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シンポジウム「依存症と刑事裁判」
理事長 尾田 真言
No.113に引き続き、2022年6月18日(土)に開催された司法ソーシャルワーク研究集会のシ
ンポジウム「依存症と刑事裁判」で私が報告した後半部分を解説します。
４ ダイバージョンについて
（１）ダイバージョンとは
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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（AsiaPacific
Research

Addiction
Institute)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。

目次：

ダイバージョン（diversion）はそらす（divert）という動詞の名詞形で、警察→検察→裁判
所→刑務所という成人の刑事司法手続の流れからそらして、より早く社会復帰させる制度を意味
します。日本語では猶予制度とも言います。
令和2年度（令和2年1月1日から12月31日）に、犯罪を犯した人が約630万人いました。そ
のうち約560万人は道路交通法違反という犯罪行為をしたのだけれども、青切符を切られた軽
微な違反者です。青切符を切られた場合は、反則金を納付すれば刑事訴追されることなく、事件
が終結します。これは警察段階のダイバージョンです。他にも警察段階の微罪処分、検察段階の
起訴猶予や少年の家庭裁判所送致、裁判段階の全部執行猶予があり、最終的に刑務所に収監され
たのは1万6620人でした。このことから犯罪者のごくわずかである0.26％しか収監されていな
いことがわかります。
その一方で薬物犯罪は厳罰化されていて、1回目こそほとんどの人が全部執行猶予になります
が、2回目からは実刑になります。特に覚醒剤取締法違反で執行猶予期間中に再び覚醒剤取締法
違反で起訴された場合に再度の全部執行猶予が言い渡された人は、1980年前後には約300人
にいましたが、最近10年間は年にゼロか1人しかいません。

シンポジウム「依存症
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私は薬物犯罪の厳罰化に反対します。検察官の求刑が起訴の回数が増えるごとに重くしていくだ
けでは回復プログラムにつながらないからです。その一方で非犯罪化にも反対します。刑事司法の
役割の一つが抑止力の提供なので、ダメなものはダメだと法律で明記しておくことは必要だからで
す。
（２）検察段階の入口支援について
私は薬物自己使用等事案については、まず第一段階としては、検察官による起訴猶予制度を活用
した入口支援を行うのが良いと考えます。

この方法は、物質使用障害の回復プログラムに参加する約束をした者を処分保留で釈放し、社会
内で薬物依存治療や回復プログラムを受講した者は起訴猶予で事件を終結させる一方で、きちんと
参加すべきプログラムに取り組まなかった者に対しては、起訴して、通常の裁判手続にのせるとい
うやり方です。いままで病識がなく、自分の状況を否認してプログラムに取り組むことがなかった
薬物自己使用事犯者が列をなして参加するようになるものと思います。
このような検察段階のダイバージョンに対しては、その当・不当を争う手段がないので不平等だ
からやるべきでないという批判がなされていますが、無罪を争うのであれば、交通反則通告制度の
場合と同様に、正式な裁判を請求できるようにしておけば足りるでしょう。各種のダイバージョン
制度（猶予制度）は最近始まったものではなく、明治18年に，在監者の増加に伴う監獄関係経費
の増大を憂慮して発せられた当時の司法卿の「微罪不検挙に関する訓令」に由来するものです。

