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 東京より少し遅く春の陽気が訪れた4月半ばのニューヨークで、国連麻薬特別総会に参加いたし

ました。この会議は国連加盟国により世界の薬物問題に特化して話し合われる会議であり、前回

の1998年からじつに18年ぶりの開催となりました。この歴史的な会議にアパリから理事長の近

藤と私、そしてダルク女性ハウス代表の上岡陽江さんと千葉菜の花家族会代表のくろかわななこ

さんの４名で参加してきました。会議は１９日から２１日の３日間開かれ、各国から多くの首脳

級・閣僚級の代表者が出席しました。日本は外務副大臣を代表に、外務省・厚生労働省・警察庁

等の職員で代表団が構成されました。 

 この特別総会で取り上げられるのは世界の薬物問題ですので、個人の薬物使用への取り組みに

始まり、麻薬取引を含む国際組織犯罪や麻薬取引等の刑事司法面での処遇など薬物の供給に対す

る取り組み、さらに女性、子ども、若者など社会的に脆弱性の高い集団とその人たちの人権への

横断的な課題に対する取り組み、代替開発（薬物栽培の代替策を開発するプログラム）に対する

取り組みなど、多岐に渡るものとなります。この総会では共同のコミットメントが成果文書とし

て採択されましたが、そのなかでは薬物使用者の人権に配慮することの重要性についても記載さ

れています。日本政府は国際的な活躍をみせる供給の削減について言及すると同時に、使用につ

いても人権の尊重と医療の重要性を訴える場面がありました。 

 アパリは“日本薬物政策アドボカシーネットワーク（NYAN）”という新規プロジェクトを立

ち上げ、人権と健康に重点を置いたより良い薬物政策の実現を目指し活動しております。今回の

特別総会参加もこのプロジェクトの一環で実現したものです。サポートしてくださった方々に心

より御礼を申し上げます。今後、この特別総会のことも含め、薬物政策をめぐる国際的な動向に

ついてさまざまな形で発信していきたいと思っております。 

国連麻薬特別総会 in ＮＹ に参加 ： 薬物政策の国際的な動向 

ソーシャルワーカー 古藤吾郎 

 総会前の週末にヤンキースの

キャップを被り田中投手の試合

をスタジアム席から観戦してい

た理事長の近藤が、国連本部の

本会議場では、国連マーク入り

のキャップに被りなおし（そも

そもキャップを被っている参加

者は他に誰一人いませんでした

が）堂々と会議に臨んでいたそ

の様子に、ただただ脱帽するば

かりでした。  
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座談会 「刑の一部の執行猶予を目前にしたアパリのこれから」 
 

