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尾田 真言
ソウルのロッテホテルで8/20～22に開かれた第4回アジア犯罪学会で、8/22(水)の午後1～4時の
間、DARSメンバーによる薬物依存症対策を中心としたセッションをしてきました。この3年間に日本国
内で10回研修会を開いてきたメンバーたちですが、国際学会での報告は昨年8月に神戸で開かれた世界犯
罪学会に続いて2回目です。
報告は全員英語で行いましたが、以下に日本語訳した演題を示します。
①日本における薬物依存治療の新動向、処罰からハーム・リダクションへ(石塚伸一)
②日本の薬物政策、刑事司法手続における強制的薬物依存症治療(丸山泰裕)
③刑事司法手続におけるアパリの司法サポート、∞型連携の実現に向けて(尾田真言)
④薬物依存と向き合うダルク、正義ではなく許しと寛容(加藤武士)
⑤自らの回復と援助の狭間で揺れる当事者カウンセラー(市川岳人)
⑥ジェンダー・アプローチによる摂食障害と薬物依存、日本の場合（野村佳絵子）
質疑応答でも参加者から活発な質問が出され、盛会のうちに終わ
りました。
そのほかにもいろいろなセッションが同時進行していました。
韓国では性犯罪の急増が大問題となっていました。強姦罪の検挙
人員が10年で10倍にもなっています。2004年に性風俗産業を
全面禁止し犯罪化したことの悪影響なのでしょうか。
8/23(木)には朝8時～午後6時の間に、ソウル南部検察庁、国
立科学捜査研究院、ソウル南部刑務所の3施設を参観する機会を
得ました。
検察庁では性犯罪等の被害者に配慮した最新の取調室を見学し
ました。
国立科学捜査研究院では解剖台が６つ並んでいる解剖室をガラスで仕切られた見学室から見学しまし
た。実際に2体の解剖が行われている最中でした。1体に6人くらいの人たちがものすごい速さで行ってい
ました。その後、DNA検査、写真鑑定等のハイテク技術を見せてもらいました。
午後はソウル南部刑務所という昨年できたばかりの1000人規模のハイテク刑務所を参観しました。日
本でのPFIの刑務所に似た感じの建築でしたが、初入の人ばかりでなく、他の刑務所で模範囚になった無
期懲役の人も移送されてくるとのことで、全員が模範囚のモデル刑務所でした。性犯罪者のためのもっと
も時間数の長いプログラムは6か月で300時間でした。
空いている時間には、ソウルダルクの松浦氏と一緒に、協力者のチョー・ソンナム医師と会食したり、
観光する時間も取れた楽しい旅になりました。
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第4回アジア犯罪学会報告 2012/8/22
刑事司法手続におけるアパリの司法サポート

～∞型連携の実現に向けて～
事務局長 尾田真言

以下は、アジア犯罪学会における 「APARI’s Support for Drug Addicts in the Criminal Justice
System: Toward the Infinity Collaboration System」と題する私の報告の日本語訳です。
１ 報告の趣旨
∞（無限大）型連携理論は独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター薬物依存治療部長の平
井愼二医師が提唱する政策である。警察、検察、裁判所、刑務所、保護観察所という刑事司法手続の
各機関を意味する取締処分側と、病院やダルクなどの社会復帰施設を意味する援助側が相互に連携す
ることで規制薬物使用者を減少させることができるとする考えである。
本報告はこの∞型連携理論の観点からアパリの司法サポートの位置づけを検討するものである。