ハワイ州第１巡回裁判所

HOPEの詳細はフェ
ローシップ･ニュース
№60で紹介していま
す。

（３）遵守事項違反者のための裁判官主導の保護観察制度について
次に裁判段階のプロベーションで注目すべき制
度としては、ハワイのHOPE（ホープ）という保
護観察制度があります。HOPEはHawaii’s Opportunity Probation with Enforcementの略で
すが、ハワイの裁判官主導の強制力のある条件付
き保護観察という意味です。
私たちは公益財団法人日工組社会安全研究財団の
助成金をいただくことができ、2013年8月に、ハ
ワイにHOPEの視察に行ってきました。そして、
スティーヴン・アルム判事
創設者のスチーブン・アルム判事から、「刑務所
収容は刑事司法の失敗だ。どんな犯罪者でも立派
に社会内処遇で回復できる道がある」と言われたとき、目からうろこが落ちる思いがしました。
HOPEは薬物事犯で保護観察になった対象者が遵守事項違反をした時に、数日間罰として拘置所
に収監するが、またすぐに社会内処遇に戻すという方法で、失敗しても社会内でプログラムをでき
るだけ継続させようとしている制度です。不定期に頻繁な薬物検査を実施して、薬物の使用や保護
観察官との約束の不履行など、違反が発覚するたびに、迅速、予測可能、かつ即時の制裁（通常、
数日間の刑務所行き）を課す制度です。
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HOPEの保護観察の対象者は平日の毎朝、午前4時に電話をかけて、９色の色の中からランダム
に選ばれたその日の色を聞くことが義務付けられています。「今日は赤色」というアナウンスが
流れていたら、赤色が割り当てられていた人は、午前6時半から午後2時半までの間に裁判所に出
頭して、裁判所の中にあるラボで尿検査を受けることが義務付けられます。HOPE開始後、最初
の2か月は、最低週1回は抜き打ちで検査が明示されます。保護観察の遵守事項を守り、尿検査で
陰性が続くと、検査回数が少なくなっていきます。出頭しない場合には速やかに警察官に逮捕さ
れて、拘置所に収容されます。
アルム判事が就任する前のハワイの保護観察は、10数回位違反をするまで罰はなく、ある日突
然、保護観察が取り消されて刑務所に収監されるというものでした。アルム判事はそんなことを
していて、保護観察対象者がルールを守るはずがない。子育てと同じように、悪いことをしたら
即座に罰を与えなければ意味がないと考え、独自にHOPEの制度を創りました。保護観察対象者
はいつでも治療の紹介を求めることができますが、何回も違反している対象者の場合は、施設に
入寮して治療を受けることが義務付けられます。
HOPEには犯罪抑止効果があるということで、2014年以降、アメリカで同様のプログラムを開
発するために、30以上の州に1500万ドル近くの予算が付けられました。
しかし、米国国立衛星研究所の資金提供により、長期的な研究が行われたところ(注)、その他の
州ではあまり良い結果が出ていないことがわかってきました。アルム判事が州内の様々な機関と
連携して、最小限の資金でHOPEを行っても、他の地域で同様のことができるわけではありませ
んでした。また犯罪者の抱える問題が薬物やアルコールだけではなく、その他の問題の治療が必
要なケースもあるし、就労支援が必要な人にそれができなかったり、違反行為に対して短期間の
厳しい罰だけで人の行動が改善されるわけではありませんでした。やはり個々の対象者が抱える
問題に応じた、きめ細かい対応が必要なのであって、薬物検査と拘置所での短期間拘禁するとい
う単純な対応では効果が薄いということのようです。
ヒトの行動がどのようなメカニズムで起こるのかということに立ち返って、根本的にプログラム
を改訂する必要があると思います。
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Lattimore et al., ‘Outcome
Findings from the HOPE
Demonstration Field Experiment Is Swift, Certain, and
Fair an Effective supervision Strategy?, “American

Society
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Criminology,
CRIMINOLOGY & Public
Policy, Vol.15 Issue 4, 2015,
pp.1103-1141

排尿する際は必ず立ち合
います。立つ位置も決め
られています。

HOPE視察のレポートは、公益財団法人日工組社会安全研究財団の研究代表者尾田真言「地域社
会における薬物事犯者の再犯防止支援～HOPEを参考に」『2013年度一般研究助成最終報告
書』をご参照ください。こちらからダウンロードできます。
http://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2015/01/RP2013A_002.pdf

