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ＡＰＡＲＩとは、ア

ジア太平洋地域ア

ディクション研究所

（Asia-Pacific Addic-

tion Research Insti-

tute)の略称です。 

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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地域生活定着支援センターについて 
 

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 

精神保健福祉士 佐々木 渉 

 

1、はじめに 

ほっとステーションは、札幌市中心部のオフィスビル内にあり、外来診療の他に、精神科デ

イケアや訪問看護、就労支援、グループホームなどを運営している多機能型精神科診療所で

ある。（図１）幅広い疾病の方が通院しているが、中でも、違法薬物乱用やアルコール、

ギャンブル、窃盗行為、性的逸脱行為などを繰り返す対象者に対して、司法や行政機関、地

域の多機関と連携しながら治療や支援を行っているのが特色である。表題にある地域生活定

着支援センターは、矯正施設から釈放される対象者の地域移行に関して、我々の支援に欠か

せない存在となっている。ここでは、我々が日頃連携する中での所感も交えてお伝えした

い。 

 図１ ほっとステーションの概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、地域生活定着支援センターの概要 

2006年１月、山口県下関市にある下関駅が放火され全焼する事件が起きたことは記憶に新

しい。逮捕された対象者は、刑務所から出所したばかりで、生活保護の申請も断られ、行き

場もなく、「刑務所に戻りたかった」という動機で放火をした。その後の裁判では、軽度の

知的障害があり、かつ、高齢で出所後に適切な支援を受けられなかったことが問題としてあ

げられた。 

 



 「フェローシップ・ニュース」№103 令和2年11月1日 奇数月1日発行 

 

Page 2 フェローシップ・ニュース  

この事件がきっかけで、全国の矯正施設で調査が進められ、高齢者、もしくは、何らかの障害

を抱え、身寄りも行き場もなく、医療や福祉サービスの必要があるにも関わらず、釈放後に適

切なサービスにつながることができずに刑務所と地域を行き来する、いわゆる「回転ドア」を

繰り返す対象者の存在が確認された。それを受けて厚生労働省は、２００９年７月に、「地域

生活定着事業」（現在は、地域生活定着促進事業）を創設し、全国の都道府県に１カ所ずつ

（北海道は広域のため２カ所）、「地域生活定着支援センター」を設置し、服役中から出所後

の治療、福祉サービス、生活、住居、就労などを調整する仕組みを整えた。 

 

3、地域生活定着支援センターの役割と業務について 

地域生活定着支援センター（以下、センターと称す）の役割は、矯正施設等に収容されてい

る、高齢または障害者に対して、保護観察所と協働して釈放後の受け入れ先やサービス等を調

整し、再び矯正施設に戻ることない地域生活を整えていくことにある。 

センターの主な業務は以下の通りである。 

①コーディネート業務 

収容中から対象者と面接を繰り返し、釈放後の医療や福祉サービスに係るニーズを調査し、地

域の機関と連携しながら受け入れ先の調整を行う。 

②フォローアップ業務 

コーディネートによって矯正施設から退所したのちに、医療機関や福祉施設等を利用する方に

関して、本人や支援者に対して必要な助言等を行う。また、必要に応じて訪問をしたり、支援会

議へ参加して、地域生活の見守りやサポートを行う。 

③相談支援業務 

矯正施設から退所した人の福祉サービスの利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応    

じて、助言その他必要な支援を行う。 

（厚生労働省 地域生活定着促進事業のホームページより抜粋） 

 

 センターは、保護観察所の依頼に基づき、出所後の受け入れ先やそれに伴う行政手続き、医療や

福祉サービスの調整などを多機関と連携しながら行う。（図２）  

 調整には、「特別調整」と「一般調整」の二通りがある。 

 

①特別調整の対象者（以下の要件すべてを満たす者） 

・高齢（おおむね65歳以上）であり、又は身体障害、知的障害もしくは精神障害がある（これ

ら障害の疑い含む）と認められること。 

・釈放後の住居がないこと。 

・高齢又は身体障害、知的障害もしくは精神障害により、釈放された後に健全な生活態度を保持

し自立した生活を営む上で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関による福祉サービス等

を受けることが必要であると認められること。 

・円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当であると認められること。 

・特別調整の対象者となることを希望していること。 

・特別調整を実施するために必要な範囲内で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関に、保

護観察所の長が個人情報を提供することについて同意していること。 

②一般調整の対象者 

 釈放後の帰住先はあるが、障がい者・高齢者で、かつ、医療や福祉サービスを受けることが必

要と認められる者。 

③その他 

・被疑者・被告人となった（罪に問われた）障がい者・高齢者 

・既に不起訴・執行猶予等の処分を受けた障がい者・高齢者 

・既に矯正施設を出所した障がい者・高齢者 

・更生保護施設入所中の障がい者・高齢者 

 

