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常勤弁護士 田坂 一也 
 

平成２９年度の犯罪白書によると，平成２８年の一年間で，「覚せ

い剤取締法違反」で９０８９件の有罪判決が下されました（ちなみ

に，有罪判決が最も多い罪名は，「窃盗」の１万１３０６件です。

「覚せい剤取締法違反」は，「窃盗」に次いで多い罪名になりま

す。）。覚せい剤取締法違反は，不起訴となることがほとんどなく，

昨今の起訴率は８割を超えます。その結果，刑事事件を取り扱うほと

んどの弁護士は，覚せい剤取締法違反について，多数の事件を経験し

ています。 

また，覚せい剤取締法違反は，刑事事件の中でも量刑相場が最も確

立している分野です。覚せい剤の自己使用や自己使用目的での所持で

起訴された場合，初犯者であれば「懲役１年６月，執行猶予３年」と

いう判決，再犯者であれば「懲役１年６月以下」の実刑判決となるこ

とが多く，その後は数ヶ月単位で加重されていくことになります。自

己使用の原因や薬物からの離脱といった個別事情は多少考慮されるに

過ぎません。そのため，私たち弁護人の弁護活動も，被告人に反省を

促し，家族に監督を求める型どおりなものになってしまいがちです。 

しかし，本来，覚せい剤の自己使用における弁護活動として最も重

要なことは，被疑者・被告人が二度と覚せい剤に手を染めないという

ことを，検察官や裁判官に理解してもらうことです。そのためには，

被疑者・被告人が覚せい剤からの離脱に向けて努力することが重要と

なります。このことは，覚せい剤以外の薬物事犯でも同様です。もっ

とも，弁護人は，薬物療法の知識もなければ，薬物依存の苦しみを共

感することもできません。そこで，私たち弁護人は，ダルクのみなさ

んに，私たちの被疑者・被告人に対して，薬物依存から回復した将来

像と回復の機会の提供を期待しています。 

弁護活動がうまくいかず，徒労感を感じることも少なくありませ

ん。ダルクのことを説明しても「興味ないです。」と見向きもしな

かった主婦。「執行猶予をもらったらダルクに通います。」と言って

いたのに，行方がわからなくなったトラック運転手。ダルクを見学し

た際に，「ここは薬物依存者が来るところで，私が来るところではな

い。」と言ったサラリーマン。結局，私は，彼らをダルクに繋げるこ

とはできませんでした。それでも，ダルクのみなさんは，「先生は，

彼らに『ダルク』の存在を伝えて下さったのだから，それだけでも十

分ですよ。」とおっしゃってくれました。 

 そうやって，ダルクのみなさんに励ましてもらいながら，今日も刑

事弁護を頑張っています。そして，「いつか私がダルクに繋げた誰か

が，ダルクの中心で活躍してくれればなぁ。」と目論んでいます。 

贖罪寄付に関しましては 

受け取りをさせて 

いただいております。 
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『振り返ると』 

ユウスケ（4フェーズ） 

 依存症のユウスケです。３０歳にな

りました。最近は、鳥取ダルク内での

プログラム、NA（自助グループ）で

のプログラム、作業所での自立に向け

てのプログラムを通して自分と向き合

い生活を過ごしています。 

前回、鳥取ダルク通信を書かせて頂

いた時に僕はAAの文献（ビッグブッ

ク）の必読のページを読み、黙想をし

ていると書いています。今も自分はその事を続けるようにしています。 

数日前、スポンサーに自分はステップ６とステップ７についての分かち合い

をしてもらった時に気付いた事があります。それは、祈りの一文一文を大切に

噛みしめてハイヤーパワーに繋がるように祈る事。黙想を通して１日の中で自

分に起こった出来事で引きずっている感情を手放す事。有限なものは人で無限

なものはハイヤーパワーだという事。祈りと黙想が、心に栄養を与えてくれる

事。そして、祈りと黙想を通し、自分の囚われの問題が無くなっていく事。気

