
令和4年1 1月10日 （木）

加円裕之議員（自民）

参・法務委員会

対法務当局（法制部）

1問国家公務員の給与に関する本年8月の人事院勧告

の概要と、今般の法案の概要と趣旨について、法務

当局に問う｡

〔人事院勧告の概要〕

○令和4年8月8日、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弓｜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。

〔法案の概要と趣旨〕

○今般の法案は、一般の政府職員の給与の改定に伴い、裁

判官の報酬及び検察官の俸給を改定するものであり、裁

半ll官の報酎ﾄ|月額及び検察官の俸給月額について､一般の

政府職員の給与に準じて、判事補8号以卜や検事16号

以下等の低い号俸の報酎ﾄ| ・俸給月額を、約0． 14％か

ら約1 ． 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

半|｣事補8号～12号、簡易裁判所判事13号～17号

検事16号～20号、副検事1 1号～17号

（) ． 14％～1． 39％
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令和4年1 1月10日 （木）

加田裕之議員（自民）

参・法務委員会

対法務当局（法制部）

2問裁判官の報酎｜|や検察官の俸給を引き上げること

は、裁判官・検察官の人材確保につながるのか。裁

判官の報酎｝|や検察官の俸給を、同じ司法試験に合格

して活動する弁護未の所得水準に準拠するのではな

く、一般の政府職員の俸給表に準じて弓|き上げるの

はなぜか、法務当局に問う。

[人材確保のための取組〕

○裁判官・検察官の人材確保のためには、 より多くの有為

な人材が法曹を志望するような環境轄備が重要と認識。

○そのための取組として、法務省としては、法曹の魅力や

幅広い分野での活躍についての積極的な情報発信などに取

り組んでいるところ

〔弁護士ではなく一般の政府職員に準じる理由〕

○加えて、裁半ll官・検察官の人材確保のためには、職務

や社会の変化に対応した給与水準の確保もまた重要と認

識。

○弁護士は、一般的には自ら顧客と契約を締結し、その

契約に基づいて、経費を負担しつつ、報酎｜|を得るという

事業主的な営業形態を採って、その職務を行っているの

であり、裁判官及び検察官とでは、

や職務内容が大きく異なる。

その所得を得る態様
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○裁判官及び検察官も国家公務員であり、その給与につ

いては、国家公務員全体の給与体系の中でバランスのと

れたものにする必要がある。

○裁判官・検察官の報酎｜| ・俸給月額について、その対応

‘する一般の政府職員の俸給月額と同じ改定率で改定額を

定めることは、一般職の国家公務員の給与に関する人事

院勧告の重要性を尊重しつつ、裁判官及び検察官の瞳邊

と責任の特殊性を給与に反映させるものとして、合理性

を有すると考えられる。

般職給与法及び特別職給与法が適用(注） 「一般の政府職員」 とは、

される政府の職員を意味する

〔~）
白
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対法務当局 人事課作成

11月10日（木）参・法務委加田裕之議員(自民）

’

’ 3問給与では一般政府職員に準じているにもかか
わらず、裁判官・検察官に超過勤務手当が支給

されない理由はなぜか、法務当局に問う。
’

へ》

〔裁判官に超過勤務手当が支給されない理由〕

○裁判官については、事件の適正、迅速な処理の

ために、夜間など一般職の職員の勤務時間外にお

いてもこれに対処することが要求される場合も少

なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念

することが困難であることから、時間外手当的な

要素も考慮した上で､その職務と責任の特殊性を

踏まえた報酬が設定されている。

○そこで、裁判官には超過勤務手当は支給されな

いこととされている。

〔検察官に超過勤務手当が支給されな‘い理由〕

○検察官については、事件の適正、迅速な処理等

のために、夜間などの勤務時間外においても対処

することが要求されており、時間外に勤務した時

間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ

難い面もあることから、そのような検察官の特殊

性を踏まえ､検察官の俸給等に関する法律第1条

ただし書において、全ての検察官につき、超過勤

務手当は支給しない旨規定されている。
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|℃"お検察官の俸給に琴いては検察官が司閂震 壹嘉享 劉
するものであることなどから、裁判官に準じた俸

、鎧水準となっている。
《ゴ

／

（参考1）
1 裁判官は､国家公務員法（昭和22年法律第120号）
第2条第3項第13号により特別職の職員とされており、
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年
法律第33号）の適用がない。他方、検察官は、一般職の
職員であることから同法の適用を受ける。
2 一般の政府職員においても、管理・監督の地位にある一
定範囲の職員（指定職俸給表適用職員等）については、超
過勤務手当及び体日給の適用が除外されている。

（参考2）平成29年12月5日参・法務委（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、 こういった形で配盧を
行ってきたところでございます。

『
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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。

し

（参照条文）

○裁判官報酬法（昭和23年法律第75号）
第九条 （略）ただし、報酬の特別調整額、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。

