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ＡＰＡＲＩとは、
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Institute)の略称で
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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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日本薬物政策アドボカシーネットワーク（NYAN） 

古藤 吾郎 
 

雨季から乾季に移りつつある10月末のバンコクは、湿度も高く気温は30度を超える蒸し暑

さでした。冬物に衣替えして間もないなか、夏着を用意してタイに向かいました。そこで開催さ

れた世界TC連合（World Federation of Therapeutic Communities: WFTC）による第27回

国際学会に参加いたしました。Therapeutic Communities (TC）とは薬物依存からの回復のた

めの入所型施設の一形態です。日本語では回復共同体または治療共同体と訳されています。 

現地では、沖縄ダルク施設長の森さん、神戸ダルクの施設長の梅田さん、そして同ダルクの

田中さんと合流し、WFTCの近年の動向などたくさんの知見を共有していただきました。心から

感謝しています。かつて、とくに東南アジアを中心に軍隊的なプログラムを展開してきたTC

が、上下関係による関わりから、あくまで共同体というコミュニティの仲間として、ともに回復

を目指していくという方向に転換してきたことを知りました。WFTCの理事会も刷新され、新体

制によりこの国際学会が４年ぶり開催されたようです。 

日本国内でいま、TCに関して新たな動きがあります。国連のSDGs（持続可能な開発目標）

が2015年に設定され、翌年、日本では再犯防止推進法（再犯の防止等の推進に関する法律）が

施行されました。この流れのなか、法務省は女性の薬物事犯者を対象に、効果的な取り組みとし

て、刑務所と地域社会が連携するTCの活用に着目しています。私は薬物政策アドボカシー活動

の一貫として、受刑の代替措置を目指すこの取り組みに関わるご縁に恵まれました。法務省矯正

局からも職員お二人がこの学会に参加されました。 

学会の初日では、法務省の計画とそこへのNYANの関わりについて発表する場もいただきま

した。多くの方が関心を寄せてくださり、期間中はいろいろと声を掛けていただき、話をするこ

とができました。アジアにおける刑務所と地域社会をつなぐTCの組み立てが、画期的なものと

して捉えられたと実感しました。 

また、交流のある国連薬物・犯罪事務所（UNODC）のアジア担当者や、ハームリダクショ

ンでつながりのあるWFTCの理事の方々を通して、アジア、豪州、欧州などのTC連合や、アミ

ティ他、各国でTCを運営する団体をご紹介いただき、法務省の方を交え、さまざまな意見交換

などもできました。法務

省の国際的なネットワー

クがより拡充し、プロ

ジェクトの推進に微力な

がらも貢献できたのであ

れば幸いです。 

 帰国すると東京は寒さ

が一段と増し、樹木の 

暖色はより鮮やかになっ

ていました。とはいえ、

私にとっては、待ち望ん

でいた食欲の秋の到来 

です。   

タイ・フィリピンの方と

ともにアジアにおける報

告のセッションで発表し

ました 

WFTC理事のスシュマ氏

（右）とガース氏（左） 

バンコク市内のホテルで

開催されました 
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日本犯罪社会学会ミニシンポジウム 

「条件反射制御法の基盤理論が導く司法改革とその概要」 

（10/20(土)西南学院大学・福岡市） 

事務局長 尾田真言 

 

2006年に下総精神医療センター（千葉市）の平井

愼二医師によって開発された条件反射制御法と長年か

かわってきた7名が、これまでの成果と刑法改正の必要

性について報告しました。 

パブロフの条件反射学説によると、ヒトの脳には第

一信号系（無意識に行動する部分）と第二信号系（思

考に基づいて行動する部分）の２つの司令塔がありま

す。そうすると、ヒトは意思のみに基づいて行動して

いるという考えは誤っているということになります。現在の司法制度はその誤りに基づいて作られていま

す。そのため、薬物乱用など、反復傾向のある違法行為を再発しないように抑制すること（再犯防止）は刑

罰を科すことが中心の現在の刑事司法制度においてはうまくいっていません。 

そこで、何度も繰り返される同一の行動を無意識的に生じさせる神経系である第一信号系を制御するため

に、新たな技法である条件反射制御法を使うことを義務付ける、望ましい刑事司法制度の創設を主張するた

めに、ミニシンポジウムを行いました。以下、各報告の概要をお知らせします。 

 

