
 第7章 公平審査
公平審査には、懲戒処分、分限処分など不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する
行政措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立
ての仕組みがあり、それぞれ職員から人事院に対してなされた場合に、準司法的な所定の審査
手続に従って、迅速かつ適切に事案の処理を行っている。人事院は、事案処理に関する目標を
定め、その進捗状況等を定期的に把握するとともに、手続面での効率化を進めるなど、事案の
早期処理に取り組んでいる。このほか、職員からの苦情相談を受け付け、各府省に対する働き
かけを含め必要な対応を行っている。
これらの公平審査の仕組みは、中立第三者機関である人事院が、職員の利益の保護、人事行
政の公正の確保、ひいては公務の能率的な運営に資することを目的とするものである。また、
勤務条件に関する行政措置の要求の仕組みは、給与勧告・報告の制度等と並び、職員の労働基
本権制約の代償措置の一つとして位置付けられ、勤務条件の改善と適正化のため重要な意義を
有するものでもある。
令和2年度より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、必要に応じ、イン
ターネットを活用して、公平審査に必要な調査を実施している。また、令和4年度より、請求
者等の利便性の向上等を図る観点から、電子メールによる審査請求等を始めとする当事者等と
の書面交換の電子化を実施することとしている。

 第1節 不利益処分についての審査請求

不利益処分についての審査制度（国公法第90条）は、職員からその意に反して降給、降任、
休職、免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、
人事院が、事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会が作成した調書に基づ
き、処分の承認、修正又は取消しの判定を行うものである。
人事院は、処分を修正し又は取り消した場合には、その処分によって生じた職員の不利益を
回復するための処置を自ら行い、又は処分者に対し必要な処置を行うように指示することとさ
れている。なお、人事院の判定は、行政機関における最終のものである。
不利益処分の審査は、規則13－1（不利益処分についての審査請求）に定められた手続に
従って行われ、集中審理を行うなどして事案の早期処理に努めている。
令和3年度の係属件数は、前年度から繰り越した8件を加えて24件となった。その処理状況
は、判定を行ったもの5件（処分承認5件）、取下げ・却下等9件であり、翌年度に繰り越した
ものは10件である　（表7－1、資料7－1）。
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 第2節 勤務条件に関する行政措置の要求

行政措置要求の制度（国公法第86条）は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置
を求める要求があった場合に、人事院が必要な審査をした上で判定を行い、あるいはあっせん
又はこれに準ずる方法で事案の解決に当たることで、職員が勤務条件の改善と適正化を能動的
に求めることを保障するものである。
行政措置要求の審査は、規則13－2（勤務条件に関する行政措置の要求）に定められた手続
に従って行われている。
令和3年度の係属件数は、前年度から繰り越した4件を加えて30件となった。その処理状況
は、判定を行ったもの4件、取下げ・却下22件（要求事項の一部を受理したもの3件を含む。）
であり、翌年度に繰り越したものは7件である（表7－2、資料7－2）。

 第3節 災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て

災害補償の審査申立制度（補償法第24条）は、実施機関の行った公務上の災害又は通勤に
よる災害の認定、治癒の認定、障害等級の決定その他補償の実施について不服のある者から審
査の申立てがあった場合に、また、福祉事業の措置申立制度（補償法第25条）は、福祉事業
の運営について不服のある者から措置の申立てがあった場合に、それぞれ人事院が事案を災害
補償審査委員会の審理に付した上で判定を行うものである。
災害補償の審査等は、規則13－3（災害補償の実施に関する審査の申立て等）に定められた
手続に従って行われている。

表7-1 　令和3年度不利益処分審査請求事案判定一覧
（1）懲戒処分

指令番号 判定年月日 原処分等 判定 審理方式
13-24 令和3年9月2日 減給3月（セクシュアル・ハラスメント等） 承　認 公　開
13-31 令和3年12月2日 停職1月（セクシュアル・ハラスメント） 承　認 審　尋
13-32 令和3年12月2日 免職（児童買春） 承　認 審　尋
13-7 令和4年2月24日 戒告（住居侵入） 承　認 審　尋

（2）分限処分
指令番号 判定年月日 原処分等 判定 審理方式
13-12 令和４年3月17日 免職（勤務実績不良、適格性欠如） 承　認 審　尋

（注）　審理方式は、請求者が、公開口頭審理、非公開口頭審理又は審尋審理（両当事者を対面させず非公開で行う審理）のいずれかを選択す
ることとされており、表中「公開」は公開口頭審理を、「審尋」は審尋審理を示す。

表7-2 　令和3年度行政措置要求事案判定一覧
判定年月日 要求内容 判定

令和3年6月17日 旅費の支給 棄　却
令和3年9月16日 初任給の給与額算定基準の修正 棄　却
令和4年2月3日 超過勤務手当の支給 容　認
令和4年2月10日 宿日直勤務に係る勤務条件の改善 棄　却
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令和3年度の係属件数は、前年度から繰り越した18件を加えて39件となった。その処理状
況は、判定を行ったもの11件、取下げ・却下4件（申立事項の一部を受理したもの1件を含
む。）であり、翌年度に繰り越したものは25件である（表7－3、資料7－3）。