○検察官俸給法（昭和23年法律第76号）
第一条 （略）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。

内線■携帯□大臣官房人事課佐藤課長【責任者 D】
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対法務当局 人事課作成
令和4年11月10日 （木）参・法務委加田裕之議員（自閉

’’
4問法務省においては、長時間労働の是正のために、

どのように取り組んでいるのか、法務当局に問う。

〔前提〕

○職員の心身の健康を守り、その能力を最大限に発揮
してもらうとともに、ワークライフバランスを実現す
るためには、長時間労働の是正が必須であると認識。

○長時間労働を是正するためには、業務の効率化・デ
ジタル化等の取組を進めることのほか、前提として、

ノ

職員の勤務時間の実態を正確に把握した上で、適切な
勤務時間管理を行うことが必要。

、己ロ

〔勤務時間管理の徹底のための取組〕
○法務省においては、職員の勤務時間を「見える化」
し、その実態を把握した上で、勤務時間を適切に管理
できるようにするため、勤務時間管理のシステム化に
向けた取組を進めている。

○具体的には、現在、職員の出退勤や休暇取得等の申
請・管理等を一元的に行うことができるシステムであ
る「勤務時間管理システム」の導入作業を行っている
とてろ二壱あり、法務本省においては、令和5年度から、
同システムの運用を開始する予定である。

〔今後の取組に向けての決意〕
○引き続き､勤務時間管理の徹底に努めるとともに、

し、長時間労働を是正してまい業務の効率化等を推進

里-迄』△｡」
【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内一携帯■■■■



対法務当局 人事課作成
令和4年11月10日 （木）参・法務委加田裕之議員（自闘

’’
5問昨今の法務省におけるワークライフバランスの推

進に向けた取組について、法務当局に問う｡

〔現状一アヅトホウムプランプラスワンに基づき取組を推進〕
○法務省においては、令和3年に策定したJアット．
ホウムプランープラスONE一」に基づき、職員のワ
¥－クライフバランスの実現に向けた取組を推進してい

る。

〔具体的な取組状況〕

○具体的には､

・ テレワークの活用等により、働く場所と時間の柔軟

化を推進

しているほか、

業務の効率化・デジタル化の推進｢可

勤務時間管理の徹底
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

・ 年次休暇の取得促進と取得が当たり前の職場作り
などの各種取組（注）を進めているところ。

〔今後の取組に向けての決意〕

○引き続き､ これらの取組を積極的に推進し、 ワーク
ライフバランスの実現に向けた取組を着実に進めてま
いり．たい。

E ’
（注）ワークライフバランスの実現のための取組

①働く場所と時間の柔軟化に関する取組

テレワークの推進、勤務時間の柔軟化の推進（早出遅出勤務．
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フレックスタイム制の活用）
②業務効率化・デジタル化の推進に関する取組
業務廃止も含めた積極的な業務見直し、国会関係業務の効率化
（輪番制の導入、電子メールを活用した内部了解方法の簡略化
等）等

③勤務時間管理の徹底
職員の勤務時間を「見える化」 し、その実態を把握した上で、
適切な勤務時間管理を行うため、勤務時間管理のシステム化に
向けた取組等を推進

④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
男性の家庭生活への参画促進（男性職員による育児休業や各種
休暇等の取得促進等)、仕事と生活の両立を支援する制度（育児
に伴う休業・休暇、介護休暇等）を利用しながら職務経験の蓄
積を通じてキャリア形成ができる環境の整備等

⑤年次休暇の取得促進と取得が当たり前の職場作り
法務省独自の数値目標として｢年間15日以上の年次休暇取得」
を設定

（参考）令和4年4月19日参・法務委
○古川禎久法務大臣

職種にかかわらずこのワーク・ライフ バランスをしっかり
確保するということは、 舅富に重要なこ うに考えいう

一
」

ており ます。

三雲篝雲篝婆篝濤簔驍讓毒菫
ころでﾂｰ。

蕊
－7r言ﾏ苧ｱｰﾗｰﾆｰﾗというのを、オンライン打合せ、何回か経
験をいたしましたけれども、 これは非常に、実感として非常に
良いなというふうに実感しましたので、幹部に向けても改めて
テレワークの一層の推進を指示したところでございます。
引き続き、ワーク二一ZfZ_iバランスの実現に向けて努めて

まいります｡ ~－－－－

【責任者:大臣官房人事課佐藤課長内線■■し携

2
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(亥咽ﾖ･副大臣｡政務官） 官房人事課作成
令和4年1 1月10日（木）参・法務委加田裕之議員（自民）