本人･家族･支援者のための

「ギャンブル依存との
向き合い方」
一人ひとりにあわせた支援
で平穏な暮らしを取り戻す

ギャンブルだけでなく、
薬物やアルコールの支援
にも共通した内容です。
中村努、高澤和彦、稲村
厚 共著
発売：明石書店
定価2,100円（税込）

全国の書店でお買い
求めください！
アマゾンでも購入
できます！

２ 取締処分と援助側の違い
取締処分の役割
犯罪性に対しては取締処分側の役割によって本人の同意の有無にかかわりなく強制的に刑罰が科せ
られる。薬物犯罪に対する刑罰は、主に懲役刑であり、刑務所に拘禁して刑務作業を行わせることが
その中心となる。懲役刑を科すことで、特別予防と一般予防という抑止力を働かせることが期待され
る。
特別予防とは、こんなに割に合わないことは二度としたくないと規制薬物の使用者に思わせて犯罪
行為を思いとどめさせること、一般予防とは、まだ捕まったことがない人が、規制薬物を使用すると
刑務所に入れられることを知り、犯罪行為をしないようにするということである。
援助側の役割
一方で、ここにいう疾病性とは薬物依存症のことである。依存症は、思考では薬物をやめたいと
思っても、体が条件反射の連鎖によって、薬物を摂取する方向に動いてしまうこと、つまり、薬物使
用をコントロールできなくなってしまっていることである。こうした疾病性に対しては、本人の同意
に基づいて援助側が治療・回復プログラムを提供している。
両者の役割の相違
取締処分側と援助側は、薬物依存症者に対する強制力の有無という点で役割が異なる。取締処分側
は、薬物を使わせないための抑止力として機能する機関であり、人々にできるだけかかわりたくない
と思わせる忌避性を持つ。一方、援助側は薬物依存症者に治療・回復プログラムを提供する機関であ
ることから、できるだけかかわりやすく、だれもが安心してかかわることができるような接近性を
持っていないと自己の役割を十分に発揮できない。
このため、援助側機関が規制薬物の使用を取締機関に直ちに通報することは、自己の役割の放棄で
あり、治療を優先しなければならない。
しかし援助側も取締処分の持つ抑止力を利用できるような設定をした方が薬物依存症者に対して、
より薬物をやめ続けやすくさせることができる。そのため以下に述べるように、取締機関とかかわる
ように勧奨をすべきである。
３ 米国ドラッグ・コート制度の問題性
米国ドラッグ・コート制度は、裁判手続の中に薬物依存症治療を導入することで、刑罰だけで薬物
犯罪を抑止しようとするのではなく、薬物事犯者に薬物依存症治療を義務付けることができるという
利点を持っている。
一方で、全権力を裁判官が持ってしまうことで、何度も遵守事項に従わないクライアントに対して
は、最終的にはドラッグ・コート手続が中断し、通常の刑事司法手続によって刑罰が科せられ、その
場合には治療が終了するような構造になっている。
４ 日本の状況
薬物依存症者には病識がないことが多く、自らの意志で病院やダルクのような社会復帰施設に行く
ことがほとんど期待できない。また、取締処分側がせっかく薬物事犯者を逮捕しても、治療・回復プ
ログラムが提供されないで刑罰を科すだけでは、せっかく薬物依存症の問題を抱えた薬物事犯者が発
覚したのに治療の提供ができないで手続きが終結してしまう。特に初犯者の場合、例えば覚せい剤事
犯者に対しては、懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されるだけで、その後にどこに行ってどういうプ
ログラムを受けるようにと言った情報提供もほとんどなされていない。刑務所に行っても、標準プロ
ラムとしては、50分×12回のプログラムが用意されているだけであり、受刑生活が何年間に及んでも
薬物依存症の治療が行われているわけではない。仮釈放後の保護観察においては、仮釈放期間6か月
以上の者に対してわずか5回のプログラムが用意されているのにとどまっている。
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一方、援助側においては、ダルクという民間リハビリ施設では、この26年間、ただの一人も規制薬
物の使用者を通報しなかったことを誇りとしているが、日本の多くの病院は、規制薬物の使用者を通
報するかしないかで悩んでいるところも多い。医師には守秘義務があるのだから警察に通報しないこ
とは犯罪にはならないのだが、援助側機関は取締処分側の仕事を優先する傾向があるように思う。