（全定協HPより） 

 
  

ほっとステーションが

入っているビル 

（2001年設立） 

佐々木 渉 氏 
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 図２ 特別調整による多機関連携の図 
 

 このようにセンターは、罪を犯した高齢

者と障がい者に対して、刑事司法体系の段

階に応じて必要な調整を行っているが、業

務の中心となる「特別調整」は、矯正施設

から釈放される「出口」に介入することで

俗に「出口支援」と呼ばれる。さらに、検

察庁の社会復帰支援室が中心となり、逮捕

されたのちに送検された高齢者や障がい者

に対して、医療や福祉支援を必要とする起

訴猶予者等について、弁護士や保護観察

所、医療、福祉サービス機関等と連携し

て、橋渡しを行う「入口支援」にも協力を

しているが、実情はそこまで介入できてい

ないのが現状であるようだ。長崎県のセン

ターでは、県と連携して、薬物乱用者に特

化した入口支援を多機関と連携して実施し

ている。 

   

4、センターとの連携の実際（ほっとステーションの例をもとに） 

 ここでは、実際どのように連携が行われているか、ほっとステーションの例を交えて紹介する。 

（1）調整依頼 

センターからの依頼は、収容者が釈放される6カ月から1年ほどの時期にあることが多いが、ま

れに、釈放まで数週間という急な案件もある。はじめは、電話やメールで依頼があり、その後、

センターが作成したフェイスシートをもとに受け入れの可否について情報共有する。 

（2）面接 

その後、実際に矯正施設に出向いて収容者と面接を行う。ここでの面接は、アクリル板越しの一

般面会ではなく、矯正施設内の面接室で保護観察官とセンター担当者、分類の福祉専門官立ち合

いのもとで行われる。通常の一般面会だと、受付で収容者との関係を確認され、混みあっている

場合は、1時間以上待つこともある。さらに、面会時間は15分程度で短く、時間内に釈放後のア

セスメントを行うのは難しい。 

特別調整の面接では、あらかじめ面接日時を設定できるため、待ち時間もなく、面接時間も収容

者の入浴や食事の時間に重ならなければ、1時間程度は可能である。面接は、原則、矯正施設内で

行われるが、例外として、福祉サービス等の意見書作成や障害者手帳の診断書など医師の診察が

必要な場合などは、刑務官の付添いのもと、「外診」扱いで、来院する場合もある。 

面接では、釈放後のニーズの確認と、これまでの生活歴や犯歴、家族背景などを聞き取りしたの

ち、当院で提供できる治療や福祉的サポートを紹介する。当院への依頼は、治療と住居をセット

で依頼される場合が多いため、治療の他に、グループホームの説明などをパンフレットや室内写

真を見せながら説明をすることが多い。 

ほっとステーションのある北海道には、少年院が３カ所、刑務所が７カ所あり、札幌から片道約

300Km、車で5時間ほどかかる地域もあり、非常に広域である。そのため、北海道は、札幌と釧

路に２カ所設置され、広域をカバーしている。札幌に帰住する対象者を調整する場合は、原則、

札幌センターが担当するため、調整依頼があった場合は、片道5時間かけて面接に行くこともあ

る。その場合、保護観察所から協力依頼として謝礼金が支給される。我々は、一度だけ面接する

場合が多いが、センターの担当者は、釈放まで何度も矯正施設に足を運び、面接を重ねて釈放後

の地域生活の調整を行う。その間に、必要な手続き等を、センターと当院で役割分担を行い、釈

放当日に備える。 

（3）釈放時の対応 

釈放当日の迎えは、センター担当者が対応することが多い。遠方の矯正施設からの釈放で、当

日朝の引受が困難な場合は、事前に、帰住先に近い矯正施設に移送される。釈放後に、生活保護

の申請や福祉サービス申請、住民票の異動、住所変更などの行政手続きを当日のうちに済ませ

る。 
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長谷川直実・編著 

「メンタルヘルスにおけ

る地域生活支援の手引き

―医療機関から手を伸ば

したつながり方」 

（金剛出版2019年） 

2,860円 

その後、センター担当者に付き添われて来院して初診診察を行い、本人、センター担当者も交え

