飲酒と健康に関する講演会

健康日本 21（第二次）とアルコール健康障害対策の推進について
松﨑 尊信
厚生労働省 健康局健康課

参与

はじめに
皆さんこんにちは。厚生労働省健康局健康課参与の松﨑と申します。本日は、第８回飲酒と健康に関
する講演会で、お話させていただく機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私は、厚生労
働省健康局健康課参与と、障害部の参与を併任しています。また、普段は、久里浜医療センターで、ア
ルコール依存症や近年注目されているギャンブル依存症やネット依存の治療や研究に携わっています。
本日は、昨年に続き、厚生労働省のアルコールに関する施策として、健康日本 21 とアルコール健康障
害対策についてお話させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
我が国における健康づくり運動の流れ（スライド１）
我が国では、健康づくりという視点での運動が進
められてきました。1980 年（昭和 53 年）第１次国
民健康づくり運動がスタートしました。目標は、生
涯を通じた健康づくりの推進、つまり国民の皆さま

我が国における健康づくり運動の流れ
1980

健康診査の充実
市町村保健センター等の整備
保健師などのマンパワーの確保

1990

に、生涯を通じた健康づくりを進めてもらうという
点です。ここでは、健康診査、健診の充実、市町村

ここで強調されているのは、栄養、運動、休養とい

S63～ 第2次国民健康づくり運動
～アクティブ８０ヘルスプラン～
運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

2000

の保健センターなどの環境の整備、保健師等のマン
パワーの確保という施策が進められてきましたが、

S53～ 第1次国民健康づくり運動

2012

H12～ 第3次国民健康づくり運動
～健康日本２１～
一次予防の重視
健康づくり支援のための環境整備
具体的な目標設定とその評価
多様な実施主体間の連携

H15 健康増進法の施行
H17 メタボリックシンドローム診断基準
(日本内科学会等、８学会による合同基準)
H17 今後の生活習慣病対策の推進について
（中間とりまとめ）
H18 医療制度改革関連法の成立
H19 健康日本21中間評価報告書
H20 特定健診・特定保健指導 開始

H25～ 第4次国民健康づくり運動
～健康日本２１（第二次）～

う３点です。この運動はおおむね 10 年ごとに改訂
され、1990 年（昭和 63 年）第２次国民健康づくり
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運動へと続きます。ここでは栄養、運動、休養のうち、運動習慣の普及に重点を置いた対策を進めてき
ました。具体的には、運動指針の策定や健康増進施設の推進です。2000 年（平成 12 年）第３次国民健
康づくり運動（健康日本 21）が始まりました。ポイントは健康寿命の延伸と生活の質の向上を目標に
している点です。１次予防という、病気になる前に予防するという考えに基づいています。健康づくり
支援のための環境整備では、具体的な目標設定を定め、評価を行っています。また、多様な実施主体間
の連携を掲げています。平成 25 年健康日本 21 第２次に至ります。
健康日本 21（スライド２）
健康日本 21 第２次の概要です。健康増進法法律第７条では、国民の健康の増進の総合的な推進を図
るための基本的な方針を定めるとしています。この基本的な方針が健康日本 21 と呼ばれているもので、
基本的な方向性が５つあります。まず一つが「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」です。日本では医療
水準が高まり、平均寿命が延びてきましたが、健康寿命、健康で長生きできる期間を延ばすという点と、
地域や社会経済的な状況に左右されず、健康格差をなくすという点です。

－1－
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一つが「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹

健康日本２１（第二次）の概要

底」です。生活習慣病は、健康日本 21 では、がん、

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進
を図るための基本的な方針を定めるものとする。

健康増進法 第7条

循環器疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺疾患）

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(健康日本21(第二次)) 厚生労働省告示第四百三十号

の４つです。一つが「社会生活を営むために必要な
機能の維持および向上」です。各個人が自立した生

健康の増進に関する基本的な方向

活を営むことを目標としています。一つが「健康を

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
（NCD（非感染性疾患）の予防）

支え、守るための社会環境の整備」です。社会全体

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

として個人の健康をどう守るかという視点です。最

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の

後に「栄養、食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、

健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善、社
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会環境の改善」です。ここで初めて「飲酒」という
キーワードが出てきました。
具体的な目標です。
（スライド３）先ほどの基本
的な方向に沿って、標値を定めています。例えば健
康寿命の延伸では、日常生活に制限のない期間の平
均の延伸となっています。目標値を定め、施策を進

