
(対因ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆。法務委山尾志桜里議員（立国社）

I
想定2問検察官について勤務延長及び役降り特例

を適用する立法事実について,有無及び内容を，
法務大臣に問う。

r)

〔立法事実は検察官を取り巻く情勢の変化〕

勤務延長制度が導入された昭和56年当時と比
べ

○例えば， 国際間を含めた交通事情は飛躍的に進

歩し， 人や物の移動は容易になっている上， イン

ターネットの普及に伴い，実際に人が移動しなく

ても，各種情報の交換や諸々の手続などが簡単に
行えるようになっているなど

社会経済情勢は大きく変化し， 多様化。複雑化して
いる。

これに伴い，犯罪の性質も，

○例えば，海外に拠点を置いた国際的な組織犯罪

や捜査手法に工夫を要するサイバー犯罪なども多

く発生している状況にあり，複雑困難化している。
このように，犯罪の捜査等に当たる検察官を取り

巻く情勢は，昭和56年当時と比べ，大きく変化し
ていると考えられる。

そのような情勢から，検察官についても特定の
一
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職員に定年後も弓|き続きその職務を担当させなげれ

ば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。

また，検察官の役降り制度についても，その特例

を認めなければ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。

に結論：立法事実があることに変わりはない。

このように，社会経済情勢の変化及びこれに伴う

犯罪の複雑困難化が進んでいる中で，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,勤務延長や役降り特例を認める立法事実はある

と考えている。

（なお， このことは，黒川氏が辞職したことなど

とは関係なく，立法事実があることに変わりはな

い｡L」

（参考）令和2年3月23日参・予算委

森法務大臣：勤務延長制度が導入された昭和56年当時と
比べ，例えば国際間を含めた交通事情は飛躍的に進歩し，
人や物の移動は容易になっている上， インターネットの
普及に伴い，実際に人が移動しなくても各種情報の交換
や種々の手続などが簡単に行えるようになっているなど，
社会経済情勢は大きく変化し，多様化，複雑化しており
ます。 これに伴い，犯罪の性質も，例えば高度な技術を
馬区使したサイバー犯罪などが横行しているほか，海外に
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拠点を置いた国際的な組織犯罪なども多く発生している
状況にあり，複雑困難化しております。 このように，犯
罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢は（略）昭和
56年当時と比べ大きく変化している中, 検察官につい
ても)特定の職員に定年後も弓|き続きその職務を担当~琴
せることが公務遂行上必要がある，必要な場合がある~王
考えられたためであります。

内岨携帯■■■■■【責任者 刑事局総務課 佐藤課長
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(対因ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆。法務委山尾志桜里議員（立国社）

’

震
とが原則である。

役降りの特例及び勤務延長は，改正検察庁法の

件及びこれを受けた「内閣が定める事由」による

準が認められる場合に限って，例外的に， 引き続

ｆ
ｌ

、
に
こ
要
基
き

勤務することが認められるものである。
、

、、
〆

／

〔国家公務員法の要件〕

（ところで, ）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

ておらず， また，役職定年制の特例の要件（注3）

も，勤務延長と同様の要件が定められている。

そして， 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，適切に定められることと なる。

〔検察庁法の要件〕

（改正法において）検察官の勤務延長（注4）や

！且

定 3問検察官に勤務延長を適用する場合の対象
や要件についてⅢ法務大臣に問う。



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も緩めら

れておらず， より限定的となっている（注6）。

その上で,これらの要件をより具体的に定める｢内

閨が定める事由」についても，新たな人事院規則の

規定に準じて定めることとなる。

〔参考となる規定（現行人事院規則と実施通知)〕

そして，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7）

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8）

などと定められている。

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
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になるものと考えている。－一

に現時点でも基準として一定程度明ら加

このように，検察官については，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r内閣が定める事

由｣でより具体的に定めることとしていることから，
現行の人事院規貝ll等も踏まえると，現時点でも，基

茎とL工三宝孟呈盧旦且旦z四三皇旦工｣△量といえる9 1
（注1）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示至孑言~ヱー認房壱
れる事由として人事院規貝Uで定あ~ろ~軍酉

二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|｣で定める事由
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（注2）現行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。

（注S)改正後の国家公務員法における役職定年制の特例
の規定

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（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

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
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生ずると認められる事由と

由（以下略）
－

して人事院規則で定める事

（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 (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， 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
れる事由として内閣が定める事由

（注5）改正後の検察庁法における役降り特例の規定

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
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。 （以下略）

ら



(注6）改正後の国家公務員法第81条の7第1項は， 一
般の国家公務員について勤務延長が認められる事由とし
て

○第1号で，職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案
して，退職により公務の運営に著しい支障が生じると
認められる事由として人事院規則で定める事由

第2号で，職員の職務の特殊性を勘案して，退職に○

より，欠員の補充が困難となることにより公務の運営
に著しい支障が生じると認められる事由として人事院
規則で定める事由

を規定している。

検察官については，退官により，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じることは
考えにくいと判断し，第2号の適用をしないこととして
いる。

（注7）現行の人事院実施通知

○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
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(3) 第s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， 引き続き任用する特
別の必要性が認められる場合

2～4 （略）

（注8）現行の人事院規貝リ

○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。

一職務が高度の専門白勺な知識，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。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■携帯’
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医顕
(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委葉梨康弘議員（自民）