 第4節 給与の決定に関する審査の申立て

給与の決定に関する審査制度（給与法第21条）は、給与の決定（俸給の更正決定を含む。）
に関して苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決
定という形でそれに対する判断を示すものであって、規則13－4（給与の決定に関する審査の
申立て）に定められた手続に従って行われている。
このうち、人事評価結果に基づく給与の決定に関する申立事案の審査においては、申立人の
人事評価について必要な事実関係等の調査を行い、人事評価の妥当性等を検証しつつ、当該給
与の決定が法令の規定に合致しているか否かについての判断を行っている。
令和3年度の係属件数は、前年度から繰り越した18件を加えて49件となった。その処理状
況は、決定を行ったもの26件、取下げ・却下12件であり、翌年度に繰り越したものは11件で
ある（表7－4、資料7－4）。

表7-3 　令和3年度災害補償審査申立等事案判定一覧
指令番号 判定年月日 申立内容 判定
13-16 令和3年4月15日 鬱病による縊死（自殺）に係る公務上の災害の認定 棄　却

13-17 令和3年4月22日 症候性鬱状態、不適応反応及び混合性不安抑鬱障害に係る公務上の災
害の認定 一部容認

13-19 令和3年5月20日 右第1趾（足指）第1関節内骨折等に係る障害等級の上位等級への変更 容　認
13-26 令和3年9月9日 びまん性軸索損傷等に係る障害等級の上位等級への変更 棄　却
13-30 令和3年11月25日 悪性胸膜中皮腫に係る公務上の災害の認定 棄　却
13-33 令和3年12月9日 頸椎症性脊髄症等に係る障害等級の上位等級への変更 棄　却
13-3 令和4年1月27日 鬱病に係る公務上の災害の認定 棄　却
13-4 令和4年2月3日 適応障害に係る公務上の災害の認定 棄　却
13-5 令和4年2月10日 鬱病に係る公務上の災害の認定及び骨盤骨折等に係る治癒の認定 棄　却
13-6 令和4年2月24日 被殻出血による死亡に係る公務上の災害の認定 棄　却
13-9 令和4年3月3日 右手根管症候群に係る公務上の災害の認定 棄　却
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 第5節 苦情相談

苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった
場合に、人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、指
導、あっせんその他必要な対応を行うものであって、規則13－5（職員からの苦情相談）に定
められた手続に従って行われている。
このような職員からの苦情を迅速かつ適切に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視
の人事管理とともに、ワーク・ライフ・バランスの充実、パワー・ハラスメントの防止など働
きやすい勤務環境の実現が求められている中で、公務能率の維持・増進の観点からもますます
重要になってきている。
令和3年度に受け付けた苦情相談件数は1,601件で、前年度より126件の減少となった（図7
－1）。
内訳を見ると、相談件数としては、「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」と「勤務
時間・休暇・服務等関係」の2つが最も多く、前者は全体の約33.4％（前年度は34.3％）、後者
は約23.1％（前年度は22.2％）を占めており、いずれも前年度に比べて件数は減少したものの、
全体に占める割合としては、前年度とほぼ同様の高い割合となっている（図7－2）。
また、人事院の本院及び各地方事務局（所）では、苦情相談の対応に際して必要な情報の交
換など各府省との連携協力体制の充実を図るための「苦情相談に関する府省連絡会議」を開催

表7-4 　令和3年度給与決定審査申立事案決定一覧
指令番号 決定年月日 申立内容 決定
13-18 令和3年4月28日 通勤手当の認定 棄　却

13-20 令和3年5月27日 令和元年12月期の勤勉手当の成績率
令和2年1月1日の昇給区分 棄　却

13-21 令和3年6月3日
令和元年6月期の勤勉手当の成績率
令和元年12月期の勤勉手当の成績率
令和2年1月1日の昇給区分

棄　却

13-22 令和3年6月3日 住居手当の認定取消 棄　却

13-23 令和3年6月10日
令和元年12月期の勤勉手当の成績率 容　認
令和2年1月1日の昇給区分 棄　却

13-25 令和3年9月9日 令和2年6月期の勤勉手当の成績率 容　認
13-27 令和3年10月21日 令和3年1月1日の昇給区分 棄　却
13-28 令和3年10年28日 令和2年6月期の勤勉手当の成績率 棄　却
13-29 令和3年11月18日 令和2年1月1日の昇給区分 棄　却
13-34 令和3年12月9日 令和2年6月期の勤勉手当の成績率 棄　却
13-35 令和3年12月16日 令和3年6月期の勤勉手当の成績率 棄　却

13-1 令和4年1月20日 令和2年6月期の勤勉手当の成績率
令和3年1月1日の昇給区分 棄　却

13-2 令和4年1月20日 通勤手当の認定 容　認
13-8 令和4年2月24日 初任給決定 容　認
13-10 令和4年3月3日 令和3年6月期の勤勉手当の成績率 容　認

13-11 令和4年3月3日

平成30年6月期の勤勉手当の成績率
平成30年12月期の勤勉手当の成績率
平成31年1月1日の昇給区分
令和元年6月期の勤勉手当の成績率
令和元年12月期の勤勉手当の成績率
令和2年1月1日の昇給区分

棄　却
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するとともに、各府省において苦情相談業務を適切に遂行できるよう必要な知識の習得や技能
の向上を目的とした「各府省苦情相談担当官研修」を実施した。なお、政府全体を挙げて新型
コロナウイルス対策に取り組むことが求められる状況下であることなど諸般の事情を総合的に
考慮し、いずれも一部の地方事務局を除きオンラインにより実施した。

