
 

そもそも「更生保護」って何？ 

更生保護とは、犯罪をした人に対して、社会内

で適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、その

自立・改善更生を助けることで、社会を保護し、

個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。 

更生保護を担う国の機関として定められてい

るのは、地方更生保護委員会（仮釈放を担当する）

と保護観察所（保護観察を担当する）の２つです 

〈右図参照〉。このほか、保護司・更生保護施設

などの民間ボランティアも関わっています。 
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新新企企画画  きりちゃんが行く！    
 

更更  生生  保保  護護 

 

インタビュアー 安東朊美 千貝愛 

８ 号 

「更生保護」という言葉は知っていても、具体的に

どのような組織が、どのような目的で、どのような

活動をしているか、じっくり現場の人の声を聞く機

会はなかなかありません。しかし、更生保護は様々

な問題解決を考える際に非常に重要で、知る必要を

強く感じた きりばたけ編集部 は、「更生保護」に

ついて、北海道地方更生保護委員会 事務局長  

佐々木孝一さんに、お話をききに行きました！ 予 習 

ある司法書士の体験（前編） 

Ａ君は浪費癖がある。それもかなりの程度である。借金にまみれて私の事務所の戸を叩いた。 

債務整理を受任して督促を止め、生活再建に向けて相談を始めた矢先、警察から事務所に電話が入

った。彼が留置所に居ると言う。 

早速警察署に面会に行くと、窃盗犯で逮捕されたとのこと。聞けば、借金の督促は止まったものの、

新たな借入れができなくて困った挙句、出身中学校に侵入して除雪機を盗み、古物屋に売却したのだ

という。売却金額は、僅か１万円であった。 

警察の担当者は、「Ａ君には知的障害の可能性が見受けられるので、施設で更生

させたい」と言っていたが、結局起訴されてしまった。判決は懲役２年・執行猶

予３年。知的障害者支援施設の施設長が証人尋問に立ち、監督を誓約した上での

ことであった。 

その後、彼は知的障害者支援施設に入所したが、なじめず脱走し、現在も行方

丌明である。 

借金も残ったままで、今はどうやって生活しているのだろう。どこかで困って 

はいないだろうか。せめて元気でいてくれればよいが・・・。【最終頁に続く】 

 



● 仕事の内容 ● 

● 保護観察について ● 

● 再犯の問題 ● 

● 再犯防止のために必要なもの ● 

● 苦労していること ● 

 

 

 

 

 

 具体的なお仕事を教えてください。 

 地方更生保護委員会は、犯罪をした人の家族関

係・釈放後の生計の見込み・被害者の意見などを調

査し、仮釈放を許可するかどうか判断します。 

保護観察所は、仮釈放や執行猶予などで保護観察

中の人と面接し、その人の生活・行動を指導監督す

るほか、医療・家探し・就職の手助けなどもします。

刑務所を出てから住む場所が無い人には、更生保護

施設という一定期間生活できる場所も提供します。 

 

 

 保護観察所はずいぶん手厚い援助をしてくれるの

ですね。 

 援助の一面もありますが、その反面、保護観察官

や保護司との面会は義務でもあり、指導監督に従わ

ないと、刑務所に戻される場合もあります。仮釈放

の人の中には、保護観察が早く終わって欲しいと考

える人もおり、権利を制限する制度なんですよ。 

 援助の一面もあるが、権利を制限する一面もある、

ということですね。 

 ええ。なので、刑期を終えて満期出所した人は、

保護観察の対象となりません。本当は、より支援を

必要としている人たちが多いのですが… 

 

 

 満期出所した人は、どうなるのですか？ 

 刑務所を出たら、自力で、社会に適応しなければ

なりません。それは大変です。なかには、住む場所

もなく、仕事もなく、わずかな報奨金をすぐに使い

果たしてしまい、生活に困って、出所後数日で、ま

た窃盗などの罪で刑務所に戻ってきてしまう人も

います。 

 悪いことをしたいのではなく、刑務所に戻りたく

なる…「再犯」には、社会の側が考えるべき問題

もあるのですね。 

 刑務所が安住の地となっている、つまり、社会の

側が、彼らを受け入れられる状態にない、というこ

とです。出所した高齢者や障がい者にとって社会復

帰は厳しい問題です。 

 なにか、支援策はないのでしょうか。 

 平成 22 年 6 月 1 日から、北海道地域生活定着

支援センターが開設されました。保護観察所と協同

しながら、出所した高齢者・障がい者に必要な福祉

サービス等が受けられるよう支援を行うことで、再

犯防止につなげ、地域の中で安心して暮らしていけ

るように支援をします。（注：地方更生保護委員会が

直接関わっているのではありません。） 

 

