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第２－３章 事業者団体・市民団体へのヒアリング調査 

１．社団法人日本たばこ協会 

（１）団体の概要 

平成 2 年社団法人として設立。未成年者の喫煙防止活動、タール量・ニコチン量の測定、

広告販売促進活動に対する自主規制の設定及び運用、広報活動等の事業を実施している。 

（２）主な未成年者喫煙防止活動について 

 １）成人識別たばこ自動販売機への取組 

①平成 13 年 11 月に、社団法人たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、及び日本

自動販売機工業会の 3 団体が、成人識別たばこ自動販売機を平成 20 年の全国導入を

目指し、共同で開発に取り組むことを発表。以降、導入検証を経て、平成 20 年 7 月

以降全国で taspo 式成人識別たばこ自動販売機が稼動した。 

②2008 年 12 月末現在のたばこ自動販売機は 424,091 台（たばこメーカー貸与機が約

85％、販売店所有機が 15％）で、識別機能付台数は 421,656 台（99.4％）。平成 20

年 4 月財務省の通達及び指導により、近々すべての自動販売機が識別装置付になると

受け止めている。また、taspo カードは平成 21 年 1 月 17 日現在、発行枚数は 8,756,695

枚。推定喫煙人口約 2,680 万人に対して 32.5％である。 

③taspo 導入の効果として「未成年者の喫煙補導数激減」といった新聞報道も見られ、

未成年者の喫煙防止に効果があったと考えている。 

２）販売店支援活動 

たばこ販売店（約 30 万店）に対し、未成年者喫煙防止のためのステッカーやツール

等を作成し提供、店頭及び自動販売機での未成年者喫煙防止の訴求を実施。平成 20 年

度においては、DVD「重要です！年齢確認」を制作し、関係団体及び行政と連携した活

動を実施している。 

３）学校向け訴求活動 

全国の中学校・高等学校約 16,000 校（中学校の約 1 万 1,000 校、高等学校の約 5,000

校）に未成年者喫煙防止ポスターを配布。先生へのアンケート調査を実施。 

（３）今後の主な課題について 

対面販売における年齢確認の強化が今後の課題と認識。未成年者喫煙防止は、たばこ

業界のみの活動で達成できるものではなく、社会全体で協力して取組むべき問題と考え

る。今後も率先して、未成年者喫煙防止活動に取り組み、社会の理解と共感を得られ

る活動を継続する。 
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２．全国小売酒販組合中央会 

（１）団体の概要 

昭和 28 年に設立、酒税保全措置の実施に対する協力や酒類の取引安定や利益増進の

ための事業、飲酒環境の整備等を実施している。組合員は一般酒販店もとより、コンビ

ニエンスストア、スーパー等々が加入。平成 20 年度の組合員数は、8 万 7,000 である。 

（２）主な未成年者飲酒防止活動について 

 １）屋外酒類自動販売機の撤廃、組合員への啓発等 

①平成 7 年 5 月の総会にて対面確認販売の励行の下に屋外酒類自動販売機の撤廃を宣言

し、平成 12 年 6 月に完了した。現在、酒類の自動販売機は、年齢識別機能のついた

自動販売機が 2万台余り、識別機能のない自動販売機が推定 1万 8000 台存在するが、

識別機能のない自動販売機自販機は非組合員のものである。 

②組合員には未成年飲酒防止のポスターやステッカーの配布、コンビニエンスストアに

対しては特に店内放送の要請も行っている。 

③酒類の広告（特に CM）の自主規制は、土日や夜 18 時以降の自粛、タレントに未成

年者を使用しないというレベルである。 

 ２）酒類販売管理者研修の実施 

平成 15 年の酒類販売管理者の選任を義務付ける法律（酒類業組合法並びに未成年者

飲酒禁止法等）の制定に伴い、当組合が指定団体として組合員に対して研修を実施。研

修資料は酒類を多く販売する店舗の販売者等にも啓発資料として配布している。（研修資

料「年齢確認ハンドブック」より抜粋を次ページ以下に参考までに掲載） 

３）未成年者に対する活動及びキャンペーン 

毎年 4 月の未成年者飲酒防止強調月間中は、全国の小売酒販組合、製造、販売関係の

団体とも連携して、街頭や駅前でのキャンペーン・学校の始業式等での啓発等を実施し

ている。秋には青少年に対する強化月間もある。 

（３）今後の主な課題について 

日本の酒類販売業免許制度は､酒税保全を目的とする法律であるが､先進諸外国では、国

民の健康、社会的管理の必要性という観点からより厳しい規制がしかれている。そのため、国

際的整合性のある適切な運用基準が示された制度への改定が必要である。また、最近は酒類

のインターネット販売が主流になりつつあり、年齢確認ができていない現状があるため、

これらの対応方法も今後の大きな課題である。 
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出典：全国小売酒販青年協議会編（後援 全国小売酒販組合中央会）「年齢確認ハンドブック」より抜粋 
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３．ビール酒造組合 

