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 DARS※のメンバー６名（石塚伸一、丸山泰弘、市川岳仁、髙橋洋

平、森村たまき、筆者）は、ドイツのミュンスターで開催された第

16回ヨーロッパ犯罪学会(16th ESC=European Society of Crimi-

nology)に参加しました。 

 9月22日(木)朝一番の時間帯に同時に26の分科会が開かれました

が、そのうちの１つ、Desistance of Drug Addicts in Japan: 

Past and Future（日本における薬物依存からの離脱：過去と未

来）というセッションで、DARSメンバー5名が日本の薬物自己使用

等事犯者対策について報告しました。ヨーロッパ犯罪学会への参加

は、昨年に引き続き2回目になります。 

刑の一部執行猶予制度については、刑務所収容期間を減らして社

会内の回復プログラムを導入した点について一定の評価をしなが

ら、より良い制度の運用・創設に向けた提案をするという点ではそれぞれの報告が一致しています。 

石塚伸一（龍谷大学教授）が司会を務め、まず、日本の薬物事犯者対策の概要を説明し①丸山康弘（立

正大学准教授）「何が日本の薬物政策なのか～刑事司法手続なのか、それとも福祉なのか～」、②尾田真

言（NPO法人アパリ）「アパリの司法サポート」、③髙橋洋平（東京弁護士会）「2016年の日本の薬

物諸政策における変化の兆し～弁護士の視点～」、④市川岳仁（三重ダルク）「薬物依存症からの回復及

び日本における新しい保護観察法の諸問題」と報告が続きました(敬称略）。 

 