１ 刑の一部の執行猶予制度とは？ 

尾田：まず私から制度を簡単に説明します。 

 刑の一部の執行猶予制度を規定した「刑法等の一部を改正する法律」は平成25年6月19日に公布さ

れました。この改正法の施行期日は平成28年6月1日です。この制度は残念ながら、今、受刑中の人に

は影響しません。6月1日以降に判決を言い渡される人には適用することができます。そうすると、す

でに一審で判決が出てしまっている人でも、控訴して控訴審の判決が6月1日以降に言い渡される人に

は適用することができます。 

 覚醒剤事件についてみると、初犯者には執行猶予付判決が言い渡されます。それでもし執行猶予期

間中にまたやって捕まると今度は求刑が懲役２年となり、判決は大抵はそれより少し軽い懲役１年６

月が言い渡されます。今年６月までの裁判では全部懲役の実刑か、懲役に全部執行猶予をつけるかの

どちらかだったのですが、6月1日からは裁判官が判決を言い渡すときに、たとえば判決が１年６月

だった場合、裁判官は判決で「懲役１年６月に処す。ただし実刑は１年、残り６か月は執行猶予２年

とする」と言った判決を言い渡すことができるようになります。つまり刑務所に行く期間と執行猶予

の期間の両方を一度に言い渡せるようになります。これが刑の一部の執行猶予制度です。従来は、初

犯の人にはほぼ執行猶予がついていたのですが、その期間にどれくらい保護観察がついていたのかと

いうと10％もついていません。90％は単純執行猶予で、それはつまり野放しにされていたわけです。

薬物をやめるプログラムに参加しなさいと命じることをほとんどしてこなかったのです。でも２回目

になると必ず実刑になって刑務所に行くことになります。１回目の執行猶予と２回目の実刑ではあま

りに落差が大きすぎますよね。ましてや、今は適用が少なくなってきていますが、即決裁判という手

続で、逮捕されて一カ月で執行猶予判決をもらって釈放されている人がいました。今度新しい制度が

できて、たとえば裁判官が懲役１年６月を言い渡して、１年間は実刑、残り６か月は執行猶予２年と

すると言い渡すことができるようになるのですが、私が考える一番のメリットは次の通りです。 

 初犯者で執行猶予になって保護観察が付いた人は１割もいなかったのだけど、仮釈放の人たは刑の

満期まで保護観察が付せられています。たとえば懲役１年６月の実刑で刑務所に行った人が、１年服

役して６ヶ月間仮釈放をもらった場合には、その期間は受刑者の身分のまま社会内で生活できて、満

期まで必ず保護観察が付けられるわけです。でも実際、６か月以上の仮釈放期間がある人は１割くら

いしかいませんでした。ほとんどの人の仮釈放期間は短くて、１カ月の人、３カ月の人。結構薬物事

犯の人は刑期が短いので、保護観察期間が長い人は少なかったです。でも法務省が準備しているプロ

グラムは６か月間以上の保護観察期間のある人についてだけ、保護観察所で２週間に1回、合計５回の

プログラムをやることになっていました。６か月未満の仮釈放期間の人にはプログラムの義務付けは

されていませんでした。プログラムの義務付けられていない人に対しては、希望者に月１回、簡易覚

醒剤検出検査を受けることがでるので受けなさいと指導できただけでした。もし検査は受けたくない

と言ったら受けなくてもよかったのです。ましてや満期の人は何も義務付けることができません。そ

れが今までの制度です。 

 しかし一番アフターケアが必要な人はどんな人かと言うと、満期で出てくる人ではないでしょう

か。帰る家がなかったり、身元引受人がいなかったり、または刑務所で懲罰を何度も受けて満期で出