 

 佐々木さんは、再犯防止のために何が必要だとお

考えですか？ 

 これは犯罪原因論になるので、ひとことでは言え

ませんが…。きりちゃんに質問ですが、人は、なぜ

罪を犯すのでしょう？ 

 う…難しいです。 

 そうです。難しいのです。再犯防止のために必要

なことは、いろいろあると思いますが、社会が彼ら

を受け入れ、住む場所があり、仕事があり、人との

つながりがあり、居場所がある。そのような「もう

一度やりなおせる社会」であることが必要です。 

また、更生保護に関わる者が、個々人の抱える

様々な問題にきちんと対応して、必要な指導や支援

を見さだめることです。一人ひとり事情が違うの

で、それぞれに合った個別支援が必要です。そのた

めには人間理解がとても大事になってきます。 

 

 

 現在ご苦労されていることはなんですか？ 

 更生保護というのは、社会の中で立ち直りを支援

するという「社会内処遇」なのですが、その社会が

出所者にとって辛いものであれば、立ち直ることが

難しくなります。 

更生のためには、家族や周囲の協力が必要です

が、その協力が得られない人が多くなってきていま

す。家族や地域に頼れない、いわゆる無縁社会の現

状に、今の更生保護の制度がついて行けていない、

という感じがあります。 

また、更生保護を支えてくれている、保護司、民

更生保護について 

北海道地方更生保護委員会  

事務局長 佐々木孝一さんにききました！ 



● 就労支援 ● 

● 人は変われるの？ ● 

● 読者の皆さんへ ● 

間ボランティアのなり手が足りないことです。彼ら

の支えで更生保護は成り立っています。ぜひ、みな

さんにご協力いただければと思います。 

 

 

 

 就労支援についてお聞きしたいのですが、このよ

うな丌況下で、仕事はあるのでしょうか。 

 更生保護施設に入所した方については、施設の職

員が頑張って仕事先を探しており、仕事をしたい人

は、だいたい仕事に就けるようにはなっています。 

建築関係が多いですね。産業廃棄物処理の関係の

方にも大変お世話になっています。いろいろな業種

の方に彼らの立ち直りを支援してほしいので、協力

して下さる事業所さんを募集しています。 

 

 

 根本的な疑問なのですが、人は変われると思いま

すか？ 

 くり返し朋役した人でも、最後には立ち直った人

がたくさんいます。どんな人でも変われるのです。

更生とは、甦る（よみがえる）ことです。更「正」

ではありません。「生きる」です。 

罪を犯した人全員が生まれつき悪人であったわ

けではなく、生まれつき能力が劣るわけでもありま

せん。家庭環境やいろいろな問題から犯罪者になっ

てしまった人がほとんどです。 

罪を償った後は、社会で自立して生活できるよう

に手助けするのが私たちの役割です。 

 しかし、罪を憎んで人を憎まず、というのはとて

も難しく感じるのですが… 

 過去の一定時点での事実は消えないけれど、人は

生き続けていくのです。罪を償ったのに、いつまで

も過去にしばられていては、つらくて、人は良くな

ることができません。 

 佐々木さんは今まで「変わった（＝更生した）」

人をたくさん見てきたんですね。 

 世の中にはいろんな人がおり、変わる人もいれ

ば、変われない人もいました。それが人間社会では

あたりまえのことじゃないかと思います。 

 

 