報告中の尾田事務局長

５ 連携のあり方
このように日本の現行制度の下では、取締処分側と援助側は相互に連携することがほとんどなく、
別々に仕事をしてきた。しかし連携とは、自分が持っていない機能を相手に委ねることで、相互に補
完しあうことだと考えると、両者が連携した制度を構築する必要がある。
すなわち、取締処分側は、自分が捕えた薬物事犯者に対して懲役刑を科すことにとどまらず、適切
な強制力を持って援助側機関にかかわるようにしなければならない（図の④の矢印）。一方、援助側
は漫然と規制薬物の使用を見逃すのではなく、使い続ければ逮捕されて取締処分側の刑事司法手続に
のるようになる状況を作ることで、抑止力を設定する必要がある（図の③の矢印）。
この③と④のの矢印が日本で不十分な部分である。
６ アパリの司法サポートの位置付け
アパリの活動は④の矢印の部分の活動を取締処分側（国）が手を付けていないので、この分野で活
動することができている。今後、一部執行猶予制度が創設されて、一定の要件を満たした刑務所から
の出所者に対して、社会内において薬物依存症治療を義務付けられるようになった場合、アパリの活
動はその部分ではなくなっていく。
しかし現時点での日本の刑事司法手続においては、保釈あるいは仮釈放のいずれかの時期に、援助
側施設（ダルク・病院等）に居住することを条件とした身柄の釈放がなされてはじめて、そこから勝
手に離れると、保釈、仮釈放が取り消されて、刑事施設に戻されるという強制力が事実上働くような
構造になっている。
アパリではこの12年間に約90名の保釈の制限住居をあっせんしてきたが、ダルクの施設長や病院の
医師が身柄引受人となっていたケースにおいて、逃亡などの理由で保釈が取り消されたケースは皆無
である。また、この12年間に帰住地をあっせんして約40名を仮釈放で受け入れたが、帰住地がダルク
等に設定されている時期に、遵守事項違反で取り消された者はわずか1名に過ぎない。強制力があれ
ばダルクに定着させることが可能なのである。回復プログラムの意味を最初から理解している者は少
ないので、プログラム開始の当初では私は強制力が必要だと考えている。
＜補足＞
今回の報告は平成24年7月28日に品川で開催された第1回条件反射制御法研究会で私が「刑事司法体
系への条件反射制御法の導入～アパリの司法プログラムにおける実践例～」と題して報告した内容の
ダイジェストでもありました。
また、取締処分側と援助側の∞型連携については、簡易薬物検出検査の結果や家族の情報などから
本人の直近の薬物乱用が疑われても取締機関に通報せず、本人あるいは家族等の同意が得られた時期
に取締職員と面接や電話で相談する機会を設定し、この取締職員の関与を抑止力として利用すること
などを内容とした請願を、ほっとステーションの長谷川直実院長（札幌市の精神科クリニック）とア
パリ理事長近藤恒夫が、4550名分の署名を集めて、平成24年1月6日に衆議院議長宛に提出していま
す。署名に協力していただいた皆様に御礼申し上げます。

書籍のご案内！
近藤恒夫著
ほんとうの｢ドラッグ」
販売中！
この度、小学校高学年～
中・高校生向けの薬物依
存症を理解するための本
ができました。
学校教育の現場でご活用
してはいかがでしょう
か？
発売：講談社
定価1,260円（税込）

全国の書店でお買い求
めください！
アマゾンでも購入
できます！
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今年の夏は太鼓が熱い！
日本ダルク アウェイクニングハウス

