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2013年 12月 7日 0時 25分、臨時国会（第 185回国会）の最後の最後に、「アルコー

ル健康障害対策基本法」が成立した。衆参ともに全会一致だった。 

大荒れの国会の中、大波をかぶりながらも、小舟はかろうじて対岸にたどりついた。10

年を費やしても成立しない法案が山ほどある中で、奇跡のような出来事である。 

今後この基本法を活用していくうえで、制定に至る経緯を理解することは重要だと思う。

携わった人々の記憶が鮮明なうちに、記録しておかなければならない。絶好のタイミング

で、日本アルコール関連問題学会の報告集にその場をいただけたことに感謝する。 

 アル法ネットがどう動いたのか？ その事務局を担ったＡＳＫはどう動いたのか？  

臨場感のあるドキュメントをお届けしたいと思う。 

 

１）猪野先生からの電話 

「今成さん、基本法をつくろう。ＷＨＯの世界戦略が出た今しかチャンスはない」 

三重の猪野亜朗先生からお電話があったのは、2010年 6月だったと思う。正直言って、

法律に疎い私は、「基本法をつくろう」と言われてもぴんとこなかった。 

もちろんＡＳＫとしても、2010 年 5 月に採択されたＷＨＯの「アルコールの有害な使

用を低減するための世界戦略」1)を、日本での対策を総合的に進める契機にせねばと考え

ていた。その第 1ステップとして「厚生労働省から正式な和訳を出すことが必要」と考え、

働きかけていた。すでに、内田恒久先生ら精神科医が苦労して訳したものと、ビール酒造

組合による訳が公開されていたが、国が対策に踏み出すには正式訳が必要だと考えたのだ。

また私は、法律制定までしなくても、内閣府にアルコール関連問題の担当部署を置くこと

ができれば、常習飲酒運転対策のときのように省庁間の連携がとれ、対策が進むだろうと

甘く考えていた。 

だから、にべもなくこう言った。 

「猪野先生、法律をつくるなんて、無理ですよ」 

でも、猪野先生は引き下がらない。 

「担当者がどれだけ熱心でも、異動したらご破算になる。法律でシステムにしないとだめ

だ。学会、全断連、ＡＳＫ……みんなが力を合わせれば、今なら可能だと思う。もしでき

なくても損はない。動いたことは必ず財産になって残る」 

「できるはずない」と思っていた私は、「できなくても損はない」という言葉を聞いて、急

に心が動いた。 

――たしかにそうだ。基本法制定のためのネットワークは、今後の活動の大きな財産に

なる。そもそも動かなければ、なにも始まらない。酒類自動販売機の撤廃は 10 年やって

も動かなかったが、ＷＨＯの会議が東京で開催され廃止勧告が出たら、急に撤廃に向けて



動き出した。基本法がめざす発生・進行・再発の 3つの予防は、ＡＳＫの活動方針そのも

のだ。やる意義はある。もしできなくても損はない。それならやってみようじゃないか。 

猪野先生はすでに、自殺対策基本法を模した「アルコール関連問題対策基本法」の構想

メモを作っていた。「次世代に基本法を残す」というがむしゃらな熱意がそこにあった。 

 

