
1 現在の埼玉県内での事件等を把握していないため回答出来ない。

2

子どもが都内に通勤・通学していることもあり、県での取り組みというよりは
国全体で取り組まなければならないと思います。
一度でも手にすれば一生を棒に振ることを小学生くらいからしっかり頭に叩き
込ませなければならないと思います。
道徳などの時間にもしっかりこの問題を取り上げて、親子で学ぶ機会を作るよ
うにした方が良いと思います。

3

今後は外国人の流入等で益々この種の問題が増えるものと予想されますので、
やはり絶対に手を出してはいけない危険物との啓蒙活動が求められます。
家でも社会人の子供二人にテレビニュースや番組等でこの種の情報に接する時
はかならず話をしています。

4 薬物依存の現状を目の当りに出来る画像を前面に出して見せる。

5

薬物乱用等深く考えたことはない。
防止対策について考えてみたが、ほとんどアイデアが浮かんでこない。
私の意見はどんな対策よりも、薬物を使用した場合の刑の軽さだ。使用者には
厳罰が必要だと思う。

6

最近、薬物の一般の人が手軽に入手出来ることが目立って来てるように感じま
す。
大麻を家庭で大量に栽培してる。それらを未然に防ぐ方法はないのでしょう
か。
大麻の苗？種子は簡単に手に入れることが出来るの？販売店があるの？って疑
問をもってます。

7 小学校、中学校における繰り返しの指導教育の徹底が肝要。

8 罰則の強化

9
最近、治安が悪くなってきていると思うので、こういう犯罪がない社会にして
ほしい。

10 教育をきちんとお願いしたい。

11 老人にも周知させるべき。

12
薬物乱用の防止対策について,今まで以上に広報機関で周知徹底をはかることを
望みます。

13
小さい頃から薬物に対しての悪影響などの知識を学ばせることが大切だと思い
ます。

14 実際に蔓延状況を目のあたりにしないと当事者意識が持てない。

15
この世に生を受けて、両親に申し訳ないと、感じないのか？疑問に思う。
精神的な弱さを薬物に頼ること自体が情けない。

16
自宅の庭先やマンションのべランダで麻を栽培し、葉を乾燥させて麻薬として
使ったり、販売している例が警察の発表で知らされる。
麻と大麻の関係など、もっと丁寧に知らせる必要があると思う。

質問１３　今後の埼玉県の薬物乱用の防止対策について、期待することやご意見、ご要
望などありましたら、自由にお書きください。（自由記述）
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17

薬物問題は、一般人には、関係ないかと以前は、思っていたのですが、ニュー
スなどをみてると、一見ごく普通の主婦までもが、薬物を手にしてると見聞き
し、驚いている昨今です。
とにかく、薬物の怖さを十分、一般市民に、自分だけでなく、家族は無論の
事、あらゆる人を不幸にするということを、もっと、知らしめてほしいと思い
ます。

18 再犯防止の対策を期待します。

19

薬物を利用する場合は好奇心から、また友人からの誘い、ストレス解消などで
始まると聞いたことがあります。
環境の問題、教育の問題、相談できる窓口の問題など多くあると思います。低
年齢から教育していくべきだと思います。

20 3つまでしか選択できないことが問題だと思う。

21
低年齢化しているので、小学生からきちんと教育を受けたほうが良いと思いま
す。今はネットやテレビでのニュースで子供たちも言葉だけは知っている時代
です。きちんとした教育が必要だと思います。

22 メディアを活用したＰＲが効果あると思います。

23 取締りをさらに強化してください。

24 とにかく小さいころから悪いこととしてしっかり教育してほしい。

25 県で取り組むようなことでないと思う。

26
薬物に手を染める人は、まだ生きる余力がある人だと思う。そうでないひとは
他のものに手を伸ばし命とお別れしてるから。そういう人の気持ちをどうコン
トロールできるか期待してます。

27 若い方への啓発に力を入れて下さい。

28 特定健康診査時に薬物に対する説明を問診時特別に行う。

29
利用者が引き起こす犯罪が社会問題になっているので厳しく取り締まってほし
いです。

30 インターネットの関連サイトの制限・チェック

31

いわゆる薬物が”脳内の信号伝達の仕組みを根本的に変化させてしまう”こと
を、高校生段階で周知させることが大切と思う。1回の使用でも、脳内信号伝達
が変化してしまうことを知ったら、興味本位で試す人は激減すると思う。
また、変化してしまった脳神経伝達のあり様に抵抗するには、強い精神力を必
要とする理由も理解できると思う。
社会のルールだから守りましょうでは、すまないと思う。この言い方は交通規
則に対する言葉と同じであり、軽すぎる。

32
１．薬物愛用者に関する情報提供者に懸賞を出す社会的な制度を構築する。
２．自発的に薬物を所轄の役所へ提出した者への住民税、所得税を一定期間軽
減する、または何かの優遇策を講じる。

33 条令による厳罰化。

34 関わった者の厳罰化を望む

35
特にありませんが、これからの日本の社会をけん引していく若い層を薬物によ
る汚染など起きないようにしっかり対策をしていただきたいと思います。

36

最近、芸能人が薬物使用で逮捕という記事を見聞きする。
本人の意識や精神状態にも左右されると思うが、処罰を厳格化しても薬物使用
は減らないと思う。
医療機関、警察機関が連携して啓発活動をすべきではないかと思う。
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37
埼玉県は薬物乱用が少ない県だと思うので、今後も維持できるように県に頑
張ってほしい。

38
回りに対象になる方がいないので、良くわかりませんが、やはり増えてきてい
るのでしょうか。自由の時代の危機感を感じます。

39 パトロールの強化と厳罰化。依存者が再び手を出さないような仕組み作り。

40 とにかく積極的な啓発活動を望みます。

41
煙草も３０代で止めた自分にとっては、薬物は全く関係のないものです。
家族も全く大丈夫と思っています。

42
近辺に薬物乱用者が存在しないので、緊迫感はあまりないが対策は重要なので
推進してほしい。

43 再犯率が高い犯罪であるので、厳罰化をもって望むのが有効と考える。

44 初犯の執行猶予判決をなくして、厳罰に処してほしい。

45
多様化しており、知らないうちに服用することがないようにきちんとし教育や
キャンペーンが必要。

46 しっかりとした管理が出来ていない。

47

薬物を一度でも使用するとやめられなくなる現状や副作用をメディアで取り上
げてもらい、危険性を徹底的に訴えてほしい。
例えば薬物中毒患者の入院してる様子なども取り上げていかに危険かを知らせ
てほしい。

48 一罰百戒で、しっかりと取り締まり、マスコミもそれに協力してほしい。

49
薬害事例を新聞、テレビ、インターネットなどで継続してキャンペーンを企画
することが必要です。

50 各教育(小・中・髙)と家庭の啓蒙を図る。又企業内における協力の促進。

51
何があっても使わせないという強い心が必要だと思います。ぜひ啓蒙活動を続
けてください。

52
青少年時代には好奇心旺盛で、暴力団員等に勧誘され易い。特に盛り場にての
勧誘が多いので、県警等もっと人員を投入して防止に力を注いで貰いたいで
す。

53
売る人がいなくなれば買う人はいない。物がなくなれば流通しない。
ゴキブリ駆除と同じ。

54 もっと、どんどんお知らせや広報活動で知ってもらった方が良いと思います。

55
服用の悪(健康、反社会的人間と関わり、家族・家庭崩壊、金銭的崩壊等々）を
具体的にPRする事が重要とおもいます。

56 学校で薬物に対する教育を行うべき

57
薬物乱用者のなれの果てを目の当たりにすれば、『こうなりたくない』と思っ
て乱用しなくなるとよいのだが・・・。

58 身近な問題ではないので、正直よくわからない。

59
薬物を乱用した場合の健康被害についての情報及び家庭の崩壊等の情報を若者
に啓蒙活動を行なう必要があると思います。

60
保護司の経験から薬物使用者の更生は非常に難しい問題です。家庭・地域・自
治体そして国をあげての総合的な対策が必要です。
私の経験から残念ながら１00％再犯するので・・・・・。
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61

残念ながら、そう簡単に社会の薬物汚染は無くせないだろう。いわば酒やタバ
コだって世が世なら立派な薬物だ。そういうものを嗜好する人が現にごまんと
いる訳だから、出来る事と言えば、常軌を逸したような厳罰化か、心身への影
響が比較的軽度な一部薬物の合法化くらいしかないと思う…無理だろうけど。

62

若者をはじめとした国民に不安と希望の持てない社会にした政府の不作為。
家庭での教育が一番だが、そこがお手本にならない現状が散見される。健康を
害することの恐ろしさ、薬害に関する啓蒙活動を気絶するほど世の中に知らし
めるしかないのではないかと思う。

63 24時間体制で相談できる窓口や施設を作って欲しいと思います。

64 自覚が大事

65
地道な広報活動と、薬物追放の日や撲滅月間を設けて若者参加型で県をあげて
取り組んで欲しい。

66
薬物と知らずにお菓子のようなものを渡されてしまう危険性があると聞いたこ
とがあるので、薬物は危険なものだとわかっていながらも回避できない状況が
子どもたちを取り巻いていると思うと恐ろしい。

67 薬物を絶対に許さない心構え

68 薬物乱用が健康を蝕むことの恐ろしさを徹底的に広報してほしい。

69

薬物がどんな影響を人や社会に与えるかを充分、家庭や学校で話し合い、学ぶ
事が大切な事でもある。
また、社会全体で、薬物に関する正しい知識を情報として流して行くべきだと
思う。

70 罰則強化、啓発活動など、なお一層推進してください。

71
子どもでも大人でも居場所が必要。
ホッとできる場。仕事、家庭だけでなく地域みんなが見守れるような場所をつ
くってほしい。

72 時折街頭、駅などで、ビラを配る

73

薬物乱用防止対策については県民として、違法薬物の意識をしっかり持つこと
が重要です。そのためには県行政からの、情報公開や健康被害の防止等の広報
活動等が必要です。外国人が増加してどんどん近隣で生活する世の中に変化し
ているので、地域社会の発展はますます地域住民が安心して住める街づくりに
あります。　高齢化社会に進展しており、国・県・市町村等の行政と一体感を
持ち、薬物乱用対策を地域社会の一員として、率先協力して参ります。

