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理事長の近藤恒夫が
第4回『作田明賞』最優秀賞を受賞しました！
この度、第4回『作田明賞』最優秀賞に、NPO法
人アパリ理事長の近藤恒夫が受賞しました。

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

この作田明賞というのは、犯罪や非行の防止、非
行少年の更生や矯正につながる活動をしている方を
応援し、犯罪の減少を願って設立された賞です。

Addiction

2010年に作田明記念財団が設立され、1回目の
受賞は山本譲司さん、2回目はNPO法人セカンド
チャンス、昨年、3回目は龍谷大学法科大学院教授
の浜井浩一先生が最優秀賞を受賞しました。
本年度は近藤恒夫が最優秀賞をいただくことにな
りました。授賞式は2013年8月24日（土）です。
この授賞式で、近藤恒夫が受賞した経緯を伺えるよ
うです。

Research

Institute)の略称で

す。

受賞の連絡を受けた直後の近藤恒夫
喜びの様子

薬物再乱用防止対策

第６回 NO ＤRUG 警視庁 6/23
アパリではノードラッグ警視庁に協力しています。ノードラッグ警視庁はアパリが平成19年度
下半期と20年度に警察庁の薬物再乱用防止モデル事業の業務委託を受けたことに始まります。当
時のモデル事業は、薬物自己使用事犯で即決裁判で執行猶予付判決を言い渡された男性を対象と
して、毎週土曜日に日本ダルク本部に通って、簡易薬物検査をした上でグループ・ミーティング
や講義への参加を1年間続けるという内容でした。
せっかく始まった活動を終わらせたくないと考えたプログラム修了者が役員となり、警視庁の
警察官有志と一緒に、愛宕警察署などで月に1回集まって、元薬物事犯者やその家族たちの指導
をするためのミーティングを開いています。年に2回は警視庁本庁でノードラッグ事業を実施し
ている全ての警察署の関係者が集まって会合を開いています。現在8署になりました。
平成25年6月23日(日)にも50名くらいの関係者が集まりました。千葉ダルクからも協力者と
して3人のスタッフが参加しました。薬物をやめる体験を実際にしているダルクメンバーがかか
わることはビギナーにとって回復の見本になります。

左から警視庁中別府氏、アパリ事務局長尾田、
警視庁蜂谷氏、ノードラッグの役員たち

発行日
2013年7月1日

霞が関の警視庁本庁

全国のDARCやMACの
各施設、福祉・教
育・医療・司法関
係者と連携しなが
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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アディクション関連講座№11

３/18（月）

5名のダルク責任者によるスペシャル座談会 パート２

「最近支援をする中で気を付けていること 」

前号では、5名のダルク責
任者によるスペシャル座
談会「どうなれば回復と
いえるのか？」でした。
前号に引き続き、今回は
パート２として「最近支援
する中で気を付けている
こと」を掲載します。

参加者：加藤武士氏（木津川ダルク ）、市川岳仁氏（三重ダルク）、栗坪千明氏（栃木ダル
ク）、白川雄一郎氏（千葉ダルク）、山本大氏（日本ダルクアウェイクニング ハウス）、
志立玲子（司会）、近藤恒夫（オブザーバー）
司会：テーマは「最近支援をする中で気を付けていること」です。それぞれの施設でそれぞれ
の支援方針で活動をしていると思います。特に最近どのようなことに気を付けているのか、う
ちは他の施設とここが違うのでは、また家族の支援についても伺いたいと思います。

