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第１章 計画の策定趣旨等  

１ 計画の策定趣旨 

 平成 26 年６月に施行されました「アルコール健康障害対策基本法（以下

｢基本法｣という。）」によれば，酒類は国民の生活に豊かさと潤いを与え

るものであるとともに，酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透

しているとされています。  

 本格焼酎は，本県の特産品であり，焼酎と相性の良い郷土料理が生み出

され，その日の疲れを癒やす晩酌の習慣や伝統工芸品である酒器の製造な

ど，焼酎と密接な関係を持つ，焼酎文化ともいうべき郷土の伝統文化が受

け継がれてきています。  

 一方で，多量の飲酒，未成年者の飲酒，妊産婦の飲酒等の不適切な飲酒

は，肝臓などの臓器疾患やアルコール依存症などアルコール健康障害の原

因となるほか，胎児や乳児の発育にも影響を及ぼします。  

 また，アルコール健康障害は，本人の健康の問題であるのみならず，飲

酒運転や急性アルコール中毒，暴力，虐待，自殺等の重大な社会問題を引

き起こし，家族や周囲の人への深刻な影響を及ぼすことから，その健康障

害対策は極めて重要です。  

 前述の基本法では，国民の健康を保護するとともに，安心して暮らすこ

とのできる社会の実現に寄与することを目的として，国，地方公共団体，

酒類の製造販売事業者，医師等の医療関係者，国民等の責務や基本的施策

等が明らかにされ，アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進す

ることとされました。  

 さらに，都道府県は，それぞれの都道府県の実情に即したアルコール健

康障害対策の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないとさ

れています。  

 これらの状況を踏まえ，本県のアルコール健康障害対策を総合的に推進

していくため，国の基本計画に基づき，また本県のアルコールを取り巻く

環境や実情に即した内容を盛り込んだ「鹿児島県アルコール健康障害対策

推進計画」を策定し，アルコール健康障害の予防，早期発見・早期治療，

再発の予防等，当事者やその家族への支援の充実を推進していきます。  
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２ 計画の位置付け 

この計画は，アルコール健康障害対策基本法第 14 条第１項の規定による

都道府県計画として策定します。（資料編 38 頁参照）  

 

３ 計画期間 

 この計画は，2019 年度から 2023 年度までの５年間とします。  

○各計画の有効期間 

 



3 

第２章 県計画の基本的な考え方 

 １ 基本理念 
      アルコール健康障害の発生，進行及び再発の防止と，アルコール健康

障害を有する者とその家族に対する支援の充実を図り，誰もが健康で安

心して暮らすことのできる鹿児島県を目指す。  
 

 ２ 基本的な方向性 
⑴ アルコールに関する正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する

取組の推進  
⑵ 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  
⑶ 医療における質の向上と連携の推進  
⑷ アルコール依存症者が円滑に回復，社会復帰するための地域づくり  

 

 ３ 重点課題 
○ 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  
○ 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  
 

 ４ 数値目標 
目標項目  

 
 

指 標  
 
 

対象  
 
 

ﾍﾞｰｽ 
ﾗｲﾝ値  

(2 0 1 1年度) 

直近値  
(2017 年度) 

 

全国値  
(2016 年) 

 

県の目標値 
(2022年度) 

 
⑴ 生活習慣病のリ  
 スクを高める量を  
 飲酒している者の  
 減少（※１）  
 

１日当たりの純

アルコール摂取

量が男性 40ｇ以

上，女性 20ｇ以
上の者の割合  

成人  
        
    
 

  13.6％  
 （男性）  
   6.0％  
 （女性）  

  14.5％  
 （男性）  
   3.8％  
（女性）  

  14.6％  
 （男性）  
   9.1％  
 （女性）  

  12％  
（男性）  
  ５％  
（女性）  

⑵ 未成年者の飲酒  
 をなくす（※１）  
 
 
 
 
 

飲酒をし て い
る者の割合  
 
 
 
 
 

中学  
３年生  

 

   1.0％  
 （男子）  
   2.0％  
 （女子）  

   0.2％  
 （男子）  
   0.4％  
 （女子）  

   7.2％  
 （男子）  
  5.2％  
 （女子）  

  ０％  
（男子）  
  ０％  
（女子）  

高校  
３年生  

 
 

   4.8％  
 （男子）  
   2.8％  
 （女子）  

   1.2％  
 （男子）  
   0.7％  
 （女子）  

  13.7％  
 （男子) 
  10.9％  
 （女子) 

  ０％  
（男子）  
  ０％  
（女子）  

⑶ 妊娠中の飲酒を  
 なくす（※１）  

飲酒をし て い
る者の割合  

妊娠中  
の者  

   6.2％  
（2009 年） 

   4.3％  
(2014年度) 

   4.3％  
 

  ０％  
 

⑷  地 域 に お け る 
 相談拠点（※２）  

相談拠点数  －  －  １か所  －   ２か所  
 以上  

⑸ 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(※２) 

専門医療機関
数  
 
 

－  
 
 

－  
 
 

なし  
 
 

－  
 
 

 １か所  
 以上  
 
 

 ※１ ⑴～⑶：健康かごしま２１（2013 年度～2022 年度）と共通目標  
 ※２ ⑷，⑸は本計画の独自目標  
  出典：全国値  国民健康・栄養調査  
    項目(1) 県民の健康状況実態調査(生活習慣実態調査）  
   項目(2) 県民の健康状況実態調査(中学生・高校生の生活習慣実態調査）  

項目(3) 健やか親子 21 中間評価実態調査直近値は厚労省母子保健実施状況調査  
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第３章 アルコール健康障害に関係する鹿児島県の現状 

 

１ アルコール販売（消費）数量の推移 

本県における成人一人当たりアルコール消費量は，毎年，全国平均を上

回っており，アルコール消費が多い県であると言えます。 

また，消費する酒類の特徴として，焼酎が約３割を占めており，全国と

比較すると焼酎が占める割合が大きいことが挙げられます。 

 

○成人一人当たりの酒類販売（消費）数量の推移（単位：ℓ ） 

年 度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

鹿児島県 ８６．５ ９１．５ ８４．３ ８３．０ ８２．７ 

順 位 １０位 ８位 １０位 １５位 １４位 

全 国 ８２．２ ８２．８ ８０．３ ８１．６ ８０．９ 

出典：国税庁「酒のしおり」（沖縄県は含まない） 

 

 

○平成 28 年度成人一人当たりの酒類販売（消費）数量の酒類別内訳 

出典：国税庁「酒のしおり」（沖縄県は含まない） 
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２ 飲酒の状況 

（１）生活習慣病のリスクを高める量※１を飲酒している者の状況 

 成人の生活習慣病のリスクを高める飲酒量を飲酒している者の割合は，

男性が悪化しています。男性では，30 歳代,40 歳代で全国値より高くなっ

ています。女性では，全国値を下回っているものの,40 歳代が最も高くな

っています。 
 

○目標項目：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 

指 標 

 

対象 

 

計画策定時 
(2011 年度) 