具体的な目標

○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。

基本的な方向

具体的な目標の例 （括弧内の数値は策定時）

直近の実績値
（H28）

目標

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

○日常生活に制限のない期間の平均の延伸
（男性70.42年、女性73.62年）

男性 72.14年
女性 74.79年

平均寿命の増加分を
上回る健康寿命の増加

めます。飲酒については、生活習慣病のリスクを高

② 生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底
（がん、循環器疾患、
糖尿病、COPDの予防）

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（84.3（10万人当たり））
○高血圧（収縮期平均血圧）の改善
（男性138mmHg、女性133mmHg）
○糖尿病合併症の減少（16,247人）

76.1（10万人
当たり）
男性136mmHg、
女性130mmHg
16,103人

73.9（10万人当たり）

める量（１日あたり純アルコール量で男性 40 グラ

③ 社会生活を営むために必要な
機能の維持・向上
（心の健康、次世代の健康、
高齢者の健康を増進）

○自殺者の減少（23.4%（人口10万人当たり）)
○低出生体重児の割合の減少（9.6％）
○低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の
増加の抑制（17.4％）

16.8％
9.4％
17.9％

19.4％
減少傾向へ
22％

④ 健康を支え、守るための
社会環境の整備

○健康づくりに関する活動に取り組み自発的に
情報発信を行う企業登録数の増加(420社）

3,751社

3,000社

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、
休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康
に関する生活習慣の改善
及び社会環境の改善

○食塩摂取量の減少（10.6g）
○20～64歳の日常生活での歩数の増加
（男性 7841歩、女性6883歩）
○週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少
（9.3%（15歳以上））
○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり
純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上)
の飲酒者割合の減少（男性15.3%,女性7.5％）
○成人の喫煙率の減少（19.5%）
○80歳で20歯以上の歯を有する者の割合の増加
（25%)

9.9グラム
男性7769歩、
女性6770歩
7.7％

8グラム
男性9,000歩、
女性8,500歩
5％

男性14.6％、
女性9.1％

男性13.0％、
女性6.4％

18.3％
51.2％

12％
50％

ム、女性は 20 グラム）の飲酒者割合の減少を掲げ
ています。男性 15.3％、女性 7.5％を、男性 13％、
女性 6.4％に減少させることを目標としています。
直近の実績値は、平成 28 年で男性 14.6％、女性 9.1％
です。

男性134mmHg、
女性129mmHg
15,000人

その他
○
○
○
○

都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（ＰＤＣＡサイクルの実施）
国は、生活習慣病の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究を企画し、推進。
各保健事業者は、各種健診の実施主体間で、個人の健康情報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施。
国、地方公共団体は、企業、団体等が行う健康増進に向けた自発的な取り組みを支援。
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健康日本 21 の概念図です。（スライド４）健康日
本 21 に関する具体的な取り組みを通じて、国民の
皆さまの生活習慣の改善、リスクファクターの低減
と社会環境の改善を図り、生活習慣病の発症予防、
重症化を予防します。そして、社会生活機能の維持
と向上、社会生活の機会の増加、健康のための資源
へのアクセスの改善と公平性の確保を行い、国民の

健康日本２１（第二次）の概念図
全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

①

皆さまの生活の質の向上、社会環境の質の向上、さ
らには健康寿命の延伸、健康格差の縮小により、全
ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活で
きる活力ある社会の実現を目指します。
飲酒量とアルコール健康障害との関係について。
（スライド５）WHO の飲酒のガイドラインでは、
長期間に及ぶアルコール健康障害は、１日あたり純