座談会の様子
最後に近藤恒夫
より一言

アパリウエスト 木津川
ダルク・加藤武士
（元京都ダルク）

左が近藤、右が加藤

[木津川ダルク：加藤武士氏]
2/22付で京都ダルクを退職して、3月からは近藤さんが理事長をしているアパリで活動することに
なりました。一身上の都合で退職したのですが、退職理由については機会があればお話したいと思い
ます。ダルクでの支援では京都ダルクで施設長として10年と、その前は大阪ダルクで3年スタッフを
していました。その経験から支援の中で考えていたことは、元々ダルクというのは目の前にいる薬物
依存者を手助けしたい、何とかしたい、自分たちで何とかしたいと思ってやっていた場所ですが、全
国にダルクが広がるにつれ自立支援法(現在の総合支援法)を利用するところも出てきました。京都ダル
クもその一つです。排除される厄介者。なんとかしないといけない。なぜなのか、薬物依存症は病気
でもあるから、捉える言葉も市民権を得た。病気でもあるし障害でもあるし、自立支援法とか精神科
医療でも対象となる。それは大事なことなんだけど、結果的に制度の枠の中でしか見られなくなる。
たとえば、まだ精神科に通っていない薬物依存者は、「薬物依存症」じゃないということになる。
どれだけ薬物を使ってボロボロとなっていようとも、自立支援法を使っているダルクの利用対象者と
はならないわけです。
ダルクに相談にきて初めて精神科医療に繋げ、個別支援計画を作り、その後支給決定。重度の方は
明らかだけど、軽度の人は病気ともいいがたく障害といえるのか？ でも明らかに薬を使っている
し、止めていく方が健康に向かうはずだけど。病気や障害と認定されにくい。もっともらしい患者に
ならないといけない。本人も否認する。誰が見ても病気だとわかり、認定を受けられる程度まで病気
にならないといけない。そうでないと利用対象にならない。そんなことおかしいでしょ？ そういっ
た制度ができた故に排除してきた薬物依存者を制度の中でみていけるのは素晴らしいけど、制度の外
にこぼれ落ちる排除されている薬物依存者たち。そういう人たちを制度の外でしっかりみていくこと
が大事なんじゃないかなと思ったんです。自立支援法の体制として動きだしたときに、法内施設とし
て安定的に活動したい人も中にはいるでしょう。その外で自由な資金を集めて目の前にいる人を助け
ることを実践してきたダルク。大変なのです。エネルギーもいるし、24時間365日働いてきた。そこ
には自らの回復と感謝、目の前に苦しんでいる仲間がいた。制度ができると制度に排除される者が出
てくる。難しいなと思うわけです。僕は薬物を止めたいと思う人が、自由に回復の場を利用できて、
必要な支援やケアを受けられるようにしていきたいと思う。そのときにダルクという一つのブランド
からもっと自由になり幅広い回復の場を作っていきたいということで、思いを巡らせていました。そ
んな時、不本意な辞め方ではありますが、京都ダルクを離れてしたいと思っていたことをアパリウエ
スト・木津川ダルクでできればと考えています。今、支援する中で気にしていることは、制度の中で
支援すること、制度の外で支援すること。両方をやっていくことが、私たちの役割ではないかと思っ
ています。
【三重ダルク：市川岳仁氏]
三重ダルクの市川と言います。三重ダルクの特徴というのは、経験と専門性を合わせるということ
だと思います。
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1999年に三重県でダルクが始まりましたので来年で15年になります。田舎のダルクなので名古
屋と東京くらいしかなかったので役割としてそこでうまくいかなくなった人は三重ダルクにという風
にスタートしました。
全国的に増えることで三重ダルクの役割が不明確になっていきました。非常に個人的な話ですが、
資格を取って重複障害をもっている仲間の支援をさせてもらおうかと思って、そちらにカラーを打ち
出しました。ダルクの数が少なかったのでそこにダルクがあるだけで役割があったけれど、ダルクも
増えて、いろんなリーダーもでてきて、自分の役割がわかりづらい時期があった。薬をやめて10年
目くらいのときだった。ずっと気になっていたのは、なかなかミーティングで変わっていかない人の
存在だった。知的や発達障害のあるかたの支援をしていこうと思いました。
薬物依存症といっても、個別です。いろんな背景があります。支援の在り方もそれぞれだと思いま
す。三重はあまりミーティングにはこだわりません。ミーティング以外でも言葉を使わないセラピー
や地域の果樹園や養殖業と連携してそういう仕事をしたり、弁当屋を始めたので惣菜を作ったり、配
送したり、学業支援もしています。高校に行ったり大学に行ったり資格を取るサポートも積極的にし
ています。
薬物を止める支援から、今は生きていける支援に力を入れています。薬物を止められない背景に、
生きていくところの力の弱さと関係があるなと思っていて、薬物を始める前から学校でうまくいかな
かったり、会社に勤めても続かないという問題があると思います。薬物を止めたにも関わらず地域参
加や社会参加ができない。どちらかというと生きていくということの支援をさせてもらおうかなと
思っています。
本人のもつハンディを理解すること。薬物依存症だけでなく、一人ひとり得意なところ、あるいは
障害というレベルのハンディをもっている人もいます。なるべくダルクにいる間に明確にして、ハン
ディを何でもやれるようになるのではなく、そこは誰かに力を借りながら生きられるようになる。出
来るようになるまでダルクにいなければいけないではなくて、地域の力を借りながら地域の人として
暮らしていくという視点で支援を行っています。
家族の関わりも、三重はご家族の方に会ってもらっている。機会があればダルクにも来てもらっ
て、顔を出してもらって、一緒に伊勢神宮に遊びに行ったり、食事したりしてもらっています。治療
や回復には時間がかかる。そのプロセスの見通しが立たなかったり、不安な状態で過ごしているメン
バーも多いです。なかなかうまくいかないとなると、ずっと関係が絶たれてすごく不安定になってい
るメンバーも多いので、ハンディの理解も含めて関わってもらっています。そんな形で三重はやって
います。
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三重ダルク・市川岳仁

