
衆・法務委員会

対法務当局（法制部）

令和4年10月28日 （金）

薗浦健太郎議員（自民）

l問今般の二法案は、いずれも人事院勧告を受けたも

のであるが、 これらの法案の概要と趣旨について、

法務当局に問う。

〔法案の概要〕

○今回の改正は、一般の政府職員の給与の改定に伴い、裁

判官の報酎ﾄ|及び検察官の俸給を改定することを内容とする

ものである。

○すなわち、人事院は、官民較差を踏まえ、初任給及び若

手職員の俸給月額の引上げ等を内容とする一般職の職員の

給与改定を勧告した。

○そこで、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につ

いても、 これに準じて、判事補8号以下や検事16号以

下等の低い号俸の報酎|| ・俸給月額を、約0． 14％から

約' 39%引き上げることとするものである (注)｡ ’
(注）引上げの割合（今回の改正による増額分を現行の報酬・俸給月

額で除したもの）の内訳は以下のとおり。

○行政職俸給表（一）の適用を受ける職員の俸給に準じて定め

られる裁判官及び検察官のうち

判事補8号～12号、簡易裁判所判事13号～17号

検事16号～2()号、副検事1 1号～17号

（) ． 14％～1 ． 39％
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対法務当局 人事課作成
令和4年10月28R (金）衆・法務委平林晃議員（公明）

1問今回の報酬。俸給法改正により、俸給月額引上げ

となる検察官の人数及び全検察官に占める割合につ

いて､､法務当局に問う。

〔俸給引上げとなる検察官の人数及び割合〕

○ （今回の改正により、検事16号以下及び副検事1
1号以下の号俸に当たる検察官の俸給月額が引上げと

なるところ､)本年7月1日現在で、 、
． その人数は、 136名であり、

・ 全検察官に占める割合は、約5パーセント
である。
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令和4年10月28日 （金）

平林晃 議員（公明）

衆・法務委員会

対法務当局（法制部）

2問今回の二法案による改定の対象となる裁判官・検

察官の全体に占める害'l合は極めて少ない。多数の裁判

官・検察官が属する号俸について改定を行うことによ

って、多くの裁判官・検察官が賃卜げの恩恵を受ける

ことができるようにすべきではないか、法務当局に問
ア

ブ。

〔改定方法〕

○裁判官の報酎ﾄ|及び検察官の俸給の改定は、従前より、

人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の

改定に準じ、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ

改定率で、 （裁判官の報酎ﾄ|及び検察官の俸給の）改定額を

定めること・としている。

この方法は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性

を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、

国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも

配慮するとい う理由に某づくものであって、

して合理的であると考えている。

給与水準の

改定の方法と

〔改定の概要〕

○その上で、今般の人事院勧告は、官民較差を踏まえ、初

任給及び若手職員の俸給月額の引卜げ等を内容とするもの

であり、今回の二法案についても、 これに準じ、裁判官の

報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げることとしたも

のである （注)。
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(注）引上げの割合の内訳は以下のとおり。

○行政職俸給表（一）の適用を受ける職員の俸給に準じて定めら

れる裁判官及び検察官のうち

判事補8号～12号、簡易裁判所判事13

検事16号～20号、副検事1 1号～17
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令和4年10月28日 （金）

吉田はるみ議員（立憲）

衆・法務委員会

対法務当局（法制部）

l問裁判官の報酬と検察官の俸給を、一般の政府職員

の給与とは別の法律でそれぞれ定めている琿由と別の法

律で定めているにも関わらず、裁半|｣官の報酬及び検察官

の俸給の改定を一般の政府職員の俸給の改定に準じて行

う理由について、法務当局に問う

〔別の法律で定めている理由〕

○裁判官・検察官の給与制度については、それらの職務と

責任の特殊性等に基づき、一般の政府職員とは異なる給与

体系を定めている （注)。

〔一般の政府職員に準じて改定を行う理由〕

○その上で、裁半|｣官の報酎ﾄ|及び検察官の俸給の改定につ

いては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映

させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家

公務員全体の給与体系の巾でバランスの維持にも配慮す

るため、筆般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官及

び検察官の報酬及び俸給月額の改定を行うこととしたも

U
(注）裁判官と検察官の職権と責務の特殊性について

○裁半|｣官は、憲法上、 「すべて裁半|｣官は、その良心に従ひ独立し

てその職権を行ひ、 この憲法及び法律にのみ拘束される」 （憲法

76条3項） とされ、報酬についても、最高裁判所裁判官につい

ては「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受け

る。 この報酬は、在任中、 これを減額することができない」 （憲

法79条6項） と、下級裁判所裁判官については「下級裁判所の
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裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在

任中、 これを減額することができない｡」 （憲法80条2項） とそ

れぞれ定められている。

検察官は、①司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る

上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を有するものであ

ること、また、②原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を

経て任用されるなど裁判官に準ずる性格を有していることから、

検察官の俸給月額については、他の一般職の国家公務員とは別個

に、裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされ、その俸給

は、裁半|｣官が一般官吏に比して高い報酬を受けることとされてい

○

ることに準じた扱いとなっているものである。

9
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対法務当局 人事課作成
令和4年10月28日 （金）衆・法務委吉田はるみ議員位詞

’ ’
〔検察官の人事評価の内容〕

○検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様、国家

公務員法の人事評価制度に関する規定の適用があり、各検察官

の捜査公判能力、管理者としての能力､執務姿勢等を総合的に

勘案して、能力評価と業績評価が実施されている（注)。

〔評価結果の活用〕

昇給等に関しては人事評価の結果を踏まえつつ、能力・適○

性等を勘案Lて適則こ実施しているところ』

(注）人事評価の基準、方法等に関する政令第3条により、検察庁法第15

条第1項に規定する職員 （検事総長、次長検事及び各検事長）について

畦一人事評価は実施しないことができるとされており、 これらの者につ

いて人事評価はなされていない。

能力評価は、評価期間(10月1日か､ら翌年9月30日まで）において
職員が発揮した能力について評価を行っている（年1回)。

業績評価は、評価期間（10月1日から翌年3月31日まで、 4月1日

から9月30日まで）において職員の果たすべき役割の達成状況につい

て評価を行っている(年2回)。
. f･凸 .

