
(対医囿･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委矢倉克夫議員（公明）

1問黒川検事長の件，処分についての大臣の受け
止め｡単に過去の先例との比較の問題ではなく，
検察ひいては法務省に対する国民の信頼が回復
するか否かの問題。 しかも，検事長は認証官で
ある｡職責と行動のバランスを考えるとどうか。
「信なくぱ立たず」これをいかに重く受け止め
ているか，法務大臣に問う。

〔お詫び〕

この度の件については，検察の信頼を損なう不適

切な行為であり；誠に遺憾である。

黒川氏については，東京高等検察庁のトップとし

て，公私問わず自らを律し，国民から疑念を抱かれ

ないよう格段に意を注ぐべき立場であったにもかか

わらず，賭け麻雀をしたことにより，世間に大きな

反響をもたらしている。

国民の皆様に大変なご迷惑をおかけし，法務大臣

としてお詫びしたい。
，

〔必要な調査を行った上での処分〕

黒川氏については，法務省において，その処分に

当たり， （できるだけ速やかに）必要な調査を行い

(注1 ） ，事案の内容等諸般の事情を総合的に考盧

1



、

し，先日（令和2年5月21日)，検事総長から（注
つ

2)，監督上の措置（注3） として，訓告（注4）

とされた。

に処分は適

法務省

者S名と

正なもの〕

の調査では，黒川氏については，報道関

金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認

られたが，

らの行為は， 旧知の間柄の者との間で，○これ

ずしも高額とまではいえないレートで行われた

のであ
－

○黒川

ること

氏は,事実を認めて深く反省しているこ

検事総長において，懲戒処分では等の理由から，

の措置として，最も重い訓告としたもの<監督上

おり，適正な処分がなされたものと考え承知して

｣△皇』

(注1）調査を開始したのは5月19日 （火）。

(注2）法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年4
月9日法務省人服司ll第814号）により，検事長に対
する監督上の措置として訓告,厳重注意又は注意を行
う者は検事総長と定められている。

(注3） 「監督上の措置」とは，職員の服務の厳正を保持し，
又は職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必

2

’



ぐ

要があると認められるときに， 当該職員への指揮監督
権限を有する上級の職員が行うことができる措置であ

る。

内規（法務省職員の訓告等に関する訓令）に基づく

もので，訓告，厳重注意，注意の3種類が定められて
いる。

(注4） 「訓告」 とは，職員の責任が重いと認められる場合
に， 当該職員の責任を自覚させ，将来における服務の
厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指

導する措置として行うもの（法務省職員の司||告等に関
する訓令第1条第2項)。

（参考）令和2年5月22日 （午後）菅官房長官記者会見
菅官房長官：黒川氏においては，法務省において，その処
分に当たり，できるだけ速やかに必要な調査を行い，本
日，検事総長から監督上の措置として，訓告とされ，本
日，辞職を承認する閣議決定を行いました。 （略）

I

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内佃携
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(女極ﾖ･副大臣･政務官）
5月26日 （火）参・.法務委

刑事局作成
矢倉克夫議員（公明）

2問法務大臣が担う使命は官僚と検察という二つ
の専門家集団に民意を反映させることと考え
る。茨の道である信頼回復に向け，大臣として
どういう覚悟が必要と考えるか。また， どう具
体的に動くか,法務大臣に問う。

〔国民の信頼が不可欠〕

今回の黒川氏の問題により，法務・検察に対して

は，国民の皆様から様々な御指摘。御批判をいただ

いている。
--

法務・検察が，適正にそ(委員御指摘のとおり, ）

の役割を果たしていくためには，国民の皆様の信頼

が不可欠であり，総理からも，法務。検察の信頼回

復のために尽力するよう指示を受けた。

〔法務。検察行政に関する必要な検討を開始〕

そこで，今般，法務省内に， 「法務。検察行政刷

新会議（仮称)」を設置し，これからの法務。検察

行政に関する必要な検討を開始することとした。

〔法務・検察の信頼回復に努める〕

法務｡検察の信頼回復のため，法務大臣としての
務めを果たしてまいりたい。 =｣、
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（参考1）令和2年5月22日衆・法務委員会における
階委員に対する答弁
○森法務大臣

このたびの黒川検事長の一件については,、検察の信頼
を損なう不適切な行為であり，誠に遺憾でございます。
黒川検事長は，東京高等検察庁のトップとしての立場に
ありながら，公私問わずに自らを律し，国民から疑念を
抱かれないように格段に意を注ぐべきであったにもかか
わらず，賭け麻雀という行為をしたということで，世間

異の筈

不安をお掛けいたしました。法務大臣としてお詫びを申
し上げます。

（略）

今回の事態を受けて,私自身責任を痛感しております。
昨晩総理に進退伺いを提出したところでございます。総
理からは，強く慰留されましたo検察の信頼回復として
の建て直しのために引き続き業務にあたってほしいと言
われたところでございますが，私としては，つらい道で
はございますが，検察の信頼回復のためにできることを 〆

果たしてまいりたいと思います。
（参考2）令和2年5月22日衆・法務委員会における
山尾委員に対する答弁
○法務大臣

私自身の職責について御質問をいただきましたが，私
自身は，今般の事柄について,大変遺憾であると考えて
おりまして，責任を痛感 しております。

安倍総理に対して進退伺を出したところでございます
が，今後の検察の信頼を回復するように, また後任を速
やかに選ぶようにという御指示を受けて，つらい道では
ございますが，職責にあたるということを決めたもので

信頼を回復するため，全力で努めてまございますので，
いりたいと思います。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内名携
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(交咽ﾖ｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参，法務委矢倉克夫議員（公明）

S問民意を受けた大臣として，国民が疑念に思う
ことに向けた丁寧な説明を果たすため，徹底し
た指揮を執っていただきたい。組織防衛ではな
い，大臣の後ろにある国民を見た行動を改めて
すべきと考えるが,法務大臣の見解を問う。

〔国民の声に耳を傾けることが必要〕

今回の黒川氏の問題により，法務・検察に対して

は，国民の皆様から様々な御指摘。御批判をいただ

いており， （委員御指摘のとおり， ）国民の皆様の声

に耳を傾けることは,法務｡検察の信頼回復のためにも

必要。
一

〔今後設置する会議において十分検討していきたい。

（先ほど申し上げたとおり, ）今般，法務省内に，

｢法務・検察行政刷新会議（仮称)」を設置するこ

ととしたので， この会議の場において， これからの

法務。検察行政に関してしっかり議論できるよう，

尽力していきたいゴ

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内畑携
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(対匡亘｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委矢倉克夫議員（公明）

''4問継続審議となった検察庁法改正について， 役
降り特例や勤続延長の基準の明確性が肝だと思
う。そこが明確にならない限り， 国民の不安を
払拭できない。それに対する所見と， 今後ど
のように進めるか｛ 法務大臣に問う。

て，

だと

不安

套ど’
〔現時点でお示しするのは困難〕

検察庁法改正案における勤務延長，

要件である「内閣が定める事由」は，

役降り特例の

新たな人事院

規則の規定に準じて定めるものである以上 新たな

人事院規則が定まっていない現時点においてお示し
することは困難。

もっとも人事院にいち早くお示しいただけるよ
＝ニーーーー

う要請している｡

〔検討に着手しているところ〕

また，人事院においては，新たな人事院規則につ

いては，現行の人事院規則1 1－8第7条と同様の

規定とすることを基本と考えられているものと承
知。

そこで，法務省においても， そのことを前提に，

｢内閣が定める事由」の検討に着手している。

なるべく早くお示しできるよう，検討を続けてま

’



いりたい。

〔国民の懸念に対して一層丁寧に説明〕

その上で， 国民の皆様の御懸念に対して， より一

層丁寧に御説明してまいりたいと考えている。

特に， 「内閣の定める事由」については， 国会等

においても様々な御指摘をいただいているところで

あり， 国民の皆様の御理解を得られるような形でお

示しできるよう， 引き続き，検討を進めてまいりた

い』

（参照条文）

○現行の国家公務員法における勤務延長の規定
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。

○昭和五十九年人事院規則11-8 (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。
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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‘
業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替

一

－

－一

一
一
一

が当該業務の継続白勺遂行に重大な障害を生ずるとき。

○定年制度の実施等について（昭和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 規則1 1-S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
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，その者の退職によら
当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大漆障
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， 引き続き任用する特

3
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別の必要性が認められる場合
2～4 （略）

ソ

○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-.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、 弓|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

一己

○改正後の国家公務員法における役職定年制の特例規定
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。

－当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、
4



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預頁I
で定める事由

○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S1条の7 (検事総長， 検事長
等の勤務延長）

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
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巧言
れる事由として内閣が定める事由

○改正後の検察庁法における検事長等の役降り特例の規定
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霧あ葎
営に著しい支障が生ずると認められる事由として丙藺示
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、 弓|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。
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(参考1）令和2年5月15日衆。内閣委員会における後
藤委員に対する答弁

一一宮政府特別補佐人：勤務延長及びいわゆる役職定年帝ll
の特例の要件につきましては，今般の法律案について，
現行の勤務延長の要件を踏まえて規定されており，具
体的な事由は人事院規貝|jで定めることとされておりま
す。

その内容については，現行の人事院規貝'I1I－8第
ｱ条と同様の規定とすることを基本に考えており王子
が，各府省等における今後の人事運用等も踏まえ~そ更
に精査しつつ，検討してまいりたいと考えております。

(参考2）令和2年5月19日森法務大臣記者会見
○人事院の決める規貝|｣、国家公務員法の方では人事院
で決めるということになっておりますが、それがまだ明
らかではございません。私たちは、それに準ずるように
しますので、人事院にとにかく早く作ってくださいとい
うことは要求しているところでございます。人事院の作
る規貝'肌二準ずる内容で、内閣が窓意的に運用するあ~寺底
ないかという皆様の御疑念を解消できるような具葎百5ﾗ王
基準を作ることに着手してまいりたいと思います5≦

○なるべく早く示したいと思います。
また，人事院についてもとにかく早く作っていただ

き， また，それに準ずる形にいたしますけれども， それ
が出来ないからいつまでも私たちが着手しないというこ
とではなくて，並行して着手しながら，人事院にも早く

‐

示していただくようにお願いをしながら，作っていきだ
いと思います。

（参考S)令和2年5月18日安倍総理大臣記者会見
安倍内閣総理大臣：公務員の定年延長法案については， ま

ら



さに， 国民全体の奉仕者たる公務員制度の改革について
は、国民の皆様の声に十分に耳を傾けていくことが不可
欠であり，国民の皆様のご理解なくして前に進めていく
ことはできないと考えます。その上においてですね，や
はり国民の皆様のご理解を得て進めていくということが
肝要であります。その考え方のもと，今後の対応方針に
ついて，幹事長と考え方で一致をしたところでありますβ