－2－

健康寿命の延伸・健康格差の縮小
生活の質の向上

②

社会環境の質の向上

③

生活習慣病の発
症予防・重症化
予防

社会生活
機能の
維持・向上

生活習慣の改善
（リスクファクターの低減）

④
社会参加
の機会の
増加

⑤

健康のための資源
（保健・医療・福祉
等サービス）へのアク
セスの改善と公平性の
確保

社会環境の改善

健康日本21（第二次）に関する具体的な取組

スライド 4
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アルコール摂取量で、リスクのレベルが男性 40g 女
飲酒量とアルコール健康障害との関係

性 20g で高まるということが示されています。健

（WHOの飲酒のガイドラインより）

康日本 21 ではこれを引用して数値を設定していま

長期間に及ぶアルコール健康障害について、1日当たりの
純アルコール摂取量により、以下のように分類されている

す。
健康日本 21 における飲酒の目標設定です。目標

リスクのレベル

性別

の数値に対して、平成 29 年で男性は減少傾向にあ

低い

高い

極めて高い

りますが、女性は、むしろ増加しており、対策をど

男性

1-40g

41-60g

61g<

う進めるかが課題と思われます。未成年の飲酒の目

女性

1-20g

21-40g

41g<

標値は０％であり、減少傾向です。妊娠中の飲酒

8

出典；“INTERNATIONAL GUIDE FOR MONITORING ALCOHOL CONSUMPTION AND RAGATED HARM”WHO,2000

をなくすという目標値も０％ですが、平成 25 年で

スライド 5

4.3％の方に飲酒経験があります。生活習慣病のリ
スクを高める飲酒をしている者の割合の推移を表し
たものです。
（スライド６）男性は大きな変化はあ
りません。女性は少し高くなっていいます。
わが国の中高生の飲酒頻度の推移です。（スライ
ド７）どの年代も減少しています。高校生男子は、

生活習慣病のリスクを高める飲酒*を
している者の割合の推移
20

％

96 年で月１回でも飲酒していた人が 50％でしたが、

15.3

16.3

13.9

直近 7.7％まで下がっています。
10

アルコール健康障害対策基本法について

7.5

8.2

男性目標値
(13.0%)

15.8

14.7

8.8

7.6

8.1

14.6

14.7

9.1

8.6

女性

アルコール健康障害対策基本法は、アルコール健
康障害の発生を予防することを目標にした法律で
す。平成 25 年 12 月アルコール健康障害対策基本法

男性

女性目標値
(6.4%)

0
H22年

H23年

H24年

H26年

H27年

*純アルコール量で男性40g/日以上、女性20g/日以上

が国会で成立し、平成 26 年施行されました。（スラ

H28年

H29年

国民健康・栄養調査

10
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イド８）基本法で、施策を進めるための基本計画を
策定するとされていますので、関係者会議で議論を
行い、基本計画が平成 28 年５月閣議決定されまし

100

80

アルコール健康障害対策推進基本計画 策定の経緯

わが国の中高生の飲酒頻度の推移

％

飲酒経験

73.8

月飲酒（30日間で1日でも飲酒）

2017年度

経験

月飲酒

週飲酒

中学男女計

16.2%

2.8%

0.4%

高校男女計

29.4%

7.0%

1.7%

法の成立・公布

週飲酒

87.0

○平成25年12月 アルコール健康障害対策基本法 成立・公布（衆議院・参議院とも全会一致）
○平成26年 6月 アルコール健康障害対策基本法 施行

86.6

関係者会議等における審議

72.3

~

60
50.5

30.3

24.1

6.5

10.0

7.5

2.1

1.4

0

96

08

15.3
10.8

12

男子

4.0

3.2
0.5

17

96

中学

14.5

7.7

1.9

08

1.2

12

女子

2.4
0.4

17

96

20.7

08

3.9

12

男子

平成28年5月31日 閣議決定

15.3

14.4
6.5

○平成28年3～4月 パブリックコメント（計30日間）

28.5

22.6

17.1

20

7.7

6.4

2.0

17

96

高校

※委員17名により構成（医療、教育、酒造、酒販等の各分野関係者、アルコール依存症当事者等）
※親会議に加え、「教育・誘引防止・飲酒運転等ワーキンググループ」、「検診・医療ワーキンググループ」、
「相談支援・社会復帰・民間団体ワーキンググループ」を各４回開催