標語は、一般職の国家公務員の人事評価制度の改正に合わせて、令和4

年10月からは「卓越して優秀」から「不十分」までの6段階評価とな

っている（検事正等の幹部職員は、Aからc)。

（なお、一般職の国家公務員は、職員の果たすべき役割の達成状況に'つ

いて目標設定の方法を用いるなどして人事評価を行っているが、検察官

の場合はそれが適当ではないため目標設定の方法は用いていない｡）

1

2問検察官の人事評価の内容及び評価結果の昇給や人
事への反映状況について、法務当局に問う。



（参考1）人事評価の根拠

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

（人事評価の実施）

第70条の3職員の執務については壬の所轄庁の長は、定期的に人

事評価を行わなければならない。

② （略）

○人事評価の基準方法等に関する政令（平成21年政令第31号）

（人事評価実施規程）

第1条人事評価は、国家公務員法（以下「法」 という｡）第3章第4節

の規定及びこの政令の規定並びにこれらの規定に基づき所轄庁の長が

定めた人事評価の実施に関する規程（以下「人事評価実施規程」 とい

一

う｡）に基づいて実施する ものとする。

2． 3 （略）

○法務省人事評価実施規則（平成21年9月2日付け法務大臣訓令）

第16条検察官の人事評価は、検察官調査表により行い、その作成等

については、別に定める。

○検察庁に勤務する検察官に係る検察官調査表の作成等について（平成21

年9月28日付け法務事務次官依命通達）

（参考2）平成26年11月12日衆議院法務委員会

○今井委員 （前略）一般論として法務省さんにお伺いしますけれども、検

事の人事評価ですね、正しい適切な判断をして起訴しているかとか、そ

ういう定性的な面も含めて、人事評価というのはどういう形で今やって

おられるでしょうか。

○小野瀬政府参考人お答えいたします。

検察官の人事評価につきましては、他の一般職の国家公務員と同様に、

平成二十一年四月一日に施行されました改正国家公務員法の人事評価制

がございます。各検察官の捜査、公判能力、管理度に関する規定の適用

者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価

が実施されております。

具体的に申し上げますと､例えば捜査、公判能力につきましては、捜

査処理の組み立てや証拠分析、関係者への対応等が適切になされている

かなど、また、管理者としての能力につきましては、部下職員に対する
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適切な指揮、指導等を行っているかなど、また、執務姿勢につきまして

は、 自己の職責を十分に把握した上で責任ある事務処理を行っているか

などという観点から評価することとなっております。

○今井委員それでは、 もう一度お伺いしますけれども、例えば、今回のよ

うな事案も含めて、それぞれの個別の事案でそれぞれの担当検事がどう

いう判断をしたかということを全て踏まえた上で人事の評価をしていく、

そういうことでよろしいですか。

○小野瀬政府参考人先ほど申し上げましたとおり、例えば捜査、公判能力

につきましては、捜査処理の組み立てや証拠分析等々が適切になされて

いるかといったようなことを見ているわけでございますけれども、それ

に当たりましては、被評価者からの自己申告というものもありますけれ

ども、 日ごろの業務の中での、例えば決裁ですとかあるいは報告、そう

いったようなさまざまな場面等を通じて評価を行っているというもので

ございます。

○今井委員もう一度確認します。

ですから、個別事案について一つ一つチェックをされるということで

よろしいんですね。イエスかノーで答えてください。

○小野瀬政府参考人あくまでも一般論として申し上げますと、そういった

個別事件におきます捜査処理の組み立てや証拠分析等、そういったもの

も含めて判断しているというものでございます。

【責任者：人事課佐藤人事課長内線■■携帯0
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(対困･副大臣･政務官） 人事課作成
令和4年10月28B(金）衆。法務委吉田はるみ議員（立憲）