7/22 藤岡祭りでは地域住民の方々と一緒に
なり楽しませて頂くことが出来ました。
少しづつですが、地域の皆様に私たちの活動
が知られてきたように思います。
琉球太鼓プログラム
の歴史
1993年、創設者の近藤
は数名の仲間とともに、沖
縄に７つ目のダルクを作る
べく視察を行いました。
その時泊まったホテルの
照屋辰弘社長との出会いが
ダルクで行われているエイ
サー(琉球太鼓)の始まりで
す。
そ の 後「琉 球 國 祭 り 太
鼓」の会長でもある照屋社
長に「太鼓をやると、沖縄
に沢山の友人ができます
よ。」と熱心に勧められま
した。私は沖縄に来たばか
りでダルクの事すら手探り
なのにそんな事まで出来な
いと最初はお断りするつも
りでいましたが、照屋社長
の人柄にほだされ始める事
となったのです。
近藤には「人と同じ事が
出来ない薬中には無理」と
言われましたが「沖縄ダル
ク開設フォーラム(1994年
7月7日)」に向けて練習し
ました。音が合わず「ダル
ク時間差太鼓」と皆にバカ
にされながらも練習を続け
ました。
薬で鈍った体を元にもど
す？ 為のスポーツプログ
ラムぐらいのつもりでいま
したが、実際に人前で演技
を す る と、達 成 感、連 帯
感、自己肯定感など、様々
な感動に包まれたのです。
それからは・・・
皆様の見てのとうりです。

三浦

陽二

7/22 地元の一大イベント藤岡祭りに参加
させて頂きました。
街中を太鼓を叩きながら練り歩きました。

7/24 東 京 都 練 馬 区 で 開 催 さ れ た
「社会を明るくする運動」では、最後に
は参加者一人一人に花を頂き、温かく
受け入れてもらい、大変元気を頂いて
帰ってきました。
7/24 東京都練馬区で開催された「社会を
明るくする運動」にエイサーで参加させて頂き
ました。この日、初めての試みで映写機を使
用して舞台の後ろに首里城を投影する事で沖
縄の雰囲気を出しました。

＜７，８，９月のエイサー活動報告・予定＞
7月
7日 NAコンベンション IN 東北「ﾗﾝﾁｮﾝﾊﾟｰﾃｨｰ」
21日 群馬県吉井町「夏祭り」
22日 群馬県藤岡市「藤岡祭り」
24日 東京都練馬区「社会を明るくする運動」
8月
5日
11日
13日
15日
25日
26日

群馬県下仁田市「かぶらの里 納涼祭」
群馬県榛東村 「地球屋さん イベント」
群馬県藤岡市 「火と土の里 親子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
群馬県榛東村 「地球屋さん イベント」
東京都江戸川区 「区民のつどい」
埼玉県川越市 「川越伊佐沼祭り」

9月
8日 群馬県下仁田市 「バイブレーション・テーブル」
23日 東京都文京区東京カテドラル教会「インターナ
ショナルデー」

ＮＡコンベンションのランチョンパー
ティーでも総勢44名によるエイサーの
演舞がありました。
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第8回ＮＡジャパン・リージョナルコンベンション IN 東北に参加して
志立 玲子
仙台において7月6･7･8日と国内のＮＡ最大のイベントが仙台国際センターで開催されました。
今年のテーマは「ＧＩＦＴ～今日一日は贈り物～」。3.11の震災の復興支援も兼ねて仙台を盛り上
げようと企画されたようです。仙台のＮＡメンバーが中心となり準備を進めてきました。最後に代
表のツトムさんが挨拶で感極まるシーンもありました。また、スピーカーとしてお話しているNAメ
ンバーのほとんどが最後には涙を見せるなど、いつも見ているフォーラムとは一味違ったものを感
じました。ここでは全国のダルクのメンバーと会うこともできて、楽しい３日間を過ごすことがで
きました。またハワイやオーストラリアなど外国からＮＡメンバーも来ていました。最後のカウン
トダウンはとても盛り上がり、来年は京都に行くぞ！と強く思いまいした。来年のコンベンション
は7月に京都で開催されます。
夜のライブでは、藤岡のメンバーたちが日頃音
楽プログラムで練習している楽器の演奏を披露
しました。