74
県としても重要な課題だが、どちらかと言うと、国全体で取り上げる問題だと
思う。

75 近くの中学校の外に生徒が考えた看板の掲示があります。とても良いです。

76 埼玉県では、そういったニュースが流れないようにしてもらいたい。

77
薬物を使用した場合の末路を経験者に語ってもらうなどの企画イベントの開催
を望みます。

78
家庭からのＳＯＳがあった時は速やかに公共施設は向き合ってほしい。後手後
手になっている事が残念です。

79 より啓蒙活動を深めてほしい。

80 薬物乱用なんて信じられない。

81
自分の人生を大切に、他人に迷惑おかけない人になることを自覚する教育を社
会全体で施す。
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82 薬物乱用対策は、もっと強化すべきだと思いますが。

83 薬物に関心がないので実感がわかない。

84

身近な問題としては感じることはないけれど、ドラッグ使用者の交通事故、有
名人のドラッグ使用の逮捕などのニュースを見ると、「普通にそのへんにある
もの」なんだなと思うことがあります。大きなターミナル駅周辺に住んでる人
は「夜になると、普通に駅周辺でドラッグ売ってる人を見るよ」と。私自身、
現物を見たこともないし、見てみたいとも思わないけれど、多分イマドキの子
供は簡単にインターネットで購入してみたりするのかな、と思います。遊び
心、ちょっと背伸びしてみたいお年頃の子には「興味本位で」試す子もいるか
もしれません。子供の小学校、中学校で「薬物乱用防止キャンペーン」と警察
署の方が見えて話を聞く機会があったそうで、パンフレットを見たことがあり
ます。
自分のことだからと気軽にはじめ、交通事故でも起こされたらたまったもん
じゃないなと思います。

85
身近には薬物被害はありませんが、怖いですね。やはり教育の中に入れ込むこ
とが必要だと思います。

86 薬物による健康被害や、罰則をもっと、周知する活動をお願いしたい。

87 売っているところを根絶してほしいです。

88 予防のための見回りの強化を徹底する。

89
現在の埼玉県での、状況がよくわかりませんが、若い人が手軽に手に入れられ
ないよう、取り締まりなり、しっかりと行ってほしいです。

90 取り締まりが少ない。

91
薬物についてのＰＲがまだまだ足りないと思われます。公共機関を通じてでも
活発におこなってもらいたい。

92 夜間の取り締まり強化、繁華街の見廻り

93

薬物による逮捕者が減少しない要因分析を基に諸対策を打っていることは理解
できる。高校までの教育と再犯防止にむけた更なる厳罰化が必要と考える。喫
煙人口の減少は目に見えているし酒酔い運転の厳罰化による違反者も大幅に減
少している。さらなる厳罰化が近道かもしれない。

94 キャンペーン等身近に感じたことがない。事件のニュースしか知らない。

95
悪人に強制的に注射器を刺されるなどして、望まず中毒者となるような事件が
怖いです。世の中に薬物が出回らないよう、より一層の取り締まりに期待して
います。

96
徹底した排除を望む。県民が巻き込まれることのないような排除を期待する。
繰り返し犯罪を犯すものは、徹底した教育をしてほしい。また、厳罰化を期待
する。

97
小さい子供達にもどんどん情報を観やすいアニメや漫画や絵本で教える機会を
増やして欲しいです。

98
埼玉県として何かする必要はないのでは。オリンピックの予算もだせない埼玉
県。あまりお金はかけないこと。

99 駅など人の集まる場所に啓発ポスターなどの掲示。

100 家庭・学校でしっかり、薬物の勉強をさせるべきです。

101
薬物乱用は依存症の一種であり、病気ととらえて厳罰ではなく専門医を育てて
治療する方向にするべき。厳罰にして刑務所へ行っても出てきたら繰り返すだ
け。
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102
県のイベントや地域のだと思いますイベント、彩の国だよりなどの皆さんが目
にしやすいことが大切だと思います。個人個人が自覚しないと解決しない問題
だと思います。

103
義務教育。高等学校等でのしつこい位の学校教育。小さい間に恐ろしさの叩き
込み。

104

薬物は普段の生活からは遠いところにあるものいう印象だが、都心などでは手
軽に手に入れることができるのかもしれないと思ってはいる。その手に入る手
段を根絶すべく、取り締まりを強化し、薬物を使用したら地獄に落ちることを
小さい頃から何度でも映像などで見せるべきだと思う。

105 県ではなく国の問題だと思います！

106 「物珍しさから油断して」とよく聞くが言い訳にはならない。厳に慎むこと！

107
身近で啓発活動は目にしたことがないです。自分自身ももっと興味を持ち考え
てみたいです。

108
最近、中高年層での薬物使用が報じられており、自治体での薬物禁止対策も重
要。相談窓口の拡充も必要であるが、思い切って条例または法令による厳罰化
に踏み切る必要を感じる。

109 乱用者（再犯）には厳罰に対処（懲役過酷労働）

110
違法薬物のインターネット販売の撲滅。
違法薬物販売者、利用者に対する罰測の強化。

111
若者に成長してからでは対応が遅い、若者になる前に学校・家庭・社会等で薬
物に近寄らないよう教育することが重要

112
この点について力を入れているということを感じない。埼玉県条例等で県内だ
けでも厳罰化等できないものでしょうか。

113
埼玉県の薬物乱用の防止対策について知らなかったので、広く知らせるように
したらいいと思います。

114 決して行ってはいけないと思います。

115

私の周囲で、この手の事件にあったことはない。薬物に依存する要因は、本人
の意思、意思は周囲の環境に左右されるでしょう。まず、家庭、そして低学年
からの学校教育に重点的な啓蒙を行うことと思います。
それでなくても社会の興廃化は進行していますから。

116 薬物依存の治療施設の充実。

117 相談体制の充実。

118

一時の興味で何気なく始めた薬物の使用が、薬物乱用へ発展してしまった事例
を新聞やテレビ情報などで見聞きすることが多くなっている。
如何に薬物使用が多くの面で悪影響を及ぼすかの事例を、市報や各種メディア
などを活用して紹介しすることが必要であることを再認識したので、よろしく
お願いします。

119 もっと取締りを強化して、不幸になる人を少なくする。

120
保健所、警察による講習会を更に強化して、啓蒙活動に努めることかと思いま
す。
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121

①中学校や高校等での薬物使用禁止に関する必要な教育の徹底
②薬物の製造、使用、販売等を行った者に対する適用罰則の重罰化
③家庭や地域における啓発の実施
④薬物使用の実績や恐れのある地域青少年に対する監視と指導の徹底
⑤街頭キャンぺ－ン活動や広報誌による啓発啓蒙の実施

122
生活が荒れているこどもたちが薬物に手を出すケースが多いと思う。十分に家
庭でかかわりあいを持ち、隙を作らないことが大切だ。

123 徹底的な取り締まりと啓発活動の強化です。

124

なんといっても教育だと思います。家庭教育、学校での教育、また地域や行政
の薬物使用防止の徹底した姿勢を周知することだと思います。
そのための組織や人材を計学的にしかも遅れが出ないように進めていく徹底し
た行政の姿勢を最重要課題として組織のトップの重要管理項目として設定、定
着すべきです。

125 暴力団自体を壊滅させなければならない。

126 県民が薬物に関係する事件に巻き込まれないように注意を喚起して欲しい。

127

薬物乱用は、絶対に駄目だと法律で禁止されていますが、タバコの副流煙の害
も相当なものだと思っている。なのに、駅の誰もが通る所に喫煙所を設けたり
している。
さいたま市？埼玉県？の人たちは、市民の皆さんが、身近な所で常に垂れ流さ
れている有害物から健康被害にあわないようにする為の対策に乗り出すべきだ
と思います。

128
大宮駅の夜は　薬物の事で怖いです。もっと、こういう所を警察などが管理し
てほしい。

129 特に青少年に対する啓蒙を強化すべきです。

130
何年か前に、「人間やめますか、薬やめますか」というキャッチフレーズが
あったように思います。それほど怖いものだと思いますので、特に子供から若
者たちにすっかり教育して欲しいと考えます。

131
県にはいろいろなイベントが数多くありますが、できるだけ薬物乱用防止策の
キャンペーンを実施して関心を持たせてほしい。

132
事後の相談窓口に力を入れるよりも、防止策のほうに力を入れるべきだと考え
る。

133 やはり厳罰化しかないように感じます。

134 加害者に対しての連絡法など知りたいことはたくさんあります。

135
薬物乱用について話題になったことはない。公民館などで別の議題と抱き合わ
せで、講演会をしたらどうか。

136 薬物を売る者や薬を使う者を厳しく取り締まるようにすればいいと思う。

137 薬物の販売ルートを根絶することが重要だと思います。

138
今や『交通事故防止』のキャンペーンより、『薬物乱用防止』が重要と思われ
るが、私の地域での活動は、旧来通りの『交通事故防止』に偏重していると思
われる。

139

薬物は人知れず流通、利用、拡散などするものである。
特に薬物汚染の恐れのある業界(ショウビジネス界、歓楽街、飲酒店とう）と連
携し、その情報をキャッチするために非公式、非公開の情報獲得が出来るよう
な制度、手法を講じる。
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140
薬物を使ってしまった人たちの受け入れ（保護や見守りなど精神的なケア）が
大事になってきている時代だと思うので、依存症になってしまった方への対策
にも力を入れて欲しいと思います。

141

薬物乱用についての現実例を見た経験が無いので実感としてはピンと来ない
が、一般知識としての、中毒化が怖い・幻想妄想による犯罪等の危険性などを
聞かされているので、身内・友人関係の中なかは、絶対に乱用者を出さない
様、務めていきたいものと思っている次第です・・・。

142
芸能人やスポーツ選手のニュースで聞く程度でよくわかっていない。遠い世界
の話のような気がするが多分身近なところにあるんだろうとも思う。知らなす
ぎる自分も怖い危険だと思う。

143

現在の社会が、薬物の乱用などの拡大を助長しているので、社会環境を健全に
することが大切であって、「薬物の乱用」と銘打っての活動は、逆に乱用を後
押しすることになってしまっている。
キャンペーンを行うことで、関心を持ってしまう若者を増やしているように見
えます。

144
薬物使用は自分の人生を取り返しのつかない道へ行く危険な行為であると教え
る。重要なのは「自分の人生」という時間軸の強調。

145 がんばれ埼玉

146 簡単に手に入れられる環境が良くないと思う。

147

幼いうちからの教育が大事なので、義務教育のうちに学校で危険性について教
えておいて欲しい。
家庭教育も大事だと思うが、一部の大人は教育や薬物の危険性への意識が欠如
している者もいるので、社会全体で子どもを守っていくようにしたい。

148
埼玉県内はまだ少ないと言えると思いますが、いつどこで起きても不思議では
ないので、徹底した販売させない努力と罰則強化を図ってほしいと思います。

149

法令や条例による厳罰化が重要と思う。
覚せい剤使用しても初回はだいたい執行猶予判決で再犯率が高く、横のつなが
りで広がっていくので厳罰化を求める。
わが社で３人執行猶予になった。一人は再犯で逮捕。一人は死亡。

