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　このミッションを果たすため、国民が社会生活を営む上で必要な基本的

なルールを定めるとともに、一人一人の権利の実現を助けるための登記制度

の運用や人権擁護活動、犯罪や非行をした人たちの処遇とその社会復帰の援

助、再犯防止に対する取組など、法務行政は、様々な分野において、数多

くの重要な役割を担っています。これらの多岐にわたる役割は、いずれも

国民の生活や経済活動を支え、あるいは、国民一人一人の人生を支えるため

に不可欠のものと言えます。

　また、法務行政は「人による人のための行政」と呼ばれることがありま

す。

　それは、全国各地の機関で勤務する法務省職員が、感染症の発生、デジタ

ル化などの急速な社会・経済情勢の変化や、多様化・複雑化する社会のニー

ズに的確に応えながら、目の前の一人一人の国民と向き合い、国民が安全・

安心に暮らせる公正・公平な社会を実現するため、誠実に業務に当たって

いることに由来するものです。

　これからも法務省がそのミッションを果たし、この国の「基盤」を支え続

けていくためには、様々なバックグラウンドや個性、柔軟な思考、コミュニ

ケーション能力などを持った皆さんの力が必要です。そんな皆さんを法務省

は求めています。

Prologue

法務省のミッション
それは、「国民が安全・安心に暮らせる
公正・公平な社会の実現」です。

法務省大臣官房人事課長

佐藤　剛

0202プロローグ



民事局・人権擁護・訟務局

　民事局は、登記、戸籍、国籍等に関する事務や民事基本法

制の整備を行っています。

　登記事務では、重要な財産である土地等の不動産や、経済

活動の中心的役割を担う会社・法人等の情報を登記簿に記録

し、公示することで、国民の権利の保全を図り、取引の安全

と円滑を図っています。戸籍事務では、戸籍が親族関係及び

日本国籍を公証する唯一の制度であるため、全国統一的に処

理されるよう、市区町村に対し、助言等を行っています。国

籍事務では、外国人が日本国籍を取得するための帰化事務等

を行っています。民事基本法制の整備では、社会・経済情勢

の変化などに伴い、民法等の民事基本法の果たす役割が、よ

り一層重要となるため、多くの立法課題に力を入れて取り組

んでいます。

　人権擁護局は、全ての人々の人権が尊重される平和で豊か

な社会の実現を目指して、人権擁護に関する事務を行ってい

ます。具体的には、人権に関する様々な相談や、人権が侵害

された場合の調査救済などの活動を行い、身近に起こる人権

に関する問題を解決に導く取組を行うとともに、国民に広く

人権尊重思想を理解してもらうための啓発活動を行っていま

す。

　訟務局は、国を当事者とする民事訴訟、行政訴訟等の訴訟

を追行しています。訟務局の役割は、個別の国民と国との間

の訴訟において、国の立場から法と証拠に基づいた主張立証

を適切に行うことです。これによって、個人の権利・利益と

国民全体の利益との間に正しい調和が図られています。ま

た、これまでの訴訟対応等によって得た知見を各行政機関に

提供する予防司法支援制度など、政府全体の予防司法機能を

更に強化する取組を行っています。

民事局
人権擁護局
訟務局
国民の基本的な権利の実現のために

総務課
民事第一課
民事第二課
商事課
民事法制管理官

民　事　局

総務課
調査救済課
人権啓発課

人権擁護局

訟務企画課
民事訟務課
行政訟務課
租税訟務課
訟務支援課

訟　務　局

人権啓発活動

法廷の風景（模擬法廷）
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民事局・人権擁護・訟務局民事局・人権擁護・訟務局

　大学で学んだ法律の知識を使って行政に

携わる仕事をしてみたい、と思ったことが

入省の動機です。大学で学んだといっても

民事や刑事の基本法くらいですが、つたな

いながらもそうした基礎知識をもとに社会

人として活動したいという意欲があったと

ころ、縁あって民事局に採用いただきまし

た。

民事第一課では、戸籍法、国籍法、後見

登記等に関する法律などを所管しておりま

すが、これらは、民法を基礎とした行政手

続法といえるものであり、市町村や法務局

の職員がその業務を円滑に行い、国民に行

政サービスを提供する基礎となるものです

から、国民のニーズを踏まえて不断に見直

しを行っているところです。現在は、戸籍

の氏名に読み仮名を追記することについて

の法制化に取り組んでいます。

　印象に残っている業務は、法案の企画立

案などの法律改正作業です。他省庁での経

験を含むと５回ほど経験していますが（不

動産登記法、戸籍法（２回）、農協法及び

映画の盗撮の防止に関する法律）、国会の

審議を経て法律が成立した時の充実感は一

入です。法律改正作業においては、現状や

改正の必要性を基礎付ける立法事実の調

査、関係者との調整、具体的な立案と実施

の準備など、膨大な時間と労力が必要とな

ります。しっかりした思想をもち、それを

関係者みんなで共有し、具体化させていき

ながら粘り強く対応すること、役割分担と

責任をはっきりさせながら仕事がしやすい

環境を率先して作っていくこと等の重要性

を学びました。

仕事をしていく上で意識していること

は、ストレスをためないことです。やるべ

き仕事をやらないとストレスがたまります

から、必要な知識をその都度吸収していく

とともに、宿題はどんどんこなして忘れて

いく。心の持ちようがストレスに影響しま

すから、常に前向きに捉え、心を整える。

成功や失敗には、それぞれ要因があると考

えられるので自分の中で整理する。同じ失

敗を繰りかえさないよう、反省し、対応策

を準備しておく。こうしたことが、心身の

健全性の保持や仕事についての好循環につ

ながっていると考えています。今後は、引

き続き、自己研鑽を積むとともに、これま

で培った知識や経験を活用できるような形

で後代に継承していきたいと思っています。

民事局、人権擁護局、訟務局は民事三局

といわれ、人材育成に力を入れています。

相互に行き来し、本省では政策の企画立案

に携わることができるほか、全国の法務

局、地方法務局に異動した場合には登記、

供託、遺言書保管などの民事行政事務、人

権に関わる啓発、相談などの人権擁護事

務、行政庁と一緒に国を代表して訴訟に当

たる訟務事務など、様々な事務を経験する

ことができる専門性、多様性を備えた非常

に魅力的な組織です。また、仕事に真摯に

向き合う姿勢があれば、周りのサポートも

厚くなりますし、知識や経験も付いてき

て、自然に成長を実感できる職場です。こ

のパンフレットを手にとった皆さんも、是

非、興味をもって官庁訪問して、法務省の

魅力を自分で確かめていただきたいと思い

ます。意欲のある皆さんと一緒に仕事がで

きることを心待ちにしています。

国民のニーズを踏まえた法務行政の実現を目指して

Profile.

櫻庭　倫 Sakuraba Hitoshi

法務省民事局民事第一課長
（平成8年入省・法律）

平成  8年4月　法務省訟務局民事訟務課

平成22年4月　法務省民事局総務課補佐官

平成27年4月　経済産業省経済産業政策局企業財務室長

平成31年4月　さいたま地方法務局総務課長

令和 2年4月　法務省民事局総務課民事調整官兼民事監査官

令和 3年4月　法務省民事局総務課登記情報管理室長

令和 4年4月　現職

04



民事局・人権擁護・訟務局

Profile.

太田裕介 Ota Yusuke

法務省民事局民事第二課法務専門官
（平成20年入省・法律）

平成20年 4月　法務省民事局民事第一課

平成31年 4月　法務省民事局総務課企画第一係長

令和 2年 4月　東京法務局民事行政部不動産登記部門総務登記官

令和 2年10月　内閣府規制改革推進室参事官補佐

令和 3年 9月　デジタル庁省庁業務サービスグループ参事官補佐

令和 4年10月　現職

  9 : 30　登庁・メールチェック

10 : 30　チーム内で作成された起案文書の確認

12 : 00　昼食

13 : 00　新規施策の運用方針に関する課内協議

15 : 00　情報システム担当部署との連絡調整

17 : 00　課内協議やシステム担当との調整結果を踏まえた

　　　　  運用方針案の作成

20：00　退庁

　私は大学時代に学んだ法的な知識を深めつつ、幅広い知

識・経験を得ながら社会に貢献していきたいという思いか

ら、法務省民事局を志望しました。

　実際に入省して以降、法務本省においては戸籍・国籍、不

動産登記、商業登記、訟務、人権等に関する企画立案等の業

務を、法務局においては不動産登記や商業登記の実務を、他

省庁においては政府全体の押印書面義務を見直すための法案

や行政手続のキャッシュレス化を可能とするための法案を担

当するなどしており、これら過去の業務を振り返ってみて

も、入省前に感じた民事局の魅力に間違いはなかったなと感

じているところです。

　現在は、令和３年４月に成立した「民法等の一部を改正す

る法律」により導入される所有者不明土地問題の解消を図る

ための新規施策の運用開始に向けて、省令や通達等の検討を

行っています。今般の施策は、これまで任意とされていた相

続登記や住所等の変更登記の申請を義務化するとともに、こ

れらの義務を簡易に履行することができるようにするための

新たな制度を設けることとするなど、従前の登記制度の考え

方を大きく見直すものです。このため、検討には柔軟な思考

が求められ、また、検討すべき事項も多くあるため大変では

ありますが、その分やりがいも感じているところであり、こ

れまでの知識・経験もいかして、よい制度となるよう尽力し

ていきたいと思っています。

自己の成長と社会のために

timeSchedule

民事局
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民事局・人権擁護・訟務局

　現在、私はさいたま地方法務局の総務課

長として、庶務事務、人事事務のほか、当

局の所掌事務全般が円滑に遂行されるよ

う、当局全体の事務について総合的に調整

を行う事務を担当しています。

① 地方機関を取り巻く状況、本省勤務と地

方機関勤務の違い、地方機関を知る意義

　現在、法務局では、社会のニーズに対応

して、所有者不明土地対策などの新規施策

や、無戸籍者対策、インターネット上の人

権問題など様々な課題に取り組んでいま

す。そのような取組を行っていく中で、法

務局は、直接国民と接する機会が多いこと

から、日々の業務を通じて把握した国民の

ニーズや業務上の課題などを本省に正確に

伝え、本省における政策の検討に資する役

割を果たしています。

②地方機関の業務内容、今までの中で印象

に残っている仕事、地方支分部局等での

業務（経験）を通じて感じたこと

　具体的な業務内容としては、法務局にお

ける行政文書の管理や情報公開事務、人事

事務や給与事務といった総務課の所掌事務

を担当しているほか、当局の所掌事務全般

が円滑に遂行されるよう、局内の各課・部

門等の長の意見を聞きながら、それぞれの

所掌事務に係る懸案事項の対処方針や必要

な人員配置を検討するといった事務も行っ

ています。

　最近は、新型コロナウイルスの感染拡大

により人員体制が整わない支局・出張所に

対して柔軟に支援ができるよう、事務応援

の体制を構築するなどの取組を行っていま

す。

　これらの事務に携わることを通じて、現

在の法務局が抱えている様々な課題を把握

することができますので、本省勤務や他の

法務局で勤務する際にこの経験をいかすこ

とができると考えています。

③仕事をしていく上で意識していることや

大切に思っていること、今後の目標等

　法務局は、国民の生活に密接した事務を

取り扱っていることから、法令等の根拠に

基づいて業務を遂行することを前提としつ

つも、常に国民の目線に立って、どのよう

にすることが最も国民の生活や利便等に資

するかを意識しながら仕事をしていく必要

があると考えています。

　また、国民に質の高い行政サービスを提

供する観点からも、法務局の職員が前向き

にそれぞれの担当業務に取り組む環境づく

りも非常に重要であると考えています。

　そのため、業務の効率化を進めて職員の

負担を軽減するとともに、職員の健康管理

や風通しのよい職場づくり、子育てや介護

に従事している職員に対する支援などにも

積極的に取り組んでいきたいと思っています。

　法務局は、法務省の地方組織の一つとして、国民の財産や身分関係を保護する登記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管の民事行政事務、国

の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務、国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。

　また、法務局の組織は、全国を８つのブロックに分け、各ブロックを受け持つ機関として「法務局」（８局）があり、この法務局の下

に、概ね府県を単位とする地域を受け持つ「地方法務局」（42局）が置かれています。

　さらに全国の法務局及び地方法務局には、支局・出張所が置かれています。

　法務局、地方法務局及び支局では、登記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管、訟務、人権擁護の事務を行っており、出張所では主に登記の

事務を行っています。

法務局は本省と国民の間の橋渡し役

地方支分部局（法務局）

Profile.

塚野 智久 Tsukano Tomohisa

さいたま地方法務局総務課長
(平成9年入省・法律)

平成 9年4月　法務省人権擁護局総務課
平成28年4月　東京法務局民事行政部不動産登記部門統括

登記官
平成29年4月　厚生労働省医薬・生活衛生局
　　　　　　　生活衛生・食品安全部生活衛生課長補佐
平成31年4月　法務省民事局民事第二課補佐官
令和  2年4月　法務省民事局民事第一課補佐官
令和  3年4月　法務省民事局商事課補佐官
令和 4年4月　現職

  8 : 15　登庁、朝礼、メールチェックなど
  8 : 30　ミーティング
  9 : 00　決裁等の処理
10 : 00　担当課との打合せ
12 : 00　昼休み
13 : 00　幹部への説明
15 : 00　決裁等の処理
17 : 15　翌日のスケジュールの確認、退庁

timeSchedule
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矯正局

矯正局

　矯正局は、日本全国に所在する刑事施設（刑務所・少年刑

務所・拘置所）、少年院及び少年鑑別所等の矯正施設を指

導、監督しています。全国に約300庁ある矯正施設で、約

24, 000人の職員が勤務しており、国民が安心して暮らせる

ように国家の治安維持に対して重要な役割を果たしています。

　矯正局では、再犯・再非行防止を実現するため、刑事収容

施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、受刑者に

対する改善指導とともに、就労・修学支援及び福祉的支援に

取り組んでいます。

　また、少年院法及び少年鑑別所法に基づき、少年院におい

ては、在院者に対する矯正教育の充実・強化を図るととも

に、就労・修学支援及び福祉的支援の着実な推進に取り組ん

でおり、少年鑑別所においては、鑑別・観護処遇の充実に加

え、非行や犯罪の防止のため心理相談等を行う地域援助活動

の推進に力を入れています。

　さらに、平成28年12月には、「再犯の防止等の推進に関

する法律」が施行され、再犯の防止等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進していくこととなりました。これまで以上

に地方公共団体、民間団体等と連携し、矯正施設に収容され

ている間のみならず、社会復帰後も地域社会において安定し

た生活を送ることができるよう、切れ目のない息の長い支援

を実施し、同法の目的である「国民が犯罪による被害を受け

ることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現」を目

指しています。

地域社会とともに開かれた矯正へ

総務課
成人矯正課
少年矯正課
更生支援管理官
矯正医療管理官

矯　正　局

アジア太平洋矯正局長等会議

重要文化財に指定され、今後ホテル運営を予定している旧奈良監獄 特別警備機動隊の隊旗（同隊は災害復旧支援活動にも従事）
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矯正局

　恥ずかしながら、私は、学生時代に矯正

行政に関心があったわけではなく、官庁訪

問において、興味本位で飛び込んだとこ

ろ、先輩（後に矯正局長になられました。）

のお話や案内された部署の明るい雰囲気に

惚れ込んでしまい、いつの間にか採用に

至ってしまったのが実情です。霞が関でデ

スクワークするつもりだったのが、１年後

には、刑務官の制服を着て、階級章を付け

て、受刑者の保安警備にあたっていました。

　就職活動当初の想定とは違っていました

が、本省と現場を行ったり来たりする仕事

は、個人的にとても性に合っていました。

例えば、刑務所が著しい過剰収容だったと

きに、我が国初のPFI手法を活用した官民

協働の刑務所「社会復帰促進センター」の

新設に携わったのですが、その後で、実際

にその社会復帰促進センターの庶務課長と

して赴任し、運営開始の立ち上げメンバー

に入れていただきました。

　また、矯正施設で勤務する医師が不足

し、医療危機に陥った際には、現場の医師

たちと膝を交えて語り合い、国家公務員で

ある矯正医官に広く副業を認める、いわゆ

る「矯正医官特例法」の制定に繋げること

ができました。新法成立後に、民間の医師

が次々と矯正施設に採用され、感謝の言葉

をいただいたときには感無量でした。矯正

局では、こういった現場との緊密な関係が

あってこそ、心の通った施策が実現できる

のだと考えています。

　今、再犯防止の推進が大きな課題となっ

ています。矯正行政の中に、医療や福祉や

就労の専門職が加わり、地域の民間団体、

自治体、企業との連携も進んできていま

す。犯罪や非行をした人を、「塀の中に隠

してしまう」のではなく、地域の皆様のお

力をいただきながら、社会復帰へ向けて

「開いていく」必要性を痛感します。

　私は、現在、参事官として主に人事を担

当しています。昔は、「犯罪者を厳しく処

遇したい」といった志望動機の方が多くみ

られました。近年では、「生きづらさを抱

えた人の立ち直りを支援したい」といった

福祉的視点の志望動機が格段に増えまし

た。国民から矯正施設に求められている役

割の変遷がうかがわれます。

　令和５年度からは、新たに「被害者心情

聴取・伝達制度」が始まります。これは、

職員が、被害者から加害者に対する心情を

聞き取り、加害者に伝達することで、被害

者の心の内をぶつける機会を確保するとと

もに、加害者に対する効果的な矯正処遇に

も活用することを目指しています。「被害

者に対する業務」という全く新しい挑戦で

す。

　我々は、幅広い事柄に興味を持ち、新し

い分野に果敢に挑戦してくれるような人材

を求めています。そして、多くの施設を抱

えていますので、積極的に現場に出て、第

一線職員の気持ちに共感できることも重要

だと考えています。こういった「熱い気持

ち」を持っている人であれば、知識や経験

はいくらでも学んでいけますし、我々も一

生懸命に育成します。是非一緒に、「治安

の最後の砦」になってみませんか？

矯正は人なり

Profile.

