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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 

Addiction Research 

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： 

発行日  

2016年1月1日 

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 

フェローシップ・ニュース  

№74 

新年の挨拶･･･近藤恒

夫 

1 

藤岡からの挨拶とお願

い･･･山本大 
7 

司法サポートのご案内 

家族教室スケジュール 
8 

横田顧問旭日大綬章祝

賀会 

マック･ダルククリス

マス会 

NO DRUG警視庁 

 

2 

児童虐待とDV･･･柑本

美和氏（東海大学） 
 

3 

ｱｳｪｲｸﾆﾝｸﾞﾊｳｽからのﾒｯ

ｾｰｼﾞ･･･てつ 
6 

   新年明けましておめでとうございます。 

    昨年も世界中には沢山の出来事がありました。 

   中東におけるISとの戦争で数万人の市民が殺されたり 

  難民となり限りなき恨みの連鎖で 

   フランス・アメリカ・トルコ等で大きな問題になっています。 

日本は大丈夫でしょうか？ 

昨年の日本人の選んだ漢字は「安」です。 

もちろん安保の含めてですが、安心していける社会、そして安全な国、 

日本への期待を込めて本当に私たちの国が希望を 

見出しているからなのでしょうか？ 

 もはや世界はどこに行っても危険と隣り合わせです。 

アメリカを追従している日本も決して安心安全な国ではないと思います。 

高齢化の進む日本で何で今さら他国の文化や宗教を無視し正義と 

言う名の空爆を行わなければならないのか理解に苦しむ昨今です。 

残るは私たちが良心のしもべとしての代表を選んでいくしかないのです。 

戦後の日本は沢山の人たちの犠牲によって復興してきたことを 

忘れてはなりません。 

「さとる」という名の私の弟も栄養失調で3歳の幼い命を失いました。 

食べるものがない程悲惨なことはないのです。 

もう一度平和な今こそ次世代の人たちにメッセージを伝えましょう。 

それが平和な日本に甘んじてないで安心している場合ではないのです。 

今年のアパリも「安」に甘んじることなく、スタッフ一同心機一転 

        20周年に向かって邁進してゆく所存です 

改めて皆様の上に幸せな一年でありますよう 

       心からお祈り申し上げます。 

理事長 近藤 恒夫 

謹 賀 新 年 
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 旭日大綬章おめでとうございます！ 
  

 この度、横田尤孝（よこた ともゆき）顧問が秋の勲章「旭日大綬章」を受章しました。 

これを祝し、12月9日（水）新宿御苑のレストランにおいてアパリでささやかながら祝賀会を開催

しました。近藤恒夫理事長、奥田保監事や職員らが集まり祝杯をあげました。奥田監事から乾杯の挨

拶をいただき、最後は近藤理事長の祝辞、花束贈呈で会を閉じました。 

 

【略歴】弁護士（第一東京弁護士会） 

東京地検検事、各地方検察庁検事、東京、福岡高等検察庁検事等を歴任 

法務省保護局長、法務省矯正局長、最高検次長検事、2010～2014年 最高裁判事  

2015年～アパリ顧問就任 

勲章 

蜂谷嘉治氏 

 マック・ダルク クリスマス会！！ 
  

 12月16日（水）滝野川会館において、関東地区にあるマックやダルク16施設が集まり、クリスマ

ス会が開かれました！ 長い間、文京区民センターを会場として利用していましたが、今回より滝野

川会館という照明付きの新しくキレイな会場になりました。各施設より持ち寄った食べ物の争奪戦は

毎年恒例の行事となっています。マックは6施設参加し、合唱など披露していました。ダルクの10

施設では劇や演奏、コントなどバラエティーに富み、楽しんでいる様子が伺えました。 

 

 警視庁で第10回「NO DRUG警視庁」が開催! 
  