【報告１ 平井愼二(独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター） 条件反射制御法が明らかにしたヒ

トの行動原理】 

ヒト以外の動物は過去に防御、摂食、生殖に成功した行動を無意識的に反射の連鎖で再現する第一信号系

のみで行動する。二足歩行を開始した動物が未来に望む状況を作るために意識的に思考して行動をとろうと

する第二信号系も併せ持つヒトになった。ヒトにおいては環境から受けた刺激に対して、各信号系が相当な

程度に独立して作用し、行動として表現される段階で２つの信号系が摩擦する場合は、作動性の強い信号系

の行動が生じる。 

 

【報告２ 中元総一郎（一般財団法人成研会 結のぞみ病院）】 

物質摂取、万引き、痴漢などの自分が反復した望ましくない行動ができない状況で、その行動ができない

ことを意識して任意の動作を行うこと（制御刺激＝キー・ワード・アクション）を反復すると、その行動を

とめる制御刺激に任意の動作は成長する。また、例えば覚せい剤を使う動作を、「にせ」の注射器と覚せい

剤に見えるカルキ抜きを用いて、覚せい剤を打つ真似をしたりして、望ましくない行動の真似をしたり（疑

似摂取）、目をつむって頭の中で、望ましくない行動をしていた時の典型的な一日を思い出して、朝、目を

覚ましたところから使うところまでの流れを具体的に思い出したりして（想像摂取）、そういうことをして

も実際には報酬効果が生じないことを繰り返すと、その行動を司る反射連鎖が弱まっていき、使いたいとい

う欲求がおさまっていく。仮に反射連鎖が作動しても制御刺激でとめられる。 

 

【報告３ 田村勝弘(新潟刑務所処遇部企画部門）新潟刑務所での条件反射制御法の実践と手応え】 

新潟刑務所では，平成24年10月から薬物依存離脱指導で条件反射制御法を導入した。現在では薬物に限

らず、アルコール、ギャンブル、性障害、窃盗症など、多くの嗜癖に対するプログラムとして、主に個別指

導として実施している。刑事施設のような制限された生活空間で、嗜癖ができない安心安全な場で条件反射

制御法を実施していくことにより、再犯防止だけではなく、嗜癖に捕らわれない新しい生活を身に付けさせ

ている。 

 

【報告４ 生駒貴弘(宇都宮保護観察所) 精神科外来での条件反射制御法の効果に関する調査結果】 

北海道地方更生保護委員会勤務時に、札幌市にある医療法人社団ほっとステーションの外来患者のデータ

を分析した統計調査を分析した。物質使用障害のある患者の治療継続、及び再犯の有無に関して、条件反射

制御法を実施した患者の方が有意に良好な経過を示す調査結果が得られた。また、認知行動療法に基づく集

団精神療法では、精神科併存症がある者の参加率が有意に低いとの調査結果が示されているが、条件反射制

御法では、精神科併存症の有無はその適用率に影響していないとの調査結果も得られた。 

 

平井愼二先生 

田村勝弘さん 
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日本犯罪社会学会会長

の石塚伸一先生よりご

挨拶 

生駒貴弘さん 

尾田真言 

【報告５ 平井愼二 ヒトの行動原理に適った∞連携】 

反復傾向のある違法行為に対する効果的な関係機関の連携は各領域が∞（無限大）連携という態勢をもつ

と成立する。すなわち、刑事司法体系は、刑罰を背景にして強力な指導を広く行い、既遂の違法行為は厳正

に取締り、検挙した違法行為の成立メカニズムに応じて刑罰を科し、治療を強制しないといけない。その一

方で病院や社会復帰施設などの援助側は、対象者による既遂の違法行為を取締機関に通報せず、援助の提供

を優先し、対象者が同意すれば、取締職員の継続的なかかわりを処遇に設定しないといけない。 

 

【報告６ 髙橋洋平(東京弁護士会)  被告人を治療に導く弁護】 

覚せい剤使用等の反復事犯者に対する弁護において、保釈条件である制限住居を病院に設定した保釈許可

を得て被告人を治療に導いている。これは司法による強制力を利用しつつ治療を確実に提供する試みであ

り、治療との連携のあり方を示すものである。実際の裁判においては、条件反射制御法の治療の成果が積極

的に評価されて、裁判所の量刑判断が通常のものと比較して大きく軽減させた事例も出てきている。 

 