図7-1 　苦情相談件数の推移
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図7-2 　令和3年度苦情相談の内容別件数

(注)　一つの事案に関して、同一の者から同一の内容について複数回の相談を受けた場合、それぞれを件数に計上している。

総数
1,601件
（100.0％）

人事評価関係
35件（2.2%） その他

159件
（9.9%）

ハラスメント関係
561件（35.0%）

パワー・ハラスメント、
いじめ・嫌がらせ
535件（33.4%）

セクシュアル・ハラスメント
19件（1.2%）

妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメント
7件（0.4%）

給与関係
90件（5.6%）

健康
安全等関係
174件

（10.9%）

任用関係
212件

（13.3%）
勤務時間・休暇
・服務等関係
370件（23.1%）

第7章 公平審査

178



令
和
3
年
度
業
務
状
況

第1編

第7章　補足資料

資料7-1 　不利益処分審査請求事案関係
1　処理状況� （単位：件）

区分
年度 受付件数

処理件数
繰越件数判定 取下げ・�

却下等 合計
承認 修正 取消 計

平成29 16 5 0 0 5 6 11 11
平成30 8 7 0 2 9 4 13 6
令和元 17 2 0 0 2 4 6 17
令和2 14 10 0 0 10 13 23 8
令和3 16 5 0 0 5 9 14 10

2　令和3年度の判定例（要旨）
（1）　懲戒停職処分（処分を承認したもの）
（事案の概要）
請求者は、女性職員Aに対し、次のセクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）を行ったことから、処分者は、請

求者に対し、懲戒停職（1月間）の処分を行った。
行為①：Aの意思を確認せずに手をつなぎ、肩を組んでAの体を引き寄せた。
行為②：Aに対し、自宅への訪問を企図する趣旨の発言等を繰り返し行った。

（不服の要旨）
1�　請求者は、Aの手をつなぎ、肩を抱くという身体的接触を行ったが、当時の請求者とAの関係性からすると、請求者は、これ
がAの意に反することを認識しておらず、「懲戒処分の指針について」（人事院事務総長通知。以下「懲戒指針」という。）に掲げ
る「相手の意に反することを認識の上」との要件を満たさないため、行為①は懲戒処分の対象となるセクハラではない。
2�　請求者のAに対する発言やLINEの内容にわいせつ性や性的要素はないため、行為②はわいせつな言辞等の性的な言動に該
当しない。また、当該期間中に送信したLINEの頻度からいって性的な言動を繰り返し行ったことにはならない。
3�　処分者は、本件処分の量定の決定に当たり、請求者に不利な事情のみを考慮して有利な事情を一切考慮せず、不当に重い処
分を選択したことは明白であることから、本件処分には裁量権の逸脱、濫用がある。

（判定の要旨）
1　不服の要旨1について
請求者が自らAと手をつなぎ、肩を抱いたことに争いはなく、これに対して、Aは気持ち悪さや恐怖を感じたと述べている。請

求者は、Aから拒否する素振りや発言がなく、Aが請求者に好意を持っていると勘違いしたと述べているものの、行為①は、相手
との良好な人間関係ができているとの勝手な思い込みによる不必要な身体的接触であると言わざるを得ず、Aを不快にさせる職
場外における性的な行動であることから、セクハラに該当する。
懲戒指針は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを

目的としたものであり、そこに掲げられた事例は、非違行為の事由ごとの代表例にとどまり、任命権者は、懲戒指針も踏まえつ
つ、個別の事案に応じて処分量定を決定することとなる。
2　同2について
請求者はAに対し、行為①の後も、口頭又は私的なLINEを通じ、Aの自宅への訪問を企図する趣旨の発言等を複数回行って

いたことが認められる。これらの請求者の言辞に対し、Aは一貫して不快感を有していたものと認められる。
行為②が行為①の身体的接触の後に行われていることに鑑みると、Aの自宅への訪問を企図する趣旨の発言等を複数回にわた

り行う請求者の言辞に性的な要素がなかったとはいえず、Aに特別な感情を持っていたという請求者の供述も併せ考慮すると、
行為②についても、Aを不快にさせる職場外における性的な言辞と言わざるを得ず、セクハラに該当する。
行為①及び行為②は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるものであることから、国公法第99条に違反し、請

求者は国公法第82条第1項第1号及び第3号に該当する。
3　同3について
処分者は、請求者が、Aを不快にさせるセクハラ行為を繰り返し行っていることから、処分量定について、懲戒指針の標準例

である「停職又は減給」を踏まえつつ、非違行為の動機や態様、職場での請求者とAの関係、類似の処分例等を総合的に考慮
して、懲戒停職（1月間）が相当としている。
請求者とAは、役職としては上司と部下の関係にはなかったものの、業務上の知識や経験が豊富な請求者が業務経験の少な