＝ー
■■■ ■■■■

⑤平)C

直
一
一

〔犯罪の成否は，証拠に基づき個別に判断〕

委員御指摘のとおり，犯罪の成否については，捜

査機関により収集された証拠に基づき個別に判断さ

れるべき事柄である。

その当時の発言は，飽くまでも一般論を述べたも

のであるが，その際に， この点を明示的には述べて

いなかった。

（正式な記者会見の場ではなかったとはいえ,）

委員御指摘のような誤解を招いたとすれば，そのよ

うな不十分な説明に起因するものであり， 申し訳な

く思うゴ

(参考） 5月21日ぶら下がり会見における法務大臣発言(抜細
「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
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るおそれもありますし，そして，緊急事態下，外出自粛
の折に外出したということであれば，国民の皆様にとっ
ても大変申し訳ないことをした， というふうに思います

ので， まずは事実確認をしっかりした上で報道されてい
ることが事実であれば， 厳正に処分をいたします｡」

4

内線ﾛ■■ 携帯【責任者：刑事局刑事課 大原課長 】
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刑事局作成

5月26日 （火）衆・法務委葉梨康弘議員（自民）
対法務当局

2問テレビのコメンテーターの中には， 「法務省は，いわゆ

る『点ピンレート』の賭け麻雀は，賭博罪に当たらないと

ハッキリ言えば良い｣などと発言される方もいるようだが，

ことはそんなに単純ではない。法務省においては，先に述

べたような各種の事情を総合的に判断して，本件について

は，社会通念上も犯罪性は認められないと認定したものと

思料するが，法務当局の見解を問う。
ゾ

(答）

1 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。

2 その上で，人事上の処分を決するという観点から申し上げ

れば，黒川氏が金銭を賭けた麻雀をしたことについて，先例

を考慮するなどした上,国家公務員法上の懲戒処分ではなく，

｢訓告」 としたもの。

（参照条文）

O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31日職職-68)
第2標準例
3公務外非行関係
（9）賭博

ア賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ常習として賭博をした職員は停職を~こう二る。
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刑事局作成