恒例のカウントダウン。クリーンの年数をお祝いし
ます。

新・家族教室のご案内
＜連続講座スケジュール・テーマ＞
第5回 9/3（月）「気持ちの回復：家族自身の気持ちと本人の気持ちの両方を大事にする」
第6回 10/1（月）「子どもの成長を助ける関わりについて」
第7回 11/5（月）「薬物問題を持つ人の家族の回復プログラム」
第8回 12/3（月）「あなたの環境や状態をいいものに変えよう」
ファシリテーター 志立玲子（精神保健福祉士）
＜時間＞18：30～20：30
＜場所＞アパリ･クリニック上野 ２階
＜参加費＞3,000円（2名の場合は4,000円）
※テキストは「栃木ダルク･ファミリー･プログラム（森田展彰作成）」を使用いたします。
＜アディクション関連講座 今後の予定＞
10/15（月） 「施設内処遇から自助グループへ」 （富田 久生氏 前橋刑務所・看守部長）
刑務所の中で薬物依存症者への回復プログラムを実施している富田氏をお招きし、施設の中から
社会へとどのように橋渡しをしていくかなど、培ってきた経験をお話いただきます。
11/19（月） 「受刑者からの手紙を通して見える刑務所の中」 （桑山 亜矢氏 監獄人権ｾﾝﾀｰ・理事）
監獄人権センターでは、全国の受刑者からの相談にのる事業を行っています。その相談業務を通
して見えてくる刑務所の中の実態をお話いただきます。
12/17（月） 「女性と男性の支援の違いについて」 （栗坪 千明氏 栃木ダルク・代表）
栃木ダルクは、今年の1月に女性の施設を立ち上げました。男性の施設3ヶ所を合わせると計4つ
の施設でプログラムを行っています。女性と男性の支援ではどこが違うのか、またどういうところ
に気を付けて運営しているかなどをお話いただきます。
平成25年
1/21(月） 「薬物をめぐる国際社会の取り組み」 島田 尚武氏（元警察庁国際部長・元JICA監事）
2/18（月） 「依存問題から生じる金銭問題等への対応について」 稲村 厚氏（司法書士）
3/18(月） 「スペシャル座談会 ～ ダルクの支援方針の違いについて」 ダルク責任者5名を予定

書籍のご案内！
拘置所のタンポポ
日本ダルク代表

近藤恒夫 著
■目次
プロローグ のりピー、ダルク
へおいでよ
第１章 絶頂からの転落〜そし
て再起 わが波乱の半生
第２章 誰が、なぜ、ヤク中に
なるのか
第３章 あまりに知られていな
い覚せい剤の世界
第４章 なぜ薬物依存者は立ち
直りにくいのか
第５章 立ち直るためにはどう
すればよいのか
第６章 新生した仲間たち

アパリではこの本を拘置所や
刑務所にいる人への差し入れ
用として使っています。
■発売：双葉社
定価1,470円（税込）

増刷されました

全国の書店でお買い
求めください！
アマゾンでも購入
できます！
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フェローシップ・ニュース

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ
「間違った判断」
アッキー

書籍のご案内！
アパリ発行
「Ｂｏｒｎ・Ａｇａｉｎ
（ボーン・アゲイン）」
体験談 販売中！
2005年5月に第2版が発
売になりました。
体験談が13人分収めら
れています。
アパリではこの本を拘
置所や刑務所にいる人
への差し入れ用として
使っています。

定価：1,500円
(会員価格:1,000円)
お申込はメールか
ファックスで
FAX：03-5830-1791
ﾒｰﾙ：info@apari.jp
ご住所、お名前、お電
話番号をご記入の上お
申込下さい。

