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 この度、日暮里で産声を上げたダルクは、早いもので30年が経ちました。10

月16日（金）小雨が降る中、ダルクが30周年を迎えたことをお祝いするために

全国各地から約1､200名の方たちが日比谷公会堂に集まりました。 

 このフォーラムの冒頭では、歴史を振り返りながら、全ダルクの紹介ビデオが

スクリーンに映し出されたり、全国ダルク58施設の責任者が勢ぞろいし舞台に

登場するなど、ダルクの歴史上初の試みもありました。 

 第1部の司会を担当したのはNHKアナウンサーの迫田朋子さん。ダルク設立

当時に取材に来た時からの近藤恒夫の友人でもあります。第1部では現在ダルク

と深く関わりのある方、お世話になっている方を来賓に招き挨拶をいただきまし

た。認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本名誉会長の細川佳代子氏（代

読）や、カトリックさいたま教区の谷大二名誉司教、元最高裁判事の横田尤孝顧

問、東京保護観察所長の荒木龍彦氏にご登壇いただきました。 

 また、講演として龍谷大学法科大学院教授の石塚伸一理事がダルクとの思い出

を熱く語ってくれました。その他にも詩の朗読として、ダルク女性ハウスの上岡

陽江氏、大阪ダルクセンター長の倉田めば氏らによる、自らの経験を踏まえた詩

を披露しました。そして、近藤恒夫をかつて札幌地裁の法廷で裁いた元裁判官・

弁護士の奥田保監事が、当時の法廷での思い出を振り返り語ってくれました。次

に今回のフォーラムを開催するにあたり協力してくれた東京都共同募金会事務局

長の加納高仁氏より挨拶がありました。それに続きダルク創設者の近藤恒夫が今

まで支えてくれた方々への感謝と御礼を述べて第1部の幕を閉じました。 

 その後90分間の休憩を挟み第2部は、茨城ダルク、びわこダルク、富山ダル

ク合同による和太鼓の演奏から始まりました。次に今回の来賓で紅一点の千葉大

学法科大学院の後藤弘子教授よりダルク女性ハウスの上岡陽江さんと親交を深め

る中で楽しかった思い出など語っていただきました。その後はマーシー司会によ

る「ダルクだよ！全員集合」が始まり、30年間ダルクとともに一緒に歩んでこ

られた方々をゲストに迎え話を聞くことができました。ゲストは茨城ダルクの岩

井喜代仁氏、スルガダルクの五十畑修氏、雷門メンタルクリニック院長の伊波真

理夫雄、東京都福祉職員の野口誠氏、名古屋ダルクの外山憲治氏、こころの相談

室リカバリーの吉岡隆氏でした。それぞれがダルクに関わり始めたエピソード

や、その後関わってきてどのようなことが起きたかなど面白おかしく語っていました。 

 最後には、ダルク名物となっている琉球太鼓（エイサー）の披露がありました。日本ダルク アウェイ

クニングハウスが中心となり、川崎ダルク、沖縄ダルク、千葉ダルク、館山ダルクからも参加し、最後

を締めくくるにふさわしい迫力のある演舞を見せていただ

きました。大きな拍手に包まれて全てのプログラムを終え

ることができました。 

 ご来場いただいた皆様 

ありがとうございました！  

ダルク30周年記念フォーラム 10/16（金）   

 In 日比谷公会堂 

荒木龍彦氏 

横田尤孝顧問 

ダルク創設者でアパリ 

理事長の近藤恒夫 

オープニングにはダルク責任者が全国から 

勢ぞろいしました！ 
奥田保監事 
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 アディクション関連講座№36  10/19（月） 