記者：どのように国民の理解を得るお考えですか。
安倍内閣総理大臣：この法案については国民の皆様からさ
まざまなご批判があった。そうした批判にしっかり応え
ていくことが大切なんだろうと思います。定年の延長，
今回の公務員制度の改革についての趣旨， 中身にうじFで
ですね，丁寧にしっかり， もっとよく説明していく こと

が大切なんだろうと↓、うことで，幹事長と一致したど三
ろです。

畑携一【責任者：刑事局総務課佐藤課長内
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『

(女極ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委鈴木宗男議員（維新）

〔提出されていない〕

（令和2年4月から同年6月までの分の)贈与等報告

書は提出されていないJ

(参考）

黒川氏は，過去5年間に1度だけ贈与等報告書を提出
しているが，本件賭け麻雀に関連するものではない。
（令和元年7月提出会合等への出席（飲食の提供)）

I

C

内S携【責任者：刑事局総務課佐藤課長

1

1問 Ｉ
■
ｊ
ｑ

法；

Ｉ
ノ
ー
ノ

里
小
窪
“

’
■■■

、

玉から贈与等報告書は出されているか，
至に問う。



摺零白畠|麦亭参篭蟇拳鈴木 刑事局作成
宗男議員（維新）

2問賭け麻雀について，
が成立するか，法務。

刑法上の賭博に関する罪
臣に問う。

〔結論一お答え差し控え〕

犯罪の成否は，捜査機関により収集された証拠に

基づき個別に判断されるべき事柄であり，お答えは

差し控え。

（なお，刑法1 85条は, r賭博をした者は, 5

0万円以下の罰金又は科料に処する。ただし，－時

の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは， この

限りでない｡」と規定している｡l｣

（参考条文）
○刑法（明治40年法律45号）
（賭博）
第185条賭博をした者は, 50万円以下の罰金又は科
料に処する。ただし，一時の娯楽に供する物を賭けたに
とどまるときは， この限りでない。

（参考）
○最決昭和37年6月26日

「原判決が…その認定のように，金銭を賭けて麻雀遊
戯をした以上，勝敗を決するに至らず， また賭金の授受
がなされるに至らなかったとしても，賭博罪の成立に欠
けるところはない旨判示したのは正当である｡」

○衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する

1



再質問に対する答弁書
「刑法（明治40年法律第45号）第185条の『賭博』
とは，偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと
解されている｡」

大コンメンタール刑法第3版第9巻123頁
「本罪は，偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてそ

○

の得喪を争うことによって成立する｡」

〈

携一内【責任者：刑事局公安課 上原課長

2



〆

刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委鈴木宗男議員（維新）

対法務当局
I

s問今回の黒川検事長の賭け麻雀について，必ずしも高額と

まではいえないレートであったことを処分の量定に当たっ

て考慮したとされているが，懲戒処分上の基準はあるか，

法務当局に問う。

(答）

金銭を賭けた麻雀についての懲戒処分上の基準はない。

〈

I

〕

1



(対匿ﾖ･副大臣、政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委鈴木宗男議員（維新）

4問検察官と付き合いのあった多くの記者から
「検察官はマージャン好きだ」と情報が寄せら
れている。具体的名前の提供もあった。検事正’
以上，法務省課長級以上の職にあたる者で賭け
マージャンをしたことがあるかどうか調査して
いるのか，法務大臣に問う。

〔結論〕

他の検察官等が，金銭を賭けた麻雀を行ったこと

があるという事実の有無が問題となっているとは承

知していない。

そのため調査が必要な状況ではなく，調査してい

ない』

”

I

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内詞一携一

1



I

刑事局作成

宗男議員（維新）5月26日 （火）参・法務委鈴木

対法務当局

S" 24日の共同通信によると，黒川前東京高検検事長の処

分について， 「法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当

と判断していたが，官邸が懲戒にはしないと結論付け，法

務省の内規に基づく訓告となった事が分かった。複数の法

務・検察関係者が共同通信の取材に証言した｡」 と報道さ

れている。これは事実か，法務当局に問う。

●

(答）

〔法務省・検事総長において決定〕

黒川氏の処分については，法務省としては，調査結果を踏

まえ，監督上の措置として最も重い｢訓告」が相当であると

考えた。

そこで，検事長の監督者である検事総長に対し，法務省が

行った調査結果とともに，法務省としては「訓告」が相当と

考える旨を伝え，検事総長においても， 「司||告」が相当であ

ると判断したもの。

したがって，黒川氏の「訓告」の処分内容を決定したのは，

飽くまで法務省及び検事総長である。

〔処分前に内閣に報告〕

そして，任命権者である内閣に報告したところ，法務省と

しての決定に異論がない旨回答を得た。

そこで，改めて，検事総長に対し， 「訓告」が相当である

ことを伝え，検事総長から黒川氏に対し， 「訓告」の措置が

なされたもの。

総理に対しては，最終的に，調査結果， これを踏まえて処

分したこと及び辞意が表明されたのでこれを了解したことを

1



法務大臣から報告し，法務省の対応について了承を得たとい

うのが経過である。

なお，法務省及び検事総長が処分を決定するまでの過程に

おいて，法務省から， 内閣に対し，事務的に，調査の経過の
一

報告，先例の説明，処分を考える上で参考となる事情の報告

(注）等を行っている。

I

〔22日の記者会見の発言〕

22日の記者会見における法務大臣の「内閣において決定

がなされた」旨の発言は，法務省及び検事総長が「訓告」が

相当と決定した後，内閣に報告したところ,その決定に異論

がない旨の回答を得たことを申し上げたもの。
1

(注）

・緊急事態宣言下における法務省の基本的方針

・黒川氏のこれまでの勤務状況

などの背景事情や情状など。

（参考）

○検察庁法

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その

任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

○国家公務員法

（懲戒権者）

第八十四条懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

○法務省職員の司||告等に関する司||令（平成16年4月9日法務

省人服訓第814号）

第2条訓告等を行う者（次項において『措置権者」という。）

及びその権限が及ぶ官職又は職員の範囲は，別表のとおりとす

2



る。

別表（抜粋）

措置権者権限の及ぶ官職又は職員の範囲検事総長

最高検察庁の職員（検事総長を除く）及び検事長

○法務省職員の訓告等に関する奇||令の運用について(依命通達）

（平成16年4月9日法務省人服第815号）

「S大臣の任命権に属する職員に対する訓告（第1条第2

項関係）

訓告は懲戒処分と境界を接する措置であるため，大臣の任命

権に属する職員に対して司||告を行うことを相当と認める場合に

は，措置権者は当職あて内儀するものとする｡」

（参考1）令和2年5月22日記者会見における法務大臣発言

記者：黒川検事長に対する処分は，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

ましたが，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

3



いかということを申し上げ，監督者である検事総長から司l浩処

分にするという知らせを受けたところでございます。ノ

／
ざ

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：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監督

者である検事総長の方で決定されたものでございます。

（参考2）令和2年5月21日 （木）夕刻の総理声かけにおけ

る総理発言

Q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。

A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。

（参考3）令和2年5月25日官房長官記者会見（午前）

記者：話題変わりまして，辞職した東京高検の黒川前検事長の

処分に関して，法務省が国家公務員法に基づく懲戒処分が相当

を判断したが，官邸が内規に基づく訓告処分を決定したという

報道がありましたけれども，事実関係をお願いします。

菅官房長官：黒川氏の処分については，法務省において令和2

年5月21日，検事総長に対し訓告が相当と考える旨を伝え，

検事総長においても訓告が相当であると判断して処分をした

と，そのように承知しています｡_なお，同日，法務省から任命

権者である内閣に報告があり，法務省としての決定につき異論

がない旨，回答したところであります。

記者：今の点について伺います。森（法務）大臣は， この処分

4



について会見の中で， 「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ます」 と説明しているので

すが， この発言と食い違うんじやないでしょうか。

菅官房長官：法務省の調査結果や黒川氏の処分内容について

は， あくまでも法務省及び検事総長において決定したものと承

知しています。その後，法務省から総理や私（官房長官）に対

して報告があったものであります。

全く処分の決定には記者：関連です。そうなると，官邸側は，全くタ

関与していないということになるんでしょうか。

菅官房長官：今， 申し上げたとおりです。

5



(対因ﾖ,副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委山添拓議員（共産）

1問大臣の記者会見での発言が真実であり， 内閣
が訓告処分に付すことを決めたのではないか，
法務大臣に問う。

〔法務省・検事総長において決定〕

黒川氏の処分については，法務省としては，調査

結果を踏まえ，監督上の措置として最も重い｢訓告」

が相当であると考えた。

そこで，検事長の監督者である検事総長に対し，

法務省が行った調査結果とともに，法務省としては

「訓告」が相当と考える旨を伝え、検事総長におい

ても, ｢訓告」が相当であると判断したもの。

したがって，黒川氏の「訓告」の処分内容を決定

したのは，飽くまで法務省及び検事総長である。

〔処分前に内閣に報告〕

そして，任命権者である内閣に報告したところ，

法務省としての決定に異論がない旨回答を得た。

そこで，改めて，検事総長に対し， 「訓告」が相

当であることを伝え, ‘検事総長から黒川氏に対し，

「訓告」の措置がなされたもの。

総理に対しては，最終的に，調査結果， これを踏

且



I

まえて処分したこと及び辞意が表明されたのでこれ

を了解したことを私から報告し，法務省の対応につ

いて了承を得たというのが経過である。

なお,法務省及び検事総長が処分を決定するまで

の過程において，法務省から，内閣に対し，事務的

に，調査の経過の報告,先例の説明，処分を考える

上で参考となる事情の報告（注）等を行っている。

〔22日の記者会見の発言〕

22日の記者会見における私の「内閣において決

定がなされた｣旨の発言は，法務省及び検事総長が

『訓告」が相当と決定した後,内閣に報告したとこ

ろ，その決定に異論がない旨の回答を得たことを申

し上げたものゴ

(注）
・緊急事態宣言下における法務省の基本的方針
・黒川氏のこれまでの勤務状況
などの背景事情や情状など。

（参考）
○検察庁法

第千五条検事総長､次長検事及び各検事長Iま一級とし、
、天皇が、これを認証する。

○国家公務員法
（懲戒権者）

2
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懲戒処分は、任命権者が､これを行う。第八十四条

○法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年4月9日
法務省人服訓第814号）
第2条訓告等を行う者（次項において「措置権者」 とい
う｡）及びその権限が及ぶ官職又は職員の範囲は，別表のと
おりとする。

