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事務局長 尾田真言 

 〔2020年6月８日（月）に行った報告を加筆修正して掲載します。〕 

１ はじめに 

アパリでは2000年から薬物事犯者の回復支援を行っています。私の専門は刑事政策なので設立当初か

ら20年間、薬物事犯者の支援に特化した司法サポートを仕事にしてきました。情状証人として300回位

出廷した経験もあります。国士舘大学法学部非常勤講師として、通年の犯罪学特講を担当して、年に30コ

マ、薬物事犯者対策に特化した講義もしています。本日の配布資料の中に、刑の一部執行猶予が施行され

た平成28（2016)年6月1日以降に実刑判決が言い渡された、アパリのクライアント62名の判決内容を

紹介しています。そのうち40人（64.5%）には刑の一部執行猶予が付されました。この経験から刑の一

部執行猶予をめぐる諸問題について検討します。

２ 刑の一部執行猶予創設の経緯 

 2008年に、犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法、更生緊急保護法の3つの法律が更生保護法に

一本化されてから、保護観察所では6か月以上の保護観察期間がある者に対して、薬物再乱用防止プログ

ラムが義務付けられるようになりました。これが始まって12年経過しました。その一方で、保護観察期間

が6か月未満の者に対しては、月に1回の薬物検査が希望者に実施されるのにとどまっています。

 刑の一部執行猶予は、過剰収容対策と再犯防止策を検討するために、2006年に設置された法制審議会

被収容人員適正化方策に関する部会が2010年に採択し、法務大臣に答申した要綱において導入が提案さ

れたものです。ところが、2013年に刑法一部改正法(平成25年法律49号）と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(平成25年法律50号）（以下、薬物法という）が制定され、

2016年に施行された時点では、日本では刑務所の過剰拘禁問題は解消されていました。 

 しかしながら2012年７月に，犯罪対策閣僚会議が「再犯防止に向けた総合対策」を策定しました。そ

の内容は、2021年年までに刑務所出所者及び少年院出院者の出所・出院を含む2年間における刑務所等

に再入所等する者の割合（２年以内再入率）を20％以上減少させるというもので、政府が刑事政策の数値

目標を導入したわが国で初めてのケースでした。そのため、過剰拘禁問題は解消していましたが、刑務所

出所者の再入率を減少させるために刑の一部執行猶予を活用しようということになり、刑法改正法等が成

立したのです。 

※ 『令和元年版犯罪白書』p.145から引用
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３ 刑の一部執行猶予の実際 

