「フェローシップ・ニュース」№96

令和元年9月1日

奇数月1日発行

フェローシップ・ニュース
№96

《緊急告知！》

アパリ20周年記念フォーラム 開催！！
皆さま、是非お越しください！
2019年11月2日（土）13時～16時30分（開場12時半）
会場：日比谷図書文化館
日比谷コンベンションホール（大ホール）
住所：東京都千代田区日比谷公園1-4
交通：東京メトロ 霞が関駅 より徒歩３分

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

発行日
2019年9月1日

ＡＰＡＲＩとは、
アジア太平洋地域
アディクション研
究所（Asia-Pacific
Addiction

Research

Institute)の略称で

＜プログラム＞

来賓挨拶 名執雅子氏（法務省矯正局長）

1部 リレートーク 「アパリの20年 これからの20年」
横田尤孝（アパリ顧問、弁護士、元最高裁判事、元法務省 保護局長、矯正局長）
●鈴木尚（アパリ 監事 すずき会計事務所 所長）
●尾田真言（アパリ事務局長）
●蜂谷嘉治（アパリ嘱託研究員、元警視庁）
●

2部 シンポジウム 「薬物事犯者の再犯防止における課題と展望」
コーディネーター：髙橋洋平（アパリ嘱託研究員、弁護士）
シンポジスト：
●近藤恒夫（アパリ理事長）
●生駒貴弘氏（神戸保護観察所 所長）
●横川江美子氏（ＮＰＯ法人全国薬物依存症者家族会連合会 理事長）
●山本大（藤岡ダルク代表）
●古藤吾郎（アパリ /日本薬物政策アドボカシーネットワーク）
ほか、交渉中
感謝の言葉 近藤恒夫
【参加費無料、申し込み不要】
フォーラム終了後に懇親会を開催します！
会場：Library Dining HIBIYA
日比谷図書文化館 地下1階
時間：17：00～19：00
事前にﾒｰﾙにてお申込みください。
Email：info@apari.or.jp
定員45名 参加費：3,000円

す。
全国のDARCやMAC等
の社会復帰施設、
福祉・教育・医
療・司法機関と連
携しながら、依存
症から回復しよう
とする方々を支援
しているシンクタ
ンクです。
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ローマの国際会議で報告 2019年7月24日
事務局長 尾田 真言

尾田真言

はじめに
7/24(水)16:31～18:00にDARSメンバーで、ローマで開かれた第36回法と精神保健に関する
国際会議（International Congress on Law and Mental Health)において、Contemporary
Drug Policies in Japan（日本の現在の薬物政策）という治療的法学（ＴＪ）のセッションで報告
してきました。司会--石塚伸一（龍谷大学）①加藤武士（木津川ダルク）「東アジアにおける依存症
回復支援、日本から」、②高橋洋平（東京弁護士会）「薬物乱用者に対する刑の一部執行猶予制度--弁護士の視点から」、③市川岳仁（三重ダルク）「回復のイニシアチブをとるのは誰か---政府、専
門家、依存症者自身？」、④尾田真言「常習犯罪者に対する治療の義務付け---パブロフの条件反射
学説に基づいた再犯防止策」、⑤長谷川直実（医療法人社団ほっとステーション大通公園メンタルク
リニック院長）「物質障害者、性犯罪者に対する条件反射制御法の理論と実践」（以上、敬称略）
以下、私の報告内容「常習犯罪者に対する治療の義務付け」を説明します。
刑事司法はただ単に刑罰を科すのではなく、治療的法学（ＴＪ）の観点から刑罰よりも治療に向か
うべきだという主張がなされていますが、私はその根拠はヒトの行動メカニズムに求めるべきたと考
えます。従来から刑事司法はヒトの行為を単に思考に基づくものだと考えてきました。そして日本の
刑事法は、わかっちゃいるけどやめられない状態になってしまっているヒトに対しても、治療や訓練
を義務づける規定を持っていません。また、常習犯対策は刑事政策の永遠のテーマとさえ言われてき
たのです。
しかしながらパブロフの条件反射学説に基づいて下総精神医療センターの平井愼二医師が2006年
に開発した条件反射制御法によって、何千回も繰り返してきた行為でもやめることができる治療法が
確立しました。条件反射制御法は、ヒトの行動をつかさどる中枢は、無意識的な反射で行動をつかさ
どる第一信号系と、意識的な思考で行動をつかさどろうとする第二信号系の作用の2つであり、この
２つ作用でヒトの行動がなされていることを明らかにしました。
第二信号系の作用を意思と表現して、ヒトは意思のみで行動するのだという誤った理解に基づいて
構成されているのが現在の刑法です。そこでは第一信号系の存在を検討していません。刑事裁判では
刑罰を科しますが、その効果は第二信号系に作用するものであって、第一信号系への作用は考慮に
入っていません。