【報告７ 生駒貴弘 刑の一部執行猶予制度の現状】  

刑の一部執行猶予制度は、社会内処遇において、医療、衛生福祉等の機関・団体による支援（地域支援）

へのかかわりを促進することを基本理念としているが、現状では、多くのケースが保護観察所の処遇プログ

ラムに義務的に参加することで完結しており、制度の理念が実現されているとは言い難い。また、処遇プロ

グラムで実施する薬物検査で陽性反応を示し、覚せい剤の使用罪に問われ、新たな懲役刑を受けるケースも

ある。 

 

【報告８ 尾田真言（NPO法人アパリ）治療処分創設の必要性】 

日本の刑法は、犯罪行為はヒトの思考（第二信号系）によってなされるというフィクションに基いて刑罰

を科すのにとどまっており、思考に基づかない行為（第一信号系）をしないようにするための治療を義務付

ける規定を持たない。しかし累犯の薬物自己使用事犯のような常習犯罪の中には、思考とは無関係に第一信

号系反射連鎖のせいで行われるものがあるため、強制力を持つ刑事司法手続の中で、条件反射制御法を義務

付けるために、治療処分を創設する必要がある。 

 

【報告９ 平井愼二 治療を求めなかった不作為に対する刑罰】 

裁判では、第一信号系に関して必要な治療の義務付けをし、第二信号系に関して、違法行為発現に対する

可能な制御の怠り、および、反復してきた違法行為の疾病性を把握し発現を予見しながらの治療の怠りに刑

罰を科すべきである。それらの検討を同一の構成員が同時に進行させることにより、被告人が犯した違法行

為の構成に影響した第一信号系と第二信号系の割合を、現実に近いもので把握でき、効果の高い言い渡しが

できる。 

 

【指定討論 飯野海彦（北海学園大学法学部）条件反射制御法が導く裁判のあり方に対する意見】 

 必要な治療や生活訓練等を受けない不作為を処罰することにより、第一信号系の過作動により違法行為の

反復を止められない者の第二信号系に働きかけ、更なる違法行為を阻止する必要性はある。しかし、不作為

犯処罰規定の在り方（違法行為を止められない認識の扱い等）により、捜査、特に取り調べや裁判における

立証上の問題等が生じるであろう。 

 

【質疑応答・まとめ】 

 成城大学指宿信教授よりドラッグ・コートの評価に関する質問があり、平井医師が、システムのトップが

裁判官であることが重大な欠点である旨返答した。また、治療の強制は許されるのかとの質問には、尾田

が、「刑事法研究者の多くは懲役を科すことも累犯加重で刑期が長くなることを問題としないのに、治療の

義務付けと言った瞬間に「憲法違反」と言うのは不可解である旨返答した。 

 札幌大学前原宏一教授からの第一信号系、第二信号系に対応して刑事責任や刑罰には二種類あり、二種類

の刑法が必要になることか？という質問を受け、立命館大学の松宮孝明教授が、それは刑罰と保安処分との

関係はどうあるべきかという二元主義の議論であり、二元主義を取らない我が国において行われてこなかっ

た刑罰と処分との関係をどう調整すべきかという議論に踏み込むものだと指摘した。松宮教授はその上で、

ただ治療を強制するだけでなく、なぜ治療を受けなかったことをわざわざ非難して刑罰を科すという話にな

るのかと質問し、平井医師は∞連携の 大の目標は公益を 大化することであり、治療を受けさせるために

は、治療を受けろ、受けなければ罰するぞと第一信号系に働きかけないといけないのだと答えた。 

 出席者も多く、非常に活発な議論が交わされたミニシンポジウムとなった。 
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第７回 東京拘置所 矯正展に行ってきました！ 
リーガルソーシャルワーカー 志立玲子 

 