以下、私の報告内容を示します。 

１ はじめに 

日本では10年前まで薬物自己使用等事犯者は刑罰が科せられるだ

けだった。現在でも治療を義務付ける制度はない。受刑者処遇法が

2006年に施行されると、刑務所内で薬物依存離脱プログラムが始

まったが、1回50分の指導を12回するのにとどまっている。 

仮釈放になった者はその仮釈放期間中保護観察に付せられるが

（更生保護法40条）、認知行動療法に基づいた5回のプログラムへ

の参加と、尿又は唾液の簡易検査キットによる簡易薬物検査を受け

ることが義務づけられているのは6か月以上の仮釈放期間のある者

に限られ、6か月未満の者は任意に簡易薬物検査を受けられるだけ

である。もちろん満期出所者にはプログラムへの参加を義務づけは

ない。最もプログラムが必要な満期出所者が野放しにされる一方で、最も真面目な者にはプログラムが義

務付けられる。回復プログラムは最も再使用しそうな人に課せられるべきではないだろうか。 

アパリでは刑事司法手続にいる回復プログラムが必要な人にプログラムのあっせんを2000年からして

いる。薬物依存者には病識がなく依存症回復のためのプログラムに参加しないので、保釈中の刑事被告人

に対するプログラム（裁判所の許可なしに制限住居を変えられない）と仮釈放中の人の受け入れ（保護観

察所の許可なしに帰住地を変えられない）をダルクと連携してはじめた。 

２ 刑の一部執行猶予制度の制定 

刑務所が過剰拘禁だった10年前に、法務省は受刑者数を減らす施策を検討していた。その後、過剰拘

禁は徐々に解消されたが、2012年に犯罪対策閣僚会議が10年以内に刑務所出所者の2年以内の再入率

を20%から16%に下げようとする数値目標を設定した。その対応策として刑の一部執行猶予法が2013

年に制定され本年6月1日に施行された。 

ヨーロッパ犯罪学会2016  

事務局長 尾田真言 

左から市川岳仁、森村たまき(通訳)、

尾田真言、石塚伸一、丸山泰弘、 

髙橋洋平 

尾田報告 
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３ 刑の一部執行猶予の利点 

刑の一部執行猶予判決は再犯の覚せい剤自己使用等事犯者の約2割に言い渡されている。保護観察期

間は2年あるいは3年付されることが多い。従来なら満期出所で、保護観察が付かなかった者に刑の一

部執行猶予が言いされることで、保護観察に長期間付されて回復プログラムが提供されるようになっ

た点は評価できる。 

４ 刑の一部執行猶予の問題点 

初犯者は治療とプログラムをするのに最も適しているのに、あいかわらず単純執行猶予で野放しにさ

れている。初犯者には保護観察付き全部執行猶予が適用されるべきである。また、刑法を改正して、

何度でも全部執行猶予が付けられるようにすべきである。 

刑の一部執行猶予は薬物自己使用等事犯の再犯者に対して刑期が３年以下であれば何度でも言い渡せ

る。非薬物事犯の累犯者にも言い渡すことができるようにすべきだ。 

５ 立法提案 

 単純執行猶予者は「無罪放免」されたと思っている。自らの意思でアパリのサポートでダルクに入

寮する初犯者はわずか１割程度しかいない。私は治療の義務付けなしに回復の動機付けはできないと

考えるので、刑罰しかない刑法を改正してドイツのように治療処分を導入して、刑罰と治療処分の両

方を科す二元主義を採用すべだと考える。 

 

次に、髙橋洋平報告を紹介します。 

１ 厳罰主義 

日本では初犯の覚せい剤の自己使用・単純所持犯は無条件に懲役１年６月・執行猶予３年になるが、

２回目以降は実刑判決が言い渡されている。 

ここで問題のあったケースを紹介したい。覚せい剤の自己使用・単純所持で、執行猶予中の再犯で

あった人に第一審において再度の執行猶予が付された。裁判中に、病院での治療、ダルクでのリハビ

リが評価されたからだ。しかし控訴審では実刑判決に変更されてしまった。治療とリハビリの機会が

実刑判決によって奪われたことが問題だ。その結果として前刑の刑期の１年６か月に、再犯の刑期の

１年２か月を加えた、２年８か月の間、刑務所に行かなければならなくなった。 

裁判官は判決理由として、身勝手な動機や経緯に酌量の余地がなく、規範意識、遵法精神が欠如して

いるから長期間矯正施設に収容して、徹底した矯正教育を施し、覚せい剤との断絶を図る必要がある

ということが多かった。 

２ 厳罰主義の変化の兆し 

最近では日本の厳罰主義にも変化の兆しが見られるようになっている。今年６月に新しく導入された

「刑の一部執行猶予」は、実刑判決部分の一部を執行猶予にして、社会の内で更生させる取り組み

だ。 

私が担当したケースでは、これまでに覚せい剤使用で刑務所に４回服役した者に、従来なら懲役２年

６月の全部実刑判決が予想されたケースで、「被告人を懲役２年６月に処する。その刑の一部である

懲役６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」という刑の一部執行

猶予判決が下された。 

刑の一部執行猶予判決は、制度がスタートした１か月間で134人に言い渡され、そのうちの126人

が覚せい剤の事件だった。覚せい剤事件における刑の一部執行猶予の適用率を計算すると、年あたり

の覚せい剤の事件が約１万2000件、月あたりの覚せい剤事件を1000件で計算すると、刑の一部執行

猶予が適用されない初犯者が35％（350人）、刑の一部執行猶予が適用され得る再犯者が65％

（650人）となるので、刑の一部執行猶予の適用率は20％（126人÷650人）になる。これが多い

か少ないかは議論の余地があるが、確実に言えることは、これまでの日本の厳罰主義に変化の兆しが

見えてきたことだ。長期の刑務所収容を当たり前とする考え方一辺倒ではなくなってきた。 

私が担当したケースで裁判官は、相当期間の実刑は免れないとしても、十分な期間社会内処遇を実施

することが再犯防止のために必要かつ相当であると述べ、刑務所内だけでなく、社会内での処遇を重

要視したことが大きな変化だといえよう。 

しかし裁判官は、「施設内処遇に引き続き、心理的制裁を科した上で十分な期間社会内処遇を実施す

る」と述べているものであり、早期の治療やリハビリを大切にするという観点より、これまで以上に

監視を強化し、継続することを念頭に置いた取り組みであることも明らかだ。 

３ まとめ 

薬物乱用者に対する処遇では、早期の治療、リハビリが大切なのに、刑務所収容や監視の強化等を前

提としている点はいまだ不十分である。今後の課題として、「刑の一部執行猶予」が早期の治療、リ

ハビリに繋がる適切な運用となるよう、各種の関係機関・団体が連携する体制作りが重要だと考え

る。 

※ ＤＡＲＳとは 
Drug Addiction Recovery 

Support（薬物依存回復支

援）の頭文字をとって、

龍谷大学矯正・保護総合

センターで薬物依存症か

らの回復について石塚伸

一教授のグループで共同

研究をしてきたダルクや

アパリのメンバーらが

2011年5月31日に設立した

研究会で、当初12人のメ

ンバーだったことから

ダースと名付けられた。 

ドイツの風景 

Photo by Takehito Ichikawa 

会場の様子 

プログラムとネームタグ 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

 第27回 日本嗜癖行動学会京都大会に参加して 

ソーシャルワーカー 志立 玲子 

  