 最後に、きりばたけ通信の読者のみなさんに、メ

ッセージをお願いします。 

 きりばたけ通信をお読みの方は、人に関わるお仕

事をされている方が多いと思います。支援にあたっ

て、本人についての人間理解が欠かせないと思いま

すが、これは、とても難しいことです。 

いろいろな人がかかわることで、その人の多面性

が見えてきて、本人の正しい理解につながるのでは

ないでしょうか。 

そのために連携が大事になるのだと思います。連

携というのは、枠組みを作ることではなく、協力し

て、そのつながりの中で人間理解を深めていくとい

うことだと思います。 

 佐々木さん、今日は、本当にどうもありがとうご

ざいました。 

 

 

 「どんな人でも変われる」「人間理解が大事」と

いうお言葉に、人間に対する信頼と更生保護への

熱意を感じました。 

 

佐々木さんお薦めの本 

『見えない橋』 吉村昭著 文藝春秋 

（30 回以上朋役した人の更生の物語で、実話がもとに 

なっています。）  



ある司法書士の体験（後編）  

……そそししてて BB 君君ののこことと  

  

「「被被告告人人をを懲懲役役８８年年にに処処すす」」  

鎮鎮ままりり返返るる法法廷廷にに、、裁裁判判官官のの声声がが響響いいたた。。  

ここううししてて彼彼はは塀塀のの中中にに旅旅立立っったた。。  

  

彼彼ととはは数数年年前前、、依依頼頼者者ののヤヤミミ金金整整理理案案件件でで縁縁ががででききたた。。  

当当時時、、ヤヤミミ金金をを経経営営ししてていいたた彼彼とと電電話話交交渉渉ををししてていいるる

ううちちにに、、私私がが「「事事務務所所にに来来てて直直接接話話ささなないいかか？？」」とと言言っっ

たたととこころろ、、意意外外ににももややっってて来来たた。。普普通通のの若若者者だだっったた。。ヤヤ

ミミ金金はは儲儲かかるるとと思思いい、、興興味味本本位位にに始始めめたたととののこことと。。  

「「ヤヤミミ金金はは違違法法でで、、借借りりたたおお金金はは返返済済すするる義義務務ががなないい。。」」

そそうう告告げげるるとと、、彼彼はは、、最最初初のの貸貸付付でで、、ああるる司司法法書書士士にに関関

与与さされれてて大大損損ししたたとと、、わわがが身身のの不不運運ををななぜぜかか嘆嘆くく。。  

私私がが、、「「ここんんななここととはは止止めめてて、、キキチチンンとと貸貸金金業業登登録録をを

ししてて法法のの範範囲囲内内でで営営業業ししななささいいよよ」」とと勧勧めめるるとと、、ああっっささ

りり承承諾諾ししてて、、自自力力でで申申請請しし、、登登録録ししたた。。  

そそのの後後、、彼彼かからら何何度度かか相相談談をを受受けけたた。。そそのの度度にに仕仕事事のの

ここととをを聞聞いいたたがが、、ヤヤミミ金金ははややっってていいなないいとと言言っってていいたた。。  

  

ああるる日日、、彼彼のの細細君君がが事事務務所所にに来来たた。。今今朝朝、、刑刑事事がが来来

てて彼彼をを逮逮捕捕ししてていいっったたとと言言うう。。ビビッッククリリししてて容容疑疑をを尋尋

ねねたたらら「「振振込込めめ詐詐欺欺」」だだっったた。。彼彼のの兄兄とと悪悪いい友友人人達達がが

始始めめ、、後後かからら加加わわっったたららししいい。。逮逮捕捕のの直直前前、、彼彼はは仲仲間間

をを止止めめよよううととししてていいたたそそううだだがが、、彼彼もも犯犯罪罪にに関関与与ししてて

いいたたここととはは事事実実だだっったた。。私私はは残残念念ででななららななかかっったた。。  

拘拘置置所所かからら手手紙紙がが来来たた。。  

罪罪をを償償っったたらら事事務務所所にに行行っってて謝謝りりたたいい。。見見捨捨ててなないい

でで欲欲ししいい、、ととああっったた。。私私はは、、出出所所ししたた時時のの心心構構ええをを見見

ててかからら考考ええるる、、とと書書いいてて送送っったた。。  

  

満満期期出出所所ままででああとと４４年年。。彼彼ははどどんんなな人人ににななっってて現現れれ

るるだだろろううかか。。正正直直、、私私はは、、彼彼ととのの再再会会をを楽楽ししみみににししてて

いいるる。。  

  