（１）団体の概要 

「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」（酒類業組合法）に規定された特別認

可法人で昭和 28 年に設立。酒税の保全に関わる政府（国税庁）への協力及び、ビール

産業としての（営利目的ではない）共同の利益を増進する事業を行なっている。一方、

「不当景品類及び不当表示防止法」（景表法）第 10 条に定められた公正競争規約の適正

な運用を行う公正取引協議会としての活動を行なっている。 

（２）主な未成年者飲酒防止活動について 

１）STOP! 未成年者飲酒プロジェクト 

①ビール業界としてアルコール関連問題に関する社会的な責任を果たすために、平成 17

年 10 月から「STOP! 未成年者飲酒プロジェクト」を開始した。未成年者の飲酒防止

を呼びかける統一的なシンボルマークとして“手のひらマーク(下記参照)”を採用した。

平成 20 年以降は、10 代だけではなく大人も対象としたメッセージを展開している。 

②平成 20 年度も交通広告、新聞広告、雑誌広告、ラジオ広告といったマスメディア広

告を積極的に展開した。交通広告については、札幌市、仙台市、首都圏、名古屋、京

阪神地区、広島市、福岡市、那覇市の 8 都市にて本年も実施し、新聞、雑誌、更には

北海道及び沖縄地区におけるラジオ放送での広告展開も継続して取組んでいる。 

平成 20 年は「ＦＯＲ１０代」のメッセージを中心に露出してきたが、未成年者に飲

酒を勧める大人たちを意識して、21 年は年頭から「ＦＯＲ大人たち」へのメッセージ

の露出を約５０％に増やして展開している。さらに、平成 18 年よ

り実施している店頭ツールの展開を、コンビニエンスストア・スー

パーマーケット業界等の協力を得て継続するなど、未成年者の飲酒

防止に関する取組みを、ますます強化して行く予定である。 

「STOP! 未成年者飲酒プロジェクト」の取組みを継続的に行って

きた結果、“手のひらマーク”の認知率は未成年者で約 92％、成年者で約 77％に達する

など、キャンペーンが確実に浸透している。 

２）未成年者飲酒防止ポスター・スローガン学校賞募集 

平成 14 年から関係省庁の後援も得て未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校

賞募集キャンペーンを新たに実施（平成 17 年からは洋酒酒造組合と共催）した。平成

21 年 1 月には愛知県稲沢市立大里東中学校で学校賞の表彰及び中学 1、2 年生を対象と

した見城美枝子審査委員長による講演を行い、父兄を含め非常に大きな反響を得た。 

手のひらマーク 
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４．社団法人日本フランチャイズチェーン協会 

（１）団体の概要 

昭和 47 年に設立、会員は主に小売業、外食業、サービス業などのフランチャイズビジ

ネスを運営する企業等により構成される。青少年の酒・たばこや成人向け雑誌の販売防止

活動は、セーフティステーション活動推進委員会のプロジェクトチームで推進している。 

（２）主な未成年者喫煙・飲酒防止活動について 

１）セーフティステーション活動（以下 SS 活動） 

コンビニエンスストアが年中無休・24 時間営業、そしてまちの要所にあるという特

性を活かし、平成 17 年から安全・安心なまちづくりへの協力及び青少年環境の健全

化への取組として SS 活動を展開している。現在、加盟コンビニエンスストアでは 97％

がお酒を、86％がたばこを販売している。そこで、未成年者への酒類・たばこの販売

防止対応も含む「実施標準対応マニュアル及び標準の事例」に関する教育用 DVD・

ビデオを独自に製作し、全国 4 万 2,000 店の加盟店に配布した。コンビニエンススト

ア 12 社は、各社がマニュアルを作成・活用しているが、協会として共通の SS 活動の

標準対応マニュアルを提示している。また、昨年の taspo カード自動販売機の導入を

受け、従来の年齢確認のガイドラインを再度改訂し、昨年 10 月に配布した。年齢確

認は口頭確認だけでなく、身分証明書（運転免許証、学生証、taspo カードなど）の

提示を求める、顔や服装で 30 歳未満くらいにみえる人まで年齢確認の対象を広げる

などを原則としている。 

２）酒類販売管理者研修、教育の徹底、統一キャンペーンへの参加など 

  全国の酒販組合と連携しつつ JFA 単独の酒類販売管理者研修を実施している。また、

月毎の重点活動項目を定めて様々な取組を徹底しているが、平成 21 年 2～3 月は「年齢

確認教育の徹底」を掲げ、活動通信の配布などによる啓発だけでなく、加盟店の店主は

従業員が年齢確認を本当にできているかどうか十分に一人ひとりと面接をして、それか

らロールプレイングで一人ひとりが証明書の提示を求められるレベルまで教育している。

また、ビール酒造組合と共同で未成年者飲酒防止プロジェクト、春季・秋季キャンペー

ンなども実施している。 

（３）今後の主な課題について 

引き続き、年齢確認の徹底の指導を行うとともに、購入者への身分証明書提示等の制

度化、購入者である未成年者に対する罰則の検討を関係省庁にお願いしている。 
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５．社団法人全国少年警察ボランティア協会 