 学会のテーマは「現代社会における依存と嗜癖～回復の多様性を求めて～」大会長は石塚伸一

（龍谷大学教授・アパリ副理事長）が務め、共同大会長は斎藤学先生（家族機能研究所代表）と近

藤恒夫(日本ダルク代表・アパリ理事長)が務めました。そして大会の事務局を木津川ダルクの加藤

武士を中心に、京都ダルク、三重ダルクのメンバーたちが準備を進めてきました。 

 アパリで昨年、ポルトガルのポルトを訪問した際にお世話になったジョゼ・ケイロスさんもこの

学会に報告者として招かれ、ジョゼさんの団体の活動やポルトガルの非刑罰化についての報告があ

りました。そして隣国の韓国よりチョウ・ソンナム先生を迎えて特別報告として韓国の取り組みの

紹介がありました。様々な先駆的で魅力溢れる報告の中で、特別報告、シンポジウム3と記念対談

について簡単にご紹介します。 

 

【特別報告】 韓国における嗜癖行動へのアプローチ～ソウル・ダース～ 

 チョウ先生より、日本と同様に厳罰主義を採る韓国では、薬物依存者に刑罰を科すことに熱心

で、治療はおざなりになっている。韓国は日本とは異なり、刑事司法制度の中に治療制度もある

が、検察官に情報提供した者に対してのみ治療を許可しているのが実情で、薬物依存者に対する治

療、リハビリを行う民間の努力は日本の方が韓国よりはるかに進んでいる。韓国には薬物依存者の

入ることのできる施設はほとんどないので、リハビリセンターや治療施設を作っていくことが私の

使命と思っているとの報告がありました。 

 

【シンポジウム3】ハーム・リダクション 回復支援のこれから～依存症からの回復から“生きる

こと”への支援へ～ 

 西村直之先生（リカバリサポートネットワーク・医師）、中村努さん（ワンデーポート）、市川

岳仁さん（三重ダルク）の３名による熱意溢れる報告がありました。 

 中村さんから、ワンデーポートを開設した当初の一日のスケジュールと現在を比べ、今は自分の

意思でプログラムを選択したり、「暮らし・仕事・余暇」をキーワードに、特に余暇の過ごし方に

重点をおいた、人が幸せに生きていくための工夫を凝らしている様子が伺えました。また、その時

代には正しいと思われていたことが、後になり誤りであったことがわかった例を紹介し、その人ご

とに問題の背景が違うことを認め、その都度修正を加えながらその人に合った支援をしていること

に感銘を受けました。市川さんから、元々様々な問題が先で、薬物の問題が二次障害ではないの

か？ 更に感染症などが三次障害だと思っている。そして「こういう人になれるかな？ ああなれ

たらいいなぁ？」と思えたら、自動的にその人に付いていってしまう。自分と同じ方向を向いてい

る人には回復の扉を開ける。助ける側になることも大事で、それが初めての体験という人もいる。

と経験に基づく力強い報告でした。また中村さんから、発達障害（自閉症）とギャンブルとの関係

性にいち早く気付いたのは、目の前の一人一人から見えてきたもの。ASD（自閉症スペクトラム障

害）の診断はグレーで、医療とは違う診断がある。現場の中で見えてきた診断というのがある。現

場は待ったなしで、専門家でないからできることもある。 

 西村先生から、10年位前に中村さんが発達障害（自閉症）と言ったときに戸惑った一人だっ

た。海外ではADHDとの関係性は言われているが、ASDとの関係では、そんなエビデンスはない

と言われていた。それがなんと今年海外でその論文が出た。現場の感覚はエビデンスを超えてい

る。野性の感、嗅覚には敬意を払うべきであると感じた。 

 この話を受けて大会長の石塚先生からは「完全にやられちゃったですね？ 涙が出そうになっ

た。」と感想を述べていました。 

 