5月26日 （火）衆・法務委葉梨康弘議員（自民）

対法務当局

S問週刊誌には， 自宅を麻雀の場として提供した記者は， 「そ

の前に飲食物を購入した」との記事があるが， この点につ

いては問題はないのか，法務当局に問う。

(答）

1 まず，今回,黒川氏が麻雀をした相手方については，利害

関係者に該当するとの事実は認められなかった。

2 またj黒川氏が，報道機関関係者から，社会通念上相当と

認められる程度を越えて飲食物の提供を受けていた事実は認

められず，御指摘の点は問題なかった。

（参照条文）

○国家公務員倫理規定

（利害関係者）

第二条この政令において、 「利害関係者」 とは、職員が職務

として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号

に定める者をいう。ただし､職員の職務との利害関係が潜在

的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に

関する者として各省各庁の長（法第五条第三項に規定する各

省各庁の長をいう。以下同じ｡）が言||令（同項に規定する訓

令をいう。以下同じ｡）で又は独立行政法人通則法（平成十

一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以

下「行政執行法人」 という｡）の長が規則（法第五条第四項

1



に規定する規則をいう。以下同じ｡）で定める者及び外国政

府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者

（当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの

利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に

限る｡）を除く。

一許認可等（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二

条第三号に規定する許認可等をいう｡）をする事務当該

許認可等を受けて事業を行っている事業者等（法第二条第

五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業

者等とみなされる者をいう。以下同じ｡)、当該許認可等の

申請をしている事業者等又は個人（同条第六項の規定によ

り事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」とい

う。）及び当該許認可等の申請をしようとしていることが

明らかである事業者等又は特定個人

二補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定

する補助金等をいう。以下同じ｡）を交付する事務当該

補助金等（当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部

とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む｡）

の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っ

ている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請

をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付

の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又

は特定個人

三立入検査、監査又は監察（法令の規定に基づき行われる

ものに限る。以下この号において「検査等」 という。）を

する事務当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

四不利益処分（行政手続法第二条第四号に規定する不利益

処分をいう。）をする事務当該不利益処分をしようとす

る場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者

等又は特定個人

2



、～

五行政指導（行政手続法第二条第六号に規定する行政指導
， ）

をいう｡）をする事務当該行政指導により現に一定の作

為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

六内閣府又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、改善

及び調整に関する事務（前各号に掲げる事務を除く。）

、 当該事業を行っている事業者等

七国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは会計法

（昭和二十二年法律第三十五号）第二十九条に規定する契

約に関する事務又はこれらの契約に相当する行政執行法人

の業務に係る契約に関する事務これらの契約を締結して

いる事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等

及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明ら

かである事業者等

八財政法(昭和二十二年法律第三十四号）第十八条第一項

の規定による必要な調整に関する事務当該調整を受ける

国の機関

九一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第

九十五号）第八条第一項の規定による職務の級の定数の設

定若しくは改定に閏する事務若しくは当該設定若しくは改
定に係る同項に規定する意見を述べることに関する事務又

は同条第二項の規定による職務の級の定数の設定若しくは

改定に関する事務これらの設定又は改定を受ける国の機

関

十内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第十

四号の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査
に関する事務当該審査を受ける国の機関

2職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係

る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該

官職に係る他の職員の利害関係者であるときは､当該利害関

係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間（当該

期間内に、当該禾ll害関係者であった者が当該官職に係る他の

』

3



職員の利害関係者でなくなったときは､その日までの間)は、

当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

S他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影

響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図

るためその職員と接触していることが明らかな場合において

は、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者で

もあるものとみなす。

○法務省職員倫理規程

（利害関係者とみなす者）

第3条検察官及び検察事務官については，捜査を受けている

被疑者，公訴の提起を受けている被告人若しくは刑の執行を

受ける者(以下｢被疑者等」という。）又は被疑者等の弁護人，

代理人その他これに準ずる者(当該被疑者等のためにする行

為を行う場合に限る。 ）は,当該捜査，公訴の提起若しくは

維持又は刑の執行に従事している検察官及び検察事務官の政

令第2条第1項に規定する利害関係者とみなして，政令(第2条

第2項を除く。 ）を適用する。

2被疑者等が法人その他の団体である場合において，その役

員又は職員(当該被疑者等の利益のためにする行為を行う場

合に限る。 ）は，前項の利害関係者とみなす。

4



(対因ﾖ･副大臣･政務官）
5月26日 （火）衆・法務委葉梨

刑事局作成
議員（自民）康弘

5問高検検事長については，任命権者や懲戒権者
は内閣監督上の処分は検事総長が行うことと
されているが,今回の処分は一体誰が決めたの
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

したりはﾕｰ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。

I
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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

法務省から， 内閣に対し，事務的
一

の過程において，

調査の経過の報告，先例の説明，処分を考えるに，

上で参考となる事情の報告（注）等を行っている。

正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｡」

(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-=級とし、

2



j
〆

I

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。

（

､

○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
ｸMｺｰ･'命赫 引| ’

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｡」

r

（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

3

■
ロ
▼
．

ざ

函寺置フ窪者
ａ
ｊ
″
グ都更の及ぶ官職又は職三の範囲

検事総長 最高検察庁の職員（検事総長を除く）及
び検事長



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 β・ よされたという－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ﾘ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う立
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リ私が
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b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、_rざいました

4



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，迭務省において令
和2年5月21日，検事総長に対し訓告が相当と考える

検事総長においても訓告が相当であると判断旨を伝え
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d

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■携帯I■■■■
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(対辰ヨ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委階 猛議員（立国社）

〔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。

〔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。

！

妙

1

想定1問今般の黒川氏の不祥事を踏まえて，検察
の信頼回復のため，何をすべきと考えるか，法
務大臣に問う。



に法務・検察行政に関する必要な検討を開始。

そこで1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。

』

に法務。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上い二｣

（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
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

2



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〒
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
いりたいと思います。

〃

佐藤課長内線■■携
も

3

【責任者：刑事局総務課

一



(女極ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委階猛議員（立国社）

に年間平均の件数〕

平成2g年から令和元年までの3年間について確

認したところ,年間平均s～4件であった。 」

(参考）

平成29年5件
平成SO年2件
令和元年3件

※司il告事案としては,交通事故（赤信号看過）により
罰金処分(70万円）を受けたもの，事件記録の一部
を紛失したもの，実刑判決確定者の逃走事案において
必要な措置を講ずるべきであるのに怠ったものなどが
ある。

※賭博事案なし

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内總■■携帯■■■■
〉 1

想定2問
れくら

１
．
１寅察

４
■
■
■
■

,､の‘

言のr言
牛数がI

l1告』処分に
ろるか， 法認

■■

、ソ 年間平均でど
5大庫に間弓、



(対因ﾖ･副大臣｡政務官）
5月26日 （火）衆・法務委階

刑事局作成

猛議員（立国社）

〔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ゴ上の言

内墨 携帯’ 】【責任者 刑事局総務課 佐藤課長

1

、
｛

想定3問黒川氏の「訓告」処分の手続にづFて
，特に法務・検察と内閣とのやり取りについて，
法務大臣に問う。



(対区画･副大臣｡政務官) 刑事局作成
5月26日 （火）衆．法務委階猛議員（立国社）

こ

正大臣の指示で法務省で行った。

本件は，検察に対する国民の信頼を損ねる，はな

はだ不適切な事案であることから,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が重要

であると考えられた。

そこで，適正かつ迅速に調査を実施するため，法

務大臣の指示で， （職員の人数が比較的少ない）最

高検察庁ではなく，法務省が調査を行ったもの｡」
.／
／

リ

j’

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■携帯■■■■■

1

想定4問な
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行ったの7
ワ
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■

子
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説

最高検で
法務大臣

まなく，法務省が調査を
こ問う。



(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委階 猛議員（立国社）

想定5問黒川氏の「訓告｣処分の判断に，
臣や法務大臣はいかなる責任を負うか，
臣に問う。

総理大
法務大

〔法務省。検事総長において決定〕

黒川氏の処分についてはj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。

〔法務大臣の責任〕

私（法務大臣）は， この処分を決定したという意

味で，責任者としての立場にある。

〔総理大臣の責任〕

総理は, この処分に関して，法務大臣から，事実

関係の調査結果を踏まえて処分を行ったこと等につ

ふ1



いて報告を受けて，法務省の対応を了承したもので

ある旨ご説明され， 『総理大臣として，行政府の長

として責任を持っている』旨，発言されているとこ

ろ｡」
（参考）令和2年5月25日午後新型コロナウイルス感
染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見

