開催状況（％）』のみ「年度」表記とし、それ以外は「年」表記とする。 
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３ 現状を踏まえ、これからを見据えた課題                  
（１）青少年を中心とした大麻等に関する正しい知識の普及  

 近年、問題となっている大麻事犯については、インターネット上で「有害性がない。」

などの誤った情報が溢れ、また、海外で大麻の所持・使用を合法化する国が現れてい

ることなどから、青少年において、他の薬物と比較し大麻に対する危険性の認識が低

く、乱用が拡大していると推測される。 

一方、予防教育の中心である本県の薬物乱用防止教室の開催率は、平成 25 年度と

比較すると上昇しているものの、100％には至っていない。 

 このような状況を踏まえ、学校での薬物乱用防止教室の開催を徹底するとともに、

より効果的な媒体を活用し、青少年を中心に薬物の危険性を啓発するなど、正しい知

識の普及を図る必要がある。 

 

（２）関係機関・団体との連携を通じた薬物の再乱用防止対策の強化  

 本県の覚醒剤の再犯者率は、全国平均より高い水準で推移しており、再乱用防止対

策の強化が喫緊の課題である。薬物依存症からの回復及び社会復帰の支援については、

関係機関で緊密に連携することはもちろんのこと、回復支援施設等の民間団体との連

携や薬物問題に悩む家族などへのきめ細かい支援を実施していくことが必要である。 

 

（３）関係機関の更なる連携による水際対策  

大型の覚醒剤密輸入事犯の摘発等により覚醒剤の大量押収が全国で続いたにも関

わらず、国内で覚醒剤の供給が不足しているとの情報がなく、我が国へ流入している

覚醒剤は相当量に上るものと推測される。 

また、現在、我が国においては、「観光立国日本」の実現に向け、政府や地方自治

体により様々な施策が進められ、訪日外国人は増加している。加えて、2019 年に開

催されるラグビーワールドカップや、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催を機に、ますます、外国から日本へ、人の行き来と物の輸送の増加が

予想される。今後、本県においても、貨物への隠匿や訪日クルーズ船による薬物等の

国内持込事犯の発生する可能性があり、船内等水際での検索強化や薬物密売組織等に

対する取締りを徹底していく必要がある。 
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  ４ 戦略の目標                       
 本戦略を推進するにあたり、政府の「第五次薬物乱用防止五か年戦略」で示された５

つの目標のうち、和歌山県本部を構成する関係機関・団体の取組と密接に関係する以下

の４つを目標に設定し、和歌山県本部の下、関係機関・団体が連携し、各目標の達成に

向けた取組を実施する。 

 

 

 

【目標１】：青少年を中心とした周知・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 

 

【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 

 

【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 

 

【目標４】：水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

 

 

 

 ※数値目標について  

数値目標については、戦略の実効性をより高めること、戦略期間満了時の取組評価を

より客観的に実施することを目的に、取組ごとに設定している。 

ただし、数値目標がなじまない取組には、設定をしていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

５ 目標達成に向けた課題と具体的な取組等           

 

【目標１】：青少年を中心とした周知・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 

 

 課 題  

 

○ 薬物には、覚醒剤、大麻、危険ドラ

ッグなどさまざまなものがあり、乱用

される物質やその形態も変化してい

く。 

特に、大麻については、近年、従来

の植物体以外にも、有害成分を濃縮・

抽出した大麻ワックス、大麻リキッド

等が国内各地で押収されている。 

 

 

 

○ 大麻については、インターネット上で「有害性がない。」などの誤った情報が溢れ、

また、海外で大麻の所持・使用を合法化する国が現れていることなどから、他の薬物

と比較し大麻の危険（有害）性の認識が低い。 

また、大麻乱用者の実態として、７割以上の者が 20 歳代までに初めて使用してい

る。 

これらの現状を踏まえ、今後、青少年を中心に大麻等の薬物の危険性・有害性等に

ついて、科学的知見に基づき、正しい知識の啓発を進めていく必要がある。 

 

  ［大麻及び覚醒剤に対する危険（有害）性の認識の比較］      ［大麻の初回使用年齢層構成比率］ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

［大麻リキッド］ 

［大麻ワックス］ 

大麻取締法違反で検挙された者（H29.10.1～11.30）のうち、違反態様が単純所持のものを対象に調査を行

い、都道府県警察から回答を得た535人分のデータを集約した結果 

出典：「平成29年における組織犯罪の情勢」   警察庁組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課 
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○ 若いうちに薬物の正しい知識を身に