いAに対して日常的に指導をする関係にあったことが認められる。このような職場内における請求者とAの関係を考えれば、請求
者は、Aが不快の念を抱きつつも、請求者からの誘い等を拒否しづらい立場であったことを十分認識でき、かつ、かかる認識を
持って適切に行動することが期待されていたと考えられる。また、本件行為は、請求者とAが同じ班で勤務するようになって間も
なくの出来事であり、通常、職場における人間関係が十分に築けていない時期のものである。そのような時期であるにもかかわ
らず、Aの意思を十分確認することなく、身体的接触を始めとするセクハラを繰り返した請求者の行為は、社会通念上許容される
ものとは認められない。さらに、女性活躍を推進する中においてセクハラ行為が他の職員の士気にも悪影響を及ぼすことや類似
の処分例等を踏まえ、処分者が本件処分の量定を決定したことについても、不当な点は認められない。

（令和3年12月2日　指令13-31）
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（2）　懲戒免職処分（処分を承認したもの）
（事案の概要）
処分者は、18歳未満の3名の児童に対し、それぞれ児童買春をした請求者に対し、懲戒免職の処分を行った。

（不服の要旨）
本件処分は、以下の事由が考慮されておらず、不当に重いものである。

1　3名の児童が18歳に満たないことを知らなかった。
2　3名の児童とはいずれも示談が成立し、示談書には、刑事裁判による厳罰を望まないと記載されている。
3�　請求者が反省の意を示して辞職の申出を行っていたことを踏まえれば、懲戒免職処分ではなく、辞職承認処分がなされるべき
であった。
4　膨大な業務や長時間の超過勤務によりストレスが蓄積していたことが、本件非違行為の原因の1つである。
5　自衛官が起こした同様の事件では懲戒停職（3月間）以下の処分となっているものもあり、処分量定の均衡を欠いている。
（判定の要旨）
1�　請求者は、3回にわたり児童買春をしたものであり、本件非違行為は、国公法第99条に違反し、請求者は、国公法第82条第
1項第1号及び第3号に該当する。
2（1）�　不服の要旨1について、請求者は、公判や処分者側の事情聴取において、3名の児童が18歳に満たないことを知りなが

ら児童買春をしたことを認めている。本件処分は、これを踏まえて行われたものであり、請求者の主張は認められない。
　（2）�　同2について、懲戒処分は、処分者が公務秩序を維持するために行うものであって、刑事罰とは異なるものであり、処分

量定の決定において、示談書の記載内容どおりに量定を軽減することが求められるものでもない。本件非違行為は、官職の
信用を著しく傷つけ、官職全体の不名誉となる信用失墜行為に該当するものであるから、処分者が公務秩序を維持するため
に懲戒免職処分が相当と判断したことに何ら問題はない。

　（3）�　同3について、懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料される職員から辞職願が提出された場合には、一旦辞
職願を預かり、事実関係を十分把握した上で、懲戒処分に付す等厳正に対処することが処分者に求められていることから、
仮に請求者が辞職の意思表示を行っていたとしても、処分者が、請求者の意思に反し、本件処分を行ったことが、違法、不
当とはいえない。

　（4）�　同4について、膨大な業務や長時間の超過勤務によりストレスが蓄積していたことが仮に事実であったとしても、処分量
定の軽減事由として考慮しなければならないものではない。

　（5）�　同5について、職員の非違行為に対して懲戒処分を行う場合に、どのような処分量定を適用するかについては、処分者が、
非違行為の動機、態様、結果、非違行為を行った職員の職責、他の職員及び社会に与える影響等も含め総合的に考慮の上
決定するものである。本件非違行為についてみれば、処分者は、処分量定について、「懲戒処分の指針について」（人事院
事務総長通知）における「淫行」の標準的な処分量定が免職又は停職とされていること、本件非違行為が3名の児童に対
して繰り返し行われたものであること等を総合的に考慮して懲戒免職処分とすることが適当と判断しており、処分量定の決定
を含め、違法、不当とはいえない。

（令和3年12月2日　指令13-32）
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資料7-2 　行政措置要求事案関係
1　処理状況� （単位：件）

区分
年度 受付件数

処理件数
繰越件数判定

取下げ・却下 合計
容認 棄却 計

平成29 13 0 2 2 10 12 6
平成30 9 2 0 2 8 10 5
令和元 7 1 4 5 1 6 6
令和�2 15 0 2 2 16 18 4
令和�3 26 1 3 4 22 26 7

（注）1　容認には、一部容認を含む。
2　令和2年度の取下げ・却下には要求事項の一部を受理したもの1件を含む。
3　令和3年度の取下げ・却下には要求事項の一部を受理したもの3件を含む。