ポルトガルの挑戦～薬物政策の未来のカタチ～ 
 

丸山 泰弘 氏（立正大学法学部准教授） 
 

まず、自己紹介をします。今は立正大学法学部で刑事法を教えています。東京にある大学に就職を

したのでこちらに引っ越してきました。龍谷大学の石塚先生（刑事政策）ゼミに入ってすぐに、ひっ

かかったところがありました。それは「薬物の単純自己使用がなぜ罪なのか？」ということです。毎

年１万2000人ぐらいが覚せい剤取締法違反で検挙されています。別な暴力事件や事故を起こしてい

るならば、「他人の法益」を侵害しているので罪になることを説明できますが、単純自己使用は自分

の部屋で（クスリを）打っているとか、自分が使用するための所持です。「なぜこれが罪なのか」と

ずっと迷っていました。これは「自傷行為じゃないか？」と思っていたのです。自傷行為がダメなら

ば「リストカットする人は全員刑務所に入れなければならないのでは？」とも考えていました。 

そんなときある弁護士との出会いがありました。大阪で有名な刑事弁護の先生です。飲み会の席で

私は「接見などの場で（単純自己使用の罪の人が）『なんで俺が捕まらなくてはいけないんだ？』と

尋ねてきた場合、どう答えるのですか？」と問いました。その先生は、しばらく考えた末に「法律が

そうなっているからだ…と答える」と言ったのです。その時、僕は若かったので、（それは答えじゃ

ない）と思いました。法律が間違っているならば、「法律が間違っている」と言わなくてはいけない

と思ってしまいました。その後、その弁護士さんと議論を重ねて分かったのは、弁護士は実務の前線

にいる方なので、手持ちのカードをどう使って勝負するか、勝たなければならないのか、という限ら

れた時間の中でやっていかなくてはいけないということでした。我々のようなアカデミックな分野の

人は、それがカードゲームで例えるのであれば、「別のカードも使えるのではないでしょうか？」

と、提案し物事を長期的に考えていくことを考えていくのが仕事であって、このように限られた制限

の中でやっていくのが法律家の方だというのが数年後に分かったしだいです。 

その数年後、たしか大学３年生の時だと思いますが、薬物問題についてゼミで報告した時に、初め

てアパリの尾田さんと出会いました。私はドラッグコートに興味をもっていましたのでその報告をし

たのです。当時にドラッグコートについて日本語で書かれた論文は１本か２本でした。その時、尾田

さんは私に対してこう言いました。「日本語の論文読んだだけで、ドラッグコートがなんでこうだっ

て言えるんだ？」って言うんですよ。その時は「20歳やそこらの学生に何を言うのか」と思いまし

た。さらに「それで分かった気になるな！」と言われてしまいました。その時、私は若かったので、

「それなら本物見てからドラッグコートを語ろう」と思ったのです。論文で語れないのであれば、実

際にドラッグコートを見てから話そうと。ちょうどその頃、Freedomという関西でダルクを支援する

団体で企画されていた、ドラッグコート・ツアーを見つけたのです。それまでは全く出会ったことが

ない方々だったのですが、Freedomのところにいって「ぜひ行かせてくれ！」と伝えて、参加させて

もらいました。しかも「学割にしてくれ」と頼んだのを記憶しています。 

単純自己使用と単純所持に関してはいまだに答えは出ていませんが、使用罪に関しては非犯罪化に

すべきだと考えています。また、所持に関しては所定の範囲内のグラム数なら非犯罪化にすべきだと

考えています。むしろ、それが世界的な潮流となっています。 

研究分野が薬物政策なので、某有名人が薬物がらみで逮捕されるといったようなことがあるとマス

コミの方が来ることがあります。某テレビ局の朝の番組のスタッフが話を聴きに来てくれました。今

日のお話のメインになるポルトガルは、2001年に全ての薬物を合法化しています。私が考える「あ

るべき薬物政策」というのは刑事司法、刑事罰に頼らず、公衆衛生の面から薬物問題を考えるという

ことです。某テレビ局の方々には「全て合法化でいいんじゃないですか？」と言ってしまいました。

何時間も話を聴いてくれた取材スタッフは「なるほど～！」と言ってくれたのですが、結局、全く放

送では使われませんでした。そこで悟りました。厳罰化のことしか頭にない日本では、まずドラッグ

コートなどのように刑事司法の中でどのように治療していくのかといった、今後10 ～20年の話をす

べきなのかもしれないということです。 

 去年に危険ドラッグを使用して事故を起こす人が連日のように報道されました。この時は某メディ

アで私の言葉が取り上げられました。それは『DWIコート（飲酒・薬物運転コート）』という酩酊運

転をする人のため専用のドラッグコートについてでした。この時に「やはり、刑事司法でどうするの

かという日本の10～15年先の話をすれば採用されるんだな…」と思いました。今朝のニュースで

も、北海道で酒酔い運転で逮捕された人がその日に釈放されてすぐに酒酔い運転で事故ったとの報道

がありました。DWIコートの出番だと思いました。今日の話はこういった10～15年先を踏まえたド

ラッグコート政策の話をしつつ、もっと先のポルトガルの話をしたいと思います。 

 今日のお話は、一言でいうとハームリダクションについてですが、まずはアメリカが先導し、日本

も追随している『ゼロトレランス』と欧州を中心に展開されている『ハームリダクション』の違いに

ついてからお話しします。ドラッグコートと非犯罪化の対立がアメリカ国内でも注目に値するものに

なっています。とくにNADCP (National Association of Drug Court Professionals)の立場と

DPA (Drug Policy Alliance)の立場の違いがあり、これがアメリカで大きく動きはじめています。

NADCPはドラッグコートの専門家会議のことです。年に１回、４～５千人が学会に集まります。ド

ラッグコートの運用に携わる実務者、研究者、裁判官などで話し合う会議があるのです。 

丸山泰弘先生の講座 

の様子 

コミッションセンターを

訪問した際の写真 

今回は丸山泰弘先生の

講座から一部抜粋して

掲載いたします。 
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これに数年連続出ている日本人は、おそらく私と尾田さんだけです。DPAはNADCPほどは大き

