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シンポジスト：生駒貴弘、山本大、古藤吾郎、横川江美子、近藤恒夫

コーディーネーター： 髙橋洋平

髙橋：司会を務めさせていただきます弁護士の髙橋です。薬物事犯者の再犯防止については法務省で議論されていま
すが、アパリですので、民間の立場から回復支援に何ができるのかを生駒さんにお話しいただきたいと思います。

コーディネーター
髙橋洋平
(アパリ嘱託研究員)

神戸保護観察所
生駒貴弘 所長

生駒：神戸保護観察所の所長をしております生駒と申します。この20年というのは、皆さんそれぞれ胸に迫るものが
あるのではないでしょうか。最初に自己紹介とアパリとの関わりをお話しします。平成10年の時でしたか、千葉の下
総精神医療センターの平井先生が、千葉保護観察所で薬物検査をして欲しいと依頼されて、保護観察所で３人くらい
の仲間から試行を始めたというところから、薬物に関わるようになりました。
先ほど「正解のない世界である」と、近藤さんの言葉が紹介されましたが、矯正局長からもお言葉があったよう
に、この20年というのは、なんとかしなけばいけないと試行錯誤した人たちが頑張ってきた時代だったのかなと思っ
ています。私は平成10年から、保護観察所に薬物検査を普及させるために頑張ったというような経過があって、千葉
で実験を始めて手応えを感じ、これを保護観察所で普及させようと活動してきました。
今日は保護観察でどういうことをしているかということをお話しさせていただきます。ご承知のように、平成28年
から一部執行猶予という制度が始まりまして、薬物再乱用防止プログラムというものを保護観察所で実施しておりま
す。これは教育課程という、ワークブックに基づいて、個別又は集団で実施するプログラムと簡易薬物検査をセット
で実施しています。これを続けてゆくことが有効であるということで、コアプログラムとその後に１ヶ月に一度のス
テップアッププログラムとセットで行なっております。このステップアッププログラムというのは、仮釈放で６ヶ月
以上の人と、一部執行猶予の人だけです。検査の方は任意でやっている場合と、全国の保護観察所で一年に3万回位
やっているのではないかと思います。陽性は4～50件位はありますけれども、そのような形で実施をしています。薬
物事犯者に対しては制度が提供されるということで、ここが一部執行猶予の対象の主軸になっているところです。大
体年間で1500人くらいが言い渡しを受けているのではないかと思われます。コアプログラムを受けたあと、1か月
に1回ステップアッププログラムということでプログラムと一緒に薬物検査を受けていただくわけですが、今までの
制度だとすごく短い間しかできないので、一部執行猶予ですと2年～3年続けて、それなりの効果ができててきている
のかなと思っています。
この制度の中核になっているのは薬物依存者に対する指導監督の特則ということで制度と同時にスタートしている
のですけれども、専門的援助を受けるように、専門的援助というのはダルクを含めて医療機関も含めて地域の中での
援助、これを受けている人は保護観察所のプログラムを免除しますという仕組みになっています。これが今だんだん
と定着してきているのかなと思っています。実は制度が始まって3年ほど経つのですが地域のダルクとか病院だとか
精神保健福祉センターと関わりを持つ人がかなり増えてきています。一つだけ紹介しますと、平成28年度にダルクな
どの施設に関わりを持っている人は全国に274人いたのですが、平成30年度は415人ということで、かなり増えて
いる状況にあります。
自立準備ホームという制度というのは、薬物依存回復訓練という制度で所長がダルクに入れてください、そしてダ
ルクに入って回復訓練をやってくださいということで委託費を支払ってそして受け入れてもらう。これが23、24年
からスタートして、何が一番メリットがあるかと言うと、刑務所に入る時からダルクに入るということが、本当にお
金が全くない人でも予定できるということで、生活保護ということもあるんですけれども、それは刑務所に入ってい
る間には予定できないわけですよね。現在地主義でそこに居住しているから生活保護が出るというわけですので。そ
こがひとつの刑務所から出所した人をダルクに結びつけることになるわけで、この制度ができたことによって、それ
が予定できるようになったということは非常に良かったと思っています。これについては思い入れがあって 、これが
制度としてできたのは平成24年ですけれども、実はこれは私が本省で担当している時に作ろうと思って、平成19年
に近藤さんの所に行って、こういうことをやりたいので大丈夫ですか、動員していただけますか？ 予算要求しても
いいですか？ということでお話をさせて頂いて、了解頂いて、そして保護局からこの予算を要求しようとした。でも
法務省の中すら突破できずに予算要求失敗してしまいまして、日本ダルクの近藤さんのところへ謝りに行かなければ
いけないということで、近藤さんの所へ「すみません、予算要求できませんでした」ということで謝りに行ったんで
す。その時に驚いたのが全国のダルクの施設長さんを近藤さんは呼んでいらっしゃっていた。これはまいったなとい
う感じで本当に申し訳なくて、「実はダメだったんです」と言ったら、その時に近藤さんがポロっと言ってらしたの
は、「生駒、お前面白いやつだなぁ」と言ってくれて、その一言が私はすごく嬉しくて、そんな思い出もあったなぁ
ということを今思い出しております。
髙橋：ありがとうございました。保護観察などの制度の概要をご説明いただきましたが、あとは細かい点につきまし
ては個別に後で時間の許す限り、ご説明とご質問をいただけたらと思います。
続きまして藤岡ダルクの代表の山本大さんお願いいたします。