’ ’
6問昨今の法務省における女性活躍推進に向けた取組につい

て、法務大臣に問う。

〔前提〕
○女性の活躍を促進し、社会や組織の「ダイバーシティ アン

ドインクルージョン」 （多様性と包摂性）を進めていくこと

は、社会や組織の活力やイノベーションの創出につながるもの

と考えている。

〔法務省における女性活躍推進に向けた取組〕

○法務省においては、 （先ほど当局から申し上げた） 「アット

・ホウムプランーブラスONE一」に基づき、女性職員活躍推

進のための取組として、仕事と生活を両立しながら活躍できる

環境作りを進めているほか、

・ 女性職員の採用拡大

･ 女性職員の登用に向けた職務経験の付与や研修参加機会の

確保等による、女性職員のキャリア形成支援・計画的育成

。 女性職員が抱える悩みや心配事の相談ができる体制作り

などの取組（注1）を進めているところ。 、

〔今後の取組に向けての決意〕

○引き続き、第5次男女共同参画基本計画に定める政府全体の

成果目標(注2）も踏まえ、法務省一丸となって女性職員活躍

を推進し、全ての職員が生き生きと活躍できる職場環境の整備

を進めてまいりたい．」
(注1）女性活躍推進のための取組の具体的内容
○女性の採用拡大

・ きめ細やかな実効性のある広報活動等（幅広い層に魅力を伝えるた
めの多様な媒体を活用した情報発信等）の推進

・女‘灘譽壽騨纐農蕊
・ キャリアパスモデルの提示等による女性職員のキャリア形成支援

○女性の登用目標達成に向けた計画的育成
・ 女性職員の登用に向けた職務経験の付与、研修参加機会の確保
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・ 人事管理の見直し・柔軟化
・ 管理職員の意識改革
・ 業務の性質上男性職員が配置されてきた職場への女性職員の配置
・ メンター制度の活用

○女性職員が抱える悩みや心配事の相談ができる体制作り
・ メンター制度の活用
・ 人的ネットワーク形成の支援

(注2）第5次男女共同参画基本計画(R2.12.25閣議決定）における成果目
標（令和7年度末までの数値目標)、 （末尾の括弧内の数字は、当省にお
ける実績）

①国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合亜%以上(R4.4. 1

現在49．5%）

②国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合35％以上
(R4｡4. 1現在56.4%)

③国家公務員渓甫試験（技術系区分）からの採用者に占める女性の割合
30%(R4.4. 1現在57. 1%)

④－『指定職相当」た~苫ある女性の割合_§_2L(R4.7. 1現在βJRL)
⑤蕨霄課霊箱当職」に占める女性あ割合型血(R4.7.T現在10.7%)
⑥丁王碗関課長~魂課長補佐相当職」に苫巧る女性の割合型血(R4.
7.1現任14.6%)

⑦ 「本省係長預当職」に占める女性の割合型趾(R4.7. 1現在20.6%)
③醐万ﾗ琉だ疋昇伍した職員型血(RZF7T1現在2L聖ﾑ）

（参考）令和3年6月25日法務大臣記者会見
○上川法務大臣

ﾙ奎掌巽擢驍差 鵜祭奎三着三権葦義洗惹筈
イノベーションの創出につながるものと考えております。
法務省におきましては､本年度に策定した特定事業主行動計画（通称ア

ット ・ホウムブランーフラスONE-)に基づきまして、女性職員の登用
に向け泥職務経藤の仔与や研修参加機会の確保等によりまして、女性職員

蕊淫藥雪雲零妄語雫譽暮鑿表喜吾豐期蔀縣誓謹
ろです。
また、管理職の候補となり得る女性職員の計画的な育成などにも取り組

ノ

んでいるところでございます。
引き続き、第5次男女共同を

えまして、女W聴頁市讓用~IET
淀いと考えております。

全体の目標も踏ま
『ヨ廠琵~てこで菫~『~、5

【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内線■携帯1■■■ 二一

ノ
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刑事局作成

令和4年11月10日 （木）参・法務委員会樹榊ずほ議員6甥1

対法務当局

1問検察官の仕事の魅力は何か、検察官の役割．求められる

職務に対する姿勢はどのようなものか、法務当局に問う｡

（答）

○ （検察においては、検察の精神など基本姿勢として「検察

の理念」を定めており、その中で）検察は、公共の福祉の維

持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を

明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するため、

重大な役割を担っており、検察官をはじめ検察を担う職員は、

その重責を深く自覚し、厳正公平、不偏不党を旨とし、常に

公正誠実に、熱意と使命感を持って職務に取り組み、国民の

負託に応じていかなければならない旨共有しているところ。

○そして、 このような検察に求められる役割を果たし続ける

上では、時代や社会情勢の変化に的確に対応しつつ、 より傷

れた刑事司法を実現することを目指して、不断の工夫を重ね

るとともに、広く社会に目を向け、様々な分野の優れた知見

等を積極的に吸収し、知力を尽くして真相解明に当たり、事

案の真相に見合った相応の処分・科刑を実現する必要がある

と考えている。

（参考資料）

○検察の理念

1



（参照条文）

○刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）

第1条この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本

的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令

を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第4条検察官は、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。

