飲酒と健康に関する講演会

アルコール健康障害対策基本法施行後の動き等
厚生労働省

吉見 逸郎
健康局健康課 たばこ対策専門官

はじめに
私は健康課のたばこ対策専門官をしています、吉見といいます。健康日本 21 という、生活習慣病対策、
健康づくり対策の中で、食事や運動と、酒、たばこと並べて言われますけれども、たばことアルコール
対策は少し色合いが違う部分がありますが、同じ課にアルコール対策専門官もいまして、連携もとって
いますので、代理として、私がお邪魔していることをご了承いただければと思います。
今日の内容ですが、アルコール健康障害対策基本法施行後の動き等ということで、冒頭、田中理事長
からもご紹介がありましたけれども、基本計画ができています。
計画の詳細は、この後、杠先生からもお話があろうかと思いますけれども、法律、計画で、特にわれ
われ厚労省としましては、健康日本 21 という健康づくりと、かなりパラレルといいますか、密接にし
ている部分がありますので、その辺りを特に強調してお話をさせていただければと思います。
少しお断り的になってしまうのですけれども、もちろん、アルコールの健康障害の話はとても広い範
囲のものですし、だからこそ国を挙げてということで、議員立法で、法律で計画に進んでいるわけです。
当然、当面の間とはいえ、内閣府が持ってくださっていまして、アルコールの問題は本当に多岐にわ
たります。
同じ厚労省の中で見ましても、われわれの分野の健康、予防・保健的な部分と、いわゆる依存症、旧
来、酒害と言っていました依存症対策的なところはまた別途あります。そちらは障害保健福祉部さんの
担当になります。
特に依存症の心配があるけれども、どこに相談をしたらいいのか、相談の機能を拡充しようとか、医
療の連携をうまくやろうとか、基本法と基本計画の大きな柱の一つ、そのような相談、医療連携は、基
本的には障害保健福祉部門さんの所管です。
これから、また別途説明会などを予定されていくということを聞いておりますが、今日、その辺りは、
本当に法律や計画の文字面だけの紹介にとどまってしまいますけれども、ご了承をいただければと思い
ます。
では、今更といいますか、ご承知のところも多いかと思いますが、今、このように国の中で基本法が
でき、基本計画を進めていこうとなりました、そもそもの背景です。
WHO 世界戦略について：対策の背景
１番、WHO の世界戦略があります。この辺は、実は私の分野といいますか、たばこでもまったく同
じようで、それこそ 70 年代から、お酒やたばこと健康の問題を WHO はすごく熱心にされてきていま
して、いろいろな介入方法のプログラムやアクションプラン、行動計画のようなものを累次出されてい
ます。
（スライド１）
たばこの場合は、21 世紀に入りましてから、2005 年に WHO の国際条約ができています。たばこ規
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制枠組条約ということで、条約の下でたばこの需要
を減らす措置、たばこの供給を減らす措置というこ
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とで、各条項にわたり、条約の締約国で定期的に集
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まりながら対策を進めるという枠組みになっていま
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す。
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アルコールの場合も、条約があるかないかは確か
に大きいのですけれども、方向性はかなり似ていま
して、やはり需要を抑えようとか、供給を抑えよう
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とか。もちろん、広告への対応など、確かにたばこ
にもこれはあるなというような、さまざまな施策が

スライド 1

入った形で、WHO が戦略をつくっています。
このようなことを WHO も 70 年代から進めてい

䜰䝹䝁䞊䝹䛾᭷ᐖ䛺⏝䜢పῶ䛩䜛䛯䜑䛾ୡ⏺ᡓ␎

ました。特に 2010 年の総会で戦略を決議し、しっ
かり各国で取り組んで進捗を共有していこうという
流れになっています。（スライド２）
2010 年に採択された、アルコールの有害な使用
を低減するための世界戦略ということで、ここにあ
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りますように、各国政府が健康、社会、経済的な問
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題についての認識を高めて、政府のコミットメント
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を強化していこうということで提案されています。
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これに基づき、日本の中でも健康障害基本法の動き

スライド 2

が加速しまして、現在に至っています。
これが対策を進めるための具体的な措置ですけれ
ども、これも領域１のリーダーシップから、保健医
療サービス、地域社会での行動、特に飲酒運転とい
う特有の問題もありますので、これに対しても１領
域もうけられています。（スライド３）
入手可能性、マーケティング、価格設定。この辺
りは本当にたばこ対策でも具体的にありまして、条
約に基づきガイドラインがあるという形ですが、施
策で示されるものはアルコールもとても似ていま
す。
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最後ですが、モニタリングとサーベイランス。各