 薬物乱用の防止を目指す第10回「NO DRUG警視庁」が12月21日(日）警視庁本庁で開かれまし

た。同日は過去に薬物事犯で逮捕された経験を持ちつつもアパリやダルクを通じるなど回復を目指す

方々、その家族をはじめ都内の計30署からの捜査関係者ら100人以上が参加しました。参加者ら

は、アパリで販売している、唾液検査キットを使って検査を行ったほか、警察関係者と話し合いをす

る中で薬物問題に関する率直な意見交換を行いました。 

 このイベントは、池袋警察署の蜂谷警部が中心となり例年、薬物乱用防止や薬物依存症回復に関わ

るゲストを招いての講演会、交流会が行われています。同日は、冒頭の蜂谷警部のあいさつに続き、

希望参加者を対象に、検査キットが手渡され、蜂谷警部や、アパリの尾田の説明をもとに検査に臨み

ました。その後参加者はいくつかのグループに分かれ、交流会を持ちました。取り締まる側、取り締

まられる側となった過去の立場を越えて、薬物問題の根深さ、依存症の深刻さについて理解を深めあ

いました。 

 終盤には、アパリの尾田が短く講演しました。その中で「警察の役割は抑止力を提供することであ

り、覚せい剤を使ってやってくれば逮捕しなければなりません。皆さんの中で、もし覚醒剤を使って

しまった人がいたら、ここにいる刑事さんの所に相談すると刑務所に行くことになりますから注意し

ましょう。使ってしまった時には必ずアパリやダルクに相談に来るようにしてください。ダルク創設

者の近藤恒夫は30年間一度も警察に通報しなかったことを誇りにしています」と、援助側支援機関

の立場から、アパリやダルクの役割を強調しました。また一部病院で違法薬物使用者の患者について

警察へと通報するスタンスに言及し、「（警察と病院は）職業ごとに役割が違います。援助側の機関

は絶対に通報してはいけないと思います。通報するようになったらもうそこには使ってしまったら来

れなくなる。使った人たちを地下に潜らせることは、薬物乱用者を一人でも減らそうとすることに反

する、社会に害悪を与えることになります」と、薬物依存症から回復を目指す方々と長年併走を続け

るからこそ当事者に寄り添った回復の在り方に理解を求めました。 

左から近藤理事長、

横田顧問、奥田監事 

左が近藤理事長          

右が尾田事務局長 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

アディクション関連講座№37 11/16(月) 