’ ’
3問検察官の人事評価制度等について、改善点があるか、よく

運用されているか、法務大臣の所見を問う。

〔所見〕

○人事評価は、全ての人事管理の基礎として活用されるもので

あるところ、検察官の人事評価については、各検察官の捜査公

判能力、管理者としての能力､執務姿勢等を総合的に勘案して、

適切になされているものと承知しており、現状において、その

運用等に問題があるとは認識していない 0

○もっとも、 社会を取り巻く環境は刻々と変化しており、検察
一

官に求められる事柄も変わり得ることから、人事評価制度等の

在り方についても、 不断に考えていく必要があるものと思う。 I
二

内線■■携【責任者：人事課 佐藤人事課長
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刑事局作成

令和4年10月28日(金)衆･法豫委員会吉田はるみ議員位詞

対法務当局

4問検察官の勤務実態（超過勤務） とテレワークを含めた働

き方改革の取組状況について、法務当局に問う。

(答）

〔ワークライフバランス実現が重要〕

検察当局においては、検察官を含む職員のワークライフバ

ランス実現が非常に重要なことと認識しており、職員が心身

の健康を保って働くことのできる、働きやすい職場環境の構

築に取り組んでいるものと承知。

〔勤務実態（超過勤務）について〕

お尋ねの検察官の勤務実態については、 （検察官の具体的

な超過勤務の状況に関しては、各庁において管理しているた

め、一概にお答えすることは困難であるが、 ）検察当局にお

いて、検察官を含む職員の心身の健康を維持する観点から、

（各職員に超過勤務を命ずるため必要な情報を申告させるこ

となどを通じて、 ）各職員の勤務状況や休暇の取得状況等に

ついて、適切かつ実効的な把握に努め（注1） 、必要に応じ

て、業務量を調整するなどして、過度な長時間勤務とならな

いよう配慮がなされているものと承知。

1



〔テレワークを含めた働き方改革の取組状況について〕

また、お尋ねの検察における働き方改革の取組状況につい

ては、法務省全体の取組（アットホウムプランープラスON

E-) (注2)に基づき、 （新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点をも踏まえ、職務の性質に照らし、可能な範囲

で）テレワーク推進（注3）にも柔軟に取り組んでいるもの

と承知。

例えば、最高検察庁において、検察庁職員が容易かつ広範

囲にテレワ－クを実施できるようにすることを目的としてガ

イドラインを策定したものと承知。

また、

○育児休業、配偶者出産休暇、育児参加休暇等の各種休暇

制度を周知し、それらの取得を促進する

とともに、

○早出・遅出勤務の活用等により、個々の事情に応じた柔

軟な勤務を可能とする

などの取組（注4） も積極的に行っているものと承知。

(注1）具体的な把握方法

各庁の決裁官が日頃から各検察官とのコミュニケーションを密にし

て、その勤務状況を観察・聴取し、 当該職員に超過勤務を行う必要

があると思われる業務の内容、その必要性及び所要見込み時間など

を申告させることなどを通じ、場合によっては、周囲の同僚等から

その勤務状況等を聴取することなども含め、適切な工夫をして、勤

務状況や休暇の取得状況等について適切かつ実効的に把握している。

(注2）法務省における取組の内容

2



法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調杳庁特定事業

主行動計画（アット ・ホウムプランプラスONE)では、働く時間

と場所の柔軟化に関する取組として、テレワークを可能とする業務

プロセスの見直しの検討など、テレワークの推進に関する各種取組

を行うこととしているところ。

(注3）テレワーク推進に関する取組の一例

○令和4年3月22日最高検察庁総務部長「検察庁テレワークガイ

ドラインについて（通知） 」

「最高検察庁においては、ポストコロナ（平常時）におけるテレ

ワークの積極的利用に資することを目的として、令和3年10月1

日、 「検察庁におけるテレワークの運用に関する検討会」を立ち上

げ、検察庁におけるテレワークの在り方を検討してきましたが、 こ

の度、検察庁職員が容易かつ広範囲にテレワークを実施できるよう

にすることを目的として、 「検察庁テレワークガイドライン」を策

定したので、各庁におかれては、 これを参考に、柔軟かつ積極的に

テレワークを推進していただくようお願いします。 」

○携帯可能なクライアントパソコン、モバイルパソコン及びWi-

Fiルータの整備や検察庁リモートアクセスサービスの構築などの

体制整備

(注4）検察庁におけるワークライフバランス推進のための具体的な取

組内容としては、

・ 男性の育児に伴う休暇・休業等について、子の出生後1年以内に

合計35日以上取得

・ 管理職員等から各種休暇制度の対象職員に対し、制度説明及び積

極的な利用を声掛け

・ 幹部職員から管理職員に対し、対象職員の休暇取得について配慮

するよう指示

・ ハンドブック等による制度の周知徹底、育児休業取得者体験談の

紹介

・ 育児休業中の女性職員への職務に関連する情報の提供

などがある。
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(参考1）法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁特

定事業主行動計画（通称「アット ・ホウムプランプラスONE｣ )