150

薬物に限らず悪事へ入るきっかけは、今はネットの影響がかなり大きいのでは
ないか？そのため、悪事へ走るハードルも低くなったと思う。
様々な情報に触れやすい時代となった。こういう問題は、それらの情報の取捨
選択方法を教えないと解決しないと思う。

151
人は不安になったり過大なストレスを受けたりした場合、それから逃れる為に
色々なサインを出す。
周りの人たちがそのサインに早く気付いてあげる事が重要だと思います。

152
きっかけがあるから手を出す。そのチャンスが無ければいいわけだが、心がう
つろな人はどこに居ても薬に限らずさまざまな誘惑にまどわされる。人が人と
して扱われる、社会も求む。

153

人気タレントは自身麻薬中毒者である可能性もあり、本当の意味での啓発にな
るかは疑問。意識が高揚しいい曲、いい詩が書けると思っているタレントもい
るような気がする。また、自分はしないけれどやってもかまわないと思ってい
るような発言もある。

154 有名人からの防止策をポスターなどで行うことかな。
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155 ともかく徹底した取り締まりと厳罰、健康被害のＰＲ。

156 教育の一環で、よく子供たちに怖さを教えてほしいです！

157
ストレス社会から逃れるために薬に手を出す若者を増やさないようにするには
どうしたらよいか。具体的な案が出ないが、コミュニケーションをとることが
重要だと思う。

158 主婦などもかかわっているケースが多いので、もっと取締りすべき。

159

首都圏近県にあって薬物に関する危機管理が不足していると思う。東京オリン
ピックを迎えるまでに薬物乱用に防止の整備に努力しなければならないと思
う。また、ケシの花に関して空き地に雑草化している場合を多く見かけるが、
外国からの園芸種子に含まれることがあると聞いているので危険薬物にあたる
種類のケシが含まれていないか心配だ。悪用される前にパトロールを強化する
べきだと思う。

160

そもそも体に良いとされる、または治療に使われる薬物が氾濫していることに
も問題があると思います。花粉症のために何種類もの薬を処方され副作用の説
明もなく飲まされることが当たり前になってしまうのは本当に怖いと思いま
す。すべての薬には副作用があることなども教育してほしいところです。どこ
かが痛くなればすぐ薬を買って飲む…、ちょっと風邪っぽければすぐ薬を買っ
て飲む…ではなく自分の体の持つ治癒力を強化するようなことも教えてあげて
ほしいと思います。

161

この期に及んで薬物乱用が減らないって…。若者達の間では危険ドラッグは当
たり前の様に横行してますよ！高校生が普通に持っている社会です。親や社会
が知らな過ぎるのでびっくりです。昔から減らないモノは何をどんなに駆使し
ても減らないと思います。脱法ドラッグなんて怪しげな言い方して平気で売っ
てるし、買えるし…。さぁ、どうしますか!?

162

埼玉県の薬物乱用の防止対策について、まったく聞いたこともないし、警察以
外は、到底期待できないのではないかと感じる。「社会を明るくする運動」に
もっともっと、々　ヒト・モノ・コト・予算を明確に集中するよう職員に期待
する。

163 青少年が興味本位で手を出さないように啓蒙してください。

164
薬物乱用の結果をどしどし啓蒙することで、関心の目を向けさせる事が効果が
期待できると思う。

165

薬物は「雰囲気」広まるものです。防止には「売人及び使用者の厳罰化」しか
ない。学校などでは「罪の重さ」を知らしめるべき。なお日本の処罰は「甘
い」中国では持って居るだけで「死刑」日本人数名が対象になり刑を受けてい
る。中国人関係が日本で商売していても自国の様に死刑に成らないから「美味
い商売として行っている」こんな状態で良いのだろうか。死刑は無理としても
「永久に再入国禁止」の刑なら対象に出来るのでは。他の犯罪を踏まえて「外
国人に対しては厳しくする」よって日本人もよくなると思う。

166
違法薬物を使用することが犯罪であり、自分の体のためにもよくないことであ
ることを小さい頃から学べる環境、またそういったものに手を出せないような
環境づくりをすることを期待します。

167 薬物に依る犯罪がなくなることを切に願います。

168 罪をすごく重くすること。

169
甘言に乗らず、薬物の恐ろしさをきちんと理解されるような周知徹底が必要と
思います。
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170
現在まで実効性のある事業を展開してこなかった。行政として猛省していただ
きたい。

171 厳しい処分を期待する。また、罰則が厳しい事もＰＲして欲しい。

172 非核三原則と同じ考え方。

173

子どもは学校で一度はそういう授業があるようです。
自分は欲しいとは思いませんが、薬物をやって事故を起こす人に巻き込まれる
のは怖いですし、防ぎようがなく…。取り締まりを強化してもらうしかないの
でしょうか。
いろんなものが次々でてくるので、県のサイトは薬の種類などわかりやすかっ
たが、そこまで見ないので、テレビなどで見たいです。

174

子供の親として、危険ドラッグなどは簡単に手に入ると思われますので心配で
す。昔ＣＭで「覚せい剤止めますか、それとも人間止めますか」というフレー
ズがありましたが、それぐらいインパクトのあるＣＭや啓発活動を行って頂き
たいです。

175
若者などの教育や啓蒙などで、子供の頃からの薬物乱用防止の教育が必要であ
ると思います。

176
薬物の人体への悪影響や他人への被害等を小さいときから教えていかなくては
ならないと思う。

177

実際にどういったことをしているのかをよく知らない。どのくらいの予算でど
ういった計画でどこまで実施してどのような検証をしているのかを知らない。
そこでの取り組みまたはプロジェクトとしてあるならば、県民に向けて現状の
把握、課題の共有ができるところから始めて、一人ひとりが問題意識をもち、
倫理観の醸成、あるいは抑止力につながる可能性があるのでどうすれば周知徹
底ができるかを考え、実施して、修正し、また計画を立てていく継続的な組織
であることが重要であると思う。

178 わからないものには絶対手を出さない。

179
私の住んでいる所は本当に田舎気分ののどかな所で薬物は別の世界の話のよう
でピント来ません。こんな気分が付け込まれるとこなのかもしれません。
きよつけなければ。

180 子どもから知識を与え、有害性を植え付ける。

181
子供たちを薬物から守るような取り組みや、薬物に関する正しい知識を身に着
けられるような教育体制の整備。

182 密売者を徹底的に排除していただきたい。

183
社会の不正、特に権力のある階層の不正。これらを許さない。基本的人権を守
る健全な社会であるなら乱用は生じない。あまりにも矛盾だらけの社会が原因
じゃないか。

184 フィリピンの大統領のように徹底的に取り締まるのが良い。

185
インターネットで販売されている体力強化剤や精力剤に違法薬物等が入ってな
いか調べて、県や市の広報に出す等対策が必要です。

186 絶対あってはいけないことなので、防止策を施してほしい。

187 根絶をめざし取り組みを強化して下さい。

188 積極的に取り組んでいただきたい。
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189

昔？は悪い人や悪い人予備軍にかかわらなければ巻き込まれなかっただろう
が、今はふつうの人？や身近な人でも入手できる印象。怖いのは騙されて（例
えばダイエット効果があるとか疲労回復剤とか）うっかり使ってしまった場合
だと思う。そういうときどこに相談したらよいのか…（警察だと捕まって前科
がついてしまいそうな印象なので相談しにくいと思うので）。そういう情報が
常に入手出来ると相談しやすい止めやすいのではないかと思う。

190 強い意志を持って絶対に薬物を絶対に使用しない

191
もっと薬物をやったらどうなるかを啓蒙して欲しい。どんな活動がなされてい
るかよくわからない。

192 常識として知っている程度です。具体的には全く知りません。

193
薬物被害の事例を検証し、再発防止のための教育に結び付けるPDCAのスピード
アップ。

194
学校でダルクなど支援団体が、当事者の話題をしてくれると自分のことに感じ
とれると思います。

195

自分の物とひとの物、やっていいことと悪いこと、決められたことを守るこ
と。これらのことを幼児の時から、家庭、保育園、幼稚園等で子供によく教え
込むことが大切です。今はこれらの教育がおろそかになっているため、子供た
ちが良いことも悪いことも分からず、気の向くままに行動してそのまま大人に
なってしまっている。大人たちは人のことには無関心、他人の子供に対しても
叱ったり注意すれば反発を食う。等で世の中は中々良くならない。従って薬物
事犯もなくならない。

196

観光で外国人も来たり、ネットが発達していくので、法律の抜け穴をくぐって
スマホ　パソコンで簡単に入手出来てはたまらない。
法律の罰則強化と取り締まりの強化とネットの中の闇取引も強化して頂きた
い。
警察も特別版を作って依存症になる前に水際で食い止めて頂きたいと願うばか
りです。

197
キャンペーン等をもっとセ積極的に推進して若い人に薬物の怖さを教える必要
があると思慮する。

198

社会的不安や、貧困の問題で自分がどうにもならなくなってしまうことがあ
る。
そんな時、人に迷惑かけないことと思って、関わる人が多いと聞いた。
社会の中で解決するテーマを考えて、単に「やめよう」ではなく社会全体がが
問題意識を持つようにすべき。　とっかかりは政治への不信を減らすこと、何
やっても自分の権限でごまかしてしまう政治の排除です。正しいことが通る社
会なら、相談したいと思えるはずです。ギャンブルが広がるような立法を考え
る人に、今回のアンケート主体者も大きな声で突き付けてほしい。要は、薬物
「個」の問題でないことを理解できる社会を広げる事だと思う。

199
東京に近いので取り締まりを逃れて埼玉で取引されては困るので、気をつけて
頂きたい。

200
薬物は主に海外から持ち込まれることが多いと思います。どのようにしてこれ
を止めるかが大きな課題（ポイント）と７思います。

201 薬害の酷さを家庭、学校、地域で知らせる地道な方法しかない。
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202

危険薬物の使用では、必ず依存症が不可分に発症するものと考えるので、幼年
時からのその恐ろしさを繰り返し認知させて行く必要があるのは勿論ではある
が、薬物に向かぬ環境づくりが家庭・地域での必すう要件であると考える。
何はともあれ、生きる上での”負”の誘いに対しては毅然と向かう青少年の育
成が大切である。