パブリックコメント

40.6
33.5

32.7

29.5

平成28年2月

50.6

47.6

42.0

38.4

40

○平成26年10月 「アルコール健康障害対策関係者会議」で約１年半にわたり審議（計14回開催）

63.4

59.7

4.1

08

※ 法施行(平成26年6月1日)から2年以内に策定

6.3

3.0

基本計画策定後の主な取組

1.3

12

女子

○国： 基本計画に盛り込んだ各種施策の着実な実施
各都道府県における推進計画の策定を促す

17

11

○都道府県：地域の実情に即した「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」を策定(努力義務)

出典；厚生労働科学研究費補助金「中高生の飲酒及び喫煙行動に関する全国調査」
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アルコール健康障害対策推進基本計画①

アルコール健康障害対策推進基本計画②
○ 基本計画を着実に推進するため、5年毎に重点課題を定める

○ アルコールに関する諸問題を具体的な解決を図るため、

○ 第Ⅰ期（平成28年度～32年度）は、
（予防の観点）
飲酒に伴うリスクに関する知識の普及徹底、
将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防

・正しい知識の普及、不適切な飲酒を防止する社会づくり
・相談場所と相談支援体制づくり
・医療における質の向上と連携促進

（治療相談の観点）
アルコール健康障害に関する予防及び相談から
治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備

・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
を基本的な方向性とし、推進基本計画を策定

について、重点的に取り組んでいる
14

15
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た。アルコール健康障害対策推進基本計画では、○
アルコールに関する諸問題の具体的な解決を図るた
め、正しい知識の普及、不適切な飲酒を防止する社
会づくり、○相談場所と相談支援体制づくり、○医
療における質の向上と連携促進、○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、
を基本的な方向性とし、推進基本計画を策定してい
ます。
（スライド９）
基本計画を着実に推進するために、５年ごとに重
点課題を定めています。平成 28 年から平成 32 年の
第 I 期では、予防の観点から、○飲酒に伴うリスク
に関する知識の普及徹底、○将来にわたるアルコー

アルコール健康障害対策推進基本計画の概要

基本理念
○発生・進行・再発の各段階での防止
対策／当事者やその家族が日常生活
及び社会生活を円滑に営むための支援
○アルコール健康障害に関連して生ずる
飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に
関する施策との有機的な連携への配慮

基本的な方向性
○正しい知識の普及 及び 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体制づくり
○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

（計画対象期間：平成28年度から平成32年度まで）
基本計画で取り組むべき重点課題
○飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を
○アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、
徹底し、将来にわたるアルコール健康障害
回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備
の発生を予防
(1)アルコール健康障害への早期介入

(1)特に配慮を要する者に対する教育・啓発
※未成年者、妊産婦、若い世代
(2)アルコール依存症に関する正しい知識・理解の啓発

基本的施策
①教育の振興等

(2)地域における相談拠点の明確化
(3)アルコール健康障害を有している者とその家族を、
相談、治療、回復支援につなぐための連携体制の推進
(4)アルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関の整備

⑥相談支援等

②不適切な飲酒の誘引の防止

⑦社会復帰の支援

③健康診断及び保健指導
④アルコール健康障害に係る医療の充実等
⑤アルコール健康障害に関連して飲酒運転等を
した者に対する指導等

⑧民間団体の活動に対する支援
⑨人材の確保等
⑩調査研究の推進等

その他推進体制等
都道府県における都道府県推進計画の策定

関連施策との有機的な連携
基本計画策定後３年以内に、厚生労働省に移管
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実態把握とともに次期に向け数値目標の設定について検討
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ル健康障害の発生を予防、としています。また、治
療相談の観点から、○アルコール健康障害に関する
予防、相談から治療、回復支援に至る切れ目のない
支援体制の整備、として、重点的に取り組んでいる
ところです。
（スライド 10）