（１）団体の概要 

  全国の少年補導員が中心となり、昭和 55 年に前身である任意団体「全国少年補導員

協議会」が設立され、その後誕生した少年警察協助員、少年指導委員とともに相互の連

携を図るための組織として、平成 5 年に社団法人として認可されたもので、平成 19 年 4

月より現在の名称に変更し現在に至っている。 

少年警察ボランティアの活動を支援することを通じて少年の健全育成に寄与するこ

とを目的とする団体であり、街頭で、警察官や補導専門職員の方々と協力しながら、補

導活動及び有害環境の浄化活動等に当たっている少年警察ボランティアを支援するこ

とを第一としている。 

（２）主な未成年者喫煙・飲酒防止活動について（少年警察ボランティアの活動内容） 

 ①ボランティアは全国に約６万人おり、このボランティアの中には、少年補導員・少年

警察協助員・少年指導委員がある。法的な位置づけができているものは「風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく少年指導委員だけである。 

 ②実際上、委嘱されたボランティアの人たちを直接、街頭での補導活動、環境浄化活動

等で運用するのは、都道府県警察であり、民官団体である全国少年警察ボランティア

協会がボランティアを直接運用することはない。そのため、街頭での補導活動等は、

すべて警察官、あるいは補導職員と一緒に行動をともにし、民間のボランティアとし

て、その立場から協力しながら実施している。 

   ボランティアの役割は、原則として非行少年の補導にはあたらない。特に、非行化

した少年の場合には危険が伴うため、非行少年を発見したときは最寄りの警察署等に

連絡することになる。ただし、非行に走る前の予兆の段階で、早めに発見して声をか

けて指導することは重要と考えている。 

 ③平成 19 年中の不良行為少年の補導人員は、飲酒が 24,406 人、喫煙が 602,763 人であ

る（ちなみに深夜徘徊は 795,430 人）。 

たばこや酒の問題では、子どもたちが自動販売機に代わってほとんどがコンビニエ

ンスストアに流れていると聞いていることから、街頭での補導活動にあたっては購入

場所を尋ね、その情報は警察に連絡している。但し、飲食店の中に入って活動を行う

ことはない。また、コンビニエンスストア等、対面販売のお店には、チラシ等を配布

しながら年齢確認の徹底を依頼している。 
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６． アルコール薬物全国問題全国市民協会（ASK） 

（１）団体の概要 

昭和58年設立、平成12年12月にNPO法人として認可された。会員は約500人で一般市

民や医療関係者のボランティアで構成されている。 

（２）主な未成年者飲酒防止活動について 

１）イッキ飲み防止キャンペーン 

予防団体・大学生協・ビール酒造組合など業界団体と連携して、入学シーズンにポ

スターやチラシを全国の大学に送付するなどの「イッキ飲み防止キャンペーン」を実

施している。遺族の方たちを中心にした「イッキ飲み防止連絡協議会」の事務局をASK

が引き受け、アルコールメーカーからも協賛金を得て、16年間引き続いて行っている。

昨年「イッキ・アルハラ」の大学生の死者が4名でたことから、21年春のイッキ飲み防

止キャンペーンは以前にも増して大々的に行う予定である。 

２）学校での飲酒防止教育への協力 

   学校からの求めに応じて講師を派遣して、児童・生徒に「正しい知識」「自分を大切

にする」「仲間の圧力から身を守って断る」の三つを伝える独自の予防プログラムの出

前講座を実施、また、教師や保護者向けの研修等も行っている。 

３）商品ＰＲ広告表現のチェック及び要請 

平成17年に「酒類の広告宣伝に関する自主基準」ができたが、子供の目を引く玩具

性の景品やファンタジックなＣＭ、カロリーが低いことを謳い文句に健康系といった

言い回しで発売されるアルコール飲料などが後を絶たない。そのたびに、この種の広

告を控えるよう酒類メーカーに訴えている。妊娠・授乳中の飲酒の危険性については、

メーカー全部が商品パッケージに警告表示を入れるに至ったが、文字が非常に小さく、

テレビのコマーシャルには入っていない。とはいえ、ビール酒造組合を中心に申し入

れをメーカー間で共有する体制ができつつあることは、一歩前進と感じている。 

（３）今後の主な課題について 

今後もＣＭ規制や警告表示など酒類を管理する社会的な枠組みをつくることに注力し

ていくが、特に、学校教育の場で主役となる養護教員への教育の重要性を痛感している。

また、現在の親は予防教育を受けていない世代であり、お酒が安く自由に買えるように

なった時代に成長した世代であるため、アルコールの害を知らない。よって、こうした

親たちへの教育が今後の課題である。 


