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に勤務延長自体には問題はない〕

解釈変更と個別の人事とは無関係である6

解釈変更については，関係省庁との協議等の適正

なプロセスを経たもの。

その上で，黒川氏の勤務延長については，検察

庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を所管

する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定さ

れ， 引き続き勤務させることとしたものであり，

この勤務延長自体に問題はなかったものと考えてい
●

● ○

る。 ● ･
■ ‐

● ｡

に辞職は直接関係ない］

他方で，黒川氏の辞職については，黒川氏が，緊

急事態宣言のさなかに，金銭を賭けて麻雀を行って

いた事実が判明したことを契機に，本人からの辞職

の申し出を承認し，辞職させたものであり，勤務延

長の判断とは直接関係しない圭空と考えているゴ
1



(参考）森園幸男ほか編「逐条国家公務員法全訂版」 700頁
勤務延長された職員の身分取扱いは，原則として一般
の職員のそれと同じである。 （中略）勤務延長職員が，延
長された期限内に一身上の都合により退職すること， あ
るいは分限処分又は懲戒処分によって免職されることも
当然あり得る。
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■ |】濱課長内線■■携雷大臣官房人事課【責任者
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〔職務上の能力を基に判断したもの〕

黒川氏の辞職については，職務時間外の行動が契

機となって生じたものである。

他方で，令和2年1月末当時，黒川氏を勤務延長

させるに当たっては, '黒川氏の職務上の能力，すな

わち，検察官としての豊富な経験”知識等を基に』
、炉

勤務延長をさせる判断をしたものであり， この勤務

延長自体に問題はなかったものと考えている。
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8

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■■携帯一
・ 1

想定5問黒川検事長が辞職するに至ったことから
すれば，勤務延長をさせた判断は誤りだったの
ではないか，法務大臣に問う。－
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に勤務延長自体には問題はない〕

解釈変更と個別の人事とは無関係である｡・

解釈変更については，関係省庁との協議等の適正

なプロセスを経たもの。

その上で，黒川氏の勤務延長については，検察

庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を所管

する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定さ

れ, 引き続き勤務させることとしたものであり，

この勤務延長自体に問題はなかったものと考えてい
●

●

る。 。
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に訓告を行い，辞職〕

もっとも，黒川氏については，法務省の調査の結

果，検事総長から，監督上の措置として，訓告を行

った。

その上で，黒川氏は，令和2年5月22日付けで

辞職した。

4

想定6間賭け麻雀により辞職した黒川
いて ？ 解釈変更までして勤務延長さ
責任をどう考えているのか，法務大

実事長につ
去たこ&の
雲に闇弓



（

に責任を痛感。

内閣として勤務延長させることを決定するに当た

ってば，法務大臣である私から閣議請議を行ったも

責任を感じている』のであり，法務大臣として，

（参考1）令和2年5月21日森法務大臣ぶら下がり記
者会見

○森法務大臣
黒川東京高検検事長について，法務省の方で調査をい

たしましたので，その結果を総理に報告をいたしました。
その結果，黒川検事長は，東京高等検察庁の検事長とい
う立場にありながら緊急事態宣言下の令和2年5月1日
と同月13日の2回にわたり，報道機関関係者3名と々
ンションの工室で会合し，金銭をかけて麻雀を行ってい