ＤＡＲＳ全体写真

１

違法薬物の生涯経験率

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/torikumi/dl/index-05.pdf

わが国の規制薬物生涯経験率は、主要な欧米諸国と比較すると非常に低い水準となっています。第
1表によると、大麻、覚醒剤、MDMA、コカインのいずれの生涯経験率も日本が最低であることが
わかります。これだけ見ると日本の薬物政策は非常にうまくいっているように見えます。
２

刑務所内処遇の効果

その一方で、2013年に刑務所を出所した者が5年以内に再入所した割合、再入所率は覚せい剤取
締法が最も高く、次に窃盗が高くなっています。この再入所率を下げるためにはは、やめたくてもや
められなくなっている人がやめられるようになるための治療を行うべきです。
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監獄法が廃止され、受刑者処遇法が施行された2006年5月24日から、刑務所内で改善指導が行われるよ
うになり、薬物自己使用事犯と性犯罪事犯者には特別改善指導としてプログラムの受講が義務付けられてい
ます。薬物依存離脱指導(R1)はDVD教材を視聴する必修プログラム、専門プログラム50～90分×12回の
薬物依存回復プログラム、選択プログラムに分かれています。
性犯罪再犯防止指導(R3)は、再犯リスク、問題性の程度、プログラムとの適合性等に応じて、高密度(8か
月)、中密度(6か月)、低密度(3か月)のいずれかを受講することになっています。
いずれも認知行動療法の手法を取り入れたプログラムであって、反復違法行為をしなくて済むようになる
ために最も効果がある条件反射制御法は特別改善指導では採用されていません。現時点では一般改善指導の
枠内で、ほっとステーションの長谷川直実医師らが実施しているのにとどまっています。
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２）治療処分創設の理論的根拠
①パブロフの条件反射学説の考え方
精神障害者医療観察法を除いては、日本にはまだ治療処分
はありません。しかし刑罰だけでは、反復継続して違法行為
を繰り返す、特定の行為がわかっちゃいるけどやめられなく
なっている人の行為を抑止できないのです。治療処分を創設
しなければいけない理論的根拠は、パブロフの条件反射学説
に基づいたヒトの行動原理にあります。故意犯罪処罰の原則
（刑法38条1項）は、頭で考えて違法な行為をしようとして
したのだから悪い、だからそれを処罰するという考え方にと
どまっています。しかしヒトの行為は、必ずしも思考だけに
基づくものだけではありません。覚醒剤を1000回も使って
いる人は、覚せい剤をやめたいと思っていてもやめられない状態になっています。条件反射の作用により、
いざ目の前に覚せい剤が出てくれば使わざるを得ないようになってしまっています。この状態は、現行法下
では是非善悪の弁別能力は完全にありながら、行動制御能力がない状態と評価できます。しかし行動制御能
力がないから責任無能力ゆえに無罪とするだけでは、常習者を野放しにすることになりかねません。故意犯
罪処罰原則がヒトの行動原理に基づいていない考え方だからです。そこで第二信号系のみならず、新たに第
一信号系にも対応させるために、治療処分が必要となるのです。
②あるべき刑法のあり方
ヒトの行動原理に基づくあるべき刑法は、第一信号系に対しては違法行為治療法、第二信号系に対しては
違法行為処罰法という2つの法律が必要です。
現行刑法には違法行為処罰法の規定しかありません。たとえば覚せい剤取締法は、故意で覚せい剤を所
持・使用する行為を処罰しますが、第一信号系の過作動に対しては治療を義務付ける規定を持っていませ
ん。さらに治療を受けられるのに受けなかったという不作為を違法行為治療法で処罰できれば、社会全体が
第一信号系の過作動ゆえに違法行為を行っている人を治療に向かわせる方向に向き、公益が最大限に守られ
ることにつながります。
クレプトマニアを例に考えてみましょう。何度も万引で逮捕されているのに病気だからといって刑罰より
も治療をと主張するのはおかしいです。病気だとわかっているのになぜ治療しなかったのでしょうか。人に
何度も迷惑をかけているのにやめるための努力をしないこと自体を違法だと評価すべき理由がそこにあるの
です。