203
現在の罪状が軽すぎる、執行猶予が付く、５年１０年の様に厳罰化を図るべき
である。

204
薬は少しなら大丈夫などと言うことの無いように、もっと盛んに啓発活動があ
るといいと思う

205
インターネット取引のチェック機能の強化。
繁華街でのパトロールの強化。

206 より一層の啓蒙活動の充実化。

207
薬物乱用で被る被害の大きさ、重大さ等を教育することによって、些細なこと
で乱用してしまうきっかけを無くすことが肝要。薬物の怖さを広く知らしめる
ことが第一歩と思う。

208 情報が少ない。一般市民に向けた取り組みをもっとしてほしい。

209 学校での教育の徹底

210 薬物乱用をする理由が根本的に解決することは重要だと思いました。

211

広報誌「彩の国」、TVさいたま、各市町村窓口などで、切れ目ない広報を行
う。
また、事件が発生した時、最初から最後の処置までを県民に知ってもらう活動
も効果的であると考えます。

212
埼玉県だけでやっても意味がない。罰則の強化が重要と思う。シンガポールの
ように一定量以上の保持や使用は死刑にすべきだと思う。そうすれば根絶でき
る。

213
埼玉県は東京都に隣接している県なので、薬物の売買の隠れ蓑にならないよう
に徹底的に検挙して欲しい。

214 推進して欲しい。

215
具体的な体験者による情報啓発、症状など、身近に感じられ、注意する自覚す
る方法をわかりやすく提供すること、相談できる環境による語り合える、個人
的にも対応できる組織運営をお願いしたい。

216
交通事故の悲惨さ自分も被害者も一生をダメにするを映画を免許更新時に講習
義務があるように、定期的に自治体でマイナンバーを使って年代別に定期研修
を義務化してはどうか？

217 外国人からの入手が多いので、埼玉県から外国人を排除する。

218

危険な薬物と知らずに摂取して、そのまま乱用したなどの話をテレビで見たの
で、友人知人からの危険も有ると詳しい事例付きで子供に教えて欲しい。
薬物で、見た目にも変わることなど写真で見せて怖さを実感するような教育を
お願いしたい。

219
薬物依存による生命に及ぼす影響や、社会に与える怖さなどを、比較的若い世
代からの教育に採り入れること、また、眼に見える形での訴えを、例えば、県
公報、乗り物、公共施設などに明示することなどが必要と考えられる。

220
シンナー吸引は薬物乱用になるか？　以前公園でそれらしき光景を見た事があ
るが。　その辺りの社会認識が十分ではないのだろうか？

221 インターネット等で簡単に手に入る現状が心配。
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222
まず薬物乱用に関与した外国人の強制退去、以降の入国禁止から初めてほし
い。

223 駅等の公共施設また社会人になる前の高校での教育活動。

224

普通に生活している者にとって、薬物は全く縁のないもので、どうして手を出
すのかさえ分かりません。
興味本位で手を出す人には、危険性を家庭や学校などで喚起し、良心に訴える
ことで気が付くことのあると思いますが、心の病や他の場合、根本的理由を取
り除いてあげることが先決かと思います。

225

使う側も問題だが、売る側の取り締まりをもっと強化すべきだ。昨今、暴力団
抗争が取りざたされているが、全てがそれら組織の資金源になっていると云っ
ても過言ではない。警察と自治体が一体化した撲滅運動を積極的に展開すべき
だと思う。

226 持たず、持ち込まない、作らない、であろうか。

227

まず、子供に対しては男子、女子、それぞれで人気のあるアイドル２組起用し
て、男子には男子向けの、女子には女子向けの広告なりキャンペーンをやるべ
き。誰のメッセージであれば耳を傾け易いかで決めるのが良い。
また、位置付けを「薬物乱用」の防止対策では無く、「薬物使用」にすべきで
は？乱用さえしなければ「チョットくらいなら使っていいよ」と捉われ兼ねな
い。

228
県内での検挙事例を参考にしながら薬物売買とおぼつく場所のパトロール強
化。風俗店や歓楽街での啓発

229 こどものころの教育が大切だと思います。

230

特に若者の集まる場所（小、中､高等学校、民間の塾や予備校などの教育施設
や、子供たちの集まる遊戯施設、、自治体の公共施設、スーパーマーケットな
どのフードコーナー、コンビニなどの出入り口など）で、目に留まるところ
に、啓蒙ポスターを掲示して薬物の怖さを訴えかける。

231
小中学校では、ちょこっとやっていますが、なかなか広まっていないように思
います。もう少し、情報を得る時間があるといいと思います。

232 夜間、車に2人の目に注意

233
正直、薬物乱用という事例にぶつかったことがありません。ＴＶなど仮想の世
界のことのように思っています。

234
疑わしい物事など早く、スピードを持って取り締まりしてもらいたい。
事件が起こった後ではね。

235
普通の生活に入り込んでくる軽はずみな行動を誘発する機会を、取り除くべ
き。地域の見張りも大事だと思います。

236

埼玉県は大都市東京に近いベットタウンみたいな都市、郊外地、農村地帯で
す。
薬物を使用する場所、きっかけ、機会は繁華街に多いと思います。
私が若い頃はシンナー遊びとか聞いたことがあります。
私の周りではそういう遊びをする人はいませんでした。シンナー遊びをしてい
る人を見た事もありません。
体と精神が壊れるのにどうしてシンナー遊びをするのだろうと思いました。
これは薬物が身近にあり薬物を勧めるような友達や環境にある状態があふれて
いると思います。
自分の冷静な判断と希望と目標があれば防止できると思います。
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237
簡単に手に入ると聞いたことがありますが、それを防ぐいい方法を考えて欲し
い。

238 薬物製造者・販売者の厳罰（中国では死刑もあるとのこと）

239
医療機関で、強く訴える必要がある、健康被害の具体的内容　実例があればわ
かりやすい。

240 タバコも同様に有害なので、簡単に手に入らないようにして欲しい。

241

若い人はかっこいいとか、面白そうとか痩せるからなど軽い気持ちで手を出す
かもしれないので、薬物はダサい！などのイメージを有名人やスポーツ選手な
ど影響力がある人にネットを通じてメッセージを送れるといいと思います。
また、中高年の人も借金やストレスで手を出すことが多いようなので、根本的
な相談窓口を利用してもらうよういろいろな発信方法でやっていくべきだと思
います。

242
罰則が軽すぎるのではないでしょうか？
また、マスコミの事件の取り組み方がバラエティ化している傾向があるのは大
きな問題だと思います。

243 特に青少年が取り込まれないように、治安維持を強化してほしい

244
薬物乱用の防止策で特に重要なことは一般に入手が難しい状況を作ることだと
思う。現況ではあまりにも安易に入手が可能なような気がする。

245 違反者に対し、本人以外に関係者を並行し罰則規制してゆく。

246 取締の強化。

247
自分では考えられないことですが、もし周りにいたとしたら心配では済まされ
ません。キャンペーン等の啓発イベントのさらなる充実をお願いします。

248

薬物乱用は防止すべきですが、医療用の麻薬についても周知すべきと考えま
す。
終末治療（痛み止め）に関して、麻薬は怖いものとして、使用しない場合も
多々あると聞いています。

249

私たちが気づかないところで、身近でじわじわと薬物使用者が増えているのか
もしれないという不安があります。道を歩いていて目つきが鋭い人を見たり行
動が少し変な人を見るともしかして薬物中毒？と怖くなることがある。
情報を伝えたり、取り締まりを強化する、などしていただける事を希望しま
す。

250
教育こそが防止につながると思うねで、小・中・高校及び大学で生徒・学生に
対する啓もう活動を定期的におこなうことが重要。また、繁華街における青少
年の見守りを適宜実施することでフォローする、

251 埼玉県も薬物使用状況の現状の情報周知。

252

以前に比べ薬物が、身近なところで使用されている実態を感じます。
インターネットなどで簡単に入手出来る事や、自宅で栽培しているなど驚きで
す。それだけに罪の意識やそれが犯罪である意識が低いのかと思われ、多角的
な抜本的対策の必要性を感じます。

253 この件に対する処罰が軽い。販売、使用、所持等に対する刑を重くする。

254 各自治体で中身のある防止策を作るべき。形式ばかりの対策は無意味です。
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255
県のＨＰは内容がチョット大人し過ぎるような気がする。中国（清）が所謂ア
ヘン戦争でどのような目にあったか等を紹介しても良いのではないか？
アヘン戦争は教科書にも出てくると思うのですが。

256 周囲におかしな人がいても言えないが、言える窓口を。

257
末期がんなどに使用する医療用大麻は除外して麻薬・薬物にに関しては神経障
害を起こすと思うので反対です。

258 自分では興味がないので満足の行く回答ができませんでした。

259 薬物依存の恐ろしさを経験者から聞く場を設ける。

260
ニュース等で個別の事件・事故は見聞きしますが、検挙者の人数、薬物利用者
の人数など、具体的な内容をあまり聞きません。もう少し情報がオープンされ
てもよいのではないかと思います。

261

生まれてから今まで芸能人やニュースで見聞きする以外で薬物とは無縁の生活
をしていた為、特に実感がわきません。
ただ、今の若者たちがこの先薬物と出会う機会が無い世の中を望みたいと思っ
ています。

262

小、中学校の義務教育で薬物の危険性を何度も教えた方がいいと思います。私
は学校で教えてもらった記憶がなく、ポスターも見たことがあるような気もし
ますが心に残らず、テレビで芸能人が薬物使用で逮捕されているニュースで危
険性を知りました。薬物を使用する若者は薬物の危険性をよく知らないのでは
ないかと思います。

263 地域ぐるみで対策をする。

264
自分は縁のないものと思っているので何も考えたことがありません。
薬物は危険でやめられなくなる事をみんなに解ってもらえるようにPRする事。

265
大宮駅のコンコースで明らかに薬中ではないかと思はれる主婦を見かけている
警察による日々のパトロールが必要だ

266 法令、条例等による厳罰化が最重要防止策。次には学校教育。

267 乱用の防止は、取り締まりが第一。

268
結局、快楽の為や不安から逃れる為などで使用する人は減らないと思う。いか
に販売ルートを減らすかの方が大事だと思います。

269
あまりに最近は蔓延しているような報道が多く耳に入ってくる気がしていま
す。やめさせる、やってはいけないことを強く教えなければならないです。

270
取り締まり強化を期待する。売人だけでなく、その先にいるはずの犯罪組織を
根こそぎやっつけてもらいたい。薬物犯罪の撲滅は治安改善につながると思う
ので、力を入れて対策してほしい。

271
本当に本腰を入れているのか疑問。過去ではあるが身の回りに使用者がいた。
簡単に手に入ってしまう！！

272 心の問題が大きいと思う。

273 薬物販売の撲滅。

274 薬物の恐ろしさを、学校教育で徹底的に教え込む。

275
軽い気持ちで薬物を試してしまう人が増えないように、テレビなどのメディア
を通じてもっと啓発活動をするべきだと思う。
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276