たことが分かりました。この行為は誠に不適切というほ

かなく，極めて遺憾です。これらの事実関係が認められ
たことから，黒川検事長に対し，監督上の処分として訓
告としました。また，先ほど黒川検事長から辞職願辞

表が提出されましたので，明日5月22日金曜日の閣議
で辞職の承認を頂く予定です。私からは以上です。

●記者

大臣のその御報告に対して総理からはどのような発言
がありましたでしょうか。

○森法務大臣
了解したというお言葉がございました。

●記者
今回の訓告という処分，そして辞職ということですけ

れども，それに対‘して大臣自身どのようにお感じですか。
○森法務大臣

法務省で調査を行った結果の処分でございます。
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●記者

野党は任命責任についても言ってますけども，そのあ
たりはいかがでしょうか。 『

○森法務大臣 ‘
そうですね，黒川検事長の勤務延長の閣議請議をした

のは私でございますので，責任を痛感しております。
●記者 ′

後任者人事については何かありますか。
○森法務大臣

速やかに決める予定です。

●記者
稲田検事総長については話題になってるでしょうかd

稲田検事総長の進退などについて，今，総理との間で話
題には上がってますか。

○森法務大臣
いいえ，なりませんでした。

●記者
現時点で定年延長については適切だったとお考えです

か。

○霜去務大臣
定年延長については， 適切なプロセスで行ったと認識

しております。

（参考2）令和2年5月22日森法務大臣記者会見
●記者

東京高等検察庁の黒川検事長が一連の報道を受けて，
昨日辞任届を出され，今日の閣議で正式に辞任が決定さ
れる見通しです。改めて大臣の受け止めをお願いします。

また，定年延長の責任についても，改めてお願いします。
○森法務大臣

昨日，法務省の調査結果を取りまとめまして，総理の
方に報告をいたしました。私としては，黒川検事長の人

3



事について， 閣議請議を提出したという立場でございま
すので，責任を痛感しておりまして且安倍総理に対して，
私自身の進退について，進退伺いを提出したところでご

ざいます。黒ﾉ| |検事長は,令和2年5月, 自ら検察官で
ありながら，そして， 自ら東京高検検事長として，東京
高検管内の検察官を含め検察庁職員を指揮監督する立場
にありながら，東京都内において，記者らとともに，金

銭を賭けた麻雀を行ったものでございます。そして，そ
の行為が行われた時期が，新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のために，政府による緊急事態宣言が行わ
れ，広く国民の皆様に外出自粛が呼び掛けられた時期で
ありゥかつ，私の下で，法務省新型コロナウイルス感染
症対策基本的対処方針を定め，ゴールデンウイークに入
る直前に，私から，法務･検察職員において，これらを
踏まえた活動をとるように強く指示をしていた時期でご
ざいます。そのような中での黒川検事長の今回の行動は，
はなはだ不適切であり，強い遺憾の意を覚えるものでご
ざいます。一報を聞いた時は，耳を疑いました。国民の
皆様に憤りや御不安を与えたこと，検察や行政に対する
信頼を損ねたことに対して，法務大臣として，お詫びを
申し上げるものでございます。
御質問の定年延長については,先ほど申し上げたとお

り，定年延長の決定権者である内閣に対して閣議請議を

I

行ったのは私でございます。そういった意味でj今般の
行動について責任を感じております。

●記者
冒頭に，安倍総理大臣に進退伺いを提出されたとおっ

しゃっていましたが，御自身としては辞職するお考えな

のか,それとも，総理に一任した上で大臣としての職責
を果たす御意向なのか，お願いします。

○森法務大臣

総理にお伺いを立てました。その上で，総理からは，
4



『

今般の検察の損なわれた信頼を回復するために，引き続
き職務に当たってもらいたいと強く慰留されたところで

ございます。私としては，非常に辛い道ではございます
が，新型コロナウイルス感染症拡大下において，法務行
政を停滞させることなく進め,また，検察の立て直しを
しなければならないと思い至ったところでございます。

●記者 §

黒川検事長に対する処分，訓告ということです。黒川
検事長は，法務省の聞き取りに対して；賭け麻雀をした
と認めています。一方で，法務省として，賭け麻雀をし
たと言われたのに， これは賭博罪に当たるものではない
ということで， この訓告処分をされたのでしょうか｡

○森法務大臣
これについては，法務省内，任命権者であります内閣
と様々協議を行いました。その過程でいろいろな意見も
出ましたけれど，最終的には任命権者である内閣におい

て，決定がなされたということでございます。その際，
賭け麻雀における過去の処分の例ですとか,刑法の賭博
罪と人事院の規則の賭博についての定義の考え方ですと
か，刑法の方は刑事処分が関連してまいりますので，人
事院規則の方とは全く同じではないという説明も受けま
した。その中で刑法の賭博罪についても，立件される程
度があるという説明もございました。様々なことを総合

I

考慮した上で，内閣で決定したものを，私が検事総長に
こういった処分が相当であるのではないかということを
申し上げ，検事総長から訓告処分にするという知らせを
受けたところでございます。