記者：政府の緊急事態宣言が出されている最中の賭け麻雀
で辞職した黒川前東京高検検事長の問題についてお伺い

します。捜査機関や政府に対する信頼を大きく損なう重
大な事案であるにも関わらず，国民から処分が甘いとい

う批判が相次いでおります6総理は先ほど批判は真蟄に
受け止めるという発言がありましたが，そうした厳しい
国民感情を踏まえても，今回の訓告の処分が適当で，満
額で6000万円ともいわれる退職金がそのまま支払わ

れることに何ら問題はないと考えているのでしょうか。
また，法務省は，国家公務員法に基づく懲戒が相当と判
断していましたが，官邸が懲戒にはしないと結論づけた
というような報道もありますが，処分の前にどのような
協議が官邸とされていたのか，その点についても詳しく
お聞かせください。

安倍内閣総理大臣：黒川氏のですね，処分については，先
週21日に，法務省から，検事総長に対し，調査結果に
基づき，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をして処分したものと承知

をしています。私自身は,森法務大臣から，事実関係の
調査結果を踏まえてですね，処分を行ったこと，そのう

| |氏本人より辞意の表明があったので， これをえで，黒ノ

認めることとしたいとの報告がありまして，法務省の対
応を了承したものであります。もちろん，対応了承して

2



おりますので， この I処分こついて， 総理大臣としてです
ね，行政府の長として責任を持っているところでござい

ます。国民のご批判に対しては， これも真筆に受け止め

なければならないと。この上はですね，法務省,'検察庁
においてですね,信頼を回復するために全力を尽くさな
ければならないと， 私も全力を尽くしていきたいと思っ

ています。

ト

〆

内線■■携帯■■■■■■■【責任者 刑事局総務課 佐藤課長

3



(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委階 猛議員（立国社）

想定6問法務大臣は， 5月22日の記者会見にお
いて， 「黒川元検事長に対する訓告の措置は，
任命権者である内閣が決定した｡」旨の発言を
しているが，虚偽答弁ではないか，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

Ｉ
も

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。

その後，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
一

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。

に22日の記者会見の発言。

22日の記者会見における私のr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
ー

(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）

2



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。

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
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

措置権者はる場合には 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ジ賭け麻雀をし
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， この司||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
6． よされたという､ーとでございます。

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，
人事院規貝1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
受けたと這るでございます。

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 それを，辞意をの上で，辞表が

受けたと 了解をしたという報告がございました私と
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

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 = 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ナ 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。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■携帯■■■■
5



Q

(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆”法務委階猛議員（立国社）

想定7問報道機関関係者から聴取していないな
ど,事実関係の調査が極めてずさんではないか，
法務大臣に問う。

〔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。

〔調査方法〕

具体的には，法務事務次官において，黒川氏の聴

取を行い，金銭を賭けた麻雀に同席していたとされ
一

る報道機関関係者が所属する各社が公表した内容を

総合的に判断し,事実を認定した。

〔調査は適正〕

黒川氏の処分を決するに当たり，必要な調査を行

ったものであり,調査は適正に行われたものと考え

ている。

〔報道機関関係者の聴取は差し控えた〕

なお報道機関の取材活動に閏わる可能性があっ

たため,報道機関の取材の自由を尊重する観点から，



関係する報道機関の関係者から聴取するのは差し控

の』えたも

『

内線■■携帯■■■■■■佐藤課長

2

刑事局総務課【責任者



(女咽ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委階猛議員（立国社）

想定s問黒川氏の処分を決するに当たり，常習性
を認定しなかったのはなぜか,法務大臣に問う。

に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 可日

○5月刊3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

，且
＞



○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斜酌して判断されるべきで

と言われている。I

正当てはめ。
○

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つ目
こ

（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）
第孔86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盧さ
れた事項としては，①賭博の種別，②賭博の複雑性， ③

⑥⑤犯人の役割賭場の性格・規模，④賭金額の多寡，
⑦営業性等がある。賭博の相手方，

／

1

、

､、（

内線■■■携帯｜刑事局総務課 佐藤課長

3

【責任者：



(女極ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆･法務委階猛議員（立国社）

想定g問黒川氏の処分を決するに当たり，機密情
報の漏洩リスクについて考慮したか，法務大臣
に問う。

、

に秘密漏示は違法〕

（お尋ねの「機密情報の漏洩リスク』の意味する

ところが必ずしも明らかではないが)国家公務員は，

職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない

とされており， これに違反すれば，職責を問われる

ことはもとより，刑事罰が科される可能性もある。

に漏洩は認められなかった。

その上で,黒jil氏に対する法務省の調査において，

捜査上の秘密などを漏洩した事実は認められなかつ

劃

(参照条文）

○国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）
第百条

①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（以下略）

第百九条

次に各号のいずれかに該当する者は，一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。



一～十一 （略）

十二第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第
一項の規定に違反して秘密を漏らした者
(以下略）十三

（

】

■■■■内畑携帯刑事局総務課【責任者： 佐藤課長
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(対辰国･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆。法務委階猛議員（立国社）