[栃木ダルク：栗坪千明氏]
栃木ダルクの栗坪です。今年の2月で10周年を迎えて先週の土曜にフォーラムが開催できまし
た。経緯としては栃木は行政的に保守的な県なんですね。新しいものに飛びつかない。
最初は那須町に施設を作ったのだけど、どことも連携が出来なかったわけです。建物だけは大きい
施設だったものですから、施設としては誰も断らないという姿勢でいった。
重複の問題の多い人が集まっています。どことも連携がとれないので、自己完結型の施設を作るし
かないと思い、よそからお呼びもかからないですし、話す人もいないし、暇だというのもあったので
すが、中身を充実させることだけ3年位やっていました。2年経過したときくらいから充実すると
いっても何を充実させたらいいのかわからなかった。その頃、治療共同体というのが海外にあるよと
いうのがあって、見に行って、そこで働いているアディクションカウンセラーがかっこよく見えたん
ですね。俺もああなりたいと思って、帰ってきて見よう見まねで、ステージで段階式に上がっていく
形を取ったり、中での役割とか、報酬が与えられて、制裁というのはないのですが、どんどんステー
ジが上がっていくというのをやりました。充実するということだったので、そういう感じにしようと
思って、もう一つ宇都宮にも施設を作り、初期（断薬期）、社会復帰期2つに分けた。さらに5段階
に分けた。
それと同時に発達障害という言葉もこの業界で出てくるようになって、ミーティングや他のプログ
ラムにもどうも乗れない。そういう人たちをどうしよう？ と思った時に、その人たち専用の施設を
作ったほうがいいんじゃないかと思って、農業をやる施設を那珂川町に作りました。男性だけです。
だいたい仕組みが固まってきて、だいたい受けられるよという頃に、行政からも連携をしようじゃ
ないかという話がやってきまして、今は結構いろんな機関とうまく連携が取れるようになってきまし
た。
そこまで揃ってきたので、女性も見られるようにしようと、去年の1月に女性の施設を開設して、
今は大きく4つの施設で運営しています。特徴としては大所帯だということと、どういう人でも見て
いきたいと思っています。

栃木ダルク・栗坪千明
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栃木での家族支援は、相談の段階から入寮してからもそうですが、家族と本人は切り離して別々の
回復をしていくというスタイルでやっています。家族教室の中では、薬物依存の知識を得る、本人へ
の対応、家族自身の健康をどう維持していくかという3本柱で8回ワンクールで月に1度のプログラム
です。
回復の過程で５段階のステージで5番目のステージに入ったときに家族との再構築をしていきます。
ダルクが間に入って、回復した本人と知識や対応がわかった家族と、これから新しい関係をどう作っ
ていくかということを、何度かに渡って施設に来てもらって話し合いをしていく。基本的には障害が
あってもなくても、元の家に戻すということではなくて、宇都宮で自立していく。障害がある場合は
宇都宮で支援を受けながら生活していく。そういう形でやっています。