AA 君君やや BB 君君をを思思ううとときき、、彼彼ららののそそばばににはは誰誰ががいいるるのの

だだろろううかかとと考考ええるる。。  

人人はは強強くくももあありり弱弱くくももああるる。。  

支支ええるる人人ががいいるるとと道道はは開開けけるるここととがが多多いい。。現現代代社社会会

のの事事象象はは、、孤孤独独がが原原因因やや誘誘因因ででああるるここととがが多多いいよよううにに

思思ええててななららなないい。。  

私私たたちちはは、、人人間間ととししてて何何ががででききるるかか、、頭頭をを垂垂れれてて沈沈

思思黙黙考考すすべべききととききががききたた。。

 

 

 

   
 

● 炊き出し・法律相談会 を開催いたします。 

平成２３年８月２７日（土）１８：００より、 

札幌市民ホール ２階会議室 （札幌市中央区北

１条西１丁目）にて、おもにホームレス状態の方

を対象とした、「炊き出し・法律相談会」を開催

いたします。お困りの方がいらしたら、ぜひ、お

知らせ下さい。 

● 札幌司法書士会では司法書士会館内で 

月曜日～土曜日に無料の相談センターを 

開設しています。事前予約が必要ですので 

相談をご希望の方はお電話ください。 

相談センター予約専用電話番号 

０１１－２７２－９０３５ 

● 札幌司法書士会では高校・専門学校・短大・大学

を対象に無料の出張法律教室を行っています。 

ご希望の方は事務局（０１１－２８１－３５０

５）までお問い合わせください。 

 

お問い合わせ先 札幌司法書士会事務局 

編 集 後 記 
 

ある人の悩み事「結婚して１５年。１６歳の子供が丌登校

で毎日ゲーセンで遊びまくり。夫は忙しくて丌在がち。女の

影もチラホラみえる。夫は家にお金を少ししか入れないので

自分がサラ金で丌足分を足した。借りすぎて返済できずに督

促に参っている。最近、幻覚が出てきて夜も眠れない。隣の

おばさんが夜通し家の中を覗いている気がしてならない。」 

この人は、どこに相談に行けばよいのだろうか。相談する

人の事柄は毎日起きる多種多様なものなのに、相談を受ける

側のメニューは債務整理である。借金のことなら分かるが他

は無理・・。相談に来る人は、何がどう関連しているのかが

判断できないことが多い。 

その人が本当に話したい一つの悩みを垣根なくゆっくり聞

くことによって、たくさんの事柄がわかる。 

そんな時、ネットワークがあれば、担当できる問題だけを

解決するのではなく、その人そのものと向き合うことができ

るのに。と、思っているこのごろです。 

アパートの家賃「更新料」問題、最高裁判所判決出る！ 
 

アパートの賃貸借契約で、毎月の家賃の他に、当初

の契約期間を終えてもそのまま更新する場合に「更新

料」が発生する場合があります。 

更新料を取るのは、消費者契約法に反して違法では

ないか？と争っていた裁判の判断が平成２３年７月最

高裁判所でなされました。 

結論はこれまでの習慣上からも更新料は消費者契約

法違法とはいえない、すなわち更新料支払いの約束は、

金額が高額であったり、しょっちゅう取られるような

特別の事情がない限り、有効である、ということです。 

この裁判の事案は更新料の額は賃料の２か月、更新

期間は１年間であったようです。（個人的には毎年２か

月分は高いと思ってしまいますが）願わくば、部屋を

探している最初の段階、家賃を知ると同時に更新料が

いくらかかるかすぐに分かるようになっていて欲しい

ですね。 

話し合いで解決してみませんか？   

札幌司法書士会ＡＤＲセンター（法務省認証機関） 

 身の周りで起こる様々なトラブルの解決方法

のひとつとして、裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）

があります。公正中立な第三者が間に入り、当事

者の自主性を尊重しながら、話合いによる柔軟な

和解解決を図る手続です。当センターでは、民事

に関する 140 万円以下の紛争についてのＡＤＲ 

を扱っています。【札幌司法書士会ＡＤＲセンター事務

局 電話 011-272-0090】までお気軽にお問合せ下さい。 