な組織ではないんですが、今、急成長しています。ここでは、刑事罰に寄らない薬物政策のあり方

を模索しているところです。このNADCPとDPAの双方がはげしく対立しています。   

その後に、ポルトガルの薬物政策をめぐり、「生きるということをどう支援するか」、「どのよ

うな薬物政策が必要なのか」といった話をしたいと思います。 

まず、はじめにハームリダクションについてです。ハームミニマイゼーションともいいます。

ハームは「害悪」、リダクトは「減らす」という意味です。より害悪を減らしていくということな

のですが、これらは違法と合法にまたがる人の行動に関してより害悪を減らすことに着目して別の

解決方法を考えるというものです。たとえば2006年にアメリカの薬物調査団体による発表では

「グッドニュースとバッドニュースがある」とされました。「グッドニュース」は少年の違法薬物

使用の数が激減しているということでした。「バッドニュース」は処方せんや市販薬に依存してい

る少年が増えているということでした。これは薬物政策の本質が、使用している薬物が違法か合法

かといった問題なのではなく、薬物を使用する上での様々な問題、要因があり、そこに対応できな

かったら対処できないということを示しています。違法であることで、むしろ警察が発見するまで

隠れることになり、対応が遅れてしまうといったデメリットを持っています。 

それでは「より害悪を減らすためにはどうしたらいいか」と言いますと、例えば「注射針を交換

するからここに来なさい」といったように針を交換するプログラムが代表例です。なぜかと言う

と、薬物使用する人たちが同じ針を使って回し打ちをしていると、HIVや肝炎に罹患してしまい、

より害悪が広がるからです。「ここに来るならば、綺麗な針あげる」と伝えて来てもらう。その場

で、様々なソーシャルサービスをするのがハームリダクションの神髄です。 

 

 【ポルトガルの報告】 

ポルトガルの薬物政策の何が興味深いかと言えば、2001年からすべての薬物を合法化にしてい

るというところです。正式には刑法の罰ではなく行政罰にしています。自己使用目的の使用自体は

罪でありませんし、単純所持については10日分の自己使用量を越えない分であれば、罪に問われ

ません。決められた分量を超過した場合に裁判所に送られることがありますが、その裁判であって

も「自己使用目的」が判明すれば、非犯罪化のルートに戻されます。薬物依存症者は社会保障が必

要な人と考えられ、必要なのはヘルスケアであるといったことが根本にあります。そして、これら

ポルトガルの薬物政策を支えているものは「説得モデル」と呼ばれるものです。 

行政上の罪としているので、「厳密には合法化ではないんじゃないか」といわれる場合もあるか

もしれません。その話をする前に、まず自己使用目的であるとされる量がメサドンは10グラム以

内です。大麻の葉っぱは25グラム。これはすごい量ですよね。10日間の使用ならば使用でも所持

でも大丈夫ということです。量で決まるのです。これを越える量だと譲渡する可能性もありえるの

で調べるために逮捕ということも介入の端緒としてはありえます。たとえば自宅を調べてみたらヘ

ロインを持っているかもしれないので、警察が関与する理由がここにあります。定められた量より

少なかったら、先ほどの「説得モデル」にまわります。ナースやソーシャルワーカーや弁護士がい

る『コミッション』というところに紹介されていくことになります。ここで「あなたはこのような

問題抱えているから、こういうグループ、治療共同体に繋がった方がいいよ」や「病院に繋がった

方がいいよ」とアドバイスを受ける。でも、「行かない」という選択をしてもいいのです。そもそ

もコミッションの提案を拒否してもお咎めはありません。なぜかというと、依存症が原因になって

いる場合には、このコミッションが言うことを履行できなくてもお咎めがありません。行政罰にも

なりません。そうじゃない限られた場合だけ罰金になります。つまり、依存症の問題が原因になっ

ての行動の場合には、「あなたこういう問題があるのを認めて、治療共同体に行った方がいいよ」

とアドバイスを受ける。行かなくても罰金にはなりません。そのために私は「非犯罪化」している

と表現しています。 

次に日本だけでなく多くの国の人が不安を抱きます。「薬物の問題使用が大変なことになるのでは

ないか」がという不安感です。これらの不安があって世界中の国が合法化を試せない中、ポルトガ

ルはでは合法化に舵を切ったから注目を集めているのです。世界中の学者や市民から「すごく治安

悪くなるのではないか」と興味を持ちました。ここで、EMCDDA (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction)やポルトガルが発表しているデータを見ます。ポルト

ガルでは大麻などのカンナビスに関して、欧州連合内の国と統計で比較しても若年成人で使用の割

合は低いのです。「治安が悪くなっているのではないか」、「問題使用が増えているのでは」と不

安になりますが、ポルトガルではそうなっていません。見方を変えてみます。たとえば、日本で

あっても、アルコール飲んで倒れている人がいるとします。おそらく周りの人はその人の健康を気

遣って、「大丈夫？」とか「そうなるなら飲むの止めたら？」、「体に悪いよ！」と止めるはずで

すよね。さらにポルトガルが示した問題使用を止める方法は刑事罰ではなく、教育の問題であり、

小中高校で教えれば問題使用は減少するということでした。合法化にしてもマリファナの問題使用

は増えないということをポルトガルは示しています。薬物関連死に関しては、2001年に合法化し

て2007～8年に関しては一旦上昇しました。しかし、そしてこの2・3年は過去最低に下がって

います。合法化してから15年経ってわかったことは問題使用、薬物関連死（オーバードーズな

ど）は一時的に数は上がったけど、数年たてば下がったということです。重要なのは小中高校での

教育で問題使用が止められるということです。 

コミッションセンター 

ポルトの旧市街 

ポルトの旧市街の街並み 
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これがポルトガルで出している解答です。合法か非合法の問題