２）組織固め→震災による中断 

2010 年 7 月、日本アルコール関連問題学会が、いの一番に基本法制定推進を決議。Ａ

ＳＫと全日本断酒連盟（全断連）に対する協力要請が文書で送られてきた。 

8 月、全断連の働きかけにより、休眠状態だった超党派「アルコール問題議員連盟」が

活動を開始した（この時点で議連とつながりがあったのは全断連だけだった）。 

この動きを全体的なものにするために、ASKと全断連が事務局を務める日本アルコール

問題連絡協議会（ア連協、加盟 9団体、佐藤喜宣会長）の総会で諮ることにした。猪野先

生に講演していただき、ア連協が基本法制定への取り組みを決議したのは 9月だった。 

10月には、日本アルコール・薬物医学会と日本アルコール精神医学会（現・日本依存神

経精神科学会）が同様の決議を行ない、3学会合同構想委員会へとつながる。 

議員を動かすには根拠が必要だ。3 学会は合同で、日本のアルコール関連問題の実態を

示す「簡易版アルコール白書」2)の作成に入った。いち早く 3 学会が連帯し行動を開始し

たのは心強かった。 

簡易版白書（翌年 1月発行）を待ちながら、私はＡＳＫとして何ができるか考えた。そ

れは、「アルコール関連の団体をア連協に結集させること」だと思った。連携の輪を広げる

ためには、その核をしっかり固めておく必要があるからだ。日本アルコール看護研究会、

日本アディクション看護学会、アルコール・薬物施設連絡会、全国ＭＡＣ協議会が呼びか

けに応じてくださった。日本アルコール関連問題学会、日本アルコール精神医学会（現・

日本依存神経精神科学会）も加盟を了承してくださった。もともとの 9団体［日本アルコ

ール・薬物医学会、日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会、全日本断酒連盟、

アディクション問題を考える会(ＡＫＫ)、日本キリスト教婦人矯風会、日本禁酒同盟、日

本禁酒禁煙協会、イッキ飲み防止連絡協議会、ＡＳＫ］と合わせて 15団体の核ができた。

このア連協が後にアル法ネット幹事団体として、広く賛同を呼びかけていくことになる。 

その一方で、ＡＳＫは重ねて、厚労省健康局生活習慣病対策室（現・がん対策・健康増

進課）に、世界戦略の翻訳を要望していた。しかし、検討するという返答はあっても、進

展はなかった。2011 年 3 月 9 日、同室主催のシンポジウム「アルコール問題を考える」

が開催され、私はＡＳＫの取り組みについて講演する機会をいただいた。その場で再度、

世界戦略の翻訳を依頼、ようやく前向きの答えがいただけた。 

しかしその 2日後の 3月 11日、東日本大震災が起きた。想像を絶する被害、相次ぐ余

震、福島原発の爆発、計画停電と、首都圏の機能はマヒに陥る。 

3 月 14 日、「京都で、3 学会構想委員会が発足した」と、猪野先生から連絡をいただい

たとき、私はこう叫んだのを覚えている。 

「東北と一緒に、東京も毎日、余震で揺れているんです！ 今、政府や議員にアルコー

ルの基本法をつくれなんて、とても言えません！ それどころじゃないんです。今、東は

機能できません！」 

首都圏がかろうじて機能を取り戻したのは、半年以上経ってからだったと思う。 



 

３）アル法ネット設立準備委員会の発足 

2011年 10月、名古屋で開催された日本アルコール・薬物医学会で、基本法のシンポジ

ウムが行われ、全断連とＡＳＫが指定発言の依頼を受けた。このとき私は、「もしできなく

ても損はない」という猪野先生の言葉を紹介し、「物事はやっていれば、急に風が吹いてで

きることがある。でも、やらなければ何も起きない」と活動を呼びかけた。この時期、ま

だ多くの人が疑心暗鬼だった。だからこそ、私の心に響いたこの言葉を届けたかったのだ。 

終了後に 3学会構想委員と全断連、ＡＳＫとの会合が持たれ、ア連協を核にした基本法

制定推進のネットワークを組織することが決まった。今後の連絡はメーリングリスト（Ｍ

Ｌ）で行なうこととし、麻生克郎先生が管理人を引き受けてくださった。 

12 月、全断連の再度の働きかけで、超党派「アルコール問題議員連盟」が総会を開き、

基本法への取り組みを決定した。民主党政権下、議連は医師の櫻井充参議院議員（民主）

を会長に、中谷元衆議院議員（自民）が会長代行、松山政司参議院議員（自民）が事務局

長という体制だった。 

自民党内でも動きがあった。中谷議員、あべ俊子議員、永岡桂子議員ら熱心な議員が久

里浜医療センターを視察。翌 2月には超党派議連とは別に、中谷議員を会長にした「アル

コール問題対策議員連盟」が発足したのだ。この自民党内議連は後々大きな役割を果たす

ことになる。 

 2012年 1月 23日、東京のＡＳＫ事務所で、アルコール関連問題基本法推進ネット（ア

ル法ネット）設立準備委員会が発足した。3 学会構想委員に加えア連協の事務局として全

断連とＡＳＫが出席。代表は丸山勝也先生（久里浜医療センター名誉院長）にお願いした。 

事務局はＡＳＫが引き受けて主に広報を担い、3 月までのホームページ立ち上げ、精神

科医らが訳したＷＨＯ世界戦略のブラッシュアップなどを約束した（震災により、厚労省

による翻訳の話はとん挫。自力路線に舵を切った）。 

全断連は、議連の窓口、地元からの議員への働きかけ、アル法ネットの規約づくりなど

を引き受けた。猪野先生は、自らまとめた「アルコール関連問題基本法構想メモ」を基本

法に詳しい放送大学の大曽根寛教授に見ていただくこと、賛同団体を広げる活動を進める

ことを申し出てくださった。麻生先生はアル法ネットＭＬの立ち上げも担ってくださった。

こうやって、5月末の設立総会に向け、それぞれが活動を開始することになった。 

3時間があっという間に過ぎた。丸山先生の音頭で基本法制定を願う一本締めを行ない、

外に出ると、雪が舞っていた。 

 