直近値 
(2017 年度) 

全国値 
(2016 年) 

目標値 
(2022 年度) 

計画策定時の値
・直近値の出典 

１日当たりの純アル

コール摂取量が男性

40ｇ以上，女性 20ｇ

以上の者の割合 

成人 

       

       

13.6％ 

（男性） 

6.0％ 
（女性） 

14.5％ 

（男性） 

3.8％ 
（女性） 

14.6％ 

(男性) 

9.1％ 
(女性) 

12％ 

（男性） 

5％ 
（女性） 

県民の健康状況

実態調査 

(生 活 習 慣 実 態

調査） 

出典：健康かごしま２１（2013 年度～2022 年度） 

※１ 生活習慣病のリスクを高める量 
  ｢１日当たりの純アルコール摂取量が男性で４０g 以上,女性２０g 以上の者」と 
 し，以下の方法で算出した。 

 男性：「毎日×２合以上」＋｢週５～６日×２合以上｣＋｢週３～４日×３合以上｣
＋「週１～２日×５合以上」＋｢月１～３日×５合以上｣ 

 女性：「毎日×１合以上」＋｢週５～６日×１合以上」＋「週３～４日×１合以上」
＋「週１～２日×３合以上」＋「月１～３日×５合以上」 

 

○生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の推移（男性，年代別，全国・県比較） 

                    出典：平成 29 年国民健康・栄養調査 

平成 29 年度県民の健康状況実態調査 
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○生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の推移（女性，年代別，全国・県比較） 

                    出典：平成 29 年国民健康・栄養調査 

                      平成 29 年度県民の健康状況実態調査 

 

（２）未成年者の飲酒状況 

不良行為少年※２のうち，飲酒により補導されたものは減少傾向であり，

平成 29 年は，129 人で，不良行為全体のうち，7.4％となっています。 

未成年で飲酒をしている者の割合は，平成 29 年度は中学３年生の男子 

0.2％，女子 0.4％，高校３年生の男子 1.2％，女子 0.7％となっており，

平成 23 年度に比べて減少しています。 
  

○不良行為少年（飲酒）の推移               （単位：人） 

年次 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 

総数 5,331 4,056 3,191 3,014 1,749 

(内訳) 

飲酒 

［割合］ 

137 

［2.6%］ 

177 

［2.6%］ 

147 

［2.6%］ 

161 

［2.6%］ 

129 

［2.6%］ 

出典：鹿児島県警察「平成 29 年少年白書」 
 

  ※２ 不良行為少年：非行少年には該当しないが，飲酒，喫煙，深夜はいかいなど

を行って警察に補導された 20 歳未満の者 

     非行少年：少年法(昭 23 法 168)第 3 条に規定されている少年 
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○目標項目：未成年者の飲酒をなくす 

指 標 

 

 

対象 

 

 

計画策定時 

(2011 年度) 

 

直近値 

(2017 年度) 

 

全国値 

(2016 年) 

 

目標値 

(2022 年度) 

 

計画策定時の値・直

近値の出典 

 

飲酒をしてい

る者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学 

３年生 

（男子） 

 

（女子） 

 

中学３年生 

1.0％ 

（男子） 

2.0％ 

（女子） 

 

中学３年生 

0.2％ 

（男子） 

0.4％ 

（女子） 

 

 

7.2％ 

(男子) 

5.2％ 

(女子) 

 

中学３年生 

0％ 

（男子） 

0％ 

（女子） 

 

県民の健康状況実

態調査 

(中学生・高校生の

生活習慣実態調査） 

 

 

高校 

３年生 

（男子） 

 

（女子） 

 

高校３年生 

4.8％ 

（男子） 

2.8％ 

（女子） 

 

高校３年生 

1.2％ 

（男子） 

0.7％ 

（女子） 

 

    

13.7％ 

(男子) 

10.9％ 

(女子) 

 

高校３年生 

0％ 

（男子） 

0％ 

（女子） 

 

県民の健康状況実

態調査 

(中学生・高校生の

生活習慣実態調査） 

 

 

出典：健康かごしま２１（2013 年度～2022 年度） 

 

（３）妊産婦の飲酒状況 

 本県の妊娠中に飲酒をしている者の割合は，減少傾向にはありますが，

ゼロにはなっていない状況です。 

 妊娠中の飲酒は，胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こすこ

とが指摘されており，妊娠中は飲酒をしないことが求められています。

また，出産後も授乳中は飲酒を控えることが望ましいとされています。 

 

○目標項目：妊娠中の飲酒をなくす 

指 標 

 

 

対象 

 

 

計画策定時 

(2011 年度) 

 

直近値 

(2017 年度) 

 

全国値 

(2016 年) 

 

目標値 

(2022 年度) 

 

計画策定時の値・直近

値の出典 

 

飲酒をしてい

る者の割合 

 

 

 

 

 

妊娠中 

の者 

         

   

 

 

 

6.2％ 

（2009 年） 

 

 

 

 

 

4.3％ 

（2014年度） 

参考値 

1.1％ 

（2016年度） 

 

 

4.3％ 

 

 

 

 

 

 

0％ 

 

 

 

 

 

 

健やか親子 21中間評価

実態調査 

直近値は子ども未来プ

ラン「厚労省による抽

出調査」 

参考値は厚労省母子保

健実施状況調査 

出典：健康かごしま２１（2013 年度～2022 年度） 
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３ アルコール依存症患者の状況 

アルコール依存症患者数について，平成２５年実態調査（厚生労働科学

研究）のデータに基づき推計すると，本県におけるアルコール依存症の生

涯経験者は，10,200 人程度と推計されます。一方，実際に治療を受けてい

る入院患者及び通院患者は合計 1,030 人程度であり，アルコール依存症の

治療に結びついていない状況です。 

 

○アルコール依存症患者等の推計値 

 
人 数 出   典   等 

生涯の経験者 

   H29.10.1 の人口に 

  よる推計 

10,200 人 

平成 25 年実態調査 

（厚生労働科学研究） 

 成人男性 1.3％，成人女性 0.3％ 

入院患者 

 （精神科病院） 357 人 

 

平成 28 年精神保健福祉資料 

（平成 28 年６月 30 日時点） 

※ アルコール使用による精神及び行動の 

 障害による入院患者数 

通院患者 

672 人 

自立支援医療（精神通院） 

 受給者数(平成 30 年３月末時点) 

※ 薬物依存等も含む精神作用物質使用によ 

 る精神及び行動の障害による通院患者数 

 

４ 飲酒運転の状況 

 県内の飲酒運転に係る交通事故及び交通違反は，依然として後を絶たな

い状況にあります。飲酒運転については，アルコールが運転技能に及ぼす

影響や分解に要する時間等の正しい知識の不足に起因することも指摘され

ていることから，飲酒運転の危険性，飲酒運転の実態，アルコールについ

ての正しい知識等を周知させるための交通安全教育や広報啓発を推進する

必要があります。 

 公安委員会は，飲酒運転による運転免許取消処分を受けた者が，再び運

転免許を取得する際に取消処分者講習を実施しています。講習では，アル

コールスクリーニングテスト等の内容（診断ガイドライン）を実施し，ア 

ルコール依存症が疑われる場合，専門医療機関の受診と治療を勧めています。 
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 警察本部調べでは，平成 28年中の飲酒取消講習を受講した 243人のうち，

