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第１章 未成年者にたばこ・酒類を取得・使用させない取組の効果的推進方策

の検討 

 
本章では、未成年者及び小売店舗を対象としたアンケート調査、事業者団体・市民団体

へのヒアリング結果をもとに、未成年者にたばこ・酒類を取得・使用させない取組の効果

的推進方策について検討する。第 1 節では、まず、ヒアリング結果及び委員から寄せられ

た資料をもとに、行政や事業者団体が行う未成年者にたばこ・酒類を取得・使用させない

対策の現状について整理する。第 2 節では未成年者調査結果をもとに未成年者の喫煙や飲

酒の実態についてまとめる。第 3 節では小売店舗調査結果をもとに小売店舗における未成

年者へのたばこや酒類の販売方法等の実態についてまとめるが、特に未成年者の調査結果

との比較を中心に述べる。第 4 節では事業者団体と市民団体へのヒアリング調査結果をま

とめる。第 5 節では未成年者調査や小売店舗調査で寄せられた未成年者にたばこ・酒類を

取得・使用させない取組についての意見や要望を紹介する。第 6 節では、分析委員会の委

員が、それぞれの専門的見地や調査結果をもとに、未成年者にたばこ・酒類を取得・使用

させない取組についての所見を述べる。第 7 節では、第 1 節から第 4 節までにみてきた現

状の把握と、第 5 節の未成年者調査や小売店舗調査での取組への意見等を踏まえ、未成年

者にたばこ・酒類を取得・使用させない取組の効果的推進方策の検討を行う。 
 
 

第 1節 未成年者にたばこ・酒類を取得・使用させない取組の現状 

 
１．行政・事業者団体等による未成年者の喫煙防止に関する取組の現状 
ヒアリング結果及び委員から寄せられた資料をもとに、現在の国や事業者団体等の未成

年者の喫煙防止のための主な取組をまとめると、以下の通りとなる。 
  
（１）国における主な未成年者の喫煙防止に関する対策 

１）未成年者の喫煙防止対策について 
 以下、ヒアリング結果及び委員から寄せられた資料をもとに、国が実施している主な未

成年者の喫煙防止対策を整理する。 

 主な対策 対策の概要 

１ 未成年者喫煙禁止法 未成年者の喫煙禁止、保護者の制止義務、未成年者にたばこ

を販売した者に対する罰則等を規定。及び法に基づく取締り

の実施。 
２ 未成年者喫煙防止に

関する指導啓発等 
喫煙している未成年者に対する補導や、未成年者やその保護

者に対する広報啓発活動の推進。 
３ 喫煙防止教育（学校教

育）の充実 
未成年の段階から喫煙をしないという態度を育てることを

目的とした、保健体育などの学校教育全体を通じた喫煙防止
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 に関する指導の実施（学習指導要領に基づき、小学校では「体育」

の保健領域の時間、中学校・高等学校では「保健体育」の保健分野、

科目保健の時間を中心に、道徳や学級活動などの特別活動の時間も活

用され実施）。 
４ 製造たばこ小売販売

業許可等取扱要領の

改正 

平成16年10月「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の

改正による、自動販売機の設置場所の店舗併設の取扱の明確

化（平成16年12月1日以降の申請から適用）。 
（例） 特定販売業（劇場、旅館など閉鎖性のある店舗での販売）

の許可に当たっては、施設の従業員や管理者のいる場所

から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視

認できない場所に設置する場合には許可しない。 

５ 小売販売の許可条件

の強化 
成人識別自動販売機導入を製造たばこの小売販売業の許可

の条件とする（平成20年4月10日財務省通達）。 

６ 未成年者喫煙防止の

ための適切なたばこ

の販売方法の取組 

①年齢確認の徹底、たばこ自動販売機の適正な管理の徹底

等、未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売につい

て、警察庁、財務省及び厚生労働省よる関係業界宛通知の

発出（平成16年6月28日3省庁局長連名通知）。 
②未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底、従業員への