僕が23歳でクスリを始めたキッカケは、友人の勧めから始まったのですが覚醒剤だったの
で最初はずっと断り続けていました。丁度その場に女友達が一緒にいたのですがその女友達も
違うクスリは体験済みだったけど覚醒剤は未経験でした。でも興味はあったらしくせっかくの
機会だからやってみたいとの事でやっている姿を見て「女がやっているんだから大丈夫だろ
う」というのがキッカケでした。その時に「じゃあ、一回位なら」すぐ止められると思いやっ
てしまいました。
そしてその最初の１回が転落人生の始まりでした。その1回に手を出して以降クスリに対す
る印象も180度変わり、なんて素晴らしい物なんだぁと思い、気付いたらハマってしまいま
した。
何故ハマったのかと言うとその当時、僕はトランスの音楽にハマっており、今までは酒で楽
しんでいたのですが、覚醒剤を使用してクラブに行って踊ると音の聞こえ方が全然違うので疲
れずにずっと踊れました。気持ちもハイになっているので話し出せば止まらないし、女の子を
ナンパするのにも絶好のアイテムだと思いハマっていきました。その時は仕事もきちんとやっ
ていたし週末しか使わないのだから上手く使えば全然ＯＫだろうなんて、今思えば間違った判
断をしていても気付けない現状でした。
そして段々と使用していく内に覚醒剤を使う事に対する罪の意識も薄らいでいった時期もこ
の時でした。そして今から7年前の1月に１回目の逮捕をされ人生で初めての留置所生活を経
験しました。その時が母親に対して手紙で自分の気持ちを伝えるのも初めてだったので何もか
もが初めてづくしで改めて自分が本当に覚醒剤に手を出した事に対して後悔した瞬間でもあり
ました。裏切ってしまった母親、兄に対して申し訳ない気持ちになり、手紙を書きながら涙が
出てきて止まりませんでした。本当に申し訳なかったと・・・。そして3ヶ月位の留置所、拘
置所生活を経て再び社会に戻りました。
3ヶ月という短い期間でしたがキツイの一言でした。改めて普通に出来る生活がこれほどあ
りがたいという事も痛感させられたからです。何故かと言うと1回目の判決で僕は懲役2年執
行猶予4年という判決を受けたのですが、もう２度とこんな所に戻りたくないという思いも2
年も続きませんでした。何故かと言うと再びトランスのパーティーにも行くようになったりし
て、その時にみんながアブリという方法で回し吸いしていて僕の方にも回ってきたので、2年
近くも止めていたし久しぶりにちょっと位ならと吸ってしまいました。そこから再び止まりま
せんでした。今度は上手くばれないように使って行こうと思い使い続けていきました。自分で
は上手く使っていたという強い思い込みをしていたし、仕事も休まず出来ていたのですが覚醒
剤の怖い所は依存性が強い分、優先順位が仕事、友人、家族、覚醒剤とあるとしたら普通は仕
事、家族、友人、覚醒剤という順だと思うのですが、覚醒剤を使用し続けると覚醒剤が１番に
なってしまう事に冷静な今だからこそ気付く事が出来ました。
自分の中で自分をビギナーではないし上級者だからと過信してしまうという怖い思い込みが
始まってしまい意識している内はいいけれど、そんな思いもふとした時に気が抜けてしまい職
務質問に遭い2度目の逮捕をされる事になってしまいました。2度目の覚醒剤事件となると相
場通りの懲役1年6ヶ月の実刑判決を言い渡され東京拘置所で受刑生活を
送る事になりました。
僕は東京拘置所では衛生夫をして受刑生活を過ごしてきました。平成
24年4月26日に5ヶ月を残して仮釈放で出所してそのまま群馬県にある
日本ダルクアウェイクニングハウスに繋がりました。僕はダルクに来て
まもなく4ヶ月になるんですが、最初の1～2ヶ月目までは普通に生活す
る事で精一杯でしたが、2ヶ月目を経過して辺りから色々な仲間の話の
中から回復し続けるヒントがメッセージとして転がっている事に気付く
事が出来ました。