つけさせるには、学校での薬物乱用防

止教室等が重要である。本県の薬物乱

用防止教室の開催率は、平成 25 年度

と比較すると上昇しているものの、

100％には至っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 乱用される薬物はめまぐるしく変化しているため、学校で指導する教職員や薬物乱

用防止教室を行う講師等に対して最新の情報を提供するとともに、より効果的な指導

方法を習熟してもらう必要がある。 

 

○ 青少年への薬物乱用防止対策として、日頃から青少年と関わりが深い関係機関等で、

密接に連携・情報共有を行うことが重要である。 

 

○ 喫煙など他の非行行為や、SNS などのインターネットを通じた出会いなどが契機と

なり、薬物乱用に至ることがあるため、青少年やその保護者に対し周知啓発を実施す

るとともに、相談・援助できる体制を整備することが必要である。 

 

○ 青少年による薬物乱用を防止するためには、学校教育のみならず、家庭・地域社会

が一丸となり、薬物乱用未然防止のための周知啓発を実施する必要がある。 

 

 以上を踏まえ、以下の取組を講ずることとする。 

 

【取組項目】 

（１）学校における薬物乱用防止教育及び青少年に対する啓発の充実 

（２）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 

（３）周知・啓発の強化 

 

 

 

 

［県内学校での薬物乱用防止教室開催率］ 

出典：県教育庁学校教育局健康体育課 

           県企画部企画政策局文化学術課（薬務課集計）調べ 
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 取 組  