て「ケア会議」を開き、今後の治療と生活について話し合う。グループホームに入居する場合

は、契約などを済ませ、住居に移動する。 

（4）釈放後の地域定着支援 

  その後も、センター担当者は定期的に本人の自宅を訪問したり、ケア会議にも参加するなど、

引き続き連携を取っていく。また、危機介入の場面が発生した場合も、我々と共に臨機応変に対

応してくれる。ある釈放された人から、「釈放されたら大好きな焼肉を食べたい」という相談が

あり、休日に一緒に食べに行ってくれる例もあった。本来の職域から外れているかもしれない

が、彼らのリカバリーを考えれば、地域の中で孤立させない「つながり」であったり、自分らし

い地域生活を送ることができる「きっかけ」にもなり、とても大切な視点だと考える。 

（5）センター設置前と今との変化 

センターが設置される以前は、「今日出所してきました」「今日から住む家がありません」

「お金がなくて家が借りられません」という相談が多かったように思う。その場合、急遽、受け

入れ先を調整したり、生活保護の申請に同行したり、サービスの手続きを行う必要があり、それ

らの調整をすべてほっとステーションが行ってきた。その中でも、住居の調整をする際、「矯正

施設に入っていた」と言えば、不動産屋に渋い顔をされ、生活保護を事前に手続きできず、経済

的な保証も、保証人もいないため、家が借りられない状況もあった。それでも、調整の段階で理

解のある人に出会い、その人がきっかけでネットワークが広がり、少しずつ調整も円滑に行われ

るようになってきた。 

センターが設置されてからは、調整の分業が可能になり、さらに、円滑に調整を進めることが

できるため、我々の負担も大幅に軽減され、調整される本人にとっても釈放後の不安が軽減され

る。 

（6）課題 

特別調整の対象になれば、円滑な調整がなされる一方で、特別調整の要件を満たしていても、

調整から外れてしまう対象者もいるため、調整が不十分で釈放される者もいる。ほっとステー

ションにつながる罪を犯した人の流れは、①センターから特別調整での依頼、②保護観察所から

一般調整での依頼、③収容者から直接手紙で依頼、④検察庁社会復帰支援室からの依頼（入口支

援）、⑤矯正施設職員から直接依頼、⑥もともと通院していた人からの依頼などに分類される。 

②の一般調整については、保護観察所からの依頼で、「引受先」として受け入れることで、保

護観察官同席の上で特別調整と同様の面接が可能である。 

③について、年に数回、当院に通院歴のある収容者から話を聞いて、手紙で治療や受け入れを

希望する者もいる。収容者本人から直接依頼があった場合の調整は、特別調整のように円滑な調

整は難しい。さらに、手紙のやりとりをしていることが、「受け入れ先がある（もしくは受け入

れる予定がある）」と判断され、調整の要件から除外されることもあるようだ。ほっとステー

ションは医療機関であり、住居ではない。さらに、手紙を受け取った人や機関が、釈放までの調

整役を担わなければならないのはどこか矛盾しているように思う。そのような場合は、引受人に

なることを前提に、帰住先によって地区を管轄する保護観察官か、矯正施設の分類福祉専門官に

あらかじめ連絡をして、一般調整の枠で面接を依頼することもある。 

また、特別調整の要件の一つに、障害サービスを受ける必要があると認められるとされている

が、それを受けるには、「障害」として認定されている必要がある。過去に通院歴があり、医師

から診断を受けている場合は問題ないが、疾病によっては、「対象外」になるケースもある。 

（7）その他 

  センターの調整で障害福祉サービス事業のグループホームや宿泊型自立訓練施設に入居した場

合、「地域生活移行個別支援特別加算」という加算を算定できる。一定の人員要件や保護観察所

もしくはセンターとの連携をしていること、研修を受けていることなどが必要だが、矯正施設の

退所者もしくは、医療観察法対象者を受け入れた場合は、3年間を上限に算定できる。他の入居

者と比べて地域連携や見守りが必要な方も多く、その分、グループホームで関わる世話人の負担

も大きい。障害福祉サービスの申請をする際は、所定の申請書で行政機関に申請する。様式は、

自治体によって異なる。 

 

