
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。四方が奥羽山脈に属する1,000m
級の山岳に囲まれ、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地域で
あり、お酒とタバコ予防対策検討会議の設立にはこ
ういった土地柄や風習は大きく関係しているといえ
ます。

【はじめに】　このお酒とタバコ予防対策検討会議
設立までの経過を説明します。
当時私たち保健師は「多くの問題を抱えるアルコー
ル依存症患者」の増加に直面していました。さらに、
平成9年10年と連続して住民検診で肝機能異常者
の割合が県内ワースト1位という結果がありました。
そこで、町民の実態を把握するために、成人の飲酒

に関する調査を行うこととしました。その結果、か
つて、未成年での飲酒経験が多い実態を把握しまし
た。

そこで現在のこどもの状況を把握するために平成
12年度に小中学生に対して健康に関するアンケー
ト調査に飲酒の内容を加えてアンケートを実施しま
した。

その結果からは飲酒経験があると答えた割合が中学
生においては全国と変わらない傾向を示し、飲酒機
会として「冠婚葬祭・お盆・正月のとき」が一番
多く次いで「家族が食事のとき一緒に」でした。
地域行事にはアルコールが欠かせないものの一つに
なっており、家族や地域の人々が飲酒を容認し助長
している傾向があり、また、未成年の飲酒が心身に
与える影響について十分な理解が得られていないこ
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となど結果分析からは多くの課題がありました。
そのため未成年への早期予防教育が必要であること、
ただし学校や健康福祉課それぞれの対策だけでは限
界があるため、関係機関の連携した対策の必要性を
認識しました。
それをふまえて平成13年度にアルコール関連問題
予防対策検討会議設立の検討を開始し、地域ぐるみ
で連携した対策が図れるよう準備を進めました。学
校との連携により未成年飲酒防止教育を最上中学校
ではじめて実施することができました。これは現在
も継続しており今年で12年目を迎えます。

13年度から準備したアルコール関連問題予防対策
検討会議を平成14年度に設立し、2回の会議を開催
しました。関係機関と会議内容はスライドのとおり
です。

平成15年度はお酒だけの対策ではなくタバコも追
加してはどうかと会議で話題になり追加しました。
そこでアルコール関連問題予防対策検討会議の名称
を「お酒とタバコ予防対策検討会議」と改めました。
第1回の町民シンポジウム「お酒とタバコから子ど

もを守ろうシンポジウム」を開催し、町民への未
成年の飲酒実態と対策の必要性を周知する目的で開
催しました。未成年飲酒防止教育も3年目となり高
校生の協力を得て実施しました。

これは中学生に対して飲酒予防教育を行っている様
子です。初めに保健師からはアルコールに関しての
健康教育が行われ、アルコールが薬物であることや、
健康と依存に関しての理解を深めてもらうことにし
ています。その後、未成年での飲酒についてどのよ
うに考え行動すべきかを高校生のロールプレイを交
えながら実施している様子です。

これは平成15年から19年までの計5回町民シンポ
ジウム「お酒とタバコから子どもを守ろうシンポ
ジウム」の様子です。応募作品の展示や地域、学校、
行政からの発表など目的に沿った内容で実施しまし
た。
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早期予防教育の
必要性を認識 

＜平成１５年度＞ 

• タバコ対策の追加 
• 第１回町民シンポジウム 
 「お酒とタバコから子どもを守ろうシンポジウム」
開催 

・未成年飲酒防止健康教育（中学校） 
    新庄北高最上校生徒保健委員会の協力 

 

 
 
 
 

「アルコール関連問題予防対策検討会議」 
 

「お酒とタバコ予防対策検討会議」に改称 
 

 ＜平成１４年度＞ 

・アルコール関連問題予防対策検討会議設立 
関係機関 
 （区長連絡協議会・公民館長連絡協議会・商工会・ヤングすこや

か会議・PTA連絡協議会・・生徒指導連絡協議会・養護教諭部

会（小・中・高）・最上保健所・スーパーバイザー・教育委員会・
健康福祉課） 

第1回会議  

 ・平成12年度アンケートから未成年の飲酒･喫煙の実態報告 
 ・各組織での対策状況の情報交換  
第2回会議    
 ・当検討会議の活動を地域に広げ、浸透を図るために 
  町民シンポジウムの開催検討 
・ 未成年飲酒防止健康教育実施（中学校） 
 
     
 

 
 

中学生のための飲酒予防教育（保健師に
よる講話と高校生を交えたﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ） 

（H13～） 

僕は飲めません！！ 

何て言って断る？ アルコールは薬物です¡ 

今日のまとめ 
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会議を立ち上げてから昨年までの活動経過と成果や
課題を整理した表です。

16年度から町内小・中学校・高校にポスターを募
集しシンポジウムの際ポスター展示と優秀作品の表
彰を開始しました。

成果として保護者や地域の理解を得て社会的にもそ
の動向があり町内学校初の敷地内禁煙につながった
こと。課題としてシンポジウムなど回を重ねてくる
と一部の人のみで町民への周知が図られているか理
解度はどうかなどが課題となり、18年度お酒とタ

バコに関する調査を12年度の比較できるよう小中
学生に実施。前年度の課題をふまえ保護者への調査
も実施。

成果は小中学生の飲酒経験の減少や保護者の検討会
議の活動が周知されていることが確認できたことで
した。小中学生へのライフスキル教育や地域で活用
してもらうためののぼり旗作成などで家庭や地域で
それぞれの役割ですすめてもらうことで5回継続し
たシンポジウムは19年度で終了し、20年度以降は
ポスターや普及啓発でのティッシュ作成配布、健康
教育と検討会議メンバーそれぞれの部署で活動して
きました。
金融機関やスーパーなどの協力を得てポスターを展
示して夏休みの間のアルコールの誘惑に対して大人
も意識してもらう機会とし、展示ばかりではなくポ
スターの優秀作品は啓発用ポケットティッシュを作
成し PR しました。