アルコール健康障害対策推進基本計画（第１期：平成28年度～平成32年度）における重点課題について

アルコール健康障害対策基本計画の概要です。
（ス
ライド 11）基本的な方向性を踏まえて、先ほどの
重点課題を定めています。基本的な施策については、

重点課題
重点課題１．

飲酒に伴うリスクに関する
知識の普及を徹底し、将来
にわたるアルコール健康障
害の発生を予防
（取り組むべき施策）
○国、地方公共団体、関係団
体、事業者等が連携して、アル
コール依存症について啓発活動
を実施する 等

数値目標

平成28年度までの対応

①生活習慣病のリスクを高める
量を飲酒している者の割合の減
少
(目標値）
男性：13.0％
女性：6.4％
②未成年者の飲酒をなくす

中学3年生 （H26年）
男子 7.2%／女子 5.2%
高校3年生 （H26年）
男子 13.7%／女子 10.9%
4.3%（H25年）

③妊娠中の飲酒をなくす

（目標値は健康日本21(第2次)に準拠）

今後の検討課題になると思われます。

重点課題２．

アルコール健康障害対策基本計画における重点課題
の現状と今後の対応状況について（スライド 12）
飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、

アルコール健康障害に関す
る予防及び相談から治療、
回復支援に至る切れ目のな
い支援体制の整備
（取り組むべき施策）
○地域におけるアルコール依存症
の治療等の拠点となる専門医療
機関の整備を促進
○地域における相談拠点を明確
化した上で、関係機関の連携体
制を構築
等

④地域における相談拠点

⑤アルコール依存症に対する適切な
医療を提供することができる専門医
療機関
が、それぞれ全ての都道府県１箇所以
上定められること

※依存症専門医療機関の選定基準及び
依存症相談拠点の設置に係る留意点を平
成29年６月13日付障害保健福祉部長
通知にて都道府県等に対して、通知。

－4－

・依存症の理解を深めるためのシンポジウム
1月28日文部科学省との共催によるシンポジウムを
開催。
・たばこ・アルコール対策担当者講習会
3月19日に担当者講習会を開催。
（文部科学省）
・薬物乱用防止・飲酒等教育シンポジウム
10月17日薬物乱用防止・飲酒等教育シンポジウム
宮城大会を開催。

保健所・精神保健福祉センターの相談員の配
置。
相談拠点（依存症相談員配置）

（現状の数値：平成30年2月9日現在）
依存症相談拠点の設置（依存症の専門員配
置）状況（アルコール健康障害）

平成26年度から平成28年度までモデル事業と
して以下の事業を実施。

依存症専門医療機関の選定状況（アルコール健
康障害）
２府県

1）依存症治療拠点機関設置運営事業（都
道府県分）
（平成28年度予算額：８百万円）

地域の支援体制づくりのための構築として以下の事
業を実施。
1）依存症対策総合支援事業
（平成29年度予算額：449百万円）
（事業内容）
都道府県・指定都市において、依存症専門相談支
援 等を実施。
2）依存症対策全国拠点機関設置運営事業
（平成29年度予算額：60百万円）
（事業内容）
全国拠点機関として、「国立病院機構久里浜医療
センター」を指定し、2月28日～3月2日に依存症相
談・治療対応指導者養成研修等を実施。
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０人（平成28年度）

５箇所（平成28年度）

2）依存症治療拠点機関設置運営事業（全
国拠点機関分）
（平成28年度予算額：３百万円）
（事業内容）
「依存症治療拠点機関」として、５府県に指
定し、全国拠点機関として、「国立病院機構久
里浜医療センター」を指定し、実施。

将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する
という点では、
「生活習慣病のリスクを高める量を