（１）刑の一部執行猶予とは

刑の一部執行猶予とは裁判官が実刑判決を言い渡すとき、刑務所内の薬物依存離脱指導（施設内処遇）に

引き続いて、詳細な処遇情報等の引継ぎをして、保護観察所の薬物再乱用防止プログラム（社会内処遇）に

移行し、さらに地域社会の支援につなげるために、宣告刑の一部に執行猶予を付けることで十分な保護観察

期間を確保する制度です。 

 判決は次の形式で言い渡されます。たとえば2回目の覚醒剤使用で懲役2年が求刑された被告人に対して

は、「主文 被告人を懲役1年6月に処する。その刑の一部である懲役4月の執行を2年間猶予し、その猶予

の期間中被告人を保護観察に付する。」という言渡しが普通です。 

 もっとも執行猶予中の再犯の被告人に刑の一部執行猶予判決が言い渡される場合には、前刑の執行猶予が

取り消されて、もとの懲役が付け加わるので、求刑2年に対して、懲役１年2月を宣告し、うち4月を猶予し

て2年間の保護観察付執行猶予にするというケースでは、求刑2年に対して実刑部分10か月というのはかな

り軽くなったという気がしますが、前刑の執行猶予が取り消されて、１年6月＋10月＝２年4月の実刑の後

に、保護観察2年が付くことになり、合計４年4か月も刑事司法制度の下に置かれることになります。実刑

部分についても仮釈放があるので、保護観察期間は2年を超えることもあります。実刑部分が求刑の1/2以

下になったケースでは、他に求刑3年に対して、懲役1年6月うち4月について執行猶予2年が言い渡された

例もありました。 

(２）刑の一部執行猶予の要件

「次に掲げる者」について具体的に説明します。 

 1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」には、初犯者だけでなく、懲役の全部執行猶予判

決を言い渡された者の猶予期間が経過したことによって、刑の言渡しの効力が失われた者（刑法27条）、

前刑出所後満期から罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過して刑の言渡しの効力が失われた者

（刑法34条の２）が該当します。 

2号は、現在、全部執行猶予の判決を言い渡されてその執行猶予期間中の者が該当します。 

 3号は、前に実刑になり、その刑の執行を終わった日から５年経過した以降に今回の判決が言い渡された

者が該当します。刑法では実刑判決の満期から5年以内に懲役を言い渡す場合には刑の一部執行猶予は言い

渡せないことになっています。 

刑の執行の免除とは、有罪判決で確定した刑の執行だけを免除することを言います。①恩赦として刑の執

行免除（恩赦法8条）が行われる場合、②刑の時効が完成した場合（刑法31条）、③外国において確定判決

を受けた者が同一行為について処罰される場合、すでに外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行

を受けたとき（刑法5条）を言います。 

 しかしながら薬物事犯者は薬物依存という疾病性を持つ者が多いので、３年以内の刑が言い渡された場合

であれば、再犯（刑法56条1項）であっても刑務所の薬物依存離脱指導に引き続いて、保護観察所で薬物再

乱用防止プログラムをすることで、薬物依存の改善に資する処遇を実施できる場合には、刑法27条の２の

特則を定めた薬物法により、刑の一部執猶予を言い渡すことができるようになっています。 

 薬物事犯であっても、再犯（刑法56条1項）でなければ薬物法の適用はなく、刑法が適用されます。刑法

により刑の一部執行猶予判決が言い渡される場合と、薬物法により刑の一部執行猶予判決が言い渡される場

合の違いは、前者は保護観察が任意的に付されるのに対し、後者は必要的に付されることになっている点で

すが、実務上は刑の一部執行猶予の保護観察率は、2017年99.8%、2018年99.9%であり、ほぼ全員に

保護観察が付されています。 

秋田犬とともに 

事務局長 

尾田真言 
刑法27条の2（刑の一部の執行猶予） 

 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯

人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当

であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することが

できる。 

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者 

三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免

除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者  

《以下略》 
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（３）検察官の求刑

事案によっては、検察官が保護観察付全部執行猶予を求刑するケースもありますが、刑の一部執行猶予の

求刑をすることはありません。検察官は刑の一部執行猶予というものは全部実刑より軽い判決だと考えてい

るようです。被告人に実刑判決が見込まれるケースで、ぜひ刑の一部執行猶予判決を賜りたいと主張した時

に、検察官が保護観察所から記録を取り寄せて証拠申請して 前刑の保護観察中の態度が悪かったので、刑

の一部執行猶予で保護観察を付けてもまじめにやらないだろうと主張することもあります。もっともまじめ