これまでの活動をまとめ、さらに活動を広く町民に
理解を深めていただくことを目的とし、H18年に
調査した報告書を全戸配布したものです。

お酒とタバコから子どもを
守ろうポスター 

小学校の取組発表 

コーディネーター 

町民シンポジウム（H15～19） 

発表の様子 

コーディネーター 

ライフスキル講演会（H18～19） 
「気持ちをことばにしよう」 こう言われた時の気持ちは？ 

気持ちを言葉にして伝えること こんなときどうする？ 

優秀ポスターをティッシュに 

ポスター優秀作品展示 
（H16～） 

金融機関等での啓発活動 

夏休みの期間に、町内の金融機関、
いっぷく茶屋（商工会）スーパー、ウエ
ルネスプラザホールに応募作品を展
示し子供たちの作品を見ていただくこ
とで啓発活動を実施した。 

２、活動経過と成果･課題 
１６～１７年度 １８～１９年度 ２０～２３年度 
・「お酒とタバコから子どもを    
守ろう」ポスター募集 
優秀作品の表彰 
・町民シンポジウム開催 
・未成年飲酒防止健康教育 
・中学校敷地内全面禁煙開
始（１７年度） 

・１８年度お酒とタバコに関す
る調査（１２年度と比較） 
・「お酒とタバコから子どもを
守ろう」ポスター募集 
優秀作品の表彰 
・町民シンポジウム開催 
・未成年飲酒防止健康教育 
・未成年飲酒喫煙防止モデ
ル校設置 
・普及啓発でのぼり旗とポ
ケットティッシュ作成 
・ライフスキル講演会開催 
 
 

・「お酒とタバコから子ども
を守ろう」ポスター募集 
優秀作品の表彰 
・普及啓発でポケットティッ
シュ作成 
・未成年飲酒防止健康教
育 
 

成果：敷地内禁煙に繋がっ
たこと 
課題：町民への周知と理解
度 

成果：アンケート実施により成
果を確認できたこと 
課題：家庭・学校・地域の環
境づくり 

成果：継続による学校との
連携強化 
課題：家庭・地域の意識
把握 

ｱﾝｹｰﾄH12とH18比較（概要版） 

平成12年度より「飲酒
経験なし」が増加した 
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12年と18年を比較をしてグラフの比較のほかコメ
ントをつけて周知をはかりました。
この中で、本会議の認知度が65% として評価され
ました。特にポスター募集や中学生への健康教育で
の周知が多かったようですが、継続することで保護
者の理解が深まったと思われます。18・19年の2
カ年はアサヒビールの未成年飲酒予防基金の助成を
受けました。その中で、アルコール問題の根底にあ
る自己肯定感の存在に着目して、さまざまな局面で
アルコールに依存しない大切な心と体を守るため、
子供のころから身につけてほしいライフスキルの講
演会を企画しました。
子どもたちへの直接支援と並行して、周囲の大人や
地域大人への啓発活動としても、本会議の会員の協
力のもと、地区の活動へと広げていきました。
のぼりや横断幕を作成し地域のまつりや公民館で行
う文化祭などで啓発活動を実施した様子です。

18年の調査から6年がたち、飲酒運転や女性の飲酒
率の増加、ノンアルコールの開発やアル法ネットの
設立など社会情勢も変化しています。
そこで、10年目を迎える今年度調査項目に新たな
設問を加え実施。
さらに、ことし成人を迎えた人たちは中学校時代に
飲酒予防教育を学んだ年代にあたり、未成年のとき
の実態や予防教育について新たに調査をおこないま
した。
ポスターに加えて標語の募集も行いました。

【まとめ】アルコールは、単に肝機能の障害としか
認識されていないことが多いですが、成人では生活
習慣病との関連、社会的経済的損失が大きい「ア
ルコール依存症」や、自殺との関連など、高齢者
では「認知症」との関連や、介護問題の複雑化に
も深く関係し、町民の健康問題を考えるときに大き
な課題となります。
いままで見えてこなかった課題も出てきており、こ
の検討会議で新たな課題に対して時代にあった対応
が期待されます。
会議を立ち上げ10年間、成人の健康問題から端を
発し未成年対策を行ないながら、継続した取組が地
域や関係機関と協働することにより「酒タバコの
有害な使用」を低減できることがわかりました。
今後はこの調査結果を活用して新たな課題にも対応
できるようあらゆる年代に「正しい情報と知識に
基づく行動ができるよう」継続した活動を推進し
ていきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

１０年目を迎えるH２４年度事業 
 
 
○アンケートの実施 
1（小中学生とその保護者に酒タバコに関する
アンケート） 

2成人式参加者へ酒タバコに関するアンケート 
○ポスター及び標語の募集 
○未成年飲酒喫煙防止教育 
○普及啓発活動 
 

飲酒運転 
女性の飲酒率増加 ノンアルコールの開発 

アル法ネットの設立 

祭りでの  PR 

集落公民館の文化祭 集落の夏祭り 

町民大運動会 

地域活動での啓発活動 
（横断幕の作成）  H18～ 

ま と め 
• この検討会議が継続して調整を図りながら取
組を展開することが「酒タバコの有害な使用」
を低減できることがわかった。 

• 子どもを通し大人の健康問題として意識の醸
成を図るために、アンケート結果を活用し「正
しい情報と知識に基づく行動」を促す活動を
推進していく。 
 アルコール 

依存症 
自 殺 

生活習慣病 
認知症 

介護問題 

女性の飲酒 
妊娠・育児の

影響 
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