女性の職業生活における活躍推進と全ての職員のワークライフバ

ランス推進を目的とし、

①職員のワークライフバランス推進のための働き方改革に関する

取組

・業務効率化及びデジタル化の推進

・働く時間と場所の柔軟化

・勤務時間管理の徹底

・マネジメント改革

・全ての職員が家事・育児・介護等をしながら活躍できる職場環

境の整備

②女性の職業生活における活躍推進のための取組

・女性の採用の拡大

・女性の登用目標達成に向けた計画的育成

・女性職員のキャリア形成支援、意欲向上

･相談できる体制づくり

③次世代育成支援推進のための取組

を柱とする取組内容等を定めるもの。

(参考2）令和元年11月13日衆・法務委員会（稲當委員に対する答弁）

○小山政府参考人

検察官の関係についてお答えいたします。

検察官の長時間労働の是正に関しましては、心身の健康確保、人

材確保等の観点から、管理職員において、勤務状況や休暇の取得状

況等について適切かつ実効的に把握し、業務量を調整するなどして

いるところでございます。

引き続き、良好な職場環境を構築、維持できるよう努めてまいり

たいと考えております。

(参考3）平成29年12月5日参・法務委員会（元榮委員に対する答弁）

○政府参考人（林眞琴君）

検察官につきましては、まず超過勤務手当を支給しないこととさ

4



れておりますので、勤務時間を超過して勤務した時間などを制度的

に把握するということはこれまでしておりません。

また、検察官の職務、勤務時間外において対応せざるを得ないも

のがある一方で、勤務時間外の執務といいましても、その負担、軽

重、様々でございまして、時間の長短だけで一概に測ることは困難

だと、 こういったことも制度的にその勤務時間の把握というものを

してこなかった、それが一つの理由でございます。

他方で、検察庁におきましては、事件を決裁官がどの検察官に割

り当てるか、 これ配填といいますけれども、そういう配填をしなく

ちやいけないわけでございますので、決裁官は常に自分のその配填

する相手の検察官がどの程度の事件を持って、 どのような勤務状況

にいるかということは、絶えずこれは把握した上で配填しているわ

けでございます。そういったことから、 これまで検察庁においては

決裁官においてその勤務状況を具体的に把握していくと、 こういっ

た形で配慮を行ってきたところでございます｡

もとより、検察官の業務負担について御心配いただいたり御提言

いただいていること、大変有り難いところでございまして、今後と

も検察官の勤務状況を実効的にどのような形で把握できるか、 して

いくべきかということについては、それについては更に検討してい

きたいと思っております。
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刑事局作成

令和4年10月28日 （金）衆･法務委員会吉田はるみ議員(立詞

対法務当局

5問女性検察官の活躍を推進するための取組について、法務

当局に問う。

(答）

〔検察における男女共同参画の推進の重要性に関する認識〕

○御指摘のとおり、検察官を含め、検察庁の職場内におけ

る男女共同参画の推進や、 ワークライフバランス実現に向

けて取り組んでいくことは非常に重要なことであると認識。
4

〔検察における男女共同参画を推進するための具体的取組〕

○ （繰り返しになるが、 ）検察官については、法務省全体

の取組（ 「法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・

公安調査庁特定事業主行動計画（通称「アット ・ホウムプ

ランプラスONE) ｣ )に基づき、

・ 育児休業、配偶者出産休暇、育児参加休暇等の各種

休暇制度を周知し、それらの取得を促進する

とともに、

・ 早出・遅出勤務の活用等により、個々の事情に応じ

た柔軟な勤務を可能とする

などの取組を積極的に行っている。

○また、そのほか、

・ 育児休業中の検察官に対して、職務への復帰に向け

1



た有用な情報（注1）を提供するなどの支援を行い

・ 子育て中の検察官に対しては、保育園等の情報を提

供する（ほか、福岡地検等が入居する福岡第2法務総

合庁舎においては、事業所内保育所を開設し、未就学

児童を有する検察官を含む職員が子どもを預けて安心

して仕事を行える環境を整備している）

・ 未就学児童を有する検察官が転居を伴う異動をする

場合、保育所確保のため、早期の意向打診を実施する

など、様々な形で、男女共同参画及びワークライフバラン

ス実現に向けた取組を積極的に推進している （注2） 。

(注1）例えば、法改正があった場合の法改正の情報を提供する。

(注2）その他の取組として、

○ハンドブック等による制度の周知徹底

○育児休業取得者体験談の紹介

○ワークライフバランスについての相談窓口を各庁に設置し、職員

からの個別の相談や質問等について適切に対応

などしている。

(参考1）平成30年11月18日衆・法務委（国光委員に対する答

弁）

○辻政府参考人

検察官について申し上げますけれども、委員御指摘のとおり、女

性検察官の活躍を推進すること、またワーク・ライフ・バランス実

現に向けて取り組んでいくこと、 これは非常に重要なことであると

いうふうに認識してございます。

そこで、検察官につきましては、法務省・公安審査委員会・公安

調査庁特定事業主行動計画というもの、通称アット ・ホウムプラン

と申しておりますけれども、 これに基づきましてさまざまな取組を

行っているところでございます。

ワ
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その一端を御紹介申し上げますと、例えば育児休業、配偶者出

産休暇、育児参加休暇等の各種休暇制度を周知いたしまして、それ

らの取得を促進するということ、あるいは早出遅出勤務の活用等に

よりまして、個々の事情に応じた柔軟な勤務を可能とするといった

取組を行っているところでございます。

そのほか、ただいまプロフェッショナリズムということで御指摘

ございましたけれども、育児休業中の検察官に対しまして、最近頻

繁に行われております法改正の事情等につきまして、職務の復帰に

備えて有用な情報を提供するといったような支援も行っております

し、小さいことかもしれませんが、子育て中の検察官に対しまして

は、保育園等の情報を提供するといったことも行っておりまして、

申し上げたようなほかにもさまざまな形で取組を行っておりまして、

女性検察官に活躍していただける、 ワーク・ライフ・バランスも実

現できるような働き方をできるような取組を積極的に推進している

ところでございます。

(参考2）平成元年6月16日参・法務委（下稲葉委員に対する答弁）

○政府委員（根來泰周君）

私どもの人事異動というのは大体3月に定例の人事異動があるわ

けでございますが、大体もう12月ごろに原案ができまして、そし

て本人に意向打診をして、そして3月に発令するというような↓|貫例

になっております。

(参考3）令和元年9月17日日本経済新聞電子版

福岡の検察庁は17日、 これまでの福岡市中央区舞鶴から移転し、

同区六本松の「福岡第2法務総合庁舎」で業務を始めた。新庁舎内

には全国の検察で初めて保育所を開設。 （略）総合庁舎は地下1階、

地上8階建てで、福岡高検、地検、区検のほか、九州地方更生保護

委員会などが入る。保育所は各機関の職員が利用可能。高検が職員

を対象にアンケートを実施したところ、設置を求める声が多かった

という。
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(対題･副大臣･政務官）
令和4年10月28日（金）衆・法務委