（１）学校における薬物乱用防止教育及び青少年に対する啓発の充実 

●学校医、学校歯科医、学校薬剤師の活用 

喫煙が薬物乱用への契機となることが多いことから、学校において効果的に喫煙

防止教育を実施するため、学校医は喫煙が心身の健康に及ぼす影響について、学校

歯科医は喫煙が歯・口腔の健康に及ぼす影響について指導に参画する。 

学校薬剤師については、喫煙防止教育だけではなく、薬物乱用防止教育等の講師

として参画するとともに、授業実施時に使用できる教材等を作成する。 

さらに、各学校で開催している学校保健・安全委員会において、多様化・複雑化

する児童生徒の健康課題解決のため、それぞれが専門的な立場から情報を提供する。 

（和歌山県教育庁学校教育局健康体育課） 

●学校医の活用 

薬物乱用の始まりは、喫煙を契機とすることが多い。喫煙防止等に関する一部の郡

市医師会の取組を各地域へ広げることができるよう進める。 

（一般社団法人和歌山県医師会） 

●学校保健委員会等への情報提供 

学校から依頼があった場合に、学校歯科医が薬物摂取・喫煙による歯・口腔の健康

被害について、児童生徒や学校保健委員会に情報提供を行う。 

（一般社団法人和歌山県歯科医師会） 

●学校における薬物乱用防止教室への講師派遣 

県内の各薬剤師会において小学校、中学校、高等学校の依頼により薬物乱用防止講

演活動を行う。 

（一般社団法人和歌山県薬剤師会） 

●キッズサポートスクールの開催 

 小学校２、５年生及び中学校１年生に対し、警察官 OB 等によるキッズサポートス

クール（非行防止教室）を開催し、その機会において、薬物の有害性・危険性につい

て指導し、規範意識の醸成を図る。 

（和歌山県警察本部生活安全部少年課） 

●青少年及び保護者等への周知啓発 

「出張！県政おはなし講座」等を通じて、青少年、保護者、青少年健全育成団体等

に対して、インターネット上に氾濫する違法薬物等に関する有害情報へのアクセスの

危険性や、有害情報の閲覧防止策としてフィルタリングの重要性について周知啓発を

実施する。 

（和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課） 

●青少年センターによる薬物乱用防止教室の開催 

青少年の薬物乱用防止を効果的に実施するために、青少年センターが各地域の実情

に応じた教室を開催する。 

（和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課） 



- 10 - 
 

●啓発用パンフレット等による児童への指導 

主にぐ犯や触法を主訴として一時保護所へ入所となった児童に対し、必要に応じ薬

物乱用防止の啓発用パンフレット等により指導を行う。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

●県児童相談所における相談の実施 

指導の中で、喫煙等の行為が確認された児童生徒に対しては、喫煙、薬物乱用等の

害について資料等を用いて説明し、指導事項の中で、喫煙、薬物乱用等に対しての指

導を行う。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

●公立学校における薬物乱用防止教室開催の推進 

公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における薬物乱用防止教室の開催

を推進する。特に、中学校・高等学校に対しては、毎年必ず１回は開催するよう指導

を徹底する。 

（和歌山県教育庁学校教育局健康体育課） 

●私立中学・高等学校への周知 

 私立学校に対しては、児童生徒等の薬物乱用の根絶に向けた規範意識の向上を図る

ため、薬物乱用防止教育の更なる推進及び啓発に努める。具体的には、薬物乱用防止

啓発読本等を配布し、薬物乱用防止教育の充実に向けて周知等を行う。 

（和歌山県企画部企画政策局文化学術課） 

●国立学校における薬物乱用防止教室開催の推進 

国立の小学校、中学校における薬物乱用防止教室の開催を推進する。特に、中学校

に対しては、毎年必ず１回は開催するよう働きかけを徹底する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●学校での薬物乱用防止教室開催の促進及び講演を行う講師の登録・運営 

 若いうちに薬物に関する正しい知識を身につけられるよう、薬物乱用防止教室開催

を推進する。 

 特に、開催できていない学校での開催を促進するため、薬物乱用防止指導員や民間

団体等から、ボランティア講師を養成して、県で登録し、学校の依頼に応じ講師を紹

介する体制を整備するとともに、登録した講師に対し、講演に必要な最新の情報を提

供する。 

また、新たにメーリングリストを作成し、定期的な情報提供を行う。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●街頭補導活動の実施 

  関係機関・団体との連携を図り、効果的な補導活動を実施する。 

（和歌山県警察本部生活安全部少年課） 

 

 

 



- 11 - 
 

●保健所、青少年センター等との連携強化 

保健所、青少年センターとの連携を強化し、喫煙、シンナー吸引などの非行歴のあ

る児童・生徒についての指導を実施する。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

●学校・警察・少年センター連絡協議会の開催 

 定期的に開催している学校・警察・少年センター連絡協議会において、薬物乱用の

実態等について紹介するとともに、密に連絡を取り合って情報共有を行い、それぞれ

の機関での活動の活性化を図る。 

（和歌山県警察本部生活安全部少年課） 

●少年補導員等に対する薬物乱用状況や乱用薬物に係る教養の実施 

 少年補導員や少年指導委員・学生サポーター等の少年警察ボランティアに対し、薬

物の有害性・危険性についての情報提供を行い、薬物乱用少年の早期発見に繋がる視

点の育成を行う。 

（和歌山県警察本部生活安全部少年課） 

 

●少年保護関係機関会議における情報交換・連携 

 少年保護関係機関会議（年２回開催）を通じて、青少年の薬物乱用防止活動、乱用

者の立ち直り・更生活動等について、情報交換・連携を図る。 

（和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課） 

●指導者、教職員等に対する研修会の実施 

教職員及び薬物乱用防止教室等の指導者を対象にワークショップ等を取り入れた

研修を行い、効果的な指導の充実を図る。 

（和歌山県教育庁学校教育局健康体育課） 

 

（２）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 

●社会を明るくする運動における啓発活動 

保護観察所や関係団体による社会を明るくする運動における街頭啓発活動や関連

する行事と連携し、啓発活動を実施する。 

（和歌山保護観察所） 

●地域機関との街頭における啓発活動 

 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動にあわせ、関係機関等が連携して薬物乱用防止啓発

活動を実施する。 

（大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、田辺海上保安部、 

和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●県内の各薬剤師会における住民への健康相談活動での薬物乱用防止啓発活動 

「薬と健康の週間」を中心に、各薬剤師会での取組の中に薬物乱用防止コーナーを

設けて啓発活動を実施する。 

（一般社団法人和歌山県薬剤師会） 
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●薬物乱用防止キャンペーンの実施 

 毎年 6～７月の「薬物乱用防止広報強化期間」に先駆けて 5 月末頃に行う、薬物

乱用防止キャンペーンについて、関係機関・団体と連携し、中学生や学生サポーター

等の協力も得て街頭キャンペーンを実施する。 

（和歌山県警察本部生活安全部少年課） 

●関係機関との連携及び周知啓発活動 

関係機関と連携し、薬物乱用に対する同じ目標を常に持ち、周知啓発活動を実施す

る。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●街頭キャンペーン等による啓発活動 

「薬物乱用防止のための指導指針に関する宣言」（国連薬物乱用防止根絶宣言）支

援事業として行われる「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６月 20 日～７月 19 日）を

始め、「不正大麻・けし撲滅運動」（４月～６月）、「社会を明るくする運動」（７月）、

「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」（10 月～11 月）等において、青少年に対し、薬物