●記者

関連で，訓告処分について軽すぎるという声がありま

す。法務省にも様々な電話が掛かってきていると思うの
ですが，その点について大臣のお考えを教えてください。

○森法務大臣
5
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1

今申し上げましたとおり，事案の内容を踏まえて様々
な検討を行った上で，任命権者である内閣そして処分
を申し渡す検事総長の方で決定されたものでございます。

●記者

黒川検事長の件で，法務省による調査はこれで終わり
なのかということと，調査内容の詳細については公表さ
れるのでしょうか。

○森法務大臣
調査については処分を出すのに必要な調査は終わった
と思っております。公表についてはできるだけ公表する

ようにしたいと思います。

●記者

黒川検事長の退職金の扱いはどうなるのか教えてくだ
さい。

○森法務大臣
法律に従って適切になされるものと承知しております。

●記者
払われるということですか。

○森法務大臣
法律に従ってなされるというふうに思います。

●記者 ′
退職金は具体的にいくらになるのでしょうか。

○森法務大臣 ，

今ちょっと承矢口じておりません。

（参考S)令和2年5月21日安倍総理大臣ぶら下がり
記者会見

●記者
総理，黒川検事長が辞表を提出しましたが，その受け

止めをお願いします。

○安倍総理大臣
はい，先ほど森法務大臣より報告を受けました。黒川

6



？

検事長から事実関係を確認したので厳正に処分を行jった。
その上で辞表が，辞意が表明されたので，それを，辞意
を受けたと，了解をしたという報告ｶﾐございました。私
としては， この法務省としての対応を了承したところで
あります。

●記者

総理，異例の定年延長について，現時点では適切だっ
たとお考えですか。

○安倍総理大臣
定年延長についてですね， これは；法務省から請議が

なされたところでありますが，厳正なプロセスを経て請

議がなされたと,tﾆのように思っております｡‘
●記者

総理は検事長の任命は内閣が行うとされてましたけれ
ども，御自身の責任はどのようにお考えですか。

○安倍総理大臣

法務省，そして検察庁において，との人事についてで
すね，請議がなされたわけでありますが,最終的には内
閣として決定をいたしますので，総理大臣とじて当然責
任があると考えておりますo樹耽判は真筆に受け止めた
いと思っています。

●記者
総理，検察庁法改正案に対して定年延長が盛り込まれ
ていて批判が上がっています｡今回，今国会成立は見送
りましたが，取り下げる考えはないでしょうか。

○安倍総理大臣
公務員の制度改革に当たっては，公務員全体の定年延

長を含む制度改革に当たってはですね，国民の皆様の意
見に耳を傾けることが不可欠であります。国民の皆様の
理解なくして前に進めることはできないだろうと思いま
す。その中で参議院の世耕幹事長もですね，御自身のお
考えを述べられたわけでありまして，今，社会的な状況

7
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もですね，大変厳しい状況にあるわけでございまして，
この法案を作ったときとは状況が違っているのではない
かという，そういう考え方も述べた上で，党にもそうい
う意見があるということも承知をしております。そうい
ったところも含めてですね， しっかりと検討していく必
要はあるんだろうと思ってます。

、
〆

／

（

P

内線I■ ■■■■■】【責任者：大臣官房人事課 長田不
二
三
口

壱
一

ｑ
、
０
〃
。 携帯
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』 簡臺: )朧＄
人事課作成

覺志議員(新会派).『

電菫露語澪葛で 謀議字
〔問題はない〕

宮家公務員一般の定年の引上げに関する検討の－
環として,_検察官についても検討を進める過程で，

P

検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行

った上で，関係省庁からも異論はないとの回答を得
て，解釈を改めたもの。 ､
このように適正なプロセスを経たものである上,

黒川氏の勤務延長については，撞察庁の業務遂行上

の必要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行って

、

閣議決定され, .引き続き勤務させることとしたもの

であり，勤務延長自体に問題さなかったものと考え

ている｡_！
｛

F

． 】

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■「－
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壹 瀞臺; )朧‘
人事課作成
議員(新会派）賢志

想定8問黒川検事長について，余人を持って代え
難いとして勤務延長を行っていたのであるか
ら， その後任者を適切に選ぶことは不可能なの
ではないか,：法務大臣に問う。