左が生駒貴弘氏

右が横田先生
(アパリ顧問）

山本：藤岡ダルクは NPO法人アパリの事業所になります。東京のアパリの方で司法サポートを受けている人に対し
て、私が身元引受人になって保釈をとって藤岡ダルクの方でプログラムを受けたり、また仮釈放を終えてうちの方で
プログラムをやる、というような連携をとっています。
今日は再犯防止という話ですが、基本的にダルクは再犯防止というようなことはあまり考えてないです。回復支援
というのが一番なので、特に捕まらないようにしようということはあまり考えていないわけです。先ほど一部執行猶
予制度についてお話がありましたが、私達ダルクの方では保護観察所と自立準備ホームの委託契約をしたり、ステッ
プアッププログラムの方で関わったり、その中で最近はここ1年くらいですかね、実際私が身元引受になって裁判で
一部執行猶予をうけて刑務所に入って、それで仮釈放もらってうちに来るという流れなんですけれども、その中で大
体は尾田(アパリ事務局長)が刑務所に迎えに行って連れてくるということが多いんです。そんな中で保護観察所に来
てから、もうダルクには行かないとゴネるような人というのが2件くらいありました。
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確かに一般遵守事項の中には仮釈放を許す旨の決定に定められる住居にいなければいけない、保護観察所長の許可
があれば転居することも可能だと書いてあったと思うんですけれども、そんな中で裁判でダルクで回復していく、ダ
ルクに行くって約束したにも関わらずごねる人達というのがいて、それはしょうがないことだろうとは思うんですけ
れども、住居をささっと変えてささっと終わらせてしまうというのはいかがなものだろうなと感じています。
確かに住所を移すことは可能なんですけれども、そういう人達って、また再犯する可能性が高くて、またそういう
人たちが刑務所に戻っていくと遵守事項なんて全然守らなくたって大丈夫じゃないかと、刑務所の中でそういう噂み
たいなものは結構早く流れやすいんですね。そういう風になってしまうとせっかくこういう制度を作ってダルクに繋
がりやすくなる中で、刑務所の中に広がってしまうと嫌だなあと危惧されるところだと思います。ただしその一方で
僕が関わっている中では、一部執行猶予制度というのは効果があると思っていているんですね。僕自身がステップ
アッププログラムの中でファシリテーターとして関わっています。最初こういう保護観察の集団プログラムは一部執
行猶予制度ができる前というのは本当に2～3回の人が出入りしていて、グループとしての機能がなかなか作れないと
いうところで、すごく難しいなあと感じていたんです。けれども一部執行猶予は当事者にとって保護観察が長くなっ
てこんなの受けなければよかったと文句言ってる人は結構多いんですが、それによって集団プログラムに長く定着す
る人というのは、まあ強制的ですけれども、多くなって、そんな中ですごくグループとして機能が働くようになって
きた。そろそろ一部執行猶予が切れるという人もいて、実際このステップアッププログラムをやって月に一回だけれ
ども言いたい事がちゃんと言える場所があって本当に良かったと言ってくれる人も増えてきたんです。
こういう人たちが一部執行猶予終わって保護観察の集団プログラムは終わってしまうんだけれども是非またこうい
う場所があったらいいなと言ってくれたりもしてるんです。ただし保護観察のプログラムに来てる人達って、みんな
お酒飲んでるんですね。プログラムの中にお酒のプログラムもあるんですけれども、結構お酒飲んじゃってるからす
ごくやりづらいんです。お酒飲んでるから自助グループ につなげていくのはすごく難しいです。
今僕が考えているのは、藤岡の方でも高崎に通所のできるデイケアを開設したんですね。デイケアですから日中は
そこでプログラムを利用してる方が使ってるんですけれども、夜は保護観察が終わった人達に対してそういったミー
ティングや普段のストレス発散になるような、そういう事が話せる場所というのを作って保護観察が終わった人達の
為にそういった場所を設けて行きたいなと思うんです。先ほど言ったように自助グループというのは断酒であったり
断薬というのが原則としてあるので飲み続けている人がそこに通うっていうのはなかなか難しい。でも飲みながらも
薬を止めている人たちも中にはいると思うんですね 。だから違う方法でやるしかありません。飲みながらでもそう
いった人達が集まわれる場所、そういった形で支援の間口を広げられたらいいなという風に思っています。ハームリ
ダクションというけではないんですけれども、ダルクができる支援というのはそういったところで草の根的にやって
いくことくらいしかないんです。そうやって少しでも仲間がつながり続けられる場所があればいいなと思います。
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山本大
(藤岡ダルク 代表)

