
(' ｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月1 5日 （金）衆。内閣委後藤祐一議員（立国社）

想定2問これまで，勤務延長制度の立法事実とし
て， 「昭和56年当時と比べて， 国際的な組織
犯罪や捜査手法に工夫を要するサイバー犯罪な
ども多く発生しており，犯罪の性質も複雑困難
化していること」を挙げているが， 国際的組織
犯罪‘サイバー犯罪の複雑困難化した犯罪を勤
務延長の理由とするのであれば，勤務延長の対
象を，直接に捜査公判を担当する平の検事．副
検事に限定すべきではないか,法務大臣に問う。

〔多様な知識・経験を活かして捜査等を行う必要〕

社会経済情勢が大きく変化し， 国際的な組織犯罪

や，捜査手法に工夫を要するサイバー犯罪などが多

く発生するなど，犯罪の性質は，複雑困難化してい

る。

このように複雑困難化した犯罪の捜査等を公平か

つ適正に行うためには，特定の分野に知識がある若

年の者が捜査等に当たれば足りるというわけではな

く，捜査等一般についての多様な知識・経験を活か
’

して捜査等を行うことが必要である。

〔検事長等についても勤務延長が必要な場合がある〕

検察官は, ,その経験等により能力に個人差があり
得ることから，公平かつ適正な検察権行使を担保す
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るため， イ々の凌固 検爪官は， 上司の指揮監督に服し ，

また，検事総長， 検事長又は検事正力ざその指揮監督

する検察官の事務を自ら取り扱い，又はその指揮監
督する他の検察官に取り扱わせること力ざできるもの
とされている。

このような仕組みにより，撞察権の行使が全国的

に均斉かつ適正に行われており_，そのため，部下検

察官の指揮監督等を行う桧事長等についても,定年
後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行

上必要な場合があると考えられる』

(参考1）令和2年3月18日参・法務委員会
○政府参考人（川原刑事局長）

（略）委員御指摘のように，検察官|司一体の原則とい
うのは極めて大事なことだと思っております。
ただ， ちょっとこの点について御説明を申し上げま

すと，検察官同一体というのは，決して個々の検察官
がそれぞれに同じ能力を持っていZ王~雨弓~三~芝~舂雲求
しているものではございませんで，むしろ,個々の検
察官は経験等によ る能力の ］差力 （ある ハ､、タメミgデは当 ‘

一声●

ざ
ー

で

います。 －

一方，栓察権というのは行政権の一部でございます
ので， この検察官の権限行使が全国的に均斉かつ適正
に行われるようにすることが大事でござ雨~王三ﾖﾆ三一弓三五
わち，能力に差のある検察官の集合体が，全国的に均
斉かつ適正な権限行使を行うためということそのため
に，個々の検察官が統一ある組織体に編成されること
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が大事だということでございまして，皇体的には，個
宝の検察官がその上司の指揮監督に服E万三蘓燕
星検事長又は検事正がその指揮監督言=弓預棄菅万軍
務を自ら取り扱い,又はその指揮監督する而稜棄菅
に取り扱わせることができると， こういうことによっ
て検察官同一体の原則が行われているものでございま
す。

(参考2）検察官|司一体の原則

○盤宮同一体の原則とは,-一般に個々の検察官が統
‐言のある組織体に編成されることと理解舌孑I〒て言言：

○その趣旨は，検察権が行政権の一部であることから，
検察官の権限行使が全国的に均霄万言う適正に行われる
ようにすることにある。

○具体的には,個々の検察官がその上司の指揮監督に
服し, また，検事総長検事長又は検事正がその指揮
監督する検察官の事務を自ら取り扱い，又はその指揮
監督する他の検察官に取り扱わせることができるもの
とされている。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■儲
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(厨天国｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月15日 （金）衆・内閣委後藤祐一議員（立国社）

電鍵顎始宅

訓害

に特段の事例は見当たらなかった。

検察官に勤務延長の適用がないことにより公務

の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当た

らなかった劃

（参考1）令和2年3月24日参。法務委

○森法務大臣：検察庁においては， これまで検察官に勤務
延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障

が生じた特段の事例は見当たりませんでした。
そのため，法務省においては，昨年十月末頃時点で

は，職員の異動により補充すべきポストが一斉に生じ

るおそれのみを念頭に置き，検察官については，勤務
延長及び役職定年の特例に相当する規定を設けなくと

も，公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生
じることは考え難いと結論付けていたものでありまし

