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お酒とタバコ予防対策
～アンケート結果から見えてきたこと（第１報）～

発 表 者 東海林 久美 （山形県：最上町健康福祉課）

共同研究者 二戸 喜久子、菅原 美智子、木川 美里、稲野邊 彩華

【�．まとめ】行動変容に効果的な「プログラム」
には、継続的かつ定期的な指導・支援を行うこ

と、集団指導時に同じ目的を持つ人との交流の

場を設定することや血液検査を取り入れるこ

と、家族などの協力者も一緒に参加することが

有効です。

今回は少ない事例での検証であったため、今後

参加者を増やし、さらに検証していきたいと考

えます。
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最上町は山形県の北東部に位置し、秋田県と宮

城県に隣接しています。

町中央部に小国盆地はあるものの面積の８割が

山林で占める山間地域です。

冠婚葬祭や地域の行事にはお酒は欠かせないこ

とがあり、これから述べるお酒とタバコ予防対

策検討会議設立にはこういった土地柄や風習が

大きく関係しているといえます。尚、お酒とタ

バコ予防対策検討会議は以下検討会議とさせて

いただきます。
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最上町では平成９、１０年にアルコール依存症者

の対応、相談の増加、基本健診での肝機能異常

者の割合が県内ワースト１位といった問題が

あったため、成人へのアンケートを実施したと

ころ、「初めて飲酒した年齢が、未成年の人が多

い」という結果がありました。また、平成１２年

に町内の小中学生にアンケートを実施した結

果、冠婚葬祭や地域の行事の時に、飲酒した人

が６割近くありました。

そこで、地域も一体となって未成年の飲酒予防

対策の必要性が関係機関で検討され、平成１５年

度に「検討会議」が設立されました。
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今までの活動内容は町民シンポジウムの開催、

中学生に対する未成年飲酒防止健康教育、お酒

とタバコ予防に関するポスター・標語募集、普

及啓発活動などおこなってきました。
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平成２４年７月に町内の全小学５、６年生、中学

１～３年生とその保護者へ、アンケートを実施

しました。アンケートの内容は設問に回答して

もらう他、子供にはアルコール類・タバコに関

しての大人社会への意見を、保護者へは町への

予防対策への意見などを自由記載してもらいま

した。

学校経由で配布、回収したこともあり高い回収

率となりました。回収の際は、子供も保護者も

個人が特定されないよう封をしてから回収する

ようプライバシーにも注意を払いました。また、

中学生の保護者については、小学生にもお子さ

んがいる方も多いので、そちらに提出したため、

回収率は低くなったようです。

平成１２年、１８年にも同様のアンケートを実施し

ていますので、その結果と比較検討しました。

今回はアルコールに関する設問を中心に報告し

ます。
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子供たちの飲酒機会をみると、「飲んだことがな

い」が、小学生では６８．７％、中学生が７２．５％で、

中学生の方が多い結果でした。

１２、１８年度と比較して、小・中学生ともに「飲

んだことがない」が増加しています。日常的な

場面で飲酒することがあった者も着実に減少し

ていることがうかがえ、これまでの学校での教

育などや啓蒙活動を通した予防対策の成果と考

えられます。

しかし、「冠婚葬祭や行事のとき」が小学生では、

２０．７％。中学生では、１９．２％。次いで「普段の

食事のとき、家族が飲むとき」が小学生で１０．７

％、中学生で８．８％みられました。

「飲んだことがない」の増加とともにその他の機

会での飲酒も減少してきていますが、「一人で

飲んだことがある」が小学生、中学生ともにみ

られました。

また、中学生では、「カラオケボックスなど外

で」「友達と一緒」がみられ、成長と共に大人へ

の関心が強くなり、飲酒に対する興味もでてく

るためと考えられます。
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また最近「ノンアルコール飲料」という新しい

問題もでてきたので、質問に追加してみました。

ノンアルコール飲料とは「あくまでも２０歳以上

が飲用することを念頭に開発された飲み物のこ

と」をいいます。
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TVのコマーシャルでも目にすることが多く、

小学５年生を除いて、ほぼ９割以上の子どもた

ちが知っている状況です。
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続いて、保護者のアンケート結果に移ります。

「子どもにお酒を飲ませる機会があったか」で

は、１８年度より小・中学生の保護者ともに２４年

度の方が「ある」と答えた方が減少しています。

また、１８年度と同様に中学生保護者より小学生

保護者の方が子どもに飲ませる機会が多くみら

れます。

グラフにはありませんが、実人数でみてみると、

中学生では、親の『飲ませたことがない』とい

う意識と、子ども自身の『飲んだことがない』

という意識はほぼ同数（保護者１７６名・生徒１７４

名）でした。

小学生については、保護者は『飲ませたことが

ない』が１３３名に対して、児童１０３名が『飲んだ

ことがない』と答え、３０名の差が出てきていま

す。

これは「少し飲んでみろと言われた」、「正月や

お葬式の時に飲まされた」等の、その他に記入

されている内容から、大人は飲ませている意識

は薄く、『なめさせている』という感覚でいるよ

うに考えられます。

「子どもに酒を飲ませる機会」を更に詳しくみ

てみると、『冠婚葬祭・地域行事のときなどお

神酒程度』が最も多く９１．７％を占めますが、『家

族と食事の時に』が小学生保護者で１名（９．１％）

見られました。お酒に関しては、日本のお酒に

まつわる文化『お神酒』があるため、このよう

な結果になっていると思われますが、安易にお

酒を勧めない環境づくりも大切と思われます。

r���ÝWLÉÂKÉ)ÍÎ
òb�ÅcEÔ��Ï��Ï1

ll¬Õ

l¬µÕ

l¬µÕ

¬µÕ

®¯¬¶Õ

®®¬»Õ

»¬¯Õ

»¬»Õ

m¬Õ

»¬»Õ

mÕ ®mÕ ¯mÕ lmÕ °mÕ »mmÕ

×{��Q�

�{��Q�

r��UÍä�U

+�w+

8��½�

Ô�xbâ�	w+


��

·5ù

『未成年は、飲んではいけない』と答えた保護

者は、小学生保護者で６６．７％、中学生保護者で

６７．９％のみでした。お酒に比べると、『未成年は

―４８５―



飲んではいけない』という意識は、低いといえ

ます。

ノンアルコールで体が慣れていくことで、アル

コールにも手を出しやすくなることが考えられ

ます。ノンアルコール飲料に対しても、指導の

際に、しっかりした認識を持って進めていく必

要があると思われます。
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こちらは小中学生の保護者を合わせたグラフに

なります。

未成年の飲酒に対しては『成長に悪い』、『法律

で禁止されている』を合わせると９４．３％が未成

年の飲酒に対して『飲んではいけない』と思っ

ているようです。

１８年度に比べ２４年度は、小学生保護者の『飲ん

ではいけない』という意識は高くなりましたが、

中学生保護者では、『個人の自由・どちらとも言

えない』が割合として若干増加してきています。

喫煙に関しては、『成長に悪い』、『法律で禁止さ

れている』を合わせて９７．１％が、未成年の喫煙

に関して『吸ってはいけない』と思っているよ

うです。

未成年の飲酒の害については、喫煙の害に比べ

まだまだ周知されていない現状がうかがわれま

す。
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今後も継続して以上の４点を考えます。
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