平成29年度の対応状況

基本計画（第１期）に定める数値目標を
以下、普及啓発フォーラム等を実施。
達成するため、普及啓発・フォーラム等を開催。 （厚生労働省）
・アルコール関連問題啓発フォーラム
（現状の数値）
11月12日主催によるフォーラムを開催。その他、５
男性：14.7％
府県との共催にてフォーラムを開催。
女性： 8.9％ （H29年）

スライド 12

６府県

飲酒と健康に関する講演会

飲酒している者の割合の減少」は目標が達成されていないという現状が指摘されています。未成年の飲
酒をなくす、妊娠中の飲酒をなくす、について、厚生労働省は、今年１月文部科学省と共催で依存症の
理解を深めるためのシンポジウムを、10 月に啓発フォーラムを東京で開催しました。その他、各都道
府県の担当者向けにたばこ、アルコール対策担当者講習会を開催、薬物乱用防止関係、飲酒と教育のシ
ンポジウムを開催しています。アルコール健康障害に関する予防、相談から治療、回復支援に至る切れ
目のない支援体制の整備では、治療における相談拠点として、保健所や精神保健福祉センターの相談員、
アルコール等を含めた依存症に関する相談員を配置する目標がありましたが、平成 28 年０人を増やす
こと、依存症の相談拠点では、現在６府県で明示している状況です。アルコール依存症に対する適切な
医療を提供できる専門医療の整備状況は２府県にとどまっています。
アルコール関連問題の啓発週間について（スライド
13）

アルコール関連問題啓発週間について

毎年 11 月 10 日から 16 日の７日間をアルコール

□アルコール関連問題啓発週間の目的

関連問題の啓発週間として設定しており、厚生労働

□アルコール関連問題啓発週間の期間

省を主体として様々なフォーラムを開催していま
す。啓発フォーラムについては、11 月 10 日新宿で
開催し、都道府県との共催で啓発フォーラムも開催
しています。去年は、岩手県、徳島県、滋賀県、三
重県、大阪府で開催しましたが、今年は佐賀県、埼
玉県、秋田県、愛媛県で開催されます。

国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、当該趣旨にふさわしい事業を国及び地方公共団体
が実施されるよう努めるもの。－アルコール健康障害対策基本法第10条に規定－
－ 平成29年度啓発ポスター －
毎年11月10日～11月16日 [７日間]

□平成29年度「アルコール関連問題啓発週間」(11月10日(金)～11月16日(木))に伴う取組
①アルコール関連問題啓発フォーラム【厚生労働省主催】
厚生労働省主催によるアルコール関連問題啓発フォーラム in 東京を開催。
日時：平成29年11月12日（日） 13:00 ～ 17:00
場所：三井住友銀行東館SMBCホールライジング・スクエア（東京都千代田区）
主なプログラム：PART1 シンポジウム〈若い女性とアルコール〉 PART2 当事者アピール
PART3 実践トーク〈合言葉は”地域連携”〉

②アルコール関連問題啓発フォーラム【都道府県共催】

都道府県との共催（５府県）で基調講演等を内容としたフォーラムを開催。
【共催都道府県】岩手県、三重県、滋賀県、大阪府、徳島県
【開 催 時 期】11月 5日（日）：岩手県、徳島県 11月11日（土）：滋賀県
11月12日（日）：三重県
11月13日（月）：大阪府

③アルコール関連問題啓発ポスターの作成及び配布

地方公共団体のほか、関係府省庁の協力の下、小学校・中学校・高等学校・大学等の各種学校、警察署、公共交通機関等に配布

④啓発イベント

関係団体によるアルコール健康障害対策をテーマとしたチラシ配布やイベントの実施、その他各省庁
及び地方自治体における主体的な啓発事業等の実施。

－ ヤフーバナー広告 －

⑤政府広報を活用した広報活動

政府広報を活用し、政府広報ラジオ（「秋元才加のWeekly Japan!!」）で本週間を紹介、
ヤフーバナーに広告を掲載、ヤフーバナー広告に合わせ、厚労省HPも更新。

スライド 13

－5－

－アルコール関連問題啓発フォーラム in 東京－
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