別表（抜粋）
措置権者権限の及ぶ官職又は職員の範囲検事総長
最高検察庁の職員（検事総長を除く）及び検事長

○法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について（依命
通達） （平成16年4月9日法務省人服第815号）
「s大臣の任命権に属する職員に対する訓告（第1条

第2項関係）
訓告は懲戒処分と境界を接する措置であるため，大臣の

ことを相当と認め対して訓告を行う属する職員に任命権に
る場合には，措置権者は当職あて内儀するものとする｡」

（参考1）令和2年5月22日記者会見における法務大臣
発言

記者：黒川検事長に対する処分は，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
意見も出ましたが，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

3



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。様々なことを総合考盧
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，

監督者である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：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
して監督者である検事総長の方で決定されたものでござい

ます。
一

（参考2）令和2年5月21日 （木）夕刻の総理声かけに
おける総理発言

Q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。

A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

辞意が表明されたのでの上で，辞表が 辞意をそれを

了解をしたという報告がございました。私と受けたと 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。
■■■■■■■■

〉

(参考3）令和2年5月25日官房長官記者会見（午前）
記者：話題変わりまして，辞職した東京高検の黒川前検事

長の処分に関して,法務省が国家公務員法に基づく懲戒処
分が相当を判断したが，官邸が内規に基づく訓告処分を決

4



定したという報道がありましたけれども，事実関係をお願

いします。

菅官房長官：黒川氏の処分については，法務省において令
和2年5月21日，検事総長に対し訓告が相当と考える旨
を伝えウ検事総長においても訓告が相当であると判断して

処分をしたと，そのように承知しています。なお， 同日， 、
法務省から任命権者である内閣に報告があり，法務省とし
ての決定につき異論がない旨，回答したところであります。

記者：今の点について伺います｡森（法務）大臣は， この
処分について会見の中で， 「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ます」 と説明し
ているのですが， この発言と食い違うんじゃないでしょう
か。

菅官房長官:_法務省の調査結果や黒川氏の処分内容につい
ては， あくまでも法務省及び検事総長において決定したも
のと承知しています。その後,法務省から総理や私 (官房

長官）に対して報告があったものであります。
記者：関連です。そうなると，官邸側は，全く処分の決定
には関与していないということになるんでしょうか。
菅官房長官：今， 申し上げたとおりです。

I

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内佃携一
s

己



(差咽ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委山添拓議員（共産）

〔法務省。検事総長において決定〕

（先ほどご答弁したとおり， ）黒川氏の「訓告」
と．

の処分内容を決定したのは，飽くまで法務省及び検

事総長である。
－

〔処分前に内閣に報告〕

そして，任命権者である内閣に処分内容を報告し

たところ，法務省としての決定に異論がない旨回答

を得たものであり，御指摘のような事実はない｡」

（参考）

○検察庁法

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、
その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

○国家公務員法

（懲戒権者）
第八十四条

○法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年4月9日
法務省人服訓第814号）

第2条訓告等を行う者(次項において「措置権者」とい

1

／
I

2問法務省は内閣から麦
いていたのか，法務フ

塞戒処分には付さないと聞
重臣に問う。



う｡）及びその権限が及ぶ官職又は職員の範囲は，別表のと
おりとする。

別表（抜粋）
措置権者権限の及ぶ官職又は職員の範囲検事総長
最高検察庁の職員（検事総長を除く）及び検事長

○法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について（依命
通達） （平成16年4月9日法務省人服第815号）
「3大臣の任命権に属する職員に対する訓告（第1条

第2項関係）

訓告は懲戒処分と境界を接する措置であるため，大臣の
引| |≠

措置権者は当職あて内儀するものとする｡」る場合には

（参考1）令和2年5月22日記者会見における法務大臣
発言

記者：黒川検事長に対する処分は，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
意見も出ましたがj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。様々なことを総合考慮

2



私が検事総長にこした上で，内閣で決定したものを 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，
監督者である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b
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：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
して監督者である検事総長の方で決定されたものでござい

Ｉ
ｊ
ｊ
ｐ

ます。
－

（参考2）令和2年5月21日 （木）夕刻の総理声かけに
おける総理発言

Q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。

A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じた。私とし
法務省 としての対応を了承したところでありまては， この

す。
－

（参考S)令和2年5月25日官房長官記者会見（午前）
記者：話題変わりまして，辞職した東京高検の黒川前検事
長の処分に関して,法務省が国家公務員法に基づく懲戒処
分が相当を判断したが，官邸が内規に基づく訓告処分を決
定した丑いう報道がありましたけれども，事実関係をお願
いします。

菅官房長官：黒川氏の処分については，法務省において令

和2年5月21日，検事総長に対し訓告が相当と考える旨
を伝え，検事総長においても訓告が相当であると判断して

3



処分をしたと，そのように承知しています｡_なお，同日，
法務省から任命権者である内閣に報告があり，法務省としノ

回答したところであります。ての決定につき異論がない旨

記者：今の点について伺います。森（法務）大臣は， この
処分について会見の中で， 「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ます」 と説明し
ているのですが， この発言と食い違うんじやないでしょう
か。

菅官房長官：法務省の調査結果や黒川氏の処分内容につい
ては，あくまでも法務省及び検事総長において決定したも
のと承知しています。その後j法務省から総理や私 (官房

長官）に対して報告があったものであります。
記者：関連です。そうなると，官邸側は,全く処分の決定
には関与していないということになるんでしょうか。
菅官房長官：今， 申し上げたとおりです。

、

I』

I

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内包携
4
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(対胴｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委山添拓議員（共産）

s問法務省がマスコミ公表した報告書には， 「懲
戒に付すべきとまではいえず｣との記載があり，
これは内閣に懲戒処分には付さないと言われて
いたからこのような記載となったのではない
か。違うならどういう趣旨で書いたのか，法務
大臣に問う。

〔報告書の記載〕

御指摘の報告書には，

○これらを総合的に考盧し，先例も踏まえると，

黒川検事長に対しては,国家公務員法上の懲戒処

分に付すべきとまでは認められないものの監督

上の措置として，最も重い訓告とするのが相当で

あると考えられる

と記載している。

に報告書の記載〕

「懲戒処分に付すべきとまでは認められないもの

の」と記載したのは，認められた事情や先例も踏ま

えると，懲戒処分に付すのではなく，それよ､りも軽

い訓告とするのが相当と考えたからである。

且
1



へ

〔内閣に言われていない〕

内閣から，懲戒処分には付さないと言われたこと

はなく，黒川氏について訓告の処分としたのは， 飽

〈まで法務省及び検事総長が決定したもの。
ゴ

■ 携【責任者：刑事局総務課佐藤課長 内
２



(女咽ﾖ｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委山添拓議員（共産）

4問法務省から官邸への報告は，誰が誰に，
のような内容を報告したのか法務大臣に問う

〔お答えは差し控え〕

法務省と内閣との事前のやり取りについては，個

別の人事プロセスに関することであるため， それ以

羊細はお答えを差し控える』上の言

内包携【責任者：刑事局総務課佐藤課長

1



(対園･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委山添拓議員（共産）

5問東京高検作成に係るパンフレット「品位と誇
りを胸に」には賭博が懲戒処分の対象となる旨
が書いてあるのに，高検検事長に適用されない
のはなぜか，法務大臣に問う。