スライド 3

国の消費量や、それに伴う有害ということをモニタ
リングし、横に共有しよう、見える化をしようという項目は、アルコールでもたばこでも出てきます。
やはり対策の実情や、必要である背景、現状が見えてきませんと、なぜそこまで酒やたばこなど、個
人の嗜好に介入するのかという話は、どうしても起きてきます。
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昨今、たばこでも、受動喫煙の話にしましても、室内で吸わないようにしようという話をしたときに、
吸う人の権利はどうなるのかという話があるのですけれども、これも WHO が各国の受動喫煙規制の状
況を色地図などで示してくれているわけですが、必然的に日本は４段階の４番目の形になります。世界
最低レベルだということが、WHO のモニタリングではっきりしてしまいました。
そうするとマスコミはすごく興味を持ち、
「日本は最低らしいですね」となり、世界標準を目指しましょ
う、オリンピックで恥ずかしい、という話が、にわかに盛り上がってきているところです。
ですので、領域 10 のモニタリングとサーベイランスとは、消費量や使用されている状況、それを国
際的に比較しまして、特に先進国や G ７の国と比べ、日本の状況はこうなのだということで見える化
をしていきますと、各国の対策の足並み状況からして、もう少し頑張ろうとか、こういうことを国民に
も周知をしていかなければいけないのではないかという現状や課題が明らかになってきます。
ですので、WHO による世界戦略ができたということだけではなくて、定期的なモニタリングの状況
も、おそらく WHO からも報告をされてくるかと思います。その内容などを用いて啓発することも重要
になるかと思います。
我が国の対応：健康日本 21（第二次）について
このような国際戦略、WHO のかねてからの対策
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の流れを踏まえ、昨今の基本法、基本計画とつながっ
ているわけですが、その背景としまして、現在我々
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がアルコール対策を位置づけております、健康日本
21（第二次）につながる健康づくり運動そのものに
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基本的に近代化が進んでいく中で、国際交流や軍
隊の移動など海に越えての交流・移動が大きくなり
ますと、感染症の問題が大きく起こります。
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ついて、簡単にご紹介をしたいと思います。
（スライド４）
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スライド 4

戦争の後も、しばらくは胃炎、腸炎、肺炎、結核、
感染症が多かった、主要な死因、健康課題であった時期があります。それがだんだん、高度経済成長と
か復興の時期になりますと、世界的にも社会が発展していくにしたがい、急性の感染症ではなく慢性の、
いわゆる旧来成人病と言っていたような、脳卒中、心臓病、あるいはがんという新しい病気が増えてく
るということが、前世紀の後半に入った頃からかなり顕著になってきました。
そのように健康の課題が感染症から慢性疾患にシフトしてきたということも受けまして、日本でいい
ますと昭和 53 年に、これからは国民全体の運動として、健康づくりの運動を進めていこうという流れ
になりました。窓口としては国ではなく、身近な市町村などで健康相談や健診をやってもらい、そこに
は相談できる保健師さんなどの人材がいるという形で、社会の疾病構造の変化を踏まえ、市町村を窓口、
最前線にする形での健康づくりに転換していこうということが始まりました。
10 年の累次で進め、第２次と第３次で、第３次に当たるところから、健康日本 21 という名称を使い
ました。
これの大きな特徴は、有名なのはアメリカなのですけれども、戦略的な計画です。このような領域を
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決め、ここを目標にして進めよう、活動しよう。目標値を定め、到達した、しなかったという形で目標
値を掲げながら戦略的に、構造的に計画を進めていこうという構造を持ちましたのが、平成 12 年から
の健康日本 21 です。
これは 10 年の計画ではあったのですけれども、１つは現在、特定健診、特定保健指導を含めまして、
医療制度改革という大きな地殻変動があったこと、またいま１つは、その期間に 2010 年が差し掛かっ
てしまったので、少し引き伸ばしまして、医療制度改革の流れとあわせるかたちになりました。
そして、さらに次、というところで平成 25 年に、
10 年計画で言いますと第４次ですけれども、健康
日本 21 の第２次というのが現在、進んでいるとこ
ろでございます。社会の変化を受けて構造を変えつ
つ、目標を使いながら戦略的な計画を進めようとい
う健康日本 21 も 20 年目に入っている、というわけ
です。
ただ、目標数値がたくさんありましても、何が何
か分からないというのを最初の 10 年で学びました
ので、少しコンパクトにしているというのが１つで
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（スライド５）