乱用の危険性・有害性について啓発活動を実施するとともに、青少年育成関係者に対

し、薬物乱用防止のための指導方法等について啓発する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●和歌山県薬物乱用防止指導員及び薬物乱用防止指導員協議会による啓発活動の充実 

県が依頼する県内約４００名の薬物乱用防止指導員に、地域の実態に応じ、ミニ集

会、講習会の実施、街頭・店舗における啓発等を計画的に実施してもらう。 

 また、各薬物乱用防止指導員の自主的な啓発活動を推進するため、各地区の総会等

で活動目標等について検討する機会を設ける。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●薬物乱用防止指導員講習会の実施等 

 薬物乱用防止指導員、教職員及び薬物乱用防止教育等の指導者を対象に講習を行い、

薬物情勢等について最新の情報を提供する。 

 また、新たにメーリングリストを作成し、定期的な情報提供を行う。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●わかやま法務少年支援センターの窓口の周知 

 研修会出席者や当所参観者などに対して、わかやま法務少年支援センターの広報活

動を実施する。 

（和歌山少年鑑別所） 

●関係機関と連携した情報共有 

 県・県立保健所において、薬物相談窓口での円滑な対応や効果的な未然防止の啓発

活動を実施するため、最新の薬物情勢や県内の実態について情報共有を行う。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 
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（３）周知・啓発の強化 

●「ダメ。ゼッタイ。」普及運動への協力 

労働局・各労働基準監督署・各ハローワークの庁舎内へポスターを掲示し、広く利

用者に啓発を実施する。 

（和歌山労働局） 

●支局構内でのポスター等掲示及び各協会への働きかけ 

薬物乱用防止啓発として支局構内でのポスター等の掲示及び県トラック協会、県バ

ス協会、県タクシー協会関係団体へのポスター掲示の働きかけを実施する。 

（近畿運輸局和歌山運輸支局） 

●社会教育関係団体等への働きかけ 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動や麻薬・覚醒剤乱用防止運動の実施について、各Ｐ

ＴＡ連合会や公民館連絡協議会等の社会教育関係団体に周知し、啓発活動を実施する

よう働きかける。 

（和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課） 

●インターネット等を活用した啓発 

 県広報誌・広報番組などの広報媒体や、ＳＮＳなどより少年の目に触れやすいイン

ターネット等のツールを活用して薬物乱用防止に関する情報を発信する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●薬物の危険性・有害性等に関する科学的な知見等に基づいた知識の普及 

 薬物の危険性・有害性等に関する科学的な知見や薬物情勢を関係機関と共有すると

ともに、その内容を反映させた教材やパンフレット等を作成し、薬物に対する正しい

知識を普及する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

 

 数値目標  

（和歌山県教育庁学校教育局健康体育課、和歌山県企画部企画政策局文化学術課、 

和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

中・高等学校での薬物乱用防止教室の
開催率

中学:78.0%

高校:82.5%
（平成29年度）

すべて100％
すべての中・高等学校で薬
物乱用防止教室を開催

 

（和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

社会教育関係団体への各種啓発運動実

施の周知回数

11回

（平成29年度）
11回 社会教育関係団体数
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（和歌山県教育庁学校教育局健康体育課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

教職員等を対象とした薬物乱用防止教

室講習会の開催回数

1回

（平成29年度）
１回

指導者、教員等の指導力の

向上

 

 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

連絡協議会の開催回数
12回

（平成29年度）

定例12回の連絡協

議会に加えて必要

に応じて随時開催

個々の状況に合わせた情報

共有を実施するため

 

 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

薬物乱用防止教室を行うボランティア
講師の登録数（団体を含む。）

なし
（平成29年度）

29件

薬物乱用防止教室を開催で

きていない学校数を1人の

講師数で設定

薬物乱用防止指導員・ボランティア講
師を対象としたメーリングリスト等を

活用した情報提供回数

９回
（平成29年度）

１３回

メーリングリストによる情

報提供機会（他の会議等の
情報収集機会を活用）、指

導員講習会開催から設定

啓発運動の実施回数
381回

（平成29年度）
400回以上

各薬物乱用防止指導員の自
主的な活動を推進し、現状

以上を目標とする

薬事担当者会議での情報共有 不定期 １回
年間の情報をまとめて共有

し、事業効率化を図るため
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【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 

 

 課 題  

 

○ 本県の覚醒剤の再犯者率は、全国平

均より高い水準で推移しており、再乱

用防止対策の強化が喫緊の課題である。 

 