付いた事を大切にしたくて、今ペンを走らせています。 

今日は、朝ダルクの事務所に行き、自分のやる事をまとめて、タバコを吸っ

た。必読のページを読み、黙想をし、心が落ち着いた。それから、スーパーに

仲間と買い出しに行き、朝食を食べた。隣県にあるNA会場に向けて仲間と車で

出掛けた。NA会場に着いた。教会だ。教会の中に入ると、神父様が「暑いです

ね、今日はクーラーの効いた部屋にどうぞ」と言った。お御堂の中でのミー

ティングだ。ミーティングのテーマは「感情のままに行動しない」。ミーティ

ングで自分の話をし、過去の過ちを認め、今感情のままに行動せずにいられた

事を点検出来た。NAが終わり、仲間とご飯を食べ、洋服屋等に行った。ダルク

に帰り、仲間にパンを貰った。バリのお土産を貰った。そして、ペンを走ら

せ、鳥取ダルク通信を書かせて貰っている。今日一日の中でハイヤーパワーや

人との関わりを通して、温かいものを感じた。 
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『仲間からもらったもの』 

               ヒロ（3フェーズ） 

 皆さん、こんにちは依存症のヒロです。最

近、４フェーズに上がる為にインタビューを

受けさせてもらいました。鳥取ダルクに繋

がって、３年と１０ヶ月になります。 

 過去、僕は１６歳から薬物を使い始めまし

た。最初は、友達がたくさんいました。その

中で僕はいつも強がっていて、誰に対しても

本音を言わず、刑務所に行くようになり、僕

は「き っ と 今 度 こ そ う ま く い く は ず

だ」・・・僕は、この言葉が好きでした。窃

盗や、他人や友人、親をだまして金を奪い、

薬物を使い、止める事が出来なかったし、友達もいなくなりました。「これから先、自分はど

う生きていけばいいんだ。」という時、僕はようやく「自分の面倒を見て下さい。」とダルク

の方に助けを求める事が出来ました。そこは４度目の刑務所に行く事になる留置所の中で３４

歳の時でした。刑務所から出所して１週間後、僕は鳥取ダルクに繋がりました。ここで１２ス

テップと出合い、仲間と出会いました。 

 今僕はステップ６，７をやっています。最初に書きましたが、僕は４フェーズに上がる為に

仲間からインタビューを受けさせてもらいました。しかし、インタビューを受ける前、僕は４

フェーズに上がる事を考えると自信がなくなり、ずっと目をそらしていました。施設の生活の

中で僕は何かしらに囚われていたし、祈りや黙想で何とかプログラムにしがみついている日々

でした。そんな時、アドバイザーが自分に「ヒロ、早く４フェーズに上がれよ。」と、背中を

押してくれました。僕は４フェーズに上がる為に相談にいきました。そして、インタビューを

受ける事が出来たのです。でもその時、施設長から「ミーティングでテーマに沿って話せてい

ないから、４フェーズには上がれません。」と言われ、４フェーズに上がる事は一旦棚上げに

なりました。 

 施設長からは、「行動の事実でテーマに沿って話して下さい。」と言われ、その日から僕は

毎日練習をし、仲間と１２ステップの分かち合いをする事でミーティングが自分には必要なん

だと感じ、大きな気付きや共感を大事に出来ています。この事を最近、施設長と分ち合っても

らいました。施設長は自分に「苦手なものを、好きなものに変えられるといいな。」と言って

くれました。 

 僕は、施設長や先行く仲間のようにはなれないけれど、何とかこれまで回復を続ける事が出

来ています。仲間から背中を押してもらったり、プログラムを伝えてくれるそんな仲間が僕に

は必要だしミーティングも必要です。仲間からもらったものは、また４フェーズに上がる為に

話しを進めさせてもらっている中での勇気です。ありがとうございました。  
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『一年を振り返って』 

