
 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。

不利益処分についての審査請求の口頭審理において、 
公平委員会（正面）、請求者側（左）、処分者側（右）が出席し、 

証人尋問を行っている様子（模擬審理）。

 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。

平成30年度の係属件数は、前年度から繰り越した11件を加えて19件となった。その処理状
況は、判定を行ったもの9件（処分承認7件、処分取消し2件）、取下げ・却下等4件であり、
翌年度に繰り越したものは6件である （表7－1、資料7－1）。
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表7-1 　平成30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
13－16 平成30年 6月22日 停職12月（公務外非行（脅迫等）） 承　認 審　尋
13－20 平成30年 9月 7日 減給1月（公務外非行（暴行等）） 承　認 公　開
13－ 2 平成31年 2月 1日 戒告（会計法令違反） 承　認 非公開
13－ 8 平成31年 3月20日 免職（欠勤、受診命令拒否） 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
13－14 平成30年 6月 8日 分限免職（心身の故障） 取　消 審　尋

（3）その他
指令番号 判定年月日 原処分等 判定 審理方式
13－13 平成30年 4月27日 配置換 承　認 審　尋
13－22 平成30年10月12日 転任 承　認 審　尋
13－26 平成30年12月21日 転任 承　認 審　尋
13－ 4 平成31年 2月15日 辞職承認 取　消 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、「非公開」は非公開口頭審理を、「審尋」は審尋審理を示す。

 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
に従って行われる。

平成30年度の係属件数は、前年度から繰り越した6件を加えて15件となった。その処理状
況は、判定を行ったもの2件、取下げ・却下8件であり、翌年度に繰り越したものは5件であ
る（表7－2、資料7－2）。

表7-2 　平成30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

平成30年11月22日 管理職員特別勤務手当の適正な支給 容　認
平成30年12月21日 職場環境の改善による職場復帰支援 一部容認

 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。
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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る。

平成30年度の係属件数は、前年度から繰り越した14件を加えて20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3件であり、翌年度に繰り越したものは6件であ
る（表7－3、資料7－3）。

表7-3 　平成30年度災害補償審査等申立事案判定一覧
指令番号 判定年月日 申立内容 判定
13－11 平成30年 4月13日 脳幹梗塞及び椎骨脳底動脈解離に係る公務上の災害の認定 棄　却
13－17 平成30年 6月29日 薬剤性パーキンソン症候群の疑いに係る公務上の災害の認定 棄　却
13－18 平成30年 6月29日 適応障害及び神経性胃炎（心身症）に係る公務上の災害の認定 棄　却
13－24 平成30年11月28日 鬱病に係る公務上の災害の認定 棄　却
13－25 平成30年12月14日 鬱病に係る治癒の認定 棄　却
13－ 3 平成31年 2月 8日 右踵骨骨折に係る公務上の災害の認定 容　認
13－ 6 平成31年 2月22日 左中殿筋滑液包炎等に係る通勤災害の認定 棄　却
13－ 7 平成31年 3月15日 左大腿骨頸部骨折に係る通勤災害の認定 棄　却
13－10 平成31年 3月27日 右大腿動脈損傷、右大腿骨骨幹部骨折等に係る障害等級の決定 容　認
13－11 平成31年 3月27日 遺族補償年金、葬祭補償の額の算定基礎となる平均給与額の再算定 容　認
13－11 平成31年 3月27日 遺族特別給付金の額の算定基礎となる平均給与額の再算定（福祉事業） 容　認

 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）に定められた審査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。

平成30年度の係属件数は、前年度から繰り越した10件を加えて22件となった。その処理状
況は、決定を行ったもの7件、取下げ・却下3件であり、翌年度に繰り越したものは12件であ
る（表7－4、資料7－4）。

表7-4 　平成30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
13－12 平成30年 4月20日 平成29年6月期の勤勉手当の成績率 棄　却
13－19 平成30年 7月20日 平成29年6月期の勤勉手当の成績率 棄　却
13－21 平成30年 9月21日 平成29年6月期の勤勉手当の成績率 棄　却

13－23 平成30年10月19日 平成28年12月期の勤勉手当の成績率
平成29年1月1日の昇給区分 棄　却

13－ 1 平成31年 1月22日 平成29年1月1日の昇給区分 棄　却
13－ 9 平成31年 3月20日 平成30年1月1日の昇給区分 容　認
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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。

