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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。 
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薬物政策をめぐる国際的なアドボカシー 
 

日本薬物政策アドボカシーネットワーク 

古藤 吾郎 
 

 違法な薬物を使用する人を逮捕し、刑務所に入れるという

対策は、日本をはじめアジアで広く普及しています。ただ、

近年では刑務所に入れることを見直す動きが生まれつつあ

り、日本もそうした路線上にいます。さらに、欧米諸国では

法律で規制していながら、刑務所には入れないという対策が

増えつつあります。こうした国際的な動向を少しでも多く学

び、ネットワークを広げるため、ここ数年の間、海外で開催

される会議や研修に積極的に参加してきました。さまざまな

貴重な経験をまだ消化している最中ですが、これまでに学び

考えてきたことなどを、ここでまとめようと試みました。関

心を寄せていただけましたら幸いです。 

 3月12日から16日にかけてウィーンの国連で麻薬委員会の会議が開催されました。これは世界

53カ国によって構成される国際的な薬物政策に関する定例会議です。日本もメンバーに含まれて

おり、政府代表団が会議に参加しています。薬物政策全般を取り扱うので、個人の使用・所持か

ら、製造、流通、売買など多岐にわたります。麻薬委員会はどの薬物を違法とするかを決定する役

割を担っているため、薬物を取り締まるという向き合い方が当然にあります。同時に、ドラッグを

使う人、そしてドラッグによってさまざまな影響を受ける人々・社会の人権や健康、安全とどう向

き合うのかということも議論されています。各国の政府代表団のなかには、取り締まり側の機関に

所属する人もいれば、保健・福祉を担当する機関に所属する人もいます。専門性が異なるなかで、

駆け引き・交渉を重ね決議が採択されます。 

 薬物政策に関して市民社会もさまざまなスタイルでこの会議に参加しています。そのひとつとし

て、この麻薬委員会及び国連薬物・犯罪事務所と世界各国のNGOをつなぐネットワーク委員会が

あります。このNGOのネットワークのなかでも、ドラッグに対する向き合い方は多様です。例え

ば、断薬が唯一の解決策であり、受刑することで薬物使用から強制的に離されることが回復のチャ

ンスになると捉える向き合い方があります。こうした向き合い方を支持する人のなかには、そうし

た経験で自分自身が回復したという当事者も含まれます。他方、断薬もあって良いし、使用するよ

うな状況をあり得るし、そして、薬物を規制したうえで、ただ刑務所に入れるような処罰は不要

だ、とする向き合い方もあります。後者の立場の人のなかにも当事者が含まれます。例えば、自分

自身は受刑し断薬により回復したけれど、仲間は同じような回復をたどらず、受刑して状況が悪化

し、断薬プログラムを受け入れられず、ついには命を救うことができなかった、そうした辛い経験

をもとに、断薬だけの向き合い方や厳罰主義に異議を唱える人たちがいます。 

 海外の学会や会議で出会う活動家のなかにはドラッグを使用する当事者たちもいます。今も現役

で使っている当事者という意味です。アルコールもタバコも、向精神薬も、ドラッグです。日常生

活を送りながら、そうしたドラッグを摂取するということは特別なことではありません。その当事

者たちというのは、アルコールやタバコや向精神薬も使うことがあるだろうし、それ以外のドラッ

グも使うことがある、という感じです。海外では、そうした当事者たちがユニオンとなって、ド

ラッグを使うことがある人の健康や権利擁護のための活動を展開しています。そうした国でも、ド

ラッグの個人使用や所持が違法であることがほとんどです。 

薬物政策に関する国際学会にて 

（2017年10月、米国） 

アジアの薬物政策をめぐるパネル

ディスカッションに参加しました。 
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 日本を含めアジア諸国は、違法薬物の使用や所持は厳しく罰せられる司法制度になっています。