東日本大震災の時、誰に言われたわけでもなく、事務所にいた人の多くが机の
下にもぐりました。毎年の避難訓練はいい加減にやっていても、繰り返すこと
で脳にインプットされるのではないかと思います。
薬物対策も、小さい時から定期的にインプットすることで、やめるべきである
ことをいざという時に思い出してもらえるのではないかと思います。
また、若い人が使うインターネットサイトで危険であることが時々目につくよ
うにしてリマインドさせていくべきではないかと思います。

277
薬物はもっと厳罰化して、社会から除く必要があると思います。
ただ！質問に（特に若者）とありましたが、中高年の薬物が深刻な問題だと
思ってました。もっと取締りを強化して、安心な街を守って欲しいです。

278

よく通る中学校の入り口に啓発スローガンがあり、通ると意識させられます。
子供達にも目に入りますし、指導の他に常に目につくのも、重要な気がしま
す。通る一般市民の意識付にもなります。
いいことだと思います。

279 厳罰化と執行猶予は無しに法令改正。

280

定期的に、小学校・中学校・高校・大学などで体験者の講演を見たり聞いたり
するようにしてほしいです。
ネット、ポスター、電気看板などを利用し定期的に流す工夫をしてほしいで
す。ポケットティッシュに印刷紙を入れて配るのも良いと思います。

281 使用者より売人やルート等を厳しく取り締まるべき。

282 継続的に行われるべきだ。

283
様々な形態を活用した広報活動と、使用者、依存者あるいは薬物に近い場にい
る人たちへの相談活動・治療の充実。形式的な相談や治療ではなく専門的なも
のを！

284
不正薬物を利用する者は限られていると思う。
地域のボランテイア団体との連携で、使用しなくて済む環境つくりが大切だと
思う。

285
埼玉県内での検挙件数や場所、使用薬物の情報が欲しい。現状埼玉県内の詳細
情報が無いので、公開出来る情報は公示して欲しい。

286

実態が不勉強の為把握できていない為に，参考にならないが、若者本人の意識
の問題であるから、中・高校生時の「人減教育」を家庭と連携して実施するこ
とを望みたい。本来は人間教育は「家庭教育」が基本であり、親教育からはじ
めるべきである。

287 厳罰化

288

前にも書いたが、薬物乱用は若い世代だと思います。この世代は悩みも多く、
マイナスな方面に興味を抱く世代でもあります。
それも安直に。それを防ぐ為には、やはり広い範囲で知らしめる以外ないので
は。
公共施設は勿論ですが、コンビニ、スーパー、カラオケバー、ゲームセンター
等若者がたむろしそうな場所に薬物使用の危険性
恐ろしさと相談窓口等を紹介したポスター掲示が必須と考えます。
リーフレットなどお金をかけて作成しても、もらったらそくゴミになります。
現代の日本人は余程関心が無い限り読むという行動が
少なくなっていますから。
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289

危険薬物について、あまりにも知らな過ぎるので自分には関係ないと思ってい
ましたが、具体的に乱用するとこんなふうに廃人になってしまうんだと町内会
のお知らせや市報などでもいいから危険性を目にする機会を増やしてほしい。
若い世代には、興味本位で薬物に走らないように親への啓蒙活動も必要だと思
う。親世代が知識がないと子供への注意も払えない。子どもにこういう様子が
見られたら危険薬物を疑ってほしいなどのアドバイスをどんどん伝えていくべ
きだ。と同時に、困ったらここへ相談して、というツールもはっきりわかりや
すく示してほしい。

290 県民が一体となって防止対策をすることが必要と考えます。

291
しっぺ返しが大きすぎるイメージで、また、身の回りが平和で興味がありませ
ん。
治安が安定しているのはありがたいです。

292

介護などで貴重な青春時代をバイトの毎日で過ごした自分にとって、
自分らしさを失う薬物は自分の貴重な時間を奪う無意味なものでしかない。
せっかくの人生だから、自分の人生を振り返りながら、
薬物に走る社会から、自分らしさを活かせる、輝ける社会にしてあげたいと思
う。

293
ひとりでも薬物にかかわらない社会を作り出すことが大切だと思います。まず
売る側の取り締まりも大切だと思います。

294
現役世代の生活を安定するために、労働者の正規雇用化と労働環境の改善。労
働基準監督署の活動強化。

295
小さな時から学校・自治体・ポスターなどで、絶対に手を染めてはいけない事
を教えていく

296 たばこが合法である合理的な理由がわかりません。

297
若い人が簡単に薬物に染まらないように、薬物乱用の恐ろしさを常に発信して
欲しい。

298

１．家庭・学校・職場での啓蒙活動向上
　　自治体安全課等の住民への出前講座の充実（地域防災活動の例あり）
２．取り締まりの強化
　　　警察・商店街組合との連携活動の充実等、官民共同活動
啓蒙＋結果の評価と規制・取り締まり実行が必要と思います。

299
ポスター、イベント、掲示板等を利用した周知により、目に付く機会を多くし
て防止対策とする。

300
すべてを防ぐことは無理なので、多くを未然に防ぐために原因分析をした上で
の効率的な人的金銭的投資を期待します。

301
中学高校等においてその危険性について、十分なる啓蒙教育をすることが欠か
せないと思います。

302 啓発活動の継続をお願いします

303
薬物の乱用は全て悪い影響を与えると思う。ＩＴの進化によって、簡単に購入
できるのが怖い。日頃から、積極的に指導や取締りなどを強化が必要です。

304
薬物に限らず社会悪に対して、日本の法律は甘すぎる。いつも不思議と思うの
は、車に対する罰則などは、簡単に法律が改正されるのに、他の案件の改正の
遅さには歯ぎしりしています。

305 ボランティア活動の地域別見回り隊の編成
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306
今回の調査は埼玉県と限定しないで、社会全体の問題と捉えてもいいのではな
いでしょうか？
しいていえば埼玉県の薬物乱用の防止対策はあまり見聞きしておりません。

307 税関、麻取等と連携して積極的取り締まって欲しい。

308

薬物は、私の住んでいる世界では出会うことがないのだが、入手経路が近くに
あるのかと思うとゾッとする。持ち込ませない環境作りが最も有効的だと思い
ます。どこからどう持ち込まれるのかわかりませんが、どうか行政の力をフル
に活用して、食い止めていただけますようお願いいたします。

309

キャンペーンをしても、お題目をとなえるだけでは効果が薄いと思います。な
ぜいけないのかを、高等学校までに実施することで、将来薬物の誘惑にあって
も、断われる意思を持ってもらいたいし、しかるべき窓口に相談できる大人に
なって欲しいと思いました。

310 薬物は厳正に取り締まるべきだと思う。

311 法律・条例による厳罰化。

312 徹底的に麻薬等の薬物を根絶すべきです。

313
若者だけではなく常に薬物に興味をもつ人が沢山いると思います、危険薬物を
なくす方法又は取り締まりを強化すべきであると思います。

314
薬物の啓蒙を若者のいる場所でやってほしい。また相談窓口の開設をしてほし
い。

315 小学校の高学年から、薬物乱用の教育を徹底し、継続することが必要です。

316 警察の徹底的な取締り。

317 使うべきものではないと考える。

318 広域対策。

319
埼玉県は自然が多いので大麻などを育てている場所があっても見つかりにくい
。住民にこれは植えてはいけないものとの啓発をする看板を立ててもよいので
しょうね。

320 どんなに取り締まりを強めても薬物にはまる人ははまるのでしようがない。

321
覚醒剤のニュースが、新聞等に報道されていっこうに、なくならないのは、身
近な所で流通していると思われるので小中学校から危険な薬物教育に関する時
間をもっと増やして啓蒙活動を広げていただければと思います。

322
埼玉県は率先して薬物乱用の防止対策をしているというアピールをしてほしい
です。

323
国より先行して条例で厳罰化してほしい。
ポイ捨て条例があるように薬物条例はあるべき。

324 適正報酬で防止活動をしてくれる人の大量採用。

325
さいたま市では薬物に関係した犯罪は耳にしていません。
なぜかと思うにたまたま大事件がないだけかもしれません。

326

覚せい剤、大麻等だけではなく、一般の市民が服用・利用することのある市販
薬や処方薬（風邪薬、睡眠薬、睡眠導入剤、鎮痛剤等）の乱用についても様々
な濫用や不適切使用等が問題となっているので、医師、薬剤師や医薬品販売業
者（ドラッグストアなど）、医療関係者による啓発等も必要だと考えていま
す。
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327
薬物に関して、まったく興味もないし、かかわりたくもないので語ることもあ
まりありませんが、どんな犯罪や禁止行為についてもですが、もっと厳罰に処
するべきだとは思います。せめて再犯に関しては重罪にするべきかと。

328
外国人が増えてきており、不安に思っています。取締り・治安維持に取り組ん
でください。

329

再犯率が6割ということは、社会に戻ってくるのが早過ぎる。再犯率が相当程度
まで低くなるように、厳罰化と更正・治療の長期化(一般社会から隔離された所
で)をするべき。
再犯者がたくさん刑務所から出てくるのは、周りの人には迷惑でしかないし、
薬物から回復できない人は何にも役に立たないゴミみたいな人間になるってい
うことをもっと大袈裟に広報するべき。
薬物からの脱却は難しく、回復支援の強化が必要だとか、薬物犯罪者のサポー
トをするような甘いことばかり言っているから、安易な気持ちで薬物を使用す
る人が出るのではないか。

330
１５年前大阪から埼玉戸田に転勤になり長男中２で苦労した。学校があまりに
ひどく校長や教育委に相談に行ったら薬物は注意しているが、たばこはね
教育のレベルの違いに唖然とした。

331
若者の心に響く啓蒙活動と共に、販売者側を強く規制する取り締まりが必要で
ある。

332 ネットでの情報規制を強化すべき。

333
将来外国人の訪問や移住が増えてくると、比例して、薬物密輸が増加すると考
えられます。水際作戦を強化し、法律の厳罰化が必要になると思います。

334
薬物は本人だけで無く他人にも危害を与える恐れが有り、疑わしきは罰する方
法も検討した方がいいのでは。

335
高校までの教育の中で薬物の種類や使用した場合の身体への影響、家族、地域
社会の影響などについてもっと教育していくことが必要かと思います。

336 是非、イベントを開催して、周知して欲しいです。

337

埼玉県の薬物乱用防止啓発サイトを見ると、一番最初に『危険ドラッグ』の種
類が掲載されています。これを見た若者は『こんなのがあるんだ！やってみよ
う！』と思う事、間違いなしです。そうではなく、一番最初に掲載すべきは
『薬物乱用の恐ろしさ』、それも体験者の手記そのものだと思います。訴える
べきは『薬物乱用がいかに恐ろしいか』ということなので、そこをおどろおど
ろしく強調してもいいと思います。