平成30年度に受け付けた苦情相談件数は1,443件で、前年度より332件の増加となった（図
7－1）。

苦情相談の内容は、パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせなど、職場の人間関係に起因
した複雑な相談を始め多岐にわたっている（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
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。

図7-1 　苦情相談件数の推移
（単位：件）
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図7-2 　平成30年度苦情相談の内容別件数
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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26 16 11 2 1 14 6 20 10
平成27 13 11 0 1 12 5 17 6
平成28 7 6 0 0 6 1 7 6
平成29 16 5 0 0 5 6 11 11
平成30 8 7 0 2 9 4 13 6

2　平成30年度の判定例（要旨）
（1）懲戒戒告処分（処分を承認したもの）
（事案の概要）
前渡資金は、海外派遣先において、事業の実施に必要な経費を現金で自ら支払う場合に限り使用できるものであるにもかかわ

らず、請求者は、前渡資金の一部を派遣前に国内旅行会社に支払い、会計検査院等に対する証拠書類上は派遣先において自ら
現金で支払ったこととしていた（以下「本件行為」という。）ことから、処分者は、懲戒戒告処分を行った。
（不服の要旨）
請求者が本件行為を行ったことは認め、本件行為が会計法令に違反する行為であったことは争わない。その上で、
1�　A事業に係る前渡資金の不適正経理事案（以下「本事案」という。）は組織的な問題であるにもかかわらず、管理監督者らの
処分と比して本件処分は不均衡である。
2�　会計当局は資金前渡官吏を任命しておきながら、会計法令に則した具体的な事務手法等について何ら示していなかったため、
請求者は会計法令を知る機会を与えられず、前渡資金を国内で支払ってはいけないことを認識していなかったために、本件行為
を行ったものである。また、会計当局にも責任がある。
3�　調査該当年度の出張者のみを処分しており、調査対象年度以外の出張者は不問とされている。数十年間にわたって行われてき
たことや不問とされている出張者がいることなど本事案の背景事情を考慮した上で、本件処分を行うべきである。
4�　資金前渡官吏を任命され、同じ責務を負い、同じ非違行為をしているにもかかわらず、ただ単に当時所属していた部署等の違
いにより、B担当の課長補佐級以上に該当する職員は懲戒戒告処分、B担当に該当しない職員及びB担当の係長級に該当する職
員は訓告としている。また、懲戒戒告処分を受けた者には、請求者の処分理由に加え他の処分理由が含まれる者がいるが、請
求者と同じ処分量定であることは、合理性がなく、著しく不均衡である。

（判定の要旨）
○不服の要旨1について
C省は、処分理由が前渡資金を海外派遣に先立ち国内旅行会社に支払っていた事案に係る請求者を含む職員については、懲
戒戒告処分を基本とし、省内の先例、非違行為の態様、当該職員の本来業務との関係、職位及び非違行為の回数を総合的に
考慮し、B担当に該当しないこと、係長級であること又は非違行為が1回であることのいずれか1つでも該当する場合は減算事
由に該当するとする処分量定を定めたことが認められ、請求者については、これらの減算事由に該当しないものとして懲戒戒告
処分が相当であると判断したものであり、この判断についてC省に裁量権の逸脱があったとは認められない。一方、C省は、本
事案の管理監督者については、省内の先例等に基づき処分量定を判断しており、この判断についてもC省に裁量権の逸脱が
あったとは認められない。
○同2について
C省は、会計当局がA事業における前渡資金に係る会計業務について、通常求められる注意義務をもって適正な会計手続を
行っていたことから、会計当局を処分しないと判断したことが認められ、他に会計当局にも責任があるとの請求者の主張を認め
るに足りる具体的な証拠はないことから、C省の判断に不合理な点は認められない。
C省D局では、会計当局から周知されたマニュアル等が資金前渡官吏に対して周知徹底されていなかったこと、資金前渡官
吏に対して事務手法等について教示を行っていなかったことが認められるが、国費である前渡資金の管理を任された資金前渡
官吏としての責務の重要性に鑑みれば、資金前渡官吏として任命され職務を執行するに当たっては、会計法令に従って事務を
執行することが当然に求められ、特に、請求者は、過去に前渡資金の取扱い等を知るべき立場にあり、本件行為について請求
者の責めを免れるものではない。
○同3について
調査対象は会計法上の時効完成前及び関係資料の保存期間内としたものであり、C省が調査対象に基づいて処分対象を決定