5、おわりに 

2016年の犯罪白書によれば、罪を犯した検挙者に占める再犯者の割合が、48.7％と全体の約

半数を占めた。そこで国は、刑事司法の関係機関の取り組みに加えて、各地方公共団体や民間機

関等と連携した「再犯防止推進計画」の５カ年計画を発表し、犯罪による被害を受けることを防

止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図ることを掲げた。 

 

以下の本は佐々木渉さん

も執筆者の一人になって

います！ 
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 アパリでは簡易薬物検査キットを販売しています！ 
 

 アパリではAmazonで簡易薬物検査キットを販売しています。この検査キットは違法な薬物を使っている

可能性を陽性、使用していなければ陰性を示す検査キットです。あくまでも使用の可能性を判断するもの

です。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。 

 検査キットについてお困りのことがありましたら 

アパりにご相談ください。 

 詳細はアパリのホームページをご覧くだい。 

 https://apari.or.jp/testkit/ 

 

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（14） 
 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 
 

コロナの影響もあり、ストレスフルな毎日をお過ごしのことと思います。みなさまいかがお過ご

しですか。 

何だか体調不良が悪であるかのような社会の風潮にマスクの息苦しさ以上に何とも言えない息苦

しさを感じているこの頃です。 

そんな息苦しさも手伝ってか、最近、薬物事件が増えているようにも感じます。こんな時期だか

らこそ冷静になりたいところですが、最近ある覚醒剤の事件で「ダルクは絶対に嫌だ」「保釈で家

に帰りたい」という本人の猛烈な叫びがありました。これに対して根負けしない家族。激しいやり

取りの末、本人はダルクに入寮することに。 

ところが、あれだけ嫌がっていたダルクのプログラムが意外によかったようで、仲間とバーベ

キューをしたり、旅行に行ったり、とても満喫できた様子の本人。楽しい思い出もたくさんできま

した。そんな充実した雰囲気が裁判官に伝わったのか、判決もだいぶ軽くなりました。本当によく

頑張った本人。 

ここで安心してしまうのが家族。大切なのはこれからであるにもかかわらず、もう大丈夫だろう

と思ってしまいがちです。家族が本当に頑張るのはこれからなのです。 

本人や家族にもいろいろなタイプがいます。支援者につながり熱心に動く本人もいれば、動かな

い本人もいます。熱心に動く家族もいれば、動かない家族もいます。さきほどの本人が保釈でダル

クに入寮したケースは、とても熱心に動いた本人と家族でした。 

いざ事件になると本人も家族も混乱します。何かを決断することがとても難しくなります。だか

らこそ、本人も家族もできるだけ早い段階で支援につながることができたらいいなと思います。 

もちろん、誰かの真似をすればうまくいくというものではありませんが、何もしなければ事態が

もっと悪くなることもあります。物事にはいろいろなタイミングがありますが、今後とも絶妙なタ

イミングでうまく関われる方法を模索していきたいと思っています。 

コラム 

罪を繰り返す要因は、人それぞれの生活背景も影響しているが、彼らを排除する「社会」の責

任もあるのではないか。「刑務所から戻ってきた」と正直に言えない社会であるからこそ、社会

に居場所がなく、行き場を失い、孤立し、下関駅を全焼させたときのように「刑務所に戻りた

かった」という気持ちにさせてしまうのではないか。その人は、すでに出所し、NPO法人が運営

する住居で、再犯せずに自分らしい生活を送っていると聞く。 

センターが果たす役割は、単に釈放後の地域生活を調整する機能だけではなく、こうした社会

の中で生き直しができる枠組みを整えることにあると感じている。今後、国が掲げる再犯防止推

進計画によって、「生き直しができる社会」がより広がっていくことを期待している。 

マルチタイプ（6種類+ｱﾙｺｰﾙ） 

唾液検査キット 2,750円(税込) 
マルチタイプ（12種類） 

尿検査キット 2,750円(税込) 
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「藤岡ダルクにつながって」 