刑事局作成

吉田はるみ議員（立憲）

6問検察官の男女共同参画の取組に関して、法務大臣の所見を
問う。

〔取組の重要性について〕

○検察を支える個々の職員がその能力を存分に発揮することが

できるようにするためには、性別やライフステージを問わず、

職員一人一人がやりがいを感じ、働きやすい職場づくりに努め

ることが重要だと認識。

〔引き続き必要な取組を推進〕

○（ただいま刑事局長から答弁したとおり）検察においては、男

女共同参画及びワークライフバランス実現に向けた各種取組

(注）を行っているものと承知。

○引き続きこれらの取組を積極的に推進するとともに、職員の

ワークライフバランスの実現（や風通しのよい職場環境を醸成

する）など、働きやすい職場づくりに向けて必要な取組を推進

していくものと承知』

(注）検察庁におけるワークライフバランス推進のための具体的な取組内容
としては、

・ 男性の育児に伴う休暇・休業等について、子の出生後1年以内に合計
35日以上取得

・ 管理職員等から各種休暇制度の対象職員に対し、制度説明及び積極的
な利用を声掛け

・ 幹部職員から管理職員に対し、対象職員の休暇取得について配慮する
よう指示

・ ハンドブック等による制度の周知徹底、育児休業取得者体験談の紹介
・ 育児休業中の女性職員への職務に関連する情報の提供
などがある。

厚
■
■
■
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(参考1）法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁特定事
業主行動計画（通称「アット ・ホウムプランープラスONE－｣）
女性の職業生活における活躍推進と全ての職員のワークライフバランス

推進を目的とし、

①職員のワークライフバランス推進のための働き方改革に関する取組
・業務効率化及びデジタル化の推進
・働く時間と場所の柔軟化
・勤務時間管理の徹底
・マネジメント改革

・全ての職員が家事・育児・介護等をしながら活躍できる職場環境の整
備

②女性の職業生活における活躍推進のための取組
・女性の採用の拡大
・女性の登用目標達成に向けた計画的育成
・女性職員のキャリア形成支援、意欲向上
・相談できる体制づくり

③次世代育成支援推進のための取組
を柱とする取組内容等を定めるもの。

(参考2）過去3年間の検察官育児休業取得率

全体女性男|生

うち育児嶬

取儲

育児朧

朋訶能識

うち育鮴業

刷諸

育児催

鵬職謝

うち育児惟

鵬者

育鮴業

取得職舗
:'l台割合割合鶴官

36 44,4％8122.8％ 24
八八

“ 95.8％1？
上J

R7
JIR1年度

61 67.0%9138 55.9％ 23 ｳ？
LJ 100.0%68R2年度

”
LL 104,8% 60 80.0%70.4％

｡1

4
7F
IJ54 38R3年度

(参考3）平成30年11月18日衆・法務委員会（国光委員に対する答弁）
○辻政府参考人
検察官について申し上げますけれども、委員御指摘のとおり、女性検

察官の活躍を推進すること、またワーク・ライフ・バランス実現に向け
て取り組んでいくこと、 これは非常に重要なことであるというふうに認
識してございます。
そこで、検察官につきましては、法務省・公安審査委員会・公安調査

庁特定事業主行動計画というもの、通称アット ・ホウムプランと申して
おりますけれども、 これに基づきましてさまざまな取組を行っていると
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ころでございます。
その一端を御紹介申し上げますと、例えば、育児休

暇、育児参加休暇等の各種休暇制度を周知いたしまし
を促進するということ、あるいは早出遅出勤務の活用
個々の事情に応じた柔軟な勤務を可能とするといった
ところでございます。
そのほか、ただいまプロフェッショナリズムという

いましたけれども、育児休業中の検察官に対しまして
れております法改正の事情等につきまして、職務の復
情報を提供するといったような支援も行っております
もしれませんが、子育て中の検察官に対しましては、
提供するといったことも行っておりまして、 申し上げ
さまざまな形で取組を行っておりまして、女性検察官
ける、 ワーク・ライフ・バランスも実現できるような
うな取組を積極的に推進しているところでございます。

育児休業、配偶者出産休
しまして、それらの取得
の活用等によりまして、
いった取組を行っている

ことで御指摘ござ
、最近頻繁に行わ
帰に備えて有用な
し、小さいことか
保育園等の情報を
たようなほかにも
に活躍していただ
働き方をできるよ

1責任者 刑事局 大原総務課長内編 】携詞 I
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対法務当局 人事課作成
令和4年10月28日 （金）衆・法務委沢田良議員縦閉り

’ ’
1問検事総長及び副検事17号の給与年額につい

て、法務当局に問う。

〔検事総長及び畠l1検事17号の現行の給与年額〕

○現行の

・ 検事総長の給与年額は、約2， 916万円（注1）

・ 副検事17号の給与年額は、約450万円（注2）

である。

（注1）検事総長の給与年額には、地域手当（20％)、期末手
当を含む。

（注2）副検事17号の給与年額には、扶養手当（1万650
0円)、地域手当（20％)、期末手当、勤勉手当を含む。

（参考）俸給法改正案が成立した場合の平均給与年額
検事総長 ：約2， 928万円
副検事17号：約 459万円

【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内線■携

／ 1
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(罰躍| ･副大臣･政務官）
令和4年10月28B (金）