したことが認められ、処分対象を同法上の時効完成前及び関係資料の保存期間内としたC省の判断は不当とはいえない。
○同4について
請求者を懲戒戒告処分に付したことについてはC省に裁量権の逸脱があったとは認められない。また、請求者の処分理由に
加え他の処分理由がある職員については、懲戒減給処分を基本とし、省内の先例のほか、非違行為の態様等を総合的に考慮の
上、減算事由に該当する場合に懲戒戒告処分が相当であると判断されたものであり、この判断についてC省に裁量権の逸脱が
あったとは認められない。処分理由が異なる事案について、結果として本件処分と同一の処分量定となったとしても、そのこと
をもって本件処分が違法、不当なものであることにはならない。

（平成31年2月1日　指令13－2）
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（2）分限免職処分（処分を取り消したもの）
（事案の概要）
処分者は、施設等機関であるA局の専門官として勤務していた請求者に対し、分限免職の処分を行った。

（不服の要旨）
1�　指定医は2名とも診察時において復職は可能であると述べており、指定医2名の診断書にも復職できないとは記載されていな
かったことから、本件処分は国公法第78条第2号に該当しないものである。
2�　復職に際して、主治医は施設等機関以外への異動が望ましいと意見し、請求者も本省、管区機関等を希望していたが、施設
等機関以外への配置換という措置は採られず、結果的に3年を経過したものであり、本件処分は、考え得るその他全ての官職等
に配置換等を行うという措置は採られておらず、厳正、慎重に判断された結果とは言いがたく、規則11－4（職員の身分保障）
第7条第3項の趣旨に反するものである。

（判定の要旨）
○不服の要旨1及び2について
・　指定医であるB医師及びC医師が請求者を診察した時間は40分から55分程度であり、当局から復職予定の官署や職務内
容についての説明もなく、診療情報についても主治医作成の病名が記載された診断書程度しかないことが認められ、また、
C医師は、1回の診察で判断することは難しいという認識があったが、当局からまずは初診後の意見を出してほしいとの依頼
を受け、病名も「疑い」として特定されていない状態で診断書を作成していることが認められる。さらに、本件処分の任命権
者の供述からは本件処分を年度中に行う方向で進めていたことが推察される。このような状況の中で行われた指定医の診察
は、請求者が分限免職に相当するか否か当局が判断するための診察としては不十分であると言わざるを得ない。
・　B医師は、診察の際、請求者の病状をそれほど重症感はなく普通な感じと捉え、請求者は非常に元気だった印象を強く持っ
ていたこと、請求者の復職に当たっては本省や管区機関での復職という選択肢があると思っていたこと及び請求者から事務職
を希望する趣旨の発言があったことから、診断書に、新年度当初より勤務可能と判断することや、D職勤務を続けることは困
難であり事務職が望ましいことを記載したことが認められるが、当局は、請求者について事務職としての復帰は想定しておら
ず、同日以降もA局に残留することが決まっていたことから、診断書の記載内容によりA局への復帰は困難と判断していたこ
とが認められる。当局は、診断書の記載内容を確認するなり、どのような事務職での継続的な勤務が可能かなどについて、
再度の診察を依頼していない以上、請求者が分限免職に相当するか否か判断するための診断内容としては不十分であると言
わざるを得ない。
　なお、B医師は、請求者は事務職としての復帰も選択肢としてあるという理解の下に、診断書を作成したことが認められる。
当局が、請求者をA局に復職させる予定であったことを説明していなかったことにより、B医師と当局の認識にずれが生じた
ものであり、「分限処分に当たっての留意点等について」（平成21年3月18日付け人企－536）Ⅱの2の趣旨に鑑みれば、当
局の対応は不十分であることが認められる。
　C医師は、診断書作成時点では、心理療法や事務職への配置換による将来的な病状の回復の余地を残しながらD職への復
職は困難であると判断したことが認められ、また、診断書に「心理療法や業務配慮による環境調整を行えば回復の見込みは
ある」と記載しているが、当局は、どのような配置や業務への配慮を行えば請求者の回復に資するかについての確認は行っ
ておらず、C医師の診断書を受領後、その日のうちに分限免職に相当すると判断していることから、診断書の内容について十
分な検討も行われていないことが認められる以上、請求者が分限免職に相当するか否か判断するための診断内容としては不
十分であると言わざるを得ない。
・　以上のことから、当局の対応は、本来慎重に進めるべき分限免職処分の手続の趣旨を考えれば不適切であり、請求者が分
限免職に相当するか否かの判断をするための診断としては、不十分であると言わざるを得ない。
　加えて、当局は、管区機関から本省への事前説明時には、C医師の診察は行われていないにもかかわらず、結論として「分
限免職が相当である」と記載しており、分限免職を前提とした手続を進めていたことや、C医師の診断書を受領した日に管区
機関で内議文書案を修正し本省に送付したことが認められる。このような当局の対応は、結果について予断を持って本件処
分の手続が進められていたことが疑われ、このような行為は厳に慎むべきである。
　以上を総合すれば、当局は、本件処分に当たり、請求者が、指定医2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患
又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断されたと認めることはできない。したがって、本件処分
は、国公法第78条第2号に該当しないにもかかわらず、請求者を分限免職させたものであり、請求者のその余の主張につい
ては判断するまでもなく、本件処分は取り消すことが相当と認められる。
　なお、当局は、請求者の主治医を始め、指定医2名が事務職としての復帰が請求者の病状の回復には良い影響を与えると
の診断をしていることなどを受け止め、請求者本人及び主治医、健康管理医等と相談した上で、職員を幅広に活用する方策
を検討するなど、請求者が円滑な職場復帰を図れるよう対応を行うことが必要である。