児童虐待とDV  

～特に虐待親への働きかけについて 
 

柑本 美和 氏（東海大学法科大学院准教授） 
 

児童虐待といえば、あらゆるメディアで件数が増加していると言われているので、そのことを御

存知の方も多いと思います。平成26年に8万8,931件の虐待相談があったということが報じられ

ています。増えた理由の一つは、保護者が当該児童の兄弟へ虐待行為を行うことを、その児童に対

する心理的虐待と捉えだしたことにあります。また、児童が同居する家庭内における配偶者に対す

る暴力に対して、警察が積極的に取り組んだことも大きな特徴としてあげられます。 

児童虐待の現状についてですが、日本ではかつては児童虐待が大きな問題となっていなかったこ

ともあり、厚労省（当時の厚生省）で児童虐待に関する統計がとられるようになったのは平成2年

でした。その時1,101件だったのが、平成26年には8万件以上になりました。すごい右肩上がり

です。実際に虐待が増えたというのもありますが、虐待という概念が日本で定着し社会の認識が高

まってきていることも大きく影響しています。警察の資料によれば、警察からの通告数も、検挙、

保護児童数も右肩上がりとなっています。平成26年度、警察からの通告は、２万8,923人、前年

比33,9％増で過去最多となっています。その主な増加要因は、子どもの前で配偶者間暴力

（DV）を行う「面前DV」を心理的虐待として通告した点にあるようです。 

児童虐待の法的介入について、日本には児童虐待に対応するために必要な法律のひとつとして児

童福祉法があります。文字通り日本に暮らす児童全般の幸せを考えた法律です。法が対象とする範

囲はとても広く、虐待に苦しんでいる子どもだけに限りません。障害をもった子どもたちについて

も書かれています。保育所についてのこと、非行への対応など、児童の福祉全般についての規定が

あります。児童福祉法25条は「要保護児童」を発見した者はと規定されており、「保護者のない

児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」（児童福祉法6条の3第8

項）が対象となっています。虐待を受けた子どもだけでなく、捨てられてしまった子ども、不良少

年などがここに入ってきています。家出少年もそうです。発見した者は通告しなくてはならず、国

民の義務となっていますが、義務を怠っても罰則はありません。当初、国はこの法律だけで児童虐

待対応をしていくかと思っていたのですが、児童虐待が社会問題化するに従い、児童虐待に特化し

た特別な法律を作って対応すべきだと国会で議論になりました。議員さんがこのような問題につい

て法案を出して成立したのが「児童虐待の防止等に関する法律」です。虐待防止法と一般的に呼ば

れているもので、平成12年に成立しました。虐待防止法は児童虐待に特化した法律ですので、通

告についての規定も別に存在します。もともとこの法律ができたときは、「児童虐待を受けた者」

を発見した者は通告せよという規定だったのですが、確信がないと通告できないとすると躊躇して

しまうといった状況が問題となり、法律を改正して「児童虐待を受けたと思われる」場合、例え

ば、ひどい泣き声が続いているからもしかして・・・という場合にも通告しなくてはならないこと

になりました（虐待防止法6条1項）。 

それでは具体的に児童虐待とは何かというと、定義は虐待防止法２条にあります。一般的には身

体的虐待です。殴る蹴る、激しく揺さぶるといったものです。わいせつな行為をする、させること

は性的虐待に合致します。性的行為を強要したり、性的な行為を見せたり、性的な被写体にするこ

とも含まれます。ほかにネグレクトがあります。家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にする、

保護者以外の人による虐待を放置することなどです。心理的虐待は無視、兄弟の差別的扱い、子ど

もの前でDVを行うことなどです。子どもの目の前でDVをすることを面前DVといいます。DVが

あれば、パートナー間の暴力行為がある。そこに警察がかけつけて、子どもがいれば、心理的虐待

ということになり、児童相談所に通告することになります。 

次に保護者についてですが、虐待防止法２条により、加害者は保護者に限られています。欧米で

は児童虐待というとき、全く赤の他人の暴力も含まれます。でも、日本はそれとは異なり、赤の他

人は含まれず、保護者による加害行為を虐待と考えるようになっています。 

虐待があると思われる状況を発見した全国民に通告義務があります。市町村レベルでも受け付け

ます。一般的には、市町村の場合、役所の中の児童福祉課、子育て支援課などに、都道府県だと児

童相談所（子ども支援センターなどの名前で呼ばれているところも多いです）に通告することにな

ります。皆さんの地域で児童委員という人がいるのですが、これは民生委員さんが兼ねています。

この人たちを通じて通告することもできますし、福祉事務所に通告することも可能です。通告は、

もちろん警察に対する通報でもいいわけですが、警察がそのまま何かするわけではなく、警察も児

童相談所などに通告して、児童相談所に通告を一元化することになります。 

通告された児童相談所は、調査、安全確認を行い、必要ならすぐに保護して一時保護所に入所さ

せたり、病院に入院させたりすることもあります（一時保護委託）。今、児童虐待の通告といいま

したが、どこに通告したらよいかというと、2015年7月から189（いちはやく）という児童相談

所全国共通ダイヤルが運用開始になり、この番号にかければ、近くの児童相談所につながるように

なっています。とにかく児童相談所につながれば、今までよりも早く保護できるのではないかと期

待されています。 

講座の様子 

講座の一部を抜粋して掲載

いたします 
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ただ、児童相談所の職員一人が担当しているケースが100件近くもあり、本当に大変な状況にある