西岡　慎介 Nishioka Shinsuke

法務省矯正局参事官
（平成5年入省・法律）

平成 5年4月　法務省矯正局総務課法規係

平成13年8月　内閣官房行政改革推進事務局参事官補佐

平成30年4月　京都拘置所長

平成31年4月　高松矯正管区第一部長

令和 2年4月　法務省矯正局更生支援管理官

令和 4年4月　現職
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矯正局

矯正局

　矯正についてほとんど知識がないまま、「人のためになる

仕事がしたい」という漠然とした思いで官庁訪問した私に、

当時の担当者は懇切丁寧な説明をしてくださいました。職場

の雰囲気や職員同士が信頼し支え合う姿に好感を抱き、この

組織の中であれば、長い職業人生を幸せに過ごせるのではな

いかと矯正局を志望しました。

　現在は、外国人受刑者をその本国の刑事施設に移送して受

刑させることで、改善更生と円滑な社会復帰を促進する「国

際受刑者移送制度」を担当していますが、言語や文化・習慣

等が異なる外国人被収容者の処遇は各国の大きな関心事項で

あり、それぞれの立場や価値観の違いを踏まえつつ、大使館

や国際会議等に丁寧に対応することを心がけています。

そのほか、刑事施設で被収容者の処遇に直接携わったり、

矯正局で民間事業者の方々と刑事施設の運営について協議し

たり、他省庁出向では、国家公務員全体の育成について考え

たりと、これまで多様な経験をさせていただきました。

　その間、結婚、妊娠・出産、育児と私生活でも様々な変化

がありましたが、懐の深い上司や頼りになる先輩、いつでも

相談できる同僚や協力的な部下にその都度支えていただき、

官庁訪問時の直感は間違っていなかったと日々感謝しています。

　受刑者の改善更生という、大切だけれども決して華やかで

はない仕事に実直に向き合う矯正職員を今後は自分が支えら

れるように、これからも尽力したいと思っています。

組織の中で支えられ、支える。

Profile.

佐藤　響子 Sato Kyoko

法務省矯正局成人矯正課補佐官（国際受刑者移送係）
（平成16年入省・法律）

平成16年4月　法務省矯正局総務課

平成17年4月　栃木刑務所処遇部処遇部門主任矯正処遇官

平成23年4月　法務省矯正局総務課官民協働班係長

  (現 : 矯正局成人矯正課官民協働企画係)

平成31年4月　内閣官房内閣人事局参事官補佐

  (幹部候補育成課程担当)

令和3年 4月　高松矯正管区矯正医事課長

令和4年 4月　現職

9：00　登庁、メールチェック

10 : 00　方針の検討、打合せなど

12：15　昼休み（育児のための休憩時間の短縮制度を活用）

13：00　他部局や他省庁、大使館等との連絡調整

15：00　資料作成、決裁等の処理

17：30　退庁

timeSchedule
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矯正局

人間科学区分職員の特徴

　元々、大学院で社会学を学ぶ中で、「逸脱」や「ラベリン

グ」等に興味関心があり、現場施設と本省を行き来しなが

ら、専門性を活かして再犯防止に向けた企画立案を行うこと

のできる法務省の仕事に魅力を感じ、矯正局を志望しました。

　採用後は、２つの女子少年院で、法務教官として勤務しま

した。特に、最初の２年間は、在院者とどのように信頼関係

を構築し、指導をしていけばよいのか手探りで、悩むことも

多くありましたが、出院後に「元気に頑張っています。」と

いう手紙が届いたことが大変嬉しく、矯正職員としての原体

験となっています。

　施設での勤務の後は、内閣官房内閣人事局に出向し、女性

国家公務員の活躍推進や男性国家公務員の育児休業取得促進

など、国家公務員の人事行政を広く担う業務に携わりまし

た。その後は、文部科学省に出向し、障害のある児童生徒の

支援の企画・立案を担当しました。

　４年間の出向を経て、現在は、全国の少年院を所管する矯

正局少年矯正課において、修学支援や就労支援、外国にルー

ツを持つ在院者のための支援等の担当をしています。これま

でのキャリアは、一見すると関連性がないように思えます

が、問題の所在や課題解決の方法を発見する上で非常に役

立っていることを感じています。

　令和４年４月１日の少年法等の一部を改正する法律の施行

等を踏まえ、現在、少年矯正課では、新たな取組を多数進め

ているところです。人間科学区分には、矯正行政はもちろん

のこと、幅広い活躍の場が用意されていますので、ぜひ門戸

を叩いてみてください。

幅広い活躍の場

　法務技官は、主に少年鑑別所や刑事施設等において、心理学の専門的な知識・技術等を活かした非行少年の鑑別業務、受刑者の改善指導

プログラムの実施業務等に従事するほか、矯正局等での政策の企画・立案業務においても活躍が期待されています。

　法務教官は、矯正局等における再非行・再犯防止に係る政策の企画・立案業務を担うほか、少年院や少年鑑別所等における矯正教育や各

種支援等でも活躍が期待されています。

Profile.

山中　麻莉子 Yamanaka Mariko

法務省矯正局少年矯正課少年院係事務官
(平成26年入省・人間科学)

平成26年4月　愛光女子学園法務教官

平成28年4月　榛名女子学園専門官

平成31年4月　内閣官房内閣人事局女性活躍促進・ダイバーシティ係

令和  2年4月　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

令和  4年4月　現職

  9 : 30　登庁、メールチェック

11 : 00　連携機関とのオンライン会議

12 : 00　昼休み

13 : 30　他局部課との打合せ

15 : 00　矯正管区・少年院からの照会に対応

17 : 30　通知や事務連絡案の作成、各種検討会等の起案

19 : 00　退庁

timeSchedule
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矯正局

地方支分部局等業務説明（矯正管区）
　矯正管区は、全国８か所（札幌、仙台、東京、名古

屋、大阪、広島、高松及び福岡）に設けられており、矯

正局の事務を分掌し、管轄区域内の多数の矯正施設の運

営全般にわたって指導監督することを主な業務とする地

方支分部局ですが、近年、更生支援企画課や矯正就労支

援情報センター室（コレワーク）が新設されるなど、再

犯防止に向けた矯正管区の役割も大きくなっています。

　私は大学時代、少年院を見学する機会があり、人間愛を

持って非行少年の立ち直りを支える法務教官の姿に感銘を受

け、法務省を志望しました。採用されて早25年が経ちまし

たが、この間を振り返れば、矯正行政は大きな改革を経て、

「国民に理解され、支えられる矯正」を目指し、様々な施策

の充実化が図られてきたことを実感します。

　現在は、関東甲信越地域の矯正施設を管轄する東京矯正管

区で勤務しており、医療や更生支援企画などの業務を担当し

ています。その取組の一つとして、犯罪をした人たちを支え

る人・組織をつなぐ「関東更生支援ネットワーク」を運営し

ていますが、会員の輪も広がり、地域で出所者等の社会復帰

に寄り添ってくださる方々の熱意や献身的な活動に折に触

れ、法務省が推進している再犯防止への温かいまなざしが広

がりつつあることを心強く思うとともに、きちんとバトンを

つなげられるよう誠実に職務に取り組みたいという思いを

日々強くしています。

　私たちの仕事は一筋縄ではいかないことも多いのですが、

職員たちがチームワークで困難を乗り越え、受刑者や少年の

改善更生をサポートしていく推進力は本当に素晴らしく、矯

正の強みであり、魅力だと感じています。人の持つ想いと力

を信じて、生きづらさを抱えている人が取り残されない共生

社会にしていきたい、そんな使命感を大切にしながら、これ

からも仲間と力を合わせてより良い仕事をしていきたいと思

います。

人の想いを広げ、共生社会の実現へ

Profile.

佐伯　由佳 Saeki Yuka

東京矯正管区第一部次長
（平成10年入省・教育）

平成10年4月　愛光女子学園首席専門官付

平成16年4月　人事院人材局試験専門官

平成22年4月　高松矯正管区教育課長

平成26年4月　矯正研修所教官

平成31年4月　法務省矯正局成人矯正課企画官

令和  2年4月　札幌刑務所分類審議室長

令和  4年4月　現職

  9 : 00　登庁、メールチェック

10 : 00　部長室でミーティング（各課長から業務報告）

11 : 00　管区長室でミーティング（管区長へ業務報告）

12 : 00　昼休み

13 : 00　管内矯正施設と関係機関を交えた意見交換会へ出席

14 : 00　課長と業務方針について打合せ

15 : 00　決裁処理や医学部講義用資料の作成

17 : 45　退庁

timeSchedule
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矯正局

地方支分部局等業務説明（刑事施設）
　刑事施設には、懲役受刑者、禁錮受刑者などを収容す

る刑務所、少年受刑者などを収容する少年刑務所、被告

人、被疑者など、主に刑の確定していない人を収容する

拘置所があります。

　受刑者の処遇は、その改善更生や円滑な社会復帰を図

ることを目的としています。そのため、個々の受刑者の

人格特性や社会適応について科学的な調査を行い、これ

に基づいて個々の受刑者に適した施設に収容していま

す。施設においては、個々の受刑者に最も適した処遇計

画を立て、各種作業、職業訓練、改善指導、教科指導な

どを行っています。

　私が法務省への入省を決めた頃、矯正は多くの課題を抱

え、内外から強い批判にさらされる中、「行刑改革」の旗印

の下、組織一丸となって大きな変革を成し遂げようとする時

期にありました。矯正施設に漠然とした興味を抱いていた私

にとって、そのような変革に取り組む職員一人一人の姿に魅

力を感じたことが、入省の大きな動機になったことが思い出

されます。

　現在は、刑事施設で被収容者の処遇全般を所管する処遇部

の責任者として勤務しています。業務の内容は、部内の事務

や職員を監督するとともに、総務部や所外との連絡調整等を

行います。また、幹部として施設運営の重要事項の決定に携

わることもあります。個々の課題について、実行する職員が

腹落ちし、皆が同じ方向を向いて仕事ができるような判断や

調整に努めています。

　矯正の仕事は、現場施設が主役です。本省勤務時は、自ら

の仕事は現場施設のためにあることを忘れないように心がけ

てきました。そして、施設で勤務する際も、大切なのは「現

場」です。課題にぶつかり、判断に迷うときは、自ら現場を

見て、現場の声に耳を傾けることが必要であり、答えは常に

そこにあると考えます。本省勤務と施設勤務を通じて、施策

の企画・立案に携わるのみならず、それを実行する場に身を

置き、そこで得た知見を新たな施策に反映させる機会が得ら

れることは、「現場」を持つ矯正の魅力であり、私にとって

長く仕事を続けていく原動力になっています。

答えは常に「現場」にあり

Profile.

播磨　哲平 Harima Teppei

長野刑務所処遇部長
（平成18年入省・法律）

平成18年4月　法務省矯正局成人矯正課処遇第一係
平成19年4月　横浜刑務所処遇部処遇部門主任矯正処遇官
平成21年4月　法務省大臣官房会計課矯正予算第一係
平成22年4月　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対

策課基準係長
平成24年4月　島根あさひ社会復帰促進センター矯正処遇部統括矯

正処遇官
平成26年4月　法務省矯正局成人矯正課処遇第一係
平成31年4月　法務省矯正局成人矯正課国際受刑者移送係法務専門官
令和 3年4月　法務省矯正局成人矯正課警備対策室補佐官
令和 4年4月　現職

  7:15　登庁、当直職員から報告を受ける
  7:30　出業立会 (受刑者が居室から工場に移動する状況の視察) の後、巡回
  9:15　処遇部ミーティング (各監督者から報告を受け、必要な指示を出す)
10:00　所長室でのミーティング
11:00　処遇審査会 (被収容者の処遇に関する事項を審査する会議)
12:15　昼休み
13:30　職業訓練の開講式 (訓練を受講する受刑者に対する訓示)
14:00　巡回、決裁処理
16:30　閉室報告 (日中の受刑者の動静等について報告を受ける)
17:15　退庁

timeSchedule
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矯正局

地方支分部局等業務説明（少年院）
　少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された

少年等を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行って

います。

少年院では、個々の少年について、非行の原因となっ

ている問題性や今後伸長すべき長所などを明確にし、心

身の発達状況、資質の特徴、将来の生活設計などを総合

的に検討して個人別矯正教育計画を策定し、生活指導、

職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動指導を実施

しているほか、修学・就業の支援等の社会復帰支援にも

力を入れています。

　大学では日本や諸外国の教育について学び、特に犯罪・非

行に関心があった訳ではないのですが、「未来を担う子ども

たちの教育に携わりたい。」という思いで少年院の法務教官

として仕事のスタートを切りました。

　採用５年目で東京保護観察所へ出向した際には、保護観察

官として仮釈放者や執行猶予者という成人に対する改善・更

生の指導も経験しました。その後、育児休業を２回取得しま

したが、いずれも職場と家族の協力を得て、フルタイムで復

帰することができたことは感謝しています。東京矯正管区で

は管内少年施設を管轄する立場として、社会復帰支援に関す

る新しい施策を推進したり、関係機関や民間企業との連携活

動を促進したりする業務に携わることができ、多角的な視点

や知見が得られました。

　瀬戸少年院は、愛知県にある男子の収容施設です。現在は

教育調査官として、調査・研究業務や地域における広報活

動、近隣大学生への講義、取材対応などを主に担当していま

す。監督当直の業務もありますが、被虐待経験を有していた

り、何らかの発達障害を抱えていたりする少年たちが、少年

院という安心できる環境の中、夜間帯に落ち着いた表情で高

校卒業程度認定試験の学習に励んでいる姿などを見ると、心

から応援したい気持ちになります。少年たちが改善・更生に

向けて歯を食いしばって努力している様子を外部に伝え、矯

正教育に対する理解を深めていただき、社会一般の声に耳を

傾けながら少年たちの社会復帰をサポートしてくださる方々

の輪を広げていくことが、今の自分に課せられた役割である

と思い、楽しく業務に励んでいます。

広報活動を通じて、在院者の社会復帰を支援したい

Profile.

池田　有里 Ikeda Yuri

瀬戸少年院教育調査官
（平成16年入省・人間科学Ⅱ）

平成16年4月　愛光女子学園
平成18年4月　東京矯正管区教育課・医療分類課
平成20年4月　東京保護観察所
平成22年4月　東京少年鑑別所統括専門官（第二観護担当）
平成27年4月　関東医療少年院庶務課長補佐
平成29年4月　東京矯正管区少年矯正調整官
平成31年4月　青葉女子学園首席専門官
令和  3年4月　現職

8:00  出勤、メールチェック
8:30  職員朝礼
 9:05  在院者の朝礼
 9:15  取材予定先や講演依頼に対する連絡 •調整
11:00  調査 • 研究業務に関する教育部門職員との調整
12:15  昼食
13:00  見学団体の対応 (パワーポイント説明 •施設案内等)
15:30  報告 • 起案文書作成等
16:45  ミーティング
17:00  残務整理
18:00  退庁

timeSchedule
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矯正局

地方支分部局等業務説明（少年鑑別所）
　少年鑑別所は、主として家庭裁判所から観護措置の決

定によって送致された少年を収容し、審判等のため、医

学、心理学等の専門的な知識に基づき、鑑別を行いま

す。鑑別は、面接、心理検査、行動観察などを通じて、

その心身の状態等を調査し、非行の原因を解明するとと

もに、改善更生に向けた処遇指針を立てるものです。

　また、保護処分等の執行のため、少年院や保護観察所

等からの求めによる鑑別も行うほか、非行、いじめ、家

庭内暴力などについて、保護者などの一般の方や学校等

の関係機関からの相談にも応じるなど、地域社会におけ

る非行及び犯罪の防止にも力を入れています。

　大学院時代に、恩師の紹介で、少年院や刑事施設で実施し

ている処遇プログラムに参加する機会があり、熱い思いを

持って活躍する職員の姿を目の当たりにしました。その姿を

見て、自分も非行のあった少年の悩みやつらさに寄り添い、

前を向いて生きるための一助になりたいという思いを抱くよ

うになりました。採用後数年間は、少年鑑別所や刑事施設に

おける心理アセスメントを中心とした業務に従事しました

が、様々な対象者と出会う中で、相手を理解することの難し

さや自分の専門性の乏しさなど、自分の至らなさを痛感しな

がらも、やりがいを感じることが多々ありました。特に、若

手職員だったときに鑑別を担当したある少年からもらった言

葉は、今でも仕事の励みになっています。当初は強がり、自

分の内面を見せようとしなかった少年でしたが、面接を続け

る中で、これまで家族関係や学校生活で悩み、寂しさを抱え

てきたことなどを涙ながらに吐露することがありました。そ

の少年が少年鑑別所を退所する時に記載したアンケートの

「先生との面接で気持ちが楽になった。一生忘れない。」との

文面を見て、胸にこみ上げるものがあり、自分の仕事の大切

さややりがいを感じました。

　現場には少年自身やその家族が抱くつらさ、悩み、喜びと

いった思いに加えて、職員の熱意や優しさ、厳しさといった

少年の健やかな育ちを願う様々なかかわりがあふれていま

す。自分もその輪の中の一人として、熱を帯びた仕事ができ

ることは大きな魅力です。

人に寄り添い、理解しようとする仕事

Profile.