句

〔辞職は検察庁の業務遂行上問題あり〕

黒川氏については，検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき，引き続き勤務させることとしたものであ

り，黒川氏の辞職は,検察庁の業務遂行の観点から，

ノ

ｔ
ｆ

問題があるのが事実である。

〔最適な後任者を選任したい〕

他方で，そのような黒川氏が務めていた東京高検
検事長のポストを空けたままにしておくことは，検

察庁の業務遂行に支障を生じさせるものであり，可

及的速やかに,後任者を任命する必要がある。

その後任者としては，可能な限り，黒川氏の抜け

（

た穴を埋めることのできる経験・知識等を有する検

察官を選任することが適当であり，事務方から必要

な情報を得て，最適な後任者を選任したいと考えて

いる｡」

債任者:大臣富房人事課鍬長内線|■■携帯■■|■■
q

1
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〔勤務延長自体には問題はない〕

解釈変更と個別の人事とは無関係である。

解釈変更については，関係省庁との協議等の適正

なプロセスを経たもの。

『

I

その上で，黒川氏の勤務延長については，検察

庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を所管

する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定さ

れ， 引き続き勤務させることとしたものであり，

この勤務延長自体に問題はなかったものと考えてい
ノ

る。

（
､

〔法務大臣としての務めを果たしていく〕
U 凸p

まずは，可及的速やかに,最適な黒川氏の後任者

を選任したい。
－

その上で，検察の信頼回復のために， 引き続き，

法務大臣としての務めを果たしていきたい2」

1

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携
1

想定9間違法な勤務延長を行った結果，検察の業
務に支障を生じさせた責任を取って辞任すべき
ではないか，法務大臣に問う。 《



ご胄 落薑 )小沼巧議員噺会派）
人事課作成

’5問黒川氏の退職手当の額について，法務大臣に
問う。’

『

〔結論〕

個人の退職金額については，

に関わるものであり， お答え’お答え秀

個人のプライバシー

差し控えさせていた

だくもの g」

ﾉ

内線■携帯 |】濱課長

1

大臣官房人事課【責任者、
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ご言黒譜薑 )山添拓議員(共産＞人事課作成

ヰ
ト

ニ
眼
のったことを認め，訓舌処

内閣の任命責任をどう実
過去の法解釈をねじ曲{す
方の定年延長を行い， さ
のための検察庁法の改Ⅱ
込ませて行おうとしたこ
るか。法務大臣の見解壱

-LI

ろ⑤

〔勤務延長自体には問題はない。

黒川氏については，検察庁の業務遂行上の必要

一一

性に基づき，検察庁を所管する法務大臣から閣議

請議を行って閣議決定され， 引き続き勤務させ

ることとしたものであり, この勤務延長自体に問題

はなかつたものと考えている。
I

に訓告を行い,辞職。

もっとも，黒川氏については，法務省において確

認した事実に基づき,5月21日に人事上の処分(訓

告）を行い，翌22日，辞職を承認する閣議決定が

行われたところ。

1



に内閣全体として責任はある］

法務大臣である私から閣議請議を行ったものであ

るが，最終的には,内閣として勤務延長させること

を決定したもので！私も内閣の一員であり，内閣全

体として， 当然責任があると考えている。

に検察庁法改正案は黒川氏とは無関係。

なお，今般の法改正は，平成SO年s月の人事院

の意見の申出等を踏まえ一宇般職の国家公務員の定年

を段階的に65歳に引き上げる二と等を内容とする

もの。
－

この点，

ー

検察官も一般職の国家公務員であり；定
一

年引上げ等の趣旨は，検察官に対しても同様に妥当
」

するものであることから，検察庁法を改正し，所要

の規定の整備を行うものである。

法改正と黒川氏との人事とは関係なく，つじつま

合わせのための改正であるとの御指摘は当たらな

い』

（参考1）令和2年5月21日安倍総理大臣ぶら下がり
記者会見
●記者

総理，黒川検事長が辞表を提出しましたが，その受け
止めをお願いします。

○安倍総理大臣

2



はい，先ほど森法務大臣より報告を受けました｡黒川
検事長から事実関係を確認したので厳正に処分を行った。
その上で辞表が，辞意が表明されたので，それを，辞意
を受けたと，了解をしたという報告がございました。私
としては， この法務省としての対応を了承したところで
あります。