┠ᶆ

ලయⓗ䛺┠ᶆ䛾 䠄ᣓᘼෆ䛾ᩘ್䛿⌧≧䠅

䐟 ᗣᑑ䛾ᘏఙ䛸ᗣ᱁ᕪ䛾⦰ᑠ

ᖹᆒᑑ䛾ቑຍศ䜢ୖᅇ
䜛ቑຍ
䠓䠏䠊䠕䠄䠍䠌ேᙜ䛯䜚䠅
⏨ᛶ䠍䠏䠐㼙㼙㻴㼓䚸
ዪᛶ䠍䠎䠕㼙㼙㻴㼓
䠍䠑䠈䠌䠌䠌ே
䠕䠊䠐䠂
ῶᑡഴྥ䜈
䠍䠌䠂

䠏䠌䠌䠌♫
䠎䠔䠂䠄⮬↛ቑ䛛䜙㻝㻡䠂
ῶ䠅
䠔䜾䝷䝮
⏨ᛶ䠕䠌䠌䠌Ṍ䚸
ዪᛶ䠔䠑䠌䠌Ṍ
⏨ᛶ䠍䠏䠊䠌䠂䚸
ዪᛶ䠒䠊䠐䠂
䠍䠎䠂
䠑䠌䠂

スライド 5

あとは個人の目標。たばこを吸わない、お酒を控
えようということだけではなくて、個人というのは

かなり環境に左右されるものですから、環境の整備です。例えば歩けと言って個人を歩かせるだけでは
なく、歩きたくなる街づくりや、安全に歩ける路上ということで、環境に働きかける環境の整備が１点
です。
また、個人だけが頑張るのではなく、つながりといいますか、ソーシャルキャピタルという言葉もあ
るそうですけれども、つながりを用いてみんなで歩
こう会もありますが、そのようなソフトの環境にも
働きかけることが重要です。
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このように、個人だけではなくて、ハード、ソフ
トの環境面での健康づくりを支援する体制を強化し
ようという理念が、この健康日本 21 の第２次に含
まれています。
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この健康日本 21（第二次）の概要はホームペー
ジにもあるのですけれども、厚労大臣が健康づくり
の基本的な方針を定めるものということで、増進法
の中に位置づけがあり、その基本的な方針というこ
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スライド 6

とで告示が出ています。（スライド６）
健康増進の基本的な方向としまして、健康寿命を延ばし、都道府県間の健康寿命差をなるべくなくし
ていこうというのを、一番大きな目標に掲げています。その下に生活習慣病の発症や重症予防の徹底が

－4－

飲酒と健康に関する講演会

あります。
（スライド７）
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今、言いました、社会生活を営むために必要な機
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能の維持向上、そのさらに下に個別の生活習慣など

䐟

の事項が来るという形で構成されています。
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これは同じものなのですけれども、図示です。一
番上が健康寿命を延ばそうというのを究極のゴール
としまして、生活の質の向上。個人だけではなく、
社会環境の質の向上という、大きく二手に考え方を
分けます。下に生活習慣病の予防。高齢者まで含め
ますと、社会参加なども含め社会生活機能の維持向
上です。青色の部分が個人に関わるような部分だと
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スライド 7