研修、掲示物等の方法による未成年者喫煙防止の注意喚

起、たばこ自動販売機の適正な設置等未成年者喫煙防止の

ための適切なたばこの販売について、警察庁、財務省及び

厚生労働省による関係業界宛の通知の発出（平成20年9月
28日3省庁局長連名通知）。 

７ 未成年者喫煙防止対

策ワーキンググルー

プの設置 

関係府省庁（内閣府、警察庁、財務省、文部科学省、厚生労

働省）の密接な連携の下、未成年者の喫煙防止対策を促進す

るため、たばこ対策関係省庁連絡会議幹事会の下に未成年者

喫煙防止対策ワーキンググループを設置。①未成年者への喫

煙防止教育、②たばこの入手方法に応じた喫煙防止、③喫煙

習慣者への禁煙指導等についての検討を実施。 
なお、これらの設置は平成17年2月の「たばこの規制に関

する世界保健機関枠組条約」発効によるところが大きい。 
８ たばこ対策促進事業

（補助金） 
都道府県における、未成年者や子どもへの影響の大きい父母

等に対する喫煙防止対策に取り組むこと等に重点をおいた

施策を支援し、地域におけるたばこ対策の推進を図るために

補助金を支給（平成17年度～）。 
９ 「２１世紀における

国民健康づくり運動」

（健康日本２１）での

目標設定 

平成12年3月「健康日本２１」策定。関係機関、団体、国民

が一体となった健康づくり運動を推進しようとするもので、

未成年者の喫煙防止について目標設定し、2010年（平成22
年）までに100％実現を目指す目標等を定めている。 
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２）たばこに関するその他の対策について 
未成年者の喫煙防止対策を主たる目的としたものではないが、未成年者の喫煙防止に役

立つ以下のような対策が実施されている。 

 主な対策 対策の概要 

１ 健康増進法、受動喫煙

対策 
平成15年5月に施行された健康増進法（第25条）では、多数

の者が利用する施設での受動喫煙の防止が義務付けられた。

なお、平成21年3月厚生労働省「受動防止対策のあり方に関

する検討会」で多数の者が利用する公共的な空間について

は、原則として禁煙であるべきで、特に子どもが利用する空

間（学校、公園、遊園地、通学路など）では受動喫煙の被害

を防止する措置が必要との方針が示された。 
２ たばこパッケージへ

の新注意文言の表示 
平成15年11月たばこ事業法施行規則の改正により、ＪＴ及

び特定販売業者が平成17年7月以降出荷する全てのたばこ製

品について新たな８種類の注意文言の表示の義務付けがさ

れた（たばこ包装の主要な面の面積の30％以上）。 
３ たばこ広告の規制 

 
平成16年3月「製造たばこに係る広告を行う際の指針」（平

成16年3月8日財務省告示）の改正により、たばこ広告の規

制が強化され、平成16年4月以降順次テレビ、ラジオ、イン

ターネット、屋外広告等を原則禁止とする等の措置がとられ

た。 
４ 禁煙週間 世界保健機関（ＷＨＯ）が定める「世界禁煙デー」が5月31

日であり、平成4年から世界禁煙デーに始まる１週間を「禁

煙週間」（5月31日～6月6日）と定めて普及啓発を実施して

いる。 
 
（２）自治体における未成年者の喫煙防止に関する対策 

 当事業では自治体へのヒアリングは実施していないが、事業者団体ヒアリング及び委員

から寄せられた内容を簡単にまとめる。 
神奈川県では、青少年喫煙飲酒防止条例（平成 18 年 12 月公布）が平成 19 年 7 月に施行

されたことにより、「たばこや酒類の対面販売時の身分証明書等による年齢確認の義務付

け」、「たばこや酒類の自動販売機に成人識別装置を設置することを義務付け（平成 20 年 7
月 1 日より）」等の対策が進んでいる。そのため、神奈川県では成人識別 IC カード（通称

「taspo」）の申込みも一足早く平成 19 年 12 月より開始した。 
さらに、神奈川県では平成 21 年 3 月「受動喫煙防止条例」が成立し、平成 22 年 4 月よ