受講後１年以内に再び飲酒運転で検挙された者は３人でした。 

 

○飲酒運転による交通事故発生状況（原付以上の第１当事者）     （単位：人） 

 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

発生件数 121 125 109 107 100 83 83 77 71 74 62 

死者数 6 5 4 1 7 8 11 7 5 7 2 

負傷者数 153 182 150 134 119 100 93 105 81 91 78 

出典：警察本部調べ 

 

○飲酒運転の検挙状況                                               （単位：人） 

 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

酒酔い 12 11 12 18 2 5 11 7 2 7 8 

酒気帯び 810 638 607 611 517 468 497 401 427 459 390 

合 計 822 649 619 629 519 473 508 408 429 466 398 

出典：警察本部調べ 

 

５ 自殺の状況 

 国の自殺総合対策大綱では，「自殺は，人が自ら命を絶つ瞬間的な行為

としてだけでなく，人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプロセ

スとして捉える必要がある。（中略）自殺行動に至った人の直前の心の健

康状態を見ると，大多数は，様々な悩みにより心理的に追い詰められた結

果，抑うつ状態にあったり，うつ病，アルコール依存症等の精神疾患を発

症していたりと，これらの影響により正常な判断を行うことができない状

態となっていることが明らかになっている。」とされており，アルコール

問題は，自殺の危険因子であるとの認識が示されています。 

 本県の自殺者数は平成 10 年以降，500 人前後で推移していましたが， 

平成 18 年以降は減少傾向にあります。しかし，平成 29 年では平成 28 年

に比べて７人増加しており，年間 300 人近い方が自殺で亡くなっているこ

とから，非常に深刻な状況が続いています。 

 また，本県の自殺死亡率は，全国の自殺死亡率と同様に減少傾向にあり

ますが,男性は 30 代,50 代以上で全国の自殺死亡率より高く,女性は 30 代
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で全国の自殺死亡率を上回っています。 

 原因・動機では，「健康問題」が最も多く，次いで「家庭問題」，や「経

済・生活問題」となっています。平成 29 年においては，「健康問題」の

うち，うつ病が約４割を占め，次いで身体の病気となっています。「家庭

問題」では，夫婦間の不和が約２割を占め，次いで家族の将来悲観，家族

の死亡となっています。 

 アルコール問題は，「健康問題」はもちろん「家庭問題」等にも影響し，

自殺の要因となることから，アルコール健康障害対策に取り組む必要があ

ります。 

 

○自殺の危機経路 

出典：自殺実態１０００人調査  
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○【鹿児島県】自殺者数の推移（平成７～平成 29 年） 

出典：人口動態統計 

 

○【全国・鹿児島県】自殺死亡率：男性（人口 10 万対）(平成 29 年) 

出典：人口動態統計 
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○【全国・鹿児島県】自殺死亡率：女性（人口 10 万対）(平成 29 年) 

出典：人口動態統計 

 

○【鹿児島県】原因・動機別自殺者数の推移（平成 25 年～平成 29 年） 

出典：自殺統計 
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６ 相談支援の状況 

 本県の保健所・精神保健福祉センターにおけるアルコール関連問題の相

談について，平成 29 年度は保健所が来所相談 70 件・電話相談 209 件，精

神保健福祉センターが来所相談９件・電話相談 76 件となっており，推計さ

れる患者数に対し，相談延件数は１割にも満たない状況です。 

 

○保健所・精神保健福祉センターの相談状況（延件数）     （単位：件） 

 保健所 精神保健福祉センター 

年度 来所相談 電話相談 訪問指導 来所相談 電話相談 

平成 24 年度 133 439 57 17 118 

平成 25 年度 86 420 72 10 39 

平成 26 年度 112 478 101 12 72 

平成 27 年度 114 422 83 ４ 87 

平成 28 年度 126 449 72 ５ 60 

平成 29 年度 70 209 20 ９ 76 

出典：地域保健・健康増進事業報告，衛生行政報告例 
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第４章 基本的施策 

 

１ 教育の振興等 

 

【方向性】 

 アルコール健康障害の発生を防止するため，県民一人ひとりがアルコール関連

問題に関する関心と理解を深め，自らアルコール健康障害の予防に必要な注意を

払うことができるよう，子どもの頃からあらゆる機会を活用し，正しい知識の普

及を図ることが必要です。 

 また，アルコール依存症については，誤解や偏見により，本人や家族が，アル

コール依存症であることを認めたがらないといった指摘があります。飲酒に伴う

リスクに関する知識及びアルコール依存症は精神疾患であり，治療により回復す

るという認識を普及する必要があります。 

 

【現状及び課題】 

○ 飲酒に伴うリスクについて教育や啓発が行われてきましたが，法律で飲酒が禁

止されている未成年者や，飲酒すべきではないとされる妊婦の飲酒は，減少傾向

にはあるもののゼロにはなっていない状況です。 

 

○ 妊娠中の飲酒は，胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こすことが指摘

されており，妊娠中は飲酒をしないことが求められています。また，出産後も授

乳中は飲酒を控えることが望ましいとされています。 

 

○ 各学校においては，児童生徒の発達の段階に応じ，喫煙，飲酒，薬物乱用防止

教育の一環として，飲酒の害について指導するとともに，中学校・高等学校にお

いては，保健の分野等で学習指導要領に基づき授業を行っています。 

 

○  アルコール健康障害対策に係る文部科学省通知等について，適宜学校へ周知し

ています。 

 

○ 平成 29 年度の県民の健康状況実態調査では，成人の「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」は，男性は 14.5％で,平成 23 年度と比べて増加

しています。女性は 3.8％と 2022 年度の目標値を達成しています。 

  また，未成年で飲酒をしている者の割合は，中学３年生の男子 0.2％，女子 0.4

％，高校３年生の男子 1.2％,女子 0.7％となっており，平成 23 年度と比べて減少

しています。 
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○ アルコール健康障害の発生を防止するため，県民一人ひとりがアルコール関連

問題に関する関心と理解を深め，自らアルコール健康障害の予防に必要な注意を

払うことができるよう，子どもの頃から正しい知識の普及を図ることが必要です。 

 

○ アルコール依存症については，誤解や偏見により，本人や家族が，アルコール

依存症であることを認めたがらないといった指摘があります。 

 

○ 平成 29 年度の県精神保健福祉センターにおけるアルコール依存症に関する電話

相談件数は 72 件となっており，依存症相談全体の４割を占めています。 

 

○ 県民を対象にした，依存症に関する正しい知識の普及のための研修会を，関係

団体協力のもと年１回実施していますが，今後も継続的な普及啓発が必要です。 

 