そのアジア諸国でも、当事者ユニオンが存在します。私が出会う人たちは実名も顔も出して活動し

ている、ということになります。 

 彼女・彼らの活動の狙いは、ドラッグを合法化しようというものではありません。ドラッグを使

うことがあっても、なくても、そのことに関係なく誰であっても地域社会の一員として、医療や福

祉サービスを享受できる権利がある、ということを訴えています。一見ごく当たり前のことのよう

ですが、じつは決してそうではありません。例えば、調子が悪いという人が医療機関に行ったとし

ます。インテイクで現在どのような薬を摂取しているか尋ねられ、アルコールやタバコと同じよう

に（違法である）ドラッグの摂取について答えたとします。そのことでその医療機関が警察に通報

したら、その社会はドラッグを使うことの有無に関係なく誰もが同じように医療サービスを享受で

きるものではない、ということが指摘できます。その症状や病気を治療する専門性がないという理

由で対応できないのであれば、他の医療機関につなげるという対応が一般的なはずです。他の病気

ならそうするのに、違法薬物使用だと警察に通報するということは、ダブルスタンダードが存在す

ると言えます。ドラッグ使用に対する社会的な公正さを求め、当事者たちは声をあげています。 

 もうひとつ国際的な動向のなかで、私が強い関心を抱き学んでいるのがジェンダーに関すること

です。ドラッグ使用は、女性の方が男性よりも深刻なダメージを受けていると指摘されています。

予定しない妊娠、胎児が未熟な状態で出産すること、貧困や暴力により、子どもの養育が十分にで

きなくなることなど、女性であるために被害を受けやすいということが起きています。 また、女性

の方がドラッグ依存からの回復が困難になりやすい、再使用しやすいという指摘もあります。これ

は身体的・生物学的な理由ではなく社会的な理由によるものです。なぜなら女性の方がドラッグ使

用においてより強いスティグマが与えられ、差別や偏見を持たれやすいからです。女性なのに・母

親なのにドラッグを使うなんて、という烙印が押されやすいのです。そのため、地域社会の保健・

医療サービス等を利用しにくい状況にあり、そもそもジェンダーに配慮したサービスが欠落してい

ます。 

 さらに、女性が虐待や暴力の犠牲になった結果、 薬物の取り引きに関わるようになることがあり

ます。子どもや親を世話するから、あるいはパートナーの男性からの暴力によって、何かしら薬物

の売買に関わらざるを得なくなるということが起きます。それが組織的な活動であるとその組織の

中で最下層のランクに据えられ、賃金は低いがハイリスクなことをまかされることになります。代

表的なのがドラッグの運び屋です。ほとんど情報を知らされないまま指示通りに運ぶ手伝いをさせ

られ、それがみつかり逮捕され、厳罰を受けることがあります。そうした法律は、本来は密輸を企

てた主要人物を厳罰に処するためにつくられたはずなのに、社会的に脆弱性の強い者（女性、障害

者、貧困層など）が、薬物事犯であるとして適用されてしまうのです。それが母親であると、刑務

所に収容され子どもと引き離されることになります。そうしたことが世界の至る所で起きているの

です。加えて、女性が収容される刑務所は、男性の犯罪者を想定してデザインされていることが多

く、ジェンダー的な視点が欠落しているため、受刑中に性的暴行にあったり、セクシュアル・ヘル

スやリプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)に関するケアやサービスにアクセスできな

い、そのうえ、そういったものが必要だということすら、なかなか重要視されないでいると指摘さ

れています。 

 私が参加してきた会議等でも女性の権利や健康を向上しようと、当事者である女性が中心になっ

て動きが高まってきていると感じました。女性だけの問題ではない、と声を上げアクションを起こ

す男性も増えてきています。ある国際的な学会では、開会セレモニー後の最初の基調セミナーのす

べての登壇者が、女性の活動家たちでした。彼女たちが壇上にあがると、本人たちに対して、そし

てその場に居合わせた全員を讃えるかのように大きな拍手が会場に響き

渡っていました。これまで舞台に立つのがいかに当たり前のように男性

ばかりだったか、そして男性が中心になってデザインしてきた政策にお

いて、いかにジェンダー的な視点が疎かにされてきたか、と考えずには

いられません。 

 この頃、アドボカシーという言葉を、少しずつですが、さまざまな場

面で目にするようになってきました。権利擁護する、政策提言をする、

より良い社会の実現のために声をあげる、そうした意味を持ちます。国

際的なネットワークのなかで吸収してきたことを、今後は丁寧にアウト

プットするなかで、ますますアドボカシーに精励していきたいと思って

います。 

国連薬物・犯罪事務所

が入るウィーンの国連

施設 

麻薬委員会の会議も 

ここで開催されます 

（2018年3月撮影） 

国際的な薬物政策を 

学ぶ研修に参加 

(マレーシア2018年1月) 