４）アル法ネット設立へ 

アル法ネット設立の資金はア連協が拠出した 15 万円のみ。活動は、三重県アルコール

関連疾患研究会が受賞した保健文化賞の副賞が頼りだった。翌週、ア連協の佐藤会長に設

立準備委員会発足を報告すると、当座の資金として30万円の寄付を申し出てくださった。

以後アル法ネットは、そのとき必要な資金や労力を誰かが提供しながら活動を進めていく。

世界戦略翻訳チェックの資金はアルコール精神医学会（現・日本依存神経精神科学会）、ホ

ームページ立ち上げ費用はＡＳＫ、リーフレットの印刷代は三重の研究会という具合に。 

 2012年 1～3月、ＡＳＫは、アル法ネットのホームページ 3)とフェイスブックの立ち上

げで大わらわだった。世界戦略の訳は、元・ＡＡＪＳＯ事務局長でプロの翻訳家の山本幸



枝さんに総チェックを依頼し、樋口進先生に監修をお願いした 4)。 

 3月 7日、超党派議連の第１回ヒアリングが行われた。この日が、アル法ネット設立準

備委員と議連メンバーとの初顔合わせだった。互いに探りあうような雰囲気だったのを覚

えている。猪野先生が、基本法がなぜ必要かを講演。WHO 世界戦略の訳、3 学会による

簡易白書、猪野案に修正を重ねた「基本法構想メモ」を手渡した。 

 5月 10日、櫻井事務所で、超党派議連三役による再度のヒアリングがあった。この席で、

櫻井会長が参議院法制局に法案骨子案の作成を指示した。 

5月 31日、参議院議員会館でアル法ネット設立総会を開催した。呼びかけは、幹事団体

であるア連協（15 団体）。議連への働きかけは全断連から、賛同団体・行政・酒類業界・

マスコミへはＡＳＫから行なった。酒類業界の関心は非常に高かった。 

出席は、賛同団体から 36名、議員と秘書 16名、厚生労働省・法務省・国税庁・参議院

法制局から 10名、関係団体 1名、酒類業界から 10名、マスコミ 5名の計 78名。 

第 1部は、来賓挨拶と設立総会、第 2部は、樋口進先生の講演と各分野からのアピール

という構成だった（アル法ネットのサイトに、詳しい報告と動画を掲載）。 

私にとって大きかったのは、総会の前に開いた設立準備委員会での、大曽根教授のミニ

レクチャーである。「基本法はプログラム法とも呼ばれ、対策への道筋をつける法律である。

基本法によって、国の理念が明文化されることは、大まかに言って５つの効果を生む。１

戦略を打ち立てることができる、２最低基準がつくられる、３予算が確保しやすくなる、

４関係者の協議の場が設定しやすくなる、５関連する法令等を見直す機会になる」という

解説を聞き、私は初めて、基本法制定の意義を納得したのだった。 

  

５）骨子案が固まるまで（民主党政権下） 

5月 31日のアル法ネット設立総会で、議連から「アルコール健康障害対策基本法（仮称）

のイメージ」第１案を手渡された。以後、最終案が固まるまでに、数々の修正が重ねられ

ることになるのだが、そのたびに意見や提案を返す機会をアル法ネットに与えてくださっ

たことに感謝したい。 

当初の議論の焦点は、なんといっても法案の「名称」だった。アル法ネットが推した「ア

ルコール関連問題対策」は、他の基本法との重なりがあるため、法制局は「アルコール健

康障害対策」を提示。その後、「アルコール依存症等対策」も出たが、範囲が狭まりすぎる

との理由で、「アルコール健康障害対策基本法」に落ち着いた。 

この過程で、「健康障害に限定されないようにしてほしい」とのアル法ネットの意見を取

り入れ、法制局は各所に「アルコール関連問題」を挿入する工夫をしてくれた。また、基

本施策の教育の項は当初、学校教育・社会教育となっていたが、「家庭、学校、職場その他」

と具体的に。人材の確保の項は、医療・保健・教育分野だけだったが、「福祉・矯正」を加

筆。事業者の責務の項の酒類の製造又は販売については、カッコ書きで（飲用に供するこ

とを含む）と挿入。このように、修正を重ねながら法案イメージは進化していった。 

こうなると心配なのは、酒類業界の思惑だった。抵抗勢力にしないように、この辺でし

っかりと話し合っておく必要がある。ここは、酒類業界と 30 年やりとりを続けてきたＡ

ＳＫの出番だ。 

7月 18日、酒類団体中央連絡協議会に属する、ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合、日

本酒造組合中央会、日本蒸留酒酒造組合、全国卸売酒販組合中央会、全国小売酒販組合中



央会を訪問。基本法の趣旨と進捗状況等を説明し、近々、議連からヒアリングの要請があ

ることを伝えた。 

ＷＨＯや世界の動きをよく把握しているビール酒造組合は、不適切な飲酒への誘引の防

止を自主規制でやれる路線であればと即了解。他の組合からは、アルコールを全面否定す

るニュアンスは避けてほしいとの希望が出た。また、安売りや飲み放題による薄利多売路

線に酒類業界全体が困っていることもわかった。基本法ができることで、その路線が変わ

ってくれればと期待する声さえあった。これらの声を議連に伝えた。 

8月 30日、超党派議連が酒中連のヒアリングを行なった。しかし、これを最後に超党派

議連の活動は止まった。消費税問題で与党の民主党が割れ、議員の離党が相次いで、それ

どころではなくなったのである。 

このとき会長代行の中谷議員が、骨子案づくりを自民党内議連で引き継いでくださった。

中谷議員は、メール・Facebook・携帯電話で直接連絡をくださったため、ASK は資料づ

くりなどの協力がとてもしやすかった。 

さて自民党内議連は、11月 6日に関係省庁とアル法ネットのヒアリングを行ない、9日

には専門家として樋口先生を招聘して、「アルコール健康障害」「不適切な飲酒」など用語

の検討を行ない、妥当と判断するに至った。このとき樋口先生が、家族のたいへんさを強

調してくださったことで、基本理念に「その家族への深刻な影響」が挿入された。 

11月 14日に久々の超党派議連総会が開催、修正された骨子案が承認された。 

それは、野田前首相が衆議院解散宣言をする、わずか 1時間前だった。 

 