髙橋：ありがとうございました。海外のいろいろな薬物政策を踏まえて古藤さんにお話いただきたいと思います。
古藤：私は2005年くらいからアパリで働いています。アパリでは薬物を使うことがある人のためのホットライン、
そして刑務所で受刑中の人との通信のやり取りなどをしています。週の半分くらいの活動は日本薬物政策アドボカ
シーネットワークというプロジェクトで、社会を変えていくための活動をしています。どうしてこういう活動をして
いるのかと言いますと、薬物の問題を解決するためには、社会も大きく変わる必要があると痛感するからです。例え
ば、10代の若者（少年でも少女）が違法の薬物を使うことがあってもなにも不思議ではありません。仲の良い友だち
から誘われて使ってみるけど、心配だったり不安だったりすることがあるかもしれません。けれど、こうした少年少
女は、そのことで困ったり心配になったりしても、身近にいる大人に相談できないでしょう。それは相談した大人た
ちによって警察に通報されてしまうことを恐れるからです。つまり、10代の少年・少女も含め、薬物使用する人たち
とその身近にいる人たちが薬物の問題を相談できない社会なのです。だから、社会が変わっていくことは不可欠で、
そのためにいろいろな人と連携して、薬物使用が健康や福祉の問題として考えられるような社会となるために活動し
ています。
私は薬物に関連して怖いと思うことがあります。そこに暴力的な脅しを感じるからです。例えば、薬物の乱用予防
と言って、薬物を使ったら人生が台無しになる、人生破滅する、というようなメッセージは本当に怖くて暴力的だと
感じます。もしかしたら、なかにはそれで食い止まっている場合もあるかもしれないです。けれども、そういう止め
方で安全になるのか、安心に暮らせる社会になるのかと考えると、薬は止まるかもしれないけれど、違う形で暴力や
抑圧が出てもおかしくないだろうと思わずにいられないです。暴力的・威圧的な関わりをする限り、連鎖するだろう
と考えます。ですから厳罰で臨んで無理矢理止めさせようというのは、うまくいかないんじゃないかと肌感覚で感じ
るようになり、それで世界はどうなんだろう、国際的にはどうなんだろうと勉強していくと、やっぱりそういうやり
方でうまくいった国、社会がないのです。再犯防止ということでいろいろな司法的な関わりをすることが試みられて
いますが、再犯率が下がったという結果はほぼ出ていないです。エビデンスが出ているのは、私が知っているところ
では、それは結局司法的な関わりが非常に少なく、早い段階で司法から地域の保健や福祉につなげ、そこで個人の状
況に応じて、司法による強制的ものではなく、支援を受けるか受けないかを自発的に選択できるような関わり方で
す。
日本における今の向き合い方も少しずつ変わっています。そのなかでうまくいっている部分と課題の部分があるの
でしょう。しっかりと効果を調査研究することが必須になるはずです。世界を見ると、日本のように逮捕して刑事司
法手続きを進め、刑務所に入れたり保護観察で薬物検査をして数年間監視したりするというやり方で、再犯防止のエ
ビデンスがでてきているものをまだ見たことがありません。ですので、もし再犯防止効果があるのならばそれは非常
に珍しいこととも言えるのでしょう。効果があるのか、あるいは効果がでないのか、いずれにしても適切に分析する
ことが不可欠です。