コロッセオの前で

全米ドラッグ・コート専門家協会 NADCPに参加して
（2019年７月14～17日）

事務局長 尾田 真言
アメリカでは全米ドラッグ・コート専門家協会(NADCP＝National Association of Drug
Courts Professionals）の研修会が、年１回開催されています。NADCPは1994年から毎年研修
会を開催し、ドラッグ･コートの担い手たちに、ドラッグ･コートをめぐる諸問題についての最新情
報を提供し、参加者の教育をしています。これは依存症、精神保健及び司法制度に関する世界最大
規模の研修会です。
今年はドラッグ・コート設立30周年を記念する研修会で、ワシントンDCから南に車で20分のと
ころにあるメリーランド州のオクソンヒルというウォーターフロントにあるコンベンションセン
ターで開かれました。参加者は5000人を超えました。私はNADCPの研修会に16年前の第9回に
参加してから今回で13回目の参加になりました。
ドラッグ・コートが当たり前にある国で、一つの制度として成熟してきたことを実感しました。

合衆国連邦議会
裁判所前

NADCP会場にて
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北軽井沢
藤岡ダルクの北軽井沢
山荘にて家族教室を行
いました。

令和元年9月1日

家族セミナーに参加して
家族Ｋ・Ｙ

8月18日、アパリ家族教室のメンバー6名と、志立さん、尾田さんの運転で一路、北軽井沢へ。
あいにくの曇りでしたが、私にとっては母の介護などで私的な旅行は何年ぶりかな・・・。
老猫のお世話は主人にまかせ、気分は良好。
おいしいお蕎麦の昼食後、藤岡ダルクの御好意の施設へ。
大きな部屋もたくさんありました。のんびりとした一日目、何もしなくても良い時間は最高で
す。夜は自然の涼しさで、朝も気持ち良く目覚めました。6時ころからリビングでおしゃべり。メ
ンバーのミーティング。それぞれ息子に振り回されたり、お金の苦労や家族の苦しい心の内など、
メンバー同志ならではの、何を話してもＯＫの気楽さ、この会あればこその時間でした。
家族の心の安定と指標をサポートしていただける場所があることに感謝です。
依存症の本人たちも、自分に寄り添い、助けてくださる人達への感謝も忘れずに生きていけた
ら、再使用への道が遠のくのではと思っています。
帰路、イタリアンのブランチも美味しく、その後、新しくオープンした藤岡ダルクのデイケアも
見学させていただき、お腹も心も満たされた二日間でした。ありがとうございました。
でも残念なことが一つ。1キロ近く太ってしまいました。(笑)