６）基本法制定を求める全国の動き 

 年末に衆議院選挙による政権交代があり、2013年が幕開けした。 

1月 2日、中谷議員から、「超党派議連を再組織し、通常国会で予算審議が終わる 5月以

降の成立をめざす」との決意メールをいただいた。 

できれば通常国会、無理なら秋の臨時国会に上程――この動きを支援するアル法ネット

は活動を一層強化する必要があった。2013 年は全断連にとっては 50 周年、ASK にとっ

ては 30周年の節目である。気合いが入った。 

 選挙で、議連の民主党議員は半減していた。議員への働きかけが必須だった。また、学

会や医師会など大物の賛同団体を獲得する必要もあった。これらの活動のために「基本法

の必要性を説明するツールがほしい」との声が上がり、猪野先生と ASK が連携して「基

本法リーフレット」を編集、5000 部印刷して 3 月に配布した。このリーフレットは改定

しながら 7月に 5000部、9月に 2000部増刷、大きな効果を上げた。できたばかりのアル

法ネットのホームページからもPDFをダウンロードできるようにした。 

地域から運動を盛り上げる新たな活動「基本法制定を願う集い」も始まった。猪野先生

の発案で、まずは中部・北陸地区が 5 月 11 日に名古屋で行なうことになり、実行委員会

が組織された。力を発揮したのは、これまでに培った地域ネットワークと断酒会の機動力

だった。当日は雨の中 449人が集合。講演と各分野からのアピール、議員挨拶を組み合わ

せたモデルができあがった。集いをやることで地域の関係団体に後援、議員には出席や祝

電の依頼をすることができ、賛同の輪が広がった。カンパの呼びかけもできた。マスコミ

の取材機会にもなることがわかった。名古屋の集いはNHKが全国放送。取材してくれた

のは東京の女性記者で、ASKとは福岡の飲酒運転事故以来のつながりだった。 



集い開催のノウハウと当日集まったカンパは、9月 1日に大阪で行われた関西地区の集

いに引き継がれ、1239人の大結集となった。ASKは、集いの報告と講演の動画を、アル

法ネットのホームページに掲載し、参加できなかった人も見られるようにした。 

こうしてバトンは、12月 8日の岡山での中国四国地区の集いに引き継がれた。堀井茂男

先生ら実行委員がハラハラして見守る中、前日に基本法が成立。「制定を願う会」を「制定

を祝う会」に変更して、520人が参加する喜びの集会となった。 

集いは今後「基本法推進の集い」と名称を替え、2月 15日に大分で、5月 25日には東

京で開催予定である。内容は、基本計画の中身を提言するようになっていくだろう。 

参議院選挙直前の 7 月 19 日に岐阜で開催された日本アルコール関連問題学会のシンポ

ジウムも、大きな役目を果たしたと思う。中谷議連会長から「今、6合目か 7合目あたり

にいる」との発言があり、頂上をめざそうという気運が高まった。会場でカンパも集まり、

以後、アル法ネットへの寄付が増えていった。 

賛同議員を求める各地での活動は、選挙後にピークに達した。夏休みで議員が地元に戻

ったからである。賛同を表明してくださった議員のお名前が毎日ＭＬ上に流れ、全断連か

ら議連事務局に報告、議連に参加する議員も着々と増えていった。ASKはそれを毎日ホー

ムページに反映させた。11月には議連 93名、それ以外の賛同 16名、計 108名になった。 

もう一つ大事な動きがあった。広島県議会が 6月の定例議会で「アルコール健康障害対

策基本法の制定を求める意見書」を国に提出する決議をしたのだ。広島県断酒会の県議会

議員への働きかけが、思わぬ快挙を導き出した。これが活動のモデルとなり、9月～10月

の議会で、島根県・鳥取県・山口県・愛媛県・大分県・奈良県・和歌山県・愛知県・三重

県・北海道、名古屋市が同様の決議をするに至った。あわせて 11道県 1市である。 

そして、11月 17日の沖縄での全断連第 50回全国大会へと進む。議連役員には、「その

日までに上程の目途をつけなければ」という気持ちが強く働いていたと思う。 

 

７）草案が固まるまで（政権交代後） 

 政権交代後の草案づくりに話を戻そう。 

中谷会長の奮闘ぶりは目覚ましかった。自民党内の議連会長として党内の調整をしなが

ら草案を手直し、超党派議連にかけて合意をとり、再び党内の根回しを進め、その結果を

持って超党派議連と話し合う……。他の法案も掛け持ちしながら、国会の合間を縫ってぎ

りぎりの調整が行われるため、会合の開催が決まるのはたいてい数日前。説明のための資

料づくりや、特定の議員への働きかけといった急な依頼もよくあった。ASKと全断連が専

従体制でなかったら、とてもこの動きに対応できなかったと思う。 

キックオフは、2月 28日の自民党内議連の勉強会だった。急な設定だったが、垣渕洋一

先生が都合をつけて、アルコール依存症について講演。この日、中谷会長は、党の合意形

成プロセスに入ることを宣言した。 

4月 3日、党内の第 1回合同勉強会（政調・内閣部会・法務部会・財務金融部会・文部

科学部会・厚生労働部会・国土交通部会）を開催、厚労部会長の司会で、関連省庁のヒア

リングを行なった。酒類に関する小委員会の委員長から「酒を悪者にしないでほしい」と

の発言が出た。この日の説明資料は、中谷会長の依頼でＡＳＫが用意した。 

4月 23日の合同勉強会では、酒類に関する小委員会の委員長も出席して、酒中連のヒア

リングが行なわれた。ビール酒造組合・日本酒造組合・蒸留酒酒造組合・洋酒酒造組合・



ワイナリー協会・卸売酒販組合・小売酒販組合・洋酒輸入協会に加えて、アルコール健康

医学協会が取り組みを説明。酒類業界の意見を集約すると、①基本法の趣旨は理解する、

②法規制ではなく自主規制でやらせてほしい、③アルコールを否定しないでほしい、の 3

点で、とくに反対はなかった。逆に、財務系の議員から「不適切な飲酒をしないのは当然

のこと。法律がいるのか」「自制できない人のために血税を使うのか」といった強い反論が

出て、党内合意が一筋縄ではいかないことを感じさせた。 

終了後、中谷会長は「酒類業界の理解は得られた」として、衆議院法制局に骨子案を条

文化するよう指示。5月 2日に中谷会長から法案（未定稿）の第１案が届き、アル法ネッ

トからいくつかの修正を要望。こうして、草案づくりが進んでいった。 

5月 21日、政権交代後、初めての超党派議連役員会が開催された。櫻井会長が中谷会長

代行の調整の労に謝意を述べ、新体制への移行を表明した。アル法ネットからは、翻訳ボ

ランティアを募って訳した世界の対策を提供した（アル法ネットのホームページに掲載）。 

中谷会長代行は引き続き、酒類に関する小委員会との調整を進め、「目的」の冒頭に「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」との文言を入れること、「不適切な飲