５

アパリの司法プログラム
アパリでは2000年より、薬物事犯者に対する厳罰主義の弊害に対応するべく、より早い段階で
本格的な回復プログラムに参加してもらうための、司法サポート事業（有料）を行っています。
その内容は、まず裁判段階では保釈中からプログラムに参加してもらい、受刑中には通信教育を
行い、帰住地をダルク、引受人をそのダルクの責任者とするように受刑中のクライアントに申請
してもらい、仮釈放日に出迎えに行き、保護観察所経由でダルクに同行したり、満期釈放ならそ
のままダルクに直行できるように出迎えに行っています。
ともすれば現行の刑事司法制度では、懲役刑を受けるだけで、回復に向き合うことが一切ない
まま出所してきます。体が覚えてしまったことは訓練なしには忘れられることができないのだか
ら、頭で考える部分に抑止力をかけるとともに、無意識の領域には訓練を義務付ける必要がある
と考えます。
https://apari.or.jp/support/
６

アパリのマッチング・サポート
2019年からは、司法サポート契約の費用負担が困難な人に対しても、ダルクへの入寮希望をア
パリ宛に申し出た人に、その人に最も合うと思われるダルクを無償で紹介する、マッチング・サ
ポート事業を開始しました。紹介先はこの事業をアパリと提携して行っているダルクを中心に
行っています。
https://apari.or.jp/matching/
アパリでは、今後も最適なプログラムを提供できるように、調査・研究を続けて行きます。
以上

熱心に尿検査の説明をする
検査担当職員

現地の新聞に日本からHOPE視
察団が来ているという記事を
読み、訪ねてくれた日本領事
館の職員2名。（右2名）
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コラム

支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（19）
理事・嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平

久しぶりのコラムです。近藤さんが亡くなり、ドタバタしていたアパリでしたが、尾田理
事長をはじめ、アパリの新しい体制が決まり（私も理事になりました！）、これまでどお
り、いや、これまで以上に、薬物等の依存問題に対する適切な支援が実現できるはずです。
ご期待ください！
さて、今回話題にするテーマとしては、ここは、オーソドックスなものとして、「ダルク
に行くべきかどうか」という点を取りあげてみたいと思います。これまで、私が支援につな
げる方法を話題にする中で、ダルクに行くという道があることは話題にしてきたところで
す。
では、実際にダルクに行くということはどういうことなのか、具体的に考えてみましょ
う。ある方が刑務所から出てきて、ダルクに入寮したとします。裁判時からダルクに行くと
決め、その旨を約束して判決をもらい、その気持ちを出所時まで変えずにいて、出所時にダ
ルクに入寮したようなケースです。
周りから見ると、裁判時に決めたことをそのまま実行しただけであり、ごく当たり前のこ
とにも思えますが、そうなのでしょうか。刑務所で何年も過ごし、ようやく出所できるとい
う段階であれば、誰しもが自分の好きなように生活したいと思うものです。それにもかかわ
らず、あえてダルクに入寮するというのは、やはり勇気のある選択です。是非とも褒めてあ
げましょう。
そして、ここからはタイプが分かれますが、まずは、ダルクに入寮してしまった以上、仕
方がないとあきらめる方。まあよいでしょう。次に、いやいや、そうじゃない、話が違う
じゃないかとか、周りに文句ばかり言っている方。後者のような方がダルクに入寮すると、
スタッフも対応に追われ、本来のプログラム以外の対応で疲弊してしまいます。本人にもダ
ルクにもよい結果になるとは思えません。
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そこで、掘り下げて考えたいのは、ダルクに無事にたどり着いたものの、ダルクでうまくい
かない方。何が問題なのでしょうか。
そもそもその方は何のためにダルクに入寮したのでしょうか。理由は人それぞれであり、あ
る方は、家族に言われたからかもしれません。支援者に言われたからという方もいるでしょ
う。仮釈放が欲しかったという方もいれば、何となくという方もいるでしょう。理由はともか
く、ダルクにたどり着いた後の取り組み方、すなわち、ダルクでの生活（プログラム）に真剣
に取り組むかどうか、これによってその後の歩んでいく道に違いが出てくることは間違いあり
ません。せっかくダルクにいるのだからとにかく目の前のプログラムに真剣に取り組んでみよ
う。騙されたと思って。そんな方はとてもよいですね。でも、騙されないぞと頑張って抵抗す
る方もいます。または、真剣に取り組んだものの、うまくいかず、イライラして途中で投げ出
してしまう方もいるかもしれません。こんなはずではなかった。そう思いたいのが人の心情な
のでしょう。結局は、最後は自分次第。いくら周りがお膳立てをしても真剣に取り組むか、取
り組まないか、それともぶち壊してしまうか。その時のタイミングに左右されることもあるで
しょう。すべてが本人の問題ということではないと思いますが、それも人生の一場面。できる
ことならば、ダルクでよい出会いがあってほしいですが、ないかもしれません。時の運もある
のでしょう。このように考えると、ダルクでの生活（プログラム）に真剣に取り組むかどうか
は、本人の問題が大きいとしても、単に本人のせいにするのではなく、真剣に取り組むことも
やはり勇気のある選択であると理解し、褒めてあげることが大切に思います。
誰しもが不平不満を抱くものです。ダルクでの生活は一定のルールもあり、それを面白く思
わない方は、自由がない、刑務所と同じだと文句を言います。よく耳にする文句です。それを
頭から否定し、やる気がないと支援者が決めつけるのはよくない態度です。なぜ文句が出るの
か、理由があるはずです。それに寄り添うことができるととてもよいですね。ある方は、よく
文句を言っていました。ただ、スタッフが丁寧に寄り添って対応した結果、ダルクでの生活に
楽しみを見つけたようです。今日でもまだダルクにいます。もちろん、すべての方が同じよう
になるとは思いませんが、できるだけ早い段階で自分がダルクで大切にされていることに気が
付くとよいですね。

