
矯正施設で働く心理職 の採用試験の御案内
大学院等で学んだ心理学の専門知識を犯罪・非行臨床に生かしませんか？

再犯防止・改善更生を支える高度かつ多様な職務内容

少年鑑別所

○ 人間科学の知見に基づくアセスメントと

再非行防止に向けた処遇指針の策定
（非行要因等の分析、立ち直りに向けた処遇指針の作成）

○ 地域社会における、非行及び犯罪の防止
に向けた活動

（非行・犯罪臨床の知見を生かした援助）

刑事施設

少年院

○ 改善更生・円滑な社会復帰に

向けた処遇方針の策定

○ 改善更生に向けた指導
（各種指導プログラム（薬物、性犯等）の実施）

効果検証

○ 非行・犯罪に関する

各種研究
（専門的知識と統計的手法を用いたアセスメント

ツール・プログラムの開発、検証、調査等）

○ 改善更生・健全な育成の
ための指導

（各種教育プログラム（薬物、性犯、家族、交友等））

○ 円滑な社会復帰のための支援

充実のスーパービジョンや研修体系でしっかりサポート！

◆ 採用後２年間は一人ひとりにスーパーバイザー
が付き、面接や心理検査、カウンセリング等の
基礎から学びます。

◆ 採用１年目、５年目、１０年目に、心理学の専門性の向上を目的とした

研修が設けられています。

◆ 充実した研修・指導体制は、国家資格「公認心理師」養成のための

実務経験プログラムとして文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定も得ています。

【試験名】
法務省専門職員（人間科学）矯正心理専門職区分

【募集受付期間（インターネット申込み）】
２０２２年３月１８日（金）～４月４日（月）受信有効

【試験日程】
１次試験（２０２２年６月５日（日））
２次試験（２０２２年７月４日（月）～７日（木））

【受験資格】
● １９９２年４月２日～２００１年４月１日生まれの者
● ２００１年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
・ 大学を卒業した者及び２０２３年３月までに大学を卒業する見込みの者
・ 人事院が上記に掲げる者と同等の資格があると認める者

● 上記に該当する者のうち、矯正心理専門職Ａは男子、矯正心理専門職Ｂは女子に限る。

法務技官（心理）の約７５％が大
学院卒であり、心理学の専門性を
生かせる職場です！

採用試験の概要

更に詳しくお知りになりたい方は、
法務省HPをご覧ください！

法務省 人間科学 試験

人間科学系インターンシップ

基礎科
１年目

応用科
５年目

特別課程
１０年目



矯正心理専門職 Q＆A

試 験

Q1 人物試験はどのような試験ですか？

人柄、対人的能力などについての個別面接が
行われます。法務教官区分や保護観察官区分よ
りも、人物試験の配点比率が高く、面接では、
心理臨床場面において必要とされる判断力等に
ついての質問も含まれます。

Q２ 法務教官や保護観察官との併願は
可能ですか？

試験日程は同一ですので、法務省専門職員
（人間科学）採用試験の他の区分（法務教官又
は保護観察官を採用する区分）との併願はでき
ません。

仕 事

Q１ 心理学に関する専門的な知識は
どの程度必要ですか？

矯正心理専門職として、少年鑑別所や刑事施
設、少年院などで働くには、心理学に関する専
門的な知識や技術が必要です。
法務技官（心理）の多くが大学院卒であり、

臨床心理学等の知識や経験があれば、これを
生かすことができます。また、採用後の様々な
研修や実務を通じて、専門的な知識や技術を習
得していくことが可能です。

Q３ 少年鑑別所では、どのような
仕事をするのですか？

少年鑑別所では、収容された少年に対して、
面接や各種心理検査を行い、知能や性格等の資
質上の特徴、非行に至った原因、今後の処遇上
の指針を明らかにします。また、審判決定によ
り、少年院に送致された少年や保護観察処分に
なった少年についても、専門的なアセスメント
機能を活用して継続的に関与します。
加えて、非行に関する専門的知識や技術を幅

広く活用し、一般の方々からの相談に応じるな
ど、地域社会における非行及び犯罪の防止に向
けた様々な活動を行っています。
また、将来的には、幹部職員として組織の管

理・運営に当たることも求められます。

Q４ 刑事施設や少年院では、
どのような仕事をするのですか？

刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）で
は、受刑者に対して、面接や各種心理検査を行
い、知能や性格等の資質上の特徴、犯罪に至っ
た原因、今後の処遇上の指針を明らかにします。
また、性犯罪再犯防止指導等の改善指導プロ

グラムの実施を担当したり、悩みを抱える受刑
者に対するカウンセリングを行ったりするなど、
トリートメントの業務も多いのが特徴です。
少年院では、処遇プログラムの実施や指導に

関わったり、矯正教育の効果検証等を行ったり
します。

Q２ 矯正施設での心理専門職の魅力や
やりがいを教えてください。

再犯・再非行防止は、政府全体で取り組む重
要な課題の一つです。非行・犯罪臨床の最前線
で、対象者一人ひとりの改善・更生に向けて心
理学等の専門性を発揮し、再犯・再非行防止の
一翼を担うことは、他の心理臨床の職種とは異
なる醍醐味があります。

