
(対因ﾖ･副大臣・政務官） 刑事局作成
5月25日 （月）参・決算委小沼巧議員（新会派）

' 1問 （これまでの「内閣の定める事由」について
の議論を踏まえ）真筆に説明すると言いながら
理解が得られていないように思われるが，法務
大臣の所感を問う。 ’

〔丁寧な対応。御説明〕

検察庁法改正案については，様々な御意見がある

ものと承知しており，国民の皆様の声に十分耳を傾

けて，引き続き，丁寧に対応・御説明してまいりた

い。

〔現時点でお示しするのは困難〕

（検察庁法改正案の勤務延長役降り特例の要件

である） 「内閣が定める事由」は，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

事院規貝l1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
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，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，迭務省においても，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

いりたいゴ

(参考1）令和2年5月19日森法務大臣記者会見
検察庁法改正案については,国民の皆様方に様々な御
意見があるものと承知しております。

ういった国民の皆様方の声に十分に耳を傾けて，今
｝
」

後も引き続き,御説明してまいりたいと思います6－
法案の今後の取扱いについては，国会でお決めになる
ことと承知。

（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
らみてそのﾕ蝋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E万三
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

2



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。

○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s 勤務延長関係

1 規則11－8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
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
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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）

○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
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貝llで定める事由

一
一

○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、 弓|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。
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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

○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めら

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
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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。

(参考2）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

一宮政府特別補佐人：勤務延長及びいわゆる役職定年制
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
体白勺な事由は人事院規貝ll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I｣11-8第

7条と同様の規定とすることを基本に考えております

が，各府省等における今後の人事運用等も踏まえて更
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S)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ll、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
る規則に準ずる内容で、内閣が窓意的に運用するのでは
ないかという皆様の御疑念を解消できるような具体的な

基準を作ることに着手してまいりたいと思います。
○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，作っていきた

いと思います。

【責任者：刑事局総務課佐藤課長内線■■■携帯
6



(女極ﾖ｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月25日 （月）参・決算委小沼巧議員（新会派）

〔諸般の事情を総合的に考慮〕

事案の内容等諸般の事情を総合的に考盧し， 処分

したものと承知。
。

■■■■■】内線■■■携帯【責任者 刑事局総務課 佐藤課長

1

S問黒 4

なの】
II氏に対する人事上の処分は,なぜ『訓告」
j,法務大臣に問う。I



(対医固･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月25日（月）参・決算委小沼巧議員（新会派）

K戒処分の指針」におし

減給又は戒告」とさわ
黒川氏が「訓告」の処
L分が軽すぎるのではた

〔法務省の先例。

人事院の処分指針上の「賭博」の具体的な定義は

明示されていないが，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，参加費を集め，総

合順位に応じて賞金を酉己分したほか，任意に10

OO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た。

に結論〕

黒川氏の「割||告』の処分については （人事院の？

●

‐懸霊1

1



処分指針を参考としつつ, ） こうした先例をも考盧

した上で,決めたものである｡」

（参照条文）

○懲戒処分の指針について（人事院事務総長通知・平成12年S月
1日職職－68）３

２第 標準例

公務外非行関係

(9)賭博

3

賭博をした職員は、減給又は戒告とする。ア
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

日

佐藤課長内線■■携 】
2

【責任者：刑事局総務課



(対医亘｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月25日（月）参・決算委勝部賢志議員（新会派）

想定可問黒川氏の訓告処分について， なぜ常習性
を認定しなかったのか，法務大臣に問う。

正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。

に考慮要素。

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, r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

’ 皐



○犯人の役割

○賭博の相手方

○営業性

等諸般の事情を総合的に鶴酌して判断されるべきで

と言われている。

に当てはめ。

本件は,｜日知の間柄の者との間で，麻雀を行った

&_Qである上，賭け金も必ずしも高額とはいえず，

り， 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）

●
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(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
⑥賭場の性格・規模，④賭金額の多寡， ⑤犯人の役割

賭博の相手方， ⑦営業性等がある。

内線 帯’ 】【責任者 刑事局総務課 佐藤課長
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(対沃国･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月25日 （月）参“決算委勝部賢志議員（新会派）

[法務省の先例〕

人事院の処分指針上の『賭博』の具体的な定義は

明示されていないが，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， r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, r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，参加費を集め，総

合順位に応じて賞金を配分したほか，任意に10

OO点当たりSO円のレートで賭博したもので，

r厳重注意」 「注意』又は『不問」

などの事案が確認された。

に結論。

黒川氏のr訓告」の処分については， （人事院の

処分指針を参考としつつ, ） こうした先例をも考盧

した上で,決めたものである｡」

想定2
分
大

詞今回の黒川氏の賭け麻雀は，人事院の処
:旨針における「賭博』に該当するのか，法務
事に闇弓



（参照条文）

○懲戒処分の指針について（人事院事務総長通知・平成12年3月
1日職職-68)