り学校や病院はすべて禁煙となることが決まった。一方、大型飲食店は禁煙か分煙かを選

ぶこととなる（小規模飲食店等は規制対象外）。学校や病院の全面禁煙については施行日か

ら罰則の適用もある。 
なお、条例による対面販売時の年齢確認の義務付け等は、和歌山県でも既に導入されて
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いる（未成年者喫煙防止条例（平成 20 年 3 月公布、平成 20 年 4 月施行））。 
 

（３）事業者団体における未成年者の喫煙防止に関する取組 

たばこの関連の事業者団体でも主に下記のような取組を実施している 
 主な取組 取組の概要 

１ 成人識別機能付たば

こ自動販売機の設置 
未成年者喫煙防止及び未成年者のたばこ購入防止対策の一

環として、平成13年日本たばこ協会、日本自動販売機工業会

及び全国たばこ販売協同組合連合会の3団体が成人識別たば

こ自動販売機の導入を発表。平成14年4月から2回の導入試

験を経て、平成20年3月よりエリア別に成人識別ICカード

（taspo）方式自動販売機の稼働開始、平成20年7月に全国導

入が完了。 
２ 販売店支援活動 全国のたばこ販売店に、未成年者喫煙防止啓発ステッカーや

ツール等を提供。関係団体及び行政と連携し、対面販売にお

ける年齢確認の徹底を呼びかけている。 
３ 学校への啓発活動 全国の中学校・高等学校に未成年者喫煙防止ポスターの配布

４ 業界や事業者との連

携による働きかけ 
関連団体の未成年者喫煙防止活動への協賛や共同での啓発

活動の実施。 
５ 広告、販売促進活動等

の自主基準 
たばこ事業法等関連法令の趣旨に鑑み、未成年者の喫煙防止

及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、

広告及び販売促進活動が過度にわたらないこと、及び消費者

の商品選択に資すること等を目的に制定。 
 
 
 後述の 16 ページの資料の通り、未成年者の喫煙経験率は確実に減少しており、行政（国

及び自治体）、学校、事業者団体、市民団体等の関係者の取組の成果と考えられる。 
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２．行政・事業者団体等による未成年者の飲酒防止に関する取組の現状 
ヒアリング結果及び委員から寄せられた資料をもとに、現在の国や事業者団体等の未成

年者の飲酒防止のための取組をまとめると、以下の通りとなる。 
  
（１）国における主な未成年者の飲酒防止に関する対策 

１）未成年者の飲酒防止対策について 
 以下、ヒアリング結果及び委員から寄せられた資料をもとに、国が実施している未成年

者の飲酒防止に関する主な対策をあげる。 

 主な対策 対策の概要 

１ 未成年者飲酒禁止法 未成年者の飲酒禁止、保護者の制止義務、酒類販売時の購入

者の年齢確認義務、未成年者が自分で飲むことがわかってい

る場合にお酒を販売した者に対する罰則等を規定。及び、法

に基づく取締りを実施。 
２ 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律 

飲食店営業者が、相手が未成年者であることを知りながら、

店で酒類を提供する行為の禁止及び罰則等を規定。及び、法

に基づく取締りを実施。 
３ 毎年４月の「未成年者

飲酒防止強調月間」な

どの啓発活動や、未成

年者飲酒防止に関す

る指導啓発等 

関係省庁や業界団体と連携した、毎年４月の「未成年者飲酒

防止強調月間」での啓発活動。未成年者やその保護者に対す

る広報啓発活動の推進、及び、飲酒している未成年者に対す

る補導等。 

４ 未成年者飲酒防止の

ための適切な酒類の

販売方法への取組 

年齢確認の徹底、特に夜間の販売体制の整備、分離陳列の実

施、改良型自動販売機の設置等、未成年者飲酒防止のための

適切な酒類の販売について、警察庁、厚生労働省及び国税庁

よる関係業界宛通知の発出（平成 13 年 12 月 28 日 3 省庁局

長連名通知）。 
 なお、平成 16 年 12 月国税庁「酒類販売業等に関する懇

談会」が未成年者飲酒防止への取組を含む、社会的な要請へ

の今後の対応のあり方を取りまとめた。 
５ 酒類販売管理者制度 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」により、未成