〔御指摘の記載〕

御指摘のパンフレットは，懲戒処分となり得る信

用失墜行為の例の一つとして

○賭博

が記載されている。

〔懲戒処分となり得る旨の記載にすぎない〕

御指摘のパンフレットには，賭博と同様の信用失

墜行為の例として「勤務時間外の交通違反・事故」

と記載されている。

勤務時間外の交通違反。事故は，傷害の程度や態

様により，懲戒処分となるものもあれば，監督上の

措置にも問われず，不問となるものもある。

このように，パンフレットに列挙された例は，必

ず懲戒処分となるというものではない。

〔結論。

したがって，御指摘の記載をもって，パンフレッ

1斗



ﾄが高検検事長に適用されないということにはな

らない
。

1

､

ノ

内■携笥
2

【責任者：刑事局総務課佐藤課長

『



刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委山添拓議員（共産）

対法務当局

6問勤務延長の外国法の概要について，法務当局に問う。

（答）

法務省において網羅的に把握しているわけではないものの，

フランスやドイツにおいては，一定の場合に，検察官の勤務延

長が認められているものと承知（注)。

（参考）

○フランス

以下の場合に，勤務延長が認められる。

1 反対の要請がある場合を除き，定年に達した後の6月30日まで，
職務を行うことが可能

2 定員外での執務継続(破穀院検事総長等を除く） （検察官からの
請求）

※68歳まで

3 退職年金受給のための執務継続（検察官からの請求）

※退職金の最高額を享受するために必要な期間（四半期の数）に
限る（最高30四半期）

4家族扶養を理由とする延長

※扶養すべき子1人につき1年（3年を超えることができず， 73歳
まで）

○ ドイツ（連邦）

以下の場合に，勤務延長が認められる。

1 当該検事の申請がある場合

※公務上の利益になることを要する

2 当該検事によってのみ処理され得る業務がある場合
※当該検事の同意を要する

（注）

英米については，連邦と州で法体系が異なるなどの理由から，網羅的
には把握していない。



刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委山添拓議員（共産）

対法務当局

7問法務大臣が今回の処分を決める上で参照した先例につい

て，法務当局に問う。

(答）

〔法務省の先例〕

法務省における先例では

○サッカー。野球賭博事案で，複数回にわたつて賭博し，

合計百数十万円の禾|｣益を得たもので， 「減給1月 （百分の

二十)」

○野球賭博事案で, S回にわたって賭博し，合計十数万円

の利益を得たもので， 「戒告」

○金銭を賭けた麻雀事案で， 2回にわたって職場の仲間内

で麻雀大会を実施し，任意に1000点当たり50円のレ

ートで賭博したもので， 「厳重注意」 「注意」又は「不問」

などの事案が確認され毫呂」

に
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委高良鉄美議員（沖縄）

対法務当局

想定4問黒川氏の不適切な行為を見抜くことができなかった

ことを踏まえて，検察官の役降り特例の運用は今後どうあ

るべきだと考えるか，法務当局に問う。

〔役職定年制の趣旨を踏まえた制度について〕

お尋ねの役降り特例は，国家公務員法に役職定年制が新設

されるのに合わせて，次長検事検事長等について, 6S歳

に達した日の翌日以降，検事正及び上席検察官以外の検事に

役降りするという，検察庁法に新設する制度である。

検察官について，勤務延長制度の適用があるのであれば，

(従前から導入することとしていた）検察官の役降りについ

ても,その特例を設ける必要がある_と考えられたもの。

〔法改正と黒川氏とは無関係〕

今般の法改正と黒川氏の人事とは関係がないと考えるが，

制度改正後の運用については， 当然適切に行われるべきもの

と考え劃

（参考）令和2年S月18日参・法務委員会山添委員に対する答弁

○森法務大臣

委員御指摘のように，国家公務員法に役職定年制が新設をされるの

に併せて，検察庁でも独自の制度，検察官役降り制度とでも申すべ

きものか，独自の制度がつくられました。

検察官の定年引上げに関する法律案については，昨年10月末頃に

1



I

内閣法制局第二部の審査が終了いたしまして，法律案の提出には至

っておりませんでしたが，そこで，本年の通常国会への提出に向け

て， その提出までに時間ができたので， その同法律案を改めて見直
しながら検討作業を行いました

具体的には，定年年齢の引上げや， これに伴う諸制度について検察

官への適用等を改めて検討する中で，特に勤務延長制度と再任用制
度について検討を行ったわけでございますが，その際，検察官につ

いて勤務延長制度の適用があるのであれば， この役降り制度の特例
も設ける必要があると考えられたわけでございます。

すなわち，特定の職員の定年による退職により公務の運営に著しい

支障が生ずる場合があるのであれば，役降りの制度についても同様

に公務の運営に著しい支障が生ずる場合があると考えられることか

ら， 同制度についても特例を設ける必要があると考えられたもので
ございます。

（参照条文）

○改正後の国家公務員法第81条のら

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（当該期間内に次条第一項に規定する定年

退職日 （以下この項及び次項において「定年退職日」 という。 ）が

ある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日ま

での期間内。第三項において同じ。 ）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

二当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の官職への

降任等により、当該管理監督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
事院規貝|｣で定める事由

②任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定

により延長された期間を含む。 ）が延長された管理監督職を占める

職員について、節項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるとき

ワ
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蛙、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日か

ら起算して二年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある

職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退
職日までの期間内。第四項において同じ。）で延長された当該異動
期間を更に延長することができる。ただし、 更に延長される当該異

動期間の末日は、 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三年を超えることができない。

③任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる
場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務

の内容が相互に類似する複数の管理監督職（指定職を除く。以下こ

の項及び次項において同じ。 ）であって、 これらの欠員を容易に補

充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監

督職として人事院規貝|｣で定める管理監督職をいう。以下この項にお

いて同じ。 ）に属する管理監督職を占める職員について、当該職員

の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理
監督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ている職員に当該管理監督職を

占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特
定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任すること
ができる。

④任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間（これら

の規定により延長された期間を含む。 ）が延長された管理監督職を

占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき （第二
項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができ

るときを除く。 ） 、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間
（前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。 ）が延長
された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き
続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異

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で延長され
た当該異動期間を更に延長することができる。

⑤前各項に定めるもののほか、 これらの規定による異動期間（第一項
から前項までの規定により延長された期間を含む。 ）の延長及び当

該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、人事院規則
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で定める。

○改正後の検察庁法

第九条 （略）

②法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したとき ５

年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。は、

③法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検

事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の

事情を勘案して、当該検事を他の職に補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法務大臣が定める準

則（中略）で定める事由があると認めるときは、 当該検事が年齢六
一

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、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日

において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

④法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到

来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、

準則で定めるところにより、 これらの期限の翌日から起算して一年

を超えない範囲内（中略）で期限を延長することができる。

⑤法務大臣は、前二項の規定により検事正の職を占めたまま勤務をさ

せる期限の設定又は延長をした検事については、当該期限の翌日に

他の職に補するものとする。ただし、第二十二条第三項の規定によ

り読み替えて適用する国家公務員法（中略）第八十一条の七第一項

の規定により当該検事を定年に達した日において占めていた職を占

めたまま引き続き勤務させることとした場合は、 この限りでない。

⑥第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び前項の規定に

より他の職に補するに当たって法務大臣が遵守すべき基準に関する

事項その他の他の職に補することに関し必要な事項並びに第三項及

び第四項の規定による年齢六十三年に達した日において占めていた

職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項

は、準則で定める。

⑦法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補するこ

とができない。

⑧ （略）

第十条 （略）

②前条第二項から第七項までの規定は、上席検察官について準用する。
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③ （略）

第二十二条

①～③略

④法務大臣は､吹長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、

年齢が本十三年に達した日の翌･日に検事に任命するものとする。

⑤血圃主、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。

⑥内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来す

る場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣

の定めるところにより、 これらの期限の翌日から起算して一年を超

えない範囲内（その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検

事長にあっては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日まで

の範囲内）で遡限を延長することができる。

⑦法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を

占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検

事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとするc，た

だし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十
一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達し

た日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させる

こととした場合は、 この限りでないb

⑧略

フ
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(対医国･副大臣｡政務官）
5月画5日（火）参・法務委高良

刑事局作成

議員（沖縄）鉄美

想定5問 5月15日に元検事総長や検察OBが意
見書を提出し， その際黒川氏の勤務延長を閣
議決定によって決めたことについて， 「本来は
法改正を経て行うべきことで，閣議で決めたこ
とは，立法権の侵害に該当する。三権分立とい
う近代政治の基本原則に反する恐れがある。明
らかに憲法違反だ」と指摘されたが， この指摘
をどのように受け止めているか，法務大臣に問
う。

〔解釈変更がおよそ許されないというものではない〕

（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景となる社会情勢等を考盧

し，

○また，議論の積み重ねのあるものについては全

体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定

されるべきものであるが，

従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が

得られた場合には， これを変更することがおよそ許

されないというものではないと考えている。

〔結論一問題はない〕

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下において，検察官への勤

’ 且



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

羊らかではない。
ニ
ー

ロ

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，定年年齢と退職時期の2点であり，定
一

年により退職するという規範は,一般法たる国家

公務員法に拠っているというべきであること

○勤務延長制度の趣旨（注）は，検察官にも等し

〈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， 問題はない9－」

(注）国家公務員法上の勤務延長規定の趣旨は，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ことにある。

（参考1）令和2年2月26日衆・予算委員会枝野委
員に対する答弁
○森法務大臣

これまで御答弁申し上げておりますとおり，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

2



する状況において，国家公務員一般の定年の引上げに関
する検討というのがなされました。 これが，昨年からし
ているというふうにこれまでも答弁をしているところで

ございますが，その中で，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 （略）退職時期の二点であり，国家公務員が
定年により （略）退職する規範そのものは，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， （略）一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いうことで，今まで御答
弁を申し上げているものと変わりはございません。

(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書
【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景とな
る社会情勢等を考慮し， また，議論の積み重ねのあるも
のについては全体の整合性を保つことにも留意して論理
的に確定さ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，従前の解釈を変更することが至当で
あるとの結論が得られた場合には， これを変更すること
がおよそ許されないというものではないと考えているが，

’
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具体的に検討されるべき
p

いては， このような考え

その当否については，個別的，具体的に検討さ
ものである。

お尋ねの今般の解釈変更については， このよ
方に基づいて従前の解釈を変更したものである。

(略）四について一
一
一

携一心刑事局総務課【責任者 佐藤課長

4
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委高良鉄美議員（沖縄）

対法務当局

想定6問検察○Bは， フランス絶対王政時代のルイ14世や

イギリスの思想家ジョン・ロックの言葉を引いて警鐘を鳴

らしたが， このような懸念をどのように受け止めているか，

法務当局に問う。

(答）

〔解釈変更がおよそ許されないというものではない〕

（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

図や立案の背景となる社会情勢等を考盧し，

○また，議論の積み重ねのあるものについては全体の整合

性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきもので

あるが，

従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた

場合には， これを変更することがおよそ許されないというも

のではないと考えている。

〔結論一問題はない〕

社会経済情勢の多様化・複雑化に伴い，犯罪の性質も複雑

困難化する状況下において，検察官へ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

時点では必ずしも詳らかではない。
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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，

定年年齢と退職時期の2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拠っているという

べきであること

○勤務延長制度の趣旨（注）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，一般法であ

る国家公務員法の規定が適用されると解釈でき， 問題はなﾚﾆ：」

(注）国家公務員法上の勤務延長規定の趣旨は，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

ことにある。

（参考1）令和2年2月26日衆・予算委員会枝野委員に対する答

弁

○森法務大臣

これまで御答弁申し上げておりますとおり，社会経済情勢の多様化，

握遡…_墾圭2進真迄迄圭笙盤上三二至迭逸において，国家公
務員一般の定年の引上げに関する検討というのがなされました。 こ

れが，昨年からしているというふうにこれまでも答弁をしていると

ころでございますが，その中で，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 （略）退職時期

の三点であり，
一 国家公務員が定年により （略）退職する規範そのも

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， ヨー0）薯

は， （略）一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈で

2



きるということで，今まで御答弁を申し上げているものと変わりは
－

ございません。

(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

対する答弁書

【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景となる社会情勢等を考慮し，

また，議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つこ

とにも留意して論理的に確定さ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，従前の解釈を変更することが至当であ

るとの結論が得られた場合には， これを変更することがおよそ許さ

れないというものではないと考えているが， その当否については，

個別的，具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。

二～四について （略）
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委高良鉄美議員（沖縄）

対法務当局

想定7問検察庁法の改正案における勤務延長，役降り特例の

枠組みは， 「司法の独立」をも脅かすのではないかという

批判にどう答えるのか，法務当局に問う。

(答）

〔検察官の独立性を害さず，三権分立に反しない〕

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65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， 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