にやらなかったという内容が、前刑の仮釈放期間は6か月未満だったから薬物検査は任意に実施されていた

だけで義務づけられていたわけではなかったのに、約束の日に受けないことがあったなどと主張したりする

のです。 

 それでは確実に刑の一部執行猶予判決をもらうためにはどうしたらよいのでしょうか。被告人が出所後保

護観察に付されたときには、まじめにプログラムに参加するだろうという心証を裁判官に与えることができ

れば良いと思われます。そのためには、保釈を取ってその期間中にダルクに入寮したり、専門の病院に入院

してやるべきプログラムにまじめに取り組んでもらう必要があります。入寮・入院しない場合でも、通所・

通院を決められた日時に毎回参加してもらいましょう。そして入寮・入院の場合はダルクの責任者や病院の

主治医に上申書、医証などを作成してもらい、通所・通院の場合は、出席するたびに印鑑を押してもらった

り、同じく医証などを作成してもらうなどしてその活動を書面化し証拠として提出し、被告人が社会内でも

プログラムをこなすことができることを立証するのが良いです。諸般の事情で保釈が無理な場合も含めて何

よりも大切なことは、出所後の具体的な更生計画を弁護側立証までにきちんと立てておくことです。たとえ

ば仮釈放のその日から〇〇ダルクに入寮することになっている。その証拠として○○ダルク責任者が、受刑

後に被告人を責任をもって受け入れる旨の誓約書を提出したり、アパリとの間の「薬物離脱プログラム・

コーディネート契約書」とアパリ職員の報告書を提出したり、情状証人として出廷したりさせることで、受

刑中は通信プログラムを通じて関係を継続し、出所日には仮釈放、満期を問わず必ず迎えに行き、その足で

ダルクに同行することになっている旨、立証できます。そうすることで、ただ漫然と出所後はダルクに行き

ますとか、自助グループのミーティングに出るようにしますと口頭で言うより信憑性が増します。もっとも

後に述べるように、この約束をしたからと言って、現行の刑事司法制度でこの約束を義務づけることができ

ないのが問題だと常々考えています。

総数 実刑 ％ 全部実刑 ％ 内）刑の一部執行猶予 ％ 全部執行猶予 ％ 

覚醒剤取締法  8,179  4,975 60.8  3,519 43.0  1,456 29.3  3,204 39.2 

大麻取締法  1,522  211 13.9  173 11.4  38 18.0  1,317 86.5 

麻薬取締法  318  62 19.5  51 16.0  11 17.7  256 80.5 

平成30（2018)年 地方裁判所における薬物犯罪の科刑状況（罪名別） 

保護観察開始人員・全部又は一部執行猶予者の保護観察率 

年 次 総  数 

保護観

察 

処分少

年 

少年院仮

退院者 

仮釈放

者 

全部及び一

部執行猶予

者 

婦人補導

院 

仮退院者 

全部執

行猶予

者の保

護観察

率 ％ 

一部執

行猶予

者の保

護観察

率 ％ 

交通短期 

保護観察少

年 

短期 

保護観察少

年 

全部実

刑 

一部執

行 

猶予 

全部執

行 

猶予 

一部執行 

猶予 

28年(2016)  35,341  16,304 5,981  2,031 2,743  13,260  13,260  - 3,034  3,034  - -  8.9 

29年(2017)  32,538  14,465  5,206 1,839 2,469  12,760  12,477  283  2,843  2,595  248  1 8.0 99.8 

30年(2018)  30,845  12,945 4,434 1,582 2,146  12,299  11,307  992  3,455  2,481  974  - 7.8 99.9 

平成30（2018)年 地方裁判所における科刑状況（罪名別） 

罪名 総数 死刑 

懲役・禁錮 

無 期 

25年 

を超

え 

30年 

以下 

20年 

を超

え 

25年 

以下 

15年 

を超

え 

20年 

以下 

10年 

を超え 

15年 

以下 

７年 

を超

え 

10年 

以下 

５年 

を超え 

７年 

以下 

３年 

を超え 

５年 

以下 

２年以上３年以下 １年以上２年未満 ６月以上１年未満 ６   月   未   満 

実刑 

全部執

行 

猶予 

実刑 

全部執

行 

猶予 

実刑 

全部執

行 

猶予 

実刑 
全部執行 

猶予 
一部 

執行 

猶予 

一部 

執行 

猶予 

一部 

執行 

猶予 

一部 

執行 

猶予 

総数  46,903  4 15 10 13 38 140 261 71  2,142   5,930   753 7,322 5,789  792 14,139 2,512 40 6,627 455 7  1,035 

刑法犯 22,339  4 15  10 11  30 116 182 381  1,609  3,288  25 4,460  3,294 33 6,042 1,623 5 1,118 103 1 53 

特別法犯  24,564 - - - 2 8 24 79 90 533 2,642 728 2,862 2,495 759 8,097 889 35 5,509  352 6 982 