そうです。もちろん、重いケースから、そうでもないものまで幅は広いのですが、それにしても一人

で担当できる件数ではないと思います。今は、この24時間365日のダイヤルの窓口にもなっているの

で、より激務になっているのではないかと思います。 

さきほど、通告のところでもお話しましたが「児童虐待を受けたと思われる」子どもを発見したら速

やかに通告しなくてはならないというのが全国民の義務です。そして、国民全員に義務がかかっては

いますが、罰則がないことも先ほどお話しました。ただ、専門職に対して通告を義務化すること、と

くにお医者さんについては考えなければならないこともあります。医者は虐待をしている親御さんの

治療を行う場合もあります。治療の過程から子どもに虐待をしていることが分かることがあります。

医者は診療行為を通じて知り得た虐待の事実を通告しなくてはならないのかと思う反面、患者さんの

秘密である虐待の事実を話してしまったら、刑法の秘密漏示罪にあたるのだろうか、訴えられてしま

うのではないかとも考えるわけです。でも、虐待通告が、刑法134条の秘密漏示罪、その他の守秘義

務に違反しないことは、法律上、明らかにされているので（虐待防止法6条3項）、そのような心配は

必要ありません。 

通告を受けたら、市町村が児童の安全を確保し、あるいは、児童相談所が、その子どもが安全である

かを確認しなくてはなりません。児童相談所には、法律上の規定ではありませんが、48時間ルールと

いうものが適用されています（児童相談所運営指針）。通告があったら48時間以内に目視で子どもの

安全を確認しなくてはならないというものです。24時間ルールを作っているところもあります。その

後、とりあえず安全確保をして、重い事件になると、市町村は児童相談所にケースを送致します。児

童相談所は重い事件について動く役割分担となっていますので、子どもを保護者から緊急に引き離し

て一時保護となることが多いと思います。 

児童相談所が介入した時に、とりあえず家庭訪問して家庭の状況を調べたり、親御さんから話を聞か

なくてはならないものの、全く応じない家庭もあり、ラチがあかないということになったら、裁判所

から許可状をもらって強制的に介入する（虐待防止法9条の3）。頑として拒否する人にはそのように

対処する場合があります。この場合、警察に援助してもらうこともあります。 

子どもを緊急に保護しなくてはならない時には、一時保護という制度があります（児童福祉法33

条）。裁判所が関与するわけでもなく、行政、つまり児童相談所が親から子どもをとりあげて、引き

離して、児童相談所の一時保護所に保護します。これは子どもを一時的に緊急避難させるということ

です。そのため、一応、原則2か月とされています。もちろん、そこで解決がつかず、どうやっても親

元に帰せないということもあります。そうすると長期にわたり児童保護をしなくてはならないわけで

す。これには、保護者の同意がある場合と保護者の不同意の場合と２種類あります。親に対して、例

えば、「まあそうはいってもね、とにかく子どもと今は少して離れて、あなたも生活を立て直さなく

てはね･･･」という説得を一生懸命する。そして「OK」をもらったら入所させることになります。た

だ、虐待している親から引き離して児童養護施設などに入所させるのに、親の同意が必要って不思議

ですよね。とはいうものの、親御さんの中にはテコでも動かない人もいます。その場合には、家庭裁

判所で承認してもらって強制的に児童養護施設などに入れるということになります。でもこの数はも

のすごく少なくて、平成25年度で277件の承認件数しかありませんでした。平成25年度に児童虐待

によって施設入所した児童が4,465件あった中でそれだけです。あとは同意を得て施設入所させてい

るのです。 

家庭で育てられない子ども、保護が必要な子どもを社会が面倒をみる、社会が保護する、育てる、こ

れを社会的養護と呼びます。日本の場合、施設入所が主な方法ですが、乳児院、児童養護施設がその

殆どを占めます。平成25年度の社会的養護下にある児童数が約4万6千人で、そのうち児童養護施設2

万8千人、乳児院3,000人で合計3万1,000人ほどです。その他に、児童自立支援施設、母子支援施

設、自立支援ホームなどもあります。ちなみに、情緒障害児短期入所施設は、情緒障害を有する児童

が、児童自立支援施設には不良行為を行った子、不登校の子が入りますが、児童虐待の被害者がとて

も多いです。そのほかにも里親といって、施設ではなく個人のお宅で預かってもらうことがありま

す。ただ、その数はとても少なく、平成25年度で4,600人ほどです。日本の施設入所児童数の多さは

世界的にも問題になっていて、厚労省は、何とか家庭的な雰囲気の中で育ってもらうために里親制度

を宣伝して委託を増やそうとしています。虐待された児童や非行等の問題を有する児童を預かるのは

専門里親といって専門的な研修を受けた人達です。虐待をされた子どもたちは試し行動をする。どん

なに悪さをしても自分を見捨てないという行動を繰り返す。そういうことがわかっていないと、もう

この子は引き受けられないということになってしまうからです。普通にお子さんを預かるのが養育里

親さんです。養子縁組里親というのもあり、養子縁組を前提とした里親さんで、子どもとの面会や外

出交流を重ね、里親として一緒の時間を過ごし、ある程度の時期がきた 

ら養子縁組をすることになります。親族里親というのは、親族が里親になるものです。でも親族が引

き取る場合、祖父母は扶養義務があるので仕方ないですが、叔父叔母が引き取ることになったときに

養育費が足りない。そんなことが、東日本大震災後に問題となりました。親御さんが亡くなってし

まった場合、親族が引き取るところも多いと思いますが、そうすると引き取るのを躊躇する家庭も出

てくるわけです。そこで、震災後、親族里親のうち、叔父叔母などに対しては、一般の里親さんと同

じ委託費用を支払うということになりました。これらすべての里親さんの登録数は9,441世帯ですの

で、1世帯1人預かってもらえれば現在の2倍の子どもが家庭的な環境の中で育つことができるわけで

す。  
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さきほど、長期的な保護については保護者の同意が必要といいましたが、これは里親に預けるに