 朝から雨が降り続ける９月29日(土)の昼過ぎ、アパリの横田顧問、尾田事務局長と私で東京拘置

所の矯正展に参加してきました。私と尾田は初めてでした。今年はテープカットの時に、若い人た

ちに人気のあるDA PUMPがゲストで『U.S.A』を披露したためか、9時半のステージは入場制限

がかかるほどの大盛況でした。 

 アパリは、司法サポートの日常業務として東京拘置所に面会に行くことは頻繁にあり、とてもお

世話になっている施設でもあります。そして今回は、横田顧問の計らいにより東京拘置所の本田所

長との面談も実現しました。その席には、先日、矯正局長になられた名執雅子さんを始め、処遇部

長、分類部長など皆さんいらっしゃりお話をする機会が持てました。 

 その後には、矯正展を見て回りました。受刑者が刑務所の作業として作っている製品の展示販売

もありました。特に目を引いたのは本革

の財布で、破格に安く、つい手に取って

見てしまいました。ここでは良いも

のが安く手に入ります。楽しみにし

ていた拘置所レシピによる「プリズ

ンカレー」も即完売となり残念でし

た。矯正展は早い時間からの参加を

お勧めします。 

 

東京拘置所正門にて 

左は横田顧問、右が尾田 

「受刑者のためのミサ」に参列しました！ 
嘱託研究員 森村 たまき 

  

 去る10月13日（土）14時より、四谷のイグナチオ教会にて「受刑者のためのミサ」が執り行わ

れました。主催は刑務所出所者の当事者団体NPO法人マザーハウスで、理事長の五十嵐弘志さんは

ご自身が３回、通算20年間の受刑経験をお持ちです。こうしたミサが開催されるのは全国初とのこ

とで、五十嵐さんはじめスタッフの皆さんが数ヶ月間奔走して、この日が実現しました。主司式は

菊池功東京大司教、共同司式はローマ教皇庁駐日大使ジョセフ・チェノットゥ大司教。200余名が

参列する中、美しい歌と祈りの言葉に満ちた特別な祈りのときを持つことができました。 

 菊池大司教は、「私たちはどうしてこんなに簡単に、他人をさばいてしまうのでしょう」と問い

かけられ、神のいつくしみとは親が子を思う時に湧き上がるような「はらわたがちぎれるほどの

愛」、優しさ、共感、寛大さ、そしてゆるしの気持ちであるとして、許しを求める人に善なる道が

示されるよう、犯罪の被害に遭われた方々の心と体のいやしのために、また被害者の御家族の方々

の生きる希望のために心から祈ることを呼びかけられました。 

「共同祈願」では、元受刑者であるスタッフが受刑者のために、「人の子は失われたものを探して

救うために来た」と言われた主よ、反社会的行動によって、刑を受けているすべての人に、希望の

光を注いでください。善い生き方を選ぶことが出来なかった過去を嘆き悲しんでいるすべての人の

心の痛みをあなたはご存知です。この人々の前に、新しい生き方への扉を開き、人生の残りの歳月

を、善を選ぶ道を歩むことによって、明るいものにしてください。彼らが心と精神の健やかさを取

り戻し、苦しみの淵から立ち上がり、良い生き方を常に探す勇気をお与えくださいますように」と

祈りを捧げました。また少年院の子どもたちのために、「家庭から、学校や社会から離れて、孤独

のうちに過ごす青少年たちを、帰るべき確かな道へと導いてください。彼らの声にならない心の叫

び、願いが真実に受け止められ、人と人との交わりの喜びのうちに、信頼をもって生きることが出

来ますように」と祈りが捧げられました。 

 更に「入管で問題となり、収容されている外国人のために」、「受刑者の家族のために」、「受

刑者を受け入れる教会のために」、「受刑者を受け入れる社会のために」祈りが捧げられ、いずれ

も強く胸を打つものでした。 

 チェノットゥ大司教はこの日が75歳の誕生日とのことで、五十嵐さんのお子さんたちから花束の

贈呈がありました。また、誕生日を受刑者の方々のために祈って過ごすことができることを大変お

喜びでいらっしゃいました。 

 「受刑者のためのミサ」は、今後も毎年続けてゆく予定だそうです。私には信仰はありません

が、このような美しい祈りと歌に満ちた時間を共にできたことは、心ふるえるよろこびでした。 

イグナチオ教会入口に置

かれた看板 

菊池大司教より聖体拝領

に与る五十嵐弘志さん 

名執矯正局長を囲んで 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

明石書店より 

発売！！ 

Amazonや全国の書店

でお買い求めくださ

い！ 

価格：2,160円 

 支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（３） 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 