た。

しかしながら，昨年十二月頃から，担当者において，
従前の解釈を維持するのが妥当かという観点に立ち戻

って検討を行った結果，昭和五十六年当時と比べ，社
会経済情勢は大きく変化し，多様化。複雑化しており，
これに伴い，犯罪の性質も，複雑困難化している中，



検察官についても，業務の性質上，退職等による担当
者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ず
ることが，一般の国家公務員と同様にあると考えるに
至ったものでございます。

（参考2）令和2年5月13日衆。内閣委
○武田国務大臣：祥栗から絵塞官Iァ勒遂郁上田国務大臣：従来から検察官に勤務延長制度は適用が

ないとされておったこと，検察庁において，それまで
検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営
に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかった
ことから，十分に検討をしていなかった芋､のル半|| |新方ったものと判断を
いたしております。

【責任者 刑事局総務課 内線■■携帯佐藤課長
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乳尋篭雲蕊鵜後藤祐一議員(立国社，刑事局作成

想

4企

に複雑困難事件の比較は困難。

個別の事件の複雑困難さを比較することは難し
く，また，国際的組織犯罪やサイバー犯罪に限らず，
例えば，管内で発生している一定程度困難な事件の
捜査公判を複数同時に対応するような状況も考えら
れる。

そのため，先ほど答弁した際に挙げた事案よりも

複雑困難な事案に対応するときのみ，検察官の勤務
延長や役降り特例が必要となるとまではいえない。

〔これまでの事情を踏まえて適正に運用される〕

もっとも，今般の勤務延長以前において，業務の
継続的遂行に重大な障害が生じたことはなかったも
のと認識しておりそのような事情や，勤務延長や
役降り特例が飽くまで定年制度の例外であることを
踏まえて，今後，検察官の勤務延長等について限定

的に運用されていくものと承知している。_｣
【責任者：刑事局総務課佐藤課長内線■■梼



(匪亘ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月15日 （金）衆。内閣委後藤祐一議員（立国社）

想定7問黒川検事長の定年延長の際の閣議請議文
には， 「重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対
応するためには」とあるが， ここに記載された
「重大かつ複雑困難事件の捜査公判」の具体的

一一な内容について,法務大臣に問う。

〔重大かつ複雑困難事件への対応〕

詳細については，捜査機関の活動内容やその体制

に関わる事柄でもあることから，お答えを差し枠え
させていただきたい。

お答えできる範囲で敢えて申し上げれば，東京地

方検察庁を含む東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難な事件について，その捜査

公判に対応するには，黒川検事長による管内部下職
員に対する継続的な指揮監督が必要不可欠であっ
た。
－

そのため，黒川検事長の定年退職により，人事院

規貝ﾘ1 1－8第7条第3号に規定する『業務の性質
上,その職員の退職による担当者の交替が当該業務
の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき」 に該当す

ると判断して,引き続き勤務させることとしたも畑
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(参考）令和2年1月29日付閣議請議を求める理由

東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複
雑困難事件の捜査公判に対応するためには， 同高等検察
庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験・知識等
に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠で
あり， 同人には， 当分の間 引き続き同検事長の職務を
遂行させる必要がある。

内線■■携帯■■■■■■■】【責任者：刑事局総務課 佐藤課長

2



(厨天国･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月15日 （金）衆.･内閻委後藤祐一議員（立国社）

想定8問 「重大かつ複雑困難事件の捜査公判
いった表現ではおよそどんな場合でも，検
部の勤務延長役職定年特例が認められか
い・ 「内閣が定める事由」を策定するに当たっ
て， どう限定していくのか。国際的組織犯罪・
サイバー犯罪であって複雑困難化しているもの
に限定するのか，法務大臣に問う。

〔今後定めることとなる〕

改正国家公務員法上の勤務延長の要件(注1）は，

現行法（注2） と比して緩められていない。

また，役職定年希I肋特例の要件（注3）も，勤務

延長と同様の要件が定められている。

これらのより具体的な要件は，新たな人事院規則

において，適切に定められるものと承知している。

改正法上の検察官の勤務延長（注4）や役降り特

例（注5）が認められる要件については，

○職務の遂行上の特別の事情を勘案して, 当該職

員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずる

と認められる事由として内閣が定める事由

などと規定し，改正国家公務員法と比して， より限

定的である。
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そして， これらの要件をより具体的に定める「内