二J害さず，三権分立に反するものでもな↓

（参照条文）

【検察官の勤務延長等の規定】

○改正後の検察庁法（検事長等の役降り特例）

第二十二条 （略）

②～④ （略）

⑤由閣は、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

1



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。

⑥内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来す

る場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣

の定めるところにより、 これらの期限の翌日から起算して一年を超

えない範囲内（その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検

事長にあっては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日まで

の範囲内）で期限を延長することができる。

⑦，⑧（略）

○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 (検事長等の勤務延長）

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。ただし、検察庁法第

二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及

び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であ

って、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職

を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の

定める場合に限るものとする。

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

二 （適用しない）

②．③ （略）

2
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(対匪ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委高良鉄美議員（沖縄）

想定s問法務大臣は， とりわけ法の支酉己，権力分
立，人権尊重などの権力が正しく働くための原
理を守らなければならない立場にあると思う
が，法務大臣の認識を問う。

〔御指摘の基本的価値は守られるべき〕

御指摘の法の支酉己や人権の尊重といった基本的価

値は，守られるべきものと考える。

〔検察官の独立性を害さず，三権分立に反しない。

（繰り返しになるが)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65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，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

害害さず，三権分立に反するものでもなしヨ

（参考1）令和2年5月12日閣議後記者会見

○NHK:検察庁法改正案を含む国家公務員法改正案は，
先週から，衆議院内閣委員会で審議されていますが，
改正案についてツイッター上で抗議の投稿が相次いだ
ことについて，大臣としてどのように受け止めていま

1



すか。また，野党などから，新型コロナウイルスへの
対応が議論されている状況の中で， この改正法案を審
議することへの批判も一部ありますが，それについて

もどのようにお考えでしょうか。

○森法務大臣： もとより命を守ることが大事ですので，現
下の新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言

下においては， 国民の皆様の命と健康，そして生活と
経済を守ることを最優先にすることは言うまでもない

ことです6また， 国民の皆様の誤解や御疑念について

は真筆に説明してまいりたいと思います。その上で，
今般の改正法案の内容については問題のないものと思

っております。具体的には，今般の国家公務員法等の
改正法案の検察庁法の改正部分については，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65歳まで段階的に引き上げるものです。
また，国家公務員法が，組織の新陳代謝を確保する趣
旨で，一定の管理又は監督の地位にある管理監督職の
職員を対象とした役職定年制を導入することに合わせ

検察庁法においても， その趣旨を踏まえた制度を導入
するものであり， その内容に問題はないと考えており

ます･
－

（参考2）令和2年5月11日衆・予算委

○後藤委員：まず， 冒頭，総理に伺いたいと思います。検
察庁法改正案に抗議しますというツイッターが400

万を超えるという状況の中で，総理， ちょっとこちら
を向いていただけますでしょうか。ちょっとこれは通

告はしてませんので。検察庁法改正案を強行してまで

先週金曜日から委員会質疑に入ったのは,森友加計，
桜， これから4つ目出てくるかもしれない，そのとき

に，黒川検事長のような方が自分を守ってくれる守護
神として必要だから，法案を出したんじやないですか，

2



総理。

○安倍内閣総理大臣：それは全く当たりません。検察官も
ですね，一般職の国家公務員であり，国家公務員法の
勤務延長に関する規定が適用されるとの今回の解釈変
更は，検察庁法を所管する法務省において，適切に行
ったものと承知しております。

その上で,今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨，
目的は，高齢期の職員の豊富な知識経験等を最大限に
活用する点などにあるところ，検察庁法の改正部分の
目的，趣旨もこれと同じであります。
また，今回の法改正においては，検察官の定年延長

に当たって,その要件となる事由を事前に明確化する
こととしておりまして， 内閣の窓意的な人事が今後行
われるといった懸念はまったく当たりません。

（参照条文）

【検察官の勤務延長等の規定】
○改正後の検察庁法（検事長等の役降り特例）
第二十二条 （略）

②～④ （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。

⑥内閣は、 前項の期限又はこの項の規定により延長した
3



期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあ
ると認めるときは、内閣の定めるところにより、 これら
の期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内（その
範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあ
っては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日ま
での範囲内）で期限を延長することができる。

⑦，⑧（略）

○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 (検事長等の勤務延
長）

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
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。ただし、
検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長
検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期
限の設定又は延長をした職員であって、定年に達した日
において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職
員については、引き続き勤務させることについて内閣の
定める場合に限るものとする。

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王
認められる事由として内閣が定める事由

二 （適用しない）

②．③ （略）

【責任者：刑事局総務課佐藤課長内畑携割■■■■
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(対区画｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委高良鉄美議員（沖縄）

想定g問国会をこれだけ混乱させ,国会議員はも
ちろん多くの国民も納得していない黒川氏の処
分について，今後このような事態を招かないた
めにも検証が必要ではないか法務大臣に問う。

〔国民の信頼が不可欠〕

今回の黒川氏の問題により，法務｡検察に対して

は，国民の皆様から様々な御指摘・御批判をいただ

いている。

(委員御指摘のとおり, ）法務・検察が，適正にそ

の役割を果たしていくためには，国民の皆様の信頼

が不可欠であり，総理からも，法務。検察の信頼回

復のために尽力するよう指示を受けた。

〔法務・検察行政に関する必要な検討を開始。

そこで，今般，法務省内に， 「法務・検察行政刷

新会議（仮称)」を設置し， これからの法務・検察

行政に関する必要な検討を開始することとした｡

〔法務“検察の信頼回復に努める〕

法務.検察の信頼回復のため,法務大臣としての
務めを果たしてまいりたい。二」

1



(参考1）令和2年5月22日衆・法務委員会における
階委員に対する答弁

）森法務大臣

このたびの黒川検事長の一件についそは,検察の信頼
を損なう不適切な行為であり，誠に遺憾でございます。

○

黒川検事長は，東京高等検察庁のトップとしての立場に
ありながら，公私問わずに自らを律し，国民から疑念を
抱かれないように格段に意を注ぐ、べきであったにもかか
わらず，賭け麻雀という行為をしたということで，世間
に大きな反響をもたらし典また，国民の皆様に大きなご

不安をお掛けいたしました。法務大臣としてお詫びを申
し上げます。

（略）

今回の事態を受けて，私自身責任を痛感しております。
昨晩総理に進退伺いを提出したところでございます。総
理からは，強く慰留されました。検察の信頼回復として
の建て直しのために引き続き業務にあたってほしいと言
われたところでございますが，私としては,つらい道で
はございますが， 蒲馨のｲ言鮪ロ1頁の赤腹

果たしてまいりたいと思います。

一

（参考2）令和2年5月22日衆・法務委員会における
山尾委員に対する答弁
○法務大臣

， 私自身の職責について御質問をいただきましたが，私
自身は，今般の事柄について，大変遺憾であると考えて
おりまして，責任を痛感 しております。

安倍総理に対して進退伺を出したところでございます
が，今後の検察の信頼を回復するように，また後任を速

2
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一

やかに選ぶようにという御指示を受けて，つらい道では

ございますが，職責にあたるということを決めたもので
ございますので，信頼を回復するため，全力で努めてま
いりたいと思います。

内包【責任者：刑事局総務課佐藤課長

3
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局

1問先週5月21日に週刊文春で黒川元東京高検検事長の賭

け麻雀疑惑が報じられ， 同日夕方に黒川氏の訓告処分が発

表され，翌22日には同氏の依願退官についての閣議決定

がなされた。かなり素早い対応だったと思う。 5月22日

の森法務大臣の会見によれば，法務省による調査の結果，

黒川氏は①緊急事態宣言下の5月1日と13日の計2回，

新聞記者ら3人と賭け麻雀を行ったこと，②帰宅の際には

費用を負担せずにハイヤーに乗ったことを認めているそう

だが， その後，賭け麻雀はこの2回以外にもあったとの報

道もされている。現時点において，本件に関して，法務省

として把握している事実について，法務当局に問う。

(答）

〔報道機関関係者との関係〕

まず，報道機関関係者との関係については，記事にある3

名は，黒川氏を取材対象として担当するなどしていた者であ

り，黒川氏とは旧知の間柄であったもの。

〔個別の事実関係〕

○黒川氏は，緊急事態宣言下の本年5月1日頃の勤務時間

外に，東京都内の報道機関関係者A方において， 同人，
－

同B及び同Cとともに，飲酒したほか，金銭を賭けて麻

雀を行っていた。

1



この麻雀は1,OOO点を100円換算とする，いわゆる点ピン

と呼ばれるレートで行われていたものであり，参加した

者の間で，1万円から2万円程度の現金のやり取りがな

されていた。

○黒川氏は， 5月1日頃，報道機関関係者A方で麻雀を行

った後，同Bの手酉己したハイヤーに同乗して帰宅したが，

当該ハイヤーの料金を支払わなかった。

なお， この点については，黒川氏個人のために手配され

たハイヤーを利用したものではなく，報道機関関係者B

が帰宅するハイヤーに同乗したものであった。

○黒川氏は，同月13日頃の勤務時間外に，報道機関関係

者A方において，同人及び同Bらと金銭を賭けて麻雀を

行っていた。

この日もいわゆる点ピンと呼ばれるレートで行われてお 1

り，参加した者の間で，

やり取りがなされていた。

1万円から2万円程度の現金の

また，黒川氏は，報道機関関係者A方で麻雀を行った後，

同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅したこと及び当

該ハイヤーの料金を支払っていないところ，黒川氏個人

のために手酉己されたハイヤーを利用したものではなく，

報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したもので

あった

という事実が認められた。

以上のほか，本件措置を行うに当たり

○約3年前から，月1． ， 2回程度

金銭を賭けた麻雀を行っていたことを認定じ劃

2
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局

2問今回の黒川氏の賭け麻雀の件については，発覚から処分

の告知まで，順を追って，いつ， どのような手順で行った

のか，法務当局に問う。

（一部報道では，法務省は当初「戒告」相当と判断した

が，官邸との調整の結果， 「訓告」処分になったとされ

ているが， どうか。 ）

(答）

〔報道についてはコメント差し控え〕

（1つ1つの報道について， コメントすることは差し控えた

いが，法務省において行った手順は次のとおり。 ）

〔端緒〕

黒川氏の件については，報道を踏まえ，令和2年5月19

日，法務省が調査を開始した。

〔法務省・検事総長において決定〕

黒川氏の処分については，法務省としては，令和2年5月

21日， （法務省が行った）調査結果を踏まえ，監督上の措

置として最も重い「訓告」が相当であると考えた。

そこで， 同日，検事長に対する監督者である検事総長に対

調査結果とともに，法務省としてはし， （法務省が行った）
－

｢訓告」が相当と考える旨を伝えたところ，検事総長におい

ても， （法務省が行った調査の結果を踏まえ，

且
） 「訓告-’