酒の誘引の防止」の項に「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」

との文言を挿入することで合意を得る。アル法ネットもこれを了承し、修正案は 5 月 24

日、自民党の 3回目の合同勉強会に提出された。 

6月 10日、新体制［中谷元会長（自民）、中川正春会長代行（民主）、木庭健太郎会長代

行（公明）、福山哲郎事務局長（民主）、あべ俊子幹事（自民）、今村洋史幹事（維新）・中

島克仁幹事（みんな）・赤嶺政賢幹事（共産）］による超党派議連総会が開催。上記の修正

が承認された。 

この日の討議の焦点は、「所管を内閣府にするか、厚労省にするか」だった。前・内閣府

特命担当大臣である中川会長代行は「厚労省とすれば医療・保健対策が軸となり、内閣府

とすると幅広い省庁間の連携に重点が置かれる。どちらも一長一短あるが、アルコール関

連問題に対応するには幅広い省庁の連携が欠かせない」と述べ、他の議員もアル法ネット

も内閣府案を支持した。加えて、アル法ネットからは、関係者会議が基本計画の策定の際

も意見を述べられるようにしてほしいと要望した。 

6月 25日、再び超党派議連総会が開催され、関係者会議の位置づけを強化した修正案が

承認された。中谷会長は冒頭「通常国会への上程は時間切れになったが、臨時国会をめざ

す」と挨拶。続けて、「内閣府と交渉しているが、調整が難航している」と報告。議連は所

管についての最終決定を会長に一任するとともに、他の役員も加わり一丸となって最後の

調整に尽力することになった。 

 

８）法制史上初の「所管のバトンリレー」 

所管の調整は、参議院選挙をはさみ、10 月までかかった。内閣府と厚労省の言い分が、

平行線だったからだ。 

内閣府：「対策の中心は厚労省にあるのだから、厚労省所管とすべき。内閣府は膨大な業

務を抱えていて、整理する方針が出されており、これ以上増やせない」 

厚労省：「基本理念に、関連施策との有機的連携が示されており、推進会議では幅広い関

連省庁の連絡調整が必要で、厚労省ではとても仕切れない」 



この状況を打開するため、中谷会長と議連役員は、大臣官房長、厚労省事務次官と話し

合い、官房長官に直談判した。党を超えた連携プレーだった。議連役員には内閣府関係者

が多かった。高木美智代会長代行（木庭議員引退により交代）は現職の衆議院内閣委員会

理事。中川会長代行は前大臣。福山事務局長もかつて内閣官房副長官を務めていた。 

しかし、いくら押しても内閣府は首を縦に振らない。しびれを切らした議連役員は 9月

9 日、内閣府幹部に対して、「臨時国会に上程する予定なのに、これではらちが明かない。

内閣府案で進めるので、それが困るのなら、自分たちで調整してほしい」と詰め寄った。

このとき、高木会長代行が「まずは基本計画を内閣府がとりまとめ、後々は厚労省に移す

こともありでは」と発言した。今、思えば、この提案で事態が動き出したのだ。 

 その後、官房長官と厚労大臣との 2度の話し合いが行われ、一時は厚労省が所管との情

報も流れたが、最終的には所管を“バトンリレー”する案でまとまり、10月 9日の議連総

会で承認された。 

 これはまさに起死回生の妙案だった。法案制定時には基本計画作成という大作業があり、

関連省庁のとりまとめが主になるため、内閣府が所管するのが効率的。2 年以内に計画を

策定したら、3 年以内に厚労省に所管を移し、内閣府は推進会議の一員となる――。厚労

省も、この体制でなら“バトンを受け取る”と了承。内閣府も事務局業務をずっと抱えず

にすむこの案は、「今後のモデルケースにできる」と乗り気になった。法制局も、「基本計

画策定時とその後では事務局の仕事の質が変わるので、論理は成り立つ」と支持した。法

律に将来の移管を明記するのは、法制史上初めてとのことだった。 

なお内閣府から、「関係者会議の項を削除し、条文中に『専門家の意見を聴く』との文を

挿入」という案が出たが、議連は口を揃えて「この部分はキモ」と削除を拒否した。 

啓発週間については、忘年会シーズン直前で飲みすぎ防止啓発に最適な 11月 10日～16

日に決定。10日は全断連が制定した「断酒宣言の日」で、その日を起点としている。 

 