閣が定める事由」等についても，新たな人事院規則

の規定に準じて定める。

このように，改正法に検察官の勤務延長や役降り

特例が認められる要件を定めた上で，新たな人事院

規則に準じて「内閣が定める事由」等でより具体的

に定めることとしているが， 人事院規則が定められ

ていない現時点で「内閣が定める事由」等の内容を

具体的に示すことは困難である。

〔現行人事院規則と実施通知が参考になる〕

なお，現行国家公務員法上の勤務延長が認められ

る事由については，人事院において，

○定年退職予定者が大型研究プロジェクトチーム

の主要な構成員であるため， その者の退職により

当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障

害が生ずる場合（注6）

などを念頭に置きつつ，人事院規則で，

○業務の性質上， その職員の退職により担当者の

交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ず

るとき（注7）

などと定められている。
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1

検察庁法における「内閣の定める事由」を定める

に当たっては，このような規定も新たな規定の参考

になるものと考えている。

〔国際的組織犯罪。サイバー犯罪には限られない〕

委員御指摘の国際的組織犯罪及びサイバー犯罪

は，犯罪の性質が複雑困難化したことの典型例とし

て挙げたものであって， これらの犯罪以外に，退官

等により公務の運営に著しい支障が生ずるような犯

罪類型が認められないわけではない｡．

そのため， 国際的組織犯罪及びサイバー犯罪とい

った類型で要件を限定することは困難といわざるを

得ない。

〔適切に限定されるよう検討を進めてまいりたい〕

もっとも，勤務延長や検察官の役降り特例の制度

は， あくまで例外であるから， これらが認められる

場合は限られるものと認識している。

そして，限られた場合にのみ勤務延長や役降りの

特例が認められるように，要件を事前に， より明確

化することは,適切な運用にも資するものと考える。

そこで， このような観点から，適切に， より具体

的な要件を定めるべく検討を進めてまいりたい。
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に｢内閣が定める事由」の定め方。

『内閣が定める事由」については， 内閣

決定として，閣議決定又は閣議了解という

よって定められることが想定されている

（注1）国家公務員法

第八十一条の三

①任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定に
より退職すべきこととなる場合において、その職員の職
務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情か
らみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずる

と認められる十分な理由があるときは、同項の規定にか

かわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算し
て一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該
職務に従事させるため引き続いて勤務させることができ
る。

（注2）改正後の国家公務員法における勤務延長の規定
第八十一条の七

任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定に
より退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事
由があると認めるときは､同項の規定にかかわらず、当
該職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超え
ない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日に
おいて従事している職務に従事させるため、引き続き勤
務させることができる。 （略）

一前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員

4



の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の
退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認めら
れる事由として人事院規則で定める事由

前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員
の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、
当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となること
により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる

事由として人事院規則で定める事由

一
一

（注S)改正後の国家公務員法

（検察官の役降り特例に関する規定）

第八十一条の五

任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職
を占める職員について、次に掲げる事由があると認める

ときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の

末日の翌日から起算して一年を超えない期間内（中略）
で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占
める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせる

ことができる。

一当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、
当該職員の他の官職への降任等により公務の運営に著
しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則
で定める事由

（注4）改正後の検察庁法第22条第2項により読み替え
られた改正後の国家公務員法第81条の7
（定年による退職の特例）

第八十一条の七任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にか

かわらず、当該職員が定年に達した日の翌日から起算し
て一年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該
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ク

職員が定年に達した日において従事している職務に従事
させるため、引き続き勤務させることができる。 （略）
一前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員
の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の
退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認めら
れる事由として内閣が定める事由

（注5）

○改正後の検察庁法

第二十二条

①～④略

⑤内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に
達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は
検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次
長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運
営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が
定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検
事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年
を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事
又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年
に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤
務をさせることができる。

（注6）

○定年制度の実施等について（昭禾口59年12月25日任
企－514） （人事院事務総局任用局企画課長発）
「第3勤務延長関係

1 規貝llll-8第7条の各号には，例えば，次のよ
うな場合が該当する。

（1） 第1号

定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要
する職務に従事しているため，その者の後継者が
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直ちに得られない場合

(2) 第2号

定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に

勤務しているため，その者の退職による欠員を容
易に補充することができず，業務の遂行に重大な
支障が生ずる場合

(3) 第3号

定年退職予定者が大型研究プロジェクトチーム

の主要な構成員であるため，その者の退職により

当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障

害が生ずる場合

重要案件を担当する本府省局長である定年退職

予定者について， 当該重要案件に係る国会対応，
各種審議会対応，外部との折衝，外交交渉等の業
務の継続性を確保するため， 弓|き続き任用する特
別の必要性が認められる場合