（平成30年6月8日　指令13－14）
（3）配置換処分（処分を承認したもの）
（事案の概要）
処分者は、A局B所に勤務していた請求者に対し、同局C所への配置換の処分を行った。

（不服の要旨）
請求者は、請求者の高齢の母親（以下「母親」という。）と自宅で二人で生活しており、本件処分前から、自宅から通勤するこ

とのできない遠方の官署への転勤はできない旨を人事当局に伝えており、また、特に発令日の約1か月前から、母親の病状が急
激に悪化して、一人娘である請求者による介護が不可欠になり、かつ、母親が継続して通院する必要があったにもかかわらず、処
分者が、これらの事情に配慮することなく、自宅からの転居や通勤が困難となる配置換を発令したことは、請求者にとって著しく不
利益なものである。
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（判定の要旨）
・�　処分者は、請求者の提出した身上書により、請求者が母親と二人で生活していること、自宅から通勤できる官署での勤務を希
望していたことは把握していたが、管内には多数の官署があり、職員は転居を伴う異動となる可能性を有していることが認めら
れる。
・�　母親の病状や介護の状況は、発令日の1か月前以降、請求者から説明があるたびに人事当局に報告されており、処分者は、
母親の病状等に関する情報は全て了知した上で、母親の病気は転居先の病院で治療を継続することができるものであり、母親
の介護の状況も踏まえて総合的に勘案すれば、母親を帯同して転居することは可能であると判断し、転居をしない場合でも、介
護時間やフレックスタイムなどを利用すれば通勤することもできるとして、本件処分を変更する必要を認めなかったものである。
また、人事当局は、請求者にC所が世帯用宿舎を1戸確保していることを伝えるとともに、母親の治療に関して病院の情報提供
を行っていた。
・�　請求者が、C所で仕事を続けながら母親の介護をD市又はE市で行うためには、当局の請求者に対する超過勤務の免除等の
勤務上の配慮が必要であるが、請求者本人の努力や工夫も不可欠である。請求者は、発令日の1か月前以降、発令日までに時
間的な制約はあったものの、母親を説得して転居することを検討したり、各種介護サービスの利用を検討するなど、母親の介護
とC所で働き続けるための方策について十分な検討を行っていたとは認められない。
・�　母親を介護しなければならない事情から遠方への異動はできないという請求者の心情は理解できるが、本件処分の発令に至
る一連の過程からすると、異動の直前になって母親の病状やその介護の状況の変化が生じるという事情の下で、人事当局が業
務上の必要性に基づき、請求者の個人的事情にも相当程度配慮した上で最終的に判断したものと認められ、本件処分について
人事の裁量権の濫用があったとまではいえない。
・�　「採用昇任等基本方針」（平成26年6月24日閣議決定）においても、職員の仕事と生活の調和の推進を図るため、子の養育、
家族の介護等を行う職員の状況を考慮した適切な配置に努めることとされている趣旨を踏まえ、本件のように高齢の家族の介護
を職員一人で担っている場合には、家族の加齢とともに病状が進み職員の介護負担が増大する可能性を含め、職員の家族の病
状やその介護の状況等を十分に把握した上で、仕事と家族の介護の両立を支援する適切な人事上の措置を検討する必要があ
る。