M（3フェーズ） 

 猛暑の続く中、汗を流しながら健康的に

色々な感情を持ちながら日々を過ごさせて

もらっている私はアディクトのＭです。 

 時間が経つのも過ぎれば早いもので去年

の今頃と言うのは施設に居るのが嫌で嫌で

毎日逃げる事ばかり考えていました。その

中で仲間を巻き込もうとして問題になりま

した。その時に仲間から自分の側だけを見

た方がよいと言われ、ハッとさせられまし

た。僕にとっては気付きでした。その次の

日から徐々に施設を出ていきたい病は収まっていきました。 

 自分の病気、感情の欠点を認めて、変えていく為にステップに取り組みました。今ま

でステップをやってきたのでしたが、やったつもりになっている自分を認めざるを終え

ませんでした。出来るつもりになっていた自分は正直言うと初めは面倒でした。 

「あのどうにもこうにもならなくなった所へまた戻りたくない」とその思いに勇気を出

して、あきらめずにステップ1、2、3へと進んでいきました。 

 ステップ１で自分のアディクションに対して自分のやり方でやろうとして強迫観念が

出てきて、囚われてしまう病気の生き方に降伏した。ステップ２でハイヤーパワーを信

じて、自分の回復を信じて相談、ミーティング、シェア等といった解決策を使えるよう

になった。ステップ３で自分勝手な感情を手放してから解放された結果、ハイヤーパ

ワーに委ねる事が出来た。この生き方を続けていく為にもステップ4、5へ進む決心を

した。そして、先月ステップ４、５を終える事が出来ました。アルコールや薬を使わな

いで遊ぶ事も仲間と一緒にやっています。過去は薬物がないと遊んでも何も楽しくな

く、希望を失くしていました。 

 今は波があればサーフィンに行かせてもらっています。１年前はほとんど素人でした

が、１年間雪の降る日も一生懸命に続ける事で少し上達しました。堂々とサーファー歴

１年と言えるようです（笑）。クリーンもそうです。色々な感情を起こしながらでも逃

げずにその問題と向き合っていく事で１年を迎える事が出来ました。感謝しています。   

 そして、これからも自分の生き辛さを手放していく為に自分のステップ１を忘れずに

次のステップに進み、プログラムを実践していきます。ありがとうございました。 
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『結果を委ねる』 

モモ（2フェーズ） 

 鳥取ダルクに入寮して早いもので２年

の月日が流れ、先日ＮＡでも２年のバー

スデ―ミーティングを仲間と共に祝う事

が出来ました。薬物を使わないで、これ

ほど長い間生活出来たのは自分にとって

は初めての経験です。これも仲間との経

験の分かち合いの上に成り立っているも

ので、自分の力ではどうにも出来なかっ

た事が仲間によって導かれる自分より偉

大な力が働いていると感じられる事に感謝しています。 

 現在ステップ３まで進み、考えと行動を自分より偉大な力に委ねる決心をし、ス

テップ４以降をやる決心をしました。しかし、ステップ４以降に進むという事は３

フェーズに上がる、そして仲間のサポートをしていく事が求められる立ち位置になる

という事になります。自分は支配とコントロール欲求の強い人間です。その事は自分

で分かっていて、それに対しての不安や恐れが出て来て、要するに先行き不安、もっ

と言うならば妄想が膨らみ、同時に２フェーズでは自分の事だけをやっていれば良い

という現状に満足感の様なものを覚え、ぬるま湯に浸かっている状態でした。 

 今は、先に進んでいく決心を改めてする事が出来ました。恐れや不安は未だにあり

ます。しかし、これまでステップ３まで進め、クリーンな生き方をしてこれたのはプ

ログラムのおかげでもあります。ここまで来て回復をあきらめるつもりは毛頭ありま

せん。それならば、勇気を持って一歩踏み出す必要が自分には有る筈です。これまで

自分は結果を委ねる事が出来ていませんでした。自分は何事もややこしく考えてしま

う傾向が強いので、プログラムを含めシンプルに考え、行動し、結果を自分より偉大

な力に委ねていく決心をしました。自分の病気を認め、自分の回復の可能性、自分よ

り偉大な力を信じる事も出来るようになりました。自分の回復には責任を持って、決

心を行動に移していきます。ただ、委ねる事を丸投げにする事のないように・・・ 
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『今度こそは、あきらめない』 