想定可O問黒川氏の処分を決するに当たり，金銭
（ を賭けた麻雀をしていることを秘して勤務延長
の同意書に署名したことについて考慮したか，
法務大臣に問う。

に職責対象事実の本質〕

黒川氏の「訓告」の対象となった事実の本質は，

自粛要請期間中であるにもかかわらず，金銭を賭け

た麻雀に及んだことに強い非難が加えられる点にあ

る。

に考盧していない。

法務省の調査結果を前提とすれば，黒川氏は，勤

務延長の同意書に署名した時期にも金銭を賭けた麻

雀をしていたと考えられるが， それを秘していたこ

とは,処分量定を変える事情とまではいえず，考慮

していない。

【責任者《刑事局総務課佐藤課長内緒■■携
1



(対匡亘･副大臣"政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委階猛議員（立国社）

想定12問人事院の処分指針に照らして黒川氏の
処分が不当に軽いことについて，法務大臣とし
てどのように責任を取るのか,法務大臣に問う。

〔処分は適正なもの〕

法務省の調査では，黒川氏については，報道機関

閨係者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， 旧知の間柄の者との間で，必
ﾉ

ずしも高額とまではいえないレートで行われた麻

雀であること
－

○黒川氏は,事実を認めて深く反省していること

等の理由や先例を考盧した上，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

たものと考えている。

〔引き続き法務大臣としての務めを果たしたい〕

もっとも，今回の事態を受けて，私（法務大臣）

自身，責任を痛感している。

本件を受けて，総理に対し，進退伺いをしたとこ

ろ，総理から慰留され，検察の信頼回復と立て直し

'



のために尽力してほしいとのお話があったことか

ら， 引き続き，職責に当たることを決めたもの。

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．

(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S14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

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，将来におげる服務の
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1）令和2年5月22日 （午後）菅官房長官記者会見

2



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）

（参考2）令和2年5月22日衆・法務委階委員に対
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
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，
はございますが，検察の信頼回復のためにできることを
またして参りたいと思います。

(参考S)令和2年5月22日衆・法務委山尾委員に
対する答弁

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6
安倍総理に対して進退伺を出したところでございます

3



今

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
いりたいと思います。

ノ

'

〃

ず

■■■■内 携帯刑事局総務課 佐藤課長

4

【責任者



(女伍ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委後藤祐一議員（立国社）

’
、

〔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。

この麻雀は1,000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の手配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。

’

想定1問黒川氏の賭け麻雀について調査した結果
■ について，法務大庫に問う。



なお， この点については，黒lll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‐

また，黒川氏は，報道機関関係者A方で麻雀を

行った後， 同巳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』

』

､

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■携帯■■■■■
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(対因ﾖ｡副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委後藤祐一議員（立国社）

想定2問法務大臣は， 5月22日，記者会見にお
いて， 「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」と発言したが， 「内閣で
決定」したとは， いつ，誰と誰の間で， 決定し
たものか。また，その際決定した内容は，黒川
氏に対する処分について，懲戒処分とせず， よ
り軽い訓告処分とするという内容であったの
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。

1



’

その後，検事総長から，黒川氏に対し, r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。

に22日の記者会見の発言〕

22日の記者会見における私のr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

r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

し上げた垂のゴ

(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

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は〒一級とし、
2



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。

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
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

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

3



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 ますとでござい 。

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

決定し 検事総長にこうい
●

した 卜で， 内閣で た をもの ， 私が

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 1

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

卜ので， 辞表が，辞意が表明されたので それを，辞意を

報告がございました。私とし了解をしたという受けたと ，

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。
一

4



（参考S)令禾口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

法務省から総理や私のと承知しています。その後 (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。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■■携帯■■■■■
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(対区画･副大臣､政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委後藤祐一議員（立国社）

に先例等を考盧した上で決した適正な処分である。

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，法務省における先例をも考

盧した上で，決定されたものであり，適正な処分が

なされたものと考えている。2=」

佐藤課長内畑携帯一

1

【責任者：刑事局総務課

想定s問森法務大臣が5月22日の会見で述べた
r内閣で決定』した時点において，黒川氏の処
分に関して，人事院の処分指針や，他府省も含
めた過去の事例等を調べていたのか，法務大臣
に問う。



(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委後藤祐一議員（立国社）

想定4問黒川氏の調査についての結果の報告や，
処分についての報告.相談は，法務省と内閣の
間で， いつ，誰により， どのようになされたの
か。また，法務大臣と総理大臣との間では， 5
月21日午後5時22分以外には，電話やメー
ルも含めて,報告・相談はなされていないのか，
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閏することであるため， それ以

上の詳細はお答えを差し控える9」

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■■携留 I
、）

1



(対因ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委藤野保史議員（共産）

1問森法務大臣が本年5月22日の記者会見で，
「法務省内，任命権者の内閣と様々な協議を行
った。最終的に内閣で決定がなされたものを，
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」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｡」と述べて
いる。安倍総理の答弁と食い違っていると思わ
れるが， この点についてどのように説明できる
のか, どちらが正しいのかについて，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，

ザ



法務省としての決定に異論がない旨回答を得た。

その後，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。

〔25日の答弁は報告を指して言ったもの〕

25日の参議院決算委員会における私の「内閣と

協議した」旨の答弁は，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

2



処分を考える上で参考となる事情の報告等を行った

ことを申し上げたもの。二」

(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。

○法務省職員の訓告等に関する訓令（平成16年4月9日
法務省人服訓第S14号）

第2条司ll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）及び鐘皇屋

O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）

3



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貝l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

ある検

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

4



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

訓告が相当であると判断検事総長においても旨を伝え

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
5



《 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，全く処分征
には関与していないということになるんでしょうか。