中央が古藤吾郎
(アパリ ソーシャル
ワーカー)
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話を暴力的・抑圧的な姿勢による取り組みに戻しますと、薬物の乱用や再犯を厳罰による威圧的・監視的な関わ
りで臨むことで、より弱い立場にいる人がもっと困ってしまうことになったり、もっと難しい状況に追い込まれて
いったりしてしまうのではないかと不安になります。女性であったり障害があったりLGBTであったり、未成年で
あったり貧困に苦しむ人であったり、外国人であったり、あるいは小さい時にいじめや暴力の被害にあって傷つい
ていたりするような状況の人などが思い浮かびます。
例えば薬物検査ひとつとっても、胸がざわつきます。どうしてかと言いますと、いろいろな検査がありますが、
例えばがん検診の検査は自分の健康のために自分が知らないから自分のために検査を受けるものです。でも薬物の
検査はそうではないです。検査結果を知っているのです。使ったか使ってないか、陽性なのか陰性なのかは自分で
わかっています。それなのに検査をする、ということは、それが自分のためではなくて、その（使っていたとい
う）事実を他人が暴くために行うものだからです。あるいは（使っていたら）それを暴こうとする人に、自分が
使っていないことを証明するためにすることになります。暴こうという姿勢で関わってくる人がいる、という感覚
を本人が抱くとしても不思議ではありません。それは抑止力になるのかもしれないのですが、「悪事を暴いてや
る」みたいな観点がどうしても拭いとれないことに対して抵抗があります。
海外で薬物使用の当事者として活動をしている知り合いの話が思い浮かびます。その人が暮らす国でも厳罰の薬
物政策があります。同時に政府はその人を当事者として薬物関連の委員会のメンバーに採用しています。その人が
現役の薬物使用者であることから、役人のなかで、その人に薬物検査してもいいですかと尋ねる人がときどきいる
らしいです。すると彼はこう答えるようなんです。「どうぞしてください。陽性ですから」。そう言われて、結
局、検査することにはならないそうです。
社会がこれからどうなっていくのかと考えますと、近藤さんは何もなかったところから、それこそマイナスだっ
たところから築き上げてきたということを考えますと、本当に心から感銘を受けます。この先、私は何ができるだ
ろうかと考えますと、今取り組んでいることの一つとして、法務省のプロジェクトで札幌の刑務支所で実施される
女性のプログラムに関わっています。そこではソーシャルワークの視点をきちんと取り入れたものにできるように
目指していきたいという思いで臨んでいます。
20年後、薬物使用がある人の権利や尊厳がしっかりと尊重されているかと考えますとまだまだ難しいかもしれま
せん。ですが、この間に、例えば夫婦別姓が選択できるようになり、日本のジェンダー・ギャップ指数（2019年
は153カ国中121位）が相当に上昇し、同性婚が認められ、障害者が施設での隔離から解放され、移住労働者（外
国から日本に来て暮らす人たち）の権利が保証されている、そういう社会の変化があれば社会全体の人権感覚が底
上げされ、薬物に関しても変化が期待できるようになるのだろうと考えます。ですので、さまざまな分野で活動す
る人たちと連帯していくことがとても重要であると考えています。
髙橋：枠にとらわれない健康福祉また国際的な観点からお話しどうもありがとうございました。続きまして全国薬
物家族連合会、通称「薬家連」の横川さんお願いします。