   スンズロウ（2フェーズ） 
 こんにちは。薬物依存のスンズロウです。 

ダルクに繋がって１８年。クリーンはやり直し

て６ヵ月になります。 

 今まで、東京のダルクでプログラムをやって

いました。何回もスタッフにバレない様に万引

きや仲間の献金をとったり、冷蔵庫の中身を

取って食べたり、仲間に巻き込まれ、巻き込み

薬を使って４回位入院しました。その度に家族

に心配をかけてきました。 

 東京の代表にもよく「いつまでダルクにいる

んだ」と言われ、昔のスポンサーには「お前に

は、回復とかクリーンは関係ない、ただ生きて

いればいい」とも言われていました。 

 去年、処方の量が増えて、副作用で眠れなくなり、駅で倒れ頭を打ち、脳内出血になりました。そ

の頃、サウナに行く事が強迫的になっており、スタッフには「サウナに行くな」と言われてもバレな

ければいいと思って行っていました。脳内出血が治って、すぐ東京で長い事一緒に悪さをしていた仲

間が病気で死んだ事をスタッフに聞かせられ、ショックを感じたと思ったら、今度は癌が見つかりま

した。東京の仲間は皆が励ましてくれました。現在ステージ２で定期的に病院で検査をしています。 

 去年の１０月に退寮してアパートを借りましたが、病院を変えてから処方のオーバードーズにな

り、気が付けば居場所を失くしていました。万引きをして、NAにも行けずに１人ぼっちになり、生

きていく事がどうにもならなくなり、兄に頼み、鳥取ダルクの代表のチーさんに助けを求めました。

東京でお世話になったスポンサーには最後連絡もせずに鳥取に来ました。鳥取に来て待っていたの

は、大雪の朝からの雪かきをするプログラムでした。それだけで現実を受け入れる事が出来ず、東京

に帰りたくなりました。2ヵ月間、毎日東京に帰りたくて塞ぎ込んで、食べているだけでした。妄想

に浸って何もしていませんでした。そんな自分に仲間は真剣に向き合ってくれ、回復する為にアドバ

イスをくれ、少しずつ元気になり、今では仲間と海岸沿いをジョギングしたりして、１３㎏痩せて元

気になりました。鳥取ダルクでは、何かあったらすぐにルームリーダーに相談するというシステムが

あります。僕はいつも不安事や調子の悪さをシラフで解決するのではなく、処方で解決していまし

た。 

 今、ステップ１のワーキングガイドの生きていく事がどうにもならなくなった事を書き終え、仲間

とシェアして経験を分かち合っています。仲間に「東京の負債は、資産に変わる。」と教わりまし

た。代表のチーさんも「お前の手の内を明かせば、お前は必ず変わる。」と言ってくれました。 

 今は自分の回復を信じて、シラフでも出てくる病気を認め、自分は治らない病気にかかった事を理

解し、ステップを道具として回復していきたいです。場所が変わっても自分の問題は変わらない。行

動を変えないと回復出来ない事を仲間に教えてもらいました。もっと元気になってシラフの回復を楽

しみたいです。 

 それでも病気が出ます。無力。助けて下さい。僕のバレなきゃいい病は底をつきました。 
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フ ォ ト ニ ュ ー ス  

アディクションを語る集い2018 

参加風景 

カトリック鳥取教会 

WAX掛けボランティア参加風景 

NAバリコンベンション 

参加風景 

 

茨城ダルク26周年フォーラム参加 

月1レクリエーション 

ボウリング風景 

 

鳥取保護区保護司三分区視察研修 
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30年6月～30年7月 活動報告   

30

年
6

月 

 １日 倉吉福音ルーテル教会草刈りボランティア     参加 

 １日 アディクション連絡会役員会         参加 

 ７日 平成30年度鳥取県薬物乱用防止指導員中部地区協議会講習会 講演 

 ９日 岡山家族会ぴあ            参加 

１０日 カトリック鳥取教会WAX掛けボランティア     参加 

１２日 鳥取保護司会第一分区 鳥取ダルク視察 

１３日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

１４日 公立鳥取環境大学 講演 

１９日 鳥取WRAP実行委員会          参加 

２１日 鳥取ダルクを見守る会 

２１日 鳥取県立倉吉西高等学校 講演 

２５日 アディクション連絡会          参加 

２７日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

３０日 アディクションを語る集い2018        参加 

    アディクション連絡会定期総会        参加 

 

 