覚醒剤取締法 8,179 - - - 2 6 12 55 51 414 2,406 723 882 2,018 730 2,322 11 3 - - - - 

大麻取締法 1,522 - - - - 6 - - 2 16 28 2 139 48 10 272 95 23 904  16 3 2 

麻薬取締法 318 - - - - - 1 - 5 6 22 2 64 28 9 192 - - - - - - 

麻薬特例法 53 - - - - - 3 9 12 4 - - 4 3 - 11 1 - 6  - - -

※　『令和元年版犯罪白書』資料3-4から作成

※　『令和元年版犯罪白書』資料3-4を加工して作成

※　『令和元年版犯罪白書』資料3-8を引用

100.0



「フェローシップ・ニュース」№101 令和2年7月1日 奇数月1日発行 

Page 4 フェローシップ・ニュース

ローマにて

（４）被告人は刑の一部執行猶予を求めるのか

前刑満期から5年以内など、全部執行猶予が付かないケースでは、何人かの例外を除き、アパリのクライ

アントはほぼ全員刑の一部執行猶予を希望していました。4か月とか6か月の懲役について、最初から執行

猶予が付くということは、それに保護観察が付いたとしても軽い刑だと考えるようです。これから違法薬

物を使わないと決心しているので、むしろ長期間の保護観察期間に定期的に薬物検査を受けられることは

自分には役に立つという人もいました。その一方で、月に1日、ウィークデーに保護観察所のプログラムに

出席するために会社を休まないといけなくなると、仕事に支障が出るから、たった数か月早く出る代わり

に2年あるいは3年保護観察が付くより服役することを希望する人もいました。公判で、被告人が「刑の一

部執行猶予になると保護観察期間が長くなり、会社にばれるのでその期間は就労ができなくなります。私

は全部実刑の方がいいです」と主張したケースでは、全部実刑が言い渡されました。求刑2年6月で相場な

ら2年の実刑のところが２か月軽くなって1年10月でした。

（５）2年間の保護観察対象者の負担

たとえば懲役4か月に2年間の執行猶予が付いてその期間に保護観察が付された場合の対象者の負担を考

えてみましょう。保護観察所で薬物再乱用防止プログラムを受けることが義務付けられます。最初の3か月

は2週間に1回全５回のコアプログラムに保護観察所に出頭して参加します。薬物検査を受けて、認知行動

療法のプログラムに参加することになります。その後は原則、執行猶予期間が満了するまで1か月に1回保

護観察所に出頭して、ステップアッププログラムを受けることになります。コアプログラムと同じく薬物

検査と認知行動療法のプログラムです。2年間だと、保護観察所への出頭回数は5回+(24カ月-3か月）×

１回＝26回です。そのほかに月に2回保護司と面談しないといけないので48回は保護司に会いに行くこと

が義務付けられます。合計74日かかります。それで刑の一部執行猶予によって服役しないで済んだ日数は

4か月＝120日です。2年にわたって74日負担があるくらいなら4か月我慢してチャッチャと終わりにす

ればよかったと出所してきてから考える人もいます。 

４ 刑の一部執行猶予の問題点 

（１）刑の一部執行猶予判決が言い渡されるための事実上の要件

下記①～③のすべてを満たす場合でないと、刑の一部執行猶予判決は言い渡されませんが、そのこと自

体に問題が含まれています。 

①保護観察の遵守事項を守れそうな人

失敗しそうにない被告人に恩恵として言い渡されています。最も出所後にアフターケアが必要な人は、

再乱用しそうな人のはずですが、最初に申しあげたとおり、刑務所の再入率を下げるという目的があるた

めに、失敗しそうな人には刑の一部執行猶予判決を言い渡さないという運用が為されています。 

②暴力団員でないこと

2018年の覚醒剤取締法検挙人員中、暴力団構成員等の占める割合は47.1%でした。約5割を占めてい

ます。この人たちには原則、保護観察はつきません。そうすると、刑の一部執行猶予判決も言い渡されな

いということになります。薬物再乱用防止プログラムは覚せい剤事犯者の約半分の人たちしか最初から対

象にしていないということになります。 

③被告人が刑の一部執行猶予判決を拒否していないこと

いくらプログラムが薬物依存からの改善に役立つとしても、被告人が刑の一部執行猶予を拒否している

と、裁判官はあえて言渡しをしません。公判でも、裁判官は被告人に対して刑の一部執行猶予を説明し、

それをきちんとやるつもりがあるかどうかを確認した上で、刑の一部執行猶予の言渡しをしています。 