 

 

 

 

    

 

 

○ 薬物依存症の治療を専門とする医療機関が県内になく、また民間支援団体や自助グ

ループ等についても、和歌山市内に偏在している。 

 

○ 薬物依存症者は薬物以外の依存症の問題を抱えている場合もあり、薬物を含めた他

の依存症者を支援する相談機関間の連携が必要であるが、そのネットワークが十分に

構築されていない。 

 

○ 薬物依存のある保護観察対象者は、平成 28 年 6 月から施行された刑の一部の執行

猶予制度に伴い、今後、更に増加すると予想されており、指導・支援体制の充実を図

る必要がある。 

 

○ 薬物乱用者の再乱用の防止にあっては、薬物を使用しないように指導することに加

え、刑事施設等入所中から保護観察を経て地域移行に至るまで、継続的かつ長期的な

指導・支援が必要である。今後、更に支援を充実するため、各関係機関だけでなく民

間団体を含め、「ケースを繋ぐ連携」に加え、「ケースを協働する連携」を模索する必

要がある。 

 

○ 薬物乱用者の再乱用を防止するための支援にあっては、各関係機関・団体の相互の信

頼関係が必要であり、それぞれの関係機関・団体が互いの取組を把握し、機能的な役割

分担を行い、良好な連携体制を構築する必要がある。 

 

［本県の覚醒剤事犯における再犯者率］ 

出典：県警察本部刑事部組織犯罪対策課 調べ 
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○ 薬物依存症には適切な治療と支援が必要なことを、薬物乱用者やその家族に対し、

様々な機会を通じて周知し、支援に繋げる必要がある。 

 

 以上を踏まえ、以下の取組を講ずることとする。 

 

【取組項目】 

（１）薬物依存症者等への医療提供体制の強化 

（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 

（３）地域社会における本人・家族等への支援体制の充実 

（４）薬物依存症に関する正しい理解の普及 
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 取 組  

（１）薬物依存症者等への医療提供体制の強化 

●依存症専門医療機関の指定 

県内の精神科病院等を専門医療機関に指定し、県内の依存症治療体制の強化を図る

ため、県内の医師・看護師等に専門研修を受講するよう働きかける。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課） 

 

（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 

●薬物依存離脱指導の必要な受刑者に対する指導の実施の継続及びプログラム内容の

一層の充実 

薬物事犯受刑者全員を対象とした必修プログラムや必要に応じてより専門的、体系

的に指導を行う専門プログラム、民間団体や関係機関の職員を講師に向かえ、必修、

専門プログラムの補完的な指導である選択プログラムを実施するなど指導の充実を

図るとともに、実施結果を保護観察所に引き継ぐなど関係機関との連携をより強化す

る。 

（和歌山刑務所） 

●薬物事犯受刑者に対する民間団体や関係機関の活動等に関する情報提供 

 薬物依存離脱指導の必修及び選択プログラムにおいて、民間団体や関係機関講師に

よる講義を通じて、情報提供を行う。 

（和歌山刑務所） 

●薬物事犯対象者に対する指導・支援体制の充実 

県精神保健福祉センターや和歌山ダルクの一層の協力を得ながら、薬物再乱用防止

プログラムによる指導及び回復支援の体制の充実を図る。 

（和歌山保護観察所） 

●地域社会と連携した社会復帰支体制の強化 

「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、

地方自治体、医療、福祉機関等との一層の連携を図る。 

（和歌山保護観察所） 

●更生保護施設における社会復帰支援体制の充実 

 刑の一部猶予対象者等の薬物依存のある保護観察対象者の受入促進や、当該施設で

の薬物依存から回復するための支援体制の充実を図る。 

（和歌山保護観察所） 

●薬物事犯対象者に対する指導の充実及び家族への援助の強化 

保護観察所と密に連携し、引受人や保護観察中の薬物事犯者に対して、保護観察所

のプログラム内で県精神保健福祉センターにおける薬物問題に関する相談支援体制

について紹介し、当事者や家族が円滑に地域支援に繋がることができるように努める。 

（和歌山県精神保健福祉センター） 
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●薬物乱用者やその家族に対する回復支援施設等に関する情報提供 

即決裁判手続等により執行猶予判決が見込まれる者や薬物事犯者の家族らに対し

て関係機関の相談窓口等が掲載されたパンフレットを未決勾留中に配布・貸与する。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

 