【記念対談】現代社会における依存と嗜癖～回復の多様性を求めて～ 

 依存症業界で知らない人はいない斎藤学先生とダルク創設者の近藤恒夫と記念すべき最初で最後

であろう対談が行われました。それぞれに自分たちの過去を振り返り、またどのような接点があり

関わってきたかなど思い出話がたくさんありました。 

 近藤が最近よく言っている言葉「間違いに寄り添う」「添い寝」など、ダルクが始まって30年

経った今だからわかってきたこと。支援の原点に立ち返るようなお話がありました。ダルクが地域

に来ると刑務所が来るより嫌がられる。自分は日本人だからどこに住もうと自由。だから住民票を

移して全国あちこちにダルクを作ることをやった。 

 斎藤先生からは、ダルクはお金がなくて良かったんではないか？ 薬物依存対策の予算は国から

経常的にもらうのは健全ではない、国に頼ってはいけないなど、時間の許す限りユーモアを交えた

思い思いの話をして対談は終わりました。 

ポルトガルのジョゼ・ケイロス

（NGO団体APDES） 

左から、西村直之、中村努、 

市川岳仁 

韓国のチョウ・ソンナム 

（ウルジ大学教授・医師） 

左から斎藤学、近藤恒夫、 

石塚伸一 

（敬称略） 
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アパリでの研修を通して学んだこと 
 

最高裁判所司法研修所 第６９期司法修習生 桝井妙子 

 

１．アパリでの研修を希望した理由 

 平成28年10月3日から21日までの3週間，裁判官・検察官・弁護士になるための研修であ

る司法修習の一環としてアパリで研修しました。私は祖父がアルコール依存症であり，家族と

してアディクションの問題に関心を抱いてきました。また，検察庁での研修でもアルコールを

飲むたびに暴力沙汰を起こしてしまう人や，覚せい剤使用により8度目の逮捕に至った人など

を見ていて，一体どうしたらいいのだろうと思っていました。そのような経験を経て，今後，

自分が弁護士として活動する手がかりを得たいという思いもあってアパリでの研修を希望しま

した。 

 