薬家連

横川江美子 理事長

横川：私の息子が30年前に薬物と関わりましてそのご縁で今は薬家連の理事長をしております。私は茨城ダルク家
族会に14年間通っております。息子は30年前に薬物に囚われたんですが、現在はダルクの仕事をしております。
アパリとの関わりは、本日のコーディネーターの髙橋弁護士とアパリの古藤さんに薬家連の顧問になっていただい
ております。色々な観点から色々なサジェスチョンをいただき、とても頼りにしております。
先日の9月に息子本人がアパリの家族教室に呼んでいただきまして、体験談を話す機会を与えられました。本人の
体験談、本人から見た物語を私は初めて聞きました。今日は呼んでいただいて本当に嬉しく思っています。ありが
とうございます。
私は14年前に家族会に繋がりまして、薬家連の活動を始めて13年になります。私が家族会と薬家連のことを最
初に目にしたのは新聞記事で、 びっくりしました。私の周りにはそういうことで悩んでいる人はいませんでしたか
ら私は本当に一人で悩んで、あの中にはこんなに悩んでいる人がいるんだと、しかも、薬家連というのも作って声
を上げて、政府にまで物を言っている団体があるんだということで、とても救われました。その新聞は今でも持っ
ております。それでダルクと家族会に繋がって、早速薬家連に入りました。その後活動を一緒にしてきているんで
すが、15年前の当初の薬家連の目標というのは、薬物依存症というのは病気であると本当に言ったんですね。犯罪
で苦しめられ、私たち家族は本当にスティグマで苦しみ、けれども病気であると言って立ち上がったのが薬家連だ
と聞きました。この15年の間に、行政も本当に大きく変わりました。
2017年12月に、再犯防止推進計画が法務省から出されました。それを読みましたら薬物も再犯は多いというこ
とは知られておりましたが、そのためには刑事罰だけではなく、海外の体験から学んでその辺を研究して、そうい
う道も検討していかなければならないのではないかという再犯防止推進計画が閣議決定されました。これは私たち
にとって非常に画期的な文章で、とてもすごいという受け止め方をしました。その後18年8月に、 第5次5カ年戦
略。政府行政は5カ年戦略という形でずっと薬物問題を追求してくれています。18年8月には第5次ですからすでに
20年が経っていますね。私たちは毎年ヒアリングというのも行っていまして、法務省、厚労省、文科省、内閣府な
ど薬物問題に関連のある行政の方に来ていただいて、相互に意見交換や政府の考えていることをお聞きしたりする
ことをずっとこの15年間続けてまいりました。どこまでそれが施策に影響しているか分かりませんが、 でもコツコ
ツ続けてきた結果が少しずつ行政を変えているのではないかという自負は持っております。第5次五ヵ年戦略に、目
標というところがあるんですがそこが大きく変わりました。この戦略を書いている部署は厚労省です。厚労省とい
うのは有名な麻薬取締の部門がありますね。そこの依存症対策室というのが3年前にできました。依存症問題、薬物
だけでなくアルコール、ギャンブル、色々あります。その問題を解決しないとということで厚労省に対策室ができ
ました。第5次5ヵ年戦略の中で大きく変わったことは、犯罪行為であると同時に薬物依存症であると、減らしてい
くためには社会的な環境整備が必要であると、社会資源を活用して再犯防止施策をとらなければいけないというこ
とが、はっきり謳われたことです。それから回復できる病気であるということも画期的に書かれました。 刑事施設
から本人が地域で生活できるようになるまで支援が必要だとということも書かれました。けれども国民にはこの薬
物依存症の問題が広く浸透していないと、依存症者や家族が適切な治療や社会資源に結びつく社会を実現するため
厚労省としては普及啓発の活動に力を入れるという、大きく分けて三つの事が明記されました。それが8月でした。
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そして私たちは12月に5カ年戦略がどういうことかを勉強しようと担当者に来て頂いて詳しく説明を受けました。
その時この文章を書いた担当者で対策室の副室長が来てくださいました。私たちもここに従事するまでは何でやって
しまったんだと思っていたけれど、皆さんの話を聞いてくる中で、現場の声を聞く中でわかってきたと。私もこの一
年この文章を書く機会に恵まれて幸せだと、本当にご自分の言葉で言ってくださいました。15年間やってきた甲斐が
あったなという風に感じています。私たちも国の予算で事業することが2年前からできるようになりました。薬家連の
活動について聞いていただきましてありがとうございました。
髙橋：ありがとうございました。ご家族の立場からということでお話をありがとうございました。
続きましては、近藤さんのお話でありますが、再犯防止のあり方の問題点と申しますか、率直にご指摘頂ければと思
います。よろしくお願いします。
近藤：最初僕が出所した時から39年、今月で39年止めてるんですよ。 嘘じゃないですよ。大体嘘つきですけど。少
しはお役に立てるようになってきました。その中に出会い、先ほど横田先生(アパリ顧問)がおっしゃいました、ロイ
(故･ロイ神父)さんとの出会いと奥田先生(故･奥田弁護士)との出会いですね。ロイさんが僕に最初に言ったのがこうい
う言葉でした。病気になった近藤さんは、責任ない。病気になったあなたには責任はありません。と断言していまし
た。その当時僕はあまり治そうという気がなかった。病気だと分かってそれを治そうとしないのはあなたの責任です