1



~1

が相当であると判断した。

〔処分前に内閣に報告〕

そして，同日，任命権者である内閣に報告したところ，

法務省としての決定に異論がない旨回答を得たもの。

〔告知実施〕

その上で，検事総長から黒川氏に対し，監督上の措置とし

て｢訓告｣を行つd

（参考条文）

○検察庁法

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、

任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

その
－

○国家公務員法

（懲戒権者）

第八十四条懲戒処分は、任命権者が、 これを行う。

○法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年4月9日法務

省人服訓第814号）

第2条司l1告等を行う者（次項において「措置権者」 とい

う。 ）及びその権限が及ぶ官職又は職員の範囲は，別表のと

おりとする。

別表（抜粋）

○法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について（依命通

達) （平成16年4月9日法務省人服第815号）

「s大臣の任命権に属する職員に対する訓告（第1条第2

2

・
ザ
。昔萱

『
も
夕 冒者

■
ｊ
ロ
グ窪 恨の及ぶ官職又は職三の範

帝

ま 由
】

検事総長 最高検察庁の職員（検事総長を除く）

及び検事長



項関係）

訓告は懲戒処分と境界を接する措置であるため，大臣

の任命権に属する職員に対して訓告を行うことを相当と

認める場合には，措置権者は当職あて内議するものとす

る。 」
■■■■■■■■■■■■

（参考1）令和2年5月22日記者会見における法務大臣発言

記者：黒川検事長に対する処分は，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

出ましたが，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，監督者である

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：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，そして監

督者である検事総長の方で決定されたものでございます。

（参考2）令和2年5月21日 （木）夕刻の総理声かけにおけ

る総理発言

Q総理，黒川検事長が辞表を提出しましたが，その受け止め

3



をお願いします。

A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。

0
‐

4



刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局

s問 （先ほど人事院からの答弁において， 「停職」 ， 「減

給」 ， 「戒告」 という3つの懲戒処分が挙げられた。 ）今

回の黒川氏への処分は，それらとは異なる「訓告処分」 と

いうことであった。法務省（検察庁）において，職員の非

違行為等が発覚し，調査等を行った結果，処分を行うこと

とした場合，懲戒処分や法務省内で定められている処分を

含めて，処分の程度の重い順にどのような処分があるのか，

法務当局に問う。

(答）

〔懲戒処分〕 、」

国家公務員法第82条の懲戒処分としては〉重い順に，

「免職」 ， 「停職」）「減給」 ， 「戒告」がある。

〔監督上の措置〕

監督上の措置とは，職員の服務の厳正を保持し，又は職員

の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認め

られるときに， 当該職員への指揮監督権限を有する上級の職

員が行うことができる措置であり，内規（法務省職員の訓告

等に関する訓令）に基づき，重い順に「訓告」 ， 「厳重注

意山 「注意｣があ劃

1
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局 』

4間これまで法務省において，賭け麻雀等によって処分され

た先例について， どのような行為がどのような処分とされ

たのか，法務当局に問う。

(答）

〔法務省の先例〕

法務省における先例では

○サッカー・野球賭博事案で，複数回にわたって賭博し，

合計百数十万円の利益を得たもので， 「減給1月 （百分の

二十） 」

○野球賭博事案で， 3回にわたって賭博し，合計十数万円

の利益を得たもので， 「戒告」

○金銭を賭けた麻雀事案で, 2回にわたって職場の仲間内

で麻雀大会を実施し，任意に1000点当たり50円のレ

ートで賭博したもので， 「厳重注意」 「注意」又は「不

問」

などの事案が確認され凶

ノ

1



‘刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局
一

5問今回違法行為になり得る賭け麻雀をしたことを認めて

いる黒川元東京高検検事長を，人事院の指針に基づく懲戒

処分ではなく，監督上の措置である訓告処分とした理由に

ついて，法務当局に問う。

(答）

〔人事院の処分指針について〕

人事院の処分指針は，それぞれにおける標準的な懲戒処分

の種類を掲げたものであって，必ずしも記載された処分量定

どおりにしなければならない訳ではなく，賭博の場合であれ 巳

ば，掛け金の額， どのような環境で行われたか等を考慮して

け決することとなる。

〔訓告処分の理由〕

その上で, §法琴省の調査では,黒川氏については,報道関
係者3名と金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認められた

が，

○これらの行為は， ｜日知の間柄の者との間で，必ずしも

高額とまではいえないレートで行われたものであること

○黒川氏は,事実を認めて深く反省していること

等の理由から，検事総長において，懲戒処分ではなく監督

上の措置として最も重い訓告としたものと承知しており，

適正な処分がなされたものと考えてい割
1



刑事局作成

5月26日 （火）参･法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局

6問 （マスコミ関係者との交流について，人事院からは，国

家公務員全体に対するガイドラインのようなものは定めて

いないとの答弁があったが， ）法務省や検察庁においては，

検察官がマスコミ関係者との交流を行うことに関し，何ら

かのガイドライン等を定めたりしているか，法務当局に問
ｰ

つ。
ｒ
Ｉ

(答）

お尋ねは，検察において，報道機関を含む第三者との接し

方に関する統一的なガイFライン等があるかという点と思わ

れるが，そのようなものがあるとは承知していない。

1



、刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

対法務当局

7問マスコミ関係者と国家公務員との交流は，マスコミ関係

者から見れば，国民の知る権利を担保する報道の自由の観

点から，重要な情報源の1つかもしれない。しかし，守秘

義務が課せられている国家公務員においては，国家機密等

の情報漏えい等が懸念される重大な問題である。今回，黒

川氏は；一般職の国家公務員であるとともに，準司法官的

性格を有する検察官でもあった。検察官は，行政官である

ため，司法権のように憲法上その独立が定められているわ

けではないが，我が国のように検察官が起訴権を独占して

いる場合，検察権の行使が，立法権や他の行政権から不当

な干渉によりその起訴権の行使が左右されるとすれば，結

果的に司法の独立が脅かされていることと同じことといえ
． r

ると思う。このように重大な職責を負う検察官には，マス

コミ関係者との交流に際しては，一般の国家公務員と同等

以上に慎重な行動が求められるものと思う。検察官に関し，

マスコミ関係者との交流について，原則として認めないな

どの厳しいガイFラインが定められてもいいと思うが，法

務省の見解について，法務当局に問う。

」

(答）

検察権の行使が厳正公平・不偏不党を旨として行われてい

ることについて国民の皆様から疑念を持たれることがないよ

う報道機関に対し，節度をもって対応するべきであることは

1



do

御指摘のとおりであるが，報道機関側の具体的な取材方法を

含め，その場面は，様々であると考えられることから，統一

的なガイドラインを定めることは困難と思料。

いずれにせよ，検察官には，国家公務員法上の守秘義務が

課せられているほか，検察当局においては，従来から，捜査

上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものと承知

しており，今後とも，そのような配慮がなされるものと承知。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

（秘密を守る義務）

第100条職員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなら
ない。その職を退いた後といえども同様とする。

2～5 （略）

』

（参考）平成21年4月24日衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による

刑事事件に係る情報のリークに関する質問に対する答弁書

【質問】

検察庁による情報のリーク（以下， 「リーク」という。 ）について，

例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述

をしているか，またその供述の結果，何らかの新たな容疑が見つかった

か，更には別の人物が容疑者として浮上したか等，ある刑事事件の捜査
がどの様に推移しているかに関する情報（以下， 「情報」という。 ）を

検察庁が新聞社等の各報道機関（以下， ｢マスコミ」という。 ）に流す

ことと定義する。右と「政府答弁書」 （内閣衆質一七一第二八一号）を

踏まえ，質問する。

二 （略） ．

三本年三月三日，小沢代表の事務所に東京地検特捜部の検察官が家宅

捜査に入ること並びに，同月十二日，石川衆議院議員が参考人として聴
取を受けることに関する情報が検察庁より漏れたということは一切ない

か。明確な答弁を求める。

【答弁】

三お尋ねは，個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわ

I

2



る事柄であり，答弁を差し控えるが，一般論として申し上げれば， これ

まで累次にわたって答弁しているとおり，検察当局においては，従来か

ら，捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり，

捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えている。

『

I

少

ー

I
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●

(対医国･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委元榮太一郎議員（自民）

9問検察官は,原則として行政官とされているが，
広範な捜査権を持ち，刑事司法における起訴権
を独占しており，強大な権限を持っていること
から，準司法官的性格を有するものとされてい
る。検察官の起訴が国民に刑罰を科すかどうか
の端緒となるわけであるから，その権限行使は
国民の信頼に支えられていることが不可欠であ
る。今回，その検察官， しかも検察庁のNo. 2
である東京高検の検事長が，違法行為にもなり
得る賭け麻雀に手を染めてしまったことは，国
民の信頼や期待を裏切る行為にほかならない。
稲田検事総長はr検察の基盤である国民の信頼
を揺るがしかねない深刻な事態で，国民の皆様
にお詫びします｡」とのコメントを出されたそ
うだが，既に国民の信頼を揺るがせている問題
であり，国民の信頼回復に向けて検察庁は総力
を挙げて最大限の取組をしなければいけないも
のと思う。そこで，検察庁を含めた法務行政の
トップとして，法務大臣としての国民の信頼回
復への決意について，法務大臣に問う。

く

唾

〔今回の黒川氏の行動についてお詫び〕

この度の黒川氏の行動は,はなはだ不適切であり，

国民の皆様に憤りや御不安を与えたこと，検察に対

する信頼を損ねたことに対して，法務大臣として，

改めて，お詫びを申し上げるとともに，私(法務大

臣）としても，責任を痛感している。

'_■ー



C

〔国民の信頼が不可欠〕

今回の黒川氏の問題により，法務。検察に対して

は，国民の皆様から様々な御指摘・御批判をいただ

いている。

(委員御指摘のとおり， ）法務・検察が，適正にそ

の役割を果たしていくためには，国民の皆様の信頼

が不可欠であり，総理からも，法務・検察の信頼回

復のために力を尽くすよう指示を受けた。
範

〔法務・検察行政に関する必要な検討を開始〕

そこで，今般，法務省内に， 『法務・検察行政刷

新会議（仮称)」を設置し， これからの法務・検察

〆

行政に関する必要な検討を開始することとした。

〔法務・検察の信頼回復に努める〕

法務・検察の信頼回復のため，法務大臣としての
《

務めを果たしてまいりたいLl

（参考1）令和2年5月22日衆・法務委員会における

階委員に対する答弁

○森法務大臣

このたびの黒川検事長の一件については，検察の信頼
を損なう不適切な行為であり，誠に遺憾でございます。

黒川検事長は，東京高等検察庁のトップとしての立場に
ありながら，公私問わずに自らを律し，国民から疑念を

2



抱かれないように格段に意を注ぐべきであったにもかか

わらず，賭け麻雀という行為をしたということで，世間
に大きな反響をもたらし， また，国民の皆様に大きなご
不安をお掛けいたしました。法務大臣としてお詫びを申
し上げます。