２．アパリの研修で印象深かったこと 

（１）家族教室やミーティングの見学 

 研修初日は家族教室に参加しました。「ここに来ると隠さなくていいんですよね。」という

家族の方の言葉を聞いて，家族にとって素直に話せる安全な場所としての役割があるのだなと

感じました。 

 また，研修3日目に参加した当事者ミーティングのテーマは，「重荷」でした。最後に，私

も自分の感じている「重荷」についても話したのですが，その話を聞いた当事者の人から「負

けたらあかんで！」と声をかけてもらい，どこか自分が救われたような気がして泣きそうにな

りました。ミーティングで自分の経験や思いを分かち合うことの大切さを実感しました。 

（２）日本ダルク アウェイクニングハウス（現：藤岡ダルク）10周年フォーラム 

施設長である山本大さんの講演で藤岡ダルクの10年の歩みを聞き，施設を運営していくこと

がいかに大変なのかを知りました。また，楽しみにしていた藤岡琉球太鼓は，みなさんの笑顔

がとても輝いていて，太鼓の力強い音がかっこよく感動しました。「間違いを糺すのではな

く，間違いに寄り添う」という近藤さんの言葉もとても胸に響くもので，それは弁護人に求め

られる役割のひとつなのかもしれないと思いました。 

 その後，実際に藤岡ダルクに伺い，ミーティングや琉球太鼓の練習を見学させていただきま

した。「死んじゃったらおしまいだから。使ったって生きてりゃいいんだよ。」という大さん

の言葉がとても実感のこもったもので印象的でした。 
（３）下総精神医療センターの見学 

 午前と午後にわたって平井愼ニ医師の外来診察を見学し，14名の方の診察に立ち会いまし

た。診察室に車が横付けされ，ストーカーの嫌疑で逮捕された人が警察官に付き添われて連れ

てこられ，その場で釈放されて任意入院となるという流れを間近で目にするなど得がたい経験

をしました。依存症病棟の見学もさせていただき，条件反射制御法が効果をあげるのが薬物依

存症に限らず，窃盗，ストーカーなど多岐にわたることに驚きました。 

（４）裁判支援 

 研修中に警察署と拘置所の面会に3回同行し，6人の被告人の裁判を傍聴しました。その中で

女性のリハビリ施設でプログラムを受けている被告人が，最終陳述で「ここに立った多くの人

が，『私はもうしません』と言うのだと思いますが，私は今，施設のプログラムで覚せい剤が

自分に必要ないものであることを学んでいます。自分にとって何が本当に大切なのかを学んで

います。」と言ったのがとても印象的でした。施設で日々を過ごす中での心の底からの言葉

だったと感じました。 

 このように法曹以外の立場で裁判を見つめることができたのは貴重な体験であり，裁判官が

このようなプログラムやアパリの支援をどのように判決に反映するのか興味深かったです。 

 

３．今後の決意 

 アパリでの研修は，今後の弁護士としての活動に様々なヒン

トを与えてくれるとともに，自分自身の問題に向き合う機会も

与えてくれました。私は，平成28年の12月から札幌で弁護士

となる予定ですが，弁護士となってからも事件にかかわる人々

が生きることに希望を見いだせるように助力していきたいとい

う思いを強くしました。 

この3週間をアパリで研修することができてとても幸せでし

た。尾田さん，志立さんをはじめ，研修中に関わってくださっ

たみなさま，ありがとうございました。 

桝井妙子さん 

藤岡ダルクにて 

藤岡ダルクフォーラム 

にて 

左から尾田、桝井さん、志立 

桝井さん送別会にて 
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日本ダルク アウェイクニングハウス10th フォーラム 
 

藤岡ダルク 職員 畑 由宇 

 