司法法制部作成

法務委沢田良議員（維新）衆

2問退職金が支払われない民間従業者もある中で、人事院勧告

に従って公務員給与を引き上げることは国民の理解を得られ

ず、合理性が認められないと思われるところ、国民目線に立

った合理的な公務員給与の在り方を検討すべきではないか、

法務大臣の所見を問う。

〔問題意識の受止め〕

○人事院勧告に対しては、委員のような御指摘があることは承

知。

〔人事院勧告には合理性がある〕

○その上で、人事院においては、

・ 公務員と同様の役職段階を有している企業規模(50人以

上）の事業所を対象に、

・ 職種、役職段階及び年齢等の要素を同じくする者同士の給

与を比較する方法

により、民間給与との較差を算出し、公務員給与に閨する勧告

を行っているものと承知。

○そして、人事院勧告の趣旨は、

. ＝般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、

その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めること

にあり、その勧告に従い給与改定を行うことには、 （いわば国

民目線という観点からも）一定の合理性があるものと考えてい

る｡」
(参考1）令和4年8月8日の人事院勧告（抜粋）

第1 給与勧告制度の基本的考え方

1中略）国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共'|生に鑑み、

憲法で保障された労働基本権が制約されており、本院の給与勧告は、

1



労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情

勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものである。給与勧

告においては、従前より、給与水準の改定のみならず、俸給制度及び

諸手当制度の見直しも行ってきている。

本院が給与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保することは、

職務に精励している国家公務員の士気の向上、公務における人材の確

保や労使関係の安定にも資するものであり、能率的な行政運営を維持

する上での基盤となっている。

給与勧告では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準

と均衡させること （民間準拠）を基本としている。民間準拠を某本と

するのは、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与

を支給することが必要とされる中で、公務の給与水準は、その時々の

経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給

与水準に準拠して定めることが最も合理的であると考えられることに

よる。

国家公務員給与と民間給与との比較においては、主な給与決定要素

を同じくする者同士の4月分の給与を比較している。また、 「職種別

民間給与実態調査」は、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以

上の事業所を調査対象として実施している。

比較方法については、給与は、一般的に、職種を始め、役職段階、

勤務地域、学歴、年齢等の要素を踏まえてその水準が定まっているこ

とから、両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要素を合わせ

て比較（同種・同等比較）することとしている。

また、調査対象については、企業規模50人以上の多くの民間企業は

公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同

種・同等の者同士による給与比較が可能であることに加え、現行の調

査対象となる事業所数であれば、精微な調査が可能であり、調査の精

確性を維持することができること等から、現行の調査対象としている。

本年の勧告においても、従来と同様の方法を用いて民間給与との比

較を行うことにより、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した

適正な給与を確保していくこととする。

2）令和4年8月8日の一般職の職員の給与に閨する人事院勧告の主(参考2）

2



な内容

1 改定内容

①俸給表（行政職俸給表H)

行政職俸給表Hについては、平均0． 3％の引上げ改定。 キト

給表については改定なし。

②期末手当及び勤勉手当（ボーナス）

期末・勤勉手当について、支給月数を() ． 10か月分引上げ〈

2実施時期

俸給表の改定は令和4年4月1日から実施し、期末・勤勉手豐

指

勤勉手当

定職俸

(ボー

ナス）の引上げは令和4年12月支給分から実施。

内線q■B携詞【責任者 司法法制部司法法制課 加藤課長 I
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(亥咽ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
令和4年10月28日（金）衆・法務委 鈴木義弘議員（国民）

〔ワークライフバランス実現が重要〕

○検察官を含む職員のワークライフバランス実現が非常に重要

なことと認識しており、職員が心身の健康を保って働くことの

できる、働きやすい職場環境の構築に取り組んでいるものと承

知。

〔検察官の働き方改革〕

○検察においては、検察官の心身の健康を維持する観点から、

各検察官の勤務状況や休暇の取得状況等について適切かつ実効

的な把握に努め、必要に応じて、業務量を調整するなどして、

過度な長時間勤務とならないよう配盧がなされているものと承
知。

○また、 「法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安

調査庁特定事業主行動計画（通称「アット・ホウムプランープ

ラスONE-)」に基づき、例えば、

・ 勤務時間管理の徹底

や

. （育児休業、配偶者出産休暇、育児参加休暇等の）各種
一

休暇制度の周知・促進

などワークライフバランス実現に向けた取組に積極的に取り組

んでいるものと承知(注)ゴ
(注)検察庁におけるワークライフバランス推進のための具体的な取組内容
としては、

、 男性の育児に伴う休暇．休業について、子の出生後1年以内に合計
35日以上取得

． 管理職員等から各種休暇制度の対象職員に対し、制度説明及び積極
的な利用を声掛け

． 幹部職員から管理職員に対し、対象職員の休暇取得について配慮す
るよう指示

Ｆ
・
■
■
■
■

1問検察官の働き方改革の取組状況について､法務大臣に問う。



・ ハンドブック等による制度の周知徹底、育児休業取得者体験談の紹
介

・ 育児休業中の女性職員への職務に関連する情報の提供
などがある。

(参考）法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁特定事業
主行動計画（通称「アット ・ホウムプランープラスONE－｣）

女性の職業生活における活躍推進と全ての職員のワークライフバランス
推進を目的とし、

①職員のワークライフバランス推進のための働き方改革に関する取組
・ 業務効率化及びデジタル化の推進
・ 働く時間と場所の柔軟化
・ 勤務時間管理の徹底
・ マネジメント改革