思ってみていただければと思います。そのような下に個々の生活習慣、食事、運動、食事、たばこのよ
うな生活習慣があり、病気につながったり、社会生活機能に関係したりしている構造になっているとい
うことです。
向かって右側の緑の部分が、個人のことに対し環境面といいますか、社会機能といいましても、その
社会機能を発揮するために社会参加をする場所がないと困る。孤独で家の中に閉じこもるのではなく、
出かけていくところがある方がいいという意味で、社会参加の機会など、ソフト的な環境の話もござい
ますし、もう少しハード的なことで、資源へのアクセスの改善等というのもあります。
そのようなことを含めまして、社会環境を改善していき、参加でき、資源もきちんとあるような状況
をつくっていくのです。そのようなことが個人と環境を両方つなげ、生活の質の向上、社会環境の向上
を通じまして、健康寿命を延ばそうと目指していくものです。
目標もそれぞれ掲げながら、30 年に中間評価となりますけれども、進めているところです。
この中でアルコールにつきましては、生活習慣の改善の中の一つになっています。ご存じだと思いま
すが、下の段の生活習慣病のリスクを高める量は、１日当たり、純アルコール摂取量、男性 40 グラム、
女性 20 グラムです。それと未成年の飲酒のことなどが目標として入っています。（スライド 10）
ですので、生活習慣の中の一要素としてアルコールのことが入っていますし、健康日本 21 で掲げた、
この目標が、アルコールの基本計画の中の目標としても掲げさせていただいているものになります。
ほかの健康日本 21 のほかの目標も出ておりますが、要するに健康日本 21 という、国民の健康づくり
運動、
先ほど言いましたように個人と環境という形で進めている中の、生活習慣の一要素としてアルコー
ルのことも入っていますし、そのことでアルコール健康障害対策基本計画にもつながっていきます。
ですので、われわれはもちろん、健康日本 21 を進めることで、当然、アルコールの対策にも寄与し
ますし、そこを進めていくと考えているところです。
アルコールの 40 グラム、20 グラムという話も、先ほどすでに言ってしまいましたが、健康日本
21 の中で生活習慣病のリスクを高める量ということで、国内のコホートであるとかの疫学的な研究、
WHO が示している指針等から、男性は 40、女性で 20 ぐらいが目安でしょうということでご議論いた
だきまして、
男性 40、女性 20 以上飲んでいる人はリスクが高い飲酒ですということで位置づけています。
（スライド８）
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目標は、これが若干減るように、男性 13％、女
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性６％です。出発時点は 15.3 で、女性 7.5 というこ
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とではあったのですけれども、やはりまだ横ばい的
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には見えるのですけれども、少なくとも横ばいされ
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ると目標達成できません。（スライド９）
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５年ぐらいたっていますので、若干は改善をして
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いてもいいような気もするのですけれども、数字単

スライド 8

体で見ますと、正直、悪化しているのではないかと
も見えてしまいます。そして、目標にも程遠いので
す。
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ですので、これはある意味、たばこも似たような
状況かと思うのですけれども、たばこも体に悪いと
いうのは、皆さん、１億 2,000 万人が知っているこ
となのです。ですが、どう悪いのか、どう自分につ
ながるのか、受動喫煙は自分にどう関係するのか、
それも健康の問題なのだということはほとんど知ら
れていなかったりするのです。
アルコールも飲み過ぎるとあまりよくない、悪い
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スライド 9

ですというのは当然、１億 2,000 万人の皆さんはご
存じだと思いますが、やはり、やれメタボ、心臓病、
がんといろいろな病気が話題になるにも関わらず、
生活習慣病のリスクが高まる量があるのです。（ス
ライド 10）
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（スライド 11）
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スライド 10

やはり見てほしい人たちにしっかり目につくような形での啓発がなされているなというのは、正直、
たばこはそこまで言い切れない部分がありますので、アルコールの対策は進んでいるなと個人的には感
じます。お酒の場合は本当に、社会環境の整備として、未成年は駄目、ゼロという形で働きかけておら
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れるのは力強いことだと思いますし、このようなこ
とも健康日本 21（第二次）の中に含まれる、未成年、

୰Ꮫ⏕䞉㧗ᰯ⏕䛾㣧㓇⪅ྜ䛾᥎⛣
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このような感じで、問題のある飲酒の割合は本当

