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近年、有名人の薬物使用について頻繁に報道されており、 

広島でも、病院長の薬物使用事件がマスコミにとりあげられた。 

『ダルク』という言葉を聞く機会も増えているが 
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そもそも「ダルク」とはそもそも「ダルク」とはそもそも「ダルク」とはそもそも「ダルク」とは？？？？    

    

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：ダルク（DARC）とは、ドラッグの

D、アディクションの A、リハビリテーション

の R、センターの C を組み合わせた造語です。

読み方として「ダーク」では適切ではないので、

ジャンヌダルクとかけて『ダルク』と言ってい

ます。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：どんなことをやっているのですか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：ダルクは薬物依存者の回復のための

施設で、仲間と共同生活を送ります。ダルクミ

ーティングや 12 ステッププログラムという独

自のプログラムを実施しています。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：広島以外にもあるのですか。 

井上井上井上井上さんさんさんさん：：：：日本全国にあり、広島にも２カ所の施設を持っています。入所者

もスタッフも、全員が薬物依存経験者です。 

    

ダルクとの出会いダルクとの出会いダルクとの出会いダルクとの出会い    

    

法テラス法テラス法テラス法テラス::::井上さんも経験者ですか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：はい。私は１０年ほど薬物を使用していました。初めは職場の先

輩から勧められ、立場上断りにくかったということもありますが、今思えば、

それが私の弱さだったのだと思います。でも使ってみると、ものすごく気持

ちよくて、こんないいものを知らなかったなんて、という気持ちが強く、気

づいたらのめり込んでいました。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：やめようと思ったことはありますか 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：もちろんあります。やめたい一心で仲間から縁

を切るために故郷の関東から離れ、広島でトラック運転手

の仕事をしました。でも、長時間の運転と過労ストレス     

法テラス広島法テラス広島法テラス広島法テラス広島    
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からどうしても覚せい剤を打ちたくなり、入手できる

場所を探しました。そしたら、広島でも割と簡単に手

に入ったんです。最初は疲れたときだけ使おうと思っ

ていましたが、最後は幻聴・幻覚の症状が現れるよう

になっていました。 

法法法法テラス：テラス：テラス：テラス：それで、どうされたのですか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：警察に自首し、そこで逮捕されました。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：ダルクとの出会いは？ 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：初めて裁判になり、そのとき，刑が軽くな

るかもしれないから、ダルクに行くようにと言われま

した。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：裁判の結果はどうでしたか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：懲役 1 年、執行猶予 3 年の判決でした。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：ダルクに行ってみてどうでしたか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：最初からダルクを信じて行ったわけではあ

りません。心のどこかに、うさんくさい所ではないか、

僕はそんなところに行くほど酷くないという気持ち

があったように思います。 

 

日本と世界日本と世界日本と世界日本と世界    薬薬薬薬物物物物依存者へのイメージの違い依存者へのイメージの違い依存者へのイメージの違い依存者へのイメージの違い    

    

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：でも、ダルクに繋がって以来 20 年間、薬

物を使用されていないのですね。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：はい。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：なぜ、今まで使っていないのですか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：仲間の存在が大きいと思います。 

特に、一番自身の感覚が変わったのは、ダルクに入っ

て５年後、ＮＡのワールドコンベンションに参加した

ときの衝撃です。そこでは、延べ約５万人の薬物依存

者が世界中から参加していました。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：世界ですか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：はい。日本では薬物依存者というと、犯罪

者というイメージです。しかし、世界は違う。一流の

ホテルにウエルカムＮＡという横断幕が飾っており、

薬物依存から回復しようとしている人々を歓迎して

いるのを見て、驚きました。 

 

 

そこで、世界中で実績のあるＮＡ、ダルクのプログラ

ムなら依存から回復できるはずだと感じ、ダルクに対

する不信が晴れ、逆に自分を誇りに思いました。 

    

ＮＡとは？ＮＡとは？ＮＡとは？ＮＡとは？    

 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：Ｎはナルコティクス（薬物）、Ａはアノニ

マス（匿名）の頭文字をとったものです。薬物依存は

病気であり、回復するための自助グループで、世界中

で行われているミーティング（集まり）です。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：広島でもＮＡはありますか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：はい、4 カ所あります。定期的にミーティ