（２）保護観察対象者の同意がないとプログラムの義務付けができない点

そして私が考える最大の問題点は、保護観察所が提供するプログラム以外は、保護観察対象者が嫌だと

言えば義務づけることができない規定になっていることです。更生保護法65条の３(指導監督の方法)２項

は、医療又は援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認しないといけないと規定し

ています。裁判中に自分は出所したらダルクに行くことになっているので、刑の一部執行猶予で少しでも

早く社会復帰したいと述べていた被告人が、判決言い渡し後にダルクには行かないと言い始めることがあ

ります。これが許される制度では、もはや裁判段階に出所後の更生計画を立てる意味がなくなります。 

 このような規定になっている背景には、刑罰の本質を応報刑とし、処遇は言い渡された刑期の範囲内で

考えるというわが国の刑事司法制度の問題点でもあります。犯罪行為が思考に基づくものとだけ考えれ

ば、刑罰だけで足りるということになります。なぜなら刑罰は思考に働きかけるものだからです。しかし

犯罪行為は思考のみに基づくものではなく、無意識の条件反射によって惹き起こされる側面もあるので、

治療処分が必須となるのです。この問題について次回の研究会で説明します。（P,7を参照） 

2019年 国際法と精神 

医学会（ローマ）にて 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

アパリによる 

「ダルク マッチング サポート」！！ 

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：2,000円 
(税別) 

     支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（12） 
 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 
 

「薬物なんて全然やってませんよ、大丈夫ですから（笑）」と元気に言っていたのに、その後連絡が

取れなくなりました。 

弁護士としては、まさか逮捕されたのか？と一瞬考えますが、でも違うかもしれないと思ってみた

り。そして、忘れたころに××警察から〇〇が弁護を依頼したいと言っていると連絡あり。やはり逮

捕されたのか・・・。もちろん残念な結果ですが、居場所が分かっただけも一安心。継続的につな

がっていた方から連絡があった場合は、私はできる限り会いに行くようにしています。いや、呼ばれ

なくても会いに行くこともありますが。 

実際に会ってみると様々な反応があります。気まずそうにする方もいれば、逮捕されたことについ

て苦笑いをしている方も。また、涙が止まらずに言葉にならない方もいました。どれも偽りのない本

心なのだろうと信じています。 

しかし、だからといって本人がダルクに行くかどうかは別問題です。その気持ちも理解できないこ

ともないので、私は無理にダルクに行くように言うことはしません。自分からダルクに行きたいと言

うタイミングを待つことがとても重要に思います。タイミングを待つのも大切な役割だろうと。時間

が掛かるかもしれないし、さほど時間が掛からないかもしれない。それでもタイミングを待つことが

重要に思います。 

「結局は、待てと待てども 待ちぼうけ」 

結局、ダルクにつながるのは奇跡のようなものでしょうか。やっとダルクにつながったと思っても

３か月ほどで出てしまうこともあります。あれだけダルクが楽しいと言っていたのにいったい何が嫌

だったのか。ジェットコースターのような刺激的な毎日が恋しくなってしまったのか。 

それにしても、ダルクを出た後、お金が全くないのに飛行機に乗り、新幹線に乗り、行きたいとこ

ろに行ける驚くべき行動力には感心させられます。もし次に会うことができたら、どうやって飛行機

などに乗ったのかを聞いてみたいですね。できれば、警察や拘置所、刑務所ではないところがいいで

すが、どこでもいいからお互いに元気な姿で再会できたらいいなと思います。 

最近も刑務所からやっと出てきた○○○さんが、出所後にダルクに行くと言いながら出所直後にど

こかに行ってしまったとか。いったいどこに行ってしまったのか。元気でいることを祈りながらも、

また人生のどこかで巡り会うことができたらいいなと思っています。 
 

コラム 
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「藤岡ダルクに繋がって」 

                                     カケフ 

 