338
規制も重要ですし、取締りの強化も期待したいところですが、同時に小さい頃
からの学校等による教育が重要なのではないかと思います。

339 タバコが薬物の入口になるとも聞く。健康教育も推進して欲しい。

340 外国人が増えてきたので心配です。

341
現在働いている職場は、精神障がい者の施設です。
そこでは、実際に薬物による当事者を見ています。また、そこでの研修でDrか
らの話も聞きました。あってはならないものと思っています。

342
4～5年くらい前、夜、街で薬物を使っているのかと思う人をちょこよこ見かけ
たことがありましたが、理由はわかりませんが、見かけなくなりました。
対策が行われたのでしょうか？

343 啓発と罰則強化だと思う。

344 SNSなどは関東の都県市の情報交換と反応を早く
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345
割合簡単に手に入るのが怖い。取り締まっていくのはいたちごっこで大変だろ
うが頑張って欲しい。

346
身近にあるということを忘れないように、学校教育は大事だと思います。それ
を家庭で話し合うことだと思います。

347
若者達が危険な目に遭わないように、大人もうるさがられる事を厭わず、注意
喚起して行きたいと思いました。

348
薬物について考えたことも、興味もない。なので知らなければ別に関係ないの
で下手に情報をあたえないほうがいいじゃないですか？
普通に暮らしてたら知らないことです。

349 もう少し、地域で、取り締まって、欲しいです。

350 子供たちは心配です。子供たちの教育にも積極的に取り入れてほしい。

351 講習会開催

352
繁華街での密売人取り締まりの強化と反社会勢力の取り締まりを徹底してもら
いたい。

353 手軽に若者が手にできるので、規制や、啓蒙を強化して欲しい。

354
薬物の怖さをもっと知ってもらわないといけないと思います。
誰もが、絶対にやらない、と思わなければならないくらいに。

355 県庁に、ネット監視部門を置く。

356 厳罰化、取り締まり強化の条例制定。

357

若い子が簡単に危険ドラックを購入できる世の中です。
危険ドラックから覚せい剤へとステップできない世の中になることを望んでい
ます。そもそも危険ドラックが購入できることがおかしいと思っています。
購入金額が高くなっても、中毒になってしまったら関係ありません。借金して
も買いに走ります。製造、密輸などもっともっと厳しくしてほしいと思いま
す。

358 薬物乱用の危険性の啓発をあらゆる機会に実施して下さい。

359
少子高齢社会で貴重な若い人が違法薬物使用等で前途の希望を中断するのは忍
びない。地道な啓発運動を続けるしかないのだと思う。

360

薬物乱用防止活動は、即効性は望めず気の長い活動が求められる。
未成年者の喫煙行為が薬物路線への入り口になる。
「他の未成年者がやっていない行為で目立つ」「暴力団や密売人の目に留まり
誘惑（勧誘）が続く」
家族、学校（地域社会・警察）、少年（乱用者）自らが連携して、薬物を断つ
勇気を持つ。

361
私自身の環境等からあまりにもかけ離れたことで、積極的な意見を持てずにい
ます。

362
薬物使用による健康状態の悪化が、自分の人格独立性保持が困難になり、家
庭・社会生活から脱落、犯罪に引き込まれやすくなる危険性をもっと具体的で
強力に若者層に啓蒙してほしい。

363
有名人による薬物使用の状況がテレビ、新聞で報じられる。若い者への影響が
心配。

364
繁華街やネット等の入手経路の根絶。
初犯は執行猶予と使用者は知っているので軽い気持ちと好奇心で経験してしま
う。手にする前の怖さを十分認識される教育が必要。
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365 いかにも怪しそうな場所は、あると思うが、今の警察は、甘い！

366
小学生のころから、徹底した薬物の危険性について教育を行うことが、一番イ
ンパクトがあると思っています。若年化が進んでいるようなので。

367
行かないようにしているが繁華街人の集まるところは危険だという認識を若い
人にすることで多少防げるのかもしれない・・・夜出歩くのを禁止にするべ
き。

368

現在、違法の薬物がどんどん増え、取り締まりとのイタチごっこの様に思えま
す。
この現状をどうやって乗り越えることができるか、永遠の課題に思えますが、
何とかよい方法をその都度考えて薬物撲滅を図ってゆきたいです。

369 薬物乱用による人体への害や起因する事件・事故を広く知らしめる。

370 学校教育の一貫として、小学生から始めてほしい。保護者も集めて。

371
今の時点では、薬物乱用などの話も出てこないのですが、子供が思春期に入っ
たときに身近になる問題だと思うので、相談窓口や情報などが県や町などのＨ
Ｐなどからもとりやすくなっているとよいと思う。

372 事件があった時だけではなく、常にコマーシャル見たくながすといい。

373
厳しく取り締まるべき。テレビに出ている方の影響はものすごくあると思いま
す。芸能関係者の取締強化。

374 自治体などからの周知が必要だと思います。

375 若いころからの注意喚起が一番ではないかと思います。

376 子供たちのために小学校から薬物の話をしてほしいです。

377 具体的な事例が知りたい（田舎に住んでいると想像すらできないので）

378
表面化してないだけで大麻などの薬物は広く広まっているように思う。
法律の改正と厳罰化が必要。

379 啓蒙活動しかないのでは　と考えます。頑張ってください。

380
  中学生くらいから薬物に関する危険と使用絶対禁止を呼びかける啓発教育を
充実させたら。薬物の怖さ（自分自身だけでなく家族や友人にも大きな迷惑が
かかる）を身をもって分かるような内容で。

381 薬物の使用は恐ろしいということを、告知し続けてほしいと思います。

382 青少年達への防止強化策及び薬物取引に関する取り締まり強化を期待します。

383

人気タレントや大型ビジョンを使用した啓発活動等のお祭り的な活動では、根
をはった活動にはならないと思います。もっと地味で着実ではあるが、専門家
を動員した諸活動の方が効果があるのではないでしょうか。
県が薬物乱用の防止活動をやっていると言うアピールをしてもこの問題の解決
策にはならないと思います。

384 危険薬物の進化に親である大人がついていけない。親の教育からするべき。

385

身近に体験者が居ないことが幸いだが、情報が返って少ない。
危険なものだという事は分かるが、TVや情報メディアが中継した情報でしかな
い。
若年層の使用者増加等問題視されているが、このような分からない事で使用し
てしまうことがあるのではないでしょうか。
行政が市民と接する場所での積極的な啓蒙活動がより必要な状態と考えられま
す。

386 未成年対策を強化すべき。

21 / 30 ページ



第55回アンケート（薬務課） 不正な薬物に関する意識調査について　　自由意見

387 いろんなところでイベントでキャンペーンを行うとよい。

388
日本は、臭い物に蓋をする、抽象的な表現で終わらせることが多いですが、違
法薬物を摂取した時の幻聴、錯覚、興奮をしているリアルな映像を流すこと
で、手を出したら本当に怖いということを分からせるべきです。

389

東京に近い距離環境で乱用増加や若い層の巻き込まれも懸念される中、一層の
防止啓蒙対策が必要と思う。自身で制御が出来ない状態に追い込まれたときの
周りへの悪影響は計り知れないので、学校や企業・飲食店への指導強化と、罰
則の厳正化（条例になるのか）も急務。自動車事故や犯罪被害の生々しい画像
提供の機会を増やすなど、抑止力になる方策も考えたいもの。

390

埼玉県の現状は知りませんが、薬物は実は近くまできていると思います。最近
の事故事件等のニュースを見るとそう思うのです。
中学生のみならず小学生も使ったことがあったりする現実は、すぐそばまで来
ていると感じてしまいます。
自分を強く持っていないと、と本当に思います。
私は大人なので、関心なんてありませんが、子供がおもしろ半分にやらないよ
う、小さいうちから教えておかなければと、アンケートに答えながら思いまし
た。

391 もっと厳しく摘発、重罪に処すべし。

392
初心者が薬物乱用に入らないための学校教育。再犯者にならないための家族、
周囲の人への教育。夜間繁華街での反薬物運動。

393 服用することでの怖さをアピールした方がいい

394
どのような事から薬物につながるのか、薬物に手を出さないためにはどうした
らいいか等の情報発信が必要。

395 ポスターぐらいでしかみない

396
取り締まりの強化と、罪を重くする事。
本当に撲滅したいのなら、法律で厳しくする事！
売ったやつも、買ったやつも死刑！

397
地方都市の子供たちは薬物犯罪だけでなく　色々な犯罪に巻き込まれやすいし
興味を持ちたがる気がします。薬物の問題は子供の内からその怖さをすり込む
ことが大事と思います。

398
ともかく薬物乱用の危険性を多くの人に知ってもらうことが重要と思うので、
目に触れやすい、耳に入りやすい啓蒙活動を推進してもらいたいと思います。

399 一時的なPRではなく、継続的で、地味なPRが効果的と思います。

400 煙草も同様と考えます。

401 積極的に取り組んで欲しい。

402

薬物乱用が「カッコイイ」事と誤解されている傾向を何とか打破する為には、
「乱用した結果、こんな恐ろしいことが待ち受けているぞ！」という内容の啓
蒙画像をさまざまな機会を利用して見て戴く。　たとえば、通勤列車の中の広
告画面を利用するするなどして啓蒙活動を強化したら如何なものだろうか。

403 義務教育時点での徹底的な教育、啓発。行政主体のPR広報の常態化。

404
教育よりも治安の悪化や社会の不安など、環境の悪化によって手を出さざるを
得ないような状況を改善しないと、根本的な対策にはならないと思います。

405
テレビなどで、なんとなく知りえた知識程度で大系的な知識ではない。出来る
だけ多くのメディアを通して、薬物乱用の防止策をこうじてほしい。
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406
小か中学校の授業でビデオがあまりにも怖くて、やる気もしないし興味が全く
ない。
教育が一番大事

407 定期的に地味で長期間の広報活動が重要です。

408 自治会、学校、家庭で薬物の怖さ、実態をPRすることだ！

409

身近では薬物乱用のことは聞かないが、ワイドショーなので有名人が逮捕され
ボロボロになっている姿を良く目にする。野球の清原選手の逮捕もショック
だった。薬物は一度使うと常用性があることと体も心もむしばむこと、家族ま
で影響が及ぶことを高校生ぐらいから肝に銘じる教育をすべきと思う。