高崎市内に新しく
できたデイケア
「ＡＲＥＡ高崎」

「ＡＲＥＡ高崎」内の面談室
外観も内装もセンスがよく
素敵な施設です！

藤岡ダルク
北軽井沢山荘

早期発見。早期治療を！！
薬物検査キットの販売を一般向けに始めました！

単価：3,500円（税別）
25個入り：75,000円（税
別）
大量に購入をご希望の方
はご相談に応じます。

この度、アパリでは唾液による薬物検査キットの販売を一般向けにすることになりました。
アパリのホームページに販売サイトを設けました。そちらで購入することも出来ます。また、ア
マゾンで薬物検査キットで検索してもらうと、アパリで販売している商品「アイスクリーンOFD」
を購入することができます。この商品はわずか３分間、口の中でスポンジ部分に唾液を含ませま
す。同時に６種類の薬物を検出することができます。コカイン、大麻、覚せい剤、ヘロインなどで
す。
従来の尿検査に比べ、手間がかからず、衛生的に使えます。
特に安全対策が求められる運転に携わる職業（バス、タクシー、鉄道、トラックなど）の方にお
勧めしたいです。企業の健康診断においても活用できます。
＜注意事項＞
簡易薬物検査キットは違法な薬物を使っていない可能性が高いことを示すことができます。科捜
研や麻取で行われている厳密な鑑定とは異なり、この検査キットで陽性反応が出ても、必ずしもそ
の薬物を使ったことを意味しません。一部の風邪薬や処方薬を飲んだだけで陽性反応が出ることも
あるからです。科捜研や麻取などで行っている厳密な検査をして、陽性反応が出なければ、被験者
は使っていない可能性もあります。くれぐれも検査で陽性というだけで、従業員を解雇したり、生
徒を退学処分にしたりしないよう慎重な対応が求められます。
＜通報義務について＞
①医師には守秘義務がありますので(刑法134条)、医療機関での検査については通報義務はないも
のと考えられます。②一般人には犯罪の通報義務はないので（刑事訴訟法239条1項）、積極的に
虚偽の報告をしたような場合を除き、犯人隠避罪等の犯罪に問われることはありません。
アパリホームページの販売サイト https://apari.official.ec/
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支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（８）
嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平
前回は、覚せい剤の事件で多数回逮捕されたり、多数回受刑したことのある方々の言葉から気に
なったことを紹介しました。そして、最後に「支援者に相談をしてください」と書いたところ、な
んと！何人かの読者からお手紙をいただきました。「私、ダルクに行きたいのですが、正直なとこ
ろ迷っています」と。
何よりもちゃんと相談する姿勢がとてもよいですね。もちろんダルクに行った方がよいのでしょ
うが、問題は「なぜ迷うのか」ということでしょう。ダルク以外にもっとよい方法があるのではな
いか。ダルクに行かなくてもやめている方々がたくさんいるではないか。そんな疑問を感じている
のかもしれません。
私はダルクを選択してもそうでなくても、真剣に悩んだ結果であれば、すべて「正解」だと考え
ています。誰かが「正解」だと判断しても自分にとって苦しいこともあれば、誰かが「間違い」だ
と判断しても自分にとって楽しいこともあるから。後悔のないくらいに真剣に悩むプロセスが大切
だと思います。
ただ、極端な話ではありますが、もし覚せい剤をうまく使いながら生きていくという選択をする
ことはどうでしょうか。この日本ではとても厳しい選択になるでしょう。そこまで極端ではないと
しても、前回でも述べたとおり、「最後の１回」を使ってからやめるというのはどうでしょうか。
これも現実的ではないでしょう。
結局は、何とかしなければと思いながらも、いつまでも「やめたいけど、やめたくない」そんな
葛藤が続くことになり、使わない期間がだいぶあったとしても、何かのきっかけで再使用すれば、
一旦はやめるかもしれませんが、いずれは連続使用になり、「逮捕」に至るということです。この
現実にどう立ち向かうのか。問題はここです。
運よくつながった方々もたくさんいますが、「逮捕」される前に支援につなげることは特に難し
く感じます。仮に「逮捕」されたとしても「初犯」の場合も執行猶予になるから、この場合もやは
り難しく感じます。それは本人が「今度はきっと大丈夫だろう」と思っているから。問題は本人が
どのタイミングでこのままではまずいと本気になるのか。逮捕前なのか？１回目なのか？３回目な
のか？１０回目なのか？
私はどのタイミングで本気になったとしてもすべて「正解」だと考えています。それぞれの人生
であり、そのタイミングで本気になったのであればすべて「正解」だろうと。
ある時は自分の思い通りにならない事態にイライラすることもあります。ある時は怒りの感情に
まかせてトラブルを起こすこともあるかもしれません。しかし冷静になってみればよくわかること
ですが、イライラしたり、怒りの感情にまかせたとしても事態を悪化させるばかりです。問題が解
決するわけでもありません。
ではこれらの事態をどう乗り越えていけばよいのか。まずは深呼吸をして心の中で「大丈夫」だ
と言い聞かせましょう。そして、事態を冷静に受け止めながら誰か（頼れる支援者）に相談すると
よいでしょう。最初はうまくいかず、イライラが続くかもしれませんが、それでもそんな自分を嫌
いにならずにいてほしい。それも大切な自分自身だから。
何か困ったら是非とも支援者に相談してみてください。その勇気は自分の将来を明るく楽しいも
のへと変化させるはずです。
冒頭の手紙の回答になりますが、「迷っているなら、是非ともダルクに行ってみましょう。そし
て、ダルクでたくさんの仲間たちと出会ってみましょう！」。