ではないのです。刑事罰に頼らないで、薬物政策に挑戦していま

す。 

また、特質すべきポイントとして挙げたいのが、説得モデルの

中には医者がいない点も興味深いです。医者がいると結局管理す

るのが医療になってしまう。ここが一番大きなポイントかと思い

ます。「より治療を、より治療を･･･」と私も思っていましたけ

ど、それでは管理の主体が司法から医療にかわっただけではない

か、と考えたのです。管理するのが「医療か」、「司法か」と

いった2択ではなく、「もっと違う答えがあるんじゃないの

か？」そのように考えた国がポルトガルでした。生きる権利をど

こがサポートするのか。それは司法でも医療でもない新しい方法

でした。ポルトガルでは、末端使用者に関する問題は、刑事司法

の問題でも医療の問題でもなく、公衆衛生からのアプローチであ

るとしています。こういった問題を扱うのは日本でいうところの

厚労省にあたる保健省です。ただし、医療の問題というよりは社

会保障でやっているということがだんだんわかってきました。 

リスボンにあるインモラリアという事務所で撮った写真を見る

とコンドームや無料の注射器セットが写っています。このキット

の中には綺麗な水も入っています。（薬物を）溶かすプレートも

あります。これを薬物依存症者の人々に事務所に来てもらって渡

すほか、チームを組んで街中に出て行って、ストリートにいる薬

物使用者に「綺麗な針あるよ！」と言って渡すのです。その時に

「ご飯食べた？」、「住むところで困っていないか？」など声を

かけます。僕らにそんなに干渉してほしくないというような方も

いますが、とりあえずコンタクトをとって、「困ったことになっ

たら明日もここに来るから来て！」と伝えます。このチーム構成

が看護師とソーシャルワーカー、そしてピアカウンセラー。ピア

カウンセラーとは薬物使用経験者ですね。一番リアルタイムに薬

物を使用している人の気持ちが分かるからです。ピアカウンセ

ラーの概念は世界中にありますが、ポルトガルのそれは特に驚き

でした。なんせ、今日の午前中に（クスリを）使っている人がピ

アカウンセラーとして来たりします。ストリートにいる人は、

「お前たちが俺の気持ちがわかるわけがない」という態度をとっ

ています。こういった人の話を聴くのにピアカウンセラーが登場

します。彼らの要望としては、「着る物がほしい」、「定住して

生活保護のようなものを受けたい」といったものもあります。そ

うなればソーシャルワーカーの出番となります。健康問題で、身

体が悪いとなれば看護師の出番です。さらに専門的な治療が求め

られる場合は、週1回か2回、この事務所には医者が来ますので、

その時に来てもらええるように伝えます。そもそもポルトガルは

医療費が無料です。  

このインモラリアで配布されていた注射器やコンドームのセッ

トを何セットか持って日本に戻ってきたのですが、空港でスーツ

ケースが念入りにチェックされているのが分かりました。今思え

ば、確かにそうですよね。薬物が合法の国からこんなものをたく

さん持ってきたら疑われますよね。さらに、今年の夏に行ったの

が、たまたまオランダとポルトガルでした。これを観光客として

考えたら、「ただ薬物がやりたくて海外に行った日本人だろ？」

と思われても仕方がないのかもしれません。 

ストリートで活動しているメンバーは、メサドンを持って、車

で巡回したりもします。そこで来た方に手渡すのです。街にいた

ヘロイン中毒の方々が「メサドンください！」ともらいに来るん

です。看護師、ソーシャルワーカーと一緒にまわって、メサドン

欲しさにやってくる人にコップに入れて渡します。「困ったこと

ない？」と話しかけ、「定期的に来るから、また来てね！」と声

をかけるのです。 

ポルトガルに調査に行って私が反省したことがあります。私は

「薬物政策をどうしているのか」、とくに「合法化している中、

薬物問題はどうなっているのか」ということだけを考えていたこ

とです。これらについて勉強がしたくてポルトガルに行ったので

すが、そういう問題だけを調べにきた自分を恥ました。 

NGOのGAT：IN-MOURARIAで

提供されている薬物使用道

具感染症予防キット 

訪問したインモラリアやAPDESなどの施設では、クスリを

使用しているから助けるというわけではないんです。そもそも

クスリにとらわれずに生きていく上で、困っていることを助け

る社会保障の問題だったのです。生活に困窮した人がいて、彼

らには問題がたくさんある中で、その一つがクスリなだけだっ

たのです。クスリの問題と同時に、知的障害や身体障害など

様々な障害を持っている人もいて、いろいろな本人が抱えてい

る生きづらさの問題の中の一つに薬物問題があったのです。薬

物問題は、多くの問題の１つにすぎないということです。人が

「生きること」の問題の‟One of them“なのです。薬物問題

もそうですが、ホームレスなら「生活の場所をどうするか」、

教育が受けたかったら「どう教育につなげられるのか」など、

「生きること」をサポートするとしたら、社会の生き辛さの一

つとなっている薬物問題に対処しなくてはなりません。私は、

ポルトガルで薬物問題として「クスリをどうしているのか」だ

けに考えがいっていました。そもそもの支援に対するレベルが

違いました。クスリの害悪がどうこうではなく、「その人が生

きていくことに社会保障の問題としてどうサポートするか」と

考えていく必要があります。そもそも刑事司法で考えることで

はありませんでした。生きることそのものを支援することがポ

ルトガルの政策でした。 

某マスコミ関係者に取材で語った「もう薬物は合法化でいい

のではないですか？」というコメントがありました。私はこれ

を本心から言っています。薬物問題で刑事罰を与えるのではな

く、その人について、「どう生きるサポートをするか」という

政策をポルトガルで見てしまったのです。 

日本では、いまだに薬物を止めるのは意思の問題とか、反省

を求めるとかに答えを見出そうとしています。それは矛盾だら

けで、世界レベルで見て時代遅れの薬物政策です。今、世界は

どのようになっていこうとしているかと言えば、その視点は、

治療的な介入をしていく上で、いかに回復に向け近づけるかと

いうことです。その方法が、刑事司法の枠内で治療を提供する

のか、完全に非犯罪化してやるのかというステージになってい

ます。「刑事司法か」、「公衆衛生か」という分かれ目にあり

ます。「反省させる」とかったものは時代遅れです。 

最後に、これらの世界的潮流であっても諸問題があることも

触れておきたいと思います。ドラッグコートは人道的、医療

的、福祉的なものといった顔をしています。しかし、どうして

も刑事司法の中で行っていることの矛盾があります。より福祉

的ですよ、より医療的ですよ…と、すり寄っていきますが、そ

もそもの土台に刑事罰があるので、行える支援には限界がある

とも思えます。では、「もう一方の、合法化はすべていいこと

ばっかりなのか」といえば決してそうではありません。刑事罰

による薬物政策の害悪を根拠に、科学的な根拠に基づく公衆衛

生の政策を提案するのですが、それは同時に国が管理すると

いった問題が生じます。クスリの配布や針の交換プログラム

は、危険な要因（薬物使用者）を国が管理するということも同

時に考えなくてはなりません。「この人は何回注射針を交換し

たか？」、「クスリをもらったか？」…ということをチェック

し、国の公衆衛生の中で病気の治療を受けるという、リスク

ファクターとして管理される限界もあります。国が医療を土台

に管理するということになる可能性もありえます。 

（次ページに続く） 



 「フェローシップ・ニュース」№73 平成27年11月1日 奇数月1日発行 

 

Page 5 特定非営利活動法人 

国際学会で報告しました！ 
事務局長 尾田 真言 

 

DARSとは・・・DARSはDrug Addiction Recovery Support（薬物依存回復支援）の頭文字

をとって、龍谷大学矯正・保護総合センターで薬物依存症からの回復について石塚伸一教授のグ

ループで共同研究をしてきたメンバーらが2011年5月31日に設立した研究会です。当初12人の

メンバーだったことから1ダースというも意味もあります。 

 

第15回 ヨーロッパ犯罪学会  9/4(金)  
 9月初めにポルトガルのポルトで開催されたヨーロッパ犯罪学会(European Society of Crimi-

nology)にDARSのメンバーで参加しました。「福祉が刑事司法制度を支援するのか、それとも刑

事司法制度が福祉を支配するのか？ 薬物乱用者処遇における議題」というテーマで、石塚伸一

(龍谷大学)、丸山泰弘(立正大学)、尾田真言(アパリ)、髙橋洋平（東京弁護士会）、市川岳仁(三重

ダルク)の５人が、日本の薬物事犯者対

策、あるべき薬物事犯者対策等について

報告してきました。我々のセッションに

続いてポルトガル、イタリア、オランダ

などの会員による報告がありました。

2001年にあらゆる薬物使用を非刑罰化

したポルトガルで、このような学会が開

かれたのは、ハーム・リダクションの実

現に向けて行動しているDARSにとって

意義深いことでした。 

 

第15回 DARS in ソウル  10/4(土)・5(日)                        
DARSの第15回のセミナーは、韓国ソウルで、10/4(土)にソウル・インターナショナル・ユー