ワ
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(対魑･副大臣･政務官） 刑事局作成
令和4年1 1月10日（木）参・法務委梅村みずほ議員（維新）

2問 （刑事局長の答弁を受けて）検察官に求める職務姿勢につ

いて、大臣としてどのようにお考えか、法務大臣に問う。

〔国民の負託に応えていただきたい〕

○ （刑事局長がお答えしたとおり、）刑事司法の一翼を担う者

として、使命感を持って職務に取り組み、国民の負託に応えて

いっていただきたいと考えている。■

【責任者 刑事局総務課 内纈 l携詞大原課長 I
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(寅咽ﾖ･副大臣･政務官） 司法法制部作成
令和4年1 1月10B (木）参・法務委川合孝典議員（民主）

1問例えば、地方においては民間の給与よりも公務員の給与の

方が高額であることが指摘されている。公務員の給与の在り

方について考える前提として、 このような給与水準の官民格

差をどのように認識し、どのように受け止めているのか、法

務大臣に問う。

〔委員御指摘のような意見があることは承知〕

○委員御指摘のような意見があることは承知している。

○先般公表された人事院の報告（注）においても、

・ 全国各地の各界の意見を聴取する中で、地場の中小零細企

業の賃金と比べると高く安定しているとの指摘もある一方、

優秀な人材を確保するためには相応の給与水準が必要である

との意見もあった

旨の指摘がなされている。

〔賃金水準の官民格差の認識と受け止め〕

○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、その格差を是正するため、

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、一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、その勧告には、一定の合理性があ

ると考えられ、勧告に従った給与改定を行うことが必要である

と考えている｡ ’
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(注）令和4年8月8日人事院総裁「職員の給与に関する報告」 （抜粋）

第2公務と民間の給与の状況と本年の給与改定

（4）各界の意見

本院は、近年、全国各地で経済界、学界、労働界等の各界からの参加

による公務員問題懇話会や中小企業経営者等との意見交換を実施してお

り、 これらの場において、給与勧告の仕組み等について説明し、意見を

聴取している。本年の懇話会等においては、地方において本院の「職種

別民間給与実態調査」の対象となるような規模の企業は少ない、地場の

中小零細企業の賃金と比べると高く安定しているとの指摘もある一方、

優秀な人材を確保するためには相応の給与水準が必要であり、現行より

大きい規模の企業と比べるべきとの意見もあった。 このほかく国家公務

員は諸外国に比べて人数も少なく、少数精鋭で業務を行っているとの意

見や、若者にとって国家公務員が憧れの職業となるよう、ふさわしい給

与が支給されるようにしてほしいとの意見もあった｡

(参考1）平成27年3月6日衆議院予算委員会における有村国務大臣の答

弁（抄）

○柿沢委員…地方では、最も高い給与をもらっているのが公務員という

のが少なくないと思います。実感ベースでもそう感じている人は多いと

思います。なぜそうなるのか。国、地方の公務員給与水準の決定の前提

となる人事院並びに人事委員会の官民給与比較のやり方がゆがんでいる

からだと私は思います。…何で、 こんな公務員給与を高くするためのよ

うな調査をわざわざ別にやっているんでしょうか。ちなみに、現業職員

についてはもっとひどくてというか、そもそも同業の民間企業との官民

給与比較そのものを行っていない。おおむね、一般職員の、行政職の給

与表を引っ張ってきて、大体それで現業職員の給与にしている。だから、

それこそ、同じ仕事であったとしても、宮が高くて民が低い、逆官民格

差が甚だしくなってしまっているわけです。安倍総理、この、一・五倍、

二百万円も平均で違う数字が出てくる、国、地方の公務員給与水準の決

定の前提となる官民給与比較を、民間企業の実勢に、本当にそれを反映

するようなやり方に改めていくべきだと考えますけれども、いかがです

か。

○有村国務大臣まず私の方から担当としてお答えさせていただきます。
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柿沢委員も御案内のとおり、