2　令和3年度の判定例（要旨）
超過勤務手当の支給（要求を容認したもの）
（事案の概要）
　申請者は、平成30年11月22日及び同年12月27日に、勤務官署の庁舎に隣接するA所で行われたB業務のため、両日とも、
正規の勤務時間に該当しない正午から午後1時までの休憩時間も勤務していたとして、超過勤務手当を支給するよう要求した。
（要求の要旨）
　B業務については、全ての処理が終了して最後にA所から書類を受理しない限りは勤務官署に戻らないという対応が従前から取
られていた。一連の業務を終えて、隣接するA所から勤務官署に戻ったのは、平成30年11月22日は午後2時20分頃、同年12
月27日は午後2時頃で、両日とも、休憩時間も勤務していた。
　両日について、超過勤務の申告は行っていない。現在の上司は、申請者からの申告がなくとも、上司自身が把握した申請者の
超過勤務時間について手当支給の手続を取っている。当時の上司Cは、両日とも、申請者が勤務官署に戻った際に、所属部門の
職員の前で、「なんでこんなに遅くまでかかるんだ。」と発言しており、休憩時間もA所で勤務し、超過勤務を行っていたことを把
握していたのであるから、申請者からの申告がなくとも、法令に基づき手当支給に必要な手続を取るのは当然である。
（判定の要旨）
・　超過勤務命令について
　�　B業務については、個別具体的な超過勤務命令はされていないものの、業務の性質上、業務が休憩時間にまで及んだ場合も
休憩することなく継続して行うことが通常であることは、当局も認めている。また、その業務の性質に照らせば、休憩時間に入っ
たことを理由に職員が独自の判断で業務を中断することは許容されておらず、職員をB業務に携わらせるに当たっては、仮に休
憩時間に入るまでに完了しない場合には休憩時間にも引き続き業務を行うこととする旨の超過勤務命令が、あらかじめ包括的に
命じられていると見るのが相当である。

　�　なお、勤務時間制度上、職員からの申告は超過勤務命令の成立要件ではないが、特に本件のようにあらかじめ包括的に命じ
られたことを受けて超過勤務が行われる場合、当該命令による超過勤務の時間を確定させる等のために本人からの情報提供を
求めることには合理性が認められるところであり、申請者は、今後、当局が求める運用に従うべきである。

・　休憩時間に勤務した事実の有無について
　�　当局による事実確認では、両日のB業務の終了時刻を記憶している者がおらず、休憩時間における勤務の事実が確認できな
かったことが認められる。

　�　しかしながら、証人Dは、両日とも休憩時間に申請者と業務上のやりとりを行い、業務が完了した時間は休憩時間を過ぎてか
らである旨証言しており、記憶の根拠として挙げる証言内容も具体的である。また、証人Eも、平成30年11月22日については、
証人Dと同様の証言を行い、同年12月27日についても、同日の処理件数が多ければという条件付きながら、同様の証言をし
ている。そして、実際の処理件数に照らせば、証人D及び証人Eの証言は、いずれも信ぴょう性が高いものと見るのが相当であ
る。
　　したがって、申請者は、両日とも、休憩時間においても勤務していたものと認められる。
・�　以上のとおり、申請者は、両日において、超過勤務命令に従い、休憩時間においても勤務したと認められることから、それら
の時間に対し、所要の給与上の措置を講ずべきである。

（令和4年2月3日判定）
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資料7-3 　災害補償審査申立等事案関係
1　処理状況� （単位：件）

区分

年度
受付件数

処理件数
繰越件数判定

取下げ・却下 合計
容認 棄却 計

平成29 20（2） 2 5 7 7（1） 14（1） 14（1）
平成30 6 4（1） 7 11（1） 3 14（1） 6
令和元 9 0 1 1 0 1 14
令和2 17（2） 3 5 8 6（1） 14（1） 18（1）
令和3 21 2 9 11 4 15 25（1）

（注）1　（　）内の数字は福祉事業措置申立事案の件数を内数で示す。
2　容認には、一部容認を含む。
3　令和2年度及び令和3年度の取下げ・却下には申立事項の一部を受理したもの1件を含む。

2　令和3年度の判定例（要旨）
（1）　症候性鬱状態、不適応反応及び混合性不安抑鬱障害に係る公務上の災害の認定（申立てを一部容認したもの）
（事案の概要）
申立人は、バイク事故による右上腕骨頸部骨折（公務上の災害）の治療のためA病院に入院中に症候性鬱状態と診断され、約
3年後にはB病院で不適応反応と、さらにB病院での診断から約2年後にはCクリニックで混合性不安抑鬱障害と診断された。
実施機関は、申立人が主張する上司、同僚からの嫌がらせ、いじめの事実は確認できないことなどから、公務と申立人の精神

疾患の発症及び増悪との間に相当因果関係が認められないため、公務上の災害とは認められないとした。

（申立ての要旨）
症候性鬱状態は、公務上の災害と認められた右上腕骨頸部骨折に起因して発症したものであり、その後の職場での上司、同僚

からの嫌がらせ、いじめによって症状が悪化したことから、その後に診断された不適応反応及び混合性不安抑鬱障害を含め、一
連の精神疾患として公務上の災害と認定されるべきである。

（判定の要旨）
・�　傷病名について、申立人は、一連の精神疾患として公務上の災害と認められるべきであると主張するが、それぞれの傷病は
個別に診断されており、特に、医学経験則上、混合性不安抑鬱障害は不適応反応とは性質が異なることから、以下それぞれの
傷病ごとに判断する。

・�　症候性鬱状態について、申立人は、診断日に当該傷病を発症したと見るのが相当であることから、発症前おおむね6か月の
間に当該精神疾患の発症原因とするに足る強度の精神的又は肉体的負荷（以下「強度の負荷」という。）を業務により受けたと
認められるかについて、検討する。