スホステルで精神科医、裁判官、弁護士、財団法人韓国麻薬退治運動本部、ウルチ大学らの関係者

が集まって、ソウル・国際ユースホステルで開催されました。テーマは世界の薬物政策と、韓日の

薬物政策についてでした。日本におけるDARSの活動を知ったチョウ教授がぜひ韓国でもDARS

を創りたいということで、さまざまな分野の専門家を招集して、クローズトな研究会を開きまし

た。日本からは石塚伸一、丸山泰弘、尾田真言、髙橋洋平が報告し、韓国からはウルチ大学教授の

チョウ・ソンナム先生とソウル南部地方部長のチョウ判事の講演がありました。 

私にとって興味深かったのは、韓国の特別自首制度がうまく機能していないという話でした。韓

国の検察庁では毎年期間を決めて本当に規制薬物を止めたい人に自首してもらい、その人たちに専

門病院に入院してもらうというキャンペーンを行っていますが、かなりの割合の人たちが本気でや

めようとしていないのに自首してきたということで、刑務所に入れられているのだそうです。 

今回、韓国の専門家とのコラボレーションができたことは、13年前からのチョウ先生や財団法

人麻薬退治運動本部との出会いが、学際的に依存業界にかか

わるさまざまな部門をとりこんだ研究会に発展したことは感

慨深いです。 

 翌10/5(日)にはチョウ先生が教授をしているウルチ大学

城南キャンパスで、一般向けのフォーラムが開催されまし

た。まず石塚伸一教授と近藤恒夫が講演し、その後、チョウ

先生が前日の研究会の各報告をダイジェストとして紹介しま

した。昼食後、加藤武士(木津川ダルク)、三浦陽二(日本ダ

ルク)、市川岳仁の報告が続き、その後、ソウルダルクの松

浦良昭氏による韓国ダルクの紹介などがありました。 
尾田真言（アパリ事務局長） チョウ先生とDARSのメンバーたち 

報告しているメンバーたち  左から森村たまき（通訳）

丸山、尾田、髙橋、市川、石塚 

そういった問題への一つの答えがポルトガルなのかもしれません。最初は針を配りながら１つひ

とつチェックしていくものだと思い込んでいたのですが、街で配布していたキットは渡す相手の

チェックしていなかったのです。先のチームが困っている人に手渡して、「困っていたらまたおい

で！」といって去っていきます。本当に生きることについて前線で支える人は、まず生きることを

考えているので、すごかったですね。 

近藤恒夫（アパリ理事長） 

石塚伸一（アパリ副理事長） 

ポルトの写真 

ソウルの写真 
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「依存症の話」  
パプア 

 