ングを行っています。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：止め続けるにはどうすればいいのでしょう

か。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：少なくとも、ＮＡミーティングを継続し、

仲間に会うことが大事だと思います。 

私も仲間と共に「今日１日」やめておこう、という日々

の繰り返しで、気づいたら 20 年経っていたというだ

けです。 

    

マスコミの報道マスコミの報道マスコミの報道マスコミの報道についてについてについてについて、、、、ダルクと薬物使用者ダルクと薬物使用者ダルクと薬物使用者ダルクと薬物使用者

を繋ぐ方法とはを繋ぐ方法とはを繋ぐ方法とはを繋ぐ方法とは？？？？    

 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：元プロ野球選手の事件についてどう思いま

すか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：マスコミが騒いで、世間が彼を批判しても

全く意味がないと思います。彼がどうして薬物に手を

出したのか、非難より理解、攻撃より寄り添いではな

いでしょうか。彼の意思にもよりますが、自助グルー

プと繋がることが回復への第一歩なのではと思いま

す。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：自分では止められないのでしょうか 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：自分の力で止められる、あるいは親や妻、

家族が自分たちの支えで止めさせられると思ってい

る人が多いです。でも薬物依存はアディクションとい

う病気の一種です。ＷＨＯ（世界保健機構）や精神科

医が認めている、れっきとした脳の病気なのです。Ｉ

ＣＤ－１０の診断基準において依存症は「精神作用物

質使用による精神および行動の障害」の分類の一つで

ある依存症候群として扱われています。本人の反省や

意思の強さには関係ない。自分では止められないと認
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識することが、回復への一歩だと思います。そのため

に、薬物を使用している人をダルクへ繋げてほしい。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：繋ぐためにはどうすればいいでしょうか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：特に裁判中は、身柄拘束されており、ダル

クへ行く約束をしやすいので、弁護人の先生には是非

ダルクを勧めてほしい。私も自分の裁判で、裁判長が

判決を言い渡すとき、ダルクに行くことが条件だと言

ったこともあって繋がりました。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：ダルクの実情を知らない司法関係者も多い

のではないでしょうか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：知らないと、強く勧められないかもしれま

せん。その点、射場先生は広島へ赴任直後、私に電話

してこられ、施設の見学をし仲間に会っていました。

皆さんにも、いつでも見学に来ていただき、ダルクを

知っていただきたいです。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：井上さんの今の活動を教えてください。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：広島ダルクは一般社団法人として活動して

います。私は、刑務所での薬物離脱教育をしたり、各

地での講演も行っています。裁判で情状証人に立つこ

ともありますし、ＮＡのミーティングを開催したりし

ています。 

また、広島ダルクは保護観察所の自立準備ホームとし

て登録しており、出所者を受け入れる活動もしていま

す。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：もっと詳しく知りたい方は、どこへ連絡す

ればいいでしょうか。 

井上さん：井上さん：井上さん：井上さん：広島ダルク０８２－２５８－１２５６にお

電話ください。 

法テラス：法テラス：法テラス：法テラス：今日は、ありがとうございました。

 

弁護士・司法書士の住所・電話番号の変更など、随時新しい情報に更新されますので、リアルタイムで確認い

ただけます。民事・家事問題を抱え、弁護士や司法書士と相談希望で、一定の資力基準を満たす方がおられまし

たら、ぜひご活用下さい。 アドレス：アドレス：アドレス：アドレス：http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/news/news_bengoshi_list.htmlhttp://www.houterasu.or.jp/hiroshima/news/news_bengoshi_list.htmlhttp://www.houterasu.or.jp/hiroshima/news/news_bengoshi_list.htmlhttp://www.houterasu.or.jp/hiroshima/news/news_bengoshi_list.html 

    

    

 

 