・ 全ての職員が家事・育児・介護等をしながら活躍できる職場環境の
整備

②女性の職業生活における活躍推進のための取組
・ 女性の採用の拡大

・ 女性の登用目標達成に向けた計画的育成

・ 女性職員のキャリア形成支援、意欲向上
・ 相談できる体制づくり

③次世代育成支援推進のための取組
を柱とする取組内容等を定めるもの。

【責任者：刑事局大原総務課長内繍｝携帯1 I
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刑事局作成

令和4年10月28日 （金）衆・法務委員会鈴木義弘議員(国田

対法務当局

2問本改正案は、検察官では検事16号以下、副検事11号

以下の者を対象とした改定であるが、 これらの者の勤務状

況について、法務当局に問う。

(答）

〔結論〕

Oお尋ねの検事16号以下、副検事11号以下に該当する

者（注）は、 （一概に任官何年目と申しあげることはでき

ないが）いずれも、基本的には任官間もない若年の検察官

であるところ、專ら、全国の（地方）検察庁（や区検察

庁）において捜査・公判業務に従事している。

(注）検事16号は、概ね検事任官後2年以内である （本日現在、検事

16号以下の検事として、 73期及び74期の検事が在籍してい

る） 。

(参考）平成28年10月26日衆・法務委（今野委員に対する答弁）

○林政府参考人

検察官の役割の中核は、犯罪を捜査して、それから公訴の提起に

関する判断をして、 さらに公判に立ち会って法の正当な適用を求

めるということでございます。

まず、捜査段階について言いますと、検察官は、 日常的に被疑者

の取り調べ、また被害者、 目撃者などの参考人の取り調べ、それ

から客観的な証拠を含むさまざまな証拠の収集、把握それからそ

の評価などを行っております。 こうした捜査でございますが、身

柄事件、在宅事件問わず行われているわけでございますけれども、

1



特に身柄事件になりますと、勾留請求から十日間、やむを得ない

場合、延長された場合でもさらに十日間、 こういった期間制限が

定められておりますので、その期間の中でこうした迅速かつ十分

な捜査を行うことが求められております。

公判段階について言いますと、 日常的にその裁判、公判への立ち

会いがございますが、それのみならず、訴訟関係書類の作成、そ

れから裁判員制度の導入とともにつくられました公判前整理手続

あるいは期日間整理手続への出席、その他さまざまな準備という

ことがございまして、 こういったものを日常的に行っているもの

と承知しております。

2



対法務当局 人事課作成
令和4年10月28日 （金）衆･法務委鈴木義弘議員（国励

’ ’
〔一般の政府職員の例により支給〕
○検察官の勤勉手当については、検察官俸給法第1条

より支給することとさ一般の政府職員の例ににより、

れており、 （同法第3条に基づき、検察官の期末手当

及び勤勉手当の支給に関する準則が定められ､）一般
の政府職員に準じて、勤勉手当の成績率が適用されて

いる。

○具体的には、一般職給与法適用職員の例による検事
及び副検事について

・ 検事1号から8号及び副検事特号から2号まで
は、指定職職員の成績率が

． 検事9号から12号及び副検事3号から7号まで
は、特定管理職員の成績率が；

・ 検事13号以下及び副検事8号以下は、一般職員
の成績率が

それぞれ適用されている。

○なお、検事総長、次長検事、高検検事長に対しては、
特別職給与法適用職員の例により、
れない（注)｡

勤勉手当は支給さ

(注）検事総長、次長検事、高検検事長にはく特別職給与法適用職

員の例により、期末手当（年間3.25月分※令和4年法改正前）

が支給される。

1

想定3問検察官の勤勉手当を算出するに当たり、成
續率の取扱いについて、法務当局に問う。



（参考1）
○検察官の俸給等に関する法律
第一条検察官の給与に関しては、検察庁法（昭和二十二年法律第
六十一号）及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検
事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律（昭
和二十四年法律第二百五十二号）第一条第一号から第四十二号ま
でに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事
及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給
を受ける副検事については､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）による指定職俸給表の適用を受ける
職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例によ
る｡ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、体日給、夜勤手
当及び宿日直手当は、これを支給しない｡
2， 3 （略）

第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事
項について必要な準則を定め、 これに従って各検察官の受くべき
俸給の号等を定める。

‘ （参考2）
○検察官の期末手当及び勤勉手当の支給に関する準則
第1条検察官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関しては、
この準則に定めるところによるほか、一般の官吏の例による。
（期末手当）

第2条検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号。

以下「検察官俸給法」 という｡）第1条の規定により、特別職の

職員の給与に関する法律（昭和24年法律第252号)第1条
第1号から第42号までに掲げる者及び一般職の職員の給与に

関する法律(昭和25年法律第95号）の適用を受ける職員の

例によることとされる期末手当の支給については、次の各号に

定めるところによる。

（1） 指定職俸給表の適用を受ける職員として期末手当の支給割

合を定められているものに相当する職員は、検察官俸給法別

表に掲げる1号から8号までの俸給を受ける検事及び1号又

は2号の俸給を受ける副検事並びに検察官俸給法第9条に定

める俸給月額の俸給を受ける副検事とする。

（2） 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表

（一）の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である

2〆
I



もの（特定管理職員） として期末手当の支給割合を定められ

ているものに相当する職員は､検察官俸給法別表に掲げる9
号から12号までの俸給を受ける検事及び3号から7号まで

の俸給を受ける副検事とする。

(3)､ (4) （略）

2 （略）

（勤勉手当）

第3条前条の規定は、一般の官吏の例によることとされる勤勉手
当の支給について準用する。

L一

〕

内線■■携制 D】佐藤課長【責任者 大臣官房人事課

3



］

対法務当局 人事課作成
令和4年10月28日 （金）衆･法務委鈴木義弘議員（国昂

想定4問今回の報酬・俸給法改正により、検察官の扶
養手当及び地域手当も俸給に連動することとなるの
か、法務当局に問う。’