日本薬物政策アドボカ

シーネットワークは、

健康と権利擁護を重要

視する薬物政策の発展

のために、声をあげて

いこうと活動するネッ

トワークです。事務局

をアパリに置き、古藤

がその活動を担当して

います。 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

覚せい剤事件の入口支援の可能性について 

～初犯の覚せい剤事件では勾留されなくなる？～ 
 

事務局長 尾田 真言 

 
裁判官の間では、覚せい剤の初犯は勾留請求棄却の方向に向かうのではないか、仮に、捜索差押え

の必要があり、罪証隠滅を防ぐ趣旨から、勾留が認められた場合も、捜索差押えの終了後に勾留取消

請求をすれば、釈放される方向に向かっていくのではないかという話があるようです。 

 現在、薬物事犯をはじめ、刑事司法全体で、保釈許可の範囲が、かつてに比べて広くなっているこ

とや、昔は必ず身体拘束されていた痴漢の否認事件などでは、そもそも勾留自体がされなくなりつつ

あることから、覚せい剤事犯に対する上記のような対応の変化も、遠からず実現する可能性があると

思います。おそらく初犯の覚せい剤自己使用等事件ではこれまで通り懲役1年6月執行猶予3年の判決

が言い渡されるのでしょう。身柄拘束期間の減少で被告人の負担が従来より少なくなるのは社会との

断絶を防ぐ点で評価できますが、再犯防止に向けたプログラムについてはどう考えているのでしょう

か。 

この点、福岡地検では福岡県薬務課のプログラムへ参加表明した初犯者について即決裁判手続の申

し立てを行うことで、起訴後14日以内に執行猶予が言い渡されて身柄拘束が解かれている（刑事訴

訟規則222条の17）という話を聞いたことがありますが、執行猶予判決が言い渡された者が当初の

約束を破ってセンターへの通所をやめてしまっても現行法の下ではプログラムへの参加を命ずる制度

はありません。しかし万一その者が再犯で起訴され、執行猶予期間中に懲役刑が確定したときには２

刑持ちで長期間服役することになるので、覚せい剤がやめられずに再度逮捕されて起訴されたときに

は、初めて入る刑務所で執行刑期が３年以上になってしまうこともあります。 

入口支援を裁判前のダイバージョン（より早く社会復帰させること）だと考えると、再犯防止に向

けたプログラムの義務付けがないままに、ただ早期に執行猶予にすることは、人によっては危ない制

度となります。 

アパリでは初犯者に対する支援もこれまで同様、積極的にやっていきます。逮捕後すぐにコーディ

ネートを始めることができれば、釈放と同時にダルク等における薬物離脱プログラム、あるいは物質

使用障害の治療を病院で開始できる道筋にのってもらうことができます。 

個人的な見解ではありますが、私は薬物自己使用を非犯罪化して刑事司法が手を引くことでは、問

題の解決にはならないと思います。薬物乱用者の中には周囲に迷惑をかけている人が多いと思いま

す。そういう場合には強制力を用いてもやめさせなければいけないのです。やめる努力をしない人に

対しては懲役刑を科して隔離するほかありません。逆にやめる努力をする人には刑罰に代えて回復プ

ログラムの義務付けをするべきだと考えます。アメリカのドラッグ・コートはまさにこういう考え方

の上に成り立っています。治療の義務付けは憲法違反だと言っている人もいますが、私は義務付けが

なければ、治療に向かわない人が多いことを実感しています。 

わかっちゃいるけどやめられない強迫的な衝動はしかるべきトレーニングをすることで生じなくな

ります。ひとたびあの味を知ってしまった以上、使いたいという気持ちがなくなることは永久にない

ので「回復はあっても治癒はない」という言葉が従来からまことしやかに言われてきましたが、薬物

使用欲求自体を12週間で軽減することができる条件反射制御法という治療法があります。下総精神

医療センターの平井愼二医師が開発したものです。使いたいという欲求自体が軽減されるので、あと

はするしないを自分で決定し、それに従って行動できるようになります。 

ヒトの行為について正しい理解をするためには、一度、パブロフの条件反射学説によるヒトの行動

のメカニズムを勉強するのがよいです。第一信号系と第二信号系の作用でヒトは行動している。ヒト

は頭で考えること（第二信号系）だけで行動しているという間違った理解を前提に作られている刑事

司法制度では、薬物自己使用等犯罪は抑止できません。出所後5年以内の再入率があらゆる犯罪類型

の中で覚せい剤取締法が第一位となっているのは、覚せい剤の薬理作用ゆえに条件付けされやすい特

徴があるからです。条件反射制御法を義務付け、さらに必要な人には思考に働きかけるプログラムも

義務付けることを内容とする治療処分の創設が必要だと私は考えます。社会にとって好ましくない行

為を抑止することは刑事司法制度の一つの目的だからです。 

 条件反射制御法を理解するのに役立つ本として『条件反射制御法ワークブック』をご紹介します。

また全国各地で平井医師らによる研修会が開かれています。下総精神医療センターのウェブページ 

http://www.shimofusa-pc.jp/training/index.html からお申し込みいただけます。 

第16回ヨーロッパ犯罪学

会（2016年ドイツ・ミュ

ンスター）で報告しまし

た。今年8月にサラエボ

で開催される第18回大会

でも報告予定です。 

NADCP(全米ドラッグコー

ト専門家協会)の研修会

にて。今年は5月末にテ

キサス州・ヒューストン

で開催される第24回大会

に参加します。 

長谷川直実・平井愼二

『条件反射制御法ワーク

ブック』遠見書房

（2016） 
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支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（１） 
 