てくる人です。具体的に私が知る満期の人はどういう人だったかと言うと、集団生活が恐ろしくて嫌

でしょうがないので。わざと違反行為をして独居に入れられる人。そういう人こそ出所後に面倒を見

る必要があるでしょう。また薬物事犯者の多くが薬物依存症という病気になっているわけで、自分の

理性だけでは抑えきれない。刺激があると使ってしまうところまでいってしまう人がいるわけで、そ

ういう人にはプログラムが必要です。そういういうわけで もアフターケアが必要のない部類の人に

だけプログラムを義務付けてきたこれまでの制度には問題がありました。 

 そのような中、今回の刑の一部の執行猶予制度が始まることにより、私は次のことを期待していま

す。従来、満期で出てくるような人に、たとえば２年間、いろいろなプログラムを義務づけてもらい

たいと言うことです。 

これまでのダルクの場合は、入寮者がダルクにいたくないということで出て行ってしまっても、その

人を捕まえて引き戻すということはできませんでした。自傷他害のおそれがあったり、本人に入院の

同意ができない場合に保護者が同意することで、強制的に入院させる措置入院、医療保護入院の制度

はありますが、それ以外には、基本的には援助側には強制力がないので、治りたいと思ってやって来

る人だけを受け入れる機関となっています。しかしこれからはいやでも実刑判決があれば刑務所に入

れることもできるし、保護観察が付けば、いやでもこういうプログラムを受けなさいと命じることが

できるようになるのです。 

 しかしながら怖いこともあります。実は今度の新しい制度で、裁判官が言い渡せるのは刑期だけな

んですよ。たとえば懲役１年６か月。１年の実刑と、残りの６か月は保護観察付執行猶予２年といっ

た判決を言い渡すところまでしか裁判所にはできません。 

座談会参加者 

 

（司会・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

尾田真言 

アパリ事務局長 

 

奥田保 

アパリ監事・弁護士・

元東京高裁判事 

 

横田尤孝 

アパリ顧問・弁護士・ 

元法務省保護局長・元

最高裁判事 

奥田監事 
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保護観察の付いた２年間の執行猶予期間中にどのようなプログラムが義務付けられるのかというこ

とに関しては、刑事裁判の場では決められないようになっています。それなら誰が決めるのかと言

うと、保護観察の特別遵守事項は、これまでとと同様、地方更生保護委員会という法務省の役所が

決めることになっています。 

 

２ 判決では何が決まるのか？ 

 アパリでは司法サポートという事業をこの16年間やってきていますが、その内容は、出所した

ときにダルクで受け入れる契約を裁判段階でするなど、捕まっている人の具体的な処遇計画を立て

ることです。そのことを立証するために情状証人に立ったりしています。しかし裁判官にはプログ

ラム内容は決められないのです。その理由は、①判決時に、たとえば群馬県の藤岡ダルクに行けと

いうプログラムを言い渡したとしても、出所時に藤岡ダルクがなくなっていたらどうするのかとい

う問題があり得るからです。②もうひとつ日本の裁判官は処遇のプロではないので、被告人にどん

なプログラムが必要かということがわからないからです。それで、刑務所から出所する時点で、ど

このダルクに行くようにということを地方更生保護委員会が遵守事項として決めています。 

 