千葉ダルク・白川雄一郎

日本ダルク ｱｳｪｲｸﾆﾝｸﾞﾊｳｽ
山本大

[千葉ダルク：白川雄一郎氏]
この３月の末には丸10年になります。僕のコアの部分ではダルクというのは中間施設で４年も5年
もいるところではない。共同生活を始めて自分のことが自分で出来るようになったら、簡単なアルバ
イト始めろよと。時間を増やしていって、家族に支援してもらっている者は、それぐらい稼げるよう
になったら自立だと、というところを基本において始めました。
千葉市中央区と、館山にある南房総ハウスと長生郡にある九十九里ハウスの3か所で35名の利用
者、4名の有給スタッフと3名のボランティアスタッフで運営しています。35名の所帯になると、僕
はクスリ使っているときは精神科医療にかかってなかったです。薬を止めて使わない時間が2週間あれ
ば妄想や幻聴、幻覚は消えました。ただ、30人規模の施設だとそういう人ばかりではない。利用者の
中には慢性の精神障害が出てしまって、いい状態が続いても、季節の変わり目とか、ストレスがか
かったり、人間関係に疲れたりすると慢性精神疾患の増悪期になる。そういう仲間には完全就労は無
理だなというのは、ここ2～3年感じていることです。
三重や京都ダルクではやられているかもしれませんが、地域にある精神障害者の自立支援の生活訓
練との機関との連携も今年度になって、市と県のところとは密にとらせてもらうようになりました。
その中で一番気を付けていることは、どういう形で施設を退寮するか？ 家族の支援や生活保護を
切って完全自立が一番のモデルケースなんでしょうけど、そうではない人たちをダルク以外の関係機
関に繋げつつ、ダルクにも繋げつつ、僕が考えているのは、千葉の中央区から2駅以内に部屋を借りて
住めよと。いつでも何かあったら駆け込み寺みたいにいつでも来られるような形で自立してもうこと
に気を付けています。
毎年7月と12月に職員、メンバーとＯＢ含めて、夏はしゃぶしゃぶの食べ放題、冬は焼き肉の食べ
放題に行くんだけど、ＯＢ同士の連携があると、ちょっとした時に自立したもの同士の連絡で問題を
対処していってくれるケースがここ何年か出てきている。そういうのは嬉しい。
三重や京都と違って、自立支援法下の施設ではないから、マンパワーでも財政的にも限界がありま
す。僕が考えているのは自己完結ではなく、中間施設としての、ダルクは一過性のところで、そのあ
と社会復帰というのが、どういう形かは別として、ゴールだと位置付けて活動しています。
家族支援は、下総精神医療センターに毎週月曜日の午後に非常勤職員として関わらせてもらってい
るし、下総の家族教室や「菜の花家族会」というのも千葉にはある。菜の花は突き放せ､底つきを待て
という感じなので、それは利用者の家族のタイプを見てどちらかに繋げるようにしています。
[日本ダルク アウェイクニングハウス：山本大氏]
最近特に支援するうえで気を付けていることとして、今利用している方、これから施設を利用しよ
うとする方、個々の資質を早期の段階で理解して対応していくことです。うちの施設は割と大きな施
設でたくさんの人が利用する中で、発達障害や知的障害などの重複障害者が増えてきています。他の
病院や施設から来る人は医療情報提供書やサマリー等を見て、地元の病院と連携しながらやっていま
すが、知的障害や発達障害などについては精神障害のかげに隠れて見えてこないことが多いです。精
神障害という判断はされてきたけど、それ以外の検査をしたこともない利用者が多い。ダルクの中で
以前は、普段生活を共にしながら、又はミーティングで話す内容から、この人は少し違うところがあ
るかもしれないと薄々感づいてはいたものの、確認するに至るまでにはかなりの時間を要してきまし
た。今年に入ってインテークの時点で簡易的なＩＱテストを実施することにしました。テスト結果に
顕著な部分がみられた場合は、医療機関に連絡し、必要があれば担当医、臨床心理士を交えて詳しく
検査してもらいます。
仲間の中で気付いていきなさいというのはダルクのスタイルなんだけど、なかなか気付けなくて治
療が遅れてしまうことが起きてしまう。長いこと入寮して沈殿化していくという現象も起きている。
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これを食い止めるためにも早期の段階でどの程度の理解度をもってやっているのか？と、見極める
ことが必要。それによって本人もそうだし、僕たちの対応も変えていくことができる。理解させよう
と努めていても難しいし、こういう資質を持っているからこういうプログラムでいきましょうと僕た