410

薬物乱用防止対策には法令の厳罰化を徹底して欲しい。薬物に関する日本の法
律は軽すぎる。薬物に手を出すと初犯といえども大変な罰則が待っている事を
周知徹底すべきである。とにかく法律が甘すぎる。何故それが出来ないのか疑
問だ。回復支援施設を整備するより、薬物に手を出さないようにするのが先で
ある。

411 繁華街等の取締の強化。夜中に出歩かないような環境の整備。

412
啓発も大切ですが、使用した場合の状態を繰り返し教えていくことことのほう
が大事ではないかと思います。

413

普段自分と関係ない世界と思われているから単に広告を出すことにどれだけの
効果があるかは疑問。アンケートキャンペーンなどで自ら考えてもらう機会を
作るのも大切ではないか。このアンケートを回答することで普段考えないよう
なことを考えるきっかけになったな、と思った。

414
薬物もそうですが、最近はケジメのない人々が多くいるので、緩んだタガを締
め、安心と安全の確保の為にも、犯罪等には厳しく対処して欲しいと思いま
す。

415

売人に対することは犯罪に対する厳格な措置が必要。
だが、使用者は犯罪を犯したということではなく、何らかの物質に依存しなけ
れば生きていけない弱い状態であり、力強さを身につけていかなければ、薬物
が手に入らなければ、アルコールやたばこなど他に手に入りやすい精神作用物
質に乗り換えるだけ。再犯予防に向けては、治療機関の充実が不可欠。

416
薬物が誰にでも手に入る時代、自治体や国がもっと強く、ネット販売等を規制
して欲しい。

417 若年層への啓発活動をより充実していただければと思っております。

418
薬物乱用の結果どうなるのか・・・・・・と判断材料を多く利用し、撲滅させ
るように・・・・・。

419
埼玉県は少ない方だと思っておりますが、数年前と比べると一般の人でも手が
届くことが怖いです。

420 SNSで発信

421 広報活動の徹底（耳にタコができるのでやめろといわれるまで）。

422 薬物依存の契機となる諸因の解消への取り組みが根本対策。

423 薬物に対する危険意識が低下しています。意識改革が必要です。

424
不正薬物については県の単位を越えた対策が大前提ですが、小中学校でのイン
ターネット接続についての教育などを徹底して、身近なものにしない事が大切
だと思います。
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425
野球場、スタジアム、ライブ、イベント会場でも薬物撲滅への啓発活動を図る
べきではないでしょうか。

426
癌などの終末期医療につかう麻薬などは効果的に優位性があるように思いま
す。

427
学校で、キッチリと薬物乱用の健康被害や事故などをご指導して頂けると子供
たちも薬物に手を染めなくなると思います。

428
薬物の売買・乱用者イコール死刑くらいの厳罰化しないと歯止めは難しいので
は。

429

取り得る処置は、すでに実施し強化していると思う。治安維持・共謀罪などの
観点からも依存者への追及。空・海の玄関を持たない埼玉では、水際での防止
特に海外渡航帰国者・緒外国人(残留・観光）に、必要以上の注意が肝要と感じ
る。
私見・・・・・少ないの渡航経験から空港近辺や繁華街で目にしている。特
に、比・タイ・米・中国・旧ソ連(２０年前までに経験）現地ガイド・地廻り・
ホテルマン・メードなどが仲介人であった。

430
提供する人がいるから使用する人ができるのであり、提供する機会を撲滅する
ために、場所・組織・媒体等を取り締まるようにしてください。

431 不幸な人を1人でも減らすためにしっかりPRして欲しい。

432 薬物使用は、絶対いけないと思います。

433
あまり埼玉県は薬物療法に感心がないと思います？！様々な情報サイトやキャ
ンペーンで公開していって欲しいです！！

434

1.興味本位で薬物を試してみる者
2.ステータスとして薬物をする者
3.資金源として暴力で客にされる者
　それぞれに防止対策が違うので、画一的な対策は難しいと思う。

435
将来ある若者が薬物の乱用に走らないよう、地域、学校や職場での教育や啓発
だけではなく、家庭教育も大切だと思います。

436 ぜひ啓発をお願いします！

437

海外では死刑になるほど厳しい罰則が設けられているが、そこまででなくても
厳罰化は必要である。脱法ドラッグが後を絶たないので法律とは別に条令で
「同様の効果のある薬物や目的外使用について」も対象とすべきである。
アンケートやインターネットの情報等で薬物乱用の恐れを事前につぶしたり、
情報提供「購入で声掛けされた、ネットで見たなど」を呼びかけ取り締まりを
依頼するなど自己啓発では限界を感じるので具体的な対策が必要に思う。

438 なぜ防止すべきなのかの具体的な情報を、もっと教育してほしい。

439
一般の人は薬物に興味がないのが普通だから、芸能人などが逮捕されたりした
とき、しつこい位いニュースに流すのが良いと思う。

440
悪い、いけないものとはわかるが、特に若者の好奇心を煽るニーュース等が
多々見受けられ如何なものか、徹底的に悪いものは、悪いとPR強化することが
肝心。

441
「薬物の乱用」を防止するというと「乱用」でなければよいのか？という印象
を受けます。「薬物を、見ない(流通させない)、渡さない(拡散させない)、や
らない(１回でもNG！）」を徹底してほしいと思います。
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442 小学校５年生くらいから、学校で薬物の危険性等を教えるべきであると思う。

443

ポスターの「薬やめますか？ それとも人間やめますか？」という標語がずっと
記憶に残っています。
大きくて目立ち、あちこちで見かけ、標語のインパクトの強さが、とても効果
的でした。

444
薬物使用者による交通事故など、本当に心が痛む。薬物使用に対するハードル
が著しく低い人たちが多くいるように感じる。厳罰化を早急に進めてほしい。

445

テレビとかで薬物売買／使用・所持による逮捕等の実録が流れたりしており、
実は身近なものだと感じているが、実際はどの程度世の中に溢れている状況な
のかは分からない。なぜ手を出してしまうのか、社会が見放してしまわないこ
とを願う。

446
ネットでの検索で情報が遮断できるようなシステムの構築などが必要ではない
か
と思います。

447

あまり身近に感じたことはありませんが、埼玉県南部、西部は首都圏の繁華街
などにも近いので、薬物に接する機会は増すのではないかとも思います。スト
レスや現実逃避したい思いなど、ちょっとしたすきをついて入り込んでくるも
のかもしれません。隙を作らないことが重要です。

448 薬物乱用者の社会復帰など考えられない。

449

人体に悪影響な事をもっと分かりやすく、拡散すべきだと思います。法律違
反、違法だと言うだけでは、若い人達が興味本位で一度は…どうなるのか、
やってみたい。と安易に考えてる人もいると思います。
もっと、何で何がどこに悪いのかを伝えるべき、タバコの副流煙の害も理解す
るように細かく伝えてほしい。

450
使った後にどうなるのかが具体的にわかれば、手を出さないのではないかと思
います。

451 他人事を自分事にする施策を展開してほしい。

452
薬物の使用がどんな悲惨な悲惨な結果に繋がるか、その危険性の認識をみんな
が共有できるように啓発に努めて下さい。

453
やくよけコバトンNeTのように、薬物の危険性について理解を深められ、且つ県
民（特に若者）が特典を得られる、という啓発資材を、県内の中高生に認知さ
せることで、より薬物乱用者の危険性を下げられると思います。

454
薬物乱用は将来の日本に重大な影響を及ぼすものであり、埼玉県の薬物乱用の
現状を広く知らせるとともに防止対策を徹底し埼玉県民の健全性を向上させて
頂きたいと思います。

455 埼玉県から違法薬物根絶を！

456
薬物は絶対に使用してはいけないと思うので、使用した時の危険性や周りにか
かる迷惑などしっかり啓発してほしい。

457

軽い気持ちで始めてしまったが止められなくなる、という恐ろしさを成人まで
に叩き込むのが一番だと思う。昔「覚せい剤止めますか、それとも人間やめま
すか」みたいなコピーがあったと記憶しているが、それこそ清原でも飛鳥でも
使って、インパクトの強烈な防止キャンペーンを持続的にやって頂きたい。

458 今の所、身近な問題意識がありません。遠い存在です。
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459
ストレス社会、コミュニケーション不足の現代となり薬物に逃れたい若者が増
加している反面薬物がすぐ手に入りやすい環境なのだと思います。
薬物の危険性を徹底して啓発していくことだと思います。

460 色々な情報が欲しい。あれば、子供と話すきっかけになると思う。

461
若者の意識か希薄になっているので県にゆかりのあるスポーツ選手やアイドル
によるPRを期待します。

462 良くないことなので、徹底的に薬物をなくしてほしい。

463 私が知らないだけかも知れませんが、啓蒙活動が弱い感じです。

464
実際に　薬物利用に至った経緯を分析し、利用に至らないよう呼びかけるな
ど。

465 対策が見えません。

466

少し前の「オレオレ詐欺」の場合、このような内容の電話があった時は変と思
い、すぐに警察に連絡を…ということが新聞、ﾃﾚﾋﾞや雑誌などに頻繁に掲載さ
れ、人との会話にも話題となり問題点を意識しやすかった。薬物乱用の防止に
も、薬物の販売の手口を一般市民に詳細に分かりやすく公開し、また、薬物乱
用の結果、どのようになるかを啓発指導強化して欲しい。知らず知らずの内に
犯罪などに巻き込まれるようなことにならないようにしたいと願う。

467 警察の取締りを強化すべきと思います。

468 薬物使用は厳罰に処理する。

469
若者の興味を引くタレントによる薬物防止キャンペーンの広報ビデオを作成
し、中学、高校で定期的に視聴し、感想などを書いてもらい、危険であること
を頭に刷り込んでいくことが大切だと思う。

470
危険薬物に対する事実の映写を使った教育。安易に手にはいるのは、取り締ま
りの脆弱さと、罰則が小さいから。裁判の結審も遅い。

471
薬物は、悪いものと分かっているが、防御の仕方、家族がなったらどうするか
はわからない。もっと、新聞、自治体の運動をしてほしい。

472

薬物を摂取すると、どうなるか、自分の事だけじゃなく、周囲に及ぼす迷惑
の、事例を、なるべく多く情報発信する。
「彩の国だより」の毎号に、スペースを設けて、過去1ヶ月の間に置いて発生し
た、薬物に関する犯罪件数や、具体的な事例を記述する。