３ 帰住地やプログラム内容はどのような手続で決まるのか？ 

医療観察法であれば、必ず付添人として弁護士がついて、対象者の言い分を代弁するために寄り

添っているわけですよね。刑の一部の執行猶予制度では裁判では刑期だけが言い渡されます。具体

的なプログラムは、弁護士が付かないところで一方的にというか、保護観察官が決めてしまう制度

になっています。それで大丈夫なのかなと思います。ダルクに行きなさいという特別遵守事項が付

く人もいれば、自宅に戻り保護観察所でプログラムを受けなさいという人も出てきます。両者の自

由制約の度合いは全く異なるんですけどね。ダルクの場合、刑務所よりも自由が制約される部分と

して、通信・面会の問題があります。ダルクでは、携帯電話を持つこと、手紙を書くこと、メール

をすること、面会することを控えてもらっているところが多いと思います。刑務所にいるときには

刑事収用施設法の規定によって、少なくとも月２回は家族と面会できたり、手紙の発信が月４通で

きたりしますが、ダルクではそうはいかなくなることもあるでしょう。そうするとダルクに行けと

いう義務付けが自由の制約を伴うことになります。ダルク等の援助側施設を帰住地にすることにつ

いては、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することにはなってはいますけど（更生保護

法65条の3第2項）、その遵守事項を決める手続について私は問題性を感じています。 

従来の制度でも、帰住地と引受人をどうするかについては受刑者の意向を聞いています。受刑者

が自分で希望を書いて出します。たとえば藤岡ダルクに行きたいということなら、帰住地は藤岡ダ

ルク、引受人は施設長の名前を書きます。受刑先の刑務所から群馬県の前橋保護観察所にその希望

が伝えられると、その人が藤岡ダルクに行きたいといっているけど、本当に藤岡ダルクで受け入れ

可能なのかどうかを、前橋の保護観察所から藤岡ダルク宛に問い合わせが入ります。アパリとコー

ディネート契約をしている、素性のわかっている人については受け入れるともちろん回答していま

す。しかし保護観察所で検討した結果、それでも不許可になってしまう人もいます。不許可になる

のは、刑務所の中で何回も懲罰になっているような人です。「この人はダルクに送っても失敗する

だろう…」「再犯してつかまるだろう…」だから不許可にするということなのでしょう。 

 

４ 帰住地や引受人の許可が下りないのはどういうときか？ 

家族を引受人にしようとする場合なら、その家族が暴力団員だったり、覚せい剤の前科があった

りすれば別ですが、そうでもない限り引受人としての許可自体は出ます。刑務所での成績が悪いの

なら、仮釈放にしなければいいだけだからです。そもそもこの人はあまりヤル気がなさそうだから

社会復帰施設の責任者を引受人にする許可は出さないということを保護観察官が決めてしまってい

いのでしょうか。不許可になったと受刑者から連絡が入った時には、担当保護観察官に連絡して、

私たちが回復のプログラムに責任を持って乗せたいので、ぜひご許可していただきたいとお願いし

たこともありました。でも中にはそういうことをする間もなく不許可にされてしまった人もいまし

た。刑の一部執行猶予が始まってからも、一方的に帰住地の希望に対して許可・不許可が決まって

行くのでしょうか。官民の連携というのであれば、ぜひ受け入れの可否について協議する機会を設

定していただきたいと思います。 

それとは逆に、自宅に戻りたいと言っている人に対してダルクに行く方が良いという場合もある

と言う話を昨年１２月の更生保護学会のセッションで聞きました。家に帰るよりもダルクに行くべ

きと地方更生保護委員会が判断した場合、ダルクに行くような特別遵守事項を付けるんだと。そう

いう判断がなされることも出てくるわけですね。 

 

 

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座の様子 

東京地方裁判所 
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５ 薬物自己使用等事犯の場合の特則 

 懲役の実刑の満期から５年がまだ経過していない人に判決を言い渡すときに、これまでは執行猶予

をつけることが法律上できませんでしたが、今後は、薬物自己使用等事犯が起訴された犯罪に含まれ

ている場合であれば、刑の満期から５年以内であっても刑の一部を猶予することができるようになり

ます。その場合は必ず執行猶予期間中は保護観察が付けられることになります。逆に、刑の一部の執

行猶予制度は、実刑満期から５年以内の人を除く薬物事犯者に対しては、一般刑法犯の人と同様に、

保護観察を付けるか付けないかは裁判官の裁量にまかされています。 

 