権が制約されているために、 」そ

国家公務員制度については、労働基本

の代償の措置として、第三者機関であ

る人事院による給与勧告制度が設けられています｡勧告に当たっては、

人事院の、何が給与を決めるのかということで、民間においても、役

職、年齢、あるいは先ほどおつしやった勤務地域、学歴など大体同じ

ような方々の給与を比較するということで、直近では全国で一万二千

事業所以上の調査をされています〔

私どもはこれを妥当と思い、また信用性があるものと認識をしてお

りますけれども、国税庁の調査で四百十四という数値を出していただ

いておりますが、 この四百十四万円というのは、フルタイムの従業員

でない方、つまりパートタイマーの方も入っています。また、公務員

と類似しない、例えば生産労働現場、建設業、あるいは販売員の方々

の給与も、いわゆる年齢とか、あるいはそういう地域を考慮せずに単

純平均している数値でございまして、 これを信頼性のある、ずっとや

っていかなきやいけない公務員給与制度ということに直接当てはめる

のは妥当ではないという認識でございます。

2）令和4年8月8日人事院総裁「職員の給与に関する報告」 （抜粋）

給与勧告制度の基本的考え方

（中略）国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑み、

(参考2）令和

第1 給与勧

（中略）

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、

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。民間準拠を基本と

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

3



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、精徴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、現行の調杳対象としている。

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。

(参考3）令和4年8月8日の一般職の職員の給与に関する人事院勧告の主

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() ． 3％の引上げ改定。指定職俸

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() ． 1 （)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・勤勉手当 （ボー

ナス）の引上げは令和4年12月支給分から実施｡

【責任者：司法法制部司法法制課加藤課長内1組 】携詞 １
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(矧瀝･副大臣･政務官） 司法法制部作成
令和4年1 1月10日 （木）参・法務委川合孝典議員（民主）

2問給与水準の官民格差を縮小するため、内閣の一員として、

どのように取り組むべきであると考えているのか、法務大臣

に問う。

〔人事院勧告に従うことは官民格差の縮小につながる〕

○ （先ほど申し上げたように､）一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

準拠して定める人事院勧告の趣旨に従い給与改定を行うことは

必要であると考えており、 このことによって、 （御指摘の）給

与水準の官民格差の縮小につながるものと考えられる。

〔賃上げのための施策も重要〕

○ （民間の給与水準が低下し、 これに公務員の給与水準を準拠

させるという悪循環を生まないよう、）何より、 「構造的な賃

上げ」が重要である。

賃上げが、高いスキルの人材を引きつけ、企業の生産性を向

上させ、更なる賃上げを生むという「好循環」を生み出すため、

官民が連携するとともに、政府一体となって、そのための施策

を推し進める必要があると考えている（注1， 2）。

〔成長のための施策も重要〕

○さらに、 （岸田総理大臣の所信表明演説にもあるように）

・ 科学技術・イノベーション

. スタートアップ

･ GX (グリーントランスフオーメーション）

･ DX (デジタルトランスフォーメーション）

の各分野に重点を置き、地方を含む我が国全体の「成長のため

の投資と改革」を加速化させ、民間の賃上げにつなげていかな

ければならないと考えている（沖3， 4）。

■
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(注1）令和4年10月3日衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の所信

表明演説（抄）

新しい資本主義の旗印の下で、物価高、円安への対応、構造的な賃上げ、

成長のための投資と改革の三つを重点分野として取り組んでいきます。

(略）次に、構造的な賃上げです。なぜ日本では長年にわたり大きな賃

上げが実現しないのか。そこには、賃上げが高いスキルの人材を若きつけ、

企業の生産性を向上させ、更なる賃上げを生むという好循環が機能してい

ないという構造的な問題があります。－たびこのサイクルが動き出せば、

人への投資が更に進み、 この好循環は加速していきます。そのため、賃上

げと労働移動の円滑化、人への投資という三つの課題の一体的改革を進め

ます°物価高が進み、賃上げが喫緊の課題となっている今こそ、正面から

果断にこの積年の大問題に挑み、構造的な賃上げの実現を目指します。

（略）まず、官民が連携して、現下の物価上昇に見合う賃上げの実現に

取り組みます。

新しい働き方に対応するため、個人がフリーランスとして、安定的に働

ける環境を作るべく、法轄備にも取り組みます。

また、中小企業における賃上げに向け、生産性向上とともに、公正取引

委員会等の執行体制を強化し、価格転嫁を強力に進めます。

（注2）令和4年5月27日衆議院予算委員会における岸田内閣総理大臣の

答弁（抄）

○岸田内閣総理大臣 （略）そうしたマクロ経済政策を維持しながらも、お

つしやるように賃金は引き上げなければいけないということで、先日来、

政府においても、人への投資を中心に様々な賃上げの政策、 これを提案

させていただき、そして実行させていただいている、 こうしたことであ

ります。賃上げの努力は、政府として大きな責任を持って進めていきた

いと思っております。

○階委員どっちつかずじやなくて明確にすべきだと思うんですね。明確に

メッセージを発するべきだと思いますよ。

物価を上げるのと賃金を上げるのと、 どっちが大事なんですか、端的

にお答えください。

○岸田内閣総理大臣要は、物価を安定的に引き上げることによってデフレ

『
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から脱却するということは大事なことであります。そして、賃金を引き