ち自身も心構えを変えていくことができるし、支援計画の方向性も見えてくる。通常だと基本的なプ
ログラムをやって就労プログラムに繋げて自立していくのが流れですが、それがなかなか難しい人も
いる。だから通常の自立就労ベースではなく、他の障害に対し特化している施設に繋いでいく必要性
もある。しかし、このような場所に繋いでいくためには、最低限一年以上断薬期間を作ること、身の
回りのことがある程度出来ることとが要件としてある。問題点の早期発見により、どこを中心にプロ
グラムを置いてやっていくのかが見えてくる中で、個々の支援計画が立てやすくなる。
ここ何年かで、カルチャープログラムのバリエーションも増えました。一つは音楽でもう一つは
アート。それ以外にも琉球太鼓やヨガ、仏画などもあります。これらのプログラムに取り組むことに
より、薬物使用によって失った創造性を取り戻すこと、薬を使わないでも楽しいこともあるんだとい
うことを学んでもらいたいと思っています。
家族支援関しては特化して行ってはいませんが、利用者のご家族にはアパリの家族教室や他の近く
にある家族会やナラノン等に足を運ぶようにしてくださいと案内しています。藤岡市の中には群馬Ｄ
Ａ家族会があって、その中ではオブザーバーとして参加しています。
司会：ほかに言い足りないことがあれば？ どなたかいますか？
【加藤武士氏】
京都ダルク自体が就労支援、就労の場ということ。自立支援法の施設スタッフが職業としてその場
で働き収入を得る。いま、京都ダルクでは7名の常勤と数名の非常勤がいます。7名は薬物依存者で
す。社会保険、雇用保険、公休、退職金の手当、他の障害者施設と遜色ない労働条件でリカバードが
働けるようになりました。これも一つの就労支援だと思っています。医療や福祉、司法関係の研修会
やイベントに積極的にスタッフを行かせて、スキルを上げることをやってきました。回復して他の仕
事をするのも一つですが、回復支援施設のスタッフという職業も作ってきたんだと思います。
家族の対応については、私は基本的には家族の相談にはのっていません。なんとかダルクに繋げた
いという相談になりがちなので、私は聞かない。家族との関係を考え直してもらいたいので、援助職
の人に家族のプログラムをやってもらっている。実際にご本人がダルク等に繋がってからは個別に相
談にのったりはしています。
【市川岳仁氏】
加藤さんの話に続くと、うちもスタッフ教育には力を入れている。仲間の手助けという自助グルー
プの一番いいところ、私自身も自分の回復を発展させてきた。知的・発達・精神障害の問題は自分の
経験だけでみられるわけでもない。うちのスタッフは大学生をしてもらいながら、スタッフをやって
いる。9名のうち4名が大学生をしている。精神保健福祉士や臨床心理士を目指していて、ゴールが
ダルクのスタッフではなくて、仲間の手助けをする時期に専門性を身に付けて、ダルク以外の専門機
関のスタッフになったり、地域でいろんな支援ができる、そういう人材に育ったらいいなと思ってい
ます。勉強ができる環境を整えていて、スキルアップするいい時間だと捉えています。必ずしてもみ
んながみんなダルクのスタッフができるわけではない。能力的なものやタイプも違いますから、地域
の農園と協力してやったり、ダルク自身がお弁当屋をやっていく。カウンセラーにはならなくてお弁
当屋になる人もいる。栄養管理は重大な課題であると思っています。野菜中心ですから役に立ってい
ますし、地域の高齢者の方に安価で健康面に配慮した宅配をしていこうかと考えています。今までダ
ルクは支援してもらう側だったけど、ダルク自身が地域を支えていく役割にきているのかなと思いま
す。
家族のことですが、精神的な距離を取ることは大事。ＩＱが50か60の方に力を身に付けるまで家
族が関わらないというのは違うと思う。一人一人の能力にあった最善の努力を評価して関わっていく
というコーディネートをこれからもさせてもらえればと思っています。
【栗坪千明氏】
スタッフ養成ではないですが、うちは行政と関わってからは急に緊密な関係になってきた。県の薬
務課という麻薬取締委員との連携が強くなった。スタッフの手伝いは入寮者のうちからするのです
が、県の再乱用防止事業という初犯の執行猶予者のプログラムにもスタッフと一緒に提供する側とし
て参加している。
パトロール事業といって、県内の繁華街やショッピングモールに行って、乱用防止の啓発をやる。
ティッシュやうちわを配る。乱用防止の側の仕事をしている。パトロールは今年度で終わってしま
う。スタッフは有給が6名ですので、マンパワーの不足はどのダルクも一緒ですが、入寮者のプログ
ラムとして利用している。