６ 刑の一部の執行猶予制度の立法の経緯 

 次に立法の経緯ですが、平成18年に法制審議会で審議がはじまったわけですが、それは当時の過剰

拘禁問題に対処するために、受刑者をより早く出所させる方策が求められたということがありまし

た。過剰拘禁問題は数字の上では現在ではすでに解消されています。 

 

７ 刑の一部の執行猶予制度の法的性質について 

奥田監事： 上手くまとめていただいて。そういういうことだと思います。刑罰から回復へ。その流

れになっていますよね？ それを皆さんは理解して、ダルクの家族教室に出ていらしている。それに

呼応して法律もそのような流れになる。とてもいい流れとなってきました。私は昔裁判官をやってい

ましたが、近藤さんの裁判を経験して。近藤さんがダルクをつくって。私はダルクに行きなさいと勧

めていたので、だいぶ進んでいたんだと思います。30数年前から私はそれを実践していました。ＮＡ

になって。ダルクができでからはダルクのパンフレットも法廷で家族を呼んで渡していましたね。異

色の裁判官でしたよ。周りの人から言われませんでした。裁判官は独立していますからね。それぞれ

やり方がありますから。 

本来、実刑しかないのが今度から執行猶予がつけられるようになった（薬物使用等の罪を犯した者に

対する刑の一部の執行猶予に関する法律第3条）。これは大きいですよね。それと薬物および、薬物に

からむほかの犯罪があっても適応されると。先ほども話に出たおっしゃったコンビニで強盗をしても

今までは実刑しかなくても執行猶予をつけられる。刑事政策、刑法的にも発展してきたと思います。 

尾田： ただ実刑が前提の制度なんですよね。まだ過渡期なんだと思います。別に刑務所に入れなく

てもできると思います。話が飛躍してしまいますが、私たちが３年前にハワイのホープコートに行っ

た時。ハワイ州のスチーブン・アルム裁判官にこう言われたんです。ハワイではアルム裁判官がハワ

イ州の裁判官になるまでには、保護観察対象者が、10数回違反した時にはじめて取り消されて刑務所

に入れられていたと。１回目から短い期間、逮捕して拘置するという制度を取り入れたら、みんなが

驚くほど約束事を守るようになったそうです。私たちが言われたのは刑務所に入れるということは、

刑事政策の失敗である。社会内処遇に失敗した人が刑務所に入れられるんだと。刑の一部執行猶予は

全然違うと思います。とくに薬物事犯に関しては、刑務所の中でプログラムをやって、それに引き続

いて社会の中でもプログラムやるということが大前提になっている制度ですね。 

現時点で刑務所で行われている薬物依存離脱プログラムは50分×12回というもの。どんなすばらし

いものでも12回だけで依存症治るかといえば難しいですよね。何度も何度も繰り返してやらなくては

いけないのに。それに引き続いて社会内でもといってもどうなるのかなと。刑務所の中で、もっと薬

物に関するプログラムを義務付けたらどうかなと思います。そもそも刑罰は治療ではないんですよ。

一定期間、刑務作業をさせることが懲役だと刑法に定められているんですね(刑法12条1項)。薬物依

存を治療することは刑罰ではないんです。そういう限界があるわけで。刑事司法手続で、治療できる

ようになりましたというメリットはあったとしても刑務所内での処遇なんて何をいっているのかなと

逆に思ってしまいます。刑事司法手続きの中に刑罰しかなかった時代と比べると大きなことですが。

ご存知かもしれませんが、日本中の交通刑務所以外の刑務所では、ダルクの人が民間協力者として先

生になって指導しているんですよ。NHKの番組で観たことがあるんですけど、「覚せい剤の味知らな

いヤツに覚せい剤の話なんかされたくないよ」と言っていた受刑者に対して、体験者であるダルクの

職員が話しかけている。何年もやめ続けている見本として話しているわけですから大きな意味があり

ます。だから別に刑務所の特別改善指導が意味がないとは一言もいっていないわけで、あまりに時間

数が少なすぎませんかと言っているのです。もっともそれはしかたがないことなのかもしれません。

人員の問題、場所の問題があるからです。刑務所は教育機関ではなく、あくまで刑務作業をさせる罰

を与える場なので。それでもこれから少しずつ変わっていけばいいなと思います。あともう一つは、

服役を繰り返すうちに刑期がどんどん長くなっていくことです。この間、５回目の人に対して検察官

が５年を求刑した裁判がありました。ただの薬物使用・所持ですよ。 

奥田監事： どこですか？ 

尾田： 横浜地裁川崎支部です。判決は３年６月でしたけど。５年間閉じ込めるだけではしょうがな

いでしょう。今、日本では刑罰は応報として科せられています。犯した罪の重さによって刑期を裁判

で決める。社会復帰を刑罰の目的としている国とは全然違いますよね。私がドラッグコートみたいな

制度がいいと思うのは、薬物依存症からの回復のためのプログラムを義務づけるということをする場

所。全然それを無視してやらなかった人を刑務所に入れる制度なので。これから言うことは私の私見

ですと前置きしておきますが、日本のように刑罰制度の中で、治療などを考えるからこそこのような

いびつなものになるのかなと考えます。 

東京拘置所 

東京地方裁判所立川支部 
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「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 

薬物犯罪に関しては治療処分でいいんじゃないんですかね。刑法を改正しようという日本の歴史の

中では、薬物事犯者に対して刑罰ではなく治療を課そうという立法を考えていた時代もあったんで

すよ。昭和30年代とか。50年代とか。それはいろいろな人の反対で通らなかったですけど。だか

らこれから私が研究しなくてはならないことは、治療処分の制度なのではないかなと考えていま

す。 

 