 はじめまして。依存症のパプアです。32歳です。日本ダルクアウェイクニングハウス（以下 藤岡

の施設）に入りプログラムをやっている入寮生です。現在、１年４ヶ月間薬を使わないで生活する事

が出来ています。今日は、私が薬物を使ってどうなったか、今どんな気持ちで生活しているかをお話

ししたいと思います。 

 私が、薬を使い始めたのは17歳の高校生のころです。使っていた薬は覚醒剤です。当時、音楽が好

きでバンドをやっていました。パンクやハードコアが好きで将来は、バンドで一旗あげたいと思い本

気でやっていました。パンクやハードコアの反社会的な気持ちを発散させるような音楽性や、バンド

マンとしての生き方を追求していくうちにバンドマンたるもの薬ぐらい使っておかなければ、一流と

は言えないと思い薬を使い始めたのがきっかけです。 

 一流になった気がしました。最高のバンドマンになった気がしました。良い曲ができ、ライブハウ

スでは熱いパフォーマンスができ、バンドの知名度も出てきて色んな事がスムーズにいき自分の思い

描くようなパンクス人生を順調に送っているような気がしました。 

 ですが薬を使い始めて１年もするとそんな生活も崩れてきました。被害妄想が、入るようになりま

した。周りの人の目が気になり、部屋にいても外の音が気になり警察やヤクザにいつも狙われている

ような気になり始めました。何日も起きっぱなしで何日も寝るという間隔が長くなり、人との約束が

守れなくなってきました。外に出るのが怖くなり、バンドの練習に行けなくなりました。一流のバン

ドマンになるために使い始めたのにバンド活動ができなくなってきました。そんな中18歳の時、被害

妄想に振り回され警察に自首し逮捕されました。苦しかったですが、逮捕されたこともパンクスとし

てのステータスになると思いました。社会復帰した後は、薬だけは止めてバンド活動をまた頑張って

いこうと思いました。それが出来ないなんてこの時は少しも思っていませんでした。 

 結局、社会復帰後も薬をやめることが出来ず、母親から家を追い出されどうにもならなくなり19歳

の時に初めてダルクに入ることになりました。ダルクに入ってからも私の場合は、なかなか上手くい

きませんでした。周りの人と比べて、私は全然まともだと思いました。施設のプログラムもそれなり

にこなせるし、生活習慣も薬を使ってなければ問題ないし、まだ若いしと思っていました。何度も施

設を出たり入ったりを繰り返し、薬を止めたいと言う強い気持ちはあるのにそれでも薬を止めること 

ができなく自分でもなぜなのかが全然分かりませんでした。施設でも不真面目にやっている訳でもな

く一生懸命やっていたつもりでした。ですがダメになる時は、いつも最悪の形でした。ダルクの車を

盗んで逃げたり、ＮＡの献金を盗んで逃げたり、仲間を巻き込んで一緒に薬を使ったりと、それまで

真面目にやっていたのにそれを全てひっくり返すような事をして薬の再使用を始めていました。ダル

クにいれば薬は止まるのだけど、社会に出たら薬が全然止まりませんでした。そんな中、自分がこの

人たちよりまともだと思っていた周りの仲間達が、どんどん回復し社会に出て幸せになっていく姿を

見て悔しく感じていました。 

 28歳の時、3度目のダルクへ入寮しました。今度こそは薬を止めて幸せな人生を送りたいと言う強

い気持ちを持って入寮しました。ですがそれと同時に私が薬を使わないで生きるには、ずっとダルク

にいるしかないとも思っていました。それなので、ダルクのスタッフになろうと思いました。ダルク

のスタッフを職業として自立すれば大丈夫だと思いました。それに向かって一生懸命頑張りました。

与えられた業務はミスのないようにこなし、プログラムにもやる気を持って参加し、嫌なことでも積

極的に取り組み、スタッフに提案された事は何でも聞きいれ物分りの良い奴のふりをしたり、仕事が

でき頭の良い人のような振る舞いをしていました。しばらくは、上手くいきました。スタッフになる

まえの研修にも入り順調に昇進していきました。 

 その頃、彼女が出来ました。本当に好きでした。本当に大切にしようと思いました。ダルクのス

タッフになろうという計画も順調で彼女もでき、後はダルクの正職員になり自立して彼女と結婚し、

このまま幸せな人生を送ることができるのだろうなぁと漠然と思っていました。ですが上手くいきま

せんでした。当時のスタッフに女性と付き合うのはまだ早いんじゃないか、別れた方がいいと提案さ

れました。納得いかない気持ちもありましたが、物分りの良い奴のふりをしていた私は、納得いかな

い気持ちを全て相手に伝える事は出来ませんでした。今、思えばそれが悔しくてしょうがありませ

ん。彼女とは、コソコソ付き合うことにしました。そのためにウソを重ねることになりました。彼女

とダルクの職員、両方手に入れようと思いました。ですがやはり団体生活ですのでウソをつき続ける

のも無理が出てきて、薬の再使用に至り施設を飛び出しました。彼女から、泣いてダルクに戻ってほ

しいと言われましたが、彼女と会えなくなるのが嫌で聞き入れることが出来ませんでした。それから

も薬の連続使用が続き31歳のとき仕事中、おかしくなり血を吐きながら暴れている所を通報され、2

度目の逮捕となりました。 

   

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ 

「拘置所のタンポポ」 

が増刷されました！ 

■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 

 