弁護士 髙橋 洋平 
 

1 はじめに 

 私は、弁護士として、これまで多くの覚せい剤事件を担当してきました。また、アパリの嘱託研究員とし

てアパリの家族教室や各種の家族会等で講義、講演も担当し、また、海外での学会報告、薬物依存症回復施

設、薬物事犯の専門法廷（ドラッグ・コート）なども視察してきました。 

今回、これまで（これから）の経験などを踏まえながら、現在、積極的に取り組んでいる「支援につなげ

る試み」について、具体的な事案や判決などを紹介しながら整理しようと試みました。 

 覚せい剤事件を中心とする薬物事件については、国レベルでも「刑罰から治療へ」の流れを検討する方向

性が打ち出されていますが、その実現のほどはいかに。まずは、覚せい剤事件の現状を整理することが今後

の新しい対策につながっていくものと考えています。 

2 覚せい剤事件 

 全刑事事件の中でも、覚せい剤事件はかなりの多数を占めており、連日多くの覚せい剤事件の裁判が行わ

れています。 

 覚せい剤事件は、単純所持や使用に関する事件でも、不起訴で終わることはほとんどなく、ほぼ全件起訴

されて、初犯であれば懲役1年6月執行猶予3年というように量刑相場が決まっています。2回目以上となる

とほぼ実刑判決であり、その結果として、刑務所の構成は覚せい剤事犯者が多数を占めることになるので

す。 

3 初犯の例 

 覚せい剤事件の初犯の典型的な例として、前橋地裁の判決を見てみましょう。 

前橋地裁は、「被告人は、平成２８年２月頃から、疲れをとるためインターネットサイトを利用して密売

人から覚せい剤を入手して使用していたところ、止めたいと思いつつも止められず本件犯行に及んだもので

ある。その犯行動機に酌量すべき点はなく、被告人には覚せい剤に対する親和性及び依存性が認められるの

であって、犯情は良くない。しかし、被告人は本件犯行を認め、反省の態度を示し、覚せい剤を断つ旨誓っ

ていること、被告人の更生に協力してくれる家族や知人がいること、被告人には前科がないことなど被告人

のために斟酌すべき事情も認められる。そこで、以上の諸事情を考慮して、主文の刑に処し、その刑の執行

を猶予するのが相当である」として、被告人を懲役１年６月執行猶予３年にしました（求刑１年６月）。 

  初犯のポイントは、この判決が指摘しているとおり、①被告人が犯行を認めていること、②反省の態度を

示していること、③覚せい剤を断つ旨を誓っていること、④被告人の更生に協力してくれる家族などがいる

こと、⑤被告人に前科がないことなどです。初犯の覚せい剤事件では、これらの諸点を指摘して執行猶予判

決が下されるのが通例です。 

4 初めて担当した覚せい剤事件 

 私が初めて担当した覚せい剤事件は、以前に３、４回刑務所に服役した経験がある方で出所後まもなくの

再犯の事案でした。判決では、身勝手な動機や経緯に酌量の余地がない、規範意識、遵法精神が欠如してい

るなどと厳しく指摘されて長期の実刑判決が下されました。 

 私の弁護方針は、被告人に猛省を促し、今後は強い意思をもって覚せい剤をやめることを誓わせるもので

した。検察官や裁判官はもとより、涙ながらに再起を誓う被告人を目の前にして、当時の私は弁護人として

やるべきことはやったような達成感を感じていました。 

5 支援につなげる試み 

  問題は、覚せい剤事件については、判決の中で「依存性」が認め

られるなどと指摘しておきながら支援につなげる仕組みが何もない

ことです。再犯を防ぐためには初犯の段階からしっかりと対策をす

ることが大切ですが、初犯の時点では基本的にノー・プランです。

しかし、その後の再犯については、実刑以外の選択肢が与えられな

いというような極端に厳しい結論になります。特に執行猶予中の再

犯であれば前刑と合わせて３年以上の懲役刑となってしまいます。

本人やご家族の負担が大きいことは言うまでもありません。 