８ 横田顧問からのコメント 

横田顧問： 覚醒剤で今、何が問題となっているかというと、ユーザーが高齢化していること。そ

れだけにまた、回復が大変だということです。平成１７年に比べると過剰収容の問題は６割くらい

に減っている。そして初犯者が減ってきている。今の犯罪は捕まってくる人は何回も捕まっている

人が戻ってくるという問題です。全体の数が減っているので再犯率が計算上は上がってきています

が、昔は全体の数が多かったので再犯率は今より低かったのです。これは数字のマジックなのだけ

が、再犯を減らすことが政府の目標となりました。 

 私が保護局にいた時に比べると、予算もずっと人もお金も増えている。この問題はダルクだけの

問題ではないです。これは刑事裁判全体の問題です。裁判所がどんな人を選んでどのような事件に

刑の一部執行猶予の制度を適用するのかという問題です。実際に６月１日から新しい裁判制度が始

まるのだけれども、どんな判決が出るようになるのかは、まったくわからない。裁判官も弁護人も

検察官も現在勉強中です。この制度がうまく運用されるためには、一番良選択をしていく必要があ

る。そういうわけで弁護士会も裁判所も検察庁も、それから保護観察所も交えて協議会を持ったり

して勉強を重ねている。裁判のために一部の執行猶予制度を実施するために、被告人の方はどんな

資料を裁判所に出せばよいのか、検察官はどういう資料を出せばよいのか。先日私は第一東京弁護

士会の刑事法制委員会に入っていて、３月下旬に刑の一部の執行猶予制度における刑事弁護人の役

割について講演会をやりました。これには、東京地裁の部総括判事、 高検検事、法務省保護局と

弁護士の４者がそろってパネルディスカッションをしました。やっぱり問題となったのは、刑の一

部執行猶予に付する対象者をどのように選ぶかという問題でした。また再犯してしまうような人だ

と制度そのものが危うくなる。 初のうちは慎重な運用になるでしょう。 初からワーッと多くの

人に対して適用があるのではなく、まずは一番確実な、きちんと社会復帰できる人を選んで適用す

るのだと思います。せっかくできた良い制度がポシャってしまうといけないので。そういう風に裁

判所も検察庁も法務省保護局も考えています。保護観察の場面でそれが失敗に終わるのは避けたい

と考えて、慎重に運用するのでしょう。おそらくダルクにもこんな人にはどんなことができますか

と、聞いてくることになると思います。 

制度が簡単にわかるようなカラーの図を配りました。中間刑という言い方が良くされています

が、刑の一部の執行猶予制度は、実刑と執行猶予の中間にある制度です。 

裁判所は中間刑ではなく、実刑の特別予防のためのバリエーションに過ぎないと言っています。

私はそうは思わないのですが。 

これはまさにさきほど尾田さんがおっしゃったことですが、刑法の規定では刑罰というのは、死

刑、懲役、罰金、拘留、科料というのしかなくて、それ以外がないのです。それしかないという大

前提に立つと、日本の刑法は明治時代にできた刑法なのですが、平成７年にひらがなになっただけ

で基本は全く変わっていないです。刑法は基本的に応報刑です。しかしまた刑罰というのは応報だ

けでなく、社会復帰のために教育する場なんだと言う考え方が出てきています。刑法はそういう規

定になっていないのですが、刑務所では処遇プログラムをやっています。それは刑法が予定してい

るものではないのです。あくまでも刑事収用施設法の中で刑務所の処遇について規定しています。 

さきほど尾田さんは保安処分とか治療処分という一部の人からは非常に批判される言葉を使って

説明しましたが、弁護士会の中でも、そもそも刑法の刑罰制度そのものを見直すべきだと言う議論

があります。おそらく大きな流れとしては、今の刑法がいつまでも続くのではなく、だんだん刑法

そのものが変えられていくれていく方向に進んでいく気がします。そういう意味においてもやはり

刑の一部の執行猶予制度は、実質的に刑罰規定の一部を見直していこうと言う制度なので、なんと

かこれが実効のあるものになって行くうえでダルクの役割も大きくなって行くでしょう。保護当局

もダルクを有力なパートナーと考えているようです。国としてできることには限界があって、リン

ゴの味はリンゴを食べた人にしかわからないということで、保護観察当局もダルクに期待していま

す。 

 それから、ダルクは全国統一組織ではなくて、それぞれのダルクが独立している非常にやわらか

い組織ですね。一方で刑の一部の執行猶予制度の運用が不公平になっては困るので、統一的な対応

をしないといけないわけですね。そういう意味では、ダルクには大枠ではゆるやかな統一体として

対応してもらった方が良い面もあると思います。 

  

９ まとめ 

奥田監事：こうやって、もと保護局長、そして 高裁判事だった人がアパリにかかわってくれてい

るということは非常に心強いですね。 

尾田： 後にぜひ言っておきたいことがあります。私たちは諸外国の薬物依存症のリハビリ施設の

見学に何度か行ってきましたが、ダルクのスタッフたちは独立採算で国にコントロールされずに、

独自に勉強してやってきているわけですが、民間薬物リハビリ施設として世界 高水準に達してい

ると感じています。うまく刑の一部の執行猶予制度と連携して行くことができるといいと思いま

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 

法務省の旧本館 

（赤レンガ） 
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 ｢無力で戦う｣  
マサ 

 