 

 1 前回のまとめ 

前回では、支援につなげる試みについて、刑事手続の各段階において、例えば、制限住居をダルク

や病院に設定した保釈許可を得ることによって、覚せい剤事件を起こした被告人を支援につなげる工

夫を述べました。具体的なケースを紹介していきたいと思います。 

 

２ 支援につなげる試み（シゲさんの場合） 

本号ではシゲさんという方を紹介したいと思います。「フェローシップ・ニュース71号」でも登場

しており、私が弁護を担当した方です。同号には、シゲさんが保釈中にダルクで過ごして感じたこと

等をメッセージとしてまとめられているので是非とも読んでいただけたらと思います。 後のところ

に、「いつの日か」藤岡ダルクに「戻ってこられるように、塀の中でも努力を続けて行きたい」とま

とめられてありますが、シゲさんは、実際に出所後、藤岡ダルクに戻ってきました。支援につなげる

ということは、単に保釈をとるというようなテクニック的なことではなく、その後も支援を継続でき

るような取り組みこそが重要であると思っています。 

シゲさんはとても性格が穏やかでまじめなタイプ。きっと仕事もよくできると思います。しかし、

薬物がやめられなかったことはこれまで何度も服役している過去が物語っています。以前にも家族の

勧めもあってダルクに行くチャンスがありましたが、何かと言い訳をつけて断っていました。また、

前刑の受刑中に、アパリが支援に名乗り出ていながら、支援を断っていた経緯もありました。 

私が初めて接見に行った時もダルクを拒否していたことを覚えています。誰でも好んでダルクに行

きたいとは思わないものです。当然の反応でしたが、シゲさんは今回の逮捕で人生に絶望しているよ

うに感じました。私が思い切って「ダルクの仲間の中で頑張ってみませんか？」と声を掛けたとこ

ろ、「ダルク」に大きな希望を見出したように感じました。 

問題はこれまで何度も覚せい剤の事件を起こし、しかも前刑の出所後間もない再犯なのでダルクで

の保釈が取りにくいことでした。保釈の担当裁判官からはかなり冷たい対応で一旦はダメだと言われ

ましたが、シゲさんからの手紙（どうしてもダルクに行きたいという気持ちをまとめたもの）を追加

提出するからそれを読んでから結論を出してほしいと言ったところ、その後、裁判官から今回特別に

保釈を許可したいと言ってきたのでした。保釈中シゲさんが自分の人生を変えるために真剣に努力し

たことは言うまでもありません。 

その後、シゲさんは約３年の受刑生活の後、再びダルクに戻ってきました。確かに裁判の時にダル

クに戻ることは約束していましたが、それから約３年経過した後に全く同じ決断ができるものでしょ

うか。実際には約束を破る人の方が多いくらいです。シゲさんに聞いてみました。ダルクに戻ること

に何らの抵抗がなかったのかと。「絶対に戻ってきなよ」と言われるより、あるスタッフから言われ

た「戻ってきたかったら戻ってきなよ」という言葉がとてもよかったと。シゲさんが今度こそ迷うこ

となくダルクを選択した理由でした。 

現在、シゲさんは、自らの薬物の問題とも向き合いながら、藤岡ダルクで得意なバイオリンを奏で

ながら施設の雰囲気をとてもよくしています。先日はエイサーとバイオリンをコラボしての演奏も披

露。スポットライトに照らされたシゲさんの魂のこもった演奏に大勢の観客が魅了されていました。 

支援とはその人が本来持っている個性を輝かせることであり、その人らしい生き方ができるように

伴走していくことではないかと。シゲさんにはそんな大切なことをいつも学ばせてもらっています。 

サラエボの裁判所の前で 
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『回復への道』  

ジュン 
 

こんにちは、依存症のジュンです。今年で50歳になります。平成29年11月22日に横浜刑