 しかも、このような厳罰主義がその効果を上げていればまだよい

のですが、覚せい剤事件の再犯率は依然として高く、何度も繰り返

して刑務所に行くのが実情です。抜本的な対策がない中で、早い段

階から支援につなげるにはどのようにしていけばよいのでしょうか。 

以下、次号に続く。  

2017年プラハ 

法と精神医学会にて 

2015年ポルトで開かれた 

ヨーロッパ犯罪学会にて 

第19回DARS ㏌京都

にて 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

出版記念セミナー 「ダルク 回復する依存者たち」 

〜その実践と多様な回復支援〜 
 

この度、私たちダルク代表者10名で書いた本「ダルク 回復する依存者たち～ その実践と多様な回

復支援～」が 明石書店より出版されることになりました。 

つきましては、６月９日（土）午後、東京医科歯科大学にて 出版記念セミナーを行います。 

当日は、私たちのほかに、埼玉精神医療センターの成瀬先生と、東京大学先端研究所の熊谷晋一郎さ

んが登壇されます。 

ぜひ、ご参加いただきたいと思います。 

何卒よろしくお願いいたします。 

 

著者一同 

 

本文より～ 

今回私たちは大きなチャレンジを行ったと思う。それは「分担」である。全国のダルク代表者たち

が、ひとつの大きなテーマを分担して語るというのは、今までなかったチャレンジである。この過程

において、私たちはどれだけ議論をしたことだろう。時にはまったく異なる意見がぶつかり合うこと

もあった。だが、その議論の中で私たちはお互いの信頼を獲得していったように思う。そして、この

「信頼」こそが、本書の完成のキーワードだったように思う… 

…本書の記述は、私たちがそれぞれの実践の中から感じ取ってきた「大切だと思うこと」である。そ

して、ここを基点に、今日からまた実践の積み重ねが続く。そして、時代の移り変わりの中でそれぞ

れが考え、議論し、分かち合っていくだろう。本書はそんな「これからの回復支援」に少しでも役立

てばと思う… 

ロイさん、ダルクを作ってくれてありがとう。この本を一番に手渡したいのは、ロイさんだったかも

知れない… 

 

＜日時＞2018年6月9日(土)13:00〜17:00 

＜会場＞東京医科歯科大学３号館２階  講義室1 

＜住所＞東京都文京区湯島1丁目5-45 

＜最寄駅＞JR中央線、地下鉄丸の内線「御茶ノ水」

駅、地下鉄千代田線「新御茶ノ水」駅 

＜参加費＞無料  

＜主催＞NPO法人 東京ダルク  

＜協賛＞明石書店 NPO法人 アパリ 

＜問合せ＞東京ダルク 03-3875-8808（担当:幸田） 

＜申込＞ホームページより https://

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaNkCMOrX-

vUJrJkoJ0gRIsKwxQmmmQhbr8A6n5jFcSWBoLQ/

viewform 

 

＜演者＞ 

成瀬暢也氏（埼玉県立精神医療センター 医師） 

熊谷晋一郎氏（東京大学先端科学技術研究センター

准教授） 

 

＜著者 ダルク代表者＞ 

長崎ダルク／中川 賀雅  木津川ダルク／加藤 武士 

三重ダルク／市川 岳仁  仙台ダルク／飯室 勉 

東京ダルク／幸田 実   藤岡ダルク／山本 大 

栃木ダルク／栗坪 千明  千葉ダルク／白川 雄一郎 

北海道ダルク／森 亨   山梨ダルク／佐々木 広 
 

明石書店から５月

末販売予定です！ 

Amazonや全国の書

店でお買い求めく

ださい！ 

予定価格：2,000円 

セミナー「コレカラノ

カイフクシエン」 

の様子 
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「自分勝手な想い」 
  ジュン 

 