（３）地域社会における本人・家族等への支援体制の充実 

●わかやま法務少年支援センターでの相談実施 

 わかやま法務少年支援センターにて、薬物乱用者やその家族に対する相談を受け付

け、助言や他機関等の情報提供を行う。 

（和歌山少年鑑別所） 

●立ち直り支援活動の実施 

 個々の少年の状況に応じた立ち直り支援活動を実施し、再犯防止を図るとともに、

規範意識の醸成を図る。 

（和歌山県警察本部生活安全部少年課） 

●相談活動の実施 

少年による再乱用防止のため個々に応じた支援活動を実施する。 

また、薬物問題を抱える当事者及び家族に向け、民間支援団体等の支援について周

知を行う。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●こころの健康相談（精神保健）等窓口の活用 

県精神保健福祉センター及び保健所において、薬物依存症者の精神科医療や回復に

向けた相談や、家族・周囲の方の対応に関する相談について、電話や面談で応じる窓

口の活用を行う。 

また、ホームページなどにおいて、相談窓口の周知を図る。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課） 

●薬物依存症者やその家族等を対象とした相談窓口の設置と回復の支援 

 薬物依存症者やその家族等を対象とした相談窓口を設置するとともに、当事者に対

しては認知行動療法を用いたプログラムやグループセッションを、その家族等に対し

てはワークブックを活用した回復の支援を依存症相談員等が行う。 

（和歌山県精神保健福祉センター） 

●薬物相談窓口の設置と周知 

 薬物依存症等で悩む本人やその家族の支援に繋げるため、県薬務課及び県立保健所

に電話相談窓口を設置するとともに、昼夜を問わず受け付けできるメール相談窓口も

設ける。 

 また、県が作成する啓発資材等を活用して相談窓口の周知を図る。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 
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●民間団体との連携・自助グループの育成 

民間団体と連携し、依存症に関する普及啓発・相談会などの事業を実施する。また、

当事業を通じて紀南地方での自助グループの育成を図る。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課） 

●薬物事犯対象者の家族への講習会の実施 

県精神保健福祉センター、和歌山ダルク、田辺保健所等の協力を得ながら、保護観

察所及び田辺保健所にて引受人会を開催する。 

（和歌山保護観察所） 

●カウンセリング技法及び心理診断技法に係る研修機会の実施 

職員研修の中で、面接技法の研修を行い、より効果的な面接が実施できるよう職員

の資質向上を図る。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

●薬物依存に関する研修の実施 

薬物乱用・依存症者の支援者を対象に研修を実施する。紀南地域でも研修を実施す

る。 

（和歌山県精神保健福祉センター） 

●依存症問題連携協力会議の開催 

依存症患者等に対する包括的な支援の実施を目的として、行政や医療、福祉、司法

を含めた関係機関が緊密な連携をとるための会議を開催する。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課） 

●薬物再乱用対策会議の開催 

 再乱用防止対策について情報交換・連携を図るため、関係機関及び回復支援施設等

の民間団体で構成される会議を定期的に開催する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●再乱用防止対策に係る関係機関・団体の連携強化等 

薬物乱用者の薬物の再乱用を防止するため、各関係機関だけでなく民間団体を含め、

「ケースを繋ぐ連携」に加え、「ケースを協働する連携」を模索し、支援を進める。 

 また、それぞれの関係機関・団体が互いの取組を把握し、機能的な役割分担を行い、

地域の特性に適した連携体制の構築に向け検討を実施する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

 

（４）薬物依存症に関する正しい理解の普及 

●当所在所者に対する薬物乱用防止に係る啓発の実施 

  当所の在所者に対し、月１回程度、薬物乱用防止に係る啓発ＶＴＲを視聴させる。 

（和歌山少年鑑別所） 
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●県児童相談所における相談の実施 

指導の中で、喫煙等の行為が確認された児童生徒に対しては、喫煙、薬物乱用等の

害について資料等を用いて説明し、指導事項の中で、喫煙、薬物乱用等に対しての指

導を行う。 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

 

 数値目標  

  （和歌山少年鑑別所） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

薬物乱用防止に係る啓発ＶＴＲの視聴

回数

月１回程度

（平成29年度）
月１回程度

主たる非行が薬物以外で

あっても，身近に薬物があ

る環境にいる在所者は多
く，働き掛けや啓発は必要

である  

 

（和歌山保護観察所） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

引受人会の開催回数
３回

（平成29年度）
３回

参加人員の見込みを元に設

定

 

 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

職員の資質向上を目的とした研修会の

開催及び参加回数

２回

（平成29年度）
２回以上

より専門知識を有した面接

を実施するため

 