 こんにちは。私はアルコール依存症のカケフです。年齢は41歳です。 

 私は小学校２年生の時にアルコールを覚えました。きっかけはいじめです。学校や親にも

相談することが出来ず、アルコールでごまかしている学校生活でした。その後、悪い先輩に

誘われ小学校４年生の時に暴走族に入り非行の道に走りました。中学校ではたばこ、ケン

カ、夜は暴走行為、そしてアルコールの毎日です。15歳の時に母親を亡くしそのまま中学卒

業と同時に飲食業に就職しましたが仕事が終わると毎晩飲んでいました。父親もアルコール

依存症でした。酒手の催促の電話が週末になると掛かってきて仕送りをしていました。21歳

の時に父親はアルコール性肝臓ガンで亡くなりました。24歳で結婚し26歳で子供を授かり

ましたが３２歳の時に私はアルコール依存症と診断され、結婚生活も10年で終わり、再び1

人になりアルコール中心の生活となりました。１人になってしまったことで飲酒は止まら

ず、都内の精神病院へ入退院を繰り返していました。何度目かの入院中に主治医からダルク

の話を聞きました。薬物のリハビリ施設にアルコール依存症の私が入っても大丈夫なのか？

と思っていましたがとりあえず行ってみることにしました。 

 2017年9月16日（土）に藤岡ダルクに来ました。仲間が暖かく迎えてくれ、私の初めて

のダルク生活が始まりました。初めてのＮＡミーティングに参加してみて、私がアルコール

依存症の事もあり、話が分からないかと思いましたが、薬物もアルコールも同じ依存症で一

緒だと感じました。ダルクでのプログラムは毎日ハードで忙しいです。ミーティング、役割

そして藤岡ダルクではエイサーがありましたが、アルコールの影響で足が不自由なため積極

的には参加することは出来ませんでした。夜は自助グループへの参加などついて行くのが

やっとで、私は仲間とやっていけるのかと不安でしたが、そんな私でも出来る事がありまし

た。それは役割での食事当番でした。長年、飲食で働いていたので食事を作ることは得意

だったからです。昼、夜の食事を作り、仲間から「美味しかったよ」言ってもらえる事が一

番嬉しく、この役割を通して、仲間との距離も縮まり、色々な面で会話が出来るようになり

ました。月日が経ちダルク生活も半年が過ぎた頃に、スタッフ研修の声が掛かり施設の手伝

い、仲間のサポートなど今までとは違う生活が始まりました。毎日スタッフ研修に取り組ん

でいた私でしたが、以前と比べ、仲間との距離を何となく感じはじめ疎外感を抱くように

なっていき、その頃から飲酒に対する欲求が少しずつ始まっていきました。      

 ある日、ＮＡの帰り道にあるレンタルビデオ屋に皆で行った時、私は皆にバレない様に１

人で近くのコンビニエンスストアでアルコールを購入し、カバンに隠し入れました。施設に

戻り、皆が寝静まるのを待ち、買ってきたアルコールを一気に飲みました。入院期間も含め

て約2年ぶりの飲酒でした。その後、飲酒は止まらず、同じ様な方法で隠れ酒をしていると

ころを同部屋の仲間に見つかり、職員にバレてしまいました。 

 代表と職員に呼び出され「飲んでいるのか？」という言葉にとっさに「飲んでいません」

とウソをついてしまいました。その時の私の気持ちは研修を降ろされる、怒られる、嫌われ

るなど色々なことが頭をよぎりウソを突き通しました。 

 もうすぐ１年のクリーンバースデーでしたが、飲酒が分かったことでこの１年がなくなっ

てしまうのがイヤでした。けれどもウソをつき続けての生活にも苦しくなり１年のクリーン

バースデー当日、会場で事情を知っている仲間からの後押しで決意し、スリップしていたこ

とを正直に話しました。  

  藤岡ダルク 入寮者からのメッセージ 

「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。 

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！ 

施設での感染

症予防教育

の様子 
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 研修スタッフを降ろされ、入寮生としての生活に戻りましたが、自分自身に問題があること