〔法改正に連動する手当〕

○お尋ねの手当のうち、地域手当については、俸給月
額を算出の基礎としている。
そのため、今回の検察官俸給法改正により改定され

二

・

・

も

Ｌ
■
》
配
り
■
や

ることとなる俸給月額を受ける職員については、地域
手当の月額も連動することとなる。

○他方、扶養手当については、俸給月額を算出の基礎
としていないため、今回の改正には連動しない。

（参考1）地域手当の支給額

地域手当の月額＝（俸給の月額十俸給の特別調整額の月額十専門ス
タッフ職調整手当の月額十扶養手当の月額） ×
支給割合

（参考2）扶養手当の支給額
扶養手当は、扶養親族のある職員に支給される手当であり、対象
となる扶養親族により支給される手当月額は異なる。
具体的な支給額は以下のとおり。
○子＝1万円（検事1～8

14○配偶者､父母等=#'二蝦踊以

【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内線■］ 携帯

1



対法務当局 ‘ 人事課作成
令和4年10月28日 （金）衆･法務委鈴木義弘議員（国昂

’
’|想定5問世帯によって家族構成やライフスタイルも様

々であるところ、検察官の扶養手当の額や支給に関
する議論はないか、法務当局に問う。

i

F

〔扶養手当についての議論〕

○検察官の諸手当の支給については、一般の政府職員

の例によることとされており、検察官の扶養手当につ

いては、検事9号以下及び副検事3号以下の対象職員

・に支給されているところ。

○御指摘のような扶養手当の額や支給に対しての議論

については、特に承知していない（が、今後《一般の

国家公務員に適用される一般職給与法が改正された際
には、その改正に準じて、検察官の扶養手当の額等に

ついても変更されることになる)。

（参考1）
○一般職の職員の給与に関する法律
（扶養手当）
第十一条 （略）
2扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がな
く主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ6）

二満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間

にある子

三満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間

にある孫

四満六十歳以上の父母及び祖父母

五満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間

にある弟妹

1



六重度心身障害者

3扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者､父母等については一

人につき六千五百円（行政職俸給表（一）の適用を受ける職員

でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人

事院規則で定める職員（以下「行（一）八級職員等」 という｡）

にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族（以

下｢扶養親族たる子」 という｡）については一人につき一万円と

する6

4扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一

日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの

間（以下「特定期間」 という｡）にある子がいる場合における扶

養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間

にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定に

よる額に加算した額とする。

（参考2）

○検察官の俸給等に関する法律

第一条検察官の給与に関しては、検察庁法（昭和二十二年法律第

六十一号）及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長

検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律

（昭和二十四年法律第二百五十二号）第一条第一号から第四十

二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受

ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは

二号の俸給を受ける副検事については、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）による指定職俸給

表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、

一般官吏の例による。 ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手

及び宿日直手当は、 これを支給しない。当、体日給、夜勤手当及び宿日直手当は、

【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内一携 一一
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対法務当局 人事課作成
令和4年10月28日 （金）衆･法務委鈴木義弘議員（国勵
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１
仏

|想定6問検察官の住居手当及び寒冷地手当について､
所得に含まれないような形で支給することはできな

いか、法務当局に問う。

〔一般の政府職員の例による手当〕

○検察官が受ける諸手当については、検察官俸給法第
1条により一般の政府職員の例によることとされてい
るところ、その趣旨は、検察官の給与の仕組みにおい

て、その職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で
国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも

配慮するという趣旨であると認識している。

○その上で、お尋ねにあるように、検察官についての

み住居手当及び寒冷地手当を所得に含まれない形で支

給することは、国家公務員全体の給与体系の中でのバ

ランスの維持という観点からは、困難な面があると考
える（注)。

(参考）諸手当と所得の関係

一般の政府職員に支給される諸手当のうち､所得に含まれない(い

〕ゆる非課税所得） とされているものは、通勤手当に限られている
(所得税法第9条第1項第5号)。

わゆる非課税所得）

（参照条文）

○検察官の俸給等に関する法律
第一条検察官の給与に関しては、検察庁法（昭和二十二年法律第

六十一号）及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長

検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律

（昭和二十四年法律第二百五十二号）第一条第一号から第四十

二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受

1



ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは

二号の俸給を受ける副検事については、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）による指定職俸給

表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については､

一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手

当、体日給、夜勤手当及び宿日直手当は、 これを支給しない。

○所得税法
（課税所得の範囲）

第七条所得税は､次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定
める所得について課する。
一非永住者以外の居住者全ての所得

二～五（略）

（非課税所得）

第九条次に掲げる所得については、所得税を課さない。

一～四（略）

五給与所得を有する者で通勤するもの（以下この号において

「通勤者」 という｡）がその通勤に必要な交通機関の利用又は交

通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の

給与に加算して受ける通勤手当（これに類するものを含む｡）の

うち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分と

して政令で定めるもの。

【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内線口携一三一
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