も親の同意が必要ということを意味します。例えば、虐待をしている親が子どもを里親に預けると

なると、「子どもを取られる」という感覚を持ってしまうようです。施設入所はいいけど里親委託

は嫌だと言うそうです。そのため、結局里親のところには行けず、18歳になるまで施設で生活す

ることになり、その子が家庭的な雰囲気で育つことを奪われてしまう結果となります。このことが

顕著なのが乳児院です。乳児院には0歳児もたくさんいるわけで、その子ども達はまだ物心がつい

ていません。不妊治療で悩んでいて、子どものできないご夫婦の中には、そんな赤ちゃんを引き

取って育てたいという人も多いのです。そのようなところに預けてくれればいいと思いますが、い

つかは自分で育てられるからと主張して、里親なんてとんでもない、養子縁組なんてもってのほか

と、結局ずっと施設に預けっぱなしで気付けば18歳ということもあります。それから、虐待で亡

くなってしまったお子さんの約半数が、０歳児なんですね。その背景には、望まない妊娠であった

り、あるいは育て方が分からないということで殺してしまうことも多いわけです。そういう人達の

中には、産婦人科を全く受診せずに突然駆け込みで産んで、どうすればいいかわからない、自分は

育てられませんからという人もいます。病院に駆け込んでくれればまだ良くて、自宅で出産して道

路に放置ということも報道されています。そこで、妊娠してしまってどうしようもない状況の人達

を、何とか援助する仕組みを整えて、子どもの保護を図っていこうじゃないかという動きが、民間

団体と中心として見られるようになってきています。虐待は妊娠期間中から始まるわけです。妊娠

中からサポートし、生まれたらすぐに赤ちゃん縁組という形で子どもを育てたいというご夫婦に特

別養子縁組を見込んで預ける。そんな動きがもっと進んでもいいのではないかと思います。 

施設に子どもが預けられた時、取り返しに来る親がいます。そのよう場合に対応するために、余

計な電話をかけてきたり、面会をしようとしたりすることを禁止するための規定もあります（虐待

防止法12条）。 

その一方で、保護者に対して働かけもしなければなりません。子どもを保護しても、保護者が変

わらなければ、子どもを返すことはできないからです。児童福祉法では、児童相談所の児童福祉司

さん達が保護者を指導できることになっています。この指導を虐待の加害者である保護者に行うと

きには、その指導は、「親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境

で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない」とされています（虐待防止法

11条1項）。そして児童虐待を行った保護者について指導措置がとられた場合は、虐待を行った親

は指導を受けなければならないことになっています（虐待防止法11条2項）。では誰が指導をして

いるのかというと、児童相談所の児童福祉司です。外部に委託をすることもできますが、聞いたと

ころによると、児童福祉司がやれば自前でできるが、委託すると委託料がかかるのでなかなか難し

いそうです。 

児童虐待を行う保護者の中には、「これはしつけなのだ！」と信念をもっている場合がありま

す。ですので、指導を受けろと言っても、その意味がわからず、「何の指導なんだよ」となるわけ

です。そして、受けない人もたくさんいます。児童相談所が指導を受けなさいと言ったのに受けな

い場合は、知事が保護者に受けろと勧告することになっていますが（虐待防止法11条3項）、知事

が直接言うわけではないですし、受けなくても罰則なども何もないのです。児童相談所の職員の胸

の内としては、私たちが言っても聞いてくれないのだから、裁判所が命令を出す以外に方法はない

のに…ということになります。日本人は裁判所に弱いからです。でも、裁判所のどこにそんなマン

パワーがあるのだ、裁判所にだってそんな余裕はないと言われてしまいます。特にこういう家庭の

問題は家庭裁判所が扱うことになりますが、家庭裁判所は成年後見の問題などもありかなり忙しい

のです。 

そこで法改正によって、都道府県知事の勧告を受けても従わない場合は強制的に子どもに一時保

護を加えさせることになりました。それでも勧告に従わない場合もあります。その場合は、必要に

応じて、親権の喪失や一時停止などの最終手段が取れるようになりました。 

もし、子どもが家庭裁判所の承認を得て強制的に施設に入所させられていたら、法律上の規定

で、２年を越えてはならないということになっています(児童福祉法28条2項)。この期間は更新で

きるので、受けなければ２年を越えても子どもを返さないで更新するぞ…という心理的強制をかけ

ることができます。親子が強制的に引き離された場合、通常、保護者は児童相談所の指導を受ける

ことになりますが、先ほども言いましたように、指導は児童相談所の役割で、基本的に児童福祉司

が行います。家庭裁判所の命令ではなく児童相談所の力でやっているわけです。指導を受けなけれ

ば子どもを返さないという心理的強制はあるといっても、一筋縄ではいかない保護者への指導を強

制力なく行うことは本当に大変だと思います。 

日本の児童虐待対応の制度全体としては、親と子どもを完全に引き離す、すなわち親子の縁を切

らせるのは最後の最後の手段です。施設に入れられたとしても、親が強引に引き取ったりしてしま

うこともあり、家庭に戻さざるを得ない事態を常に考えておかなければなりません。だとしたら、

私は、親への指導を強制的に行うべきだと考えます。全員に効果があるとはいいません。でも、何

もやらなければゼロかそれ以下ですし、何より子どもたちはその環境から逃げることができないの

です。ＤＶの加害者プログラムも、薬物防止プログラムも全員に効果があって、全員がやめられる

わけではありません。例え、きっかけは命令を受けたから嫌々であっても、１、２割でも効果があ

れば、10人中1～2人の子どもは救われることになります。虐待を受けた子ども達に残る心身の傷

を考えたら、それでも成功とすべきではないでしょうか？次代を担う子どもたちのために、できる

ことは何でもすべきである、心からそう思っています。 

 