ダルクのエイサーで
旗持ちする高橋洋平

全国の書店やAmazon
等でお買い求めくだ
さい！

最後に指摘すると、問題は、現在の歪んだ刑事司法の制度設計にもあると考えています。薬
物事件を何度も繰り返すほど依存問題が根深い方こそ治療が必要なのに、刑事司法は罰（刑務
所）というオプションを用意し、それを適用していくだけです。罰を受ければ受けるほど、治
療に取り組むのが遅くなり、精神症状はどんどん悪化していきます。元通りにならないかもし
れません。なお、ごくまれに治療に理解があり、極めて軽い刑を前提に早期に治療につながる
ような場合もありますが、すぐさま再犯に至ってしまうこともあります。今度は刑事司法が我
慢を強いられるになります。病気だからという理由でどこまで我慢ができるのか、逆に刑事司
法が試されることになります。
私が関わる場面としては、弁護士としての立場上、本人が逮捕されるような場面が多くあり
ます。もちろん、薬物の依存等の問題は逮捕の場面に限られず、日常生活も含め、その他多く
の場面が存在することを知るべきだと思います。逮捕されるような場面だけではなく、その周
辺を含めた諸問題を知ることができれば、刑事司法もより我慢強くなれると思うからです。そ
れとも我慢ではない抜本的な解決策を見出せることになるかもしれません。
話題が少しズレましたが、最初の「ダルクに行くべきかどうか」という問いについては、私
の立場上は、「行くべき」と言うべきなのでしょうが、もちろん、ダルク以外にも魅力的な道
はたくさんあります。その道がどのような道であっても自らが納得するものであれば、その選
択は正解だと思います。ダルクはゴールではなく、通過地点です。その先に自分の足で立って
自信をもって生きていくこと自体がもっと大切なはずです。
ただ、ダルクを選択した以上は、真剣にプログラムに取り組みましょう。きっと自分ひとり
では成し遂げられないワクワクするような新しいチャレンジを体験できます。ダルクはそうい
う場所なので、せっかくダルクを選択したからには、最後まで徹底的に楽しんでほしいと思っ
ています！
以上

明石書店
価格：2,000円
(税別)
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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！