 皆様こんにちは。私ども藤岡ダルクは10月8日に「日本ダル

ク アウェイクニングハウス10thフォーラム（チェンジ—

ズ）」を無事終えることができました。フォーラム開催に際し

まして、ご多忙中のところご来席いただき、心よりお礼申し上

げます。当日は、不慣れなことで行き届かない点がありました

こと、ご容赦いただければ幸いです。 

 今回10年という節目を迎え、この度のフォーラムを機

に日本ダルク アウェイクニングハウスから藤岡ダルクへ

と施設名を変更いたしました。私たちは大勢の方たちに支えられながら今を生きる

ことが出来ていることを強く感じています。 

 この10年で地域の皆様にも受け入れていただき、温かい支援のもと活動を続けて

こられましたことに深く感謝しますと共に、これからも地域の中で活動を続けさせ

ていただく気持ちを込めて藤岡ダルクと名前を付けました。当日は約400名近くの

方にご来場いただき、私たちの活動と歴史を知っていただけたこと、また回復中の

仲間の姿をお見せできたことをとても嬉しく思っています。 

 私自身10年前にアパリの司法サポートを受け、この藤岡ダルクへやってきまし

た。そういった意味でもダルクと共に歩んだ10年でした。職員という立場になって

から9年間、右往左往しながらも、いつでも仲間の回復を探し続けてきました。ダル

クを通り過ぎていく仲間、ダルクにとどまる仲間、ダルクを卒業して社会で生きて

いく仲間。色々な仲間がいますが、これからも藤岡ダルクは皆様のご支援を私たち

の力として今以上に回復を提供していけるよう精進していく所存でございます。 

 今後とも私ども藤岡ダルクをご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い致

します。 

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 

日本ダルクと韓国の麻薬退治運動本部との間で 

業務協約がなされました！ 
 

藤岡ダルク ディレクター 山本 大 
  

 9月26日から2泊3日で韓国のソウルにダルク創

設者の近藤、三河ダルク及びソウルダルク代表の

松浦と共に行きました。今回の目的はソウルの麻

薬退治運動本部（Korean Association Against 

Drug Abuse)と日本のダルクとのMOU でした。

過去韓国では既にワンガンデジタル大学とウルジ

大学とMOUを行なった実績があります。 

 ソウルの麻薬退治運動本部とは、これまで国際

麻薬撲滅デーでの式典に招待していただいたり、

フォーラム、コンベンションでの協力を含め、ダルクとは10年以上の付き合いがありま

す。しかし、残念ながら今までMOUを交わす機会がありませんでした。今回は麻薬退治運

動本部の理事長が新しくKyunghui Lee氏と変わり、Lee理事長の提案からMOUを交わす

運びとなりました。Lee氏は以前、熊本大学に招聘され何年か過ごした経験もあり日本語も

堪能な方です。 

 MOUはソウルの麻薬退治運動本部内で行われ、関係者も含め約30人ほどが参加しまし

た。このMOUは、両機関が薬物依存症に対する回復及びリハビリテーションの活動に誠実

な姿勢で協力することを目的とし、協力内容は人的及び共同学術交流、情報の共有と広報等

の事業協力です。Lee理事長とダルク創設者の近藤がそれぞれ韓国語と日本語で書かれた書

面の内容を確認し署名をして、これで正式な形で相互における協力体制が整うことになりま

した。 

 今後具体的にどのような形で協力ができるかは未定ですが、日韓における依存症支援の新

たなる一歩となることを期待しています。 
 

MOU=Memorandum of Understandingとは了解覚書. 行政機関等の組織間の合意事項を記した文書。 

施設長の山本大 

畑 由宇 

フォーラム会場では、入寮

者の作品も展示しました 

調印式の様子 

Lee理事長と近藤恒夫 
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「僕は回復していく」 

木津川ダルクの仲間G 

  

 私は、今、木津川ダルクで生活をしていて、回復していきます。 

 不安や、とらわれ事等もないと言ったらうそになるかも知れませんが、私は未来を信じてい

ます。 

 もともと、私は人より強がりだったり自信があったりする所もありますが、木津川ダルク

が、そうさせてくれました。仲間との関係、いい事もたくさんありましたし、悪い事もあり、

リラプスしたり、身近な仲間の死だったり、でも今の自分を作りあげてくれました。 

 私が、初めてダルクとつながりをもったのが、今から約９年前、当時１９才だった私は、矯

正施設から出て保護観察官に言われ、そのまま、施設につながりました。その当時もダルクで

学ぶ事はたくさんあり、とても為になったと言う思い出があります。ただ薬は、止まらなくて

使いながらダルクや、ＮＡに行く様になりました。そして、また逮捕されました。 

 その時、同時に、私は肝臓を壊しているのが分かり命にかかわるとの事で、在宅起訴されそ

のまま病院に入院する事になりました。 

 今となっては、体を壊した事を思い出話の様に話せるのですが、当時は、とてもじゃない不

安、治療をしても、まったく良くならずに、半年ぐらい経過しても、主治医にも何で数値よく

ならないのだろうと、首をかしげられたり、先が見えなくてとてもショックだったのを覚えて

います。２０才と言う若さで、命にかかわるといわれ、毎日3回の点滴、周りには私と同じぐ

らいの年齢の方もいなく、すごい孤独感にとらわれ、自分のやってきた事にすごく後悔をしま

したし、夜ベットで一人祈り続けていたのを鮮明に覚えています。 

 そして、裁判で、成人になってからの1回目の逮捕だったこともあり、執行猶予となりまし

た。体の方も１年ぐらいで良くなり退院し通院生活になりました。 

 それから、私はそのような事もあり、強い意志を持ち社会生活が始まりました。病院を出て

からは、ダルクの関わりは、無くなり自分も行かなくなりました。 

 それから２年半は、薬が止まっていました。私は同時に体によくない物、入院をきっかけに

たばこ、酒等、全て止めていましたが、１本のタバコから、酒、覚せい剤とみごとにスリップ

していきました。そこからの４年間は彼女を変える、仕事を変える、家を変える等色々しまし

た。止める為に、「捕まるから…」止めるというより自分で本当に思ったからすごく強い意志

で止めようとしました。僕が、薬を止めたかった理由は、婚約者とか好きな人を失った、友達

を失ったとか、金が無くなったとか、逮捕されるからでもなく、少しはそういう気持ちもあり

ますが、本当に心から思ったのは、自分を傷つけたくなかった。病気をして強い意志をもって

挑んでも、使う自分、止めようと色んな事をしてみても失敗する自分、自尊心は無くなり、ど

うしようもない感情。僕は、多分ナルシストの所があるので自分を、そのような感情に成り続

けるのが、一番辛かった。 

 もちろん大切な人を失うのはとても、とても、辛い。でもなにより、薬を使い後悔する自

分、自尊心のなくなる自分、あのなんともいえない感情や気持ちが私は一番辛かった。 

 そして、色んな思いで、今回２回目の施設につながりました。１回目は、人に言われ、覚せ

い剤依存を治したいとつながった所、2回目は、自分からこの自分自身の中の問題を直したい

と思いつながった所。 

 生活していて前にも書きましたが、施設でリラプスも、覚せい剤でしました。でも、こんな

事を書くと批判をする方もおられると思いますが、いいリラプスで、自分に自信をもっていま

した。 

 