服部　真人 Hattori Masato

仙台少年鑑別所統括専門官（考査担当）
（平成23年・人間科学Ⅰ）

平成23年4月　東京少年鑑別所

平成24年4月　札幌少年鑑別所専門官

平成26年4月　札幌刑務所調査専門官

平成27年4月　川越少年刑務所調査専門官

平成28年4月　東京矯正管区少年矯正第二課事務官

平成31年4月　法務総合研究所研究官補

令和  4年4月　現職

8 : 00　登庁
8 : 30　職員朝礼、考査職員との情報共有
 9 : 00　メールチェック、書類の決裁
 9 : 30　判定会議
10 : 30　鑑別や地域援助の面接、書類作成
12 : 15　昼休み
13 : 00　鑑別や地域援助の面接、書類作成
14 : 00　若手職員の指導、書類の決裁
15 : 00　他機関職員とのカンファレンス
16 : 00　幹部職員や観護教官との打合せ •情報共有
17 : 00　退庁

timeSchedule
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保護局

保護局

　更生保護は、犯罪や非行をした人を地域社会の中で適切に

処遇することにより、その再犯を防止し、立ち直りの支援を

行うものです。警察、検察、裁判、矯正といった一連の刑事

司法制度の最終段階を担っており、保護司を始めとする民間

協力者や関係機関等と連携しながら実施されています。

　犯罪をなくし、安全・安心な社会を実現することは、全て

の人の願いです。中でも刑務所出所者等の再犯防止は、政府

全体の重要な課題となっており、刑務所出所者の住居や就労

の確保、高齢・障害、薬物依存といった犯罪者の特性に応じ

た指導・支援の充実が求められています。特に、平成28年

の「再犯の防止等の推進に関する法律」の施行及び平成29

年の「再犯防止推進計画」の閣議決定に伴い、国だけでな

く、地方公共団体も、地域の実情に応じた再犯防止施策に取

り組むこととなり、地域における更生保護行政の果たすべき

役割は大変重要なものとなっています。

　さらに、令和３年に犯罪防止及び刑事司法の分野における

国連最大規模の国際会議である国連犯罪防止刑事司法会議

（コングレス）のサイドイベントとして開催された世界保護

司会議で「京都保護司宣言」が採択されるなど、国際的にも

保護司を始めとする地域ボランティアへの注目が高まってい

ます。

　また、令和６年には更生保護制度が施行されてから75周

年を迎える中、更生保護も新たな時代を切り開こうとしてい

ます。柔軟な発想と熱い思いを持った皆さんと共に、地域に

根ざした更生保護をより発展させ、安全・安心な社会を実現

したいと願っています。

広がり、つながる更生保護

総務課
更生保護振興課
観察課
参事官

保　護　局

第５回世界保護観察会議

世界保護司会議 第72回社会を明るくする運動キックオフイベント
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保護局

　人と関わっていく仕事がしたいという思

いの中で、犯罪や非行の繰り返しを防ぐた

めに奔走する「保護観察官」の仕事に関心

を持ち、「地域社会で、様々な立場から、

更生保護を支える多くの人との出会いがあ

る」という当時の保護局採用担当者の言葉

に魅力を感じ、この仕事を志しました。

これまで、更生保護の最前線である保護

観察所の保護観察官を始め、本省保護局で

は、更生保護に関する様々な施策の企画・

立案等の経験をさせていただきましたが、

地域社会で、再犯防止と立ち直りを支えて

くださる民間の方々（保護司、更生保護施

設、協力雇用主、更生保護女性会、BBS

会など）の熱意に触れ、日々、地域の力や

人の繋がりの重みを実感しています。

　再犯防止の要である「就労支援」施策に

携わった際には、「面接した少年は絶対に

断らない」と立ち直りを信じ、少年達に寄

り添う活動を長年続けられている協力雇用

主の方との出会いから多くを学びました。

保護局は、国際発信にも力を入れていま

す。地域社会において、罪を犯した人を隣

人として受け入れ、同じ目線に立って親身

に接することで、その立ち直りを支えてく

ださる日本の保護司制度には、第14回国

連犯罪防止刑事司法会議（2021年・京都

コングレス）でも、各国から多くの関心が

集まりました。

　私自身も、数年前に、東京都において開

催された、「第３回世界保護観察会議」で

は、各国の保護観察（社会内処遇）の実務

家と「社会内処遇の発展とコミュニティの

役割」について意見交換を行うほか、タイ

で開催された国際会議（第２回ASEAN+3

保護観察及び非拘禁措置に関する会議）へ

の出席、また、保護局業務とは直接の関係

はありませんでしたが、外務省出向中、各

国の政府関係者等とコミュニケーションを

取らせていただくことを通じ、多くの方に

関心を寄せていただいた、「地域に支えら

れた日本の更生保護」を世界に発信してい

きたいと常に考えています。

　再犯防止と立ち直り支援は、政府の最重

要課題の一つに位置付けられています。

「再犯の防止等の推進に関する法律」の成

立も後押しとなり、現在は、「世界一安全

な日本」の実現に向け、様々な取組を行っ

ていますが、最近では、国と役割分担を行

い、様々な施策を担っていただいている全

国の地方公共団体の皆様と連携する機会も

多いです。

　こうした取組は、2015年に国連で採択

された「持続可能な開発目標（SDGs）」

の根底にある、「誰一人取り残さない」社

会の実現という理念と軌を一にしていると

も考えられ、国際社会が目指す方向に沿っ

た取組に役割を果たすという大きなやりが

いもあります。

　さて、生涯をかけた仕事に思いを巡らせ

ている皆さん、更生保護には、明るく前向

きな職員が集まり、また、地域社会に無償

の愛情を注いでくださる民間協力者との出

会いが豊富にあります。

　一緒に、地域の皆様と手を携え、安全・

安心な社会を実現させましょう。

更生保護を世界に発信！

Profile.

杉山　弘晃 Sugiyama Hiroaki

法務省保護局更生保護振興課長
（平成３年入省・教育）

平成  3年4月　東京保護観察所

平成17年4月　外務省大臣官房在外公館課課長補佐

平成26年4月　法務省保護局社会復帰支援室長

令和 2年4月　横浜保護観察所長

令和  3年4月　関東地方更生保護委員会事務局長

令和  4年6月　現職
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保護局

保護局

　身近な人が犯罪の被害に遭った経験から、犯罪が人に与え

る影響の大きさを痛感し、犯罪を減らしたいと思いました。

そうした中、官庁訪問を通じ、犯罪を減らす上では、再犯を

少なくすることが重要であり、また、罪を犯した人の更生に

は、社会の中で、地域の隣人として彼らを迎え入れ、立ち直

りを支援していくことこそが重要なのではないか、と思うに

至り、更生保護の世界に飛び込みました。

　更生保護の活動は、保護観察所等の国の機関と、保護司等

の民間ボランティアの方々とが協働して行っており、民間ボ

ランティアの存在は必要不可欠です。現場で保護観察官とし

て勤務をした際、保護司の方々が、保護観察対象者のことを

思い、悩み、昼夜を分かたず奔走する姿や、犯罪予防活動に

尽力される姿を目の当たりにし、更生保護、そして安全・安

心な地域社会が、このような民間ボランティアの熱意や思い

やりに支えられているものであることを実感しました。

　私は現在、保護司の適任者確保、活動支援のための業務に

携わっています。保護司は減少・高齢化傾向にありますが、

保護司制度を持続可能なものとするため、年齢層や性別、職

種等を超えて、熱意ある多様な人材を幅広く保護司として迎

え入れる必要性を感じています。

　一朝一夕に達成できるものでなく、頭を抱えるときもあり

ますが、前向きに仕事に取り組めるのは、現場で見た保護司

さんの姿を思い出すからです。今後も、犯罪や非行のない社

会の実現に貢献できるよう、尽力してまいります。

持続可能な保護司制度の実現に向けて

Profile.

今橋　知宏 Imahashi Tomohiro

法務省保護局更生保護振興課係長
（平成２８年入省・法律）

平成28年4月　法務省保護局更生保護振興課

平成29年4月　福井保護観察所保護観察官

平成30年4月　法務省矯正局少年矯正課

平成31年4月　法務省大臣官房秘書課

令和  2年4月　厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課主査

令和  4年4月　現職

  9 : 30　登庁、メールチェック

10 : 00　保護司の活動支援策に関し、関係課室と協議

12 : 00　昼休み

13 : 00　保護司組織との打合せ

14 : 30　新規施策の通達や通知の検討・起案

16 : 00　現場官署からの照会事項に関し、係内で協議

17 : 00　書類作成・決裁等

19 : 30　退庁

timeSchedule
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保護局

人間科学区分職員の特徴

　学生時代に出会った非行少年たちは、生きづらさを抱えて

悩んだり、理不尽に折り合いをつけたりしながら生きる、等

身大の若者でした。こうした犯罪をした人たちに向き合い、

再犯せず生きられるよう働き掛けたり環境を整えたりする

「保護観察官」を仕事にすれば、自分も豊かになれる気がし

て、更生保護を志しました。

　入省し感銘を受けたのは、保護観察官と協働してくださる

「保護司」、住居のない人等を保護してくださる「更生保護施

設」、前歴を承知で雇用してくださる「協力雇用主」等々、

民間の方々の懐の深さです。犯罪をした人たちに寄り添い、

立ち直りを支えてくださる民間の方々の存在は、この国の豊

かさの表れと感じました。

　現在、私は、保護局の施策の取りまとめ等を担当していま

す。保護局には人間科学区分の専門知識を活かせる施策も多

く、例えば、現在「ケースフォーミュレーション」の導入や

「専門的処遇プログラム」の実施・改訂などに取り組んでい

ます。また、満期釈放者対策等として、刑事司法手続を終え

た人にも立ち直りに必要な見守りや支援を届けられるよう、

地方公共団体や民間の方々と連携した施策を企画・検討して

います。現場の現状や民間の方々の御意見を伺いながら、新

たな施策を企画立案することは、今後の更生保護を描く作業

でもあり、やりがいを感じます。

　更生保護は、再犯の防止（新たな被害者を生まない）はも

とより、誰にとっても安全・安心で、豊かな地域社会づくり

にも貢献できる分野です。公的部門に関心がある方は、ぜひ

一緒に働きませんか。

誰にとっても安全・安心で、豊かな社会を目指して

　保護局で採用された人間科学区分採用職員は、心理学、教育学、福祉及び社会学等の人間諸科学に関する専門的知識を活かし、地方更生

保護委員会又は保護観察所の保護観察官として、犯罪をした者や非行のある少年に対する保護観察や生活環境の調整、仮釈放等審理のため

の調査などに従事するほか、本省における企画立案業務にも携わるなど、様々なフィールドでの活躍が期待されています。

Profile.

吉本　光歩 Yoshimoto Mitsuho

法務省保護局総務課法務専門官
（平成22年入省・人間科学Ⅰ）

平成22年4月　高知保護観察所 

平成26年4月　法務省保護局更生保護振興課

平成28年4月　法務省保護局総務課

平成29年4月　法務省保護局更生保護振興課係長

平成31年4月　法務省保護局総務課係長

令和  4年4月　現職

10:00　登庁、メールチェック

11:00　局内関係課室との打合せ

12:00　昼休み

13:30　上司と外出 (国会議員への説明など)

17:00　施策のとりまとめ、関係部署と調整

19:30　退庁

timeSchedule
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保護局

地方支分部局等業務説明（地方更生保護委員会）
　地方更生保護委員会は、全国８か所に置かれ、刑務所

等に収容中の者の仮釈放や管内の保護観察所に対する事

務の監督などを行う機関です。地方更生保護委員会には

事務局が置かれ、保護観察官が刑務所等に収容中の者と

面接するなどして仮釈放審理に必要な調査等を行ってい

るほか、出所後の住居の確保など、自立に向けた生活環

境の調整にも積極的に関与しています。仮釈放制度は、

犯罪や非行からの立ち直りや再犯防止に大きく関わる重

要な制度であり、地方更生保護委員会の役割は非常に重

要です。

　大学生の頃、BBS活動（非行防止活動を行う青年ボラン

ティア団体）に参加する中で、ある男の子に出会いました。

彼の生活環境に触れ、地域から孤立している状況や必要な支

援が届かない現実を目の当たりにした時、「このままではい

けない」と率直に感じました。今の職を希望したきっかけで

す。

　入省後は、保護観察所や刑務所において、保護観察対象者

や受刑者の指導に当たることもあれば、法務省本省で政策立

案に携わることもありました。現在は地方更生保護委員会で

勤務しています。地方更生保護委員会では、従来の仮釈放等

審理に関する業務に加え、身寄りのない受刑者等について、

施設を出た後の帰住先確保に向けた取組にも力を入れていま

す。刑務所等に出向き、本人との面接を通じて、その意向や

個々の問題性、支援ニーズを把握し、管内の矯正施設や保護

観察所等と連携しながら、適当な帰住先の調整を進めていま

す。

　帰住地の調整を進める際に大切なことは、関係機関同士で

お互いの情報を共有し、緊密に意思疎通しておくことだと思

います。地方更生保護委員会は管区機関の一つですので、そ

うした多機関連携における総合調整も役割の一つです。課題

の異なる様々なケースに対応するに当たって、各機関の担当

者と積極的に連絡を取り、意見を交わしながら、解決策を

探っていくことは大変な作業ではありますが、再犯防止とい

う点で大きなやりがいを感じています。

社会復帰支援に向けた多機関連携の調整役として

Profile.

提中　裕之 Dainaka Hiroyuki

近畿地方更生保護委員会事務局統括審査官
（平成20年入省・人間科学Ⅰ）

平成20年4月　大分保護観察所

平成23年4月　法務省保護局総務課

平成25年4月　川越少年刑務所調査専門官

平成29年4月　法務省保護局総務課係長

令和  2年4月　法務省保護局総務課法務専門官

令和  4年4月　現職

9 : 00　出勤、メールチェック

10 : 00　決裁業務

12 : 00　昼休み

13 : 00　業務打合せ

14 : 00　仮釈放等執行事務

15 : 00　決裁業務

16 : 00　面接調査準備、調査票作成

18 : 00　退庁

timeSchedule
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保護局

地方支分部局等業務説明（保護観察所）
　保護観察所は、全国50か所に置かれ、地域社会にお

いて、犯罪や非行をした人の再犯・再非行を防止し、社

会復帰に向けた支援を行う第一線の処遇機関です。保護

観察所では、保護観察官が保護司を始めとする民間協力

者等と連携・協力し、指導や援助、専門的処遇プログラ

ム等を行う「保護観察」、矯正施設収容中の者について

釈放後の住居や就労先等の調整を行う「生活環境の調

整」等を行っています。近年、「再犯防止推進計画」の

閣議決定など、再犯のない安全・安心な社会づくりが強

く求められる中、刑務所出所者等の社会内処遇を担う保

護観察所の役割はますます大きくなっています。

　大学で心理学を学び、家庭裁判所調査官を志していたとこ

ろ、心理区分の公務員試験を受ける中で保護観察官の仕事を

知りました。審判や裁判の“その後”を支援する業務に大き

な魅力を感じました。

　現在は薬物統括として、薬物事犯者の集団処遇や、薬物事

犯者の引受人等を対象とした家族会、地域の医療・福祉関係

者等の参加する協議会の運営等を行っているほか、地区主任

官として担当地域の保護観察や生活環境の調整等を行ってい

ます。

　「やめたくてもやめられなくて、泣きながら（薬物を）

使ってたんです。」と話す彼らの生きづらさは切実なもので

す。依存症の他にも、家庭環境や孤独、障害等、様々な生き

づらさを抱える対象者の方々に、寄り添い、理解し、特性に

応じた処遇をすることで再犯を防ぐとともに、「なりたい自

分」になれるよう支援しています。

　なお、私には３人の子どもがおり、育児のため勤務地や勤

務時間の制約がありますが、ライフステージを考慮した配置

をしていただき、さらに上司や同僚の理解や協力を頂いてお

り、本当に感謝しています。これから総合職を志望される方

にも、安心していただける組織風土ではないでしょうか。

“生きづらさ” に、寄り添う

Profile.