他団体とのエイサー共演

「今をチャンスにしよう」
きんちゃん
初めまして。薬物依存症のきんちゃんです。年齢は今年35歳になります。
僕は小さいときから目立ちたがりやで、おしゃべりが好きな子供でした。人懐っこくて周り
の大人や先輩に可愛がってもらう事が多かった様な気がします。人の懐に飛び込むことが得意
で好きでした。そんな僕は中学生になると一学年上の先輩と遊ぶようになり、少々の悪さを覚
えだしました。マジックマッシュルームや大麻を体験しました。凄くハマった訳ではなく周り
に合わせて一緒に使ったりしていました。高校生になるとガスにハマり、毎日使うようになり
深みにどんどんハマっていって、抜け出したい気持ちよりも沈んでいきたい思いが大きくなり
思いっきり楽しんでしまいました。その後ガスを使わなくなりだした時には大麻を毎日の様に
使う生活が始まり、だんだん生活が苦しくなり周りの先輩などから自分で大麻を使ってお金を
作ることを学び、より一層、精を出して薬物関係にのめり込んでいってしまった様な気がしま
す。そんな生活が数年続きだんだん覚せい剤などの、ケミカル系ドラッグに手を出しだして中
でも覚せい剤に特にのめり込みました。大麻の時と同様、生活がどんどん苦しくなりました。
使っていれば楽しい反面、周りとの差を感じ始めストレスに包まれながら自分には薬物を使っ
た人生が最高で当たり前なんだと思い込む様になりました。現実に戻されたのは23歳の時の1
回目の逮捕でした。執行猶予で外に出ることができました。そこから、上京して知り合いが独
りも居ない東京で新たな人生をやり直そうと思い家族の勧めもあり24歳の時に美容学校に入学
し２年間在学を経て美容師免許を取得でき初めて夢が叶いました。人生で初めてちゃんと勉強
をして国家資格を取得できた時は嬉しかったです。その２年間覚せい剤は数回しか使わず脱法
ハーブや大麻をたまに使う程度でした。
仕事をし始めてからは年1回程度の使用を数年ぐらい続けていて、４年目ぐらいでお金に余裕
と暇な時間が作れるようになり、ストレスを理由に月1回の覚せい剤使用がだんだんスパンが短
くなり毎日使うようになりました。自分では止める事は出来なくなっていたので経済的にも破
綻していきました。2年ぐらいたってから東京で一人で生活する事が出来なくなり家族に地元に
引き戻してもらいましたがそこから2年位隠れて使い続けていました。一緒に生活する家族には
大変辛い時間を過ごさせているにもかかわらず、自分だけ楽しく満足の生活を続けていて9年振
りに逮捕されることになりました。
その時はもう刑務所に行くことになるだろうなと思っていました。家族が地域や会社で置か
れている状況などは何も知らずに僕は反省をあまりしていませんでしたが、兄と面会が出来る
ようになってから色々聞いて申し訳なさで一杯になりました。遠くの警察署まで何回も兄は足
を運んでくれて僕が薬物を止めていける方向に導いてくれようと必死でしたが、僕も必死に抵
抗していました。何が正解なのかわからず兄や家族の考えに従えない自分がとても辛くて苦し
い時を過ごしました。弁護士からは裁判に家族の誰かが出ない限り執行猶予が取れる確率は低
いと伝えられました。僕は刑務所にはどうしても行きたくないと思うようになっていました。
裁判に一緒に出てもらう事の条件がダルクに行く事で、自
分の力だけではどうすることも出来ない事に悲しくなり泣
きながら兄や昔からの知り合いのダルクスタッフに助けて
くださいとお願いしてダルクに入寮する事になりました。
裁判も終わって、外に出ることが出来、その足で今いる
藤岡ダルクに来ました。みんな優しく初めから話してくれ
て気を遣ってくれて嬉しかったです。1ヵ月も経つと、飽
きもきてみんなより僕はまともだからもう外に出て生活で
きるんじゃ無いか？などと考えるようになりました。
JAファーマーズ高崎吉井店での
エイサーイベント
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太鼓のプログラムのエイサーもやってみなよと仲間に言ってもらうけど、僕は大丈夫です！
と毎回断っていました。それでもみんなはことある毎に誘い続けてくれました。３ヵ月周期で
僕は施設を出ると言いまくっていましたが結局出ることは無く1年を生活する事が出来まし
た。今思えば、良かったと思っています。役割では庭などをやらせて貰いみんなでやる楽しさ
や自分の病的な所、自己中な所や人をイジり過ぎてしまう所など学ぶ事ができました。さくら
と言う犬も飼っていて老犬でしたが、今の自分に出来る事、歩けなくなったら気分転換が出来
るようにとか色々仲間と協力して試行錯誤していくうちに、久しぶりに優しい気持ちになるこ
とが出来、僕には欠けていたことを取り戻す事の出来る時間を過ごしました。
その辺りからプログラムが自分にも必要な事があるのかも知れないと思い初めて、前向きに
なれるようになった気がします。半年が過ぎた頃に父親が亡くなり、より一層自分がダルクに
いる意味をちゃんと考え、今ここに居る時間をチャンスに変えようと思うようになりました。
自分がこのままではあまり良い時間を過ごせてないなと思うようになりました。それまではた
だ時間がある程度経つまで居ればいいやと思っていたし、時間が1年ぐらい経てば家族もまた
受け入れてくれるだろうと思っていました。勝手な妄想が大きく自分の事があまり分かって無