ＮＡコンベンション ㏌
宇都宮にて

弁護士・髙橋洋平

明石書店より
発売！！
Amazonや全国の書店
でお買い求めくださ
い！

価格：2,160円
(税込み)
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フェローシップ・ニュース

藤岡ダルク 入寮者からのメッセージ
NPO法人アパリは、群馬
県藤岡市にある藤岡ダル
クを運営しています。
同施設の入寮者からの
メッセージをお届けしま
す！

「心の中の天秤」
タ

ニ

依存症のタニです。
私は薬物を使い始めた経緯や方法が珍しいケースと、よく仲間から言われます。タバコを
吸ったことは一度もありません。酒は飲みますが程々であり、特に問題があるということは
ありません。パチンコも麻雀もその他ギャンブルもしたことは一度もありません。使ってい
たのは覚醒剤だけです。その覚醒剤についても周りで使っていた人は一人もいません。友
人、彼女、先輩誰かに勧められたわけでも、強制されたわけでもなく、自分自身で調べ、自
分自身で買い、自分自身の選択で使い始めました。
なぜ使い始めたのか？なぜいきなり覚醒剤なのか？不思議がられます。
私は高校受験をし、有名進学校に入学、4年生大学を卒業し、新卒で一部上場企業に入社
しました。約7年間営業をし、中堅社員・チーフとなっていました。社内では私の出身高
校、大学の学歴から非常に期待されていたように思います。しかし、それが過度のプレッ
シャーとなりました。私の取ってくる数字がそのままほぼ支店の業績考課ランクに影響する
ようになると、そのことを考えるだけで夜吐くこともありました。周囲の期待と私が自覚し