全く処分の決定

申し上げたとおりです。菅官房長官 今，

I

佐藤課長内總■■携

6

【責任者：刑事局総務課



辻今

(対閃ヨ｡副大臣・政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委藤野保史議員（共産）

2問黒川氏について，どのような調査をしたのか，
その結果， なぜ常習賭博と認定されなかったの
か，法務大臣に問う。

〔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。

〔調査方法〕

具体的には，法務事務次官において，黒川氏の聴

取を行い，金銭を賭けた麻雀に同席していたとされ

る報道機関関係者が所属する各社が公表した内容を

総合的に判断し，事実を認定した。

〔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, 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

○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斜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， 旧知の間柄の者との間で，麻雀を行った

r,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』

2



（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。

○

Ｉ

Ｊ
１

毎
J

【責任者‘刑事局総務課佐藤課長内岨携帯’
3
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刑事局作成

5月26日 （火）衆・法務委藤野保史議員（共産）

対法務当局

1

人事院の指針より も軽い口
央儂

訓 処分とな

里 テノ’ ｜問 ′'､、 当 一｜氏 問っ。について， －
s

ジつた理由について， 法務 局

(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

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

決することとなる｡

〔訓告処分の理由〕

その上で，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毫J二

1



刑事局作成

5月26日 （火）衆‘法務委藤野保史議員（共産）

対法務当局

4問黒川氏について，ハイヤーの利用については， どのよう

な調査をしたのか，法務当局に問う。 、

(答）

〔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。

〔調査方法〕

具体的には， 法務事務次官において， 黒川氏の聴取を行い，

金銭を賭けた麻雀に同席していたとされる報道機関関係者が

所属する各社が公表した内容を総合的に判断し，事実を認定

した。

｢一〒一

｜〔利
～

害関係者に当たらない〕

国家公務員倫理規程で定める「利害関係者」 と

助金等の交付の対象となっている事業者や， 立

る事業者等を指すとされている。

検察官については，捜査を受けている被疑者，

立

は，例えば，

補
け

入検査を受

公訴の提起

受けている被告人若しくは刑の執行を受ける者又は被疑者を

等の弁護人，代理人等が利害関係人に当たり得る 一三
0

－

今回，黒川氏が麻雀をした相手方については，利害関係者

に該当する,との事実は認められなかった。
、-

4 ［



〔国家公務員倫理規程に抵触しないと判断〕

その上で，法務省が行った調査によれば黒川氏は，麻雀

を行った後，同席した報道機関関係者が手酉己したハイヤーに

同乗して帰宅したが， 当該ハイヤーは，黒ﾉl 1氏個人のために

手酉己されたものではなく，報道機関関係者が帰宅するための

ハイヤーに同乗したものであることなどが認められた。

そこで（国家公務員倫理規程第5条の）「供応接待を繰り
、
、
ｊ
ノ

返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応

接待又は財産上の利益の供与｣があったとまでは認められな

いと判断し三J

／

当
以

え

1

（参考）取材活動をしている記者は， ‐~一般には利害関係者に該

当しない（国家公務員倫理審査会作成） 。

●

○国家公務員倫理規程

（利害関係者）

第二条この政令において、 「利害関係者」 とは、職員が職務

として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号

に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在

的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に

2



関する者として各省各庁の長（法第五条第三項に規定する各

省各庁の長をいう。以下同じ。 ）が訓令(同項に規定する訓

令をいう。以下同じ。 ）で又は独立行政法人通則法（平成十

一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人

（以下「行政執行法人」 という。 ）の長が規則(法第五条第

四項に規定する規則をいう。以下同じ。 ）で定める者及び外

国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する

者（当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるもの

の利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者

に限る。 ）を除く。

｝

一許認可等（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条

第三号に規定する許認可等をいう。 ）をする事務当該許認可

等を受けて事業を行っている事業者等（法第二条第五項に規定

する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされ

る者をいう6以下同じ。 ） 、当該許認可等の申請をしている事

業者等又は個人（同条第六項の規定により事業者等とみなされ

る者を除く。以下「特定個人」 という。 ）及び当該許認可等の

申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定

個人 ‘

二補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定する補

助金等をいう。以下同じ。 ）を交付する事務当該補助金等

（当該補助金等を直接にその財源の全部又は－部とする同条第

四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。 ）の交付を受けて当

該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特

3



定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特

定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていること

が明らかである事業者等又は特定個人

三立入検査、監査又は監察（法令の規定に基づき行われるも

のに限る。以下この号において「検査等」 という。 ）をする事

務当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

I

四不利益処分（行政手続法第二条第四号に規定する不利益処

分をいう｡）をする事務当該不利益処分をしようとする場合

における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定

個人

五行政指導（行政手続法第二条第六号に規定する行政指導を

いう。 ）をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は

不作為を求められている事業者等又は特定個人

六内閣府又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、

び調整に関する事務（前各号に掲げる事務を除く。 ）

業を行っている事業者等

改善及

当該事

七国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは会計法

（昭和二十二年法律第三十五号）第二十九条に規定する契約に

関する事務又はこれらの契約に相当する行政執行法人の業務に

係る契約に関する事務これらの契約を締結している事業者等、

これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の

申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

Ｉ

4



八財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第十八条第一項の

規定による必要な調整に関する事務当該調整を受ける国の機

関

九一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九

十五号）第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定若し