渋川中学校「薬物乱用防
止教育」講演

かったと思います。ダルクに来た意味。少しでも変わったことの少なさに苛立ちと不安を感じ
始めました。こんなはずじゃ無かったと後悔もしたけど今からまたやり直せるとわかり少しず
つですが考えることや、選ぶ事を変えていってみています。いつまで施設にいるか考えるより
も今やる事に集中してみようと考え方を切り替え始めたら今までの生活とは過ごしやすさが変
わりました。
仲間に対しては毎日一緒に生活して、スポーツや施設内での毎日の役割、プログラムなど
ミーティング、色んな事を一緒にして同じご飯を食べて、仲間に助けられた事が多く感謝が少
しずつ出来るようになってきた気がします。断っていたエイサーもやってみたら楽しいので人
に勧められたらやってみることも良い事だと経験して分かりました。人との距離感を今も学ん

※お詫びと訂正

でいる途中です。

NO,113の中で2頁の上か
ら3行目
「7月からアルコール依存
症の神父さんも共に生活
を始めます。」は情報が
間違いでしたので、削除
して訂正いたします。
申し訳ございません。

ザスパクサツ群馬
場外イベントでのエイサー

ピザ窯作り

嗜癖行動家族教室

テーマ

全8回

今後テーマは変更になる予定です
第1回

発達障害と依存症について

第5回

リカバリーと回復

第2回

発達障害や依存症の対人関係

第6回

トラウマ: 虐待の人間関係

第3回

治療動機づけと回復支援

第7回

治療資源: コミュニティ・ケア

第4回

家族関係を考える

第8回

まとめ: 家族関係の回復へ

※月に1回

土曜日「嗜癖行動家族教室」17:00～19:00
講師：梅野充（アパリクリニック理事 精神科医）

※第1又は第2土曜日になりますのでご注意ください。
※参加費用：お一人3,000円（ご夫婦等2名以上で参加の場合は4,000円）

「フェローシップ・ニュース」№114令和4年9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

《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：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/

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
常に戻るしかなかった日本において、初めて
刑罰以外の再犯防止に向けた取り組みを
2000年7月からしています。

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

保釈(身元引受)
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

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。

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）

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。

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

9/5(月）

第8回
あなたの環境や状態を良いものに
変えよう

昼13:30
夜18:30

10/3(月）
昼13:30
夜18:30

11/7(月）
昼13:30
夜18:30

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/

発行責任者：志立玲子
2022年9月1日発行
定価 １部 100円

12/5(月）
昼13:30
夜18:30

第1回
薬物依存症によるダメージと回復
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
第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

土曜

嗜癖行動家族教室

9/10(土)

第8回
まとめ: 家族関係の回復へ

17:00

10/8(土)
17:00

11/12(土)
17:00

12/10(土)
17:00

第1回
発達障害と依存症について

第2回
発達障害や依存症の対人関係

第3回
治療動機づけと回復支援

【対象】
○連続講座と嗜癖行動家族教室は全８回ですが、どの回からでも参加できます。
【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

※土曜日は第1又は第2になりますのでご注意ください。