１項  児童虐待を行った保護者に

ついて児童福祉法第二十七条第

一項第二号 の規定により行われ

る指導は、親子の再統合への配慮

その他の児童虐待を受けた児童

が良好な家庭的環境で生活するた

めに必要な配慮の下に適切に行

われなければならない。  

 

２項 児童虐待を行った保護者に

ついて児童福祉法第二十七条第

一項第二号 の措置が採られた場

合においては、当該保護者は、同

号 の指導を受けなければならな

い。  

 

３項  前項の場合において保護者

が同項の指導を受けないときは、

都道府県知事は、当該保護者に

対し、同項の指導を受けるよう勧

告することができる。  

 

４項  都道府県知事は、前項の規

定による勧告を受けた保護者が当

該勧告に従わない場合において必

要があると認めるときは、児童福

祉法第三十三条第二項 の規定に

より児童相談所長をして児童虐待

を受けた児童に一時保護を加えさ

せ又は適当な者に一時保護を加

えることを委託させ、同法第二十

七条第一項第三号 又は第二十八

条第一項 の規定による措置を採

る等の必要な措置を講ずるものと

する。  

 

児童虐待防止法第11条 

（児童虐待を行った保護者に

対する指導等） 

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 
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「Living Clean, Living Together !!」 

てつ 
 

「今年もバリ寒いっちゃろーなぁ～」と想いながら、施設で飼っている犬の散歩をしている今日この

頃。九州・福岡からDARCにやってきて1年2ヶ月が経ち、2回目の群馬の寒い冬を越そうとしていま

す。 

みなさん、はじめまして！まずは簡単な自己紹介から！ 

僕は依存症の「てつ」といいます。生まれは熊本、育ちは福岡の九州男児34歳！とはいっても僕は同

性愛者（ゲイ）です！2014年の10月から群馬県藤岡市にある日本DARCアウェイクニングハウスに

入寮して、今も仲間と共に生活しています。 

 薬物を初めて使用したのは20歳ぐらいの頃。セックスをする相手から「もっと気持ちよくなれる

よ」と誘われ、好奇心旺盛な僕はそこで初めてラッシュ（当時は合法）というドラッグを使いまし

た。はじめはセックスをする相手が持っていたら使うぐらいでしたが、いつからか自分で買うように

なり、その頃には5meo（当時は合法）などの他のドラッグも使うようになり、生活の側に薬物があ

るのが当たり前になってきました。僕は主にセックス・ドラッグとして使用していました。はじめの

頃は合法だったドラックもだんだんと違法化されていき、手に入りにくくなっていきました。ドラッ

グぬきのセックスもやれていましたが、あった方がより気持ちいいぐらいの感覚でした。そんな時、

東京に一人旅に行ってゲイの出会い系サイトで知り合った相手とセックスをすることになりました。

その人がヤルやる前に「一緒に吸わない？」と実験で使用する試験管のような物と白い粉を出してき

ました。何かヤバそうだなぁとは思ったものの、僕の気持ちは「気持ちよくなるならいいや」とその

相手と一緒に覚せい剤をあぶって使用しました。それが覚せい剤との出合いです。その後、地元で注

射器を覚えて、それからだんだんとはまっていきました。 

最初は「薬中とかヤバイ」「僕はいつでも止めれる」「僕は他の奴らとは違うんだ」と思っていまし

た。でもだんだんと使用頻度も増え、1回に使う量も増えていきました。今考えれば、その頃からすで

に僕自身が『薬中』になっていたのだと思います。 

 薬を使い仕事の無断欠勤が増え、その後退職といったことを何度も何度も繰り返し、周囲の人たち

からの『信用』なんてなくなっていきました。自分は薬が止められなくなってきているんじゃないか

と感じ始めてきたのもその頃からだったと思います。 

当時、僕はゲイ友と2人でルームシェアをしていました。2014年3月、薬を使いたおして仕事を辞

めてしまった時、ルームメイトから一人の友達（A君）を紹介されました。A君は、自分が薬物使用が

止まらずDARCに通っていることを僕に打ち明けてくれ、「きつかったら話し聞くよ」と言ってくれ

たのです。その時は何でそんな事言うのか、うまくバレないようにやれてるのにと不思議でしたが、

おそらくそれ以前からルームメイトや親友たちには、僕の異変に気付いていたんだと思います。それ

でも僕は『薬中じゃないんだ』『自分で止めれる』という、自分ではどうすることもできなくなって

る事にうすうす気付いていながらも、それを受け入れられず否認し、A君の話に耳を傾けることはしま

せんでした。そんな周囲の友達の心配や優しさに気付く事ができなかったのです。実は僕が住んでい

たマンションから歩いて2～3分の場所に九州DARCがあることや、NA（自助グループ）というミー