９）全党合意！ 

最終案が、10月 24日の議連総会で承認された。この日は議連に入会者がいない社民を

除く全党が出席し、それぞれが至急党内で了承手続きを進めると約束した。 

自民党の衆議院国会対策委員会副委員長のあべ議員は、すでに上程の根回しをしている

と報告。福山事務局長（民主）は、「与党の先生方は根回しがたいへんだから、野党はこち

らでまとめましょう」と述べ、「各党の担当者を確認させてください。必要があれば説明に

出向きますよ」と他党に呼びかけた。 

担当者は以下のとおり（敬称略）。自民：中谷元、公明：高木美智代、民主：中川正春・

福山哲郎、共産：赤嶺政賢、みんな：中島克仁、維新：馬場伸幸、生活：鈴木克昌、社民：

（福山事務局長が説明に出向く） 

アル法ネットからは「アルコール健康障害対策基本法Ｑ＆Ａ」を配布した。これは、民

主党の中川議員から猪野先生に「党内の説得のため想定問答集がほしい」との連絡があり、

10月初旬に事務局としてＡＳＫが作成したものだった。1枚のまとめ（基本法が必要な理

由、世界の動き、草案とりまとめ経緯、国に要望を提出した地方議会一覧など）もつけた。 

各党のその後の展開は早かった。以下は 11月 1日時点での情報である。 

●与党 

自民党…10月 25日に内閣部会、10月 31日に政調審議会、11月 1日に総務会で了承 



公明党…10月 17日に合同部会、10月 29日に政調審議会で了承 

 ――与党の政策責任者会議が 11月 1日に了承 

●野党 

民主党…11月 5日に、合同部会と次の内閣（政調審議会）で了承予定 

共産党…党内説明会で了承、国対委員会と調整後に了承の予定 

みんなの党…10月 31日に部会（中川会長代行が説明）で了承、来週中にまとめる方向 

日本維新の会…11月 6日に部会（福山事務局長が説明） 

生活…了承 

社民…来週中にまとめる方向（福山事務局長が説明） 

 11月 7日、議連総会の席で、自民・公明・民主・維新・みんな・共産・生活、それぞれ

の党から「合意」の報告があった。福山事務局長がその場で社民党に電話、ついに「全党

合意」が確認された。2週間の速攻だった。 

その日の光景を私は生涯忘れない。そこには党を超えた信頼と安堵のまなざしがあり、

仲間意識に満ちていた。 

終了後、中谷会長はこうおっしゃった。 

「ようやく 8合目まで来ましたよ」 

法制局によって配られた最終案からは、（未定稿）という文字が消えていた。 

 

ここで、法律制定のプロセスについて説明しておこう。 

法律には、各省庁で立案され閣議決定されて内閣総理大臣名で提出される「閣法」と、

議員が発議する「議員立法」の 2種類があり、アルコール健康障害対策基本法は後者であ

る。議員立法の場合、発議には衆議院では 20人以上、参議院では 10人以上の賛成議員の

名簿が必要となる（予算が伴う場合はそれぞれ 50人以上、20人以上）。 

国会での審議は閣法が優先。どの法案をいつ提出するかは、与党の国会対策委員会によ

って決められる。上程に至らず、何年も店晒しになっている法律が山ほどあるという。 

なぜ超党派議連が全党合意にこだわったか。それは、議員立法で優先順位を上げる一番

確実な方法だからである。つまり、あらかじめ各党で正式の手順を踏み「全党合意」を取

りつけておけば、国会での審議は必要なくなり、該当する委員会（→アルコール健康障害

対策基本法は内閣府所管のため、内閣委員会）で正式に法案と認める旨の裁決を行なった

あと、本会議に委員長提案という形で提出して即採決できるのだ。 

 