「フェローシップ・ニュース」№54

Page 7

平成24年9月1日

特定非営利活動法人

奇数月1日発行

アジア太平洋地域アディクション研究所

そしてプログラムを受ける事で自分の欠点に気付く事も出来ました。人生で初めて自分と
向き合う事の大切さを学ぶ事が出来ました。自分と向き合う上で大切だと思ったのは、今ま
では自分の生き方を見つめなおす事をしなかったので、自分の生き方の間違いに気付けな
かったせいでクスリを使い続けてしまった事に気付いたのです。ただ、ダルクに来てプログ
ラムを受ける事で自分の間違いに気付ける様になりました。気付いたからと言って生き方が
すぐに変わる事は無いけれど、意識する事で自分の問題に目が向くようになりました。ただ
今現在、問題は見えるもののなかなか欠点を手放す事に苦戦しています。だからこそ僕には
プログラムが必要なのだと思っています。引き続き、プログラムと呼ばれている事は全てキ
チンとこなして行き、社会に戻ったとしてもＮＡミーティングには必ず足を運び続けてクス
リには2度と手を出さないよう頑張って生きていこうと思いました。
そして藤岡のダルクではプログラムと言われているミーティング以外で、沖縄の琉球太鼓
(エイサー)もプログラムの一環としてやっているのですが、最初の1ヶ月過ぎる位まではどう
しても好きになれず昼飯を食べ終わってからやる練習も、とりあえず見よう見真似でやって
いた程度だったのですが、僕がエイサーを好きになり始めたキッカケは、ある外部のフォー
ラムに行った時に女性が一生懸命やっている姿に心を打たれ、その日のＮＡミーティングで
「俺、今日からエイサー頑張ります」と言った日から毎日練習にも熱が入るようになり、本
番での舞台では旗持ちを経験させてもらい、ついに8月25日(日)江戸川の舞台でデビューさ
せてもらう事が出来ました。
デビューするまで練習の中で、僕が1番エイサーをやっていて良かった事が1つありまし
た。それはクスリを使っていた頃にはなかった目の前の事を1つ1つ確実にこなして行く事で
希望を持って頑張れるのだと言う事に気付く事が出来たのです。エイサーをやってなけれ
ば、僕は昔の変わらない生き方をしていたかも知れませんでした。でも頑張った結果、4ヶ
月でデビューをする事も出来たことも大きな自信にもなり、新しい生き方をして行く上でも
希望を持つ事も出来ましたので、引き続きダルクで頑張ってプログラムを受けて行き回復し
続けて1日1日を大切に過ごして生きて行きたいと思いました。

京都府薬務課がアパリを訪問
7月20日の午後、京都ダルクの加藤施設長の引率
で、京都府健康福祉部薬務課から3名の職員が来所しま
した。アパリでは平成19年20年度と警察庁のモデル事
業として薬物再乱用防止事業を行った経験があるのです
が、そうした経験についてインタビューを受けました。
現在では、栃木県薬務課が栃木ダルクに委託して同じよ
うな事業を行っています。
京都府薬務課では昨年から再乱用防止教育が始まって
いるのですが、それをさらによりよいものにするため
に、すでにプログラムの実施経験のある各機関を回って
参考にしているとのことでした。

フィリピンプロジェクト献金の御礼
前回のフェローシップ・ニュースにフィリピンプロジェクトについての献金のお願いをし
ました。お蔭様で多くの方から献金をいただきくことができました。
合計で￥488,000になりまし
た。この場を借りまして御礼申
し上げます。
今でもマカティ市でARM
（ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ･ﾘｶﾊﾞﾘｰ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）が
定期的に開かれ、その経費を送
金しています。その様子を写真
で送ってもらっています。

2012/2/22アパリフォーラム
において

2012/7/20ＡＲＭの様子
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第11回薬物依存症者
回復支援セミナー
DARS in 名古屋
2012/9/22･23
ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾍﾞｲｽﾄ･ﾘｶﾊﾞﾘｰ
～地域社会に根ざした
回復～

22日（土）14:00～18:00
石塚伸一、近藤恒夫、尾田
真言、波多野和夫氏、加藤
武士氏
23日（日）9:30～16:15
第１部：石塚伸一、市川岳
仁氏、井坂珠実氏、土山希
美枝氏、丸山泰弘氏
第2部：ミーティング、わかち
あい
名古屋国際会議場
(名古屋市熱田区西町1-1)