と言われて、ちょっとショックでしたね。何がショックかと言うと、私がずっと悪い子の役割を演じていた。悪いか
ら仕方がないじゃないか。そういう考え方ですから、当然、見つからなきゃ何してもいいんだという考え方です。だ
から困っちゃうんですよね。病気になったのはあなたの責任じゃないって。いや俺の責任だって言いたいんです。も
う一つ問題なのは、治したくない病ということ。 ある意味では治りたくない病気ということです。ここにいるダルク
の人たちも、多いんですけれども、治したくてここにいる人誰もいないですよ。家族に引っ張られて来たり、生活保
護の担当者に連れて来られたり、嫌々ながら来る。喜び勇んでダルクに来る人本当にいなかったです。これはやっぱ
り社会にこの病気がきちんと伝わっていないんだろうと思います。そういうわけで僕は今あまり扶助活動の方はあま
りしてないんですけれども、 公的なインフォメーションをやる人たちがもっともっと自助グループも含めてダルクの
責任者も含めて アタックしていく必要があるだろう。もうちょっと自分たちが自信を持って伝えていくという役割、
もちろん当事者にメッセージを伝えるのは私たちの役割でしょう。でも当事者からきちんと国や自治体に伝えていく
そういうことがあまり行われていないような気がします。それからもう一つは、ダルクの人たちと、僕は誰かのため
にアパリを作ったんじゃない。日本だけの依存症のことを考えるんじゃなくて、西洋とかアメリカとか、家族の文化
とか全然違う構造があって、日本のアディクションのシステムをアジアに伝えていく必要があるだろうと･･･
フィリピンでは一番困っているのは刑務所入っている人、教育のない本当に貧困層の人たちが利用されて捕まって
いるだけです。じゃあ日本はどうなのかと考えて、刑務所から出てくる人達は知的な問題はともかくとして、勉強し
ていないんじゃないか、そんな人に刑務所から出てきて就労支援なんて言ってるんです。でも中卒で就労支援されて
も行く場所は大体決まってますよね。いい仕事につかないです。飽きる。ホームレスの就労支援に掃除夫はあまり役
に立たないです。仕事というのは自分にフィットするような、希望を持てるような自分のやりたいこと、そういう仕
事を与えられるんだったらいいけど、押し付けられるような仕事では困る。しかも、刑務所出てすぐ仕事ですよ。最
終学歴中卒、中には頭のいい人もいますけれども、でもほとんどがそうです。依存症とよく似てますよ。世代間連鎖
してます。 低学歴の子供の親も低学歴です。子供の責任ではないです。するとこういうことが言える。僕がロイさん
に言われたことは、「あなたは病気ですよ、病気になったのはあなたの責任じゃないですよ。」それで許されたんで
す。あーそうかこれは一つの許しだな。日本の社会の中に許しはないですよ。裁判なんかでもそうですね。自分で決
めてないですからね。自分はこうありたいとかこうしたいっていう裁判はないです。決めてくれるんです。懲役何年
何ヶ月、何年刑務所行きなさいって。自分が選んでるわけでもなんでもない。だからみんな自分には責任ないと思っ
ている。
これから刑務所を出た人たちがすぐに仕事をすれば再犯しないというのは甘すぎる。就労しなくても、へそ出して
寝てても、事件を起こさない方がいいわけです。僕は精神病院に入った時にそれを言われたんですよ。ムカついたん
ですよ。しかしそれで確実にWake upと言うか、この医者何を言ってるんだ、となった時に、じゃあこんな病院にい
たって仕方ないじゃないか、「お前が治せ。」「いや治せない。僕はあなたを治したからって給料が上がるわけじゃ
ない。」と、あれは効きました。こんな医者に相手にされてたまるかという、それで自助グループに行くようになっ
た。どうも今の日本のシステムを見ていると、また医療化に流れている。医療に行ったら、また支配と依存の関係が
続くだけの話じゃないですか。医者と患者っていうパターンでは治らないっていうことがどうしてわからないのか
な。また大きな声で言いますよ 。治す人、治される人という依存と支配の関係がこの病気を悪化させていると思いま
す。それは家族も含めてです。そして私たちは患者にはなりたくない。
これからのアパリの方向としては、勉強していない受刑者たちに学び直しと言うか、もう1回再チャレンジって言う
か、そういうことを与えてあげたいな。またそれをやって頑張っている施設もあります。僕のところに38年刑務所
入った人がいるんですよ。しかしダルクのメッセージが8年前に初めて聞いただけで伝わってないんです。38年間
入ってダルクの話が伝わってないということはあるんですね。もったいない話だね。スガピーという38年間刑務所に
いた人が、もう80近くなってしまって足が動かなくなった。じゃあこういう人をどこに預けるんだって考えた時にダ
ルクだと誰も引き受けてくれないです。それで潮騒という施設にお願いしたら快く引き受けてくれて、それで安心し
てしまったのかもしれませんが、先月お亡くなりになりました。お葬式に行ってきました。骨拾ってきました。約束
でしたから。しかし一人じゃなかったですね。最後まで仲間に看取られて、幸せだったなぁと思っています。とりと
めもない話でございますけれども、教育は大切だな。やはり仕事よりも教育。本人に全て責任があるわけではないで
すよ。その連鎖を断ち切るには教育が必要なのではないかと。ありがとうございました。
髙橋：これからのアパリは教育ですね。学び直しの機会を与えるというのはこれからのテーマになってくるのかなと
今の話を伺って思いました。
（続きは次号にて）