2回の座談会を通して感じ
ることは、どの施設もどの
責任者も同じではなく、そ
れぞれが一番良いと思う
方法で支援をしている。
ダルクは決して一律の支援
ではない。しかし共通する
ものもたくさんある。
「ダルクとは進化しつづけ
る生き物である。」
進化が止まらないのであ
る。1年経つとまた違うこと
が始まっていたりする。
かつてこの業界はアメリカ
の20年遅れと言われた時
代もあった。
もうそれは過去のことかも
しれない。
志立玲子
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フェローシップ・ニュース

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ
「狂気から正気」
ヤス

書籍のご案内！
アパリ発行
「Ｂｏｒｎ・Ａｇａｉｎ
（ボーン・アゲイン）」
体験談 販売中！
2005年5月に第2版が発
売になりました。
体験談が13人分収めら
れています。
アパリではこの本を拘
置所や刑務所にいる人
への差し入れ用として
使っています。

定価：1,500円
(会員価格:1,000円)
お申込はメールか
ファックスで
FAX：03-5830-1791
ﾒｰﾙ：info@apari.jp
ご住所、お名前、お電
話番号をご記入の上お
申込下さい。

私は現在群馬県藤岡にあります、日本ダルク アウェイクニングハウスに入寮しています。薬物を使
い始めてからこの施設に繋がるまで、色々な事が経験できました。
私と薬物の出会いは、中学校３年の時に遊んでいた先輩がシンナーを吸っており、その影響から少
し抵抗はあったのですが自分も吸うようになりました。これが初めての薬物使用でした。使い始める
と、耳鳴りがしたり幻覚が見えて使うと楽しい感覚が忘れられなくなり、次第に、シンナーを吸う友
達としか遊ばなくなり、お決まりのパターンで暴走族に入ったりもしました。そんな僕の姿を見た両
親は、何も言う事なくいつも黙って見守ってくれていましたが、僕はそういう両親の優しさに漬け込
み、どんどん横道にそれ始めました。
今思えば、両親は僕のことを凄く心配していたんだろうと思いますし、どう接すればよいか分から
なかったのだと思います。そういう両親の心配を薄々感じていた僕は、度々シンナーを止めようとシ
ンナーを吸うビニール袋やシンナーを捨てたり試みましたが、止める事はできませんでした。
シンナーを使い始めてから２年くらいたったある日、当時付き合いのある先輩に覚醒剤を勧められ
ましたが、この時の僕は１度は断ることはできましたが、好奇心から使い始めました。初めて使った
覚醒剤は僕にとって衝撃的で、今まで使っていたシンナーを忘れさせるくらいの感覚でした。今まで
付き合っていた友人とも離れ、覚醒剤を使うグループとの交流が中心になり当時していた仕事にも行
くことが出来なくなりました。
仕事に行けなくなるとお金もなくなり、薬が手に入らなくなる事が怖くなり、友人や知人をだまし
てお金を工面する生活になりましたが、そういう周囲に与えた影響を考えれなかった僕は、次第に人
との関係がなくなっていきました。僕が覚醒剤を使用している事やそれにより、どうする事も出来な
くなっていく姿に妹は気づき覚醒剤を止める事をすすめられましたが、薬物によって頭の中がおかし
くなっていた僕は、妹や家族の思いが理解できなく薬物を止めようともしませんでした。
そして、21歳の時自宅に警察が来て覚醒剤取締で逮捕されました。やりたい放題してきた僕の行動
は、逮捕され拘束期間中に何度も振り返り反省しましたが、自己中心的でわがままな僕の考え方は、
面会に来ない家族に寂しさや恨みでいっぱいでした。友人や知人をだまし続けてきた結果、誰も僕の
事をかまってくれなくなり覚醒剤仲間との交流が、より一層激しくなり始めたのもこの時期だと思い
ます。家族や妹の忠告を無視せづ、もしあの時聞けたら…と何度も悔やみました。
しかし、判決が執行猶予処分となった瞬間、僕がやった行動は覚醒剤仲間のところに行き覚醒剤を
使う事でした。拘束期間中に、あんなに家族の事で悔んだり反省したりしたのですが、一歩自由にな
れば頭の中は覚醒剤の事で支配される自分が信じられなくなりました。
再使用してすぐ追跡妄想にとらわれた僕は、他人の車を盗み逃走し、覚醒剤及び自動車窃盗の罪