Q５ 転勤について教えてください。

勤務地については、本人の希望を考慮して決
定しており、原則として採用施設を所轄する矯
正管区の管轄地域内で異動しますが、他の矯正
管区に異動することもあります。



矯正施設で働く法務教官採用試験の御案内
大学院等で学んだ心理学等の専門知識を犯罪・非行臨床に生かしませんか？

再犯防止・改善更生を支える高度かつ多様な職務内容

少年院

○ 資質の鑑別に役立てるための

行動観察の実施、生活面の助言・指導業務

○ 地域社会における、非行及び犯罪の防止
に向けた活動（非行防止教室の実施等）

刑事施設

少年鑑別所

○ 改善更生に向けた指導

（各種指導プログラム（薬物、性犯等）の実施）

○ 円滑な社会復帰のための支援

効果検証

○ 非行・犯罪に関する各種研究

（専門的知識と統計的手法を用いたプログラムの開発、

検証、調査等）

○ 改善更生・健全な育成のための指導
（各種教育プログラム（薬物、性犯、家族、交友等））

○ 円滑な社会復帰のための支援

充実した研修体系で専門的な知識や技術を習得！

◆ 採用１年目には、法務教官に必要な学術及び実務に関する基礎的な研修・訓練を受け、５年目に

は、専門性の向上を目的とした研修が設けられています。その後も、職務に応じた専門性を身に付

けるための各種研修が準備されています。

◆ 臨床心理学等の知識や経験があれば、業務に生かすとともに、採用後の

様々な研修や実務を通じて、専門的な知識や技術を習得していくことも可能です。

【試験名】
法務省専門職員（人間科学）法務教官区分

【募集受付期間（インターネット申込み）】
２０２２年３月１８日（金）～４月４日（月）受信有効

【試験日程】
１次試験（２０２２年６月５日（日））
２次試験（２０２２年７月４日（月）～７日（木））

【受験資格】
● １９９２年４月２日～２００１年４月１日生まれの者
● ２００１年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
・ 大学を卒業した者及び２０２３年３月までに大学を卒業する見込みの者
・ 人事院が上記に掲げる者と同等の資格があると認める者

● 上記に該当する者のうち、法務教官Ａは男子、法務教官Ｂは女子に限る。

大学・大学院で学んだ心理学、教
育学、福祉及び社会学の知識を生
かせる職場です！

採用試験の概要

更に詳しくお知りになりたい方は、
法務省HPをご覧ください！

法務省 人間科学 試験

人間科学系インターンシップ

基礎科
１年目

応用科
５年目

各種研修
６年目～



法務教官 Q＆A

試 験

Q1 法務教官A と法務教官Bとは
どう違うのですか？

「法務教官A」の受験資格は男性、「法務教
官B」の受験資格は女性です。
採用後、女性（男性）でも男子（女子）施設

で働くこともあります。

Q２ 矯正心理専門職や保護観察官との
併願は可能ですか？

試験日程は同一ですので、法務省専門職員
（人間科学）採用試験の他の区分（矯正心理専
門職又は保護観察官を採用する区分）との併願
はできません。

仕 事

Q１ 心理学を生かして働くことが
できますか？

法務教官として、少年院や少年鑑別所、刑事
施設などで働く上で、大学・大学院で学んだ心
理学、教育学、福祉及び社会学の知識を生かす
ことができます。
認知行動療法を取り入れた非行・犯罪防止の

プログラムなど心理学を活用した指導がたくさ
んあり、心理学の知識は非常に役立ちます。
実際に心理学を専攻していた法務教官も多く

います。

Q３ 少年院では、どのような仕事を
するのですか？

少年院では、健全なものの見方や考え方など
を指導する生活指導、基礎学力を付与する教科
指導、職業生活に必要な知識・技能を習得させ
る職業指導などの矯正教育を行うとともに、関
係機関との連携の下、出院後の生活環境の調整、
就労・修学支援や福祉的支援等の円滑な社会復
帰につなげるための支援を行います。

少年にとって安全・安心な環境を整えるほか、
各種教育プログラムの充実や、少年の保護者に
対する指導・助言、出院者からの相談に応じる
こと等も通じて、再犯・再非行の防止を目指し
ています。

Q４ 少年鑑別所や刑事施設では、
どのような仕事をするのですか？

少年鑑別所では、少年の心情の安定を図ると
ともに、生活態度に関し必要な助言及び指導を
行います。また、面接や行動観察を実施し、心
理技官と協力して、少年の問題性やその改善の
可能性を科学的に探り、家庭裁判所の審判や、
少年院・保護観察所等における指導に活用され
る資料を提供します。

刑事施設では、受刑者の改善指導等に携わり、
性犯罪や薬物依存などに関わる問題性に働き掛
ける指導のほか、就労支援指導や教科指導等を
行っています。

Q２ 法務教官の魅力ややりがいを
教えてください。

幅広い視野と専門的な知識をもって、教育
（矯正教育）を行い、少年たちの個性や能力を
伸ばし、健全な社会人として、再び社会復帰さ
せるためにきめ細かい指導・支援等を行ってい
ます。少年の改善・更生を通じ、再犯・再非行
防止の一翼を担うことは、大きなやりがいとな
ります。

Q５ 転勤について教えてください。

勤務地については、本人の希望を考慮して決
定しており、原則として採用施設を所轄する矯
正管区の管轄地域内で異動しますが、他の矯正
管区に異動することもあります。
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