「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！ 

 木津川ダルク  入寮者からのメッセージ 

NPO法人アパリは、京都

府木津川市にある木津川

ダルクを運営していま

す。（H26.4．1より） 

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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「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 

 仲間も首をつって自殺しました。施設では仲間の死は身近にあると聞いていましたが、こ

んなに近い仲間入寮生の立場・・・ 

とてもすごいメッセージをもらいました。とてもとても書ききれません。 

でもそこにはいつも仲間がいて、楽しい時も悲しい時もリラプスした時も仲間の死の時

も。そして今、「回復していく」と、言える私がいます。 

 

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 

これからのアディクション関連講座のご案内 

 

11/21（月） 

「薬物依存は処罰で治るのか？ 日本～国際的な議論で」 

古藤 吾郎（ソーシャルワーカー） 

今年の4月～9月まで世界各国の会議や研修に参加した古藤から世界最先端のお話です。 

 

12/26（月）家族のためのクリスマス・シェアリング・パーティー 

「聖書の学びから～クリスマスとは？」笹瀬 健児氏(リーガル・カウンセラーズ） 

お話を聞いた後に、飲み物や軽食、楽器演奏などお楽しみいただけます。 

 

 2017年の第３月曜日アディクション関連講座は、家族のための12ステップ講座を全

12回実施する予定です。子どもの問題で家族教室に通っている中で、子どもがダルクに

繋がり、その中で行われているプログラムの核となる12ステップがどういうものか、少

しでも知りたいとの要望がありました。12ステップを少し学習することで共通言語も生

まれ、社会復帰した後の家族間のコミニュケーションにも役立つかもしれません。 

 講師として、リーガル・カウンセラーズの笹瀬健児さんをお迎えします。笹瀬さんは幼

児洗礼を受けた敬虔なカトリック信者でもあり弁護士でもあります。30年間学んできた

聖書の学びのグループでの教えと、ＮＡで行われている12ステップの学びが、ほとんど

同じであることを知り驚愕し、それから12ステップの教材を取り寄せ真剣に学んでいま

す。講座の中では、笹瀬さんが作詞作曲した歌も皆さんで歌いながら、祈りも唱えなが

ら、家族とともに12ステップを学んでいきます。少しでも12ステップに興味ご関心のあ

る方はどうぞご参加ください。 

ＤＡＲＳ ＩＮ 大阪 開催決定！！ 
 

日時：2017年１月６日（土）・７日（日）10:00～17:00 

会場：マイドーム大阪 ８階第１会議室 

ゲスト（予定）： 

倉田めば氏（フリーダム代表）、近藤京子氏（アスク・ヒューマン・ケア研修相談セン

ター講師）、徐淑子氏（新潟県立看護大学講師）、後藤弘子氏（千葉大学大学院専門法務

研究科教授） 

※お申込み方法等の詳細は決まり次第、アパリホームページに掲載いたします。 

木津川ダルクの皆さんのボランティア活動の様子 
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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 

○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。 

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もやっています！ 

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 
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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 

11/7(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 

11/21（月） 

「薬物依存は処罰で治るのか？ 

～国際的な課題として」 

古藤 吾郎(ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 

12/5（月) 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

12/26(月）

※変更 

家族のためのクリスマス・シェアリング・

パーティー 

「聖書の学びから～クリスマスとは？」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

2/6(月) 

第8回 

「あなたの環境や状態をいいものに

変えよう」 

2/20(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座2」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

3/6(月) 

第1回 

「薬物依存症によるダメージと回復」 

 

3/20(月祝) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座3」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

1/16(月)

※変更 

第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

1/23（月）

※変更 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座1」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

＜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 

〇木津川ダルク 

〒619-0214 

京都府木津川市木津内田山117

番地 

電話 ：0774-51-6597 

FAX   ：0774-51-6597 

〇入寮費 月額16万円 

 （初月のみ19万円）（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。 

〇入寮期間：個人により差があ

ります。 