■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 
 

※お買い求めの方は下記へ

FAXでお申込みください。 

FAX：03-5312-7588 

日本ダルク インテグレー

ションセンターまで 
 

※住所、氏名、電話番号、ご

希望数をご記入ください。 

拘置所のタンポポ 
日本ダルク代表  

近藤恒夫 著 

NPO法人アパリは、群馬

県藤岡市にある日本ダル

ク アウェイクニングハウ

スを運営しています。 

同施設の入寮者からの

メッセージをお届けしま

す！ 
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アパリ家族教室からの

お知らせ 

 
※東京の家族教室（毎月

第1月曜）に初めて参加を

ご希望される方は事前にご

相談ください。 

※原則として１家族2名まで

とさせていただきます。 

※ご家族が逮捕された方、

受刑中の方を優先させて

いただきます。 

 結局、大事にしたかった人を大事に出来ませんでした。傷つけ悲しませてしまっただけでした。

自分の身勝手な振る舞いで彼女を幸せにする事が出来ませんでした。大好きだった音楽も出来なく

なり、好きな人も大事に出来ず私の気持ちは、絶望的でした。社会復帰後、その彼女がサポートし

てくれてダルクへの再入寮を決心して、今の藤岡の施設に入る事になりました。最初は、彼女に突

き放され辛かったですが、今は感謝しています。 

 ここに来たばかりの頃は、絶望的で希望など一切ありませんでした。私は、今まで散々ダルクで

やってきましたが結果はダメでした。もう私には、幸せな人生を送るのは無理なのだろうなぁと思

いました。あきらめの気持ちが大きかったです。ただ、また彼女とやり直したいと言う気持ちがな

んとか私を動かしていました。 

 藤岡の施設では、私の得意な事や好きな事、興味のある事をプログラムでやっていました。まず

は、琉球太鼓（エイサー）です。以前から興味があってやってみたいと思っていました。実際に

やってみると難しいし体力も使いました。ですが琉球音楽に合わせて太鼓を叩くと魂が震え熱く込

み上げてくるものがあります。後は音楽プログラムがあり、みんなでバンドをやる事が出来まし

た。これは、私にとってとても嬉しい事でした。後は、藤岡エンターティメントというのがありま

す。仲間の誕生日にみんな思考をこらして出し物をします。私は、音楽しか出来ないのでギターを

弾いたりしか出来ませんが、個性ある出し物がたくさんあって盛り上がり、とても楽しいです。

後、藤岡の施設がある群馬県ではNA（自助グループ）がとても活発で私にとっては、とても魅力

的でした。他にもたくさんプログラムがあります。もちろんやりたくないプログラムもありますし

団体生活の面倒くささや、不自由さに嫌になる事も多々あります。これらのプログラムを通して人

と関ることを目的として日々生活しています。ここにあるプログラムを人と関るためのツールとし

て使っています。 

藤岡の施設に来て12ステップ（生き方の原理）をやり始めました。今まで何年もダルクでプログ

ラムをやってきましたが、12ステップには真剣に取り組んだことはありませんでした。藤岡の施設

には、12ステップに取り組んで日々の生活で実践している仲間がいて、その仲間にサポートしても

らいながら現在やっています。これが私にとって今までにない変化をもたらしてくれました。説明

するのが難しいのですが、劇的な変化ではなく気がついたら、なんかいつもと違うなぁという程度

の物ですが、確実に変化を感じています。 

藤岡でのプログラムを通して今思うことは、依存症からの回復とはただ単に薬を使わなければOK

と言う訳でもなく、物分かりのいい振りをして良い子ちゃんになる事でもなく、仕事を効率よくミ

スなくスマートにこなす事でもなく、生活習慣を規則正しくしていればOKと言う訳でもなく、我

慢強く固い意志がもてれば良いと言う訳でもなく、人間関係の中でトラブルを起こさず当たり障り

なくやり過ごすことでもなく、周りの人と比べて優越感に浸る事でもないのだなぁと感じていま

す。今まで私は、今言ったような事を一生懸命頑張ってきました。日常生活や人間関係の中で、私

の思い込みや、勘違い、妄想、固定観念、恐れ、自分以外に問題を向ける事で私がどれだけ苦しん

でいたかと言う事を知りました。その苦しみによりかかるストレスが薬を使うことになる大きな要

因だったのだと感じています。12ステップにより私の真実が明らかになってきたように感じます。 

藤岡でのプログラムを通して人と関りそこにでる感情に注目し、12ステップを使いそれをなるべ

く少ないストレスで乗り越える練習を、現在やっています。長年にわたり自分に染み付いた生き方

のパターンを変えていくのは相当大変なことですが、これが結果的に薬の再使用を防ぎ、楽な生き

方ができ、幸せな人生を送れることが出来るようになると信じています。 

藤岡の施設に来たばかりの頃は、絶望的でしたが今は希望が持てるようになりました。自分の出

来ることや選択できる幅が広がったように感じています。幸せな人生を送りたいです。 

コレカラノカイフクシエン～ダルクの向かう未来～ IN サッポロ 
 

2015年12月12日（土）   OPEN 13:00  

MESSAGE 13:30～14:00 ：長崎ダルク／中川 賀雅  

１．カイフク 14:00～16:00  

回復とは：木津川ダルク／加藤 武士  回復の主体性：三重ダルク／市川 岳仁 

回復の独立性：仙台ダルク／飯室 勉  回復の役割分担：東京ダルク／幸田 実 

パネルディスカッション 16:30～ END「回復の多様性」  

2015年12月13日（日）   OPEN 9:00   

２．ジッセン 9:30～10:30  

初期施設：日本ダルクＡＨ／山本 大  リハビリテーション：栃木ダルク／栗坪 千明  