2015年11月3日、私は覚醒剤取締法違反で逮捕されました。そして、留置所の中で、当時勤めて

いた会社を解雇され、同年12月よりダルクで回復生活を送っています。これまで順風満帆にいってい

た自分の人生が、覚醒剤に手を染めただけで、奈落の底に落ちたのです。覚醒剤にさえ手を出してい

なければ良かった、と心の中で何度も叫び続けました。ダルクでの生活が5ヶ月を過ぎようとしていま

すので、これを機に、自分が覚醒剤でどのように壊れたのか、またダルクでの生活模様を書かせて頂

きます。 

私が初めて覚醒剤を使ったのは、逮捕される3年前です。当時私は、仕事の都合上、香港で生活して

いたため、冰毒(ﾋﾞﾝﾄﾞｩー)、クリスタル、Methという名前でした。その聞き慣れない単語のため、曖

昧な判断基準で薬を使い始めました。それと同時に、薬物防止の広告でも頻繁に警告されています

が、やはり私も｢一回なら問題ない｣という認識があったため、覚醒剤が身体に及ぼす影響をインター

ネットや動画サイトで調べました。インターネットから得たそれらが、時系列もそっくりそのまま自

身の身体に起っていくことに、微かな好奇心を覚えました。私の身体に起こった主な症状は、不眠、

幻覚幻聴、勘繰り、薬疹、異常発汗、全身の震え、口の渇きです。香港から日本に帰国し、薬の使用

頻度は増し、一週間のうち4日間は不眠で会社に出勤していたため、業務中に居眠り、幻覚幻聴に悩ま

されました。また、覚醒剤の価格が香港に比べ約2.5倍だったため、金銭面でも日々の暮らしに苛立つ

ことが増えました。いずれは逮捕されて、職を失うことは分かっていましたが、この先どうなるの

か、このことを考えることが怖かったです。 

そして、運命のＸデー。警察官は私に、武器を下ろせ、降参しろと言い、裁判官や弁護士は私を、

戦争は終わったよと戦場から下ろしてくれました。裁判を終えた後に感じた脱力感は、今でも鮮明に

覚えています。覚醒剤という魔物からやっと逃れられたという錯覚だったのでしょう。その後、弁護

士の勧めでダルクに入寮することを決めました。そこで初めて、まだ戦いは終わっていないことに気

付きました。 

入寮当初は、薬の渇望、逮捕されたことへの後悔で、施設から提供されるプログラムに取り組む気

持ちにはなれませんでした。プライドがそれらを邪魔していたのだと思います。今になって実感しま

すが、ここで出会った仲間との関係は今まで築いてきた交友関係とは違う、真の関係性だと実感して

います。彼らもまた私同様、かつては依存症という敵にあらゆる武器で立ち向かい、傷を負った戦士

たちでした。対立もすれば、助け合いもします。自然と若者は高齢入寮者のサポートをします。皆、

社会から弾き飛ばされた者同士なので、お互いを補おうという心配りなのでしょうか、よく言えば痒

いところに手が届くのです。2、3ヶ月経った頃には、自分から施設内外のミーティングでも発言がで

きるようになり、プログラムの一つである琉球太鼓エイサーでは、自分の大きな体格を存分に発揮で

きるうってつけのものだと思い、日々、舞台デビューに向けて練習しています。今年4月には、仲間た

ちと地元群馬のマラソン10ｋｍに参加し、完走しました。驚くことに、タイムは薬を使う前とほぼ同

じでした。 

 太鼓を打って、舞って、腹から声を出すことは、心身ともに鍛えなおしてくれるといっても過言で

はありません。  

しかしこの段階にきても、薬の影響はなかなか拭い去ることはできません。私の場合は幻臭があ

り、薬品臭が体やおしっこからしていそうで、それが鼻について、欲求を誘発します。時折見る夢

は、過去を悔やみ、未来を絶望視し、また覚醒剤を使う内容です。これほど回復に向けて、日々努力

しているにも関わらず、残酷です。ある日、私は身勝手な仲間の言動に感情が著しくぶれました。そ

の時既に、私は前の自分に戻っており、恨みの銃口を相手に向けていました。昔の自分を変えるに

は、苦境にぶつかった時、目を背けず乗り越え続ける必要があります。戦いはこれから続いていくの

です。私は仲間から無力でそれらと戦うことを学びました。無力とは武装せず、すみやかに戦地から

去ることと私は受け止めています。 

 今回このように過去を振り返る機会を頂いて、より一層回復したい、また働いて、家族と暮らした

いという気持ちになりました。そして施設での生活で私は、自分と向き合う時間の必要性を感じ、過

去の自分に｢辛い思いさせて、本当にごめんね｣と謝りたいです。保育士をしている母親からもらった

手紙に、このようなことが書いてありました。 

“マサが逮捕されるまで、子育てに悩むお母さんたちに、「いつまでも側に置かずに、早く子離れ

しなさい」と言っていたけど、間違っていたよ。子どもはいつまで経っても子ども。何があっても自

分の子を守りなさい、と言っています｡” 

 この記事を読んで頂いている親御さんにお願いがあります。どうか薬物依存で苦しんでいる自分の

子どもを見捨てないでください。彼らが 後に助けを求められるのは一番の理解者である家族です。

私はダルクで、もう一度社会復帰を目指す強い意志を持つことができました。もう二度と家族を泣か

せるようなことはしてはいけない、この施設で暮らすのも、これが 初で 後にしたいと心から誓っ

ています。 

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ 

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！ 

「マーシーの 

リハビリ日記」 
2015年3月25日発売 

著書：田代まさし 

漫画：北村ヂン 

定価：1200円（税別） 

出版社：泰文堂 

ダルクでリハビリ中の

マーシーが漫画本を出

しました！！ 

全国の書店でお買い

求めください！ 
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                                  Nori 
   