・�　申立人は、バイク事故前は、超過勤務はほとんど行っていなかった。この間、強度の負荷を業務により受けたものとは認めら
れない。

・�　申立人は、バイク事故により右上腕骨頸部を骨折し、実施機関も残存障害として受傷部位の常時疼痛（障害等級第14級）を
認めているものの、運動神経麻痺等は認められない。医学経験則上、本件バイク事故や右上腕骨頸部骨折により、強度の負荷
を受けたものとは認められない。
・�　申立人は、バイク事故の約2年後から症状が強まり、その約6か月後に症状がさらに強まったと主張するが、増悪を客観的に
確認できる医学診断等は認められない。なお、症状が強まったなどとする前に申立人が従事した業務、職場の出来事について
も症候性鬱状態を増悪させるような強度の負荷は認められない。
・　以上のことから、申立人は、症候性鬱状態の発症原因とするに足る強度の負荷を業務により受けていたとは認められない。
・　不適応反応について診断したB病院の医師によれば、診断名の不適応反応は、ICD-10のカテゴリーでは適応障害である。
・�　本件不適応反応については、他の時期に発症したとすべき事情も認められないことから、診断日に発症したと見るのが相当
である。また、強度の負荷の有無を確認すべき時期について、申立人が、いじめや中傷が激しくなった時期を主張しているの
で、その間に強度の負荷を業務により受けたと認められるかについて、検討する。
・�　職場環境が変化した中で、同僚の申立人への言動が厳しくなり、申立人が大声で怒鳴られたり、他の職員がいる前で指導さ
れたり、申立人1人に対して複数人から指導を受けたことなどが具体的に認められる。申立人について、他の職員への配慮に欠
ける面があり、これが他の職員の言動をより厳しいものとした可能性は否定できないものの、医学経験則上、これらの業務上の
出来事が強度の負荷となり、申立人がこれを受けて不適応反応を発症したとしても不自然ではない。

・�　また、バイク事故前において申立人に精神疾患の既往歴は認められず、バイク事故後に症候性鬱状態と診断されているもの
の、そのことや、個体的な要因、私的な要因により本件不適応反応を発症したものとは認められない。

・�　なお、申立人は、業務軽減措置が講じられなかったため、申立人に求められる業務量を少ない勤務時間内に処理しなければ
ならなかったと主張している。これについては、A病院の医師が作成した診断書に業務軽減に関する記載もなく、申立人につい
て業務軽減が必要であったとは認められない。したがって、業務軽減への配慮が欠けたために、強度の負荷を業務により受け
たとは認められない。

・　以上のことから、申立人は、強度の負荷を業務により受け、不適応反応を発症したものと認められる。
・　混合性不安抑鬱障害について、申立人は、当院調査時においてもCクリニックに通院している。
・�　医学経験則上、混合性不安抑鬱障害は、適応障害（不適応反応）とは性質が異なり、ストレスによって起こる病気ではない
ことから、強度の負荷を業務により受けて発症したと認めることはできない。しかしながら、Cクリニックの初診日の診療録には
職場での出来事の記載があり、同クリニックの医師は反応性の鬱状態が継続していると述べていることから、診断名にかかわら
ず、その時点では不適応反応が持続していたと見るのが自然である。よって、不適応反応（適応障害）については、同医師と
相談して、適切に治癒認定を行う必要がある。

・�　以上のとおり、申立人の申立てに係る災害のうち、不適応反応については、実施機関は公務上の災害として認定すべきであ
る。症候性鬱状態及び混合性不安抑鬱障害は公務上の災害と認めることはできない。

（令和3年4月22日　指令13-17）
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（2）　鬱病による縊死（自殺）に係る公務上の災害の認定（申立てを棄却したもの）
（事案の概要）
申立人の子（以下「本人」という。）は、A機関に勤務していたところ、Bクリニックを受診して鬱病（以下「本件疾病」という。）

と診断され、治療を受けていたが、診断から約3か月後に辞職し、翌年、自宅のトイレのドアノブにひもを掛けて縊死（以下「本
件自殺」という。）した。
実施機関は、本件疾病については、長時間の時間外勤務や著しく不適切な業務指導などは認められないことから、本件自殺に

ついては、本件疾病の病状、公務に従事しなくなった時期などに鑑み、いずれも公務上の災害とは認められないとした。
（申立ての要旨）
本件疾病は、本人がA機関の上司及び同僚から受けた業務上のプレッシャーが原因で発症したものであり、また、本人が自殺

した原因は、本件疾病による希死念慮であることから、本件疾病及び本件自殺は公務上の災害と認められるべきである。
（判定の要旨）
・�　本人はBクリニックを受診し、本件疾病と診断されており、受診直後の上司Cとの面談において、本人が受診の約2か月前頃
から頭が働かなくなったと述べていること、同時期から出勤時間が遅くなったとの同僚職員の陳述があることなどから、同時期
に本件疾病を発症したと見るのが相当である。

・�　本件疾病と公務との間の相当因果関係（強度の負荷の有無）に関して、本件疾病発症前おおむね6か月間のうちD部門配属
前までの本人の業務内容及び超過勤務について、強度の負荷は認められない。

・�　申立人は、本人がD部門に所属していた当時の業務上のプレッシャーが原因で本件疾病を発症したと主張する。本件疾病は
受診の約2か月前頃に発症したと見るのが相当であるが、念のため、本件疾病発症の後も含め、本人がD部門で業務に従事し
た全期間における業務上の強度の負荷の有無を見ると、以下のとおりである。