○ 県内の飲酒運転に係る交通事故及び交通違反は，依然として後を絶たない状況

にあります。飲酒運転については，アルコールが運転技能に及ぼす影響や分解に

要する時間等の正しい知識の不足に起因することも指摘されていることから，飲

酒運転の危険性，飲酒運転の実態，アルコールについての正しい知識等を周知さ

せるための交通安全教育や広報啓発を推進する必要があります。 

 

【具体的取組】 

（１）学校教育等の推進 

  ○ 各学校において，児童生徒の発達の段階に応じ，喫煙,飲酒,薬物乱用防止

教育の一環として，飲酒の害について指導するとともに，中学校・高等学校

においては，保健の分野等で学習指導要領に基づき授業を行います。 

（教育委員会） 

 

  ○ アルコール健康障害対策に係る文部科学省通知等について，適宜学校へ周

知します。（総務部，教育委員会） 

 

  ○ 学校薬剤師等の外部講師を活用した授業を行います。（教育委員会） 

 

  ○ アルコール関連問題啓発週間（毎年 11 月 10 日から 16 日）に合わせた普及

啓発を行います。（教育委員会） 

 

  ○ 中学校及び希望する学校の生徒等を対象に，アルコールが心身に及ぼす影

響やアルコール依存症に関する正しい知識の啓発教育を実施します。 

（くらし保健福祉部） 

 

○ アルコール関連問題が自殺の要因の一つでもあることから，家族のアルコ

ール問題で悩んでいる子どもがＳＯＳを出せるよう，教育委員会と連携して

児童生徒への啓発を推進します。（くらし保健福祉部） 
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（２）家庭に対する啓発の推進 

  ○ 家庭教育学級等の様々な保護者が集まる機会を捉え，喫煙，飲酒，薬物乱

用防止等について，広報・啓発を行います。（教育委員会） 

 

○ 小・中学校，高等学校，特別支援学校の４団体から構成される鹿児島県 

ＰＴＡ連合会と連携し，保護者への啓発を推進します。（くらし保健福祉部） 

 

（３）職場等での啓発の推進 

  ○ 職場の健康づくり情報紙「健康かごしま２１通信」等で，適正な飲酒量や

未成年者の飲酒の危険性について情報発信を行います。 

（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 事業所等における交通安全教育等の研修の機会を活用し，飲酒運転に関す

る情報発信をするとともに，飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を図りま

す。（警察本部） 

 

○ 労働基準監督署や労働局と連携し，ストレスチェックの機会等を活用し，

飲酒に伴うリスクに関する知識やアルコール依存症に関する正しい理解の

啓発を推進します。（くらし保健福祉部） 

 

（４）若い世代に対する啓発の推進 

○ アルコール健康障害対策に係る文部科学省通知等について，適宜専修学校

・各種学校へ周知します。（総務部） 

 

  ○ 自殺予防対策として取り組んでいる，若者向け自殺予防ゲートキーパー養

成研修等において，アルコール関連問題についての内容も盛り込み，正しい

知識の普及等を図ります。（くらし保健福祉部） 

 

（５）女性や妊婦等に対する啓発の推進 

  ○ 母子健康手帳交付時や母親学級，産科医療機関で実施している妊婦健診時

等に妊娠中の飲酒は早産の原因となる危険性があること等の情報提供を行

い，妊娠中の飲酒防止について普及啓発を図ります。（くらし保健福祉部） 

 

（６）高齢者層に対する啓発の推進 

  ○ 特定健康診査の機会に，質問票による飲酒習慣や飲酒量等の把握と肝機能

検査を実施し，必要に応じて受診勧奨を行うなど早期介入につながる取組を

促進します。 

    また，特定保健指導の機会に，適正飲酒やアルコール健康障害に関する保

健指導を行い，飲酒習慣等の生活習慣の改善につながる取組を促進します。 

（くらし保健福祉部） 
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  ○ 民生委員や地域包括支援センターと連携し，高齢者層に対するアルコール

健康障害等の啓発を行い，地域の支援体制整備を促進します。 

（くらし保健福祉部） 

 

（７）広報・啓発の推進 

  ○ 自治体，交通安全関係機関・団体をはじめ，地域や職域等において，飲酒

運転根絶に関するキャンペーンや運転者教育等の広報啓発活動の取組を強

化し，「飲酒運転はしない，させない，許さない」という社会全体の飲酒運

転根絶の気運の高揚を図ります。（警察本部） 

 

  ○ 広く一般県民に対し，県ＨＰ，ポスターや広報誌等の広報媒体及び研修会

等を通して，飲酒に伴うリスクに関する知識やアルコール依存症に関する正

しい理解の啓発を図ります。（くらし保健福祉部） 

   

○ アルコール関連問題啓発週間（毎年 11 月 10 日から 16 日）を活用し，アルコ

ール関連問題として，飲酒運転，暴力行為，虐待，自殺未遂等があることを

周知し，アルコール関連問題を未然に防止し，早期に介入できるよう相談窓

口の周知を行います。（くらし保健福祉部） 

 

○ ＨＰ等を活用し，アルコール依存症の当事者やその家族がアルコール依存

症の問題に気づくことができるような，アルコール依存症の初期症状等の情

報を提供します。（くらし保健福祉部） 

 

○ 「健康かごしま２１公式フェイスブック」等で，適正な飲酒量や未成年の飲

酒の危険性について情報発信を行います。（くらし保健福祉部） 

 

○ 自動車教習所と連携し，アルコール関連問題についての普及・啓発を推進

します。（くらし保健福祉部） 
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２ 不適切な飲酒の誘引の防止 

 

【方向性】   

 アルコール健康障害の発生を防止するためには，不適切な飲酒を誘引しない社

会を形成していくことが必要であり，社会全体で，不適切な飲酒の誘引を防止す

る取組が必要です。 

 

【現状及び課題】 

○ 未成年者への酒類販売・供与・提供の禁止の周知や，未成年者飲酒防止・飲酒

運転撲滅キャンペーン，違反者に対する指導・取締りを行ってきました。酒類業

界において，商品の広告や表示に関する自主基準を策定するなどの取組を進めて

います。 

 

○ 鹿児島県の酒類の製造・販売に携わる鹿児島県酒造組合，九州南部卸酒販組合

鹿児島地区会，鹿児島県小売酒販組合連合会が「未成年者飲酒防止・飲酒運転撲

滅鹿児島県下街頭キャンペーン実行委員会」を設立し，平成 20 年度から，未成年

者飲酒防止・飲酒運転撲滅を訴えるキャンペーン活動を実施しています。 

 

○ 少年が飲酒することを知りながら制止しない保護者や，少年が飲酒することを

知りながら酒を販売・供与・提供した悪質な事案があります。 

  法律を遵守し，社会全体が不適切な飲酒の誘因を防止する取組が必要です。 

 

○ 全国小売酒販組合では，国税庁とタイアップし，業界を挙げて，酒類自動販売

機を全廃する方向で取り組んでいます。 

 

 