瀬川　明子 Segawa Akiko

静岡保護観察所統括保護観察官
（平成１７年入省・人間科学Ⅰ）

平成17年 4月　大阪保護観察所

平成17年10月　大阪保護観察所保護観察官

平成20年 4月　法務総合研究所研究部研究官補

平成22年 4月　さいたま保護観察所保護観察官

平成26年 4月　静岡保護観察所保護観察官

令和  4年 4月　現職

  8 : 30　登庁、メールチェック、決裁業務

  9 : 30　集団処遇 (薬物再乱用防止プログラム)

11 : 00　関係者との協議

12 : 15　昼休み ※休憩時間の短縮制度利用

13 : 00　関係者との打ち合わせ、処遇協議

14 : 00　事務処理、決裁業務

16 : 00　退庁 ※育児時間制度利用

timeSchedule
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施設課

施設課

　法務省所管の施設は、法務局、検察庁、刑務所、出入国在

留管理局等、全国に794施設（令和４年４月１日現在）あ

りますが、大臣官房施設課は、法務行政全般を円滑に遂行す

るために、その「場」となる建物を最適な状態にすべく施設

の整備を行っています。

　施設整備の企画に当たっては、必要性・妥当性・緊急性、

費用対効果、環境負荷低減（地球にやさしい）、アクセシビ

リティ（人にやさしい）等、様々な観点から評価を行い、事

業計画をまとめます。その評価の姿勢は、設計段階、工事の

段階においても貫かれ、建物完成後の適切な維持保全へ引き

継がれます。施設を整備することは、「建物の一生に向き合

う」ことと捉え、施設を適正に整備することは、SDGs（持

続可能な開発目標）の達成にも寄与すると自負しているとこ

ろです。

　また、当課は、刑務所等の矯正施設の整備のノウハウを持

つ国内唯一の機関です。そのノウハウを生かして、アジア諸

国への技術支援や、国際会議（アジア矯正建築会議）を主導

して、矯正施設の建築分野の技術向上にも貢献しています。

施設を造る　未来を創る

沖縄少年院・沖縄女子学園（2018年完成） 第８回アジア矯正建築会議（日本）

広島刑務所（2021年完成）
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施設課

①入省の動機
　私は、学生時代、建築を学んでいました。建築の専門家がなぜ法務省に
いるのかと不思議に思う方も多いのではないかと思います。私自身、官庁
訪問の際、先輩職員に業務内容の説明を受けるまで、施設課がどのような
業務を行っているのか知りませんでしたが、法務省の施設が持つ社会的重
要性を理解することで、このような施設の整備を通じて社会貢献をしたい
と考え志望しました。
②経験を通じて学んだこと
　施設整備には非常に多くの人が様々な形で関わりを持っていて、そのよ
うな人たちと対話を重ねながら整備が進んでいきます。様々な意見に耳を
傾け、具体的に形にしていくわけですが、回答は一つだけではありませ
ん。悩みながら進んでいく中で、バラバラだった意見が徐々に集約され、
施設が完成した時に感じる充実感は非常に大きいものがあります。私自
身、設計監理を担当した施設が完成した際には、大きなやりがいを感じま
した。
　このような経験を通じて、立場の違う人たちが自分の役割を果たしなが
ら、それぞれの意見を施設整備に反映させるために、自分の考えを押しつ

①入省の動機

　建築技官として国の施設整備に携わりたいと考えていたところ、説明会

等を通して、法務省施設（特に刑務所や少年院等の矯正施設）の整備に興

味を持ち、法務省大臣官房施設課を志望しました。

② 現在の業務内容、今までの中で印象に残っている仕事、当該職務（経

験）を通じて学んだこと

　刑務所や少年院等の矯正施設では老朽化が進んでいる施設も多く、これ

ら施設については、早急に整備を行う必要があります。さらに、「再犯防

止推進計画等を踏まえた処遇環境の改善」、「多発する自然災害への対

応」、直近では、「感染症対策を踏まえた整備」等、施設整備においても新

たな課題に対応していかなければなりません。

　現在の業務では、老朽化施設の建て替えのため、刑務所等の設計や、工

事の進捗管理を行っています。施設整備は、長い期間をかけて、多数の関

係者の協力のもと、多額の予算と利用する方々の期待を背負い、計画を進

行政需要に対応した施設整備

法務省施設の整備を通じて

Profile.

Profile.

内田　悦弘

小山　幸洋

Uchida Yoshihiro

Oyama Yukihiro

法務省大臣官房施設課上席施設企画官（計画担当）
（平成１０年入省・建築）

法務省大臣官房施設課統括施設設計官
（平成２５年入省・工学）

平成10年4月　法務省大臣官房施設課
平成21年4月　法務省大臣官房施設課官署施設企画係長
平成25年4月　法務省入国管理局総務課法務専門職
平成27年4月　法務省大臣官房施設課施設企画官
平成31年4月　法務省大臣官房施設課補佐官（企画担当）
令和 4年4月　現職

平成25年4月　法務省大臣官房施設課設計担当
平成28年4月　法務省大臣官房秘書課
平成30年4月　法務省矯正局総務課
令和 2年4月　法務省大臣官房施設課収容施設企画第一係長
令和 4年4月　現職

  9 : 30　登庁、メール確認
10 : 00　工事受注者とWEB会議
12 : 00　昼食
13 : 00　新営計画案の作成

16 : 00　工事受注者からの質疑対応
18 : 00　メール確認、雑務処理
19 : 00　退庁

timeSchedule

timeSchedule

けることなく相手の立場を踏まえて調整を行うことが非常に大切な事だと
考えるようになりました。
③仕事をしていく上で意識していること
　多くの意見を調整しながら業務を進めていくことは容易ではありません
が、できる限り時間をかけて粘り強く調整することによって、良い結果に
つながっていくと考えています。
④読者へのメッセージ
　総合職職員は、様々な職場に短い期間で異動していくことが多いと思い
ます。違った環境で施設整備に関する多くの経験を積むことにより理解を
深め、その蓄積を職務に活用しながらキャリアアップすることができるの
は、大きなメリットと感じています。
　国の施設を整備する機関といえば国土交通省のイメージが強いですが、
法務省の技術系職員も、法務省所管施設のスペシャリストとして大きな存
在感を持っています。技術系国家公務員としてやりがいのある魅力的な職
場ですので、きっと皆さんの進路として選択肢の一つとなることと思いま
す。是非一度、来て、見て、話してみてください。

  9 : 30　登庁、メール確認
　　　　  スケジュール確認
10 : 00　決裁等の処理
11 : 00　新営計画案確認、調整
12 : 00　昼食

13 : 00　実施設計図書の確認、調整
15 : 00　業務進捗状況確認、調整
18 : 00　メール確認、雑務整理
19 : 00　退庁

めていくこととなります。時にはプレッシャーを感じることもあります

が、初めて担当した案件が無事完成したとき、何よりも大きな達成感を得

たことを覚えています。

③仕事をしていく上で意識していること、今後の目標等

　施設整備では、企画、予算要求、設計、工事と、様々な工程を経て、ひ

とつの建物が完成します。まだまだ経験したことがない業務もあります

が、まずはどんな仕事でも積極的に取り組むことを意識しています。施設

課は、やる気をもって業務に取り組めば周りの上司や先輩が必ずサポート

してくれる優しい職場です。ミスを恐れず、何でもやってみる姿勢が重要

だと考えています。

　矯正施設の整備を行っているのは法務省大臣官房施設課だけです。様々

な業務を経験し、矯正建築の専門家として、日々変化する行政需要に対応

した施設整備を行っていきたいと思います。
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法務省の政策ミッション

政策ミッション 民事局

　近時の社会問題として、不動産登記簿の内容が最新化されていな

いため、所有者がわからない、又は所有者と連絡がつかない「所有

者不明土地」が、九州本島と同じ面積で存在していると言われてい

ます。これにより、公共事業や復興・復旧事業が円滑に進まず、民

間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害していたり、土地の

管理が十分にされないことで周囲の土地に悪影響を及ぼしたりして

いる土地が全国に広がっていることは、報道などでご存知の方も多

いのではないでしょうか。

　この問題を抜本的に解決するための民事基本法制の見直しとし

て、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した

土地所有権の国庫帰属に関する法律」が令和３年４月に成立し、令

和５年４月以降、順次施行されます。

　両法律には、相続登記の義務化や相続制度（遺産分割）の見直

し、不要となった相続土地を手放す手続など、自身や親族が不動産

を所有する国民の誰にとっても重要な事項が多数含まれています。

　法務省民事局では、これらの新たな制度の開始に向けた準備を進

めているほか、国民に広く影響を及ぼすこれらの制度を広く・正確

に理解してもらうための取組を実施しています。

① 政策ミッションに対する取組内容、やりがい、苦労している点

　「いらない土地を手放す新しい制度が法務省で始まると聞いたけ

れど、詳しく教えてほしい」

　民事局にはこのような声が地方自治体や関係省庁、関係団体、国

民の方から毎日届きます。相続によって取得した土地を法務大臣の

審査を受けた上で国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」は過去に

例がない新たな制度です。制度の施行が近づくにつれ、その関心が

日に日に高まっていること、それだけ時代のニーズに応じた制度の

準備段階に携わっていることを実感しています。

　現在は、本制度のスタートに向けて、様々な法令や運用ルールの

制定、関係省庁・法務局との協議、様々なツールを用いた周知広報

などの対応を行っています。

　新しい制度の運用を検討するに当たっては、国民目線で使いやす

い制度とするための創意工夫をすること、制度に関与する多くの関

係機関との協議・調整を行い必要な意見を反映させること、実務を

担当する全国の法務局が円滑に運用できるよう様々なパターンの対

応を想定することを常に念頭に置きながら業務に当たっています。

これら全てをクリアする運用方法を考えることは、難しい点である

と同時にやりがいを感じる部分でもあります。

②政策ミッションに取り組む総合職職員等の役割と魅力、読者にア

ピールしたいこと

　新制度開始に向けた準備のためには、国民・関係機関・法務局の

声に耳を傾け、その声の中にあるニーズや懸案を見極めた上で、そ

れに対応するための方策を企画・提案・実現する力が必要となりま

す。総合職職員は、様々な部局や他省庁での勤務経験などを活かす

とともに、様々な意見を柔軟に取り入れ、多角的視点をもって最も

有効的な施策の実現を目指していくことが求められます。そうして

重ねて検討した結果が制度の体系に反映され全国で運用されるこ

と、その中に自分が描くビジョンを盛り込むための提案ができるこ

と、そしてその反響を実感できることは、本省に勤務するからこそ

得られる魅力だと思います。

③政策を通じて社会をどう変えていきたいか、今後の目標等

　春から始まるこの制度は、土地の管理に困っている国民の方に

とって新たな選択肢を増やすものであり、現在は制度開始に向けた

準備の真っ只中です。ただ、新制度は作って終わりではなく、実際

に利用されていく中で新たな課題が生まれます。それに気づき、更

なる対応を柔軟に検討することで、一層社会のニーズに応える政策

に成長していくものであると考えます。そのため、制度が開始した

後も、引き続き、現場が抱える課題の背景や社会情勢を丁寧に捉

え、この制度が所有者不明土地問題の解消という法務省の目指す将

来の姿に一層寄与するものとなるための方策について、考えていき

たいと思います。

所有者不明土地問題の解消に向けて

Profile.

清水　玖美 Shumizu Kumi

法務省民事局民事第二課不動産登記第三係長兼第四係長
（平成28年入省・法律）

平成28年4月　法務省民事局商事課

平成29年4月　東京法務局港出張所

平成30年4月　法務省訟務局民事訟務課

平成31年4月　法務省大臣官房秘書課

令和  2年4月　林野庁林政部経営課総括係長

令和  4年4月　現職

新制度の開始に向けたチームの一員となって
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政策ミッション　矯正局

　矯正局では、矯正施設と地域社会が一体となって「誰一人取り残

さない社会」を実現するため、地方公共団体や民間団体など多くの

関係者と連携・協働し、再犯防止に向けた各種施策を推進していま

す。

　再犯を防止するためには、矯正施設内の処遇の充実・強化を図っ

ていくことはもちろん、多くの方々に、矯正施設のことを知ってい

ただき、理解していただけるよう、塀の外に向かって、「開かれた

矯正」の実現を目指していくことも欠かせません。また、矯正施設

における新型コロナウイルス感染症対策や、拘禁刑の創設等を見据

えた新たな矯正処遇の在り方について検討を進めるに当たっては、

これまで以上に地域社会の協力が不可欠です。

　矯正局はこれからも、地域の多くの方々と協働しながら、新たな

被害者を生まない、誰もが安全に安心して暮らせる社会の実現の一

助となるべく、地域社会のニーズに合わせた再犯防止施策を進めて

まいります。

①政策ミッションに対する取組内容、やりがい、苦労している点

　令和４年６月に「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、懲役

刑及び禁錮刑が一本化され、新たに拘禁刑が創設されることになり

ました。懲役刑では全ての受刑者に作業を行わせることが前提で

あったのに対し、拘禁刑受刑者には、改善更生及び円滑な社会復帰

を図るために必要な場合に作業を行わせることとなり、拘禁刑の施

行に向けて、現在、拘禁刑下における刑務作業の在り方について検

討を行っています。

　これまで実施してきた刑務作業の歴史等を踏まえつつも、改正法の

趣旨を実現するため、前例にとらわれない柔軟な発想により制度設計

を行う必要があります。社会的にもインパクトのある制度設計に関わ

ることができ、やりがいとともに、大きな責任を感じています。

②政策ミッションに取り組む総合職職員等の役割と魅力、読者にア

ピールしたいこと

　社会課題を解決するための政策の企画・立案等の業務は、国家公

務員の業務としてやりがいを感じる業務の一つであると思います。

　政策を企画・立案するに当たっては、実情をしっかりと把握した

上で、幅広い視野を持ち、あらゆる側面から検討を行うことが求め

られます。

　総合職職員として採用されると、採用局だけではなく、地方機関

や採用局以外の局部課、他府省等、様々な組織で勤務することにな

り、これらの勤務を通じて、現場での政策の実施、関係局等との政

策連携に向けた調整、採用局以外の分野における社会課題に対する

政策の企画・立案業務等を経験することができます。様々な組織に

おける勤務を通じて得られる経験や知識、多角的な視野が総合職職

員の強みであり、また、政策の企画・立案業務において求められる

ものであると思います。

③政策を通じて社会をどう変えていきたいか、今後の目標等

　これまでも再犯防止に向けた取組は、政府の重要課題として実施

されてきたところですが、拘禁刑施行後は、再犯防止を目的に、

個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を実施していくことにな

り、これらの取組が更に充実、進化していくことになります。

　罪を犯した者が社会に戻った後、再び罪を犯すことなく、社会の

一員として生活していくために刑事施設においてどのような処遇を

行う必要があるのか、社会が求めるニーズを実現するための最善の

方策は何か、考える毎日です。

　受刑者の立ち直りに真に必要な処遇を全国のどの刑事施設におい

ても実施できる仕組みを構築し、それが結果として、再犯を防止

し、新たな被害者を生まない、安全安心な社会の実現につながって

いけば嬉しいです。

地域社会のニーズに合わせた再犯防止施策の推進

Profile.

井上　莉恵 Inoue Rie

法務省矯正局成人矯正課作業係事務官
（平成24年入省・法律）

平成24年4月　法務省矯正局成人矯正課処遇第一係
平成25年4月　栃木刑務所主任矯正処遇官
平成27年4月　法務省訟務局民事訟務課
平成28年4月　内閣府知的財産戦略推進事務局主査
平成30年4月　東京矯正管区更生支援企画課係長
平成31年1月　法務省矯正局総務課法規係
令和  4年4月　現職

拘禁刑下における
新たな刑務作業の実現に向けて
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政策ミッション 保護局

　犯罪や非行の背景には、高齢・障害や家庭環境など、社会の中で

の様々な生きづらさを抱えていることがあります。それらを抱える

人の再犯防止と社会復帰を実現するためには、保護司を始め、更生

保護女性会員、BBS会員、更生保護施設、協力雇用主などの民間

の力が不可欠です。

　また、近年は、社会内で保護観察を受ける仮釈放者と比べて、本

人の特性などの内的要因と出所後の生活環境などの外的要因の双方

において、より多くの課題を抱えている満期釈放者等に対する支援

の強化も進めています。

　犯罪をした者等の再犯防止に不可欠な“切れ目のない・息の長

い”支援を地域で実現するためには、国、地方公共団体、医療・福

祉機関等が連携した取組が欠かせません。

　保護局では、民間協力者による活動や満期釈放者への支援のため

の基盤整備に取り組むことで、安全・安心な社会の実現に貢献して

います。

①政策ミッションに対する取組内容、やりがい、苦労している点

　更生保護行政に関する法令整備やそれに伴う関係省庁・部局との

調整などの業務を担当しています。最近では、刑法等の改正によっ

て「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化されるなど、行刑

の在り方自体が再犯防止というゴールに向かって大きくかじを切る

ことになりました。保護観察の分野においても改正後の制度への移

行がスムーズに行われるよう、改正法の施行に向けた準備作業を急

いでいます。法令整備は多方面に与える影響が大きく、その作業に

は緊張が伴い、自然と力が入ります。

　法令は行政行為の根拠となる重要事項であることは言うに及びま

せんが、「更生保護行政において一番大切なものは？」という問に

対する答えは、「ラポール（信頼関係）」であると私は考えていま

す。保護司の方々を始めとする民間協力者の方々との関係はもちろ

んのこと、保護観察の当事者の方々との関係など、更生保護行政は

地域で暮らす方々とのつながりや人間関係の上に成り立っていま

す。法令の条文のもっと先にある、より大切な存在を日々意識し、

温かみのある制度構築を目指しています。

② 政策ミッションに取り組む総合職職員等の役割と魅力、読者にア

ピールしたいこと

　政策は専門分野を超えた様々な経験やアイデアのるつぼの中で生

まれます。総合職職員は、政策立案の第一線に求められる多様な経

験を積むべく、入省直後から本省、地方支分所、他省庁など様々な

職場で経験を積むことになります。短期間にたくさんのことを吸収

しますので、バランス感覚と大いなる好奇心を内に秘めた方、大歓

迎です！

③政策を通じて社会をどう変えていきたいか、今後の目標等

　再犯防止推進計画で定めた２年以内再入率の政府目標の達成を始

めとして、再犯防止施策は着実にその実を上げてきました。一方

で、社会経済が成熟し、人や情報の流動性が高まれば高まるほど、

地域のつながりは希薄化していきます。この影響は更生保護の現場

にも及んでおり、足元では保護司数が減少傾向にあって、近い将来

において、ダイナミックな政策の展開が求められています。

　犯罪をした人に限らず、誰しもが生きづらさを抱えながら、地域

の方々に支えられて生きています。立ち直りを支える地域のチカラ

は、私たちの国の宝であり、私たちの社会を下支えする大きなエネ

ルギーそのものだと思います。私たちは更生保護行政という手段を

通して、地域のチカラを再び盛り上げ、安全・安心な社会と、ひい

ては誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきたいと考えてい

ます。

分野を越えた “切れ目のない・息の長い” 支援

Profile.