で、２度目の逮捕となり、今度は刑務所に収監されることになりました。この事件の拘束中に突然妹
が面会に来てくれましたが、母親の死の知らせだけを告げて何も言わずに帰って行きました。今考え
ると妹は、母の気持ちを察して、無理して僕との面会をしてくれたのだろうと…同時に、何度も同じ
誤ちを犯す自分にやりきれない気持ちでした。
刑務所に収監された僕は、母親の死をきっかけに薬物を止めようと誓いました。２年４ヶ月の受刑
生活も終わり出所する事ができた僕は、父親と妹の住む家に帰り仕事に就くことも出来ました。出所
後仕事も落ち着き始め、薬物も何とか止まっていたのですが家族との関係が思うようにいかなくなり
始めていました。
この頃、父親の体の状態が悪いと病院から聞かされていた僕は、「薬物が止まっているから良いだ
ろう」「仕事をしてるから良いだろう」と思って、少し高慢になっていたことから家族関係が悪くな
り、病院から父の死を告げられた時は僕のせいにより迷惑をかけ続けた自分勝手な行動に、申し訳け
のない気持ちでいっぱいでした。両親の死で寂しさと悲しさでいっぱいだった、僕の側から妹もいな
くなり家には僕一人にになったことから、刑務所の受刑中に薬を止めると誓ったにもかかわらず、僕
は再び薬物を使い始めました。
その後の僕は、一人暮らしでお金が無ければ働き、お金がある時は薬物三昧な生活をしていました
が、突然体に異変を感じ薬を使用していない状態の時にでも幻聴、幻覚が出始めました。幻聴の世界
に支配された僕は、幻聴の言われるまま行動してしまい、器物損壊をしてしまい再び逮捕されました
が、精神鑑定の結果、不起訴になり初めての精神病院に入院する事になりました。精神病院を何度か
入退院を繰り返し、当時の主治医が退院後にダルクの入寮を勧められましたが僕は断りました。入院
していた病院に度々メッセージに来るダルクの仲間の話や、僕に会いに来るダルクの職員の話に少し
づつ信じる事ができるようになり、藤岡にあるダルクの入寮を決めました。
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入寮後、僕かかわってくれる仲間は親切な人ばかりでした。しかし、薬物を止めていく施設だと
は分かっていたものの退寮後は、以前の生活に戻れたら…という希望が強くありました。そんな動
機が不純だった僕でも今日一日のプログラムを通して、ミーティングや仲間との分かち合いで気づ
かないうちに、以前の生活に違和感を感じるようになりました。このままの人生でいいのかな？
このままで僕は幸せになれるのだろうか？ このように今までの僕の生き方に疑問を感じた時に初
めて自己中心的で身勝手な生き方が、僕を苦しめていた事に施設生活を通して気づき、新しい生き
方に希望を持つようになりました。
また、ダルクの集団生活でとても感じたことが、人に優しくされると自分も人に優しくなれる事
や、自分がやられて良かったと思う事は、人にもやる事の大切さを学べました。過去薬物を覚えて
からの僕は、常に人をだまし、傷つけ、自分自身も追い込んできました。あの時の僕は、常に孤独
と寂しさでいっぱいだったのですが、今では多くの仲間の中で生活できている事に幸せを感じま
す。
ダルク入寮期間で、大勢の仲間と知り合う事ができ、その仲間達と毎日回復を分かち合う事が出
来るようになり、今の生き方に少しづつ責任を持つことが出来るようになりました。過去、「薬物
を止める」…と何度も誓いましたが守れなかった。僕が薬物依存症なのだと、ダルクのプログラム
や仲間のメッセージの中から気づく事ができました。
また、治癒する事は出来なくてもプログラムや仲間の中にいておれば回復し続けれるという事も
わかりました。今僕は、薬物を４年6ヶ月止めれています。今では、薬物なしの人生に幸せを感じ
る事ができ、僕が元気な姿になっていく姿を亡くなった両親に見せたいと思います。
そして、いつか両親のお墓に手をあわせれるように…。
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家族教室！
8月4日(日)～8/11(日）
の間、アパリはハワイ
視察のためお休みとな
ります。
8/5(月）の家族教室は
7/29(月）に振り替えて
開催します。
よろしくお願い申し上
げます。