【具体的取組】 

（１）不適切な飲酒を誘引することを防ぐ広告・宣伝の周知 

    ○ 各団体のメンバーが参集し，県民に対して未成年者飲酒防止・飲酒運転撲

滅に関する啓発資料を配布しています。（ＰＲ・観光戦略部） 

 

    ○ 未成年者飲酒防止キャンペーン等への参加，小・中・高等学校における非

行防止教室の開催等を通じた未成年者飲酒防止の広報啓発を推進します。 

（警察本部） 

 

○ 自助グループと連携して，不適切な飲酒の誘引の防止対策を推進します。 

（くらし保健福祉部） 

 

 



19 
 

（２）未成年者への販売・提供の禁止の周知徹底 

    ○ 酒類自動販売機取扱業者，酒類販売小売業者及び関係業界に対する年齢確

認の徹底，従業員研修等の実施，店内における啓発活動の促進等を要請しま

す。（警察本部） 

 

  ○ 風俗営業管理者等に対し，許可・届出時及び管理者講習等を通じて，未成

年者への酒類提供の禁止の周知を徹底し，未成年者へ酒類提供があった場合

は，指導取締りを実施します。（警察本部） 

 

（３）少年補導における指導等の推進 

  ○ 少年による飲酒行為について，街頭補導活動を強化し，少年や保護者に対

して必要な注意，助言等を行います。（警察本部） 
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３ 健康診断及び保健指導 

 

【方向性】 

 アルコール健康障害を予防するための早期介入・早期治療への取組が重要であ

ると指摘されています。地域や職域で実施している特定健康診査や定期健康診断

の機会に，アルコール健康障害の早期発見につながるスクリーニング手法の活用

と普及が必要となります。 

 また，健康診断や保健指導を行うかかりつけ医や産業医，保健師等がアルコー

ル健康障害についての知見を深め，アルコール依存症の疑いのある者を専門医療

機関へつなぐ連携体制づくりも重要です。 

 

【現状及び課題】 

○ 特定健康診査の機会に，質問票において，飲酒習慣や飲酒量について把握し，

血液検査データ等と併せて評価を行っています。 

  また，特定保健指導の機会に，適正飲酒やアルコール健康障害に関する保健指

導を実施しています。 

 

○ 平成 28 年度の県内市町村国保における特定健康診査実施率は 42.9％，特定保

健指導実施率は 46.0％と，全国平均は上回っているものの，国の目標値である 60

％には達していない状況です。 

 

○ 県精神保健福祉センターでは，アルコール依存症が進行してから相談を受ける

ことが多いため，アルコール依存症を予防し，早期介入・早期治療につながる取

組が必要です。 

 

【具体的取組】 

（１）特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上 

    ○ 市町村国保における特定健康診査・特定保健指導実施率の向上に向けて，

未受診者対策等の取組の推進を図ります。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 特定健康診査の機会に，質問票による飲酒習慣や飲酒量等の把握と肝機能

検査を実施し，必要に応じて受診勧奨を行う等早期介入につながる取組を促

進します。 

    また，特定保健指導の機会に，適正飲酒やアルコール健康障害に関する保

健指導を行い，飲酒習慣等の生活習慣の改善につながる取組を促進します。 

（くらし保健福祉部）※再掲 
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（２）アルコール健康障害に対する保健指導の技術力向上 

  ○ 県が行う研修において，飲酒習慣者への保健指導に関する講話・演習を行

い，特定保健指導従事者の資質向上を図る取組を推進しています。 

（くらし保健福祉部） 

 

○ ＷＨＯ（世界保健機関）の調査研究により作成されたＡＵＤＩＴ※１等のス

クリーニングテストの普及及びその結果を活用した保健指導の充実に努め

ます。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 保健指導に従事する保健師等に対し，ブリーフインターベンション※２等に

よる早期介入方法の普及啓発に努めます。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 産業保健総合支援センター等と連携し，産業保健分野の保健師等に対する

研修の充実を図ります。（くらし保健福祉部） 

 

（３）アルコール依存症の疑いのある者を専門医療機関へつなぐ連携体制づくり 

  ○ 市町村や医療機関，職域における健康診断及び保健指導時，対象者に対し，

専門医療機関や依存症の相談拠点である精神保健福祉センターを紹介され

るよう周知します。（くらし保健福祉部） 

 

  ※１ 「ＡＵＤＩＴ」（資料編 42 頁参照） 

 

  ※２ ブリーフインターベンション（減酒支援） 

 対象者の飲酒行動に変化をもたらすことを目的とした短時間のカウンセリング

など，個人がそれについて何か行動するように動機づける実践 

出典：厚生労働省「保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング(ＡＵＤＩＴ)とその評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き」 
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４ アルコール健康障害に係る医療の充実等 

 

【方向性】 

  地域における依存症治療の拠点となる専門医療機関を整備していくとともに，

必要な医療を受けられるための連携体制を整備します。 

 そのため，まずは，一般医療機関の医師（かかりつけ医）等に対して，アルコ

ール依存症についての理解を深める取組が必要です。 

 

【現状及び課題】 

○ 精神保健福祉資料によると，平成 28 年度において，県内にアルコール依存症を

入院治療している精神科病院は 48 か所であり，全保健医療圏域で入院治療が可能

です。また，アルコール依存症を外来治療している医療機関数は 85 か所ですが，

推計されるアルコール依存症者の１割しか医療に結びついていないため，かかり

つけ医との連携を推進する必要があります。 

 

○ 精神科病院のうち，診療報酬において，入院治療を要するアルコール依存症患

者に対して，治療プログラムを用いたアルコール依存症治療を行った場合に算定

できる「重度アルコール依存症入院医療管理加算」を算定している病院は,平成

30 年 11 月現在で７か所あります。 

 

○ 県精神保健福祉センターで実施している依存症相談に来所される方の中には，

一般医療機関に通院しているものの，アルコールの問題については，主治医に相

談できていないものが多い現状があることから，かかりつけ医のアルコール依存

症についての理解を深める必要があります。 

 

【具体的取組】 

○ アルコール依存症者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

については，国の指定要件を踏まえた上で，アルコール依存症の治療等の拠点と

なる専門医療機関を指定します。（くらし保健福祉部） 

 

○ 鹿児島県保健医療計画及び地域医療連携計画において，アルコール依存症に対

応できる医療機関を周知します。（くらし保健福祉部） 

 

○ かかりつけ医等を対象とした研修の機会を活用し，アルコール健康障害に関す

る理解促進を図ります。（くらし保健福祉部） 

 

○ かかりつけ医や産業医等に対し，スクリーニングテストを活用した教育指導の

啓発を図ります。（くらし保健福祉部）  

 



23 
 

○ かかりつけ医とアルコール依存症の治療を行っている医療機関との連携を推進

します。（くらし保健福祉部）  

 

○ 地域において，健康サポート薬局※を中心に，アルコール健康障害を有してい

る者及びその家族からの相談を幅広く受け付け，必要に応じ専門医療機関を紹介

するなど，アルコール健康障害の医療の連携体制を構築します。 

（くらし保健福祉部） 

 