ティングが開かれていることもその時に知りました。その後、薬物を止めようと新しい仕事に就いた

のですが、結局2014年の夏に再使用してしまいました。覚せい剤などの違法薬物、脱法ドラッグを

使い続け、家にも帰らず一緒に使う相手の家を転々とする生活になっていました。その頃には売人ま

がいなこともしていて、もうこのまま全部捨てて、薬を売って薬と一緒に生きていこうか、薬を止め

たくても止めれない自分との葛藤が毎日続きました。止めれない、お金もない、家にも帰れない、一

人ぼっち・・・何度も何度も九州DARCの門の前まで行くのですが、「まだなんとかなるかも」とこ

の期に及んでまでもそんな考えが出てくるのです。完全に狂ってました。正気を失い何が自分にとっ

て幸せなのかもわからなくなっていました。妄想、幻聴、幻覚の中で、僕は親友の一人に「もうどう

していいかわからん・・・」とメールを送りました。それをきっかけに親友たちが僕を家に連れ戻し

てくれ、僕は親友たちの前で「助けてください」と言う事ができました。その次の日、親友とA君と一

緒に九州DARCに相談に行き、それから1週間後に今暮らしている藤岡のDARCに入寮しました。あ

の時「助けて」と言えてなかったら、遅かれ早かれ僕は警察に逮捕されていたと思います。 

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ 

「拘置所のタンポポ」 

が増刷されました！ 

■目次 

プロローグ のりピー、ダルク

へおいでよ 

第１章 絶頂からの転落〜そし

て再起 わが波乱の半生  

第２章 誰が、なぜ、ヤク中に

なるのか  

第３章 あまりに知られていな

い覚せい剤の世界 

第４章 なぜ薬物依存者は立ち

直りにくいのか  

第５章 立ち直るためにはどう

すればよいのか  

第６章 新生した仲間たち 

 

■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 
 

※お買い求めの方は下記へ

FAXでお申込みください。 

FAX：03-5312-7588 

日本ダルク インテグレー

ションセンターまで 
 

※住所、氏名、電話番号、ご

希望数をご記入ください。 

拘置所のタンポポ 
日本ダルク代表  

近藤恒夫 著 

NPO法人アパリは、群馬

県藤岡市にある日本ダル

ク アウェイクニングハウ

スを運営しています。 

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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 新年明けましておめでとうございます。 

 旧年中はいろいろとお世話になりましてありがとうございました。 

今年は、私自身この藤岡の施設に赴任して以来10年になります。 

振り返ってみると、たくさんの出来事があり、多くの仲間たちが通過していきました。 

おかげさまで10年前と比べると施設内も整備され、プログラムの内容も充実し、 

スタッフのスキルも向上していきました。これもひとえに皆様方のあたたかい支援のもと 

自由に活動させていただけたものと思います。 

 これからもスタッフ一同仲間の回復のために頑張りますので 

本年もなおいっそうのご声援のほど、心よりお願い申し上げます。 

 

＜エレベーター補修に伴う献金のお願い＞ 
 私たちの施設は大家さんのご厚意により、格安の家賃でお借りしています。その代りに

施設の補修整備は出来る限り自分たちでやっています。今までも部屋のリフォームやペン

キの塗装、水道の配管など行ってきました。しかしながら、中にはどうしても自分たちの

力ではどうにも出来ないことがあります。ボイラー、屋上防水などなど、、、、。 

 昨年度よりエレベーターの基盤を総取り替えすることを検討していました。以前から業

者サイドから時期がくれば安全性も含め法的に替える必要があると言われていたのです

が、金額的にかなり高額だったので踏み切れずにいました。しかし、ついにその時期が近

づいてくることになり工事を進める方向となりました。エレベーターを完全に閉鎖する選

択肢もありましたが、私たちの施設では足に不自由を抱えた仲間が来ること、消費税が値

上がる前であること、またこれによってこの先10年以上の賃貸を考えた上で、今回踏み切

ることにしました。金額的には5,616,000円（消費税込）になり、私たちもきちんとした計

画を組みながら返済することになりますが、やはり施設の運営上大きなダメージは否めま

せん。ここで誠に心苦しいお願いではありますが、皆様方のお力を是非とも貸していただ

きたく、ご献金のお願いを書かせていただきました。どうかエレベーター補修の献金にご

協力をお願いします。そしてこれからも私たち「日本ダルク アウェイクニングハウス」に

ご支援、ご協力してくださるよう心よりお願い申し上げます。 

 