 

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

紀南地方での相談会等の実施回数
なし

（平成29年度）
12回 ー

依存症問題連携協力会議の開催回数
なし

（平成29年度）
2回 ー
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（和歌山県精神保健福祉センター） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

薬物乱用・依存症者の支援者を対象に

した研修の実施回数

１回

（平成29年度）
１回以上 現状以上を目標とする

 

 

  （和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

薬物再乱用対策会議の開催回数
なし

（平成29年度）
１回

定期的な情報共有の機会を

確保するため
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【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 

 

 課 題  

 

○ 薬物事犯全体の検挙人員は、平成

29 年では 184 人で、高い水準でほぼ

横ばいである。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 覚醒剤事犯の検挙人員は、平成 29

年では 130 人と、平成 25 年の 150

人から減少しているものの、本県の薬

物事犯の全体の７割以上を占めており、

依然として薬物事犯の中で最も多くの

割合を占めている。 

 

 

 

 

 

○ 大麻事犯の検挙人員は、平成 29

年では 48 人と、平成 25 年の 11

人から大きく増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

［（全薬物）事犯検挙人員］ 
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［全薬物に対する覚醒剤事犯の検挙人員の割合］ 
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○ 危険ドラッグ対策については、条例

に基づき、本県独自の知事監視製品制

度などで規制を行ってきた。その結果、

本県を含め全国の危険ドラッグ事犯は

減少しているものの、依然としてイン

ターネットでの販売が継続されており、

引き続き、規制を行う必要がある。 

 

 

 

○ 本県の現状等を踏まえ、薬物乱用の傾向を分析した、徹底した取締りが必要である。 

 

○ 薬物密売組織などを対象とした薬物の取締りにあっては、関係機関での情報交換や

連携が必要不可欠である。 

 

○ 全国で向精神薬等の不正流通が確認されており、医療機関等への立入検査を行い、

監視・取締りを徹底する必要がある。 

 

 以上を踏まえ、以下の取組を講ずることとする。 

 

【取組項目】 

（１）薬物密売組織の壊滅に向けた捜査基盤の整備と連携 

（２）暴力団等の国内薬物密売組織対策 

（３）巧妙化・潜在化する密売事犯への対応 

（４）薬物乱用者に対する取締りの徹底 

（５）未規制物質等に対する情報収集と迅速な規制等 

（６）正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［知事監視製品の指定数（延べ数）］ 

          出典：県福祉保健部健康局薬務課 調べ 
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 取 組  

（１）薬物密売組織の壊滅に向けた捜査基盤の整備と連携 

●関係機関による情報交換 

関係機関による会議を通じ情報交換を行う。 

（大阪入国管理局和歌山出張所、大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、 

田辺海上保安部、和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●関係機関による「薬物取締強化期間」の実施 

「薬物取締強化期間」を設定し、関係機関との連携した取締りを実施する。 

（大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 

●関係機関による連携した共同摘発の推進 

 関係機関が緊密に協力、連携し、対象事案に応じた効果的な摘発を推進する。 

（大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、田辺海上保安部、  

和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●捜査の高度化 

通信傍受、※CCD 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、新

たな捜査手法について研究する。 

また、取締り等のための装備資機材の効果的な活用を行い、関係機関との高度な連

携を実施する。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

 

※CCD 捜査とは、クリーン・コントロールド・デリバリー捜査の略。規制物質を規制

されない別の物質にすり替えた上で、泳がせ捜査を行うこと。 

 

 

（２）暴力団等の国内薬物密売組織対策 

●薬物密売組織の中枢に位置する者に対する取締りの徹底 

末端乱用者からの突き上げ捜査の徹底、関係機関との合同捜査・共同捜査の推進に

より、密売組織の壊滅に努める。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

 

（３）巧妙化・潜在化する密売事犯への対応 

●潜在・巧妙化する密売事犯への対応 

※IHC 情報やサイバーパトロール等により、薬物密売に関する情報を収集する。 

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。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 
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※IHC 情報とは、インターネット・ホットラインセンターから提供のあった情報。ホッ

トラインセンターでは、インターネット利用者から受け付けた情報の中でも、特に刑

罰法規に違反する疑いがあると判断した場合は警察等に情報提供することとなって

いる。 

 

 

（４）薬物乱用者に対する取締りの徹底 

●末端乱用者の取締りの徹底 

薬物乱用の傾向を分析し、末端乱用者に対する取締りを徹底する。 

また、近年、増加傾向にある大麻事犯を重点的に取り締まる。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

 