年者飲酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保

を図るために、平成15年9月に導入された制度で、酒類販売

管理者は選任された販売場において、酒類の販売業務に関す

る法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者への助

言や、酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行

う。酒類販売管理者には概ね3年ごとの「酒類販売管理研修」

を義務付けられている。 
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６ 未成年者の飲酒防止

に関する表示基準 
未成年者の酒類へのアクセスを未然に防止するため「未成年

者の飲酒防止に関する表示基準」により、①酒類の容器等に

対する表示、②酒類の陳列場所における表示、③酒類の自動

販売機に対する表示、④酒類の通信販売における表示、が定

められている。平成9年7月より容器等への「未成年者の飲酒

は法律で禁止されている」旨の表示義務、平成15年9月より

酒類の陳列場所に「酒類の売場である」旨、及び「未成年者

の飲酒は法律で禁止されている」旨、平成17年10月よりよ

り確実に実効性を担保するため「20歳以上の年齢であること

を確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示義務が

課せられた。 
また、酒類販売管理協力員の協力による酒類小売販売場の

表示基準 の遵守状況等の確認及び改善指導を行っている。 
７ 成人識別機能のない

自動販売機への指導 
関係組合と連携した、年齢確認ができない従来型酒類自動販

売機の更なる減少に向けての指導の継続。 
８ 免許要件の厳格化 平成 15 年の酒税法改正により、酒類販売業免許の拒否要件

に、未成年者飲酒禁止法違反の罰金刑を受けたことが追加。

９ 「２１世紀における

国民健康づくり運動」

（健康日本２１）での

目標設定 

関係機関、団体、国民が一体となった健康づくり運動を推進

しようとするもので、アルコールについては、2012 年（平

成 24 年）までに未成年者の飲酒０％を目標としている。 

 

２）酒類に関するその他の対策について 
未成年者の飲酒防止対策を主たる目的としたものではないが、未成年の飲酒防止に役立

つ以下のような対策が実施されている。 

 主な対策 対策の概要 

１ 「２１世紀における

国民健康づくり運動」

（健康日本２１） 

上記の目標以外に、「多量に飲酒する人の減少」及び「『節

度ある適度な飲酒』の知識の普及」を掲げ、それぞれの取組

が推進されている。 
２ 酒類の公正な取引環

境の整備 
 

酒類の公正な取引環境の整備に向けた酒類業者の自主的な

取組が推進されるよう、平成18年8月「酒類に関する公正な

取引のための指針」が公表され、取引実態調査及び指導など

による酒類の公正な取引環境の整備が進められている。 
 

（２）自治体における未成年者の飲酒防止に関する対策 

 未成年者の喫煙防止で前述した通りである。 
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（３）事業者団体における未成年者の飲酒防止に関する主な取組 

 未成年者飲酒防止などの社会的な要請に対して下記のような取組が主に実施されている。 

 主な取組 取組の概要 

１ 酒類広告の規制 酒類業者で構成する「飲酒に関する連絡協議会」が自主基準

を設置。酒類の広告において、過度の飲酒を勧めるような表

現や飲酒について社会的良識に反する表現を用いないこと

を求めている。 
①未成年者を対象とした雑誌やＴＶ番組等での広告の自粛、②

未成年者のメインモデルへの使用の禁止、③未成年者向けキャ

ラクターの使用禁止、④一定時間（平日昼間、土日）等のテレ

ビ広告禁止等 
２ 夜間の自動販売機で

の販売自粛や屋外設

置の酒類自販機の撤

廃 

全国小売酒販組合中央会は、昭和50年より午後11時から翌

朝5時まで自動販売機での販売自粛。平成7年5月屋外設置の

酒類自販機の撤廃を決議し平成12年6月までに完了（非組合

員の所有は残存）。 
３ 酒類販売管理者研修

の実施 
各種研修教材を作成し、3ヶ月以内の「酒類販売管理研修」

及び取得2年後の研修を実施。 
４ 啓発活動及び販売店

支援 
ビール酒造組合による「STOP！未成年飲酒キャンペーン」な

どメディアを活用した啓発や店頭ツールの全国展開によっ

て購入現場における認知拡大に取り組んでいる。全国小売酒

販組合中央会も年2回未成年飲酒防止キャンペーンを実施。

 

 