 
ラファ 

 こんにちは、アディクトのラファです。年齢は46歳でクリーンは５年９ヶ月です。 

私の母親は若いころにシンナー遊びを、父親は覚醒剤をやっていました。そのことを物心つ

いた頃に知った私は絶対に薬なんかやらないと決めていました。そんな私との薬物の出会い

は、16歳の時に出逢ったシンナーを使っている女性がきっかけでした。その女性のことが好

きな私は、シンナーなんて止めろといつも言っていましたが、彼女は止めてくれないので、

諦めた私は彼女と一緒にいたいが為にシンナーを使いました。初めてやった感じは、なんか

気持ちいいな～と思う程度だったのですが、1人でいるときもやるようになりました。その

後もっと気持ちよくなる薬物を求め不良仲間から覚醒剤を購入しました。覚醒剤を注射器で

打った瞬間この上ない高揚感を感じた私は、こんなにいい薬物はないと思い虜になりまし

た。それからの私の人生は言うまでもなく、薬の為に働き、犯罪をして収入を得る毎日でし

た。 

 21歳の時覚醒剤を一緒にやっていた女性と結婚をして家庭を持ち、子供も授かりましたが

数年で離婚をしました。1人になり薬物を止められない私は犯罪に明け暮れて生活していた

ので、刑務所には２回入りました。出所後も薬物を使い続け、37歳の時に合法ハーブと出会

い３年間で身体がボロボロになりました。 

 その時に本当に薬物を止めたいと思い、薬物依存症回復施設の山梨ダルクに入寮をしまし

た。けれども入寮初日から仲間なんていらない、ミーティングなんてやりたくないと思いま

した。入寮生活が嫌で嫌でたまらなく２ヶ月間は我慢して生活していましたが、３ヶ月目に

調子が悪いと偽り、２ヶ月間精神病院に入院しました。施設が嫌だった私は退院日に施設の

スタッフに施設移動を申し入れましたが、駄目だと言われ頭にきて何か悪いことをすればさ

せてくれるのかと言ったらスタッフに怒られましたが、結局施設移動になりました。移動先

は富士五湖ダルクでした。これからは真面目に仲間と共に回復していこうと気合いをいれま

したが、最初からミーティング中に平気で寝る、指名されても当たり障りのない話をする、

仲間と賭け事をするなど、本当に適当な生活をしていました。そんな生活も嫌になり自主退

寮をするためのお金が必要だったので施設で禁止されているパチンコ店に通うようになりま

した。施設にパチンコをやったことがバレてすごく怒られたのですが、それを無視し何度も

パチンコ店に通いました。 

 富士五湖ダルクに来て２年３ヶ月が経ったとき自主退寮をしました。地元の東京に戻り、

所持金を増やす為にパチンコをやり持ち金の殆どを負けました。お金が無い私は福祉に泣き

つきましたが、福祉では何もできないので、富士五湖に戻るか藤岡ダルクに行って下さいと

言われました。凄く迷いましたが、恥ずかしくて富士五湖に戻れない私は、しかたなく藤岡

に行くことにしました。３、４時間ほどでスタッフが迎えに来てくれたので一緒に藤岡まで

向かいました。 

 施設に着いて、これからまた施設生活が始まるのかと思った瞬間に本当に嫌だ逃げたい何

年いることになるんだろうかと思ったのを覚えています。藤岡ダルクのプログラムは前にい

た施設よりもハードでした。やる気の無い私がハードなプログラムを真面目にやれるわけが

ありませんでした。前にいた施設同様でミーティング中も寝る、エイサーはやらない、役割

も率先して出来ず言わ

れたことを適当にやる

だけでした。仲間とも

余り関わらずにいて結

構１人でいることが多

かった気がします。 

                                

  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！ 
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 それから２ヶ月ほど経った日、他の入寮者の真面目にやっている姿を見たら自分も真面目に