「真冬のタンポポ」
■発行：双葉社
価格：1,400円（税別）

ている実力や実績は大きく乖離していたのです。その期待やプレッシャーをバネに「やって
やるぞ」や「なにくそ」と出来る人もいるかと思います。しかし、私にはできませんでし
た。或いは、その辛さやストレスを誰かに相談できれば良かったかもしれません。それも私
には出来ませんでした。今の自分の価値を見いだせなくなり、未来などどうなっても良いと
考え、積み重ねてきた過去に目を向けることを止めた時、覚醒剤に手を出しました。今日の
ネット社会ではツテなどなくとも薬物を手に入れることは容易です。元々セックスが好き
だったので、合法違法問わずその快感が一番増えるものを使おうとして、それがたまたま覚
醒剤だっただけです。タバコが一番増えるものならばタバコを吸っていましたし、大麻が一
番増える物なら大麻を吸っていたでしょう。
仕事の嫌なことを忘れることができる。好きなセックスの快感が跳ね上がる。女性を簡単
にコントロールできる。覚醒剤に嵌まっていく迄に時間はかかりませんでした。最初は月
1、2回が毎週末になり、それが平日も使うようになりました。当然ですが、仕事にも影響が
出始めます。薬が効いている状態なので、勤務時間はあっという間に終わります。しかし、
後から自分の仕事内容を見直してみると、仕事をした気になっているだけで大して業務が進
んでいないし、ミスばかり。朝起きられず、仕事に遅刻することも何回もありました。それ

※全国の書店または
Amazonでお買い求めくだ
さい。
※FAXでの注文も承りま
す。
FAX：03-5312-7588
ご注文の際には、住所、
氏名、電話番号を記入
し、日本ダルク事務局ま
で。

でも、薬を止めようだとか減らそうだとかは考えませんでした。そりゃそうです、どうなっ
てもいいと考えているのですから。別に逮捕されてもいいし、感染症にかかってもいいし、
死にたいとは思いませんでしたが、結果死んでもいいと思っていました。
当然、そんな生活が長く続く訳はありません。2018年夏、使い始めてから丁度1年後、
覚せい剤取締法にて逮捕されました。留置場に会社の弁護士が来て解雇を言い渡された時
に、一番最初に思ったことは「もう会社に行かなくていいんだ」という安堵の気持ちです。
保釈に際して、留置場の同室の人から「～さんは保釈して出たらすぐ使うんでしょう。」と
か「またすぐ戻ってくるよ」と言われました。私は止める気はなかったものの、当然保釈中
は裁判前でもあるしリスクが高すぎて使うわけがないと本気で思っていました。覚醒剤を再
使用し、頭がおかしくなって自首して再逮捕となったのはそれから2週間後、裁判1週間前の
ことです。今から考えると何故あの時使ったのかわかりません。「使うなら今しかない。」
と考えていました。まさに「薬物に支配されていた」状態です。
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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
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その後、再度保釈をし藤岡DARCに繋がりました。薬物事犯の場合、初犯は執行猶予、2回目
以降実刑がほとんどのケースのようです。私の場合、初犯扱いとなるものの保釈中に使ったこと
がマイナス、自首したことがプラス、判決はどうなるかわかりませんでした。その中で少しでも
情状面を良くするために、「DARCに繋がって回復しようとしている」と言うことができるよう
にすることが一番の目的でした。結果、判決は塀の外にいることを許されるものでした。
いまだに自分の回復や成長がよくわかりません。しかし、最近はそれでいいのだと考えるよう
にもなってきています。わからないし、使わない自信がないから、薬物に近寄らないようにする
し、過度にストレスをかけないようにするし、誰かに相談をする。施設をでて、仕事をして、彼
女ができて、結婚して・・・と、いつか少しずつ何かを手に入れた時、自分は回復者であると勘
違いをしてしまった時、再使用してしまうのではないでしょうか。
私の心の中には常に大きな天秤があります。片方は使う理由・使いたい理由、もう片方は使わ