標準例

公務外非行関係

（9）賭博

３
２第

3

賭博をした職員は減給又は戒告とするア
イ 常習として賭博をした職員は停職とする

1

内蒜■■【責任者：刑事局総務課 佐藤課長 携

2



(対庄園･副大臣･政務官）
5月25日 （月）参・決算委勝部

刑事局作成

議員（新会派）賢志

〔必要な調査を行った〕

今回の処分を決するに必要な調査を行った
』

内 携帯
｜
■
■
１
１
７
■

刑事局総務課 佐藤課長

1

【責任者

想定3問黒川氏の再調査を実施すべきでないか，
法務大臣に問う。



(女極ﾖ｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月25日 （月）参・決算委山添拓議員（共産）

引、 価

。

ｰ写 ．…C

ので温’ 箔論茜
菩存弍

Ｅ
血
吸
閤

に処分の概要〕

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），先日 （令和2年5月21日)，検事総長から

（注2)，監督上の措置（注S)として，訓告（注

4） とされた。

に懲戒処分でなく監督上の措置とした理由。

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トで行われたも

且・のであること

1



、

○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

承知している。

(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。

(注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S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
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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）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

当たり，できるだけ速やかに必要な調査を行い，
検事総長から監督上の措置として，訓告とされ，

分に当たり 本
本

７
１

日
日 辞職を承認する閣議決定を行いました。 （略）

内線■■携帯一【責任者：刑事局総務課佐藤課長

3



(対因ﾖ｡畠ﾘ大臣｡政務官） 刑事局作成
5月25日（月）参・決算委山添 拓議員（共産）

4問総理は，検察庁法の改正を含む国家公務員法
等改正案について，法案設計当初からの社会変
化を踏まえて検討する必要があると述べたが，
政府として廃案を目指す方針なのか， どのよう
な検討を行っているのか，法務大臣に問う。 （同
旨官房長官）

’

に国民の理解を得ることが重要と認識。

総理の御発言については承知している。

私も， 内閣の一員として，公務員の制度改革に当

たっては堅国民の皆様の御意見'二耳を傾け， その御
理解を得ることが重要であると認識している。

に法案のスケジュールは国会が決めること。

迭案審議のスケジュニールについては,_国会がお決
めになることと承知している (が，法案審議の場に
おいて， 検察官の勤務延長や役降りの特例の要件で
ある_『内閣の定める事由」 等をお示しできるよう ’

しっかりと検討してまいりたい｡）」

（参考）

○令和2年5月21日安倍内閣総理大臣ぶら下がり会見
Q総理，検察庁法改正案に関して，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

1
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送りましたが，取り下げる考えはないでしょうか。

A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，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
〈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，社会的な状況も大変厳しい

状況にあるわけでございまして，この法案を作った時と
は状況が違っているのではないかという，そういう考え
方も述べておられ，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。そうしたことも含めて， しっ
かりと検討していく必要はあるんだろうと， こう思って
います。

○令和2年5月20日衆議院内閣委委員会における菅官房長

官の御答弁

国民の皆様には，様々な声があるということは十分承矢ロ
しております。そうした声に丁寧に耳を傾けながら，それ

は法案を成立に向けて進めていくというのはこれは政府の
基本的な考え方であり，国会運営については国会でお決め
いただくことであります。

○自民党の世耕弘成参院幹事長発言録（令和2年5月工9
日）

（新型コロナウイルスの感染拡大で） これだけ経済が苦
しく雇用環境が厳しくなっているなかで、国家公務員や
地方公務員だけ給料も下がらないまま、 5年も定年延長
されて良いのか。それだけの仕事があるなら、いま雇用

を失った若い人や就職氷河期のまま正社員に就業できて
いない人たちこそ、公務員として採用することも考えな
ければいけないと思っている。

あえてこれまでは、閣議決定され、 （自民党）総務会で
2



私も了解した法案であったから言ってこなかったが、そ
もそも国家公務員、地方公務員の定年延長は人手不足の
経済環境、雇用環境を前提に議論されてきたテーマだ。
いまその前提条件が大きく変わった。
今回、継続審議となったことを契機に、その点もしっ

かり議論し、国民の理解を得られるのか（考えるべきだ)。
秋の（臨時＞国会で議論と言われてるが、秋は新型コロ
ナの影響を受けて雇用環境が本当に厳し之~濯~ろでき~ﾛｰﾏ意 時
期。 そういった時期に国家公務員の定年をg牢宅莚喜子弓 、

地方公務員の定年を延長する議論が末野苣筬~万豆ちあ万三旨
しっかり考えていく必要がある。

内線■■携帯一【責任者：刑事局総務課 佐藤課長
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