（５）未規制物質等に対する情報収集と迅速な規制等 

●知事監視製品等販売業者に対する監視指導・取締り 

現在、県内には販売業者は無いものの、今後も引き続き、県薬務課と連携し、監視体

制を徹底し、取締りを実施する。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●危険ドラッグ等の取締り 

 知事指定薬物及び知事監視製品の指定並びに監視指導を実施する。 

 また、関係機関との連携を行い、販売・乱用実態の把握に努め、購入者等に対し、

指導・警告を行う。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

 

（６）正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化 

●向精神薬等を悪用した事案発生防止のための監視・取締り 

 向精神薬、医療用麻薬等の適正管理及び適正使用のため、医療機関、薬局、取扱業

者への立入検査、監視を実施する。 

 向精神薬、医療用麻薬等の不正流通等を確認した際に、関係機関・団体と連携の上、

積極的に取締りを実施する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

●医療用麻薬の適正使用推進 

 医療用麻薬、向精神薬の適正管理及び適正使用のため、医療機関等の職員に対して

講習会を実施する。 

（和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 
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 数値目標  

  （和歌山県福祉保健部健康局薬務課） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

医療機関等への監視率
41.5%

（平成29年度）
42.5%

全国平均監視率より低く

なっている業種の監視率で

全国平均監視率を目指す

医療用麻薬等の適正使用推進に関する

講習会の実施回数

５回

（平成29年度）
９回

薬務課、各保健所において

年１回以上の講習会を実施
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【目標４】：水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

 

 課 題  

 

○ 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、引き続き、水際対策の徹底を図る必要がある。 

 

○ 和歌山県は長い海岸線を有することから、関係機関による巡回等のほか、漁業関係

者など民間人・民間会社などからも広く情報収集を行い、取締りを進めていくことが

有効である。 

 

○ 薬物密輸の取締りにあっては、関係機関の連携が必要不可欠であり、引き続き、情

報交換、連携を図っていく。 

 

 以上を踏まえ、以下の取組を講ずることとする。 

 

【取組項目】 

（１）密輸等に関する情報収集 

（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 

（３）水際と国内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底 
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 取 組  

（１）密輸等に関する情報収集 

●関係機関による情報交換 

関係機関による会議を通じ情報交換を行う。 

（大阪入国管理局和歌山出張所、大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、 

田辺海上保安部、和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●漁業関係者等との緊密な連携 

下津出張所及び新宮出張所と協力しながら県内漁業組合事務所（主に税関協力員委

嘱先など）及び漁港を巡回する計画を立て情報収集活動を展開する。 

（大阪税関和歌山税関支署） 

●海上保安協力員との連携 

民間人を「海上保安協力員」に指名し、情報交換を行うとともに、不審事象の早期

通報を依頼する。 

（和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 

●管内漁業協同組合、マリーナ、ダイビングショップに協力依頼 

管内漁業協同組合、マリーナ、ダイビングショップを「海上保安官連絡所」に指名

し、海上における監視の目を増やすことで、海上における様々な事象の早期獲得に努

める。 

（和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 

●漁業関係者等との連携 

密輸等の情報収集を図るため、水際協力員、漁業関係者、海事関係者、船舶代理店

等関係業界との連携し、密輸関連情報についての通報体制の確立に努める。 

（和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

 

（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 

●海上、港湾等における取締 

昼夜を問わず、海上巡回及び船舶監視等を実施し、薬物密輸の防止に努める。 

（和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 

●容疑船の継続的な動静監視と外国船舶に対する立入検査 

要注意船舶等のデータ分析を行い、関係機関との合同による効果的な立入検査、船

内検索を実施する。 

（和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 

 

（３）水際と国内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底 

●関係機関による「薬物取締強化期間」の実施 

「薬物取締強化期間」を設定し、関係機関との連携した取締りを行う。 

（大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 
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●関係機関による連携した共同摘発の推進 

関係機関が緊密に協力、連携し、対象事案に応じた効果的な摘発を推進する。 

（大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、田辺海上保安部、  

和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課） 

●合同船内検査の実施 

  外国往来船などに対する合同船内検査、張り込み、調査等の一層の連携を図る。 

（大阪税関和歌山税関支署、和歌山海上保安部、田辺海上保安部） 

 

 数値目標  

  （田辺海上保安部） 

項目 現状
目標

（2023年度）
設定の考え方

海上保安協力員との連携強化の実施回

数
不定期 12回

様々な事象の早期獲得に努

めるため、月１回を目処に

目標を設定
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