仙台ダルクフォーラムでの
エイサーの演舞

ない理由・使えない理由。覚醒剤の魅力や快感、刺激は強すぎて前者の天秤はなかなか軽くなり
ません。逮捕された直後は後者の天秤が非常に重くなったものの、時間の経過と共にだんだん軽
くなっていってしまいます。逮捕をされたくないから使わないと考えるのは自然なことだと思い
ます。けれどそれだけだと、いつの間にか「上手く使えるんじゃないか」「使っても逮捕されな
いんじゃないか」と考えてしまいます。簡単に使う天秤に傾いてしまいます。
一日の生活費は少ないし、携帯も持てない、一人で自由に歩けないし、女の子とも遊べない。
当初の一番の目的である判決も得た。それでも、私は今藤岡DARCにいます。太鼓をやったり、
バースデイを祝ってもらったり、川遊びをしたり、温泉行ったり。男だけの生活でうんざりする
ことも多いけど、薬物を使っていた頃にはわかららなかった、心の安定や幸福感をふと感じるこ
とがあります。使わない天秤の上に小さな分銅を積み重ね続けているところです。

アパリによる「ダルク マッチング サポート」！！
現在、逮捕され警察署、拘置所にいる方、あるいは受刑者の方で、「ダルクに入寮してみた
いけれど、どうすればよいのかわからない。」という方に向けて、アパリでは手紙のやり取り
や場合によっては面会を通じて、その方へ適切なダルクをご紹介するという事業を行うことに
なりました。
アパリに受刑者から、ダルクについて詳しく知りたいという問い合わせも多くもらいます。
出所後ダルクに入寮してみたいけれど、どういうところかわからないなど、どんな悩みにもで
きる限り対応いたします。まずは、アパリ宛に手紙を書いて送ってください。

贖罪寄付金のお願い！！
アパリでは、薬物犯罪など被害者のいない犯罪や、被害者との示談ができない刑事事件につ
いて 被疑者・被告人が反省の態度を示したり、不正に得た利得を社会に還元するための贖罪
寄付金を随時受け付けています。
御寄付いただいたお金はアパリの活動資金として大切に使わせていただきます。
事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は裁判所から有利な情状として評価され、刑が軽減
されることもあります。
贖罪寄付を受けましたら、領収証と感謝状を発行します。
まずはお電話ください。
【振込先】
三菱UFJ銀行 笹塚支店 普通口座 0929745
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
理事長 近藤恒夫

NPO法人アパリ 理事長
ダルク創設者 近藤 恒夫

都合により、前号から関
係各所への発送を一旦中
止とさせていただきま
す。
アパリ会員と受刑者の方
のみにお送りしていま
す。
ホームページよりダウン
ロードして印刷すること
ができます。
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アパリの支援

＜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》
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
〒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.or.jp
○藤岡ダルク
〒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。
https://www.fujiokadarc.com/

薬物事犯で逮捕

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。

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

保釈(身元引受)

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、
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。 保釈中のプログラムの
提供、受刑中の身元引受、出所出迎えをし
てリハビリ施設につなげるまでをコーディ
ネートします。

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

裁判（情状証人・報告書提出）

刑務所（身元引受

執行猶予

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。

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

面会等）
出所出迎え

[料金：コーディネート費用として20万円(税別)。
交通費・宿泊費の実費が別途必要です]

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

窃盗、横領、詐欺等で逮捕されたご家族の相
談もお受けしています。
【お問合せは東京本部まで】

社会復帰

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞
第1月曜

連続講座

第3月曜

9/2（月）

第7回
薬物問題を持つ人の家族の回復
プログラム

9/9(月)
※変更

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう

10/21(月)

家族のためのステップ講座
ステップ7,8

11/18(月）

家族のためのステップ講座
ステップ9.10

12/2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

12/16(月)

家族教室クリスマス会

1/6（月)

第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

1/20(月)

№54
未定

10/7(月)

11/11(月)
※変更

７月下旬よりホームページが新しく
なりました。ぜひご覧ください。
https://www.apari.or.jp
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
令和元年9月1日発行
定価 １部 100円

第1回
薬物依存症によるダメージと回復

アディクション関連講座
№53
ダルク責任者の体験談
高嶋至氏(東近江ダルク）

【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】アパリ東京本部 AICビル１階 ミーティングルーム

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）

【申し込み】不要