上げるということは、経済の好循環を実現するために大事なことであり

ます。共に重要な政策目標であり、それぞれの立場で、政府、 日銀、努

力を続けていきたいと思っております。

(注3）令和4年10月3日衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の所信

表明演説（抄）

そして、成長のための投資と改革です。

社会課題を成長のエンジンへと転換し、持続的な成長を実現させる。 こ

の考えの下、科学技術・イノベーション、スタートアップ、GX、DX、

この四分野に重点を置いて官民の投資を加速させます。

第一の科学技術・イノベーションについては、国家戦略、国家目標の策

定を進めてきた量子、AI 、バイオなどの分野において、官民の投資をこ

れまで以上に進めていくための方策を早急に具体化します。

また、文理の枠を超えて行う成長分野への大学等の学部再編促進や、若

手研究者の育成に向けた支援強化、処遇見直しを通じた教職員の質の向上

にも取り組みます。

第二のスタートアップについては、私自身、全国各地で、多くのスター

トアップの創業者と意見交換を行ってきました。

日本ならではの技術を用いた最先端のバイオものづくり。 IT技術を活

用しながらの地域課題の解決。東南アジアでの積極的な事業展開。福島の

地でのロボットの遠隔操作技術の開発。いずれの皆さんも、 この国の未来

を切り拓いていくにふさわしい、大変頼もしい方々ばかりでした。第二、

第三のトヨタ、ホンダ、 ソニーは、彼ら挑戦者の中から生まれる。その強

い思いから、本年をスタートアップ元年として、スタートアップ五年十倍

増を視野に、五か年計画の策定に取り組んでいます。公共調達における優

遇制度の抜本拡充、税制上の優遇措置や資金面の支援に加え、若く優れた

IT分野の才能の発掘、育成、 「|本と海外のスタートアッフ・エコシステム

の接続など、スタートアップ人材への投資も進めます。

第三に、グリーントランスフォーメーション、GXへの投資です。

年末に向け、経済、社会、産業の大変革であるGX推進のためのロード

マップの検討を加速します。
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その中で、成長志向型カーボンプライシング、規制・制度一体型の大胆

な資令支援、 ｜､ランジションファイナンス、アジア．ゼロエミッション共

同体｡これまで申し上げてきた政策イニシアティブを具体化していきます。

同時に、GXの前提となるエネルギー安定供給の確保については、 ロシ

アの暴挙が引き起こしたエネルギー危機を踏まえ、原子力発電の問題に正

面から取り組みます。そのために、十数某の原発の再稼働、新たな安全メ

カニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発、建設などについて、年末に向

け、専門家による議論の加速を指示いたしました。

第四に、デジタルトランスフォーメーション、DXへの投資です。

デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組を競い合う、夏のDig

i田甲子園を開催しました。多くの方に参加いただき、デジタル活用によ

る地方創生に向けた期待の高まりが感じられる大会となりました。

DXの一層の推進に向け、マイナンバーカードについて、健康保険証と

の一体化など利便性の向上を飛躍的に進め、概ね全ての国民への普及のた

めの取組を加速するとともに、地域でのデジタル技術の社会実装を重点的

に支援していきます。

また、 メタバース、NFTを活用したウェブ3 ･ 0サービスの利用拡大

に向けた取組を進めます。

産業のコメと言われ、大きな経済効果、雇用倉'｣出が見込まれ、経済安全

保障の要でもある半導体は、今後特に力を入れていく分野です。熊本に誘

致したTSMCの半導体工場は、地域に十年間で四兆円を超える経済効果

と七千人を超える雇用を生むと試算されています。我が国だけでも十年間

で十兆円増が必要とも言われるこの分野に官民の投資を集めていきます。

今回の総合経済対策では、中核となる日米共同での次世代半導体の技術

開発、量産化や、 ビヨンド5Gの研究開発など、最先端の技術開発強化を

進めます。

規制改革にも取り組みます。二年間でアナログ的規制を一掃し、新産業

の倉ll出、人手不足の解消、生産性の向上や所得の増大につなげます。

(注4）令和4年10月5日衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の答弁

（抄）

新しい資本主義についてお尋ねがありました。
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新しい資本主義は、 日本経済を再び成長させるための包括的なパッケー