プログラムに取り組もうと思いました。今思うと、その日から私の回復が始まったのかも知れ

ません。まずはミーティングで寝るのをやめ、役割では次に何をやったらいいかを自分から聞

くようになりました。少しずつ仲間とも関わるようになり、新しく入寮してくる仲間のサポー

トを率先してやりました。仲間のサポートは自分自身ができていないとできないことなので最

初はとても難しかったです。 

 藤岡に来て５ヶ月ほど経ったときにダルクのスタッフになりたいとスタッフに話しました。

話を真剣に聞いてもらえたのか、NAに行くときの車のドライバーから始まり、すぐにスタッフ

研修に入れてもらえました。ここから私の数々のやらかしが始まります。研修２ヶ月目に車を

運転中、山道で前から来た車に道を譲ろうとしてバックしたら後輪のタイヤが側溝にはまり無

理矢理抜けたら車体に傷がついたので、怒られると思い同乗してた仲間達に口止めをし施設に

報告しなかったら後日バレて怒られたとか、NA会場の駐車場で後ろが暗くて見えなかったので

塀にぶつかりブロック塀にヒビを入れて怒られる、１人で運転して施設に帰る途中にスピード

をかなり出していたのでスリップしてコントロール不能になり壁に突っ込みボディが大破して

車が廃車になってしまったとか、仲間からタバコやお菓子などをガジり施設にバレて怒られる

のですが、何ヶ月してまたガジったとかもあります。２回目がバレたときは研修を下ろされま

した。当時私の昔の生き方は全開で治っていませんでした。精神的にも具合が悪くなったこと

もありますが、人を信用できないたちなので相談などもほとんどできなかったです。研修を下

ろされたことによる恥ずかしさがいっぱいで、またもや自主退寮をしようとしましたが思いと

どまり、就労をさせてもらいたいとお願いをしました。すぐに就労の為、エリア高崎(デイケア)

に行かせてもらえたのですが、すぐには仕事探しはさせてもらえず、スタッフにラファは嫌な

こと苦手なことをやらないと言われました。私は得にならないことやお金にならないことはし

なかっただけだと思い、指摘され面白くなくイラッとしたので、逆にその日から人がやらない

こと気づかないことなどを常に探し考えてやるようになりました。 

 最初は何をしたらいいのかわからなかったのですが、少しずつ身について色々なことができ

るようになりました。その甲斐があってか就労の許可が出たので、仕事を探して面接に行きま

したがことごとく不採用になり11店舗も面接に落ちたのですが、12店舗目でラーメン店に採

用されました。職場では人が嫌がることを率先してやっていたら他の従業員からは働き者で良

く気がつく人ですねと言われ、店長にも気に入られました。 

 今思うとこの様に真面目にスタッフ研修を行っていたら、少しはましにできていたのかなと

も思いますが、今までに色々なことを経験して失敗し学んだからこそ、今の私がいるのだと前

向きな気持ちでいます。私は人は変わりたいと本気で思い努力をすれば変われるのだというこ

とを藤岡ダルクに来て学びました。そしてこれからも私は幸せになるために、生き方を変え回

復のことを考え前向きに生活していこうと思います。 

藤岡ダルクの庭園 

アパリの新しいパンフ

レットが完成しまし

た！ 

必要な方にはお送りい

たします。ご連絡くだ

さい。 

理事の徳永健二さんが永眠されました 
  

 アパリの理事になってまだ日が浅かったのですが、以前から患っていた病気のため9月18日にお亡

くなりになりました。心からご冥福をお祈りいたします。 

徳永氏プロフィール：昭和22年鹿児島種子島生まれ、明治大学商学部卒業後、32年間矯正一筋に尽

力。九州地方や関東地方のいくつかの刑務所長を歴任。2008年3月退官、2018年よりアパリ理事。 

 

アパリ新理事就任のお知らせ 

 
 8月1日付けで以下の理事が加わりました。 

〇山本 大
マサル

 

（NPO法人アパリ 藤岡ダルク代表 一般社団法人AREA代表理事 韓国ソウルダルク顧問) 

〇加藤 隆 

（NPO法人八王子ダルク 代表理事 1997年から2年間ダルクでの回復プログラムを受ける。2007年東  

京ダルクに入職 2011年東京ダルク八王子施設長を経て2015年より現職） 
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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/

AsiaPacificAddictionResearchInstitute/ 

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 

2020年

11/2(月) 

第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 
11/16(月) 

№59 

「刑務所の実態」 

インベ、ヒデヨシ（ｱﾗｲﾌﾞﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰ） 

12/7(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 

12/21(月) 
家族のためのクリスマス会 

ゲスト：近藤恒夫(予定)18時～ 

2/1(月） 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

2/15(月) 

 

未定 

 

3/1(月)   

第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

3/15(月) 未定 

2021年

1/18(月) 
第3に変更 

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 

1/25(月) 
第4に変更 

未定 

＜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 