 ※ 健康サポート薬局 

   かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し，地域住民による主体的な健

康の維持・増進を積極的に支援する薬局 
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５ アルコール健康障害に関連して生ずる社会問題への対応 

 

【方向性】                   

 アルコールに関連した社会問題である飲酒運転，暴力行為，虐待，自殺未遂等

をした者に対し，必要に応じて，アルコール健康障害への適切な支援をします。 

 

【現状及び課題】 

○ 飲酒運転を繰り返す者には，その背景にアルコール依存症の問題がある可能性

が，また，アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されてい

ます。さらに，飲酒の結果，理性の働きが抑えられること等による暴力との関係，

身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されて

います。 

 

○ 公安委員会は，飲酒運転による運転免許取消処分を受けた者が，再び運転免許

を取得する際に取消処分者講習を実施しています。講習では，アルコールスクリ

ーニングテスト等の内容（診断ガイドライン）を実施し，アルコール依存症が疑

われる場合，専門医療機関の受診と治療を勧めています。 

 

○ 平成 28 年中の飲酒取消講習を受講した 243 人のうち，受講後１年以内に再び飲

酒運転で検挙された者は３人でした。 

 

○ 自殺未遂者に関しては，自殺予防対策の自殺未遂者支援における取り組みが行

われていますが，自殺と飲酒やアルコール依存症との関連の強さが指摘されてい

います。アルコール依存症対策を早期に取り組むことで自殺死亡率を引き下げる

ことができるとされています。 

 

○ 平成 20 年の法務省の研究機関である法務総合研究所研究部報告「配偶者暴力及

び児童虐待に関する総合的研究」によると，配偶者暴力の加害者のうち，飲酒に

関して顕著な問題が認められた者は，約４割でした。 

 

○ 飲酒運転や暴力行為，虐待に関して，警察その他の関係機関との連携し，アル

コール依存症の相談窓口の周知を図る必要があります。 

 

【具体的取組】 

（１）飲酒運転をした者に対する指導等 

○ 飲酒運転による運転免許停止処分を受けた者等に対し，関係機関と連携し，

アルコール依存症についての相談先の周知が図られるように取り組みます。

（くらし保健福祉部） 
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  ○ 飲酒運転による運転免許停止処分を受けた者に対し，停止処分者講習（長

期講習）を実施していますが，講習において「飲酒運転による事故傾向」「飲

酒運転の危険性」「飲酒運転の事故事例」等を説明し，飲酒運転の根絶及び

再犯防止を図ります。（警察本部） 

 

  ○ 飲酒運転で運転免許を取消しになった者が，運転免許を再取得する際に受

講する取消処分者講習において，アルコールが身体に及ぼす影響など，アル

コールの特性を認識させ，アルコール依存症の相談や治療のきっかけづくり

を進めます。 

    また，講習時に実施するアルコールスクリーニングテストの結果により，

アルコール依存症が疑われる場合には，断酒を勧めるとともに，医療機関等

での受診や相談の勧奨を引き続き実施します。（警察本部） 

 

  ○ 警察，自助グループとの連携を強化し，飲酒運転事犯者を対象とした講習

会等における，自助グループ参加者の活用（体験発表等）を促進します。 

（くらし保健福祉部） 

 

（２）暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する指導等 

  ○ 警察や児童相談所，女性相談所等とも連携しながら，相談先の周知を図り

ます。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 保健所と連携し，アルコール関連問題に関する視点を持って，自殺未遂者

支援が行われるよう，自助グループ等と連携し，周知を図ります。 

    （くらし保健福祉部） 
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６ 相談支援等 

 

【方向性】 

 県民に対する相談窓口のさらなる周知や，要支援者を適切な治療へつなげるた

めの地域で相談に従事する職員のスキルの向上を行い，地域において，相談から

治療，回復に至るまで，切れ目なく支援を受けられる体制の構築を進める必要が

あります。 

 

【現状及び課題】 

○ アルコール健康障害を有している者及びその家族が，地域においてどこに相談

に行けば良いか分からず，必要な支援につながらないケースもあります。 

  

○ 県精神保健福祉センターがアルコール関連問題の相談拠点となっていることに

ついては，保健所や市町村に周知しています。 

 

○ 県精神保健福祉センターにおいて，本人や家族の個別相談，家族教室等を行っ

ていますが，相談終了後，相談者にとって身近な地域で相談を継続できる場が必

要です。 

 

○  アルコール健康障害を有している者を含む社会生活を円滑に営む上での困難を

有する若者及びその家族等からの相談に対し，助言や関係機関へのつなぎを行う

総合相談窓口（かごしま子ども・若者総合相談センター）を県青少年育成県民会

議への委託により運営しています。 

 

○  今後とも，かごしま子ども・若者総合相談センターの周知を図るとともに，さ

らなる相談機能の充実を図る必要があります。 

 

【具体的取組】 

（１）相談拠点としての取組 

○ 県精神保健福祉センターにおいて，本人や家族の個別相談，依存症専門医

による依存症相談や依存症者の家族教室を実施します。 

（くらし保健福祉部） 

 

○ 県精神保健福祉センターを県全域の核となる相談拠点とし，保健所や市町

村，自助グループ等と連携した相談支援体制づくりを進めます。 

（くらし保健福祉部） 
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（２）地域における相談支援体制 

  ○ 保健所において，アルコール依存症者やその家族からの相談を受け，必要

に応じて専門医療機関の受診勧奨や自助グループを紹介するなど，相談支援

を行います。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 保険者協議会と県が共催する，特定保健指導従事者を対象とした研修にお

いて，飲酒習慣者への保健指導に関する講話・演習を行い，特定保健指導従

事者の資質向上を図る取組を推進しています。（くらし保健福祉部）※再掲 

 

  ○ アルコール健康障害の発生予防，進行予防，再発予防の各段階において効

果的に推進するため，知識や技術等を習得する研修等を実施し（研修等の受

講機会を確保），アルコール健康障害対策に関わる人材育成に取り組みます。 

（くらし保健福祉部等） 

 

  ○ 地域において，健康サポート薬局を中心に，アルコール健康障害を有して

いる者及びその家族からの相談を幅広く受け付け，必要に応じ専門医療機関

を紹介するなど，アルコール健康障害の医療の連携体制を構築します。 

（くらし保健福祉部）※再掲 

 

○ かごしま子ども・若者総合相談センターにおいて，アルコール健康障害を

有している者を含む社会生活を円滑に営む上での困難を有する若者等に対

する助言や関係機関へのつなぎを実施します。（県民生活局） 

 

  ○ 電波や活字媒体等を活用し，かごしま子ども・若者総合相談センターの周

知を図るとともに，各種研修会等への参加などにより相談員の資質を向上さ

せ，相談体制の充実を図ります。（県民生活局） 

 

  ○ 認知症やてんかん，アルコール中毒等，道路交通法で定める「一定の病気」

により，自動車等の運転に支障のある者又はその家族等が，運転免許取得や

継続についていつでも相談できるよう県内各警察署・幹部派出所，鹿児島県

交通安全教育センター，鹿児島県総合運転免許試験場において，運転適性相

談窓口を設けています。(警察本部) 