（平成30年4月27日　指令13－13）
（4）転任処分（処分を承認したもの）
（事案の概要）
処分者は、A所B官として勤務していた請求者に対し、C所D官への転任の処分を行った。

（不服の要旨）
1�　本件処分の前に、職務上の非違行為の疑いから連日実施された事情聴取の際に退職勧奨を受けており、当該退職勧奨を断り
続けた直後になされた本件処分は、請求者を辞職に追い込む目的を持ってなされたことは明らかである。
2�　E県内の民間企業で管理職として勤務している請求者の妻（「以下「妻」という。）とともに、当時1歳の子の育児及び妻の父
母の介護を行っているという家庭の事情を当局に事前に伝えていたにもかかわらず、本件処分を受け単身赴任となり、妻は育児
と介護の大半を一人で負担し、請求者自身も1週ないし2週ごとに自宅に帰省して家事と育児と介護を行う生活を余儀なくされ、
身体的、精神的、経済的に著しい不利益を受けている。

（判定の要旨）
○不服の要旨1について
請求者は採用後間もない時期からB官としての適性の欠如が疑われる非違行為を重ねており、A所内での配置換や再三の指
導にもかかわらず改善がなされない状況であったことが認められる。そのような状況の下、請求者の非違行為を端緒として行わ
れたF次長と請求者との面談の場において、請求者自身も、適性がないというか、どこもだめだと思うなどの発言を行っている
中で、F次長が請求者に進退を問う発言等を行っている事実は認められるが、一連のやり取りは、請求者に執ように退職を迫る
ようなものではなく、請求者が深刻な非違行為を重ねている問題の重大性について自覚を促し、進退も含めて今後について家
族とも十分検討することを求めていたと見るのが相当であり、本件処分が請求者を辞職に追い込む目的を持ってなされたと認め
ることはできず、他に請求者の主張を認めるに足る証拠もない。
B官への異動は、原則として、採用官署の所在する管区内で行われることとされているが、適材適所の観点から管区をまたぐ
異動も行われることがあるところ、本件処分は、当局が、請求者による職務上の非違行為を端緒として請求者を異動させる必要
があると判断し、G業務に直接的に関与させないこと、非違行為による被害職員と接触させないこと等を考慮して検討した結果、
転任先を決定したものであり、不合理な点は認められない。
○同2について
当局は、身上調書及びH統括との面談により、請求者に乳児と高齢要介護の義父母がいるという家庭事情を把握しており、H
統括から家庭のことも遠慮なく相談するよう助言されていたが、その後、請求者から詳細な事情を示した相談はなく、当局は、
本件処分を内示したことが認められる。また、本件処分の内示後も、F次長は、請求者に対し本件処分を受諾するか否かや家
族の帯同予定等について確認を行っているが、請求者からは本件処分を拒否する意思や転勤自体が困難である特段の事情を訴
えた事実は認められず、請求者が内示を受け入れ、本件処分が発令されたことが認められる。
本件処分前は、請求者と育児休暇中の妻が、乳児の育児と、自宅から車で30分程度の妻の実家に交代で3日に1回程度訪問

して炊事や着替えなどの義父母の介護を行っていたところ、本件処分後は、育児及び介護については外部サービスを活用して
主に妻が勤務をしながら担い、請求者は1週ないし2週ごとに週休日等を利用して帰省し自宅や妻の実家の家事を行うことで対
応することとなったことが認められる。
このように、請求者及び妻双方に、従前と比べ本件処分によって一定の負担増が認められるが、本件処分は請求者による職
務上の非違行為を端緒としつつ、勤務を継続したいという請求者の意向にも配慮して行われたことを踏まえれば、不当なものと
はいえない。