アパリウエストより
「止めたいと願う薬物依存者とその家族のために」
拝啓 雨上がりの木々の緑がすがすがしい今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょう
か。梅雨空に映える紫陽花、思わずシャッターを切ってしまいました。
アパリウエストは、新たな回復支援施設設置や司法サポート、家族支援、回復を支援する
社会資源開発をプロジェクトとしております。
最初の取り組みといたしまして「木津川ダルク」を開設いたしました。「木津川ダルク」
は、入居定員が６名に対して、昼間に勤務するスタッフ2名、当直スタッフ1名を必要と考
えています。経済的には全く余裕がありませんが、ケアの質を保つためには、ホーム1棟あ
たり６名程度までの利用者でスタッフ2名、合計8名程度が疑似家族になれる適当な人数だ
と思っています。
今は施設内整備と人件費を工面することが一番の課題です。今後、開設フォーラムや連続
講座や家族教室を企画して「アパリウエスト」「木津川ダルク」の活動にご賛同いただき、
ご寄附を集められれば幸いです。
平成25年6月13日には「薬物使用者に対する刑の一部執行猶予制度」が国会で可決さ
れ、平成28年春には施行される予定です。ますます地域社会に薬物依存者の回復の場や回
復を支援する社会資源が必要となります。「アパリウエスト」や「木津川ダルク」の取り組
みは、公的な資金調達に多くを頼るのではなく、市民による寄付によって市民のための取り
組みとして、誰もが安心できる地域社会を実現する一端を担っていきたいと考えておりま
す。
敬具
アパリウエスト

木津川ダルク
加藤 武士

木津川ダルクへのご寄附
はこちらにお願いしま
す。
【口座番号】
京都銀行 木津支店
普通口座 3765453
【名義】木津川ダルク
代表 加藤武士（キヅガ
ワダルク ダイヒョウ
カトウ タケシ）
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＜アパリの司法サポート＞

アパリの支援

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す

薬物事犯で逮捕

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

薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

再犯防止に向けた何の取り組みもないまま

○アパリ東京本部

執行猶予の判決を受け、また薬物のある日

〒110-0014
東京都台東区北上野2-2-2
電話 ：03-5830-1790
FAX ：03-5830-1791
Email：info@apari.jp

常に戻るしかない日本において、はじめて刑

保釈(身元引受)

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。

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
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

○アパリ藤岡研究センター

（運営：日本ダルク アウェイク
ニングハウス）
〒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￥160,000
（初月のみ￥175,000）
＊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。年齢制限はありま
せん。
○入寮期間： 個人により差があ
るので、話し合いながら決めてい
きます。

談などあらゆるニーズにお応えします。なお、
裁判（情状証人・報告書提出）

日本の覚せい剤事犯の再犯率は約60％です
が、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。最近では特に、受
刑中に身元引受契約をし、仮釈放又は満期

執行猶予

刑務所（身元引受
通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

釈放の時に出迎えに行き、リハビリ施設に繋

面会等）

げるお手伝いをしています。
出所出迎え

ギャンブルの問題が原因で逮捕された方の
司法サポートも行っています。（窃盗、横領、
詐欺等）ご相談ください。

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

[費用：コーディネート契約料として一律21万円
（税込）。交通費・宿泊費の実費が別途必要です]

社会復帰

【お問合せは東京本部まで】

＜アパリ・家族教室＞
連続講座・テーマ

第1月曜
7/1（月）

5/1よりホームページがリニューア
ルしました。ぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成25年7月1日発行
定価 １部 100円

11/11
（月）

祝日のためお休み

第7回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

8/19(月)

№15
「少年鑑別所からみる薬物問題」
横地 環 氏
（甲府少年鑑別所所長）

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう

9/16（月）

祝日のためお休み

10/21(月)

№16
「弁護士とアパリ・ダルクとの連携」
奥田 保氏（東京弁護士会）
髙橋 洋平氏（東京弁護士

8月の振替

10/7（月）

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座・テーマ・講師

第6回
7/15（月）
子どもの成長を助ける関わりについて

7/29（月）

9/2（月）

第3月曜

第1回
薬物依存症によるダメージと回復

第2回
薬物への欲求と「きっかけ」「危険な状 11/18月）
況」への対処について

№17
未定

【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･クリニック上野 ２階（台東区東上野6-21-8）

【参加費】3,000円 （2名の場合は4,000円）

【申し込み】不要