井澤　哲 Isawa Tetsu

法務省保護局総務課法務専門官
（平成２２年入省・法律）

平成22年 4月　法務省保護局更生保護振興課

平成23年 4月　札幌保護観察所保護観察官

平成26年  4月　厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課主査

平成28年  4月　法務省矯正局成人矯正課係長

平成30年10月　法務省大臣官房秘書課法務大臣政務官秘書官

令和  4年  4月　現職

地域のチカラをこの国のチカラに！
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政策ミッション 施設課

　施設課のミッションは、法務行政全般の円滑かつ効率的な運営に

寄与するために、所管する国有財産（土地・建物・設備）を経営的

な視点（コスト最小・効果最大）に立って常に最適な状態で提供・

保有すること、そして、それに関連する分野の国際協力です。それ

らは、時代のニーズに的確に対応する必要があります。

　国の予算は、無尽蔵にあるわけではありませんから、このミッ

ションを実現するために、全省的な理解の下、適時・適切な施設整

備の計画的かつ積極的な推進に資することを目的とした「法務省中

長期施設整備構想」を策定して取り組んでいるところです。「防

災・減災」「機能維持」「新たな行政需要や各種施策への対応」「地

域社会や環境等への貢献」を柱として掲げており、本構想に基づ

き、整備事業の企画を立てる際は、単に老朽化した建物の更新にと

どまらず、長寿命化改修のほか、施設規模適正化や集約整備などの

観点も踏まえた最も経済的かつ合理的な手法を選択しています。

①政策ミッションに対する取組内容、やりがい、苦労している点

　法務省は、非常に多くの、そして多様な施設を所管しています。私たち

はこのような施設の機能を長期間にわたり維持し、常に良好な状態で使用

するために、老朽化した施設の建て替えや長寿命化改修、不具合のある部

分の改修などの施設整備を行っています。

　限られた予算の中で、数多くの施設を効率的に整備する必要があるので

すが、施設整備には非常に多くの人が様々な形で関わりを持っていて、立

場の違う人たちの意見を調整しながら業務を進めるのは容易ではありませ

ん。それらの人たちと対話をしながら整備方針を決定していく過程の中

で、私たちが有する専門的な知見や情報を活かしながら、相手の立場を踏

まえて粘り強く調整を行うことにより、関係者の意見を反映させた効果的

な施設整備ができると考えています。

　整備を経て施設が実際に形になると、その後、長きにわたり多くの人が

使用し続けることになります。そのような施設の善し悪しが、職員の働く

環境や住む環境を左右することを考えると、その責任の重さを感じる一

方、そのような業務に主体的に関わることに大きなやりがいを感じています。

　建物は、つかう人を活かし、つくる人を育てるのです。

②政策ミッションに取り組む総合職職員の役割

　法務省が所管する、刑務所、拘置所、少年院などの収容施設及び法務

局、検察庁、出入国在留管理局等の官署施設は、それぞれが非常に重要で

特有の機能を持っており、その機能を最大限発揮させる必要があります。

各施設が持つ機能を理解した上で、それらの機能を担保しながら国の施設

として適切な施設整備を行うわけですが、その過程では、様々な関係者と

の調整を通じて理解を得ることが必要であり、それが私たち総合職に求め

られる役割のひとつだと考えています。また、このような調整を通じて、

関係者と継続的な協力関係を構築していくことが、この仕事に長く携わる

につれ、魅力と感じるようになりました。

　総合職職員は、施設課を離れて法務省や他省庁等の様々な職場で勤務す

る機会が多くあります。そのような場合においても、施設整備を担当する

職員として配属されることが多く、自分が配属された組織の業務を理解し

た上で、施設整備に関わる業務を行っていくことになります。様々な経験

を持つ数少ない施設整備の専門家として、配属された先の環境でその知見

を活かすことも大切な役割のひとつです。特に、施設整備に関する経験を

持つ職員が少ない職場では、様々な場面で多くの人から頼られる存在でも

あります。

　建物は、人と人とをつなぐものでもあります。

③ 政策を通じて社会をどう変えていきたいか、今後の目標、ビジョン等

　国の施設は国民生活を支えるための大切な社会インフラであり、特に法務

省の施設は国民の皆さんが安心・安全に生活していくためには欠かすことの

できないものです。施設の機能が十分に発揮されないと、その施設を使用す

る職員や利用者に負担がかかることになります。職員や利用者が安心して安

全に使用することができる施設を整備して適切に維持管理することは、社会

基盤をより良いものとし、施設が所在する地域社会の発展にもつながるもの

と考えています。

　また、当課では矯正建築分野での国際協力としてアジア矯正建築会議

（ACCFA）に参加しています。この国際会議は、日本とタイが中心となっ

て矯正建築の最新技術の情報共有や技術協力を目的としたもので、2012

年に第１回会議が日本で開催された後、毎年アジア諸国で開催されてきま

した。2019年には、多くの参加国を迎えて第８回会議が再び日本で開か

れました。さらに、2021年に開催された第１４回国連犯罪防止刑事司法

会議（京都コングレス）にも、ACCFAの理事国として参加しました。こ

のような国際協力を通じてアジアの矯正建築の発展にも貢献できるものと

考えています。

　建物は社会を善くし、それが国を越えることもあります。

④志望者にアピールしたいこと

前述のとおり、総合職職員は異動の機会が多くあります。施設整備に関

する業務を中心としながらも、様々な職場で多様な経験を積むこと、それ

ぞれの職場環境に適応力しつつ周囲からの刺激を受けることで、建物を見

る視野も広がります。これをメリットと捉えるか、デメリットと捉えるか

は人それぞれですが、建物にも多様性が求められるこれからの時代に、そ

れを使う側の立場も含めて色々な視点を持ち合わせた人材が求められるこ

とは間違いありません。今日の施設課が造り出す建物はひとつの答えでは

ありますが、明日必要とされる建物はそれと同じではないはずです。是

非、今の次
4 4 4

を生み出すために必要とされる人材に皆さんがなってください。

　建物はひとつではなく、その未来もひとつではありません。

未来への想いを実現

Profile.

石綱　恒 Ishizuna Hisashi

法務省大臣官房施設課施設整備調整官
（平成６年入省・建築）

平成 6年4月　法務大臣官房営繕課（現大臣官房施設課）

平成18年4月　法務省大臣官房施設課官署施設企画係長

平成21年4月　名古屋高等検察庁事務局会計課国有財産係長

平成25年4月　法務省大臣官房施設課施設企画官

平成28年4月　法務省大臣官房施設課補佐官（企画担当）

平成31年4月　法務省大臣官房施設課上席施設企画官（計画担当）

令和 4年4月　現職

施設整備を通じてできること
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現在の業務内容
下平　まず、それぞれ今どんな業務をしているのか教えてもらお

うかな。

小山　大臣官房施設課で施設の整備をしています。矯正施設の設

計や工事の監理が主な業務です。

山内　今は民事局の公証制度を所管する係にいます。公証制度や

公証人といってもあまりなじみがないかもしれないけれど、昨

今の行政手続のデジタル化の流れもあって結構動きがあるん

だ。今はそうした流れに対応するための法改正の準備をしてい

ます。

松岡　私は矯正局の法規係というところにいる。矯正局が所管す

る法令の改正や局内からの法令解釈に関する問合せに対応して

います。

下平　ありがとう。私は大臣官房人事課で総合職の採用や人事管

理などを行う係で勤務しています。

入省後１０年を振り返って
下平　入省から１０年を振り返ってということで話ができればと

思うのだけど、１０年振り返ってみてどう思う？

小山　１０年か…。

下平　１０年だね。どう感じた？

小山　早い。

松岡　早いよね！

小山　本当に早かったなと感じる。もう１０年たったのかという

感じで、１０年間、よく頑張ってきたなと思う。

下平　現場にいた時に松岡さんと会ってお互い励ましながら頑

張っていたことをよく覚えているよ。

小山　現場は近くだったの？

下平　私は水戸の保護観察所だった。

松岡　私は栃木刑務所。お互い初めての現場勤務で慣れないこと

も多くて、定期的に会って御飯を食べながら近況報告をして、

励まし合った記憶があるよ。同期の良さを感じたな。懐かしい。

山内　僕もやっぱり早かったと感じる。それぞれ配属された場所

で頑張ってやっていたらもう１０年たったという印象かな。

松岡　最近まで他省庁に出向していたよね？

山内　直近では昨年の１１月から今年の６月まで内閣官房に出向

していた。岸田政権が掲げる「新しい資本主義」に関係する組

織で勤務する機会を得たのだけれど、新たに設置された組織

だったから、手探りで大変な部分もあった。ただ、オール霞が

関といってもいい位に様々な省庁からの出向者が集まった組織

だったから、多様なバックグラウンドを持った人たちと一緒に

仕事をすることができて貴重な経験になった。

小山　自分が印象に残っているのは、担当した施設が完成した

時。先月も担当した施設が完成したばかりなんだけど、形に残

る仕事だから日々やりがいを感じられるいい仕事だなと思って

いる。

下平　１つの施設が完成するまでは何年にもわたるプロセスがあ

るの？

小山　企画や予算要求のスタートから考えるとだいたい１つの建

物の完成までは１０年だね。

　法務省で総合職職員として勤務することにはどのような魅力があるのでしょうか。　　　　　　

　採用10年目となる同期職員４名が法務省において勤務することでこそ得られるや

りがいや、多様な経験を積む面白さについて話をしてくれました。

１０年目職員による

座 談 会
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下平　１０年か！ちょうど入省してからの月日と一緒だね。

小山　担当した中でも自分が設計したものは特に思い入れがあり

ますね。

松岡　私は数えてみたらこの１０年間に８つの部署で勤務をして

いたんだけど、改めて考えるとたくさんの経験をさせてもらっ

た。最近だと、昨年度に大臣官房秘書課で国会関係の業務をし

た後、今年の４月に今の部署に異動してきたから、国会での審

議を身近に感じる部署と実際に法案を提出している部署の両方

での勤務を経験することができて、複数の視点を持つ良い経験

になったかな。

下平　法律が作られる一連の流れが分かるよね。私は保護局にい

た時に世界保護観察会議という大きな国際会議が日本で行われ

て、それにかかわったことが強く印象に残ってる。保護局が主

催する大きな国際会議は初めてだったけど、日本の更生保護制

度を世界にアピールするチャンスだったからみんなで一丸と

なって頑張ったな。あと、日本と法制度が似ている韓国への海

外出張の機会にも恵まれて、韓国の更生保護制度を勉強させて

もらえたことで、本当に良い経験になったよ。

法務省で総合職職員として勤務する魅力
下平　話を聞いて、みんなが１０年で色々な経験をしてきたこと

が分かったよ。それは総合職ならではだよね。法務省の総合職

の魅力には何があるのかな。私は現場組織がたくさんあって、

総合職も現場勤務を経験する機会があることが思い付くけど。

山内　そのとおりで、やはり大きな魅力は、現場を持っているこ

とだと思う。例えば、制度を企画・立案する際にどのような

ニーズがあるのか本省だけでは十分に考えが及ばないこともあ

るけれど、そんな時に民事局で言えば、現場の法務局の意見は

とても参考になる。自分も現場勤務を経験できてそのことが良

く分かったし、現場勤務の時に得た人脈をその後も活用してい

る。以前、担当する制度の見直しを検討していた時にも、しっ

かり現場で機能する制度にするためにはどうしたら良いか、法

務局の先輩職員によく相談して議論させてもらっていた。直轄

部隊を持っている法務省のメリットだと思う。

松岡　現場との距離が近いことは魅力だよね。困ったことがあれ

ば相談しやすい関係性があるし、本省で勤務していても、現場

施設まで含めて仲間意識を感じるかな。一体感があると思う。

小山　現場ということだと、施設ごとに地域の特性や運用にも違

いがあるから、一律に同じ建物を作るわけじゃなくて、現場の

意見もよく聞いて計画に反映していくことが重要で、現場との

関係は密だなと感じるね。

松岡　たしかに。施設はまさに使う人のニーズに合わせて作る必

要があるもんね。

山内　総合職は現場勤務の経験が必ずしも多いというわけじゃな

いけど、現場勤務の間に築いた人間関係がその後の勤務でも大

事になってくると思う。現場に相談をできる人がいると自分の

業務の助けになるよ。

下平　私は保護観察官としての現場勤務はまたやってみたいなと

感じる。

松岡　私も前回の現場勤務から結構年数がたってしまったけど、

また勤務してみたいと思っている。今後勤務していく上でやは

り現場のことはもっと知っていきたいなと思うし。

下平　現場に配属されるタイミングとかはどうなっているの？

松岡　先輩を見ていると、結婚や出産とか、そうしたライフス

テージの変化には配慮されているなとは感じているよ。

小山　施設課でも関係機関に出向することがあるんだけど、家庭の

事情やそれぞれの希望を確認してくれる雰囲気があると感じる。

法務行政の今後の展望や将来の自身の目標
下平　法務省の総合職として勤務していくにあたって、今後の法

務省の業務の展望や、将来的に自分がやってみたいと思う仕事

について今どう考えてる？

小山　法務省の施設を作ることで法務行政をしっかり支えていく

ということが施設課のミッションだと思っているんだけど、老

Shimodaira Mamiko Matsuoka Misato

Yamauchi Hajime Oyama Yukihiro

Profile

下平　真実子 松岡　美里

山内　一 小山　幸洋

法務省大臣官房人事課企画第三係長
（平成25年・人間科学）

法務省矯正局総務課法規係事務官
（平成25年・法律）

法務省民事局総務課公証係長
（平成25年・法律）

法務省大臣官房施設課統括施設設計官
（平成25年・工学）

平成25年4月　水戸保護観察所
平成28年4月　法務省保護局更生保護振興課更生保護事業係
平成30年4月　人事院事務総局人材局試験専門官室試験専

門官
令和 2年4月　法務省大臣官房人事課文書係長
令和 4年4月　現職

平成25年4月　法務省矯正局総務課人事企画係
平成26年4月　栃木刑務所処遇部処遇部門
平成28年4月　法務省大臣官房人事課
平成29年4月　内閣官房行政改革推進本部事務局
令和 2年4月　法務省大臣官房秘書課
令和 4年4月　現職

平成25年 4月　法務省民事局民事第二課
平成26年 4月　東京法務局渋谷出張所
平成27年 4月　法務省人権擁護局調査救済課
平成28年 4月　国土交通省土地 •建設産業局地籍整備課
平成30年 4月　法務省民事局民事第二課
令和 2年 4月　法務省大臣官房秘書課
令和 3年11月　内閣官房新しい資本主義実現本部事務局
令和 4年 7月　現職

平成25年4月　法務省大臣官房施設課設計担当
平成28年4月　法務省大臣官房秘書課
平成30年4月　法務省矯正局総務課
令和 2年4月　法務省大臣官房施設課収容施設企画

第一係長
令和 4年4月　現職
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朽化した建物も多くて、いち早く改築を進めることが重要な課