2～4 （略）

（注7）

○昭和五十九年人事院規貝|皿1-8 (職員の定年）

第七条勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる
場合において、次の各号の一に該当するときに行うこと

ができる。

一職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富

な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得
ることができないとき。

二勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、そ
の職員の退職により生ずる欠員を容易に補充すること

ができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
三業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替

が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。

7



(注S)○平成12年7月14日衆議院議員金田誠一君提
出閣議に関する質問に対する答弁書

1及び2について

内閣がその意思を決定する方式には，実務上，閣議
決定と閣議了解の2つの方式があるところ，いずれも，
内閣の意思決定である点においてその効力に違いはな
い。閣議決定は，憲法又は法律により内閣の意思決定
が必要とされる事項や,法令上規定がない場合でも特
に重要な事項について行われるものである。 閣議了解
は，各省庁の所管に属する事項で，他省庁にも関係す
る す謨影郷I みなどその及I 自こかんが ， 閣議において意，思
決定しておく必要が認められるものについて行われる
ものである。

また，閣議報告は，各主管の大臣がそれぞれの所管
事項について，閣議に報告するものであり，内閣の意
思決定ではない。

3について （略）

4の1及び2について

内閣がその意思を決定する際，閣議書を作成しない
口頭了解によることも可能であるが，いわゆる持ち回
り閣議の場合には，閣議書を作成するのを例としてい
る。

4のSについて （略）

【責任者：刑事局総務課佐藤課長内繍■■携帯■■■■■■■】
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差し替え

(厩固･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月15日 （金）衆・内閣委藤野保史議員（共産）

想定2問現行の検察庁法は，検察官が「63歳に
達した時」 （第22条）に退官すると定め，延
長を一切認めていない。なぜ現行法は，検察官
は一定の年齢で例外なく退官し，勤務延長は一

切認めない制度にしているのか，法務大臣に問，う。

’

〔勤務延長制度は検察官にも適用されると解釈できる〕

まず，検察庁法上，検察官について勤務延長を認
めない旨の規定はない。

また，現行の国家公務員法に勤務延長制度が導入

された当時同制度は検察官に適用されないと直接

的に答弁した例は，見当たらない。

その上で， 同時同制度については，検察官に適

用されないと解釈していたが， その検討の過程や理

由等については現時点では必ずしも詳らかではな
い。
－

そこで，今般，検察官に勤務延長制度が適用され

るかについて検討したところ，

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり， 国

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法

且1



に拠っているというべきであること

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に

も等しく及ぶというべきであること

などからすれば，検察官の勤務延長については，－

般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈
できると考えられる。

に結論一現行の検察庁法は勤務延長を許容。

したがって，現行の検察庁法は，検察官の勤務延

長を一切認めない制度とはなっていないと解され

量｡_」

（参考1）令和2年4月10日衆・法務委員会階委員
に対する答弁

○森法務大臣

社会経済情勢の多様化，複雑化に伴い犯罪の性質も複
雑困難化する状況において，検察官の勤務延長制度の適
用について改めて検討したところ、同制度の導入当時の
検討の過程や検察官について適用除外とした理由等につ
いては，現時点では必ずしもつまびらかではございませ
ん。

また，検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな
い旨の特例は定められていないこと，検察庁法で定めら
れる検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時

2



期の二点であり，定年により退職するという規範は一般
法たる国家公務員法によっているというべきであること，
勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべ
きであることなどからすれば，検察官の勤務延長につい
ては一般法たる国家公務員法の規定が適用されると解釈
でき， この解釈変更，今般の解釈変更については問題が
ないものというふうに考えております。

（参考2）令和2年3月24日川内博史衆議院議員からの
質問主意書に対する答弁害
【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は､当該法令の規定の文言、
趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背更薦在室
情勢等を考慮し､また､議論の積み重ねの凧~両き言示
ては全体の整合性を保つことにも留意~亡=で言需蓮百万尼罹定~き
れるべきものであり、政府による法令の解釈は、 このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示
されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる
新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に法令の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてお
り， このようなことを前提に検討を行った結果、迩迦蛭
訳を変更することが至当であるとの結論が得られ完夢罰芒
はこれを変更することがおよそ許され麦三下王下す前二言
Lま塗いと考えているが、堂の当否'二二三Fそ~圧－7面罰百石＝~真
体的に検討されるべきものである。
お尋ねの今般の解釈変更については、 このような考え方