１０）荒れる臨時国会での成立 

11月 14日、超党派議連は、まとめあげた草案を衆議院議長と内閣委員会委員長に手渡

し、委員長提案で臨時国会に提出してほしいと要望した。 

このとき、衆議院内閣委員会では、閣法の「国家戦略特別区域法案」が審議中で、次に

同じく閣法の「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が控えていた。どちらも反対が

予想され、審議に時間がかかる法案である。議連の作戦は、「国家戦略特別区域法案」の採

決のあと、次の審議に入る前に、アルコール健康障害対策基本法を採択してもらう、とい

うものだった。国会対策委員会、内閣委員会への根回しが行なわれた。 

11月 15日、中谷議員から、「11月 20日に衆議院内閣委員会で採択予定」との連絡が入

った。「11月 17日の沖縄での全断連第 50回全国大会までに上程の目途をつける」という



言葉どおりだった。 

11月 20日、ＡＳＫでは固唾をのんで国会インターネット中継を見守った。17時 10分、

超党派議連による草案が衆議院内閣委員会で正式の法律案として採択された。「起立総員」

の全会一致だった 5)。翌 21日 13時 45分、委員長提案として衆議院本会議にかけられ、「本

案を可決するに御異議はありませんか」「異議なし！」とあっさり可決 6)。 

いよいよ 9合目、山頂間近である。ところが、参議院に回った法案は、一向に採択され

ない。特定秘密保護法案で与野党が対立、民主党議員が委員長を務める内閣委員会では、会

期延長を図り、委員長自らが委員会審議を拒否するという作戦に出ていたためだった。 

閉会の期限が翌日に迫り、臨時国会での成立をほぼあきらめた 12月 5日朝、ニュース

を見て驚いた。未明の本会議で、民主党の内閣委員長が解任されたというのである。会期

も 2日延長されていた。与党は新たな内閣委員長を選出。12月 6日午前中に内閣委員会を

開催し、国家戦略特別区域法案を可決した。ところが次はアルコール……というところで

審議がストップ。民主党から、特定秘密保護法案を担当する森まさこ内閣府特命担当大臣

への不信任案（衆院）、問責決議案（参院）が提出されたためだった。 

副大臣同席のもとで内閣委員会は再開となり、12月 6 日 11時 54分に「賛成の方の挙

手を願います」「全会一致と認めます」と可決 7)。そして 12月 7日 0時 25分、参議院本

会議での投票ボタンによる採決では、「賛成 177 反対 0」と表示された。議長は「本案は

全会一致をもって可決されました」と宣言 8)。……成立である。 

しかし、私の心の中は複雑だった。以上の経緯から民主党議員が欠席しての採決だった

からである。超党派でつくってきた法律だけに割り切れない思いが残った。 

翌 8日、岡山での「制定を願う集い」は、急きょ「制定を祝う集い」として開催。中谷

会長（自民）、中川会長代行（民主）、福山事務局長（民主）、あべ幹事（自民）ら、議連の

中心メンバーが駆けつけ、アルコール健康障害対策基本法の誕生を、心の底から祝ってく

ださった。 

私の気持ちの中で、この基本法が成立したのはこの瞬間だったと思う。 

「アルコール健康障害対策基本法」は、12月 13日公布 9)され、同日、内閣府（共生社

会政策担当）に、アルコール健康障害対策推進準備室が発足した。 

私が当初描いていた「内閣府にアルコール関連問題の担当部署を置く」という構想が実

現した。基本法なしには実現できない構想だったことが、今の私には身に染みてわかる。 

12月 26日、アル法ネットの事務局として、全断連の大槻さんと一緒に内閣府に挨拶に

伺った。室長、担当参事とも厚生労働省からの出向だった。内閣府の立場と機能をつかい

ながら関係省庁をとりまとめ、のちに厚労省に移管するにはベストな体制だと思った。 

施行は 6ヵ月以内。遅くとも 6月 1日には施行される予定だ。その日をもって、専門家

や当事者で構成される「アルコール健康障害対策関係者会議」が招集されることになる。 

 

１１）なぜ成立できたのか 

アルコール健康障害対策基本法が誕生できた理由、それは、関わった人々が「思いを一

つにできた」こと、そして「自分の立場でやれることを進んでやった」ことに尽きる。 

まず、国会議員が党を超えて一つになり、動いてくださった。与党も野党もなく、それ

ぞれがやれることをやった。だからこその全党一致であり、所管の決定だった。 

全断連は地元議員への賛同依頼、地方議会から国への意見書提出依頼と、底力を発揮し



た。そもそも全断連によって議連が組織されていたからこそ、議員立法という道を選べた

のだ。その功績は計り知れない。指揮官の事務局長・大槻元さん、参与の立木鐵太郎さん

は実に頼もしかった。 

アルコール 3学会が当初から協働した意味も大きい。加えて医師・看護師・ソーシャル

ワーカーらが個々に学会や関係団体を動かした。その結果大きく広がったアル法ネット「賛

同団体」というネットワークは、これからの対策や連携に威力を発揮するだろう。 

多くの翻訳ボランティアが、ＷＨＯ世界戦略をはじめ、英国・カナダ・オーストラリア・

タイなどの世界の対策を日本語に訳してきた。これらは議連への後押しになったし、今後

の基本計画づくりにも役立つだろう。 

ＡＳＫも、30年の活動で身につけた広報の力、酒類業界との間に築いてきたコミュニケ

ーション、すべてを動員して事務局の役割を果たした。ホームページ、リーフレット、都

道府県別議員名簿、議員向けＱ＆Ａ、賛同団体の受付、会計、スタッフ全員が頑張った。

私も議連やマスコミへの対応、MLへの情報配信を日夜こなした。よくやったと思う。 

最後に、「言いだしっぺ」の猪野先生の情熱と粘りがいなければ、この基本法は存在でき

なかった。大きな目標を掲げ、先頭をひた走ってくださったことに感謝したい。 

振り返ってみると、この 2年半、私たちを支えたのは 3つの確信だったように思う。 

１つは「依存症という病気のとてつもない破壊力」への確信。 

もう１つは、「回復が可能だ」という確信。 

そして、「今しかない、ＷＨＯが動いた今動かないでどうする」という確信――。 

依存症という病気とその回復への実感を社会に広げることは、これからの活動において

も鍵になると思う。議連の中心メンバーは、長年、地元の断酒会イベントに呼ばれて挨拶

しており、たびたび本人や家族の体験談を聴いているので、この病気の大変さと回復の両

方に実感を持っていた。中谷会長のように実家の 3軒隣りが下司病院で断酒会の看板を見

て育ったという方もいるし、福山事務局長のように家族が依存症という方もいた。櫻井顧

問や今村幹事は医師としての診療経験を持っていた。テレビや新聞の記者も、依存症や飲

酒運転、イッキ飲みなどの取材経験がある人は、この基本法の必要性をすぐ理解してくれ

た。今後実施する啓発週間には、実感できる広報をめざさなくてはと思う。 

「思いを一つにして動けば、不可能は可能になる！」 

これは、今回、私が学んだ４つ目の確信である。 

基本法は施策への道筋をつける法律。大事なのは、これから策定される国の基本計画と

地方自治体の推進計画だ。私たちの責任は、この法律を大事に育て、骨の髄まで活用する

ことである。少しでも多くの命が救われるように、家族が救われるように。 

思いを一つにしてさらに進もう。活動はこれからが本番だ。 

 

●アル法ネット幹事会 名簿 2013年 12月 31日現在 

代 表 丸山勝也（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター名誉院長／内科医） 

副代表 猪野亜朗（東海北陸地区代表／精神科医） 

垣渕洋一（関東甲信越地区代表／精神科医） 

立木鐵太郎（全日本断酒連盟参与） 

会計監事 米山奈奈子（ＡＫＫ代表／アディクション看護学会／秋田大学教授） 

稗田里香（日本医療社会福祉協会／日本アルコール関連問題ソーシャルワーカ
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ー協会／東海大学講師） 