・�　本人は、D部門に配属され、同部門の職員によるE調査に同行することにより、単独調査に向け、そのノウハウを習得するこ
ととされていた。
・�　受診直後の上司Cとの面談において、本人は、職員Fとの同行調査は苦手であると陳述している。しかしながら、計7回の同
行調査は、毎回同じ職員と行われていたものではなく、そのうち職員Fにのみ同行したものは2回のみであった。具体的には、
1回目と5回目であったが、本人は、上司Cに対し、異なる職員との同行調査に替えてもらい、感謝していると述べている。

・�　職員Fの指導について、職員Fは、保管場所が決められている重要書類を本人が自分の机の引出しに保管していたことについ
て、その度に注意し、3回目には強い口調で注意し、その際、本人の机上に書類を軽く放り投げたことがあったのかもしれない
と陳述しているが、同僚等の陳述によれば、職員Fが本人に声を荒らげたところを一度見た、書類を投げたのを見たとされるに
止まり、一方で、物を投げられるとか、呼び捨てにされるといったことはなかった、理不尽に怒られている印象は受けなかった
との陳述もある。その他も含め、職員Fの指導において、本人に対する強度の負荷は認められない。
・�　申立人は、本人単独でE調査を行うのは時期尚早であり、単独調査に向けての過程において、本人は上司からのプレッシャー
を強く受けたとしている。これについて見ると、単独調査に向けての指導は、若手職員の指導育成モデルに従って行われ、上
司Gは、本人の状況を踏まえつつ、単独調査の時期を見極めようとしており、複数の候補を提示した上で一番取り組みやすい
案件を本人に準備させようとしていたこと、調査先への連絡等単独調査の準備に入る前に本人は休暇に入ったことが認められる。
また、上司Gの指導について、本人に対する強度の負荷は認められない。
・�　その他にも、上司のプレッシャー等を含め、強度の負荷を業務により本人が受けた事実は認められない。
・�　以上のことからすれば、本人は新人職員であり、就業前に思い描いていた業務と現実に違いがあったこと、単独調査に向け
て不安を募らせていたこと等が一定のストレスになった可能性は否定できないとしても、新人職員が通常受ける負荷を超えるも
のではなく、強度の負荷を業務により受けたとは認められず、本件疾病を公務上の災害と認めることはできない。

・�　本件疾病を公務上の災害と認めることはできないのであるから、本件自殺を公務上の災害と認めることはできない。
（令和3年4月15日　指令13-16）
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資料7-4 　給与決定審査申立事案関係
1　処理状況� （単位：件）

区分

年度
受付件数

処理件数
繰越件数決定

取下げ・却下 合計
容認 棄却 計

平成29 14 3 17 20 5 25 10
平成30 12 1 6 7 3 10 12
令和元 21 5 2 7 5 12 21
令和�2 21 1 19 20 4 24 18
令和�3 31 5 21 26 12 38 11

2　令和3年度の決定例（要旨）
（1）　勤勉手当の成績率の決定（申立てを容認したもの）
（事案の概要）
申立人は、令和2年6月期の勤勉手当に関し、同元年10月1日から2年3月31日までを評価期間とする業績評価（以下「元年
度下期業績評価」という。）の全体評語をC（5段階の下から2番目）とされたことから、同手当の成績率を100分の84と決定さ
れた。
（申立ての要旨）
自分は本件評価期間中に病気休暇を取得したが、元年度下期業績評価に当たって病気休暇以外の日における勤務実績が考慮さ
れておらず、元年度下期業績評価の評価結果は不当であり、当該人事評価結果に基づき決定された勤勉手当の成績率は公平性
及び妥当性に欠けるものであるため、より上位の成績率に決定すべきである。
（決定の要旨）
・�　まず、病気休暇を取得した場合の評価については、E省人事評価実施規程等において、「評価期間中に業務に従事した実績
があれば」、「実際に勤務している時の職務行動」を評価対象として行うこととされ、申立人の業績評価は当該規程等にのっとっ
て行われており、病気休暇の取得が元年度下期業績評価において勘案され、その結果として勤勉手当の成績率が下位に決定さ
れた事実は認められない。

・�　次に、病気休暇の取得は勘案されていないことを前提としつつ、申立人が実際に勤務している期間の職務行動の評価の妥当
性について、検討する。

（1）�　申立人の元年度下期業績評価において、評価者であるFが、目標①から④までの業務の個別評語を全てbとし、全体評語を
Bとした評価に対し、調整者であるGは、個別評語について、④の業務をdとした上で、全体評語をCと調整したことが認めら
れる。
当局は、申立人が来客の対応に積極的でない等（以下「消極的窓口対応等」という。）の職務遂行状況について、申立人

の直属の上司であるHがFに報告し、FがGにそれを報告し、Gは、当該報告から把握できる申立人の職務遂行状況を踏まえ、
④の業務の個別評語をdとし、全体評語をCと調整したと主張している。しかし、Hは、消極的窓口対応等の状況をFに報告し
た事実はないと明確に否定した上で、消極的窓口対応等の状況は内容それ自体としても事実無根又は誇張されたものであると
しており、Fも、それらについてHから報告を受けて、それをGに報告した記憶はほとんどないとしている。一方、消極的窓口
対応等の状況に関するGの陳述は具体性を欠いており、事実認識が誤っていると言わざるを得ない。