 ２日 鳥取県再犯防止推進会議          参加 

 ５日 鳥取保護司会第三分区 鳥取ダルク視察 

 ７日 カトリック鳥取教会産廃積み込みボランティア    参加 

１０日 鳥取城北高等学校 講演 

１１日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

１２日 鳥取刑務所薬物脱却指導教育（メッセージ） 

１４日 岡山家族会ぴあ            参加 

１５日 鳥取・岡山・九州ダルク合同カウンセリング神戸in鳥取ダルク 

１８日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

１９日 鳥取ダルクを見守る会 

２０日 鳥取福音ルーテル教会丸山墓地草刈りボランティア   参加 

２０日 鳥取刑務所表彰式           参加 

２２日 茨城ダルク２６周年フォーラム        参加 

２７日 アディクション連絡会          参加 

２５日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

２９日 特定非営利活動法人リカバリーポイント理事会、総会 

３１日 津山地区保護司会 講演 

30

年
7

月 
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岡山家族会ぴあのお知らせ 

 

家族会開催場所： 

〒７００－０８０７ 

岡山市北区南方２丁目１３－１（旧国立岡山病院跡） 

岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ） 

 

相談連絡先 

●０８５７－７２－１１５１     鳥取ダルク（代表番号 ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００） 

●０９０－７１３８－５２２５    松浦  （家族会代表番号 ＡＭ９：００～ＰＭ９：００） 

薬物問題を抱える家族を私達は応援します  

岡山家族会ぴあ  

代表  松浦博彰・スタッフ一同  

アルコール、シンナー、危険ドラック、覚せい剤、大麻、処方薬など、 

薬物依存症の家族を抱えて悩んでいませんか？ 

ここはたくさんの仲間がいます。 

１人で抱え込まないで、苦しみも喜びも分かち合いませんか？ 

秘密は固く守ります。薬物依存症は病気です。 

共に学び、知識を得る事により、 

問題の解決が出来る事を私達は信じています。 

３０年 ９月  ８日（土）ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 講師：茨城ダルク 

    代表 岩井 喜代仁様 

３０年１０月 １３日（土）ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 
  

講師：茨城ダルク 

    代表 岩井 喜代仁様 

３０年１１月 １０日（土）ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

 

講師：岡山保護観察所様 

家族会開催予定日一覧 
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 ＊発送作業の簡略化の為、大変恐縮ながら郵便振替用紙を全員の方に同封させていただいて

おります。どうぞご理解ください。 

＊原則として、郵便局で受け取る振込金受領表の写しを持って領収書に代えさせていただき

ます。特に必要のある方、及び『匿名希望』の方は、その旨を通信欄に、その都度お書きく

ださるようお願い致します。 

平成12年9月20日 第三種郵便物認可（毎月２５日発行）   平成30年9月17日発行 OSK増刊通巻697号 

発行所〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾739-1  岡山障害者団体定期刊行物協会（定価100円会費に含まれます） 

編集・発行者 鳥取ダルク  

 

〒681-0001  

鳥取県岩美郡岩美町牧谷６４５－４ 

 

郵便振替払込口座   

 

口座名  鳥取ダルクを支援する会 

 

口座番号 ００１５０－７－５９２９８３ 

岡山家族会ぴあのお知らせ 
 

薬物問題を抱える家族を支援します。 

お悩みの方はぜひ参加してみませんか？ 

警察は関係なく秘密は厳守します。 

日時：毎月第２土曜日 

場所：ゆうあいセンター  

   岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 

   岡山県総合福祉ボランティア・      

   NPO会館2F 

お問い合わせ：０９０－７１３８－５２２５ 

ご献金のお礼  

 
岡山家族会ぴあ様 永見 俊行様 赤川 安男様 水谷 虎之様  

山口 弘美様 段野 太一様 福屋 よしみ様 谷垣 礼様    

田開 睦美様 上田 麻生様 須磨コペンハーゲン様 

 

 

 

他 匿名3名様（献金受付順） 

平成30年6月4日～平成30年6月30日 

その他、たくさんの方々に心温まるご献品を頂きました。 

鳥取ダルク仲間一同、心より感謝申し上げます。 
 

～献金お礼の記載につきましては事務処理上、多少前後する事がございますが、 

ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします～ 

【ご献品のお願い】 
 

皆様のご家庭で不要な食材（特にお米）、調味料、日用品（シャンプー、 

リンス、トイレットペーパー、ティッシュペーパー）、洋服等があり 

ましたら献品を頂けたら大変助かります。何卒宜しくお願い致します。 