●記者

総理,異例め定年延長について,現時点では適切だっ

､

たとお考えですか。

○安倍総理大臣
定年延長についてですね， これは，法務省から請議が
なされたところでありますが，厳正なプロセスを経て請

議がなされたと， このように思っております。

●記者
総理は検事長の任命は内閣が行うとされてましたけれ

ども，御自身の責任はどのようにお考えですか。
○安倍総理大臣

法務省，そして検察庁において， この人事についてで
すね，請議がなされたわけでありますが，最終的には内『

閣として決定をいたしますので，総理大臣として当然責

任があると考えております｡御批判は真蟄に受け止めた
いと思っています。－

１
０

●記者

総理，検察庁法改正案に対して定年延長が盛り込まれ
ていて批判が上がっています。今回，今国会成立は見送
りましたが，取り下げる考えはないでしょうか。

○安倍総理大臣
公務員の制度改革に当たっては，公務員全体の定年延
長を含む制度改革に当たってはですね，国民の皆様の意
見に耳を傾けることが不可欠であります。国民の皆様の
理解なくして前に進めることはできないだろうと思いま

す。その中で参議院の世耕幹事長もですね，御自身のお
3



考えを述べられたわけでありまして，今，社会的な状況
もですね，大変厳しい状況にあるわけでございまして，
この法案を作ったときとは状況が違っているのではない

かという，そういう考え方も述べた上で，党にもそうい
う意見があるということも承知をしております。そうい
ったところも含めてですね， しっかりと検討していく必
要はあるんだろうと思ってます。

（参考2）令和2年5月22日森法務大臣閣議後記者会
見

○森法務大臣
昨日，法務省の調査結果を取りまとめまして，総理の方
に報告をいたしました。私としては,黒川氏の人事につい

閣議請議を提出したという立場でございますので 責

廷迄遍盛しておりまして，安倍総理に対して，私自身の進
退について，進退伺いを提出したところでございます。
黒川氏は，令和2年5月， 自ら検察官iでありながら，そ

して， 自ら東京高検検事長として，東京高検管内の検察官

鐵萬淫簔学臺蕊霊需蕊篁雛総壽臺
たものでございます。そして，その行為が行われた時期が，
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために，政府
による緊急事態宣言が行われ，広く国民の皆様に外出自粛
が呼び掛けられた時期であり，かつ，私の下で，法務省新
型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を定め， ゴー

ルデンウイークに入る直前に私から，法務・検察職員にお
いて， これらを踏まえた活動をとるように強く指示をして
いた時期でございます。

そのような中での黒川氏の今回の行動は，甚だ不適切で
あり，強い遺憾の意を覚えるものでございます｡一報を聞
いたときは，耳を疑いました。国民の皆様に憤り，そして
御不安を与えたこと，検察や行政に対する信頼を損ねたこ

4
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お詫びを申し上げるもので法務大臣として，とに対して，

ざいま 。
Ff,

すー

卜

戸

1

I

】内線!■濱課長
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【責任者 大臣官房人事課 携



ご冑黒譜菖 )山添 拓議員(共産）人事課作成

3問今般の検察庁法改正への国民の怒りは，本年
1月31日に行った黒川検事長の勤務延長の閣
議決定に端を発している。戦後積み上げてきた
検察の独立性を瓦解させる法解釈の変更やそれ
に基づく閣議決定を撤回すべきではないか｡ 2
月7日以降の検事長は空席になるが，特段の支
障が生じるものではないと考えるが，法務大臣
の見解を伺う｡

（同旨官房長官）

〔勤務延長自体には問題はない〕 ‐

国家公務員一般の定年の引上げに閏する検討の－

環として，検察官についても検討を進める過程で，

検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行

った上で， 関係省庁からも異論はないとの回答を得

て，解釈を改めたもの。

このように,適正なプロセスを経た毛のである上，
1

黒川氏については，検察庁の業務遂行上の必要性に

基づき検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を

行って閣議決定され， 引き続き勤務させることとし

たものであり勤務延長自体に問題はなかったもの

と考えているJ

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■■携帯■■■~－
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