近藤 恒夫
(アパリ理事長)

明石書店より
発売！！
全国の書店やAmazon
等でお買い求めくだ
さい！

価格：2,160円
(税込み)
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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！

「真冬のタンポポ」
■発行：双葉社
価格：1,400円（税別）

※全国の書店または
Amazon等でお買い求めく
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。

「自分の人生から逃げないこと 」
ヨースケ
薬物依存症のヨースケです。35年間、私は、常に困難から逃げ、楽な道を選ぶ人生を送っ
てきました。私は3人兄弟の長男として生まれました。両親も初めての子供ということで、
気を遣ったのでしょう。兄弟の中で一番多く、習い事も通わせて貰い、学習塾にも早くから
通っていましたが、私自身は勉強が嫌いで、習い事も何一つ興味を引かれませんでした。小
心者の私は、親から怒られることがとても恐ろしく、ただ言われるままに通っていただけで
した。
当然そんな気持ちで学んだ物は何一つ身につかず、逆に私の中では、親の目の届かない所
では何をしても良いという考えが形成されていきました。また、高校生の頃から、自分は同
性愛者である、という事を自覚するようになりましたが、普通から逸脱した性癖を親に打ち
明けることはできませんでした。その後高校を卒業し、大学生から一人暮らしを始めたと
き、親元から解放された解放感と、何をしても怒られないという気持ちが爆発し、昔から好
きだったゲームや漫画に没頭し、ネットの掲示板で不特定多数の男性と知り合い、性交渉を
行うという自堕落な生活を送るようになりました。
そんな生活の中でやりたいことも見つからず、就職も大学の就職課から勧められた企業に
何となく入りました。表面上は真面目な社員を装いながら、熱意もなく、ただ機械的に日々
の業務をこなすだけの毎日を送る中で、学生の頃からの自堕落な生活が更にエスカレート
し、連日のように不特定多数の男性と性交渉を行うようになってから数年後のある日、自分
がHIVに感染していることがわかりました。その時に感じたのは「来るべき時が来た
か・・・」ということでした。不特定多数と刹那的な性交渉を行っていればその先に待って
いるのはこの病気なのは知っていましたが、ただ欲望の赴くまま、無為に日々を過ごしてい
た私には、寿命があと5年だろうが、10年だろうがあまり変わらないと思っており、親や会
社に隠すことが「同性愛者」以外に、もう一つ「HIV」ということが加わったという程度し
か考えていませんでした。
そんなある日、性交渉を行った男性に誘われ、覚醒剤を使用しました。最初は覚醒剤とい
うことには気付きませんでしたが、その男性と何回も使用するうちに、徐々にこれは違法な
薬物であるということがわかってきます。しかし昔から「他人から見られなければ何をして
良い」、「自分の欲望を優先させてしまう」性格の私には、違法と理解していてもその快楽
を手放すことは出来ませんでした。薬物を使用しながら、不特定多数の男性との刹那的な性
交渉を行っていると、自分という存在が希薄に感じられ、「もうどうなってもいい」という
破滅的な考えが常に頭の中を占めるようになっていきます。自分で覚醒剤を購入するように
なってからは、今まで表面上は取り繕えていた会社でもミスが目立つようになり、会社の人
間に悟られてはならないと考えすぎて不自然な行動や、情緒不安定な言動が目立つようにな
り、更には血液検査等で薬物使用が発覚するのが怖くなって、HIVの為の定期的な通院にも
いかないようになり、毎日行わなければならない投薬も止まりました。身も心もボロボロに
なり、そんな状態を見かねた会社からある日、親元に帰って体調を戻しながら働くよう指示
が出されます。悩んだ末、自分がHIVに罹患していることを両親に打ち明けました。
2人は大層驚き、悲しみ、そして混乱しながらも受け入れてもらい、10年ぶりに実家での
生活が始まりました。人の目があるところ、特に親の前では良い子でいようとするのは30歳
を過ぎても変わらず、乱れていた生活は一時的に良くなり、体調も徐々に回復していきます
が、薬物の使用は止まらず、仕事に通いながら、親の目の届かない所で、不特定多数の男性
と薬物を使用して性交渉する生活となっただけでした。そして平成30年7月の朝、仕事に行
こうと家から出たところに刑事が立っており、捜査令状を元に家宅捜索、尿から覚醒剤反応
が検出され、平成31年1月に逮捕となりました。
両親はまたしても裏切られたことに怒り、悲しみながらも理解しようと懸命に動き、薬物
依存症治療のためにこのダルクを紹介してくれました。
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留置場、拘置所の檻の中で、自分勝手な行動で両親の心に深い傷を負わせてしまったのだと
ようやく気付いた私は、住み慣れた九州から群馬で施設生活を送ることを了承しました。ダル
クに来てすぐの私は、生来の人の目があるところでは良い子を演じようとする性格と、早く社
会復帰して、こんな社会のお荷物のような状態から抜け出したい、という思いから色んな人の
話に口を挟み、どんな小さなことでも役に立とうと躍起になり、いつも周囲に目を光らせなが
らウロウロとしていました。多動になっている私を見かねた仲間が落ち着くようにアドバイス
してくれても、素直にきく振りをしながら「自分は、傷つけてしまった親の為にも早く回復し
た姿を見せなければならない。あなたに何がわかるんだ」と内心では反発していました。
それは私が今まで逮捕されたとはいえ、社会の中で生活を送ってきた、ここにいる人達とは
違う、という思いがあったからです。しかし施設のプログラムとして行っているミーティング
で仲間のメッセージを聞いたとき、今まで自分だけだと思っていた経験や生き辛さは、実は仲
間も様々な経験をし、生き辛さを抱えてきたのだ、ということに気付かされ、そんな独りよが
りな思いはいつの間にか消えていきました。
そして取り繕って演技している私ではなく、同性愛者、HIV罹患者、薬物依存という今までの
人生で必死に隠してきた本当の私をさらけ出しても受け入れてくれるんだ、ということを少し
ずつ、理解してきたように思います。
今、私は施設内のプログラムとして沖縄の伝統芸能「エイサー」に取り組んでいます。この
施設に初めて来たとき、仲間が太鼓を力強く叩きながら演舞しているのを見て、その勇壮さに
感動し、恐らく初めて、自分もあのような素晴らしい演舞が出来るようになりたい、と思いま
した。練習はとても大変な時もありますし、仲間のように美しく演舞が出来ない自分に腹が立
つこともあります。また仲間に教えを請うことも私にとっては勇気のいる行為です。でも施設
見学や慰問で演舞を見て下さるお客様から拍手や歓声を頂くと、もっと頑張って色んな演舞を
覚えたい、良い演舞ができるようになりたいと思うことができます。
私が回復する為には、私自身が35年間抱え、そして見えない振りをしていた生き辛さとどう
付き合っていくべきか、自分自身でこれからの人生をどうしていくのかということを考えなけ
ればなりません。私は今まで自分の人生の選択を、親や会社等、人や環境に委ねてきました。
自分で考えない選択には言い訳が出来るからです。「自分自身で選択し、人生を歩んでいく」
それが自分で出来るようになったとき、私は初めて回復の道を進み始めたと言えると思いま
す。