３．レンケイ 10:45～11:45  

医療との連携：千葉ダルク／白川 雄一郎  司法との連携：北海道ダルク／森 亨  

地域福祉との連携 13:00～13:30 ：三重ダルク／市川 岳仁  

４．ウンエイ     

施設運営 13:30～14:00 ：山梨ダルク／佐々木 広 

パネルディスカッション 14:30～16:00「これからの回復支援：ダルクの向かう未来」  

Ｑ＆Ａ 16:00～16:15   マトメ 16:15～16:30 アパリ理事長／近藤 恒夫 

場所：札幌市教育文化会館 研修室305 （札幌市中央区北1条西13丁目）  

資料代：1,000円   お問合せはアパリまで 

元最高裁判所判事の 

横田尤孝（よこたともゆき）

顧問が秋の勲章 

「旭日大綬章」を 

受章しました！！ 

 

 

 

 

 

 

旭日大綬章（きょくじつだい

じゅしょう）とは・・・国や公共に

対して功労のある者のうち、特

に高く評価される功績を挙げ

た者に授与される。 

左から2番目が横田顧問 
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○アパリ東京本部 

〒162-0055 

東京都新宿区余丁町14-4 

AICﾋﾞﾙ１階  

電話：03-5925-8848 

FAX ：03-5925-8984 

Email：info@apari.jp 

＜司法サポートのご案内＞ 

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す

る支援》 

 薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

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

常に戻るしかない日本において、はじめて刑

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。 

 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、

日本の覚醒剤事犯の再犯率は約65％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。 裁判中のプログラ

ムの提供、受刑中の身元引受、出所出迎え

に行ってリハビリ施設に繋げるお手伝いをし

ます。 

 ギャンブルの問題が原因で逮捕された方や

クレプトマニアの方の司法サポートも行って

います。（窃盗、横領、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20万円  

（税別）。交通費・宿泊費の実費が別途必要で

す] 

【お問合せは東京本部まで】 

アパリの支援 

○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。 

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 

ホームページをぜひご覧ください。 

 http://www.apari.jp/npo/ 

Facebookも始めました！ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕 

保釈(身元引受) 

裁判（情状証人・報告書提出） 

執行猶予 刑務所（身元引受 

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ 

面会等） 

薬物依存症回復プログラム 
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 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク

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 

発行者：近藤恒夫 

編集責任者：志立玲子 

平成27年11月1日発行 

定価 １部 100円 

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

出所出迎え

第1月曜 連続講座 第3月曜 アディクション関連講座 

11/2（月） 

第1回 

薬物依存症によるダメージと脳 

 

11/16（月） 

№37 

「児童虐待とDV] 

柑本 美和 氏 

（東海大学法科大学院准教授） 

12/7（月） 

第2回 

薬物の欲求と「きっかけ」「危険な状

況」への対処について 

12/21（月） 

№38 

「ドラッグを語る： 

トレンドは健康と人権」 

古藤 吾郎（ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 

2/1（月） 

第4回 

本人・家族の心の成長-自立心・ 

自尊心を伸ばす関わり 

2/15（月） 

№40 

「未定」 

 

3/7（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 

3/21（月） 
祝日のためお休み 

 

1/4（月） 
第3回 

依存症者の心にある２つの考え 
1/18（月） 

№39 

「回復の歩み」 

山田 幸子医師（ｱﾊﾟﾘｸﾘﾆｯｸ院長） 

＜アパリ家族教室スケジュール＞ 

【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・インテグレーション・センター １階会議室   

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）  【申し込み】不要 