スライド 11

に見事に横ばいで、これから先は、やはりお酒についての認識というのを、今日流に、まさしく基本計
画の時代、WHO も戦略を出しているわけですけれども、国民にむけてさらに強く訴えかけていかない
といけないということだと思っています。
中高生の飲酒は、確かにかなり減ってきたということはあるのですけれども、経験者の割合の減少が
若干悪そうに見える部分もございますし、広告の工夫や、年齢を限ったメッセージなどの施策は、たば
こも同様ですけれども、やっていく必要はまだあると思っています。
たばこの健康教育でお邪魔した際に学校の先生のお話を聞くと、たばこも問題ですが、実は頭が痛い
のがお酒なのですということで、たばこよりもさらにこどもたちや家族にとっての意識のハードルが低
いということでした。
たばこを吸っていても黙認をする親もいますけれども、それ以上にお酒はジュースみたいなパッケー
ジのものも散見されるかと思いますが、むしろ親が進めたりするのですということを先生から聞いたこ
とがありました。
このあたりは法律で禁止していることですから、やはり意識というか、社会の認識が重要です。当然、
それは駄目だろうという文化といいますか、風土を目指して改めて巻き返していかないといけないので
はないかと思います。
大人が生活習慣病の予防の量をしよう、気を付けよう、だけではなく、どんどん若い人、次世代の人
たちも出てくるので、ずっと未成年飲酒は駄目だと言い続けないといけませんし、そう言える大人であ
り続けないといけないということはあるのかなと感じています。
そういうことで、健康日本 21 をわれわれも進めていますけれども、アルコール対策基本法、基本計画、
これらは基本的に予防施策としては健康日本 21 に沿っておりまして、タイアップした形で進めていけ
ればと思っています。
我が国の対応：アルコール健康障害対策基本法について
ここからは、ご承知のこととは思うのですけど、基本法について簡単にご紹介したいと思います。
個人の健康の問題に加えて、家族とか周辺に対しての社会問題の危険性等を含めて基本認識としてい
まして、そうした健康障害の発生に対して、防止施策を各段階でとっていこうということが理念の１つ
です。
（スライド 12）
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もちろん、社会的な影響力、飲酒運転であるとか
暴力であるとか、今年のアルコール関連問題啓発週
間のポスターなど、まさにこういうメッセージが発
信されていますけれども、そういう社会的な問題に
ついての、政策の有機的な連携も入っています。
個人のことだけではなく、社会的な課題への連携
ということも、基本理念という形で構成されていま
す。都道府県も頑張って計画をつくって進めようと
いう構造になっています。
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スライド 12

誘因の防止、健康診断、保健指導等々、９分野 10
項目にわたり、具体的な施策を法律の中でも書かれ
ています。

॔ঝ॥شঝ೨૩ৌੁਤ੦মੑभਏ⋇

その基本法を受けて、基本計画が今年に取りまと
められていますけれども、やはり、ここでも基本理
念は同様です。（スライド 13）
基本的な方向性として強調されているのは、正し
い知識の普及および、不適切な飲酒を防止する社会
づくり、誰もが相談できる相談場所と、必要な支援
につなげる相談支援隊づくり、医療における質の向
上と連携の促進、アルコール依存症者が円滑に回復、
社会復帰するための社会づくりということを特に強

قੑৌ؟ਛফ২ऊैਛফ২ऽदك
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スライド 13

調して掲げています。
健康日本 21（第二次）の関連でいいますと、正
しい知識の普及および、不適切な飲酒を防止する社
会づくり、というところが、予防的なこととして関
わりが深いものかと思います。相談場所であるとか、
医療の質、連携、社会復帰は障害保健福祉部の施策
にも近く、これから強調されてくるかと思いますの
で、アルコール対策はこのように多面的なものだと
ご理解いただければと思います。
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その計画の中で取り組むべき重点課題としまし
て、先ほどの１点目でもあるのですけれども、リス
クに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアル

スライド 14

コール健康障害の発生を予防します。（スライド 14）
やはり大人も、酒は体に悪いけれども、なかなか厳しいことを言われてもとなりがちなところはある
のですけれども、そうは言いましても、そこに適正飲酒を意識化していただき、そこの意識をどんどん
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広げないといけないのは確かです。大人についてはそれを進めます。
同時に、先ほど言いましたけれども、将来の世代とは、将来のためにと言いましても、毎年どんどん
出てくるものですから、ここまでくれば終わりというものがあるものではありません。
やはりそういう意味でお子さん、いろいろな社会の環境や販売の様子も変わっていくとは思いますの
で、そういうところに応じて、やはり若い世代にもそれぞれメッセージを届けていかないといけないの
は、エンドレスですけれども、とても大切なものかと思います。
特にそういう入り口といいますか、予防をしっかりとやることで、その先のいろいろな重大なものも
当然、減ってくれるでしょうし、減らしていこうというのが大切なスタンスかと思います。
２点目は、くどいのですけれども、予防の段階からの相談や治療、回復に至る切れ目のない支援体制
の整備ということで４点ほどあります。
早期介入は健診の機会などでも、すでに手引きに中にもブリーフインターベーションといって、簡単
に介入していく手法なども広めていきますけれども、それらを健診機会でもお使いいただいたり、その
経験を横に広げていただいたりするようなことも、われわれ健康局としてもやっていけたらいいなと
思っています。
あとは相談拠点、保健センターや保健所などもあるとは思うのですけれども、切れ目なく、医療や精
神保健福祉センターなどとの連携体制が必要になってきます。当然、専門医療機関の整備も必要になっ
てきます。
主に２、３、４的なところは障害保健福祉部による施策展開にもなっていきますし、詳しい情報など
は、これからおいおい出てくることもあろうかと思いますけれども、このように幅広で進めていくのが
重点課題です。
あとは、本当に基本計画の残りの各施策で、教育
の振興であるとか不適切な飲酒の誘因の防止、健康
診断、保健指導です。（スライド 15）
こちらはやはり地域でも健診のときなどに簡単に
でも介入をしていただく必要があるわけですけれど
も、職域でもかなり関心の高いところでもあろうか
と思います。特定健診、保健指導、保険者さんの施
策ですけれども、好事例などご経験や実際の様子も
把握して進めていけたらいいとは思っています。
２番目、不適切な飲酒の誘因の防止に関しまして
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は、先ほども言いましたけれども、広告で未成年、

スライド 15

妊婦はお酒は駄目だということも、電車や町中に、
貼りっぱなしではなく、新入生コンパの時期や、そろそろ年末も来るというようないい時期をうまく狙
い、メッセージを書いて出しておられるというのは、たばこの対策では見かけないことです。関係団体
にみんなで呼びかけるというのは、とても素晴らしいことかと思いますし、引き続き不適切な飲酒の啓
発やその防止を呼びかけていくことが必要かと思います。
医療や飲酒運転については、昨今、飲酒運転に加え、アルコール以外のいろいろな依存症が話題にな
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りますけれども、処罰だけではなく支援や教育が大

॔ঝ॥شঝ೨૩ৌੁਤ੦মੑभਏ؟੦মੁ⋈

事だというのは、アルコール以外の依存症全般でも

قੑৌ؟ਛফ২ऊैਛফ২ऽदك

䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖ䛻ಀ䜛་⒪䛾ᐇ➼

しばしば言われるようにはなってきていると感じて

䛆┠ᶆ䛇
䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ䛾ᙜ⪅䛜䚸䛭䛾ᒃఫ䛩䜛ᆅᇦ䛻㛵䜟䜙䛪䚸㉁䛾㧗䛔་⒪䜢ཷ䛡䜙䜜
䜛䜘䛖䚸ᑓ㛛་⒪ᶵ㛵䛾ᶵ⬟䜢᫂☜䛧䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᚲせ䛺ᑓ㛛་⒪ᶵ㛵䛾ᩚഛ䚸་
⒪㐃ᦠ䛜᥎㐍䛷䛝䜛ᇶ┙䛾ᵓ⠏
䛆⟇䛇
䐟䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖ䛻ಀ䜛་⒪䛾㉁䛾ྥୖ䚸䐠་⒪㐃ᦠ䛾᥎㐍䠄ෆ⛉䚸ᩆᛴ➼䛾୍⯡
་⒪䛸ᑓ㛛་⒪䛾㐃ᦠ䠅

います。
（スライド 16）
飲酒運転はアルコールに特有の問題ですけれど
も、事後フォロー、そのための連携をしながら支援

䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖ䛻㛵㐃䛧䛶㣧㓇㐠㌿➼䜢䛧䛯⪅䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟ➼

をしていくことが計画の中にも書かれています。

䛆┠ᶆ䛇
㣧㓇㐠㌿➼䜢䛧䛯⪅䜔䛭䛾ᐙ᪘䛻䛴䛔䛶䚸⢭⚄ಖ⚟♴䝉䞁䝍䞊䜔ಖᡤ➼䜢୰ᚰ䛸䛧
䛯ᆅᇦ䛾㛵ಀᶵ㛵䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸㐺ษ䛺ᨭ䛻䛴䛺䛠యไ䜢ᵓ⠏䛩䜛
䛆⟇䛇
䐟㣧㓇㐠㌿䜢䛧䛯⪅䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟ➼䚸䐠ᭀຊ䞉ᚅ䞉⮬ẅᮍ㐙➼䜢䛧䛯⪅䛻ᑐ䛩䜛ᣦᑟ➼