こんにちは。依存症のジュンです。49歳です。去年の11月22日に横浜刑務所から仮釈放で

出所し、そのまま藤岡ダルクに繋がり入寮生活を送っています。 

 覚醒剤を使うきっかけとなったのが、ギャンブルでした。初めはパチスロだったのですが、

次第にバカラ、いわゆる違法カジノ店へ足を運ぶようになりました。実家が、自営業というこ

ともあり、自由になるお金が常に目の前にありました。そのお金は自分のものではないとわ

かっていても、ポケットに一回入れてしまうとなぜか、気が大きくなってしまいました。賭け

金も～万だったのが、～十万に変わり、金銭感覚も当然おかしくなっていきました。違法カジ

ノなので、営業時間も24時間。負けが続けば少しの仕事の合間や、睡眠時間を削っては通い続

けました。 

 そんな時です。「眠らないでよく店に来てくれるね」「疲れない？」と声を掛けられ、覚醒

剤を使うことになります。初めは覚醒剤だとは知らずに、エスと呼ばれていたので、軽い気持

ちで使ってしまいました。やってみると体がスーッと軽くなり、眼が冴え頭の回転が早くなっ

たように感じられました。なんだかものすごく自信に満ち溢れるというか、どんなことでも

やっていけるという感じがしました。覚醒剤をうまく使えばこんな素晴らしいことはないと

思っていました。次第に仕事とギャンブルの比率も逆転し、金が無くなれば店の金を使い、当

然キャッシングもしました。まるで自分の貯金をおろすようにカードから金をつかっていまし

た。 

 そんな生活も長くは続かず、覚醒剤で逮捕されることになります。僕は3回刑務所に行って

います。家族や妻、子どものことを誰よりも愛していたし、薬以外は何よりも家庭のことを第

一に考えて生活していたつもりですが、一瞬の気の緩み？魔がさす？そんな言葉でしか薬を

やった理由は思いつきませんでした。 

 初めての刑務所は正直やめる気が無く、出所したその足で覚醒剤を買いに行きました。しか

し、もう二度と刑務所には戻りたくないとビビっていたのか、幻聴がきこえ始めました。そう

なると薬の気持ちよさよりも幻聴が怖く恐ろしく感じられ、薬をやめようと考えはじめ、意志

だけでやめられると考え、その後10年以上やめることができました。結婚、子供、家、

車・・・手に入れ順風満帆の日々でしたが、僕は再び逮捕されます。2度目の刑務所を出所し

た僕は、一度やめることができたので、再び強い意志を持てばやめることができると思ってい

ました。しかし、二度あることは三度ある、3度目の刑務所確定です。そこではじめて薬物依

存の恐ろしさを考え、一生刑務所に行き続けてしまうのか？そんなことは絶対にイヤだーと思

いダルクに行く決心をしました。 

 実は逮捕されたとき、父は膵臓炎で危篤状態だったのです。逮捕後は、手紙は勿論面会、差

し入れなどは全くありませんでした、これまでは当たり前のように感じていた家族からの支援

がなく、今度こそ家族に縁を切られたと思い、悲しみのどん底に陥りました、 

これからは残りの人生1人で生きていかなければならないと思っても、家族への想いは心の中

からは少しも無くなりません。 

 12月14日は忘れもしません。拘置所で寂しく自分の誕生日にお菓子を食べて過ごしていま

した。2～3日後面会がありました、とても悪い予感が頭をかすめました。悪い予感ほど当たる

ものです。面会室に入ったとたん涙が止まらなくなりました。久しぶりに見る母と弟の顔、そ

してその前には笑顔の父の写真がありました。僕の口からは「ごめんね・・ごめんね・・」し

か口にすることが出来ませんでした。母から「お父さんは最後まであなたの事を心配していて

ね、きっと今回が最後だから手助けしてあげて欲しい」と言っていたよ、「あなたの誕生日ま

で本当に、本当に頑張っていたよ」と聞かされました。 

  

  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！ 

「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。 
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 薬を止めることサポートしてくれる場所があることをしったのは、そんな時でした。 