 
お振り込みは以下にお願いします 

郵便振替 0100-2-409942 

日本ダルク アウェイクニングハウス 

日本ダルク アウェイクニングハウス 

ディレクター 山本 大 

スタッフ一同 

入寮してからとにかくガムシャラにプログラムに取り組みました。エイサー（琉球太鼓）も毎日練

習し、最速の1ヶ月でデビューしたし、ミーティングでも積極的に話したりと自分なりに頑張ってい

るのに、なんか心のモヤモヤがとれないことに気付きました。恐れ、怒り、不安、寂しさ、人からの

評価、劣等感、孤独、プライドといった感情の中で、自分の中の『生きづらい部分』が少しずつ見え

てきたのです。「薬は止まっているのに、なんでこんな思いをしないといけないの？」と何度も思い

ました。 

そんな中、プログラムやミーティングや仲間との分かち合いをしていく中で『自分と向き合う』こ

とを少しずつやっていくようにしました。なかなか自分と向き合う作業は難しくて、自分のエゴが邪

魔したり、今までの古い生き方を知らず知らずにやっていたりします。自分と向き合っているよう

で、矛先は自分じゃない他のものに向いていたりと、巧妙な自分の中のエゴに驚かされます。 

僕は今まで自分の中にポッカリ空いた穴（空虚感）を、仕事やパートナー、セックスや薬物など、

外のもので埋めようとしていました。そんなものは一時的で、すぐに心の穴は開いてしまうし、それ

どころかどんどん大きくなっていきます。自分の中から満たされないと幸せになれないんだなぁとい

うことにも目がいくようになりました。 

僕の薬物以外の病気（生きづらさ）は他にもたくさんあります。おそらく、まだ気付いていない病

気もこれからでてくると思います。それらひとつひとつと向き合い、自分が生きやすい人生をおくれ

るように向き合っていきたいです。 

『自分に変えられないものを受け入れる落ち着きを、変えられるものは変えていく勇気を、そして

二つのものを見分ける賢さを』得られるよう。薬物を使わないでクリーンで幸せを感じ、そして『依

存症』という病気と共に生きる。 

自分と向き合うことに専念できる生活に、共に歩み、多くの気付きを与えてくれる仲間たちに、今

日も心から感謝しています。 

最後まで読んでいただきありがとうございました。 

今年4月より日本ダルク 

アウェイクニングハウス

の入寮費が改定になりま

す！ 

 

月額13万円（初月は14

万5,000円） 

他に生活費が1日1,000

円かかります。 

生活保護受給者も入寮可

能です。 

「マーシーの 

リハビリ日記」 
2015年3月25日発売 

著書：田代まさし 

漫画：北村ヂン 

定価：1200円（税別） 

出版社：泰文堂 

ダルクでリハビリ中の

マーシーが漫画本を出

しました！！ 

全国の書店でお買い

求めください！ 

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 
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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.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、

日本の覚醒剤事犯の再犯率は約65％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。 裁判中のプログラ

ムの提供、受刑中の身元引受、出所出迎え

に行ってリハビリ施設に繋げるお手伝いをし

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。（窃盗、横領、詐欺等）ご相談くださ

い。 

[費用：コーディネート契約料として一律20万円  

（税別）。交通費・宿泊費の実費が別途必要で

す] 

【お問合せは東京本部まで】 

アパリの支援 

○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。 

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 

ホームページをぜひご覧ください。 

 http://www.apari.jp/npo/ 

Facebookも始めました！ 

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 

平成28年1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 

1/4（月） 
第３回 

依存症者の心にある２つの考え 
1/18（月） 

№39 

「回復の歩み」 

山田 幸子医師（ｱﾊﾟﾘｸﾘﾆｯｸ院長） 

2/1（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 

2/15（月） 

№40 

「ダルクでの回復とは？生活とは？」 

山本 大(日本ﾀﾞﾙｸ ｱｳｪｲｸﾆﾝｸﾞﾊｳｽ) 

4/4（月） 
第６回 

子どもの成長を助ける関わりについて 
4/18（月） 

№41 

「刑の一部執行猶予を目前にして 

アパリのこれから」 

座談会 

5/2(月） 

第７回 

薬物問題を持つ人の家族の 

回復プログラム 

5/16(月） 

№42 

近藤 恒夫（理事長） 

「依存症・・・その病気の本質は？」 

3/7（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 

3/21（月） 
祝日のためお休み 

 

＜アパリ家族教室スケジュール＞ 

【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・インテグレーション・センター １階会議室   

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）  【申し込み】不要 