 

  ○ 交通安全教育センターには保健師及び看護師の資格を有する女性警察官を

配置して，専門的知識に基づく対応を行うとともに，専門医療機関等への受

診奨励等を行うなど，日頃から医療関係者との連携を図り，適切な相談対応

を実施しております。(警察本部) 

 

  ○ アルコール関連問題が自殺の要因の一つでもあることから，家族のアルコ

ール問題で悩んでいる子どもがＳＯＳを出せるよう，教育委員会と連携して

児童生徒への啓発を推進します。（くらし保健福祉部）※再掲 
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７ 社会復帰の支援 

 

【方向性】 

 アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症者に対する

理解を進め，就労や復職における必要な支援を行うこととともに，地域における

自助グループや回復施設と情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を

促進する必要があります。 

 

【現状及び課題】 

○ アルコール依存症者の就労・復職に際しては，通院や自助グループへの参加等

において，職場における周囲の理解と支援が必要です。職場を含む社会全体にお

いて，アルコール依存症に関する理解が不足しており，今後，各種の支援制度に

つなげていく取り組みが必要です。 

 

○  県精神保健福祉センターでは，個別に相談を受けた当事者や家族，依存症家族

教室参加者に対し，自助グループを紹介するなど，断酒に向けた働きかけをして

います。 

 

【具体的取組】 

（１）アルコール依存症からの回復支援 

  ○ 自助グループや回復施設等と連携や情報共有を図りながら社会復帰に向け

た支援を行います。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 市町村や保健所に対し，依存症の治療や回復支援に資する社会資源の情報

提供を行います。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 自助グループや関係機関との情報共有，連携の在り方を検討するための連

絡会議の開催します。（くらし保健福祉部） 

 

（２）就労及び復職の支援 

○ アルコール依存症者が，就労・復職の支援を希望する場合，本人の望む支

援が受けられるよう，市町村や保健所等の相談機関，リワークプログラムに

取り組む医療機関，自助グループ，相談支援事業所，就労支援事業所等が必

要な連携を図りながら，円滑な社会復帰を促進します。（くらし保健福祉部） 

 

  ○ 関係機関との連携による求人開拓の実施や，就職に必要な知識・技能を習

得する職業訓練の受講を促進します。（商工労働水産部） 
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○ 障害者総合支援法に基づく相談支援事業所の活用や生活困窮者自立支援法

に基づく就労支援制度の活用など，アルコール依存症者が活用できる制度の

周知を図ります。（くらし保健福祉部） 
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８ 民間団体の活動に対する支援 

 

【方向性】 

 自助グループや民間団体と連携し，その機能を活用するとともに，必要な支援

を行います。 

 

【現状及び課題】 

○ アルコール依存症からの回復には，自らの体験を語り，同じ体験をした仲間と

支え合う場である自助グループは重要な存在です。しかし，その活動や役割が十

分に知られていない現状があります。 

 

○ 啓発や相談等の分野で，自発的に活動を行っている各種の民間団体もあります。 

 

○ 精神保健福祉センターでは，定期的に開催される「セルフヘルプフォーラム」

の支援を行っています。 

 

 

【具体的取組】 

○ 自助グループや民間団体との連携を強化し，各団体のニーズに応じた必要な支

援を行います。また，各団体の機能に応じた役割が果たせるような機会や場所の

提供を行います。（くらし保健福祉部） 

 

○ 自助グループや民間団体を地域の重要な社会資源として，地域の関係機関に情

報提供を行い，自助グループや民間団体の活動や役割の周知を図ります。 

（くらし保健福祉部） 
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９ 人材の確保等 

 

【方向性】 

 ①から⑧までの基本的施策を実施する上で必要な，人材確保・人材育成に積極

的に取り組みます。 

 

【具体的取組】 

○ 県が行う研修において，飲酒習慣者への保健指導に関する講話・演習を行い，

特定保健指導従事者の資質向上を図る取組を推進しています。※再掲 

 

○ アルコール健康障害の発生予防，進行予防，再発予防の各段階において効果的

に推進するため，知識や技術等を習得する研修等を実施し（研修等の受講機会を

確保），アルコール健康障害対策に関わる人材育成に取り組みます。※再掲 

 

 

 

10 調査研究の推進等 

 

【方向性】 

 関係機関と連携し，県内のアルコール健康障害に関連する問題の実態把握に努

めます。 

 

【具体的取組】 

○ 関係機関と連携を図りながら，アルコール関連問題に関する実態把握や調査研

究の取組みを推進し，施策に反映させます。（くらし保健福祉部） 
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第５章 離島・へき地におけるアルコール健康障害対策について 

 

 【方向性】 

 本県は，南北約 600km にわたる温帯から亜熱帯までの広大な県域に，26 の法指

定有人離島を有しており，その面積と人口及び市町村数が全国第１位，有人離島

数が長崎，沖縄，愛媛県に次いで全国第４位となっており，全国有数の離島県と

いえます。これらのことから，離島・へき地におけるアルコール健康障害対策を

進める必要があり，第４章 基本的施策に則り，離島・へき地の現状・課題を示

し，それに対する具体的取組を推進します。 

 

 【現状・課題】 

 ○ 離島・へき地において，医療供給基盤及び交通基盤の整備の遅れ等により，医療

機関を利用することが困難な地域があります※。精神科を標榜する病院は，種子島，

奄美大島，徳之島に４か所しかなく，アルコール依存症者やその疑いのある者が，

必要な時に治療を受けられない場合があります。 

                                              ※出典：鹿児島県保健医療連携計画（平成 30年３月） 

 

 ○ かかりつけ医に，アルコール依存症の治療を行っている精神科医療機関の受診を

勧められても，アルコール依存症等への認識不足のため，地域の精神科医療機関を

受診しなかったり，本土の精神科医療機関への受診は，旅費や時間がかかるため，

難しかったりする現状があります。 

 

 ○ 病状が悪化すると，本人のみならず，家族への深刻な影響を及ぼすこともあるた

め，対応せざるを得ないかかりつけ医にとっては，負担となる場合があります。 

 

  ○ 相談支援について，自助グループのない地域もあり，また，自助グループのある

地域でも，その存在を知らなかったり，知っていても参加を躊躇したりする状況が

あります。 

 

 ○ 保健所において，各種団体等と連携し，飲酒に伴うリスクに関する知識やアルコ

ール依存症に関する正しい理解の啓発を図るための講演会や研修会を開催していま

す。  

 

 ○ 各保健所において，家族支援教室等を開催し，飲酒に伴うリスクに関する知識や

アルコール依存症に関する正しい理解の啓発を図るとともに，家族等への支援を行

っています。 

 

 【具体的取組】 

 ○ 広く一般県民に対し，県ＨＰ，ポスターや広報誌等の広報媒体を通して，飲酒に

伴うリスクに関する知識やアルコール依存症に関する正しい理解の啓発を図りま

す。（くらし保健福祉部）※再掲 
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 ○ アルコール関連問題啓発週間（毎年 11 月 10 日から 16 日）を活用し，アルコール関