参加費：3,000円
懇親会費：2,000円
問合せ、申し込み：龍谷大
学矯正・保護総合センター
参加申し込み用紙を下記ま
でFaxでお申込みください。
Fax：075-645-2632
詳しくはアパリのホーム
ページをご覧ください。
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＜アパリの司法サポート＞

アパリの支援

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す
特定非営利活動法人
アジア太平洋地域アディクション研究所

○アパリ東京本部

薬物事犯で逮捕

る支援》
薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

再犯防止に向けた何の取り組みもないまま
執行猶予の判決を受け、また薬物のある日

〒110-0014
東京都台東区北上野2-2-2
電話 ：03-5830-1790
FAX ：03-5830-1791
Email：info@apari.jp
○アパリ藤岡研究センター

（運営：日本ダルク アウェイク
ニングハウス）
〒375-0047
群馬県藤岡市上日野2594番地
電話 ：0274-28-0311
FAX ：0274-28-0313
○入寮費 ：月額￥160,000
（初月のみ￥175,000）
＊生活保護の方も可能
○入寮条件：薬物依存症から回復
及び自立をしようとしている本
人。男性のみ。年齢制限はありま
せん。
○入寮期間： 個人により差があ
るので、話し合いながら決めてい
きます。

常に戻るしかない日本において、はじめて刑

保釈(身元引受)

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。

薬物依存症回復プログラム
再犯防止に向けた薬物研修
連携関係のある全国各地のダルク
を行います。
や病院において薬物依存症回復の
ためのプログラムを行う

保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プ
ログラム、情状証人出廷、上申書作成、入寮
契約、身元引受契約、出所出迎え、法律相
談などあらゆるニーズにお応えします。なお、

裁判（情状証人・報告書提出）

日本の覚せい剤事犯の再犯率は約60％です
が、アパリの司法サポートを利用された方の
再犯率は10％以下です。最近では特に、受

執行猶予

刑中に身元引受契約をし、仮釈放又は満期

刑務所（身元引受
通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

釈放の時に出迎えに行き、リハビリ施設に繋

面会等）

げるお手伝いをしています。
出所出迎え

ギャンブルの問題が原因で逮捕された方の
薬物依存症回復プログラム

司法サポートも行っています。（窃盗、横領、

連携関係のある全国各地のダルク等にお
いて薬物依存症回復のためのプログラム
を行う

詐欺等）ご相談ください。
[費用：コーディネート契約料として一律21万円（税
込）。交通費・宿泊費の実費が別途必要です]

社会復帰

【お問合せは東京本部まで】

＜アパリ・家族教室＞
第1月曜

連続講座・テーマ

第3月曜

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座・テーマ・講師

9/3（月）

第5回
気持ちの回復：家族自身の気持ちと本
人の気持ちの両方を大事にする

9/17（月）

祝日のためお休みです

10/15（月）

№6
施設内処遇から自助グループへ

第6回
10/1（月）
子どもの成長を助ける関わりについて

11/5（月）

12/3（月）

ホームページもご覧ください
http://www.apari.jp/npo/
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成24年9月1日発行
定価 １部 100円

H25年
1/7（月）

第7回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

富田 久生氏（前橋刑務所・看守部長）

11/19（月）

№7
受刑者からの手紙を通して見える
刑務所の中
桑山 亜矢氏（監獄人権ｾﾝﾀｰ・理事）

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう
第1回

薬物依存症によるダメージと回復

12/17(月）

№8
女性と男性の支援の違いについて
栗坪 千明氏（栃木ダルク・代表）

H25年
1/21(月）

№9
薬物をめぐる国際社会の取り組み
島田 尚武氏（元警察庁国際部長・
元JICA監事）

【対象】
○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からも参加できます。
○アディクション関連講座はどなたでも参加できます。
【時間】18：30～20：30

【場所】アパリ･クリニック上野 ２階（台東区東上野6-21-8）

【参加費】3,000円 （2名の場合は4,000円）

【申し込み】不要