には気がつかず、アルコールさえ止めていれば良いと思っていました。自分勝手になり仲間と

トラブルを起こしたりミーティング、各種プログラム、役割をただやっているだけの日々でし

た。 

 アルコールを止めてもうすぐ１年、そんな時に仲間と大きなトラブルがありました。アル

コールには手を出さなかったものの、トラブルに納得がいかず自分自身を傷つける行為をして

しまいました。どうにか１年のクリーンバースデーを迎えることが出来ましたが、ホッとした

気持ちとトラブルに納得のいかない気持ちに再び飲酒をしてしまいました。しかも今回は仲間

を巻き込んでの再飲酒でした。一緒に飲んでいた仲間がバレて、次は私だと思っていました

が、私から言い出せず、「もしかしたらバレてないのか」と勘違いしていました。職員に呼び

出され「飲んでいるのか」と聞かれ「飲んでいません」とまたウソをついてしまいましたが、

ウソをつき続けるのはもう無理だと思い「飲みました」と正直に言いました。 

 ２度のスリップを経験して、アルコールだけではなく、自分自身には色々な問題があるので

は？ と思うようになっていきました。けれども、どう取り組んだら良いのか分からず仲間に

相談したり、棚卸しを行ったり自分自身と向き合うために職員に頼んでステップワークに取り

組んだりなど、以前の私では絶対やらないことを始めてみました。そしてようやく自分自身の

問題に気が付き始めました。 

 入寮してもうすぐ３年が経とうとしていますがクリーンは現在７ヶ月。代表、職員、スタッ

フ、仲間のおかげで今の私があると思っています。藤岡ダルクに来ていなければ身近にあるア

ルコールですべて失うとこでしたし、恐らく死んでいたと思います。自分自身の問題に気が付

き生きる喜びを少しずつ感じています。 

 ここで気がついたことを糧に新しい生き方に挑戦していきたいと思っています。 

諸般の都合により、関係

各所への発送を一旦中止

させていただいていま

す。 

アパリ会員と受刑中の方

のみにお送りしていま

す。 

ウエブページをご参照く

ださい。 

https://apari.or.jp/

news/ 

弁護士に向けて！ 

第4回 アパリ(薬物事犯者支援団体)と考える薬物弁護研究会 
 

      テーマ   「常習的な薬物・窃盗・性犯罪事犯等の弁護 

                ～保釈中からの治療の立証方法～」 
 

日時：2020年9月14日(月)19時～21時  

場所：NPO法人アパリ1階 会議室 

参加費：無料 

申し込み：不要 

 

講師：尾田真言（アパリ事務局長） 

 薬物自己使用等事犯、スト―カー、放火、万引、性犯罪、アルコールやギャンブルに起因する犯罪を

した人の中には、常習犯や累犯とされる、反復違法行為者が少なくありません。こうした人たちに、保釈

中から疾病性にかかわる部分の治療をしてもらうことが、再犯防止に向けた積極的な努力と評価され、

有利な情状として軽い判決につながることがあります。今回の勉強会では、反復違法行為者に着目し、

保釈中に再犯防止の治療を受けてもらうための方法、その治療の立証方法、最新治療情報（条件反射

制御法など）、執行猶予中の再犯や猶予期間経過後２年で再度の執行猶予判決が言い渡された裁判

例等を具体的に紹介します。 

 

 この研究会は、薬物弁護に関わる方々に、情状事実の一つと評価される被告人の更生に向けた活

動やその立証方法を紹介することを中心に、被告人の更生支援を一緒に考えていくことを目的としてい

ます。事例を持ち寄りながら、アパリの経験をお伝えします。  
  

【事務局】 

NPO法人アパリ 志立玲子(精神保健福祉士)、熊王斉子(弁護士) 

お問合せ：03-5925-8848 

施設での夏のイベント 
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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.or.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、

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。 

 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。 

[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] 

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】 

アパリの支援 

○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://fujiokadarc.com/ 

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 

2019年７月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://apari.or.jp 

https://www.facebook.com/

AsiaPacificAddictionResearchInstit

ute/ 

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 

2020年7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 

7/6(月) 終了 7/20(月) 
家族のためのステップ講座 

「ステップ4,5」 

8/3(月） 

第8回 

あなたの環境や状態を良いもの 

に変えよう 

8/24(月) 

第4に変更 

家族のためのステップ講座 

「ステップ6,7」 

10/5(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 

10/19(月) 未定 

11/2(月) 
第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 
11/16(月) 未定 

9/7(月) 
第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

9/28(月) 

第4に変更 

№57 

「親が変われば子も変わる」 

近藤 恒夫（理事長） 

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞ 

【対象】 

○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からでも参加できます。 

○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 