大阪での司法修習の後、昨年１年間は大阪市浪速区のきづがわ共同法律事務所で

勤務し、本年１月に広島へ参りました。 

私は３０歳を過ぎるまで、法律というものや、弁護士という仕事を知りませんで

した。学生時代から現在に至るまでの間の食いぶちは、毎日なんとかアルバイトで

食いつなぎ、また、サラリーマンを辞めハローワークで仕事を探し、やっと見つけ

た人材派遣で派遣切りに遭い、辛酸をなめてハローワークに並んでいた時期もありました。 

二十代のころは、お金を貯めてはアジアやヨーロッパ各国を旅していました。お気に入りの場所は、のどかな

自然が残るイギリスの湖水地方、歴史を感じられる都市ウィーン、バンコクのような優しさに包まれる街です。 

人生とは、人探しの旅なのではないかと思っています。自分と同じ考えを共有でき、共感できる人に出会った

ときや、自分の思いや苦しみを理解してくれる人に出会ったときは、とてもうれしいものです。その喜びをこれ

からは、人に分け与えられるようになりたいと思っています。そして、弁護士は、多くの人に出会い、自分を必

要としてくれる人と心を通じ合わせることができる点で、わたしにぴったりな仕事ではないかと思っています。

やっとみつけたこの仕事を天職として、これからは、自分の旅はしばらく中断して、世の中に奉仕し、目の前の

一人ひとりに尽くして生きたいと思っています。 
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私は平成 25 年より 3 年間余りの間、法テラス広島法律事務所において執務して参り

ましたが、任期満了に伴い、平成 28 年 3 月より法テラス宮崎法律事務所に赴任するこ

とになりました。これまで皆様方より多大なご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

特に本年度は、新たに支援者相談ダイヤル、巡回業務説明（相談会）を実施させて

いただきました。支援者相談ダイヤルでは多数の相談をいただき、関係機関の皆様と

連携させていただくことができました。 

特に高齢者の方や障がいのある方を支援するには弁護士だけ、福祉担当者だけでは

対応が困難なケースがあります。その連携手段として支援者相談ダイヤルをさらに活

用していただければ幸いです。 

また、業務説明や研修会においても法テラスを活用していただき、様々なテーマで講演させて頂きました。 

関係機関の皆様に、「弁護士に気軽に相談を、顔の見える関係づくりを、継続できる関係づくりを」との思い

で始めた支援者相談ダイヤル、業務説明、研修会を多数の皆様に利用していただくことができ、大変嬉しく思っ

ております。今後とも法テラス広島との顔の見える関係づくりを継続して頂ければ幸いです。 

 

    

法テラス広島法テラス広島法テラス広島法テラス広島    副所長副所長副所長副所長    成田成田成田成田
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昨年４月，法テラス広島の副所長に就任いたしました成田学です。普段は，福山市で弁護士をしております。 

 これまで民事法律扶助事件・国選弁護事件を比較的多く手がけてきましたので，専ら利用する側から法テラス

を見ているだけでしたが，副所長就任後は，利用する側だけではなく、利用される側としても，法テラスに関わ

ることになりました。副所長に就任してまず驚いたのは，法テラスが担っている業務の幅広さです。就任当初は，

「司法ソーシャルワーク」の意味すら分からなかったのですが，１年が経過した今も，法テラスが我が国の人権

擁護活動，公益活動に深く根ざしていることに気付かされることがあります。 

 副所長としての主な業務は，毎月定期的に開かれる執行部会議や，不定期に開かれる協議会等に参加すること

です。特に，普段は福山市で弁護士をしている関係上，県東部の利用者の視点を反映させることができないか，

気を配っています。 

 平成 18 年 4 月 10 日に発足した法テラスも今年は設立 10 周年を迎えます。以前に比べればずいぶん法テラス

の認知度も深まっているはずですが、法テラスとはそもそもどういう組織なのか，利用するには具体的にどうす

ればよいのか，まだまだ工夫を凝らす余地があると思います。 

どうか，皆様の忌憚のないご意見，ご要望を賜りますよう，宜しくお願いいたします。 

 

http://www.houterasu.or.jp/ 

業務時間 

 9:00 ～ 17:00 （情報提供業務は 16:00 迄） 

（土・日・祝日は除く） 

 

日本司法支援センター日本司法支援センター日本司法支援センター日本司法支援センター    

⑤⑤⑤⑤    副所長ご挨拶副所長ご挨拶副所長ご挨拶副所長ご挨拶    

 
④スタッフ弁護士 転任のご挨拶 

 
広島地方事務所広島地方事務所広島地方事務所広島地方事務所    

 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀 2-31  

広島鴻池ビル１階  

 

TEL 050-3383-5485 