務所を出所しそのまま藤岡ダルクにつながりました。入寮生活もまもなく1年になります。 

入寮当初は実は刑務所と一緒で唯々“時間が過ぎれば良いなあ”“早く家族が許してくれな

いかな”という思いで過ごしていましたが、与えられた役割、プログラムは私なりに積極的

にやってきたつもりでいます。 

現在はスタッフ研修になり業務とプログラムをやっています。 

そんな中で、2日間の帰宅を許されました。３年ぶりに帰った時の話をしたいと思います。 

私は３人兄弟で母、妻、長男がいます。捕まって以来３年ぶりに帰る家に私の心は浮かれま

くっていました。しかも息子の運動会の日です。どんな顔をして会えばいいのか？何から話

せばいいのか？そんな事ばかりを考えていました。 

しかし、冷静に考えれば今回の帰る目的は“離婚問題”“ダルク退寮後の生活”など決して

明るい話ではないのです。 

私としては現在スタッフ研修もしていて、退寮後は地元を離れてさらに１年は群馬でＮＡに

通いつづけていこうと決めています。なので、当然家族からは受け入れてもらえて、私の考

えに対しても納得してくれると思い、話し始めたのですが、返ってきた言葉は「それ

で・・」、「その後は・・」でした。 

 言葉を返されるたびに「イヤイヤ今までとは違う私になったでしょう」と、内心思いまし

た。しかし予想していなかった問いかけに対し、私は言葉につまり何も言えなくなってしま

いました。母から出た言葉は「依存症は治らないでしょう」、「またやってしまうかもしれ

ないでしょう」その通りです、依存症は完治することはないのです。薬を止めつづけなけれ

ばならないのです。止めつづける間この人達にはずっと私の事を心配しなければならないこ

と、また同じ苦しみが来る恐怖があることを感じました。 

その後妻と話し合いになりました。きっと運動会に呼ばれたし、少しは、妻は認めてくれて

いることを期待していました。しかし妻から出た言葉は“もう話すことはないから”でし

た。薬を使っていたときから妻とは、きちんと話をしていなかったと思い出されました。勇

気を出して、私は心からの謝罪とこれからのことを話し始めました。しかし、私が今までし

たことは社会的影響がとても大きく、息子が成長していく過程の中で、私と一緒のままでは

生活に制限がかかってしまうなど、離婚することが過去の薬物使用の１つのとるべき責任な

のだと思います。心の奥底では、本当はそんなことはしたくはないと考えていました。 

薬をやってきたときでさえ、家族のことを愛していたし、家族のことを考えていたと言って

いましたが、現実的には何一つ家族が良い方向へむかう行動をしてきていませんでした。薬

を使いながらも、私は家族を一番に考えられているんだと自分の薬物使用を正当化していた

だけなのです。なので、けじめとして妻と離婚はしますが、離れて住むのではなく一緒に住

むことを決めました。 

後に息子と話をすることができました。息子は現在11歳です。自分の事を正直に話しま

した。私が悪いことをしてしまい離婚をしなければならない事。しかし、家族としては、

ずっとつながり続けられる事。母、父、子としての家族の関係は変わらないこと。それを聞

いた息子は大泣きしました。それと同時に今まで離れていたけど、今後は会い続けられる事

に対して大喜びして笑ってくれました。息子を泣かせてしまった事に胸が痛みました。私は

もう二度と息子の泣いている姿は見たくありません。 

  

  藤岡ダルク 入寮者からのメッセージ 

「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。 

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。 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