支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（9）
嘱託研究員・弁護士

髙橋

洋平

新年あけましておめでとうございます。それぞれの状況で新年を迎えていることと思いま
す。今年はこうしようとやる気に満ち溢れ、大きな目標を立てている方もいることでしょう。
他方で、今の状況では何も考えられないという方もいることでしょう。もしかしたら逮捕さ
れるかもと思ったり、裁判の結果が気になったり、出所後の生活、仕事のことや家族のこと
等、あれもこれもと気になっている方もいることでしょう。
このコラムでいつも書いていることですが、そんな時は是非とも誰かに相談してみましょ
う。家族に手紙を書いても全く返事が来ない方もいるかもしれません。イライラや怒りを募ら
せても何もいいことはありません。だからこそ、ちょっとご無沙汰なくらいがちょうどいいと
思いますが、新年の挨拶でもいいので、これまでお世話になった支援者に手紙を書いてみてく
ださい。すぐに返事が来るかはわかりませんが、本当の支援者であれば、きっとあなたのこと
を懐かしく思い、時には涙し、あなたの健康を気にしながら、応援してくれるはずです。あな
たを支える支援者のネットワークに身をゆだねてみてください。きっとそれが自分らしい人生
へのチャレンジのきっかけとなるはずです。
裁判時にダルクに行くと約束したとしてもそれを出所の時まで維持することは、正直なとこ
ろ難しいかもしれません。きっと今度こそは自分でうまくできるはずだと思っているかもしれ
ません。それを頭から否定するつもりはありませんが、そんな時こそ、支援者に相談してみて
ください。きっといいアドバイスがもらえるはずです。ひとりで悩まないことがとても大切で
す。
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諸般の都合により、関係
各所への発送を一旦中止
させていただきます。
アパリ会員と受刑中の方
のみにお送りしていま
す。
ご不便をおかけしますが
ホームページよりダウン
ロードして印刷していた
だきますようお願いしま
す。

弁護士の方向け！
「アパリ(薬物事犯者支
援団体)と考える薬物弁
護研究会」
第2回ﾃｰﾏ「刑の一部執
行猶予について― 運用
上の問題点」
2020年2月10日(月)19時
～21時
NPO法人アパリ 1階
参加費無料
薬物弁護の経験のある
方、又はこれからされ
る方たちと共に被告人
の更生支援を一緒に考
えていく研究会です。
事例を持ち寄って頂い
たり、アパリの経験を
お伝えします。
事務局：
志立玲子(ｱﾊﾟﾘ精神保健福
祉士)熊王斉子(弁護士)

お問合せはアパリまで

03-5925-8848

「フェローシップ・ニュース」№98

令和2年1月1日

奇数月1日発行

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＞

2019年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。
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
2020年1月1日発行
定価 １部 100円

第1月曜

連続講座

第3月曜

アディクション関連講座

2020年
1/6（月)

第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

2020年
1/20(月)

家族のためのステップ講座
ステップ11,12

2/3(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

2/17(月)

№54
「回復支援における医療の役割」
梅野充氏（ｱﾊﾟﾘｸﾘﾆｯｸ理事長）

3/2（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

3/23(月)
※変更

№55
社会復帰した方の体験談
（調整中）

4/6(月)

第6回
子どもの成長を助ける関わりに
ついて

4/20(月)

№56
「検討中」
梅野充氏（ｱﾊﾟﾘｸﾘﾆｯｸ理事長）

5/11(月)

第7回
薬物問題を持つ人の家族の回復
プログラム

5/18(月)

№57
「親が変われば子も変わる」
近藤 恒夫（理事長）

【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