に基づいて従前の解釈を変更したものである。
二の1について～（略）

【責任者：刑事局総務課佐藤課長内線■■携制
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差購え

(厨天国‘副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月15日 （金）衆。内閣委藤野保史議員（共産）

想定3
が

し

認

問勤務延長や役降りの特例を設けること
，検察官人事への内閣の介入の余地を作り出
，検察官の独立性，三権分立を害するという
識があるか，法務大臣に問う。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
日
日
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
１
１

’

〔検察官の任命権者は内閣又は法務大臣〕

そもそも，検察官については，法律上， その人事

権者は内閣又は法務大臣であり，改正前後で変わる

ところはない。

これは，検察官の準司法官的性格，検察官の独立

性を保持しつつも、 国民主権の見地から，公務員で

ある検察官に民主的な統制を及ぼすためであり，諸

外国においても，行政権に属する者が検察官の任命

を行ったり，勤務延長を行う例もあると承知。

〔検察官の独立性を害さず，三権分立にも反しない〕

ところで，改正検察庁法の勤務延長及び役降り特

例の制度は， そもそも，任命権者である内閣等の判

断により，改正法及び「内閣で定める事由」等の準

則に基づき，公務の運営に著しい支障が生じると認

められる場合に， 引き続き， その職務を遂行するこ

とを認めるものであって，身分上の不利益処分を行

うものではない。

， 且



したがって，勤務延長も役降り特例の制度も， い

ずれも，本来的に，検察権行使に圧力を加えるもの

ではなく，検察官の独立性を害さず,三権分立(注）

にも反しない。
」

(注）三権分立とは，権力の濫用を防ぎ，人民の自由を確
保するため，国家権力を立法，司法，行政に区分して，
それらを異なった機関に分担させ，それらの機関相互
間で抑制と均衡の作用を営ませようとする思想又は制
度（法律用語辞典（内閣法制局法令用語研究会編) 3
87頁参照)。

（参考1）令和2年3月24日参。法務委

○森法務大臣： (略）勤務延長について考えますと，勤務延
長それ自体は，特定の職員に定年後も弓|き続きその職
務を担当させることが公務遂行上必要な場合に，定年
制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延
長を認める趣旨に基づくものでございまして， 司法権
行使の前提となる検察権行使に圧力を加えるものでは
なく，検察権の独立性や司法の独立を害するものでは
ないと解しております。

（参考2）令和2年5月14日衆。本会議
○森法務大臣：検察庁法改正法案についてお尋ねがありま

した。

今般の検察庁法改正法案は，一般職の国家公務員の
定年の引上げに合わせて，検察官についても定年を6
5歳まで段階的に引き上げるとともに，役職定年制及

2



びその特例と同様の制度を導入するなどするものであ
ります。

特例の判断は，他の国家公務員と同様に，検察官に
ついても，その任命権者が行うものとするにすぎず，
同改正法案は，検察官の独立性を害するものではなく，
三権分立に反するものでもありません。
現行国家公務員法上の勤務延長の要件は，改正法に

よっても緩められておらず， また，役職定年制の特例
の要件も，勤務延長と同様の要件が定められており，
これらの具体白勺な要件は，人事院規則において，適切
に定められるものと承知しております。
検察官の勤務延長や役降り特例が認められる要件に

ついても，改正国家公務員法と比しても緩められてお
らず，かつ， これらの要件をより具体白勺に定める「内
閣が定める事由」等についても，新たな人事院規則の
規定に準じて定めます。

そのため， 白紙委任との御批判は当たりません。
国会の審議の進め方については，国会において決定

される事柄ですので，国会からのお求めがあれば出席
しますし，副大臣，政務官においても，答弁を尽くし
てまいります。

(参照条文）検察官の任命権者についての規定
身弓－1一ゴユ

そα
②－稜

争涙倉{ま

冒燕示弓
シC

シロ

○国家公務員法

第五十五条廷命権は、法律に別段の定めのある場合を除
いては､_内閣各大臣（内閣総理大臣及び各省大臣を雨
う。以下同じ｡）、 会計検査院長及び人事院総裁並びに宮

3



内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの
機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
職に限られ、由閣の有する任命権は、その直属する機関
(内閣府を除く.）に属する官職に限られる。 （略）

②。③ （略）

第六十一条職員の休職、復職退職及び免職は任命権者
が、 産の法律及び人事院規則に従い、 これを行う。

内線■■携帯■■■■■■■】【責任者：刑事局総務課 佐藤課長
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( .副大臣,政務官） 刑事局作成
5月15日 （金）衆。内閣委藤野保史議員（共産）