ダルクに繋がったのは、もう誰でもいいから薬をやめる方法を教えてほしいと思ったからで

す。今まで自分の意志、考えだけで判断して生きてきましたが、その結果3回刑務所にいくこと

になってしまいました。そこで僕は、薬を実際にやめ続けている人たちに助けを求めたのです。  

施設での生活ですが初めは不安だらけでしたが、何かわからないことがあれば、仲間が優しく

教えてくれました。入寮する前から家族からは「エイサーが回復への近道だからエイサーをやり

なさい」と刑務所内での面会で言われ続けていました。「エイサー？ 太鼓？ 何それ？ もう

49歳だよ」と思っていました。初めて見るエイサーは力強く魅力的でしたが、とても体力的に

も無理と思っていました。昔でしたら、～をやってみたい、～をやりたい、そこで終わっていま

したが、せっかくここに自分を変えるために来たのだと一歩踏み出しエイサーを教わり始めまし

た。難しい演舞をなんとか習得している自分の姿は、今はすごく好きです。僕は今では仲間がい

てくれたおかげで初舞台を踏むことができましたが、そこまでの道のりは僕にとって、とても辛

く感じられました。この年齢になって、人に新しい事を一から教えてもらうこと、自分から「教

えてくれない？」と頼むこと、先行く仲間の輪に入ること、そういう行動に移すこと自体難しい

事でした。 

エイサーは一つのきっかけですが、少しずつ自分が変わってきたことを実感できたことは家族

への一番の恩返しだと今は思っています。 

ここに来てスタッフに言われた一つの話があります。「3ヶ月頑張った人が言う言葉、6ヶ月

頑張った人が言う言葉、1年頑張った人が言う言葉、それはその間何も変わらなくても、その時

間の重さというのはきっと待っている人にも伝わる」と教えられました。 

僕は満期の3月10日に法的拘束も無くなるし、1日も早く子どもの顔が見たいし退寮しようと

考えていましたが、それは僕の勝手な考えであって回復をしたとは思えなくなってきました。し

かも社会復帰に向けての不安もどんどん大きくなっていいます。 

僕からの想い、家族からの想い、2つの気持ち、考えは違うでしょうが、少しでもその溝が無

くなるように、焦らず、確実に人生の選択をしたいと思うようになりました。 

父の墓参りに行ったときに、「僕を信じてくれてありがとう、そして家族と繋げてくれてあり

がとう、何よりも薬を止め続けています。」と家族そろって報告したいです。 

この日のダルクの 

夕飯は酢豚でした！ 

 

藤岡ダルクのエイサーを応援してきました！ 
ソーシャルワーカー 志立 玲子 

  

 五月晴れの５月４日、群馬県榛東村にある地球屋のゴールデンウイークイベントに藤岡ダル

クのエイサーが出演するというので応援に行ってきました。この連休中は連日エイサー公演に

呼ばれ、出演する人たちは体力的にきついだろうなと想像しながら応援していました。この日

も12時から40分間、15時から50分間の2公演ありました。 

 最近デビューした人たちも多かったのですが、見ていて清々しく迫力あり、やっぱりエイ

サーはいいな～と思ってしまいます。観ているお客さんも見慣れてきたのか、シーサーが近

寄って来ると泣きじゃくる子が以前は多かったのですが、今では自分から近寄って来る子が増

えて驚きました。 

 今ではダルクと名乗らず、リハビリ施設のプログラムとも名乗らず、「藤岡琉球太鼓」とい

う一つのエイサー団体として活動しています。社会の有用な一員として地域社会との関わりを

大切にしながら、それ自体も回復にとって必要なものと考えています。この地域では「藤岡琉

球太鼓」の存在は大きなものとなっています。 
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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者率は約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 

平成30年5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 

5/7(月） 

第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

5/21(月) 
近藤恒夫を囲んで 

12ステップについてのQ＆A 

6/4(月) 
第8回 

あなたの環境をいいものに変えよう 
6/18(月) 

家族のための12ステップ講座 

ステップ４、５ 

8/6(月) 

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 

8/20(月) ヨガ＆ヒーリング 

9/3(月） 
第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 

9/10(月) 

※変更 

家族のための12ステップ講座 

ステップ８、９ 

7/2(月） 
第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

7/9(月) 

※変更 

家族のための12ステップ講座 

ステップ６、７ 

＜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 

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 

（初回20万円別途必要・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。 