（2）�　申立人の元年度下期業績評価において、全体評語Bとした評価者であるFの評価について、調整者であるGは、全体評語を
Cと調整しているが、当院の調査によれば、Gが自らFとは異なる事実等を把握していた事実は認められない。また、Fに再評
価を行わせた事実も認められない。

（3）�　Gが個別評語をdと調整した④の業務は、ワークライフバランスへの取組であり、Gは、申立人に関する消極的窓口対応等
について④の業務の達成度に含まれると捉えて個別評語をdとしたと陳述する一方で、他の業務の個別評語等で見ればよかっ
たとも陳述し、④の業務に馴染まない行動事実を基に業績評価を行ったことを否定していない。④の業務について、あらかじ
め示した目標に即して「役割を果たした程度」を評価したとは認められず、その個別評語がdとされたことは妥当ではない。

・�　以上のことからすれば、本件評価期間において、全体評語をCとすべき具体的事実があったとは認められないことから、当局
が申立人の元年度下期業績評価の全体評語をCとしたことは妥当性を欠くものと言わざるを得ない。

・�　よって、当局が、令和2年6月期の勤勉手当において申立人を「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員」に該
当するとして、成績率を100分の84と決定したことは、妥当とは認められない。

・�　申立人の元年度下期業績評価においては、関係者が認めていない内容を当該関係者が報告したものであるとして業績評価の
根拠とするなど、人事評価の前提となる事実確認が適切に行われたとはいえない。人事評価は、任用、給与等の人事管理の基
礎となるとともに、人材育成にも活用されるものであることからすれば、行動記録等に基づき、職員の具体的な行動事実を踏ま
えて評価を行う必要があり、当局においては、その旨を研修等により職員に周知・徹底し、適切に制度を運用することが強く求
められる。

・�　以上のとおり、本件給与権者が令和2年6月期の勤勉手当において申立人を「直近の業績評価の全体評語が下位の段階であ
る職員」に該当するとして行った成績率の決定は、これを更正する必要がある。

（令和3年9月9日　指令13-25）
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（2）　勤勉手当の成績率の決定（申立てを棄却したもの）
（事案の概要）
申立人は、関係団体に所属する者向けに令和3年1月に実施した研修において、不適切な発言を行い、品位を損なう表現が記
載された研修資料（以下「本件不適切資料」という。）を配布したこと（以下「本件不適切資料配布等事案」という。）により、
同年6月15日に訓告（矯正措置）を受けたことから、同月期の勤勉手当の支給に関し、同手当の成績率を100分の61と決定さ
れた。
（申立ての要旨）
本件訓告により実質的に減給処分と同等の効果を生じさせていることは、権力の濫用であり、また、本件不適切資料配布等事

案は、連日、自分一人で長時間にわたって作業を行う精神的に極限状態にあった中でのものであり、ユーモアを取り入れただけ
の些細な事務のミスであることから、矯正措置を受ける理由にならないため、より上位の成績率に決定すべきである。
（決定の要旨）
・�　給与法第19条の7第1項の規定により、勤勉手当は、基準日以前における直近の人事評価の結果及び「基準日以前6か月以
内の期間における勤務の状況」に応じて支給するものとされており、これを受け、規則9―40（期末手当及び勤勉手当）第13
条第1項第1号ニ及び「期末手当及び勤勉手当の支給について（通知）」（給実甲第220号）第35項第2号においては、訓告そ
の他の矯正措置の対象となる事実があった場合に該当する職員の成績率を低率のものと定めることとされている。また、申立人
が所属するA局においては、勤勉手当の成績率については、減給処分の場合と訓告の場合とでは、相当に異なる成績率が定め
られている。よって、申立人の主張は認められない。
・�　本件不適切資料配布等事案の事実は、申立人も認めている。また、申立人が勤務するA局B機関の長らが関係団体に謝罪し
ていることに加え、マスコミが本件不適切資料について報道し、A局が陳謝するコメントを発表するに至っていることからすれば、
本件不適切資料配布等事案がB機関の信用失墜を招くほどの多大な社会的影響を及ぼしたものと見るのが相当であり、当局が、
官職の信用を著しく失墜させたと判断したことには相応の理由がある。また、仮に、申立人が極限状態にあった中で本件不適
切資料を作成したものであったとしても、不適切な言動が許容されるものではなく、申立人は、担当者としてその責めを免れる
ことはできない。なお、申立人が長時間にわたって勤務していたとの事実は確認されていない。
　�　したがって、本件不適切資料配布等事案は矯正措置を受ける理由とはならないとする申立人の主張は認められない。その上
で、どのような処分ないし矯正措置を行うかは、一義的には当局が行為者の行為の態様等を総合的に勘案して判断すべき事項
であるところ、当局は、申立人への事情聴取の内容やマスコミに報道されたことなどを踏まえて、矯正措置たる訓告を行ったも
のと認められる。よって、申立人の主張は認められない。

・�　以上のとおり、申立人に対する訓告に違法又は不当な点は認められず、当局が、申立人は訓告の対象となる事実があった場
合に該当する職員であるとして、申立人の令和3年6月期の勤勉手当の成績率を100分の61と決定したことは、違法又は不当
なものとは認められないことから、本件給与の決定を更正すべき理由は認められないため、本件申立てはこれを認めることがで
きない。

（令和3年12月16日　指令13-35）
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