 ここに来て、もう1年4か月。自分でもここにいると言う現実に、冷静に考えると信じられませ

ん。産まれて初めて手錠をかけられた時、「なんで、俺が…。」と、思った反面、「やっと終わっ

た。」と、思いました。今までの人生を振り返ってみると、クスリと出会ってからクリーンと呼べ

る期間はありませんでした。もう、約十年以上の時間が過ぎていました。覚醒剤に出会ったのも必

然的な運命だと思います。 

 小さいころは、体も小さく、弱く、精神的にも弱い子供でした。だから、自分を守る為に、ス

ポーツで自分を表現したり、周りに合わせて笑ってたような気がします。とりあえず、良い位置に

いようと必死でした。中学生になると、サッカー、万引きなどで、自分の立ち位置を守り、煙草を

ふかし、高校に入ると、サッカーを簡単に辞め、スケボー、煙草、バイク、ファッション、夜遊び

などを適当にこなし、適当に停学になり、適当に卒業しました。当時から、マリファナ、覚醒剤を

使う友達はいましたが、マリファナは身体に合わず、覚醒剤は、さすがに怖かったし、「覚醒剤や

めますか？人間やめますか？」というCMが強烈すぎて、やる気になれませんでした。かと言って酒

も全く受けつけず、自分と薬物は無縁の人生だと思っていました。思えばその時に手を染めておけ

ば、傷は浅かったかもしれません。合法ドラックと言われるクスリに出会ったのは二十代半ばでし

た。初めてキマるという快感を覚えてからは、クスリは人生の一部になっていました。そのころ覚

えた合法ドラックは、ほとんど覚醒剤に近かったように思います。合法ドラックが違法になりたど

り着いたのは覚醒剤でした。 

 逮捕されたとき、周りに残っていたのはアディクトだけでした。アディクト同士で仕事をして、

アディクト同士で遊び、アディクト同士で生活していました。完全に共依存の関係でした。そのし

がらみは、木津川ダルクに来てからも消えませんでした。かたち上、ひとり親方だった僕は途中で

ケツ割るなと一番仲の良かった先輩に詰められました。留置所で祖母の死を知り、木津川ダルクに

行くと決心し、生き方を変える決断をしました。話し合いには、施設長に付いて来てもらいまし

た。結局、話に折り合いがつかないまま帰っていきました。 

 木津川ダルクの仲間はその時温かく声をかけてくれました。今は出て行った仲間や、刑務所に

行った仲間もいますが、僕を受け入れてくれた。それがここに残った一番の理由かもしれません。 

 木津川は本当に田舎で、京都とありますが、ほとんど村に近いところです。 初はここの生活が

苦痛で、親にお金を手紙と一緒に送ってもらったり、昔の後輩の家に金を借りに行ってパチンコに

行ったり、スリップもしました。でも『俺何してんのかな…』と気づくようになりました。それを

気付かせてくれたのは、共に生活をしている仲間でした。ほぼ刑が確定しているのに、ボランティ

アに行ったり、しょうもない劇『すみません（笑）』を真面目にやったり、何より良い奴でした。 

 あとは先付く仲間の姿がかっこよく見えたからですかね。クスリを断ち、素の自分で精一杯、今

日だけを体現している仲間を見て、心のどこかで『自分も変わりたい』と思いました。基本的に自

分の性格、思考はまだ変わっていません。すぐに落ち込んだり、すぐに怒ったり、人を裁いたり、

不平不満を抱えたり… 

 でも、今まですぐギャンブルやクスリに逃げていた、狂った回路を冷ます方法を少しずつ手に出

来ました。いつも『これくらいはいいだろう』そうやって自分を誤魔化し、自分から逃げてきまし

た。 

 考えたらまだ何も終わってないし、始まってもない（笑）遅すぎるかもしれませんが今日だけこ

の田舎から、一歩ずつ進んでいきたいと思います。 

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 

 木津川ダルク  入寮者からのメッセージ 
NPO法人アパリは、京都

府木津川市にある木津川

ダルクを運営していま

す。（H26,4,1より） 

同施設の入寮者からの

メッセージをお届けしま

す！ 

天気の良い日の散歩 

大量の寄付に喜ぶ仲間 

番犬 コウガ君 

家族教室のご案内！！ 
 

 第3月曜日のアディクション関連講座はしばらくお休みし、ワークショップ「家族のため

のヒーリング＆シェアリング」を開催します。テーマは毎回変わります。対象は、第1月曜

日の家族教室に定期的に参加している方です。 

 8月は8月7日(日)～8日(月)に軽井沢にて宿泊型のワークショップを開催します。定員は

14名です。こちらも家族教室に日頃から参加されている方向けになります。申し込み締め

切りは5月31日です。詳しくはお問合せください。 
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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 

○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13万円+生活費1

日千円（初月のみ14.5万円）

（税別） 

＊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。 

○入寮期間： 個人により差が

あります。 

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もやっています！ 

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28年5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 

5/2(月） 

第７回 

薬物問題を持つ人の家族の 

回復プログラム 

5/16(月） 

№42 

「依存症・・・その病気の本質は？」 

近藤 恒夫（理事長） 

 

6/6（月) 

第8回 

あなたの環境や状態をいいものに 

変えよう 

6/20（月） 

 

「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 家族のためのヒーリング

＆シェアリング」 志立玲子 

8/1（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 

8/7～8

（日･月） 

「家族のためのヒーリング＆シェアリ

ング in 軽井沢」 志立玲子 

9/5(月) 
第3回 

依存症者の心にある２つの考え 
9/19（祝） 祝日のためお休み 

7/4(月) 
第1回 

薬物依存症によるダメージと脳 
7/18（祝） 祝日のためお休み 

＜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 

〇木津川ダルク 

〒619-0214 

京都府木津川市木津内田山117

番地 

電話 ：0774-51-6597 

FAX   ：0774-51-6597 

〇入寮費 月額16万円 

 （初月のみ19万円）（税別） 

＊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。 

〇入寮期間：個人により差があ

ります。 