新規入会と会員継続のお願い！！ 
 

アパリの会員（正会員・賛助会員）を募集します。ご入会していただいた方には、会報「フェ

ローシップ・ニュース」を毎号お届けします。アパリは立ち上げて19年目に入った組織です。

今後も、薬物関連問題の新たなシステムとネットワーク構築のために全力を尽くしていく所存で

す。アパリに関するご意見ご要望がございましたらいつでもご連絡ください。 

既に会員になられている方には、継続のお願いと会費納入のご案内を別途郵送させていただき

ます。 

【会 費】 正会員：12,000円  賛助会員：6,000円 

【期 間】 平成30年4月1日～平成31年3月31日まで 

【郵便振込】 番号：00170-0-616579 NPO法人アパリ 

        ※藤岡ダルク、木津川ダルクとは振込先が異なります。 

見学者たちにエイサー 

を披露 

 今回の帰省で、怖さも知りました。私の家は商店街にあるので顔見知りが多いのですが、道行

く人が私の顔を見ると二度見をするのです。挨拶をしようと思っても躊躇してしまう自分もいま

す。その背景には逮捕の時には必ずパトカーが家に来てしまっているので、私が刑務所に行った

ことは近所の人に対して周知の事実なのです。私の中の妄想は膨らみ“またあの人が戻ってき

た！”、“また、何かするのかしら”、などと思われてしまっているなと考えてしまいました。 

それと同時に薬物の使用欲求もすごく入りました。薬物を今まで使っていた場所を目のあたりに

したとき、“あの日、あのとき、あの場所で、・・・”唄の歌詞が頭に流れてきました。薬物使

用の思い出が一気によみがえりました。使用することなく施設にもどることができました。 

 施設に戻り先ゆく仲間から、家族との関係性を指摘されました、「あなたは親に頼りすぎてい

る」と、その時は悔しくて認められませんでしたが、その後仲間と話し、自分と向き合うことに

より私は何かをやろうとするときには、当然親は私の味方をしてくれると考えてきました。今ま

での事は済んでしまった事なのでどうしようもありませんが、これからは過去の古い自分の考え

にとらわれない、新しい自分の努力していく姿をみてもらえれば良いなと思っています。 

施設で過ごしたことは私にとって多くの気付きを与えてくれています。社会では決して言われ

ないようなことを言ってくれる仲間、そしてそのことを真剣に考えて私と話し合ってくれる仲

間、はじめは嫌で嫌でしょうが無かった場所が居心地の良い場所に変わってくる喜びを教えてく

れました。本当に自分の思っている回復はまだまだ甘く、本当の回復への道はこれからも薬物を

止め続ける事を今後もずっと続けていかなければならないものだと感じました。一人ではどうに

もならないけど仲間とならどうにかなる。私自身も今は絶望から希望へと気持ちを入れ替え頑

張って行こうと思っています。 

３ヶ月頑張った人の言葉、１年頑張った人の言葉、３年頑張った人の言葉、再使用してしまっ

た人の言葉、すべての仲間の言葉に意味があります。私の回復にもきっと意味があります。これ

を読んでくれたすべての人にそれが伝わりますように。ありがとうございました。 

アパリ/日本ダルクを香港の視察団が訪問しました！ 

                            嘱託研究員 森村 たまき 

  アパリを訪問されたのは、Neighbourhood Advice-Action Council隣舎輔導會:NAACの

皆さん。薬物の回復に特化した支援というよりは、教育や児童・青少年問題、高齢者、障害者な

どの福祉、医療等、広く地域社会の課題に対応する大規模な団体で、香港全域にオフィスがあっ

てスタッフ数は1400名を超えるとのこと。30名の大視察団はアパリのオフィスには到底入り

きれず、日本ダルクの地下のデイケアルームをお借りして、近藤理事長と尾田事務局長が日本に

おけるダルクとアパリの活動について説明しました。日本に国や公共の薬物依存症の回復施設が

ないという話は、大きな驚きをもって受け止められた模様です。アパリ・ダルクが国からの経済

的支援なしで活動していることも、非常に驚かれました。  

 なぜこんな大規模団体がアパリのような小NPOを訪問してくれるのか困惑もありますが、国

際連携もアパリの大切な使命と心得、これからもこうした機会には協力して参ります。 

視察団との記念撮影 

視察団の方へアパリやダ

ルクの説明をしました 
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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、

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11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 

11/5(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 

11/19(月） 

№48 

「犯罪白書を読み解く」 

講師：横地環さん 

(法務総合研究所） 

12/3(月） 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

12/17(月) 
家族のためのクリスマス・パーティー 

テーマ「ヒーリング」 

2/4(月) 
第8回 

あなたの環境や状態をいいものに 

変えよう 

2/18(月) 

№50 

ダルクを卒業して社会復帰した人の 

体験談 

3/4(月) 

第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

 

3/18(月) 
家族のための12ステップ講座 

ステップ10,11,12 

1/7(月） 
第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

1/21(月) 

№49 

「世界は薬物使用にどう対応 

しているのか？」 

講師：古藤吾郎 

＜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。 