相談支援、社会復帰、民間活動に対する支援とい
うことで、これは本当に役所と関係業界とだけで進

スライド 16

むものでは当然ありません。もちろん、自助グルー
プや、
先ほどの NGO、NPO などとの連携をして、知っ

॔ঝ॥شঝ೨૩ৌੁਤ੦মੑभਏ؟੦মੁ⋉

てもらうべき対象は狭い範囲にかなりはっきりとし

قੑৌ؟ਛফ২ऊैਛফ২ऽदك

┦ㄯᨭ➼

携してやっていくことが重要と思います。（スライ

䛆┠ᶆ䛇
┦ㄯ䛛䜙⒪䚸ᅇᨭ䛻㛵ಀ䛩䜛ᶵ㛵䛾ሗඹ᭷䛸㐃ᦠ䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ
䛻䛚䛔䛶䚸䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖ䜢᭷䛧䛶䛔䜛⪅䛸䛭䛾ᐙ᪘䛜㐺ษ䛺ᨭ䜢ཷ䛡䜙䜜䜛యไ
䜢ᵓ⠏䛩䜛
䛆⟇䛇
ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛┦ㄯᨭయไ

ド 17）

♫ᖐ䛾ᨭ

ているわけですので、関係者、民間団体も含めて連

䛆┠ᶆ䛇
䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ䛜ᅇ䛩䜛Ẽ䛷䛒䜛䛣䛸➼䛾䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ⪅䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䜢㐍
䜑䚸ᑵປ䜔⫋䛻䛚䛡䜛ᚲせ䛺ᨭ䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛸䜒䛻䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⮬ຓ䜾䝹䞊䝥䜔ᅇ
タ䛸ሗඹ᭷䜔ᚲせ䛺㐃ᦠ䜢⾜䛖䛣䛸䛷䛺♫ᖐ䜢ಁ㐍䛩䜛
䛆⟇䛇
䐟ᑵປཬ䜃⫋䛾ᨭ䚸䐠䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ䛛䜙䛾ᅇᨭ

今までお話してきたような基本法や基本計画につ
いて、内閣府から、都道府県が基本計画をつくると
きにも参考にということで、ちょうど９月末にガイ

Ẹ㛫ᅋయ䛾άື䛻ᑐ䛩䜛ᨭ
䛆┠ᶆ䛇
ᅜ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䚸⮬ຓ䜾䝹䞊䝥䜔Ẹ㛫ᅋయ䛸䛾㐃ᦠ䜢᥎㐍䛩䜛
䛆⟇䛇
ᚲせ䛺ᨭ䛾᥎㐍䜔Ẹ㛫ᅋయ䛸䛾㐃ᦠ 䛺䛹

ドブックが公開されています。Web で、アルコー
ル健康障害対策推進ガイドブックとして公開されて

スライド 17

います。誰でも見られる形になっていますので、ぜ
ひご覧いただきながら周知に活用いただけたらと思
います。
（スライド 18）

䛂䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖᑐ⟇
᥎㐍䜺䜲䝗䝤䝑䜽䛃
䛜බ㛤䛥䜜䜎䛧䛯䚹

おわりに
以上、駆け足にはなるのですけれども、基本法、

䛆ᵓᡂ䛇
I 䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖᑐ⟇䛾ᯟ⤌䜏䛸ᴫせ
II 䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏィ⏬䛾ᴫせ
III 㒔㐨ᗓ┴䛻ồ䜑䜙䜜䜛ྲྀ⤌
IV 䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌
V ྛᗓ┬ᗇ䞉ྛ㒔㐨ᗓ┴ᢸᙜ㒊ᒁ୍ぴ
VI ཧ⪃㈨ᩱ

基本計画の中で特に健康分野、予防分野について、
健康日本 21（第二次）でのアルコールに関連する
ところでも進めていますので、国レベル、地域レベ
ル、さまざまなところで連携してやっていけました
らと思っています。
ご清聴ありがとうございました。

䜰䝹䝁䞊䝹ᗣ㞀ᐖᑐ⟇᥎㐍䜺䜲䝗䝤䝑䜽䠄ෆ㛶ᗓ䠅
http://www8.cao.go.jp/alcohol/kihon_keikaku/guidebook.html

スライド 18

－ 10 －