連問題として，飲酒運転，暴力行為，虐待，自殺未遂等があることを周知し，アル

コール関連問題を未然に防止し，早期に介入できるよう相談窓口の周知を行います。

（くらし保健福祉部）※再掲 

 

 ○ 自立支援協議会や民生委員児童委員協議会等と連携し，アルコール関連問題に関

する研修を開催し，飲酒に伴うリスクに関する知識やアルコール依存症に関する正

しい理解の啓発を図り，地域での支援体制づくりを促進します。 

（くらし保健福祉部） 

 

 ○ 鹿児島県保健医療計画及び地域医療連携計画において，アルコール依存症に対応

できる医療機関を周知します。 

     併せて，かかりつけ医とアルコール依存症の治療を行っている医療機関との連携

を推進します。（くらし保健福祉部）※再掲 

 

 ○ 地域でアルコール依存症者やその疑いのある者及びその家族等が相談しやすくす

るため，保健所や市町村，自助グループ，医療機関等と連携した医療体制・相談支

援体制づくりを進めます。（くらし保健福祉部） 

 

 ○ 保健所において，家族支援教室等を開催し，飲酒に伴うリスクに関する知識やア

ルコール依存症に関する正しい理解の啓発を図るとともに，家族等への支援を行い

ます。（くらし保健福祉部） 

 

 ○ 地域の自助グループの活動支援を行います。また，当事者や家族に自助グループ

の紹介を行います。（くらし保健福祉部） 

 

 ○ 自助グループのない地域においては，自助グループの立ち上げを支援し，地域に

おけるアルコール健康障害対策の取組を促進します。（くらし保健福祉部） 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 

 

１ 計画の推進体制 

外部有識者よりなる協議会を設置し，第三者の意見聴取を行いつつ，適切に本計画

に係る取組の推進・進捗管理・計画見直し等に対応します。 

 

２ 進行管理 

  アルコール健康障害対策基本法の第 14 条の３に「都道府県は，当該都道府県におけ

るアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し，及び当該都道府県におけるアル

コール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ，少なくとも５年ごとに，都道府県

アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え，必要があると認めるときには，これ

を変更するよう努めなければならない」とあることから，上記の協議会は年１回を目

安に開催し，本県の状況を踏まえた進行管理，計画の変更を行うこととします。 



 

資 料 編 
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○アルコール健康障害対策基本法 

（平成二十五年十二月十三日） 

（法律第百九号） 

第百八十五回臨時国会 

第二次安倍内閣 

改正 平成二五年一二月一三日法律第一〇九号 

同三〇年六月二〇日同第五九号 

アルコール健康障害対策基本法をここに公布する。 

アルコール健康障害対策基本法 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十四条） 

第四章 アルコール健康障害対策推進会議（第二十五条） 

第五章 アルコール健康障害対策関係者会議（第二十六条・第二十七条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類

に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール

健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、そ

の家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコー

ル健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする

とともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール

健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発

の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、も

って国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の

飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。 
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（基本理念） 

第三条 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなら

ない。 

一 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施す

るとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び

社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。 

二 アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、

暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連し

て生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有

機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、

国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

（事業者の責務） 

第六条 酒類の製造又は販売（飲用に供することを含む。以下同じ。）を行う事業者は、国

及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動

を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努め

るものとする。 

（国民の責務） 

第七条 国民は、アルコール関連問題（アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒

運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。）に関する関心と理解を深め、アル

コール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

（医師等の責務） 

第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対

策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとと

もに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 

（健康増進事業実施者の責務） 
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第九条 健康増進事業実施者（健康増進法（平成十四年法律第百三号）第六条に規定する健

康増進事業実施者をいう。）は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策

に協力するよう努めなければならない。 

（アルコール関連問題啓発週間） 

第十条 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、アルコール

関連問題啓発週間を設ける。 

２ アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。 

３ 国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施さ

れるよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等 

（アルコール健康障害対策推進基本計画） 

第十二条 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコ

ール健康障害対策の推進に関する基本的な計画（以下「アルコール健康障害対策推進基本

計画」という。）を策定しなければならない。 

２ アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策

の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 

３ 政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインタ

ーネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

４ 政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対

策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基

本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。 

５ アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あ

らかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意

見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

６ 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国

会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければな

らない。 



38 

（平二五法一〇九・一部改正） 

（関係行政機関への要請） 

第十三条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アル

コール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対

策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施

について、必要な要請をすることができる。 

（平二五法一〇九・一部改正） 

（都道府県アルコール健康障害対策推進計画） 

第十四条 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該

都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画（以下「都道府県ア

ルコール健康障害対策推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健

康増進計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定

めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

３ 都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、

及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なく

とも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え、必要があると

認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。 

第三章 基本的施策 

（教育の振興等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、

アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その

他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動

等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものと

する。 

（不適切な飲酒の誘引の防止） 

第十六条 国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う

事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲

酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。 

（健康診断及び保健指導） 
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第十七条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資す

るよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての

指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。 

（アルコール健康障害に係る医療の充実等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、アルコール健

康障害の進行を防止するための節酒又は断酒の指導並びにアルコール依存症の専門的な

治療及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療及び

リハビリテーションの充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの提供を行う医療

機関とその他の医療機関との連携の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（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） 

第十九条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐

待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコ

ール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとす

る。 

（相談支援等） 

第二十条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその

家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

（社会復帰の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資

するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動に対する支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってそ

の再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関す

る自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の確保等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関

連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有

する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並び

に治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推
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進するために必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 アルコール健康障害対策推進会議 

第二十五条 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の

関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコー

ル健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行う

ものとする。 

２ アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健

康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。 

第五章 アルコール健康障害対策関係者会議 

第二十六条 厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議（以下「関係者会議」とい

う。）を置く。 

２ 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理

すること。 

二 前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述

べること。 

（平二五法一〇九・一部改正） 

第二十七条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。 

２ 関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコー

ル健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大

臣が任命する。 

３ 関係者会議の委員は、非常勤とする。 

４ 前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

（平二五法一〇九・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、アルコール健

康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して三年を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 



41 

（平成二六年政令第一八八号で、本文に係る部分は、平成二六年六月一日から施行） 

（平成二九年政令第六五号で、ただし書に係る部分は、平成二九年四月一日から施

行） 

２ 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本

計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。 

（検討） 

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行

の状況について検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。 

（アルコール健康障害対策関係者会議に関する経過措置） 

第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に内閣府に置かれたアル

コール健康障害対策関係者会議の委員である者は、同項ただし書に規定する規定の施行の

日に、前条の規定による改正後のアルコール健康障害対策基本法第二十七条第二項の規定

により、厚生労働省に置かれるアルコール健康障害対策関係者会議の委員として任命され

たものとみなす。 

附 則 （平成三〇年六月二〇日法律第五九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定

は、公布の日から施行する。 

（政令への委任） 

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 
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