ジです。従来コストとされてきた人やGX等への投資を未来への投資と再

定義し、気候変動などの社会的課題の解決を通じて新たに市場をつくるこ

とで、成長と持続可能性の二兎を実現いたします。

このため、六月の実行計画で掲げた人への投資、科学技術・イノベーシ

ョンへの投資、スタートアップへの投資、GX、DXへの投資の四分野に

投資を集中し、社会課題を成長のエンジンとしてまいります。また、成長

の果実を分配し、更なる成長へつなげていくべく、予算、税制、規制改革

といったあらゆる政策を総動員してまいります。 （略）

GX推進についてお尋ねがありました。GXは、単なる化石エネルギー

からの脱却にとどまるものではなく、エネルギー、全産業、ひいては経済

社会の大変革を実行していくものです。エネルギーの安定供給は、その大

前提です。 ロシアのウクライナ侵略によるエネルギー危機を踏まえ、原子

力発電の問題にも正面から向き合い、エネルギー安定供給の確保を進めま

す。

また、成長志向型カーボンプライシングの具体化や規制・制度一体型の

大胆な資金支援により、官民一体で脱炭素投資を促進し、気候変動という

社会課題を成長のエンジンとするとともに、アジア・ゼロエミッション共

同体構想などの国際戦略についても検討を加速していきます。

DXの推進についてお尋ねがありました。DXの推進に向け、勧告権を

含む強力な総合調整機能、予算を含む政府全休の情報システムの統括、監

理等、デジタル庁の権限を最大限活用するべく、 自治体、民間からも積極

的に人材を受け入れるなど、必要な体制を確保してまいります。また、オ

ンラインによる'幅広いデジタル教育コンテンツの提供等により、デジタル

による地域課題解決を牽引するデジタル推進人材を二○二二年度から五年

間で二百三十万人育成し、デジタル田園都市国家構想を加速してまいりま

す。

マイナンバーカードについては、令和四年度末までにほぼ全ての国民に

取得していただくという目標に向けて、健康保険証との一体化を始め、便

禾|｣で持ちたいと思ってもらえるような、カードの利便性を高める取組を進

めてまいります。

【責任者：司法法制部司法法制課加藤課長内線q■■携藍 I
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対法務当局 人事課作成
令和4年11月10日 （木）参・法務委川合孝典議員（民主）

’ ’
3問定員合理化目標数（内閣人事局長通知）の進捗状
況について、法務当局に問う6

〔現状一取組態勢〕

○定員合理化につきましては､当省では、令和2年度

から令和6年度までの5年間で、5， 372人を合理

化することとされているところ､内外の行政課題に戦

略的・機動的に対応できる体制を構築しつつ、効率的

な行政運営を実現するという政府方針の趣旨にのっと

り、政府の一員としてしっかりと取り組んでいるとこ

ろJ
(参考）

法務省に対しては、令和元年6月28日、内閣人事局長から法

務事務次官宛てに通知がなされ、令和2年度から同6年度まで

の5年間で合計5， 372人が合理化目標数とされている。

これまで、令和2年度1， 075人、同3年度1， 075人、

同4年度1, 074人の合計3, 224人が合理化され、残る

令和5年度及び同6年度において、合計2， 148人の合理化

が求められている。

【責任者：大臣官房人事課佐藤課長内淵一三)携調 ロ

？

声
一
■
■
■
■



対法務当局 人事課作成
令和4年11月10日 （木）参・法務委川合孝典議員（民主）

’’
4問法務省職員の労働時間管理の現状と、労働時間管理に関

する今後の対策について、法務当局に問う。

〔労働時間管理の現状〕

○法務省では、現在、職員の勤務時間の管理について、

・ 業務端末の使用記録を利用すること

により、客観的な記録を基礎として管理を行っているほか

･ 客観的な記録を基礎とした勤務時間の把握ができない場合

には、職員に超過勤務の実施結果等を報告させることや、

課室長等の現認等

により管理しているところ。

○また、職員に超過勤務を命じる場合には、当該職員にその必

要性や所要見込み時間等の必要な情報を申告させた上で、最小

限の範囲で超過勤務を命じることとしている。

〔超過勤務の現状〕

○なお、令和3年の1年間における外局等を除いた当省職員1

人当たりの超過勤務時間数は、約280時間である。

〔今後の取組〕

○さらに、法務省では、職員の勤務時間を｢見える化」 し、そ

の実態を把握した上で、勤務時間を適切に管理できるようにす

るため､勤務時間管理のシステム化に向けた取組を進めている。

○具体的には、現在、職員の出退勤や休暇取得等の申請・管理

等を一元的に行うことができるシステムである「勤務時間管理

システム」の導入作業を行っているところであり、法務本省に

令和5年度から、同システムの運用を開始する予定おいては、

である。

1



○引き続き、勤務時間管理の徹底に努め、長時間労働を是正し

てまいりたい。 」
内線1■■携帯一人事課 佐藤人事課長【責任者
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(寅咽ﾖ｡副大臣･政務官） 官房人事課作成
令和4年1 1月10B(木）参・法務委川合孝典議員（民主）

’ ’
5問適正定員を考える上での労働時間管理の必要性についての

認識について、法務大臣に問う。

〔前提〕
○職員の勤務時間の実態を正確に把握して、適切な勤務時間管

理を行うことは、必要な人的体制を整備することはもとより、
長時間労働を是正し、職員の心身の健康を守るためにも必要と
認識。

〔勤務時間管理の徹底のための取組〕

○ （先ほど当局から申し上げたとおり､）法務省においては、
職員の勤務時間を「見える化」し、その実態を把握した上で、
勤務時間を適切に管理できるようにするため勤務時間管理の