くは改定に関する事務若しくは当該設定若しくは改定に係る同

項に規定する意見を述べることに関する事務又は同条第二項の

規定による職務の級の定数の設定若しくは改定に関する事務

これらの設定又は改定を受ける国の機関
I

＋内閣法（昭和二十二年法律第五割第十二条第二項第十四

号の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関す

る事務当該審査を受ける国の機関

2職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係

る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官

職に係る他の職員の利害関係者であるときは､当該利害関係者

であった者は、当該異動の日から起算して三年間（当該期間内

に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利

害関係者でなくなったときは、その日までの間）は、当該異動

があった職員の利害関係者であるものとみなす｡

s他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影

響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図る

ためその職員と接触していることが明らかな場合においては、

5



当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもある

ものとみなす。

（禁止行為）

第三条職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

四利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務

の提供を受けること。

（利害関係者以外の者等との間における禁止行為）

第五条職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、

その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認め

られる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けて

はならない。

2職員は、 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは

借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるか

どうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせな

かった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

○法務省職員倫理規程

（利害関係者とみなす者）

第3条検察官及び検察事務官については，捜査を受けている

被疑者，公訴の提起を受けている被告人若しくは刑の執行を

受ける者(以下「被疑者等」 という。 ）又は被疑者等の弁護人，

代理人その他これに準ずる者(当該被疑者等のためにする行

為を行う場合に限る。 ）は，当該捜査,公訴の提起若しくは

維持又は刑の執行に従事している検察官及び検察事務官の政

令第2条第1項に規定する利害関係者とみなして，政令(第2条

6



第2項を除く。 ）を適用する。

2被疑者等が法人その他の団体である場合において，その

役員又は職員(当該被疑者等の利益のためにする行為を行う

場合に限る。 ）は，前項の利害関係者とみなす。

7



医函 Ⅲ事局作”
･法務委藤野保史議員（共産）5月26日 （火）衆

対法務当局

5問令和2年1月14日，安倍総理大臣について，桜を見

る会をめぐる背任容疑で告発されたものの，黒川元検事

長の定年延長が閣議決定された同月31日，東京地検特

捜部は，代理人による告発であることを理由に受理しな

い旨通知したとされている。告発状が受理されなかった

理由及びその法的根拠を法務当局に問う。

(答）

お尋ねは，捜査機関の活動内容に関わる事柄であり，お答

え差し控え。

（なお，飽くまで一般論として申し上げれば，告発状が提

出された場合，検察当局においては，告発状の内容を精査し，

告発の要件（犯罪事実の特定性，処罰意思等）を満たしてい

るか否かを判断し， これを満たしているものについては受理

した上，法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知。 ）

1



摺零白 副大臣・政務官） 刑事局作成
（火）衆。法務委串田誠一議員（維新）

想定1問黒jll元検事長が賭け麻雀を行っていたこ
とについて，黒川元検事長には，刑法上の賭博
に関する罪が成立するのではないか，過去の判
例からすればどのように考えられるか，法務大
臣に問う。

に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
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

1



解されている｡」

○ 大コンメン

「本罪は，
の得喪を争う

タール刑法第3版第9巻123頁
偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてそ
とによって成立する｡」

一
一

内線■■■携帯■■■■■■■】【責任者 刑事局公安課 上原課長

2



摺零白畠|麦字桑寧蕊菫串田誠一議員｛維新）刑事局作成

想定2問いわゆる点ピン(1000点を100円
に換算するレート）による賭け麻雀について，
刑法上の賭博に関する罪が成立するのではない
か，法務大臣に問う。

〔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， 5月22日の衆議院法務委員会において，

川原刑事局長が黒川元検事長が行った麻雀のレート

に関して言及したが， それは，飽くまでも黒川元検

事長の処分を決めた事情の－つどして述べたもので

あり‘犯罪の成否に関して述べたものではなし。
（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, SO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

1



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閨する
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｡」

内線■■■携帯I |】刑事局公安課【責任者 上原課長

2



(交極ﾖ･副大臣‘政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委串田誠一議員（維新）

に重大かつ複雑困難事件の捜査。公判に対応。

黒川氏については,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，黒川氏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るという結論に至り，当分の間

引き続き東京高検検事長の職務を遂行させることと
● ●

したもの。
ノ

にお答えするのが困難である。

しかし， 当該事件の捜査公判の進捗状況等につい

てお答えするだけでも，個別の事件との結び付きを

述べることになり，その結果，捜査機関の活動内容

やその体制に関わる事柄を明らかにすることになる

から, お答えするのが困難であることを御理解いた

だきたい。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内咽携帯一
1●

想定6問黒川元検事長の勤務延長の根拠となっ
た，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の進捗状況に
ついて，法務大臣に問う。



）

(対因ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆。法務委串田誠一議員（維新）

に辞職は検察庁の業務遂行上の問題あ卯

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,問題

があるのは事実である。

正お答えするのが困難。

もつとも，黒川氏について勤務延長することとな

った，重大かつ複雑困難事件の捜査公判の公務の運

営に著しい支障が生じているのかどうかをお答えす

ることは，個別の事件との結び付きを述べることに

なる。

その結果,､捜査機関の活動内容やその体制に関わ

る事柄を明らかにすることになるから， この点につ

いては，お答えするのが困難であることを御理解い

ただきたい二』

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■■携帯

1

想定フ間黒jll元検事長が辞任したことによ聖
大かつ複雑困難事件の捜査公判の公務の進
薯しい古膣が牛にてい易のか.法惑大潭に

ツ 重
一
一Ｉ営

■
旧
■
■
■
■
■
■

濁う 0



ﾉ

(対因ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （金）衆・法務委串田誠一議員（維新）

想定8問業務の継続的遂行に著しい支障が生じ得
るにもかかわらず，黒川元検事長の辞職を承認
するということは， 国民の安心安全を犠牲にし
たことになるのではないか，法務大臣に問う。