’
想定5問本法案が，

立を壊すものだと
に問う。

憲法の基本原理であるオ
いう認識はあるか，法矛

I

〔検察官の任命権者は内閣又は法務大臣〕

そもそも，検察官については，法律上， その人事
権者は内閣又は法務大臣であり，改正前後で変わる
ところはない。

これは，検察官の準司法官的性格検察官の独立

性を保持しつつも，国民主権の見地から，公務員でー － 一一一

ある検察官に民主的な統制を及ぼすためであり，諸二＝＝二

外国においても，行政権に属する者が検察官の任命
を行ったり，勤務延長を行う例もあると承知。

〔権力分立に反しない〕

ところで，改正検察庁法の勤務延長及び役降り特
例の制度は， そもそも，任命権者である内閣等の判
断により，改正法及び「内閣で定める事由」等の準
則に基づき，公務の運営に著しい支障が生じると認
められる場合に， 引き続き， その職務を遂行するこ

とを認めるものであって，身分上の不利益処分を行
うものではない。

且
1



したがって，勤務延長も役降り特例の制度も， い

ずれも，本来的に，検察権行使に圧力を加えるもの

権力分立に反しなしョではなく，

（参考1）令和2年3月24日参・法務委

○森法務大臣： （略）勤務延長について考えますと，勤務延
長それ自体は，特定の職員に定年後も引き続きその職
務を担当させることが公務遂行上必要な場合に，定年
制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延
長を認める趣旨に基づくものでございまして，司法権
行使の前提となる検察権行使に圧力を加えるものでは
なく，検察権の独立性や司法の独立を害するものでは
ないと解しております。

（参考2）令和2年5月14日衆。本会議
○森法務大臣：検察庁法改正法案についてお尋ねがありま

した。

今般の検察庁法改正法案は，一般職の国家公務員の
定年の弓|上げに合わせて，検察官についても定年を6
5歳まで段階的に引き上げるとともに，役職定年制及
びその特例と同様の制度を導入するなどするものであ
ります。

特例の判断は，他の国家公務員と同様に，検察官に
ついても，その任命権者が行うものとするにすぎず，
同改正法案は，検察官の独立性を害するものではなく，
三権分立に反するものでもありません。
現行国家公務員法上の勤務延長の要件は，改正法に

よっても緩められておらず， また，役職定年制の特例
の要件も，勤務延長と同様の要件が定められており，
これらの具体的な要件は，人事院規貝Uにおいて，適切

2



に定められるものと承知しております。
検察官の勤務延長や役降り特例が認められる要件に

ついても，改正国家公務員法と比しても緩められてお
らず，かつ， これらの要件をより具体白勺に定める 「内
閣が定める事由」等についても，新たな人事院規則の
規定に準じて定めます。

そのため， 白紙委任との御批判は当たりません。
国会の審議の進め方については，国会において決定

される事柄ですので， 国会からのお求めがあれば出席
しますし,副大臣，政務官においても，答弁を尽くし
てまいります。

(参照条文）検察官の任命権者についての規定
第十五条検事総長、 次長検事及び各検事長は一級と

駕篭②

○国家公務員法

第五十五条任命権は、 法律に別段の定めのある場合を除
Lﾕｰｴは､内閣、各大臣（内閣総理大臣及び客晉天苣~差下
う。以下同じ｡）、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮
内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの
機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
職に限られ、由閣の有する任命権は、その直属する機関
（内閣府を除く｡）に属する官職に限られる三一(蕗7

②．③ （略）

笙室土二全_麩亘里休職、復職、退職及び免職は任命権者
が、 この法律及び人事院規貝ﾘに従い、 これ老寺子~弓~：

【責任者：刑事局総務課佐藤課長内線■■携帯
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差し替え

(匪亘ﾖ｡副大臣｡政務官）
5月15日 （金）衆・内閣委足立

刑事局作成
康史議員（維新）

S問検事総長については，勤務延長を認めるので
はなく，定年をはじめから68歳に固定すれば

雪よいのではないか,法務大臣に問う。

に検事総長の定年年齢。

今般の改正により，検察官の定年を65歳に引き

上げることとしたが，検事総長については，現行法
上，既に定年が65歳であること， また，省庁の事
務方のトップである事務次官の役職定年は62歳の
ままであることなどから，定年を引き上げないこと

／

としたもの。

／

【責任者：刑事局総務課 佐藤課長 内線■■携帯■
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