システム化に向けた取組を進めている（注） ところ。

〔今後の取組に向けての決意〕

○引き続き、職員の勤務時間管理を徹底し、適正な職務環境の

整備に努めてまいりたい』
(注）勤務時間管理のシステム化に向けた取組

具体的には、現在、職員の出退勤や休暇取得等の申請・管理等を一元
的に行うことができるシステムである「勤務時間管理システム｣の導入
作業を行っているところで
同システムの運用を開始す

あり、法務本省においては、令和~5年度から、
る予定である。

【責任者:大臣官房人事課佐藤課長内線■■携帯一
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(文咽ﾖ･副大臣･政務官） 司法法制部作成
令和4年1 1月10日（木）参・法務委仁比聡平議員（共産）

問裁判所の人的・物的体制の充実・強化を図るため、法務省と

しても裁判所の予算の拡充に向けて尽力すべきではないか、法

務大臣に問う。

〔裁判所の予算について〕

○裁半ll所の経費は、独立して国の予算に計上するものとされ、

裁判所の予算の原案は、独立の機関たる最高裁判所が、独自

の半l1断に基づいて、内閣に提出することとされている。

○したがって、予算編成過程における財務当局との協議も、最

高裁判所の事務当局が当たるものであり、法務省はこれに介

入すべき立場にはない。

〔裁判所の予算要求が正しく理解されるよう努める〕

○もっとも、裁判所の予算についても、最終的に予算案を作成

するのは内閣の責務である。

○そのため、法務大臣としては、内閣としての意思決定の段階

において、閣議の一員として、また、裁判所の職務に最も近

い関係にある法務を担当する大臣として、裁判所の要求が正

し<理解されるよう努めてまいり

当
(参考1）令和4年4月14日参議院法務委員会議事録（抜粋）

○山添拓君政府の定員合理化計画に裁判所がそこまで追従する必要はない

ですよ。 しかも、国の行政機関は、 この間、デジタル庁の倉l1設などによっ

て二年連続で純増になっています。そのツケを司法府に負わせるというこ

とは、 これはあってはならないと思います。

大臣にも伺います。

最高裁の概算要求については、 よほどのことがない限り、 これはそのま

1



ま認めるというのが筋だと思うんです。財務大臣に法務大臣からそのよう

に進言すべきじやありませんか。

○国務大臣（古川禎久君） 裁判所の経費は独立して国の予算に計上するも

のとされておりまして、裁判所の予算の原案は独立の機関たる最高裁判所

が独自の判断に基づいて内閣に提出することとされております。 したがい

まして、予算編成過程における財務当局との協議も最高裁判所の事務当局

が当たるものでございまして、法務省はこれに介入すべき立場にはないと

考えております。

もっとも、裁判所の予算につきましても、最終的に予算案を作成するの

は内閣の責務であります。そのため、法務大臣としては、内閣としての意

思決定の段階において、閣議の一員として、また裁判所の職務に最も近い

関係にある法務を担当する大臣として、裁判所の要求が正しく理解される

よう努めてまいりたいと考えています。

（参考2）平成27年5月14日参議院法務委員会議事録（抜粋）

○仁比聡平君あまねく、 どの地域に暮らしていても、司法の独立と、そし

て全ての国民に裁判を受ける権利を保障するということがこの問題の出発

点の議論であるべきです。 日本の裁判所予算というのは、国家予算の○・

四％を割って○・三四％という、半ばシーリングでもあるのかという状態

が八○年代から続いておりまして、私、 これを打ち破って抜本増員の予算

を確保するために大臣の決意を一言伺いたいと思うんですが、いかがでし

ようか。

○国務大臣（上川陽子君） 裁判所の予算の原案につきましては、最高裁判

所がそれぞれの実態の中で御判断をいただいて、それに基づいて内閣に提

出をするという、そうしたものであるというふうに考えております。

ただ、裁半|｣所の予算も含めまして、最終的に予算案ということを作成す

るのは内閣の責務ということでございますので、その意味で、内閣として

の意思決定の段階におきまして、裁判所を取り巻く様々な状況を適切に予

内閣の一員として努力算に反映できるようにということにつきましては、

してまいりたいというふうに考えております。

(参照条文）
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○裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）

第八十三条 （裁判所の経費） 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこ

れを計上しなければならない。

2 （略）

○財政法（昭和二十二年法律第三十四号）

第十七条衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、

毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債

務負担行為の見積に関する書類を作製し《 これを内閣における予算の統合

調整に供するため、内閣に送付しなければならない。

(略）2

）

【責任者 司法法制部司法法制課 内線■■携常加藤課長 I
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