事務局長 今成知美（日本アルコール問題連絡協議会事務局／ＡＳＫ代表） 

事務局次長 大槻 元（日本アルコール問題連絡協議会事務局／全日本断酒連盟事務局長） 

幹事 麻生克郎（国際情報担当／精神科医） 

齋藤利和（日本依存神経精神科学会理事長／日本アルコール・薬物医学会理事長／

精神科医） 

坂本 隆（東北地区代表／精神科医） 

佐藤喜宣（日本アルコール問題連絡協議会会長／法医学） 

辻本士郎（関西地区代表／精神科医） 

樋口 進（日本アルコール関連問題学会理事長／精神科医） 

堀井茂男（中国・四国地区代表／精神科医） 

山村陽一（ＡＳＫ飲酒運転対策特別委員会委員長／元ＪＲバス関東会長） 

山家研司（北海道地区代表／精神科医） 

杠 岳文（九州・沖縄地区代表／精神科医） 

吉本 尚（日本プライマリ・ケア連合学会／総合診療医） 

顧問 大曽根寛（放送大学教授 福祉政策・社会保障法） 

 

●アル法ネット賛同団体 

2012年 5月設立時の賛同団体は 164だったが、2013年末には 371と倍以上に増えた。ア

ルコール関連以外の学会では、日本精神神経学会、日本肝臓学会、日本消化器病学会、日

本内科学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本法医学会。全国団体では、日本医師会、

日本看護協会、日本医療社会福祉協会、日本精神保健福祉士協会、日本救急救命士協会、

日本精神科看護技術協会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会、日本高血圧

協会、日本精神衛生会、日本子どもの虐待防止民間ネットワーク、主婦連合会など、全国

団体の賛同もいただいている。 

 

●アル法ネット年表 

【2010年】  

5月 WHOが「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を決議。  

7月 日本アルコール関連問題学会が基本法制定推進を決議し、ASKと全日本断酒連盟に

協力を要請。  

8 月 全断連がアルコール問題議員連盟（会長・櫻井充参議院議員）に基本法への取り組

みを要請。  

9月 ASKと全断連が事務局をつとめる日本アルコール問題連絡協議会（ア連協）が、基

本法推進を決議。  

10 月 日本アルコール・薬物医学会と日本アルコール精神医学会が基本法推進を決議し、

3学会合同構想委員会へとつながる。  

【2011年】  

1月 3学会が「簡易版アルコール白書」を発行。  

3月 3学会合同構想委員会発足。 

――東日本大震災によりすべての活動が中断  



7 月のアルコール関連問題学会、10 月のアルコール・薬物医学会、精神医学会において、

3学会合同構想委員会と全断連・ASKが討議し、活動の中核をア連協とすることで合意し、

未加入だった、アルコール関連問題学会と精神医学会が同協議会に加盟する運びとなった。  

12月 全断連の働きかけにより、議員連盟の総会で、基本法制定推進が決議。  

【2012年】  

1 月 幅広い賛同を集めるため、ア連協が呼びかけ母体となり「アルコール関連問題基本

法推進ネット（アル法ネット）」をつくることを決定。 設立委員会発足。 

3 月 議員連盟総会で、アル法ネット設立委員会が基本法の必要性と構想を説明。基本法 

構想メモを渡す。 

5 月 議員連盟三役による再度のヒアリング（議員連盟が参院法制局に法案の骨子作成を

指示）。参議院議員会館で、アル法ネット設立総会を開催（5月 31日）。設立時の賛同団体

は 164。この日、議連から基本法イメージ第１案を渡される。 

7 月 ＡＳＫが酒類業中央団体連絡協議会（酒中連）を回り、基本法について説明し協力

を要請。 

11月 自民党アルコール問題対策議員連盟による関係省庁と専門家のヒアリング。基本法

骨子案が議連総会で承認。 

【2013年】  

2月 政権交代後、自民党議連開催。 

3月  アル法ネットが基本法リーフ発行、ホームページに骨子案掲載。 

4～5月 自民党合同勉強会（政調、内閣・法務・財務金融・文部科学・厚生労働・国土交

通）で、関係省庁・酒中連をヒアリング。衆院法制局に、骨子案の条文化を指示。 

5月 自民党議連がとりまとめた草案を議連が承認。名古屋で「基本法制定を願う集い」。 

6 月 議連としての草案（内閣府所管案）がほぼまとまり、所管の調整に入る。広島県議

会が国に「基本法制定を求める意見書」を決議。 

7～9月 秋の臨時国会上程をめざし、地元議員への賛同の働きかけと、地方議会から国に

対する「基本法制定を求める意見書」提出の決議を行なうよう陳情。 

8 月 アル法ネットの幹事団体会議で、名称を「アル法ネット（アルコール健康障害対策

基本法推進ネットワーク）」とすることを決定。3学会構想委員会の発展的解消により、幹

事を改選。基本法制定後も見据え、地区代表も取り入れ新体制に。 

9 月 議連が内閣府所管案での上程を決定、所管についての調整を強める。大阪で「基本

法制定を願う集い」。島根県・鳥取県・山口県・愛媛県・大分県・奈良県・和歌山県・愛知

県・北海道、名古屋市が国への意見書を決議。 

10月 当初内閣府、後に厚労省移管で調整終了。各党の承認手続きへ。三重県議会が国へ

の意見書を決議し、意見書提出は 11道県 1市に。 

11月 全党合意を確認。最終の草案を衆議院議長と内閣委員会委員長に渡す。衆議院内閣

委員会・本会議で、全会一致で可決。 

12月 参議院内閣委員会・本会議で、全会一致で可決、成立。公布。内閣府（共生社会政

策）にアルコール健康障害対策推進準備室が発足。岡山で「基本法制定を祝う集い」。 

アル法ネット賛同団体：371。賛同議員：超党派議員連盟 93名、議連以外 16名。 
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