題になっています。一方で、建物に求められているニーズが

日々変化していると感じていて、矯正施設だと、刑法等の改正

もあったし、収容人数の減少や高齢化といった問題もあるの

で、限られた予算の中で、古くなった建物を更新しつつも、こ

うした変化を建物に反映して、全体を最適化していくことに取

り組んでいきたい。難しさはあるけど、とてもやりがいがある

し、現場の声をしっかり聞いてやっていきたいと思う。

松岡　施設関係は、周辺住民の方との関係性や所在自治体からの

要望にも配慮する必要があるもんね。

下平　私はやはり再犯防止というのが法務省の施策として大きな

ミッションだと思う。再犯防止推進法成立以降、再犯防止の施

策に対する意識も変わってきて、例えば矯正局と保護局の各組

織の横の連携も強化されたし、いろいろな施策の取組の垣根が

低くなったと感じているよ。今後もそうした連携にかかわるこ

とで、お互いの垣根をもっと低くして連携がスムースに行くよ

うに働きたいし、一番大きな課題である再犯・再非行をさせな

いという目標のために、よりソフトな制度設計を目指したい。

あと、再犯防止推進法によって初めて自治体にも再犯防止の責

務が定められて、今まで以上に自治体や地域との連携も重要に

なってきているから、例えば自治体へ出向して、再犯・再非行

防止施策と関係する業務をしてみることも機会があれば経験し

てみたいなと思っている。

山内　大臣官房秘書課で勤務していた時に、犯罪被害者等施策に

かかわる機会があったんだけど、採用されてから、法務省の職

員と言いつつ、なかなか採用局以外、特に刑事局・矯正局・保

護局の業務にかかわる機会はなかったからすごく勉強になった

し、法務省の業務全体への理解を深められて良い経験になっ

た。その時の経験から、今後は法務省の総合職として、高い視

点から業務を見つめることを忘れないように自覚を持って勤務

していきたいと思っている。

小山　今後はますます組織とかの壁がなくなっていくんじゃない

かと勤務していて感じるね。

松岡　私もやはり再犯防止は重要だと思う。特に矯正局と保護局

にとってはすごく大きなテーマだよね。今年の通常国会で刑法

等の一部を改正する法律が成立したけれど、これによって、例

えば矯正施設では、職員が被害者の方の心情を聞き取って、そ

の内容を受刑者に伝達したり、処遇に生かしたりするという制

度が導入されることになったんだ。ただ、制度ってもちろん作

るだけじゃ意味がないよね。新たに始まる制度を実際に運用し

ていく現場の職員は本当に大変だと思う。今後、現場で勤務す

る時には、そうした制度の運用にも携わることができたら良い

なと思うよ。

下平　新しい制度や法改正が反映された部分が現場で業務にかか

わって見えることも魅力だよね。霞が関で勤務するだけではそう

した部分は見えにくいと聞いたこともあるし、運用を自分の目で

見ることができる仕事って霞が関の総合職でもなかなか珍しいと

思う。もし、現場で問題を感じたら本省勤務に戻った時に改善策

を講じることも可能なのが法務省の総合職の仕事だよね。

読者へのメッセージ
下平　最後にこのパンフレットを読んでくれている方々へのメッ

セージをお願いします。

松岡　ずっと前から感じていることだけど、法務省の仕事は現場

としっかりつながっていて地に足が付いた仕事をしていると思

う。どの部局の業務も社会の根幹を支えるものだし、とても魅

力があります。興味を持ったら是非説明会に来てもらって実際

に職員と会ったり話をしたりしてほしいな。

下平　私も官庁訪問で面接してもらった人の印象がすごく良かっ

た記憶がある。法務省の職員は人柄が良いし、温かみがある。

人を相手にすることが必要な対人の仕事が多いことにもよるの

かな。こうした法務省の魅力を感じてもらうためにもまず説明

会とかに足を運んで職員と話をしてもらえるとうれしいです。

小山　法務省には対人での多くの調整が必要な業務が多いから、

人柄が良い人が集まっているイメージがある。働きやすい職場

だと思うよ。

松岡　山内君は２回他省庁に出向したんだもんね。山内君の目か

ら見た法務省の魅力は？

山内　法務省の魅力は職員の職務に対する誠実さだと思う。それ

は仕事ぶりにも現れていて、法務省からの出向者はよく働いて

くれるので出向先の他省庁でも重宝されるという話を聞いたこ

とがある。また、業務の内容という点では、法務省というと

「堅苦しくてつまらない」とか「所管業務の幅が狭い」という

印象を持たれてしまうかもしれないけれど、意外とそうでもな

くて、民事局の例だと昨今大きな問題となっている所有者不明

土地問題のように、社会の変化によってこれまでは考えられな

かったような日本の新たな問題に対する施策に取り組んでいく

こともあるし、仕事の幅は広がってきていると感じる。法務省

のように国の基盤となる基本的な制度を所管する省庁において

も、常に時代の変化を捉えていくことは必要で、そこがやりが

いだと思う。

松岡　職場の雰囲気として、この１０年で更に風通しは良くなっ

たよね。

小山　新しいことをやってみようとした時に、上司もしっかりと

意見に耳を傾けてくれる良い職場環境だと思います。

山内　若手のうちからやろうと思えば色々なことに挑戦できる環

境だよね。

下平　そうだね。型にはまらない企画力、想像力を生かしてみた

いという方にも是非興味を持ってほしい。そして、法務省の仕

事はしっかりとこの国の基盤を作ることでみんなの生活や経済

活動を支えていて、安心・安全な社会の実現を図ることにかか

わりたいという方々にはぴったり。説明会や官庁訪問で職員一

同お待ちしています！
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1 年目職員の紹介
新たに法務省に加わった１年目職員のうち６名が、志望動機や将来の目標について語ってくれました。

Profile.

Profile.

Profile.

Profile.

Profile.

Profile.

前﨑　千晶

竹内　周登

林　紗英

山田　晟也

西條　詩織

松岡　佳子

Maezaki Chiaki

Takeuchi Shuto

Hayashi Sae

 Yamada Seiya

Saijyo Shiori

Matsuoka Keiko

法務省民事局商事課係員
（令和4年入省・法律）

法務省矯正局総務課
（令和4年入省・法律）

東京少年鑑別所首席専門官付
（令和4年入省・人間科学）

法務省保護局総務課
（令和4年入省・法律）

札幌保護観察所保護観察官
（令和4年入省・人間科学）

法務省大臣官房施設課
総合計画担当　法務技官
（令和4年入省・工学）

　大学で法学を学んでいた経験から、時代に即した法制度が運用されることで国民
の権利が守られる社会を実現したいと考え、民事局を志望しました。
　現在は、商業・法人登記制度に関する業務や所属課の総括的な業務まで、幅広く
携わっています。登記制度という国民の基本的な権利に係る社会の基盤ともいえる
制度を所管する法務省だからこそ、国の様々な政策にも関わることができ、日々や
りがいを感じています。
　今後は、キャリアを通じて、多様な価値観や見識に触れることで自らの視野を広
げつつ、より良い制度運用の在り方を追求し、目まぐるしく変化する時代にあって
も、国民の生活の礎となる安定した社会の実現を目指して尽力していきたいです。

　学生時代に、矯正施設出所者の「居場所」等がないことにより再び犯罪や非行を
してしまうという課題を知り、矯正施設における支援や教育等の拡充により円滑な
社会復帰を支えることで再犯防止を実現したいと思い、矯正局を志望しました。
　現在は、矯正全体の予算に係る業務に携わっています。具体的には、翌年度に実
施する施策に必要な予算の確保に向け、概算要求に係る資料作成や査定官庁担当官
への説明対応等をしています。予算は様々な施策の実現に必要不可欠なものであ
り、１年目から責任ある業務を任せていただいていることに日々感謝しています。
　今後、まずは現場施設での経験を積み、矯正職員として必要な知識等を学ぶとと
もに、他省庁出向等を活用し、広い視野を身に付けることで、よりよい矯正の在り
方について探求していきたいと思います。

　犯罪や非行について学ぶ中で、犯罪や非行を犯した人たちが抱える困難や生きづ
らさに気付き、彼らと向き合うことで、地域社会の理解を得て生きていくための力
になりたいと思い、矯正局を志望しました。
　現在は少年鑑別所において勤務し、面接や心理検査を通して、非行少年と向き
合っています。少年たちの話を聞けば聞くほど、自分の経験がいかに限られたもの
であったのかを痛感せざるを得ません。担当する業務一つ一つが新たな挑戦であ
り、戸惑うこともあります。しかし、先輩職員に見守られ、支えていただきなが
ら、多くの学びが得られる毎日は非常に充実しています。
　今後は、心理職として専門性を高めるとともに、社会から聞こえる声に耳を傾
け、施設での勤務経験を生かし、施策の企画・立案にも携わりたいと思います。

学生時代に受講した講義をきっかけに、犯罪を減らすためには再犯防止が重要で
あることを学びました。そこで、罪を犯してしまった人の社会復帰を支えることに
より、再犯を防ぎ、人々が安心して暮らすことができる社会を実現したいと考え、
保護局を志望しました。
現在は、所管する法令に関する業務や国際会議に関する業務、更生保護の国際発
信に関する業務等に携わり、日々勉強をさせていただきながら、充実した日々を
送っています。
今後は、出向先や保護観察所等で経験を積んでいく中で、多様な視点を獲得し、
誰一人取り残さない安心安全な社会の実現のために尽力していきたいです。

　私は、法務省の「人による人のための行政」が担う社会的意義の大きさに強い魅
力を感じています。技官として、施設整備の立場から物的基盤を支え、この組織を
守ることに貢献したいと考えたため、入省いたしました。
　現在は、矯正施設の計画・設計・工事調整等、幅広く業務に携わっています。計
画では設計・工事に至るための条件整理、図面作成等を行い、設計や工事調整で
は、受注業者とのやりとりをメインに、計画したものを少しずつ形にしていきま
す。専門性と調整力を必要とする業務であり、難しさを感じることが多いですが、
上司や先輩に支えられ、日々勉強しております。多様な経験を積み、視野を広く
持った技官を目指します。

　大学では教育学を学び、発達障害など能力的に制約のある人々の生きづらさに触

れる中で、もっと大きな枠組みで生きづらさを抱えている人々に寄り添いたいとい

う気持ちから、法務省保護局に入省を希望しました。現在は、保護観察を受けてい

る少年や成人に対して、その人が抱える問題に応じて専門的処遇プログラムを行っ

たり、面接を通して日々の不安や悩みを聞いたりしています。自分が受け持ってい

る保護観察対象者が無事に期間を終え、前向きな気持ちで社会に戻っていく姿を見

る時にやりがいを感じます。これからも「誰一人取り残さない社会」を目指して、

保護司の方々や関係機関と連携しながら立ち直りを支援していきたいと思います。
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出向先で活躍する職員

　私は今、金融庁に出向して、貸金業室の一員として仕事をしていま

す。貸金業室では、貸金業者の監督等を行っていますが、私は、若年者

が多重債務（借金苦）に陥らないようにするための施策や、ヤミ金融対

策を担当しています。

　法務省の業務内容をご存知の方は、法務省と何の関係があるんだろう？

と思われるかもしれません。正直、あまり関係ないと言って良いかと思い

ます。ただ、その分、金融庁での業務は新鮮で、面白く、長い目で見れ

ば、大きく成長できるチャンスに富んでいるのではないかと思います。

　出向当初は、金融業界特有の言葉（「モニタリング」や「足元では」

など）に慣れず、自分で使うことに気恥ずかしさがありましたが、今で

は、１日に１回は口にする気がします。法務省に戻った後は、このよう

な言葉を使うことはなくなると思いますが、金融庁文化の良いところ

（世の中の変化を機敏に捉え、自身の変化も恐れないところ、働きやす

さ、成長の機会の豊富さ等）はどんどん共有・活用し、出向を経験した

者として、より良い法務行政に貢献していきたいと考えています。

　また、出向している間は、自分の担当業務をしっかりこなして金融行

政に貢献するとともに、法務省の良いところ（国民生活の根幹を支える

業務内容に相応しい安定感、現場の強さ等）を金融庁の皆さんに宣伝

し、人知れず法務省の株を上げておきたいと思います！

　内閣府原子力防災担当は、地域の原子力防災体制の充実・強化に係る

業務を推進するとともに、原子力防災会議・原子力災害対策本部の事務

局機能も含め、関係省庁、関係自治体等との平時及び有事における原子

力防災に係る総合調整を一元的に担う組織として、平成26年10月に発

足しました。

　私の勤務する部署では、平成23年3月11日に発生した東京電力株式

会社福島第一原子力発電所事故の原因究明等のために政府事故調査委員

会（平成24年9月廃止）が関係機関から収集した資料の管理を引き継

いでおり、それらの資料に係る開示請求への対応、また不開示決定に対

する審査請求対応、訴訟対応を行っています。

　原子力防災分野はあまり法務省と馴染みがなく、私自身も初めて見聞

きすることばかりで戸惑うことも多いですが、訴訟対応における準備書

面の作成や法務局との調整など、これまでの法務省勤務での経験を活か

して業務に取り組んでいます。

　原子力分野という特殊性もあり、周りには理系や技術系を専門分野と

する職員が多いため、法律知識に基づくアドバイスを求められる機会も

多く、法務省出向者として適切な回答ができるよう、日々自己研鑽には

げみながら毎日を過ごしています。

Profile.

Profile.

片倉　菜摘

金久保　拓郎

Katakura Natsumi

Kanakubo takuro

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
付参事官（総括担当）付主査
（平成24年入省・法律）

金融庁総合政策局リスク分析総括課貸金業室課長補佐
（平成21年入省・法律）

平成24年4月　法務省民事局商事課
平成25年4月　東京法務局世田谷出張所
平成26年4月　法務省人権擁護局人権啓発課
平成28年7月　個人情報保護委員会事務局
平成31年4月　法務省民事局民事第一課
令和  3年4月　法務省民事局総務課企画係
令和 ４年4月　現職

幅広い仕事を経験できる面白さ

法律分野の知識を活かして

平成21年4月　法務省民事局商事課

平成22年4月　東京法務局城南出張所

平成25年4月　国土交通省土地・建設産業局

平成28年4月　法務省大臣官房人事課

平成30年7月　法務省民事局総務課登記情報センター室

令和  3年4月　現職
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PFI手法により官民協働で運営されている美祢社会復帰促進センター

（山口県美祢市）・法務省と山口県とのパイプ役とともに、主に中国地方

知事会（中国５県知事で構成）の業務を担当しており、知事会から国へ

の提案書の作成や会議の運営等を行っています。少子化や東京一極集

中、公共交通ネットワークの維持の問題等、山口県を含め中国地方が抱

える諸課題について、意見を取りまとめて関係省庁に施策提案をします。

　県政全般についての把握とともに、課題の解決に向けた提案の整理、

県庁内の各部局や他の中国４県との調整等、業務は多岐にわたります

が、地方の諸課題を肌で実感できるとともに、それらの課題や提案を国

に届け、国の施策を変えていく役割として大変やりがいがあります。

　また、課内では県の次期総合計画を策定しており、知事を筆頭に、県

職員の皆さんが地域の方々から生の声を聴きながら、新しい施策を積極

的に形作っていく地方自治のダイナミズムに触れることができ、大きな

刺激となっています。

　国全体の制度設計をする霞が関、とりわけ国の治安維持の最後の砦と

しての役割としての矯正行政とは異なる立場から社会を見ることになり

ますが、再犯、再非行防止のため、出所者、出院者を受け入れる自治体

側の立場で施策を実施できることは、貴重な経験であるとともに、再犯

防止の先にある守るべきものを再認識させてくれます。

　異なる環境に飛び込んで刺激を受けることは自分の魂の糧となりま

す。今後とも新しいことに挑戦しながら、業務にまい進していきます。

　私は厚生労働省社会・援護局総務課で地域生活定着促進事業等を担当

しています。同事業は、都道府県が設置する地域生活定着支援センター

が、刑事司法や福祉の機関等と連携し、犯罪をした方等で高齢又は障害

により福祉的支援が必要な方の地域生活のため、釈放前から釈放後まで

支援するもので、地域共生社会の実現も図るものです。

　国と地方、官と民、各省庁、各分野等で優先する価値や視点は異なる

場合があります。しかしこのことは、連携する上で、支援をより細やか

に、かつ拡大させられる好機でもあると捉えています。省内、地方公共

団体、福祉の機関等には、犯罪をした方への支援の必要性の理解を広

げ、最高検察庁、法務省、日弁連等とは協議を重ね、連携の枠組みの合

意を得るなど、法務省での経験を基に、国と地方、官と民、省庁、分野

等を超えた連携の実現に努めています。

　施策としては、検察庁、保護観察所等と連携し、被疑者の方等を釈放

後福祉サービスにつなげ、その後も支援する取組を開始し、更にこの取

組において弁護士との連携も強化するなど、犯歴の有無を問わず、ニー

ズがあって真に支援を求める方が、必要な支援を受けられるための環境

や支援ネットワークの構築を促進しています。

　地域の福祉を向上させ、生きづらさを少しでも緩和し、更なる犯罪・

犯罪被害が生まれづらい、一人一人のかけがえのない人生・暮らしを大

切にできる地域づくりに寄与することが出向者としての使命の一つであ

ると考えています。

Profile.

Profile.

八巻　弓智

酒谷　徳二

Yamaki Yumitomo

Sakatani Tokuji

山口県総合企画部政策企画課調整班主幹
（平成24年入省・法律）

厚生労働省社会・援護局総務課課長補佐
（平成18年入省・人間科学Ⅱ）

平成24年4月　法務省矯正局総務課矯正監査室

平成25年4月　横浜刑務所処遇部処遇部門主任矯正処遇官

平成27年4月　法務省大臣官房会計課矯正予算係

平成28年4月　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課基準係長

平成30年4月　法務省矯正局総務課予算係国際法務WG

令和 2年4月　法務省矯正局成人矯正課官民協働企画係

令和 4年4月　現職

平成18年4月　北海道地方更生保護委員会事務局

平成21年4月　法務省保護局観察課

平成23年4月　川越少年刑務所教育部性犯罪再犯防止指導専従班教育専門官

平成26年4月　人事院人材局試験専門官室試験専門官

平成30年4月　法務総合研究所研究部室長研究官

令和 3年4月　現職

県政から社会と矯正行政を見る

国と地方、官と民、省庁、分野等を
超えた連携による支援のために
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海外で活躍する職員

　私はスウェーデンの日本国大使館で、政治、司法、治安、移民、人権

に関する案件や、領事業務の一部を担当しています。

　スウェーデンでの生活は２年目を迎えますが、ポスト・コロナで対面

での会合や行事も活発に行われており、１年目と比べても、新しい経験

や知識を得る機会が様々にありました。民主主義、平等、持続可能性と

いった価値観を重視するスウェーデンは、安心・安全な高福祉国家とし

ての評価を得ているところですが、最近は、ギャング犯罪の増加や移民

の社会統合の問題により、犯罪対策や移民対策が内政上の大きな争点と

なっているため、関心は尽きません。2022年はスウェーデンで８年ぶ

りの政権交代がありましたが、2023年は日本、スウェーデンともに外

交的に重要な年になるため、引き続き充実した日々が続きそうです。

　スウェーデン政府や関係機関等に当地事情について話を聞きに行く

と、逆に日本にも関心を持ってもらえます。そのような機会には、積極

的に日本の状況を説明するよう心掛けています。法務省も一翼を担う

「司法外交」を推進していますが、法務省からの出向者として、日本・

スウェーデンの両国にとって関心の高い法務行政の政策課題について、

相互理解や良好事例等の情報共有が進む一助となるよう努力したいと思

います。

　少年院での勤務に加え、他省庁や法務本省で様々な政策に携わる中

で、海外動向や関連行政分野を含めた政策の調査・分析スキルの必要性

を実感したことから、人事院の制度を利用し、これらの研究・教育体制

が充実している米国の公共政策大学院への留学を志望しました。

　留学先であるコロンビア大学国際公共政策大学院はニューヨークのマ

ンハッタンに位置し、世界100か国近い国々から研究者だけでなく公

務員、ジャーナリスト、軍人、エコノミスト、コンサルタントなど様々

な専門性を持った学生・教員が集まっています。大学院の標語である

“Where the World Connects”のとおり多様性あふれる環境で、現在

私は犯罪政策を含む社会政策、統計、マネジメント等の研究を行ってい

ます。世界の政策を題材に、グローバルな視点からより良い政策の実現

に向け、自由闊達な意見交換を行う経験は、行政官として、人としての

大きな成長の機会となっています。授業、課外時間でのディスカッショ

ンの際、本府省における政策立案の経験だけでなく、地方官署における

政策実現の最前線での経験を交えて議論を展開できる点は、法務省で勤

務を重ねてきたことで得られた強みだと感じています。

　今後は、留学を通じて得た国際的な視点や政策立案、執行、評価等に

関する知見をさらに磨きながら、法務省での業務に生かしていきたいと

思います。

Profile.