473 薬物にかかわると抜けられないことを強く教育するべきだ。

474 歩きタバコやモラルの無い喫煙、ポイ捨ても薬物同様に取り締まって欲しい。

475

薬物は本当に怖いものだと感じています。薬物はこの世界に必要の無いものだ
と思います。今すぐには難しいと思いますが、いずれは薬物乱用防止対策を実
施することの無い日本になってほしいです。その為に薬物の正しい情報をたく
さんの人に知ってもらうことが薬物乱用を無くす１番の方法なのかなと思いま
した。

476

薬物についての問題というは、普段の生活では遠くかけ離れたもので、多くの
人にとっては薬物に関する問題が他人事のように感じると思います。そのため
普通の方でも薬物に対するリスクがあるということを周知していくことが必要
ではないかと思います。

477
埼玉県の話ではないのですが、薬物乱用防止音頭なる曲を流している商店街が
あります。そのようなことで薬物乱用が防止できるはずもないので、社会全体
が薬物乱用に対してもっと真剣になるべきかと思います。
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478 トラブルを起こす原因になるからこわい。

479
海外のタバコのパッケージのような、衝撃的な写真を載せたポスターなどで、
防止対策をPRする。

480 薬物の危険性を訴えるキャンペーン等が必要だと思います。

481

薬物使用＝いけないこと、というのは浸透していると思う。でも薬物ではない
ようにみせかけた薬物が怖いことを知ってほしい。サプリメント感覚、市販薬
感覚で気軽に口に入れてしまうとそれが常用せずにいられなくなる、というこ
とを浸透してほしい。私自身は子供に伝えているけれど知らない人も多いと思
う。

482 薬物が簡単に手に入る世の中であってはならないと思う。

483
色々と対策は講じて頂いていると思うが、今一つ「独自の県ならではの啓蒙・
対策」についてピンと来ないのが率直な意見です。

484
薬物の怖さ、使用したらどんなに大変なことか（やめられない怖さ）を周知
し、使用しないことを啓発する一方、取締りの強化をし、更なる使用者を増や
さないよう、薬物乱用の防止を図ってほしい。

485 取締りの強化をお願いしたい。

486 よくわかりませんが、徹底した防止策をお願いします。

487 やはり全国一薬物乱用者が少ないとデータで出たらば嬉しいと思う。

488
県としての取り組みについては良く知りません。
薬物乱用防止のために、薬物依存になった人たちの悲惨な事例を広く周知する
ことが必要と思います。

489 埼玉県は規制が緩いと噂を聞きます。取り締まりをよろしくお願いいたします

490

現在の教育充実により、薬物がいけない事は若者たちもわかっていると思う。
ただ、実際は手に入れる事が出来てしまうことで興味や身近な人の誘いを断れ
ない事が、入り口ではないか。大変かと思うが、取締りを強化して貰い、生活
環境に入り込めないようにして欲しい。

491 ニュースで、薬物乱用についてたくさん取り上げてほしい。

492 依存してしまうこと、健康を蝕むことを伝えるべきです。

493 薬物販売者に対する厳罰化をする。

494
薬物乱用を食い止めることが重要と考えます。そのために、薬物乱用が身体に
及ぼす影響や、それに依る事故や事件の事例を知らしめる仕組み作り、及び不
正薬物の密売者や乱用者に対する取締りの強化が最重要と考えます。

495
薬物は人間の人格が別人になるので、薬物乱用のキャンぺンを強く公共団体・
警察等を中心に活動して頂きたいです。

496
薬物が警察に押収されると、テレビで末端価格○○と高額な価格が公表される
が、薬物は、売買禁止の商品であるため、その辺ある「石ころ」の価値しかな
いとの報道があっても良いと思います。

497
薬物に手を出したらダメ人間のようなキャンペーンではなく、薬物に手を出し
た人も助けますという呼びかけがほしい。再発防止が一番の防止となる。
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498

小中学生から大ざっぱにでも啓発してよいと思います。
このアンケートをみて自分自身も各種薬物の違いがよくわかっていないことに
気が付きました。
オリンピックでたくさんの外国の方を迎えることも考えると今小学生でも知識
はあるほうがいいのかなと思います。
とにかく絶対にダメなのだ、ということです。

499
家庭での教育は言うまでもないが、学校や各地域におけるイベントでPRするの
が大切だと思う。知ることがまず大事。

500

不正薬物は、本来必要ないものだと思います。なぜ、手をだしてしまうのか？
理由は、それぞれあるでしょうが、本人の意志が弱い場合は、周りが、しっか
り見守るように、させない、防ぐ方法を考える。
売る立場、誘う人たちに、重い罪を受けてもらうべきだと思います！

501 より身近にわかりやすい媒体での啓発。

502

厚生労働省のキャッチコピーである「ダメ！絶対！」では、一度使用してし
まった人を追い詰める。
家族や社会から責められれば誰にも相談できずに薬物に依存するのは当然。
使用してしまった人に繰り返させないための相談窓口の充実が必要だと思う。

503
密売などの取り締まりを強化して、違法な薬物を入手できなくするよう、未然
に防ぐようにしていただきたい。

504

埼玉県民ではどの位の人が利用して、逮捕者や治療をしているのかわかりませ
ん。
条例がないとすれば、厳罰にしこの世から違法薬物を根絶しましょう！
薬物中毒者の特集をテレビでみたことがありますがいいことなんてないです。
孫もいるような女性が刑務所から出たら笑いながら注射？をする真似をしてい
ました。反省したようにみえませんでした。
再犯率も高いとのこと。しっかりして欲しいものです。
某アーティストをみても、理解ができないブログを更新したことがありました
が、彼をみても誰も幸せにはなっていません。
当事者の甘え(私の意見)で安易に手を出し迷惑ばかり掛け、いいことなんてあ
りませんね。講演会が県北にあるのなら参加したいです。

505 取り締まりや条例の強化。

506 取締りの強化と県独自の厳しい厳罰化。

507
どこかの国では死刑に値する薬物犯罪。日本でも厳罰化するべきだと思いま
す。防止対策については、薬物犯罪を厳しく扱っている国を参考にしたらいい
のではないでしょうか。

508

ラジオで聴いたのですが、テレビで白い粉を映すのは、依存者に悪い影響を与
えるのだそうです。
「人間やめますか」というキャッチフレーズも良くないとか。
病気として治療する事が大切だそうです。
全然知らない事ばかりでした。専門家の意見を聞くって大切ですね。

509 教育の中で強く印象づける必要があると思います。

510
違法者に対し強い姿勢は必要であるが、しっかりと更正できるように細やかな
サポートも必要でしょう。本当に止められるのか？この点は推測となるので対
応策はよくわかりません。
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511
実際にあった経緯を含めた具体例の提示と、そもそも何故、そのような犯罪が
発生するのかという点の考察を深めて欲しい。

512

正しい理解のために、学校でディスカッションをするといいと思います。
また、毒と薬を分けることは難しいので、法律の規制にも厳しい面があると思
うので、意識を変えていく努力が必要になると思います。
人はリスクには過敏に反応するので、怖ろしさについて知らせることが必要と
考えます。

513

薬物は本人の人生のみならず、家族の人生、ひいては事件をおこせば巻き込ま
れた方本人と家族まで不幸にするものの上、非社会勢力の資金源になってしま
い、いいことがありません。家庭、地域一体となって、売人をいれない、社会
になっていくといいなと思います。

514
子供たちが分別のある大人になって、正常な判断ができるよう、特に学校教育
や家庭での教えが大切だと思います。

515 犯罪が起こらないように積極的に取り締まって欲しい。

516
薬物乱用・犯罪はやり場のないストレスが原因と考えます。やる気がでる働く
場を提供することでかなり改善されると思います。

517 若者に、もっと危険だということを知らせて欲しいです。

518
不勉強ですが書かかる問題についての取組が伝わって来ない。もっと啓蒙運動
が必要か？

519
やはり厳罰化が重要だと思います。加えて、更生施策の充実も合わせて行うこ
とが重要だと思います。

520 繁華街の治安向上。

521
危険ドラッグの認識が甘すぎる。1度危険ドラッグやった車に遭遇して大変な目
にあった。

522
今回のアンケートで、県の活動を初めて知りました。毎日使う交通機関でのポ
スターの常時掲示などて、危険性を広めて欲しい。

523
義務教育で徹底的に教え込むこと、家庭での教育を推進させることが重要だと
思う。

524 治安が悪い所を重点的に見回ってほしい。

525

実際、薬物使用の再犯者や所持再犯者などが多いこと。一度使用してしまった
人が、再使用を我慢することの忍耐力や使用しすぎて体も心も壊れてしまった
人を客観的に知ること。等々、遊び半分でかかわってはいけないことを、小中
学生、高校生に、さらに、理解してほしい。

526
埼玉県と埼玉県警が連携して薬物乱用についていろいろと情報を発信してほし
い。

527
薬物防止に関して自分の身の回りなどで行われていないので、県や市町村、ボ
ランティアなどの取り組みがもっと目につくといいと思う。

528
そういった噂のある地域にはなるべく行きたくないのできめ細かい地域として
の監視、対策をお願いしたいです。またその地域が良くなったら教えて欲しい
です。
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529

他県ですが、市民農園にて大麻栽培があったような例があり、主犯格は外国籍
の人だったということでした。最近は間近に迫る危険な問題だと感じておりま
す。ドラッグを拡散させている根本には反社会勢力が関わっているとのことを
学校で習いました。健康被害とともに、そう言った組織にも関わってしまうの
だという恐怖心を持っておくべきではないでしょうか。特に、小・中学生など
の思春期には、親の目の届かない時間、場所が増え始める時期であり危険であ
ると考えます。早いうちから、薬物は恐ろしいものなのだという意識を植え付
けることが大切だと思います。

530
私の身近では薬物に関しては耳にした事はないですが繁華街の介入等は目にし
た事はあります。段々と世に出回ってきている気がします。もっと薬物の恐ろ
しさを伝え防止策を強化して欲しい。

531
逆転の発想で、薬物依存の怖さを依存している人達の話を直接聞く。怖さはど
こか体感する事が大切。隠すのではなく、オープンにする。

532
県はもとより国ぐるみでどんな方法でもイイので薬物の取り締まりを強化して
ほしいです。

533
薬物の危険性を啓発しつつ（学校や職場等で）イベント等で防止を呼び掛け
る。

534 薬物を使用した有名人は使わないでもらいたい。

535
更に社会に復帰できるような施設が増え、埼玉だけではなく、日本全体が薬物
依存や障害のある人に優しくなってほしい。

536 法令や条例による対応。

537
小学校、中学校で行われた講習会はとても印象に残っています。
若いうちに薬物について学ぶことは重要だと思います。

538
末期ガンになり、痛みに耐えられない場合は、医師に麻薬の使用を依頼する。
通常の状態では何があっても使うことはない。
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