（略）

今回の事態を受けて，私自身責任を痛感しております。
昨晩総理に進退伺いを提出したところでございます。総
理からは，強く慰留されました。検察の信頼回復として
の建て直しのために引き続き業務にあたってほしいと言
われたところでございますが，私としては，つらい道で
はございますが，検察の信頼回復のためにできることを

蓬

果たしてまいりたいと思います。

（参考2）令和2年5月22日衆・法務委員会における
山尾委員に対する答弁
○法務大臣

私自身の職責について御質問をいただきましたが，私
自身は，今般の事柄について，大変遺憾であると考えて
おりまして，責任を痛感しております。

安倍総理に対して進退伺を出したところでございます
が，今後の検察の信頼を回復するように， また後任を速
やかに選ぶようにという御指示を受けて，つらい道では
ございますが，職責にあたるということを決めたもので
ございますので，信頼を回復するため，全力で努めてま

く

いりたいと思います。

内 携【責任者：刑事局総務課佐藤課長

3



(対区国｡副大臣｡政務官）
5月26日（火）参・法務委

●

刑事局作成
有田芳生議員（新会派）

1問大臣は今回の黒川氏の報道をいつ； どのよう
な形で知ったのか，法務大臣に問う。

〔5月19日（火),大臣秘書官より報告あⅧ

今般の黒川氏の報道について，私は，令和2年5

月19日 （火) (夕刻),秘書官から聞いて知った』

（参考）令和2年5月21日森法務大臣ぶら下がり
記者：黒川検事長から辞意きいたか。

森法務大臣:聞いていない。
記者：受け止め。
森法務大臣：おとといの夜情報に接して調査していたが、
調査中だが報道されている事実あれば、大変ゆゆしきこ
となので厳正に処分したい。

記者:黒川検事長がマージャン認めたということだが。
森法務大臣：まだ調査中で、詳しいことは、 しっかり調査
をして本日夕方までには調査をみなさんに処分を合わせ

て伝えた吋い。
記者：賭け麻雀していたことについて官邸側に伝えたとい
う情報あるが。

森法務大臣:調査に着手をし、随時中間報告をしているが、
しっかり調査を終わらせて夕方までには結果を公表しそ
の上で厳正な処分を発表したい。

記者：調査の主体はどこになるのか。
森法務大臣：主体については検察内部でも調査していると
~荊弓‐が涯務z省~もして下~ろ言藤務省而二二蔀署でざ一一－－－－

1
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記者：黒川からの報告は受けているか。
森法務大臣：直接に話をしていないしそのような立場では
ない。報道されていることが事実であれば，大変ゆゆし
き事態であり、賭け麻雀ということであれば賭博罪に当
たるおそれもあり、緊急事態下，外出自粛の折に外出し
たということになれば国民の皆様にとっても大変申し訳
ないことをしたと思う。事実確認をした上で報道されて
いることが事実であれば厳正に処分をする。

記者:本人から話をきくことは。

森法務大臣：いま本人に対して調査の担当者が聞いている。
検察の独立性があるので、私が本人と話すことはない。
私の指示により、法務省において本人から事情聴取して
いる。

記者：報告は。
森法務大臣：随時はいっている。
記者：その中で辞意は。
森法務大臣：今のところない。私には正式にはないが。辞
意というものは本人が表明するもの。

記者：夕方までに官邸に報告ということだが、なんらかの
めどがたっているのか。

森法務大臣：今日中に調査を終わらせたい。

価携一【責任者：刑事局総務課佐藤課長内
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(女極ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委有田芳生議員（新会派）

〔調査は大臣官房，刑事局で行った〕

黒川氏に対する調査は，法務省大臣官房及び刑事

局において実施した。

黒川氏の聴取については,法務事務次官が行った。
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【責任者：刑事局総務課佐藤課長内
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(対園｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委有田芳生議員（新会派）

問 3年間にわたり1 月に1 ， 2回賭け麻雀を
したとしながらどうして常習性が認められない
のか，法務大臣に問う。

3

〔認定できた事実について〕

調査の結果，黒川氏が金銭を賭けて麻雀を行った

日付を特定できたのは

○5月 1日

○5月13日

の2日間であった。

また， （本人の供述によれば, ）約3年前から月

に1 ， 2回程度金銭を賭けた麻雀を行っていた。

〔考盧要素〕

人事院の処分指針では，常習性に関する明確な解

釈等は示されていない。

その上で， 「常習性」の事実認定に当たっては，

刑法の常習性についての考え方が参考になると考え

られるところ，常習として賭博したか否かは，

○賭博の種別

○賭博の複雑性

○賭場の性格・規模



○賭金額の多寡

○その者の役割

○賭博の相手方

○営業性

等諸般の事情を総合的に掛酌して判断されるべきで

と言われている。

〔当てはめ〕

本件は， 旧知の間柄の者との間で，麻雀を行った

王辺である上，賭け金も必ずしも高額とはいえず，
また，営業性を帯びているともいえないことから，

常習として賭博をしたものとは認められなかつ 逵｣

（参照条文）

○刑法

（賭博）

第185条賭博をした者は, 50万円以下の罰金又は科
料に処する。ただし，一時の娯楽に供する物を賭けたに
とどまるときは； この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利）
第186条常習として賭博をした者は，三年以下の懲役
に処する。

2 (略）

（参考）

○大コンメンタール刑法（第3版）第9巻168頁ぺ－
2



ジから171ページ（裁判例の引用等は省略）

賭博の態様も常習性を認定する際の一資料であって，

過去の賭博犯歴がない場合であっても，賭博態様そのも
のから賭博の習癖（常習性）の存在を認定することは可
能である。

判例上，賭博態様により常習性を認定する際に考慮さ
れた事項としては，①賭博の種別，②賭博の複雑性，③
賭場の性格・規模，④賭金額の多寡，⑤犯人の役割⑥
賭博の相手方，⑦営業性等がある。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内「
3
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(女極ﾖ･副大臣,政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委有田芳生議員(新会派）

4問黒川氏は大の麻雀好きとの報道もあるが，な
ぜ再調査をしないのか,拙速な判断をするのか，
法務大臣に問う。J

〔再調査は必要ない〕

黒川氏の処分を決するに当たり必要な調査を行っ

たものと認識しており，再調査の必要はないと考え

ている。

〔不適切事案であり，できる限り速やかな調査を実施。

黒川氏の今回の行動ははなはだ不適切であり，

強い遣憾の意を覚えるものであって，検察に対する

国民の信頼を損ねるものであることから,法務省と

しては，できる限り速やかに，必要な調査を行うこ

ととしたもの。

そして，法務省として，必要な調査を行った結果

として，検事総長から，黒川氏に対し，監督上の措

置として最も重い「訓告」の処分がなされたもので

ある皇」

【責任者:刑事局総務課佐藤課壽内纈■携、

0



(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）参・法務委有田芳生議員（新会派）

5問訓告とした理由は何か，誰がどのようなプロ
セスで決めたのか，法務大臣に問う。

｜

’’
1

〔訓告とした理由〕

法務省の調査では，黒川氏については，報道関係

者3名と金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認め

られたが，

○これらの行為は， ｜日知の間柄の者との間で，必

ずしも高額とまではいえないレートで行われたも

のであること
一

○黒ll l氏は,事実を認めて深く反省していること

等の理由から，検事総長において，懲戒処分ではな

く監督上の措置として，最も重い訓告としたものと

適正な処分がなされたものと考えて承知しており，

いる。

〔法務省・検事総長において決定〕

以上の黒川氏の処分については,法務省としては，

令和2年5月21日， （法務省が行った）調査結果

を踏まえ，監督上の措置として最も重い「訓告」が

相当であると考えた。

そこで， 同日，検事長に対する監督者である検事

'へ



総長に対し， （法務省が行った）調査結果とともに，

法務省としては｢訓告」が相当と考える旨を伝えた

ところ，検事総長においても、 （法務省が行った調

『訓告」が相当であると判断査の結果を踏まえ, ）

した。
－

1

〔処分前に内閣に報告〕

そして,同日，任命権者である内閣に報告したと

ろ，法務省としての決定につき異論がない旨回答
一
」

を得たところ。

果
れ
省
刈
一

結
さ
務
る

査
明
法
あ

調
表
，
で

，
が
し
過

に
意
告
経

的
辞
報
が

終
び
ら
の

最
及
か
う

，
と
私
い

は
こ
を
と

て
た
と
た

し
し
こ
得

対
分
た
を

に
処
し
承

理
て
承
了

総
え
了
て

，
ま
を
い

お
踏
れ
っ

な
を
こ
に

(参考1）調査を開始したのは5月19日 （火）。
ハ

ノ
０
」

(参考2）法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年
4月9日法務省人服訓第814号）により，検事長に
対する監督上の措置として訓告，厳重注意又は注意を
行う者は検事総長と定められている。

(参考s) 「監督上の措置」 とは，職員の服務の厳正を保持

し，又は職員の職務の履行に関して改善向上を図るた
め必要があると認められるときに， 当該職員への指揮

監督権限を有する上級の職員が行うことができる措置
2



である。

内規

もので，

いる。

(法務省職員の訓告等に関する訓令）に基づく

訓告，厳重注意，注意の3種類が定められて

(参考4） 「訓告」 とは，職員の責任が重いと認められる場
合に， 当該職員の責任を自覚させ，将来における服務
の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を
指導する措置として行うもの（法務省職員の訓告等に
関する訓令第1条第2項)。

（参考5）令和2年5月22日 （午後）菅官房長官記者会見
菅官房長官：黒川氏においては，法務省において，その処
・分に当たり，できるだけ速やかに必要な調査を行い，本
日，検事総長から監督上の措置として，訓告とされ，本
日，辞職を承認する閣議決定を行いました。 （略）

1

（参考条文）

○検察庁法
第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、
その任免は､内閣が行い、天皇が、 これを認証する。