Profile.

髙部　和成

山内　さやか

Takaba Kazunari

Yamauchi Sayaka

長期在外研究員（コロンビア大学国際公共政策大学院）
（平成26年入省・人間科学）

在スウェーデン日本国大使館一等書記官
（平成16年入省・法律）

平成16年4月　法務省矯正局教育課
平成23年4月　法務省矯正局成人矯正課国際受刑者移送係長
平成25年4月　法務省大臣官房人事課服務係長
平成27年4月　栃木刑務所処遇部統括矯正処遇官　
平成29年4月　法務省大臣官房秘書課国際室法務専門官
平成30年4月　法務省大臣官房国際課補佐官（渉外担当）
平成31年4月　法務省矯正局総務課補佐官（法規係担当）
令和 3年3月　現職

平成26年4月　多摩少年院
平成28年4月　新潟少年学院専門官
平成30年4月　内閣府知的財産戦略推進事務局主査
令和 2年4月　法務省矯正局総務課予算係
令和 3年2月　法務省矯正局少年矯正課少年院係
令和 3年6月　育児休業
令和 3年7月　法務省矯正局総務課予算係
令和 4年7月　現職

好奇心をもって

多様性と自由の街
ニューヨークでの学び
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　令和４年７月から人事院の長期在外研究員制度を利用して、カリフォ

ルニア大学ロサンゼルス校で公共政策を学んでいます。私は入省以来、

幅広い業務を経験させてもらい、様々な知識や考え方を身に付けてきま

した。その中で、より良い政策の立案を行うためには、自身が担当する

業務の専門的な知識の習得はもちろんのこと、広く国内外の行政や経済

などにも目を向け、理解を深めることが重要であると感じるようにな

り、留学を志望しました。

　現在は、統計学や経済学を中心に履修し、客観的な証拠に基づく政策

の立案手法（Evidence-based Policy Making:EBPM) の基礎的な概念

を学んでいます。来年は、１年かけて現地の自治体等に政策提言を行う

プロジェクトが控えており、授業で学んだ知識を実社会において活用す

るための方法についても学ぶ予定です。クラスメイトと授業を受け、議

論をする中では、言語や文化の違いに戸惑う場面もありますが、それ以

上に大きな学びを得ることができており、充実した日々を送っています。

　授業の外に目を向けると、私自身、今回が初めての海外生活というこ

ともあり、改めて日本の良さに気づかされる場面があります。特に、日

本の安全性については世界に誇れるものであると感じており、これから

先もこの安全性が守られるように、微力ながら貢献していきたいとの思

いを新たにしております。

　令和元年６月から２年間、人事院の長期在外研究制度により、米国に

留学していました。本制度は、研究員の関心課題に沿ったテーマを設定

した上で、２年間、海外で調査研究を行うというものです。私は、研究

テーマとして、「再犯防止を切り口とした官民連携の在り方」を設定

し、当該分野の調査研究が比較的進んでいる米国において、民間企業や

NPO法人がどのように州政府と連携しているのかについて、事例を通

じて学びました。

　１年目は、コーネル大学において、法律学を履修することにより米国

の刑事司法制度の基礎的な知識を得るとともに、政治学、行政学、社会

科学など、できるだけ多くの学問分野に触れることにより、多角的な視

点を持つよう意識しました。２年目は、ボストン大学で刑事司法制度に

ついての学びを継続しながら、ハーバード大学の客員研究員として、研

究テーマについての考察を深めました。具体的には、当該分野において

第一線で活躍するNPO法人や金融機関の職員、大学教授などにインタ

ビューを行い、日米比較の観点から論文を執筆した上、公開の場におい

て研究成果についてのプレゼンテーションを行いました。

　普段の業務から少し距離をおいて、世界中から集まった学生同士、文

化や考え方の異なる中で議論を行い、自ら選んだテーマをとことん研究

した経験は、今後のキャリアの中で活かしていける有意義なものになっ

たと思っています。

Profile.

Profile.

今津　俊

長瀬　亮介

Imazu Shun

Nagase Ryosuke

長期在外研究員（カリフォルニア大学ロサンゼルス校
ラスキン公共政策大学院）
（平成30年入省・法律）

法務省保護局総務課係長
（平成26年入省・行政）

平成30年4月　法務省保護局更生保護振興課

平成31年4月　福岡保護観察所保護観察官　

令和 2年4月　法務省矯正局少年矯正課

令和 3年4月　法務省大臣官房秘書課

令和 4年4月　法務省保護局観察課主任

令和 4年7月　現職

平成26年12月　法務省保護局更生保護振興課

平成28年 4月　函館保護観察所保護観察官

令和 元年 6月　長期在外研究員 (コーネル大学 •ボストン大学 •ハーバード大学)

令和 3年 6月　法務省保護局観察課係長

令和 3年10月　法務省大臣官房秘書課法務大臣政務官秘書官

令和 4年 8月　現職

より良い政策を行うために

アメリカで学んで
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Career step事務系区分キャリアステップ
一般的なキャリアステップ
　事務系区分（行政、政治・国際、法律、経済）で採用された方は、法務本省、地方機関及び他府省など様々な組織での勤務を経験します。

その中で、政策の企画・立案から実施にまで携わりながら、社会経済情勢の変化に対応した新たな政策を実現していく能力を磨き、法務行

政において重要な役割を担っていくことになります。

　矯正局に事務系区分で採用された職員

は、採用２年目から２年間現場施設で勤務

することになります。私は、現場勤務１年

目の現在、日本最大の刑務所である府中刑

務所で、処遇部門の様々な部署において現

場勤務のいろはを教えていただきながら、

日々業務に当たっています。

　法務本省で立案していく政策は、現場の

実情を知らなければうまく運用することが

できないので、若年のうちに現場勤務を経

験できることは、法務省のキャリアステッ

プの魅力だと思います。私自身、採用１年

目に本省で勤務していて疑問に思うことが

多々あった現場の実情について、２年目に

自分が現場で勤務することでそれが実体験

としてわかるようになり、より矯正業務へ

の理解が深まるとともにやりがいを感じま

した。この間に多くのことを吸収し、今後

のキャリアに生かしていきたいと考えてい

ます。

Oki Satsuki Kitazume Katsuhiro Omura Harumi

現場の経験を
司法外交に生かす

出向により得られる
新たな経験と成長

　現在、令和３年３月に開催された第14

回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コング

レス）の成果の具体化に係る業務を担当し

ており、採用１年目に自ら携わった国際会

議の成果を形にする業務に関わることがで

きています。

　国際課の業務というと、保護観察官の業

務とはあまり関連がないと思われるかもし

れません。しかし、担当している「再犯防

止国連準則」の策定では、同準則の中に、

保護司に係る記載を盛り込むよう国連と折

衝するなど、現場で保護観察官として保護

司の方々と触れあった日々があったからこ

そ、熱意を持って取り込める仕事もあり、

国際的な業務においても現場での経験を生

かすことができています。また、二人三脚

で仕事をしていた保護司が国際的にも注目

されていることに嬉しさを感じます。

　将来は、国際機関や在外公館での勤務な

ど、国際的な面から法務行政・更生保護を

支える人材になりたいと思います。

　衆議院法制局に出向して２年目になりま

す。衆議院議員が国会に提出する法律案の

立案・審査や、法律案に対する修正案の立

案・審査のほか、法律問題に関する国会議

員等からの照会に対する調査・回答など、

議員の立法活動の幅広い補助を行っていま

す。法務委員会に付託される法案を幅広く

扱う部署にいるため、今まであまり触れる

ことのなかった、採用局以外が所管する法

律や制度も扱っており、多くの勉強が必要

で大変ですが、良い刺激となっております。

　出向当初は、法務省とは異なる仕事のや

り方に戸惑うこともありましたが、衆議院

法制局の「政策（おもい）を法律（かた

ち）に」という信条や立案する際のノウハ

ウ、法制執務の知識といった立法に必要と

なる多くのものを、この出向を通して学ん

でいます。

　今後も、貴重な出向の機会を活かし、よ

り多くの経験を積んでまいります。

Profile. Profile. Profile.
沖　皐津紀 北爪　雄大 大村　陽美
府中刑務所処遇部処遇部門主任
矯正処遇官（処遇担当）
（令和3年入省・法律）

法務省大臣官房国際課
（令和2年入省・法律）

衆議院法制局参事
（平成29年入省・法律）

令和3年 4月　法務省矯正局総務課人事企画係

令和4年 4月　現職

令和 2年  4月　法務省保護局更生保護振興課
令和 2年10月　法務省大臣官房国際課
令和 3年  4月　熊本保護観察所保護観察官
令和 4年  4月 現職

平成29年4月　法務省人権擁護局調査救済課
平成30年4月　東京法務局城北出張所
平成31年4月　法務省民事局商事課
令和  2年4月　法務省大臣官房人事課
令和  3年4月　現職

「地に足のついた行政」を
実現するために

2年目 3年目 6年目
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Aburakawa Sadayuki Kawamoto Tetsushi Morita Yuichiro

「人」に支えられ
「人」を支える仕事

刑事施設と協働した
ソーシャル・イノベーション学び続けるということ

　入省以降、法務本省・保護観察所・他省

庁勤務など様々な経験をさせてもらいまし

た。成年年齢の引下げに伴う刑法・少年法

等の改正に関して、更生保護の立場から法

制審議会・立案作業・法案審議に携わった

こともあれば、保護観察官として刑務所出

所者と面接し、担当保護司と非行少年の立

ち直りに向けて日夜協議したこともありま

した。

　振り返ると、一見バラバラの仕事であっ

ても、いずれも安全・安心な社会を目指す

もので、保護司等を始めとする民間の方々

と助け合って実現していくことから、「人」

に支えられ「人」を支える仕事であったと

感じます。そのような仕事に携われること

が法務省の魅力ではないかと思います。

　現在は、国会関係の調整、企画関係、局

長庶務など、幅広な業務を担当しておりま

すが、「人」のための仕事であることを忘

れないようにしたいです。

　現在は国の利害に関係のある争訟に関す

る調査、企画及び立案に関する部署に所属

し、主に法曹資格者の研修・会議の開催や

今後の訟務の方針検討に関するサポートを

しています。

　入省後、法務本省の各部署、法務局、他

省庁など様々な組織で勤務をするなかで、

国家公務員のほか地方公務員や民間企業の

方など、多様な知識や経験を持った人たち

と一緒に仕事をする機会に恵まれました。

そして、これらの経験を通して様々なバッ

クグラウンドに基づく多様な価値観に触れ

ることで、幅広い視野や知識を持つことの

重要性を学ぶとともに、成長し続けるため

には主体的に学び続けるという姿勢が非常

に大事であると思うようになりました。今

後も現在の自分よりも少しでも成長するた

め、主体的に学び続け、今後の業務に生か

していきたいと考えています。

　これまで、本省での勤務が長く、文部省

ではスクールカウンセラーの制度化、秘書

課では政策評価制度の立ち上げ、矯正局で

は刑務所PFI事業の企画など、新たな施

策・事業の企画立案に携わる機会に恵まれ

てきました。現在は、企画官として、刑事

施設における被収容者の処遇全般と官民協

働施設運営事業の企画を担当しています。

新たな事業を企画するため、多くの民間企

業や団体、そして地方自治体の方々の話を

聴く機会がありましたが、矯正行政に縁遠

いと思っていた地方創生などの社会課題の

解決に刑事施設が貢献できる可能性がある

ことを知りました。一方でSDGsの実現の

ため企業の貢献が求められる中、再犯防止

に関心を持つ企業が増えています。一見関

連しない政策課題も多様なプレイヤーと連

携・協働することで新たな解決策が生まれ

ます。これからも広い視野でソーシャル・

イノベーションを実現したいと思います。

Profile. Profile. Profile.
油川　禎之 河本　哲志 森田　裕一郎
法務省保護局総務課係長
（平成25年入省・法律）

法務省訟務局訟務企画課法務専門官
（平成18年入省・法律）

法務省矯正局成人矯正課企画官
（平成7年入省・法律）

平成25年4月　法務省保護局更生保護振興課
平成26年4月　京都保護観察所保護観察官
平成27年4月　法務省矯正局少年矯正課
平成28年4月　法務省大臣官房人事課
平成29年4月　厚生労働省職業安定局雇用開発企画

課特定求職者雇用対策専門官
平成31年4月　現職

平成18年4月　法務省民事局民事第二課
平成22年4月　内閣官房副長官補室主査
平成29年4月　法務省人権擁護局総務課委員係長
平成30年4月　経済産業省商務情報政策局サイバー

セキュリティ課課長補佐
令和 2年4月　法務省大臣官房人事課法務専門官
令和 4年4月　現職

平成 7年4月　法務省矯正局総務課
平成11年4月　文部省初等中等教育局中学校課生徒

指導第一係長
平成13年9月　法務省大臣官房秘書課政策評価企画

室政策評価係長
平成16年4月　法務省矯正局総務課専門官
平成24年4月　法務省矯正局成人矯正課補佐官
平成29年4月　法務省矯正局成人矯正課企画官
平成31年4月　東日本成人矯正医療センター総務部長
令和 2年7月　現職

採用局

採用局
以外の
局部課

地方機関

他府省
出向

一般的なキャリアプラン(事務系区分)

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目→

民事局

保護局

矯正局

採用局以外
の局部課

採用局

地方機関
採用局
以外の
局部課

地方機関
（2年間）

10年目 17年目 28年目
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Career step人間科学区分キャリアステップ矯
正
局

保
護
局

一般的なキャリアステップ
　矯正局の人間科学区分（心理）で採用された方は、採用後1~4年は採用局の地方機関で勤務し、

その後も、採用局の地方機関での勤務を中心としつつ、本人の希望や適性などに基づき、おお

むね1~3年のサイクルで、法務本省や他府省での勤務、保護への人事交流などの経験も積むこ

とができます。また、法務総合研究所（法務省の研修・研究機関）及び国連アジア極東犯罪防

止研修所などへの配置もあります。この区分で採用された職員には、優れた専門性と現場感覚

を生かした政策の企画・立案が期待されています。

　矯正局（教育・福祉・社会）で採用された方は、法務本省、地方機関及び他省庁など様々な

組織での勤務を経験します。その中で、政策の企画・立案から実施にまで携わりながら、現場

感覚を生かし、社会経済情勢の変化に対応した新たな政策を実現していく能力を磨き、法務行

政において重要な役割を担っていくことになります。

　採用から少年鑑別所で勤務し、非行少年

に対する鑑別や地域の一般の方々への心理

支援に携わってきました。自分の就職活動

時を振り返ると、心理アセスメントに関心

があったことから矯正局への志望に迷いは

ありませんでしたが、現場で心理支援をし

たいという思いが強く、総合職と専門職の

採用区分でとても悩んだ記憶があります。

　今でも、現場で目の前の少年と関わるこ

との楽しさややりがいは何にも代え難いも

のだと思っています。他方で、現行制度で

支援の網目からこぼれ落ちてしまう子供や

家庭が少なくないことを実感し、悔しさや

歯がゆさを感じることも多く、支援の手が

より早く、広く行き届くような社会にした

いと思うようになりました。

　このように、心理職としての視点や問題

意識をベースとして政策立案や制度の見直

しに貢献できることが総合職の大きな魅力

だと思います。

Hayashi Sakurako Ushijima Orie Todoriki Shinji

無駄な経験は一つもない 自分の強みを活かせる仕事

　少年院での勤務、矯正局での少年院に関

する施策の企画、官房秘書課での各省庁に

またがる再犯防止施策の取りまとめなど、

入省当初は想像もできなかった、幅広い経

験をさせていただいてきました。

　現在は、矯正に関する施策の効果検証に

携わっています。効果検証は、エビデンス

に基づく施策の基盤であり、注目度も高い

分野です。処遇の効果を正しく捉え、実務

や施策に還元するために、調査の設計、分

析から結果の提示に至るまで、試行錯誤し

ながら取り組んでいます。

　職場によって、関わる人や求められるス

キルは様々でした。大変なこともたくさん

ありましたが、無駄だった経験は一つもあ

りません。これからも、様々な人と出会

い、視野を広げて、非行や犯罪に陥ってし

まった人たちや、立ち直りを支えようとす

る職員のために、自分ができることを模索

していくつもりです。

　大学で学んだ心理学を活かせる仕事をし

たくて矯正局を志望し、20代のうちは、

少年鑑別所、刑事施設での心理アセスメン

ト業務や充実した研修制度の下で、心理職

としての技術を磨きました。

　その後、矯正局、矯正管区等での勤務を

経験しました。これらの職場でも、非行少

年や受刑者を対象とした心理検査の開発、

教育プログラムの効果検証、少年鑑別所の

心理職による地域貢献や災害時の心理支援

など、心理職の経験を活かせる多くの課題

に携わることができました。

　総合職採用者は、現場施設の専門職、管

理職としての勤務のほか、本省等で矯正行

政の様々な課題に担当者として取り組むこ

とも期待されていますが、現場施設でも本

省等でも人間科学の知見を活かす機会は豊

富に用意されています。様々な強みを持つ

皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみ

にしています。

Profile. Profile. Profile.
林　桜子 牛島　織恵 等々力　伸司
千葉少年鑑別所鑑別部門（考査）専門官
（令和2年入省・人間科学）

矯正研修所効果検証センター効果検証官
（平成22年入省・人間科学Ⅱ）

法務省矯正局少年矯正課企画官
（平成7年入省・心理）

令和2年4月 東京少年鑑別所

令和3年4月 千葉少年鑑別所

令和4年4月 現職

平成22年4月　愛光女子学園

平成27年9月　多摩少年院庶務課長補佐

平成29年4月　法務省矯正局少年矯正課係長

平成31年4月　法務省大臣官房秘書課企画再犯防止

推進室係長

令和 3年4月　現職

平成  7年4月　東京少年鑑別所

平成17年4月　津少年鑑別所首席専門官

平成22年4月　仙台矯正管区医療分類課長

平成26年4月　法務省矯正局少年矯正課補佐官

平成29年4月　長野少年鑑別所長

平成31年4月　矯正研修所効果検証センター長

令和  3年4月　現職

現場の視点を忘れずに

3年目 13年目 28年目

一般的なキャリアプラン(人間科学区分)