〔勤務延長と辞職は直接関係しない〕

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

閣議請議を行い，閣議決定されたもの。

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,辞職させることとしたものであり，勤務延長

の判断とは直接関係しない。

〔速やかに後任者を選任したが,批判は甘んじて受ける〕

辞職を承認した結果黒川氏が務めていた東京高

検検事長のポストが空くこととなり， そのままにし

ておくことは，検察庁の業務遂行に支障を生じさせ

るものであったため，速やかに，後任者を選任する

必要があったもの｡

そして，本日，可及的速やかに後任者を選任した

ところであるが，短期間であるとはいえ，東京高検

1



、
い

検事長が不在となったことは事実であり，その点に

ついての批判は受け止めさせていただく。
二1

0

I

内線■■■携帯一刑事局総務課 佐藤課長

2

【責任者



(対区画･副大臣｡政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆・法務委串田誠一議員（維新）

想定9問後任者を直ぐに決めることができるので
あれば， そもそも，黒川元検事長が継続して遂
行しなければ公務の運営に著しい支障が生じる
ような重大かつ複雑困難事件などなかったので
はないか，黒川元検事長の勤務延長は根拠のな
いものだったのではないか，法務大臣に問う。

〔勤務延長に問題はない〕

勤務延長については，国家公務員一般の定年の引

上げに関する検討の一環として，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,解釈を改めたものであって,適正な

プロセスを経ている。

また,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,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，その勤務延長に問題はなかったものと考えてい

る。

〔後任者を選任したとしても変わりない〕

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

者を選任したものであるが， それによっても，黒川

氏の勤務延長に問題がないことに変わりはないと考え

る。

内畑携帯【責任者 刑事局総務課 佐藤課長
、

2



(対医亘･副大臣･政務官） 刑事局作成
5月26日 （火）衆。法務委串田誠一議員（維新）

に結論。

今般の解釈変更は,国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L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(注)，解釈を改めたもの。

このように，適正なプロセスを経た上でのもので

あり，撤回する必要はない2」

（注）

○内閣法制局との間では，本年1月17日から同月21
日にかけて

○内閣人事局との間では，本年1月23日に

○人事院との間では，本年1月22日から同月24日に
かけて

協議を行い，異論はない旨の回答を得た。

（参考）令和2年5月22日衆・法務委
串田委員： （略） ところでこの解釈変更には基準があったん
ですか。

森法務大臣：法令の勤務延長の解釈変更についてのお尋ね
と理解してお答えをいたしますけども，御答弁をしまし

1

想定10問検察官に国家公務員法上の勤務延長が
適用されると解釈変更を行ったのは違法である
から，撤回すべきではないか．法務大庫に闇弓←



たとおり，勤務延長をすることによってのですね，国家
公務員に対する人事院の規貝|｣等を参考にですね，業務継
続をする必要がある場合に勤務延長をするというふうに
申し上げてきたところでございます。

串田委員：三の前の内閣委員会でも，森法務大臣は基準が
まだないと,■人事院規貝1にしたがってそれを参考~E3ﾆｰ弓
とおつしやっていたわけですから，今ないわけでし王冥
準が。そして今回内關が見送ったのも基準がないご画三
よって国民の理解が得られないといって見送ったわけで
しよ。そしたら解釈変更で基準がないんだったら 一

一 のフ

解釈変更，撤回しなきやいけないんじやないです瓜
森法務大臣：お尋ねは検察庁法改正案における内閣の定め
る事由等についてのお尋ねでございましょうか。そうで
あれば， その内閣の定める事由については，新しい人事
院の規貝llに準じて作成するものでございますが， それを
速やかに作成するように今準備中でございます。

串田委員：だから現在の解釈変更した際には基準がなかつ
たわけでしよ｡そして今回の国家公務員法等改正案も墓
準がない,それに対して国民が非常に懸念を示してT喝言
国民の理解が得られないから見送ったっていう7石歪ﾗﾗｰ淀
ら,解釈変更基準がないんだったらこの解釈変更~毛~国戻
が納得していないってことになるじやないです力三5-了蕗）
（略）

串田委員：まあ少なくとも基準を定めていないから見送り
になったということを踏まえれば，今回の解”寛一茎
準がないので撤回をする，はっきりと明言してT弓亮彊言
たいと思います。

森法務大臣：内閣が定める事由は，法律制定後に定めるス
ケジュールでございましたが，様々な御指摘を踏まえて，
それをなるべく早い時点でお示しをすべく，現在準備中
でございます。

串田委員：これ廃案にするとかしないとか，今度臨時国会
2



で出すとか， いろいろ議論はありますけれど， この解釈
変更だけは生きたまま今残っているということは事実で

送 よ そし がすが，ただ，今回の見 りにって， て国民の声禽，
基準がなければ認めないということを内閣が受け入れた
ということに二度と解釈変更しないということを次は明
言していただきたいのですが， そう私は受け止めて今日

ありがとうございました。は終わりにしたb と思います。、

』

内線■■携帯■■■■■【責任者 刑事局総務課 佐藤課長

3