○国家公務員法
（懲戒権者）

第八十四条懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

○法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年4月9日
法務省人服訓第814号）

第2条訓告等を行う者（次項において「措置権者」 とい
う｡）及びその権限が及ぶ官職又は職員の範囲は，別表の
とおりとする。

3
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○法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について（依命
通達） （平成16年4月9日法務省人服第815号）
「3大臣の任命権に属する職員に対する訓告（第1条
第2項関係）

訓告は懲戒処分と境界を接する措置であるため，

■

大臣の任命権に 職一に属する貝一対して口訓床を行うこ と

を相当と認める場合には，措置権者は当職あて内議
するものとする｡」

（参考6）令和2年5月22日記者会見における法務大臣
‘ 発言

記者：黒川検事長に対する処分は，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j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

最終的には任命権者である内閣にな意見も出ましたが，

とでございます。おいて，決定がなされたという
｝
」

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

4
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1寺置権者
■
ｊ
″
○雀限の及ぶ官職又は職三の範

■■■■■■■

荘

検事総長 最高検察庁の職員（検事総長を除く）及
び検事長



＃

－とを総合考盧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，監督者である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：今， 申し上げましたとおり，臺案の内容を踏
まえて様々な検討を行った上で，任命権者である内閣，
そして監督者である検事総長の方で決定されたものでご

ざいます。

（参考7）令和2年5月21日 （木）夕刻の総理声かけに
おける総理発言

Q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。

A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

法務省 としての対応を了承したところ私としては， この

であります。

内包携一【責任者：刑事局総務課佐藤課長

5
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委川合孝典議員（新会派）

対法務当局
し

1問黒川氏の金銭を賭けた麻雀で，常習性を認めなかった理

由について，法務当局に問う。

(答）

〔認定できた事実について〕 『

調査の結果，黒川氏が金銭を賭けて麻雀を行った日付を特

定できたのは

○ 5月 1日

○ 5月1SB

の2日間であった。

また， （本人の供述によれば,）約3年前から月に1， 2回

程度金銭を賭けた麻雀を行っていた。

〔考慮要素〕

人事院の処分指針では，常習性に関する明確な解釈等は示

されていない。

その上で， ｢常習性」の事実認定に当たっては，刑法の常

習性についての考え方が参考になると考えられるところ，

常習として賭博したか否かは，

○賭博の種別

○賭博の複雑性

○賭場の性格・規模

○賭金額の多寡

○その者の役割

○賭博の相手方

○営業性

等諸般の事情を総合的に魁酌して判断されるべきだと言われ

m- 1



Ｉ

ている。

〔当てはめ〕

本件は， ｜日知の間柄の者との間で，麻雀を行ったものであ

る上,賭け金も必ずしも高額とはいえず， また，営業性を

帯びているともいえないことから’常習として賭博をした

ものとは認められなかった』

（参照条文）

○刑法
（賭博）
第185条賭博をした者は, .50万円以下の罰金又は科料に
処する。ただし，一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる
ときは， この限りでない。
（常習賭博及び賭博場開張等図利）
第186条常習として賭博をした者は，三年以下の懲役に処
する。
2 （略）

（参考)
○大コンメンタール刑法(第3版）第9巻168頁ページか
ら171ページ（裁判例の引用等は省略）
賭博の態様も常習性を認定する際の一資料であって，過去
の賭博犯歴がない場合であっても，賭博態様そのものから賭
博の習癖（常習性）の存在を認定することは可能である。
判例上，賭博態様により常習性を認定する際に考慮された
事項としては，①賭博の種別,②賭博の複雑性,③賭場の性
格・規模,④賭金額の多寡,⑤犯人の役割,⑥賭博の相手方，
⑦営業性等がある。

2
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刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委川合孝典議員（新会派）

対法務当局

2問黒川氏の過去の金銭を賭けた麻雀について， どのような

事実認定をしたのか， 「訓告」 とした後，新たに認定した

事実はあるか，法務当局に問う。

(答）

〔過去の事情も認定した〕

法務省の調査結果においては，黒川氏の金銭を賭けた麻

雀行為について

○ 5月1日頃と5月13日頃の2回

を認定したのみならず

O約3年前から,月1， 2回程度

行っていたことを認定し， この事情を考慮した上で，本件

措置（訓告）を相当としたもの。

〔訓告後に新た認定した事実はない〕 ‐

黒川氏に対しては，その処分を決するに当たり必要な調査

を行ったものであり，黒川氏に対する ga l ;WIこ詞T7をIこ肩

定した事実はない：｣

’

1



刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委川合孝典議員（新会派）

対法務当局

s問検察官の行動指針（品位と誇りを胸に）によれば，黒川

氏の行為は決して許されない行為であるにもかかわらず，

「訓告」の処分とするのは身内に甘すぎるのでないか，法

務当局に問う。

(答）

〔処分は適正なもの〕

法務省の調査では，黒川氏については，報道関係者s名

と金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認められたが，

○これらの行為は， 旧知の間柄の者との間で，必ずしも

高額とまではいえないレー炉で行われた麻雀であること

事実を認めて深く反省していること○黒川氏は，

等の理由や先例を考慮した上,検事総長において，懲戒処

分ではなく の措置 牢､ひ

と承知しており，適正な処分がなされたものと考えている。

〔不適切な行為である〕

もっとも，黒川氏のこのたびの件については，検察の信頼

を損なう不適切な行為であると認識している』

1



刑事局作成

5月26日 （火）参・法務委川合孝典議員（新会派）

対法務当局

4問今回の黒川氏の一連の問題について，問題の所在はどこ
）

にあると考えるか，法務当局に問う。

(答）

〔国民からの批判〕

黒川氏については，東京高等検察庁のトップとして，公私

問わずに自らを律し，国民から疑念を抱かれないよう格段に

意を注ぐべき立場にあったにもかかわらず，金銭を賭けた麻

雀をしたことにより，世間に大きな反響をもたらしている。

しかも，黒川氏は， 自粛要請期間中であるにもかかわらず，

金銭を賭けた麻雀を行っており，今回の黒川氏の問題により，

法務・検察に対しては,国民の皆様から様々な御指摘・御批

判をいただいている。

今回の事態に関しては，以上のような点が問題であると考

えているところ，法務・検察が，適正にその役割を果たして

国民の皆様の信頼が不可欠であり,‐ 法務・検いくためには，

察の信頼回復を進める必要がある。

〔法務・検察行政に関する必要な検討を開始〕

そこで，今般，法務大臣の指示で，法務省内に， 「法務・

検察行政刷新会議（仮称） 」を設置し， これからの法務・検

察行政に関する必要な検討を開始することとなった。

且，



〔法務・検察の信頼回復に努める〕

法務。検察の信頼回復のため， 法務当局としても責任を果

たしてまいりたい。 二」

L

笹

2



(対辰国｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委嘉田由紀子議員（碧水）

1問 5月22日の記者会見で，大臣が『『こうい
った処分』が相当であるのではないかというこ
とを申し上げた』と発言されたが， 「こういっ
た処分』とは，内閣が決定した訓告処分の意味
か，それとも法務検察内で意見の強かった懲戒
処分の意味か，法務大臣に問う。

に訓告処分〕

黒川氏の処分については，法務省としては，調査

結果を踏まえ,監督上の措置として最も重い｢訓告」

が相当であると考えた。

そこで，検事長の監督者である検事総長に対し，

法務省が行った調査結果とともに，法務省としては

｢訓告｣が相当と考える旨を検事総長に伝えたもの三｣

(参考）令和2年5月22日記者会見における法務大臣発
一

一

.一

一

F．

｛

記者：黒川検事長に対する処分は，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

1



な意見も出ましたが，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貝I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，監督者である検事総長から訓告処
分にするという矢ﾛ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：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，
そして監督者である検事総長の方で決定されたものでご
ざいます。

〆

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内田携
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(女咽ﾖ･副大臣･政務官) 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委嘉田由紀子議員（碧水）

2問監督者である検事総長が訓告処分を決めた
際法務大臣としては， どのような認識だった
のか（どのような処分が相当だと考えていたの
か)，法務大臣に問う。

に訓告が相当。

（先ほどご答弁したとおり， ）黒川氏の処分につ

いては，法務省としては，監督上の措置として最も

重い「訓告」が相当であると考え， その旨検事総長

に伝えたもの。

私（法務大臣） としても， 「訓告」が相当だと考

えていた。」

I
】

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内佃携
1 ．



I

(女咽ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日（火）参・法務委嘉田由紀子議員（碧水）

S問黒川氏に対する処分に関して，法務大臣と検
事総長の判断に大きな隔たりがあった場合，検
事総長に対する指揮権を発動するつもりはあっ
たか，法務大臣に問う。

〔仮定の質問でありお答え差し控え。

仮定の質問であり， お答えは差し控える。

その上で申し上げると， いわゆる指揮権の行使に

ついて定める検察庁法第14条は，法務大臣の個別

の事件の捜査等検察事務に関する指揮監督権につい

て規定するものであり，人事等（検察行政事務）に

関する指揮監督権は， いわゆる指揮権の行使が問題

となる場面ではないg」

(参考）庁法第十四条は,法務大臣の検察事務に関する指

揮監督権について規定するが，検察行政事務に関す
るそれについては， 触れてい ない。 したがって， 検

察行政事務についての指揮監督権については，組織
法上の原則によるわけである。 （略）法務大臣は，庁
法第十四条によって指揮監督権の行使を制限されて

いない検察行政事務 すなわち，庶務，会計 人事

等に関する事務や 犯罪の防止その他の刑事政策上
の諸施策に関する事務については検察官に対し

十全な指揮監督権を行使できる。 （伊藤栄樹著「新版

1



検察庁法逐条解説」 84頁）

（参照条文）

○検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）
第十四条（法務大臣の指揮監督）法務大臣は,第四条及
び第六条に規定する検察官の事務に関し，検察官を一般
に指揮監督することができる。但し，個々の事件の取調
又は処分については，検事総長のみを指揮することがで
きる。

第四条（検察官の職務） 検察官は,刑事について，公訴
を行い，裁判所に法の正当な適用を請求し，且つ,裁判
の執行を監督し，又，裁判所の権限に属するその他の事
項についても職務上必要と認めるときは，裁判所に，通
知を求め，又は意見を述べ，又，公益の代表者として他
の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条（犯罪の捜査） 検察官は，いかなる犯罪について
も捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関
係は，刑事訴訟法の定めるところによる。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内佃携一
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