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目→

少年鑑別所

本省矯正局

矯正管区

矯正施設

矯正局
（心理） 刑事施設

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目→

採用局
採用局
以外の
局部課

地方機関
（2年間）

採用局

採用局
以外の
局部課

地方機関

他府省
出向矯正局

（教育）
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Career step一般的なキャリアステップ保
護
局

　保護局の人間科学区分で採用された方は、採用後２年は保護観察所や地方

更生保護委員会で勤務し、３年目以降に本省保護局や保護局以外の局部課・

地方機関等で勤務します。その後も、本人の希望や適性などに基づき、おお

むね１～３年のサイクルで、保護観察所や地方更生保護委員会での勤務のほ

か、法務本省、法務総合研究所（法務省の研修・研究機関）、国連アジア極

東犯罪防止研修所や他府省での勤務など様々なフィールドでの勤務を経験し

ます。その中で、政策の企画・立案から実施にまで携わりながら、優れた専

門性と現場感覚を生かしつつ、社会情勢の変化に対応した新たな政策を実現

していく能力を磨き、法務行政において重要な役割を担っていくことになり

ます。

Yaegashi Miki Kawasaki Asami Hayashi Hiroyuki

社会内での多くの出会いを
通じて

出会いから学ぶ毎日 犯罪や非行のない明るい社会へ
地域とともに一歩一歩

　保護観察官として、地区担当業務の他
に、福祉的支援を必要とする矯正施設収容
中の人々の社会復帰調整や、就労支援業務
に携わっています。
　保護観察の対象となる人は、未成年から
高齢者まで幅広く、業務上連携する機関等
も多様で、すでに多くの人々との出会いが
ありました。保護観察中には、予想外の出
来事が起こることも多く、社会という
フィールドの大きさや、社会内処遇の本質
について改めて考えさせられます。そんな
激動の日々の中で、温かな心で保護観察中
の人々に寄り添ってくださる保護司の皆様
の存在には、非常に勇気づけられています。
面接等を通じて、犯罪や非行に至る以外
の道がなかった厳しい現実に直面し、自分
の無力さと再犯防止の難しさを痛感するこ
とは少なくありません。それでも、関わっ
た人々の今後の人生と社会が明るいものと
なるよう願いながら、今後も尽力して参り
ます。

　これまで、更生保護官署と本省で約５年

ずつ勤務しました。保護観察官の経験は本

省で業務に当たる際の土台となっています

し、本省の幅広い仕事で視野が広がり、更

生保護の一員として働くことのやりがいが

高まりました。

　現在は、法務省保護局で、心神喪失等の

状態で重大な他害行為を行った人の社会復

帰を促進する「医療観察制度」に関する業

務に従事しています。関係省庁と連携し、

第一線の社会復帰調整官との協議も重ねて

より良い制度運用を目指す日々は、学びの

連続です。

　更生保護の世界を志したのは、地域の中

で人の変化に寄り添い、共に考える仕事に

魅力を感じたからでした。向き合うテーマ

が幅広く、また大きくなっても、一つ一つ

の仕事の先には、地域社会で暮らす個人の

生活・人生や、それを支える多くの取組が

あることを忘れず、誠実に取り組んでいき

たいと思います。

　家族からの虐待や学校、職場でのいじめ

など、様々な心の傷が生きづらさとなり、

居場所を失って犯罪や非行に逃げ込んでし

まっている人達が数多くいます。そういっ

た人達が犯罪や非行に逃げ込むことのない

よう、適切な居場所を地域の中に作ってい

くことが社会内処遇を担う保護観察所に求

められた大きな課題の一つです。

　地域には、それぞれに熱い思いや志を

持って犯罪や非行をした人達に寄り添い、

社会復帰の手助けをしてくれている人達が

たくさんいます。そういった人達と出会

い、語り合い、共に考え、行動しながら、

生きづらさを抱えた人達が生きていける多

様な居場所を地域の中に創意工夫して作っ

ていく。こんなやりがいのある仕事はあり

ません。

　地域社会の中で様々な人達の思いを受け

止め、柔軟に考え、発想し、前向きに行動

できる人を待っています。

Profile. Profile. Profile.
八重樫　美樹 川崎　麻実 林　寛之
札幌保護観察所保護観察官
（令和３年入省・人間科学）

法務省保護局総務課係長
（平成24年入省・人間科学Ⅰ）

奈良保護観察所長
（平成10年入省・社会）

令和3年 4月 札幌保護観察所

令和3年10月 現職
平成24年4月　名古屋保護観察所

平成27年4月　法務省保護局観察課

平成31年4月　法務省大臣官房国際課専門職

令和  2年5月　関東地方更生保護委員会事務局保護

観察官

令和  3年4月　さいたま保護観察所保護観察官

令和 4年4月　現職

平成10年4月　東京保護観察所

平成17年4月　文部科学省初等中等教育局児童生徒

課生徒指導第一係長

平成22年4月　府中刑務所教育部上席統括矯正処遇官

平成26年4月　法務省保護局更生保護振興課補佐官

平成31年4月　法務省保護局観察課調査官

令和 3年7月　現職

2年目 11年目 25年目

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目→

保護局以外の
局部課・地方機関

他府省
出向

保護局
以外の
局部課

地方
機関

本省
保護局

保護局

一般的なキャリアプラン(人間科学区分)

保護観察所

地方更生
保護委員会

本省保護局
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Work Life BalanceWork Life Balance
育児と仕事の両立
　法務省では、「法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁特定事業主行動計

画（アット・ホウムプラン－プラスＯＮＥ－）」を策定しています。同計画には、女性活躍やワー

クライフバランス推進のために、法務省で実施する取組の内容や、取組の実施により令和７年

度末までに達成を目指す数値目標が記載されており、そのうちワークライフバランスに係る目

標としては、以下の３つがあります。

１　年次休暇の取得日数　年間15日以上

２　男性職員の育児休業取得率　30％

３　｢男の産休」（配偶者出産休暇及び育児参加休暇）の合計５日以上の取得率　100％

　　

　２の目標は既に達成していますが（令和３年度実績：約５９％）、そのほかの数値目標を達成

するため、休暇取得予定表を用いた計画的な休暇取得促進及び仕事と家庭の両立のために利用

できる各種制度や情報を総合的に記載したハンドブックの作成等の取組を実施しています。

　私は、１人目の子どもが産まれてから約２か月、２人目の

子どもが産まれてから約１か月、育児休業等を取得しまし

た。休業期間中は、日々子どもが成長していく楽しみや子育

てをしていく上での不安等を、妻と密に共有することがで

き、夫婦間の信頼関係もより一層高まりました。

　また、現在は子ども２人を保育園へ送り届けるため、遅出

出勤制度を活用しており、業務分担にも御配慮いただいてお

ります。

　霞が関の仕事は他律的業務も多く、育児と仕事との両立を

どのように図っていくべきか、悩むこともありますが、法務

省はこのような悩みに真剣に向き合い、解決策を提示してく

れる素晴らしい職場です。育児と仕事との両立を考えて霞が

関へ飛び込むことをためらっている皆さん、法務省ならきっ

と大丈夫ですよ。

男性の育児にも
前向きな職場です

Profile.

村上　裕貴 Murakami Hiroki

法務省民事局商事課法規係長
（平成23年入省・法律）

平成23年４月　法務省民事局民事第二課

平成27年４月　国土交通省住宅局住宅政策課市場整備係長

平成29年４月　法務省訟務局訟務支援管理官付係長

平成31年４月　法務省民事局民事第一課係長（戸籍指導担当）

令和  2年４月　現職
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　現在、育児休業を取得させていただき、０歳の子供を育て

ています。

　法務省では、仕事と育児を両立されている先輩職員も多

く、「メンター制度」などを通じて、入省直後から、先輩方の

御経験を伺って両立に向けたイメージを持つことができます。

　休業前には、長期間職場を離れることに不安もありました

が、職場の皆様が細やかに相談にのってくださり、出産育児

にまつわる制度が用意されていることはもちろん、それらを

安心して活用できる環境があると感じました。

　出産後は、子供に関する手続きを進めるうえで、福祉制度

や子育て支援など、様々な社会制度について学ぶ機会も多く

あります。法務省職員という、人の人生に深く関わる仕事だ

からこそ、休業中の経験も復帰後の職務に活かし、恩返しを

していきたいと考えています。

　私は現在、３歳の子どもを育てながら仕事をしています。

短時間勤務の制度を利用しており、時間に余裕をもって保育

園に迎えに行けるのでありがたく思っています。子どもが体

調を崩すこともしばしばありますが、有給休暇とは別に子の

看護休暇があり、時間休も１時間単位で取得できるため、対

応しやすいと感じます。職場では、男女問わず育児休業を取

得する職員が多く、育児中の職員を応援する温かい雰囲気が

あるため、柔軟な働き方をすることができています。

　育児休業からの復帰後、子どもと過ごす時間が足りないの

ではないかと悩むこともありましたが、子どももいつか社会

人として自立することを考えると、親が生き生きと働く姿を

見せることはとても大切なことだと感じています。これから

もそうした姿を見せ続けられるよう、理解ある上司や同僚に

感謝しながら、前向きに仕事に取り組みたいと思います。

この経験を生かして
職場に恩返しを

育児中の職員を応援する
温かい職場

Profile.

Profile.

小西　由記

齋藤　舞

Konishi Yuki

Saito Mai

東京拘置所処遇部処遇部門主任矯正処遇官
（平成29年入省・法律）

関東地方更生保護委員会事務局保護観察官
（平成24年入省・人間科学Ⅰ）

平成29年4月　法務省矯正局成人矯正課処遇第三係係員

平成30年4月　東京拘置所処遇部処遇部門主任矯正処遇官

令和 2年4月　法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室再犯防止推進第二係係員

令和 3年4月　内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課係長

令和 4年4月　現職

平成24年 4月　名古屋保護観察所

平成24年10月　名古屋保護観察所保護観察官

平成27年 4月　法務総合研究所研究部研究官補

平成29年 4月　法務省保護局観察課主任

平成31年 4月　現職
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Question & Answer

法務省の採用形態について教えてください。

法務省ではどのような人材を求めているのですか？

法務省では法律の知識が重視されるのですか？

仕事や研究で海外に行く機会はありますか？

仕事と育児の両立は可能でしょうか？

各局課の採用対象試験区分を教えてください。

　法務省の所管する業務分野は、それぞれ高度に専門性を有し、かつ、分野ごとに組織が形成されているため、①大臣官房施設課、

②民事局（人権擁護局及び訟務局と併せて、民事局が一括して採用しています。）、③矯正局及び④保護局が局課別に採用を行って

おり、志望分野で採用されることが可能となっています。なお、官庁訪問においては、希望する局又は課を訪問していただきます

が、複数の局を訪問していただくことも可能です。

　法務省は、相手のニーズを的確に把握するコミュニケーション能力を持ち、日々刻々と変化する社会経済情勢の中で、多様化す

る行政ニーズに柔軟に対応することのできる人材を求めています。なお、法務省では、人物本位の採用を行っているため、採用に

おいて年齢、新卒・既卒、出身校や出身学部等は一切影響しません。

　令和４年度の例では、民事局は事務系区分及びデジタル区分から、矯正局は事務系区分、人間科学区分及びデジタル区分から、

保護局は事務系区分及び人間科学区分から、施設課は工学区分からの採用でした。

　なお、事務系区分とは、国家公務員採用総合職院卒者試験の試験区分のうち、行政と同大卒程度試験の試験区分のうち、政治・

国際、法律、経済が該当します。人間科学区分とは、同院卒者試験及び大卒程度試験の試験区分のうち、人間科学が該当します。

デジタル区分とは、同院卒者試験及び大卒程度試験の試験区分のうち、デジタルが該当します。工学区分とは、同院卒者試験及び

大卒程度試験の試験区分のうち、工学が該当します。

　法務行政には、学生時代に学んだ内容だけでは対応できない事柄も多く、入省前に有している知識も重要ですが，入省後に得る

知識や経験の方がより重要になります。また、職員には、法学部出身者は多いものの、文学部、教育学部、工学部、人間科学部、

経済学部、商学部、外国語学部など様々な学部出身者がいます。

　人事院の行政官長期在外研究員制度（２年）や行政官短期在外研究員制度（１年又は６月）等を利用して、留学又は国際機関等

での研究を行うことができます。また、一等書記官や領事として在外公館で勤務する機会や国際会議への出席等で海外出張する機

会もあります。

　法務省では、「法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁特定事業主行動計画（アット・ホウムプラン－プラス

ＯＮＥ－）」を策定し、育児休業や育児短時間勤務等の利用を促進しているほか、全ての職員が家事・育児・介護等をしながら活

躍できる職場環境の整備に取り組んでいます。

　また、早出遅出勤務など柔軟な働き方も可能となっており、これらの制度を活用している職員もいます。

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

採用実績

０

■ 総合職職員　採用実績

施設課 民事局 矯正局 保護局 合計

試験区分

令和4年度

令和2年度

平成31年度
（令和元年度）

1( 1 )

工学

法律 5（3） 28
（17）

34
（22）

37
（18）

令和3年度 ０ 法律 5（2） 30
（16）

平成30年度

０

法律 4（1）

（　）は女性で内数

※　デジタル区分は令和4年度に新設された試験区分であり、令和4年度のみ募集実績有

行政 1（0）
法律 4（1）

行政 1（1）
法律 5（2）

行政／政治・国際
法律／経済／人間科学

行政／政治・国際
法律／経済／人間科学

行政／政治・国際
法律／経済
デジタル※ デジタル※

34
（18）1(０)

1（1）
5（3）
9（5）

1（1）
7（3）
13（10）

4（1）
6（3）
9（5）

4（0）
6（3）
12（11）

7（3）
10（6）

行政
法律
人間科学

法律
人間科学

行政
法律
人間科学

行政
法律
人間科学

行政
法律
人間科学

2（0）
5（4）

1（1）
2（1）
5（5）

2（1）
10（5）

1（0）
3（1）
3（2）

1（1）
1（0）
6（4）

法律
人間科学

行政
経済
人間科学

行政
法律
人間科学

法律
人間科学

行政
法律
人間科学
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採用３年目までの主な研修は以下のとおりです。この他にも人事院主催の研修を始めとした様々な研修制度があります。

※１　将来、行政運営の中核を担うことが期待される新規採用職員を対象とした研修

※２　法務省に採用された職員を対象とした研修

※３　将来、行政運営の中核を担うことが期待される新規採用職員を対象とした、地方自治体等や介護施設等での現場体験を含めた研修

※４　矯正施設の上級幹部職員として必要な知識及び技能を習得及び向上させることを目的とした研修

※５　 新任の保護観察官を対象とした、職務の遂行に必要な更生保護関係法令、関係諸科学等についての基礎的な知識及び技能を修得させることを目的と

した研修

※６　全府省庁の採用３年目の職員を対象とした研修

主な研修制度の御紹介

1年目 2年目 3年目

民事局

矯正局

保護局

施設課

主 な 研 修 制 度

※１
※2 ※6※3

任用研修課程
高等科研修※4

保護観察官
中等科研修※5

内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
・
人
事
院
主
催

国
家
公
務
員
合
同
初
任
研
修

法
務
省
総
合
職
職
員
初
任
研
修

人
事
院
主
催
　
初
任
行
政
研
修

人
事
院
主
催

３
年
目
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

「人による人のための行政」
法務行政はときにそう呼ばれることがあります。

それは、法務省で働く多くの「人」たちが、目の前の「人」と向き合い、日々努力してい

るから。

今この瞬間にも、持っているはずの権利が侵されている人、

他者から傷つけられることに不安を抱きながら過ごしている人、

犯した過ちを反省し、立ち直りたいと願い、努力している人がいます。

そうした人たちに寄り添いながら、誰もが安心・安全に暮らせる公正・公平な社会を実現

していくこと、これが法務省の使命です。

「人のために働きたい」

法務省は、そんな志と優しさに満ちた、あなたの登場を待っています。

法務省採用担当

Epilogue
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法務省総合職入省案内2023

法務省
総合職入省案内

2023

https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/kanbou_jinji03a.html
法務省ホームページ内総合職試験ページ

〒１００-８９７７　東京都千代田区霞が関１-１-１

法務省大臣官房人事課企画第三係

０３-３５８０-４１１１（代表）

問合せ先

https://www.facebook.com/
法務省総合職職員採用-567227020014680/

法務省総合職職員採用

https://twitter.com/MOJ_SOUGOUSYOKU
法務省総合職職員採用公式アカウント

Twitter

（法務省  旧本館）

濠