（平成30年12月21日　指令13－26）
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（5）辞職承認処分（処分を取り消したもの）
（事案の概要）
処分者は、A署の係長として勤務していた請求者に対し、辞職承認の処分を行った。

（不服の要旨）
請求者は、請求者が行ったセクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ行為」という。）に係る当局による事情聴取の後、請

求者は当局から、全4回の面談の中で、「セクハラ行為に対する懲戒処分は、本省が懲戒免職処分と下す可能性がある。でも、
あなたが自ら依願退職すれば情状酌量してもらい、懲戒停職処分に軽減してもらえるかもしれない。そうすれば退職金は減額され
るが支払われる。」旨を執ように説明され、依願退職するよう迫られたので請求者は精神的に追い詰められ退職願を提出したが、
請求者は翻意し、4回目の面談において当局に辞職の撤回を申し出たが、これを受け止められず、従前の面談時と同様の説明を
された結果、辞職の撤回はできないと考えたため再度の辞職撤回の意思表示はせず、本件処分に至ったものであるから、本件処
分は当局により強要されたものである。
（判定の要旨）
・�　当局が、重大な非違行為であるセクハラ行為をした請求者に対して懲戒処分後にB局職員としてふさわしい勤務態度で職場
復帰することを目的として「真しな反省」を求める面談を行うことは、それが請求者の年次休暇取得中に複数回呼び出して行わ
れたとしても、不当に長時間に及ぶ等の特別な事情がない限り、必ずしも違法又は不当とはいえず、また、当局が請求者に執
ように辞職を強要又は勧奨したという明白な事実は認められない。したがって、全4回の面談において、請求者の退職願の提
出に関して、請求者の主張する当局による執ような辞職の強要又は勧奨があったとまでは認めることはできない。

・�　退職願の撤回は原則として自由であり、信義則に反すると認められるような特段の事情がある場合に限り撤回は認められない
とされるところ、請求者は退職願の撤回の意思を、当局に明確に表明しているものと認められ、また、4回目の面談当時、請求
者の辞職撤回の意思表示に応じる場合、これを困難にする事務処理上の問題や、辞職撤回に応じることができない信義則に反
すると認められるような特段の事情は認められないことから、退職願の撤回は有効であると認められる。この面談において、当
局は、請求者の辞職撤回の意思表示を真剣に受け止めようとせず、辞職撤回の可否について何ら応答しなかったものであり、
その結果、請求者は、退職願の撤回は制度上不可能と認識したと認められ、当局の対応は極めて不当と言わざるを得ない。こ
のように、請求者の退職願の撤回は有効であると認められるにもかかわらず、当局は、その撤回を受け止めず、本件処分を行っ
たものと認められる。

　よって、本件処分を取り消すのが相当である。
（平成31年2月15日　指令13－4）
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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26 7 2 0 2 4 6 10
平成27 4 1 3 4 7 11 3
平成28 12 1 2 3 7 10 5
平成29 13 0 2 2 10 12 6
平成30 9 2 0 2 8 10 5

（注）　容認には、一部容認を含む。

2　平成30年度の判定例（要旨）
（1）管理職員特別勤務手当の適正な支給（申立てを容認したもの）
（事案の概要）
　A出張所長であったB要求職員及びC事務所のD官であったE要求職員は、それぞれ週休日に行った事故対応について、自宅
において行われたものであること及び勤務官署における通常の勤務と同等の勤務を行ったものとは認められないことを理由に管理
職員特別勤務手当が支給されなかったとして、同手当の適正な支給を要求した。
（要求の事由）
　B要求職員は自宅から勤務官署まで赴くのに1時間以上掛かる状況であったこと、E要求職員は上司から自宅にとどまって対応す
るよう命じられていたこと、両要求職員ともに、電話及びメールによる警察との協議や関係業者への指示など分刻みの対応を休憩
も取らずに行っていたことから、いずれの事故対応も管理職員特別勤務手当の支給対象に該当する。
（判定の要旨）
・　管理職員特別勤務手当は、週休日等に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務につ
いて支給するとされている。
　両要求職員の行った事故対応は、それぞれ週休日に発生した事故についてあらかじめ与えられた役割又は上司の指示に従い、
直ちに復旧対応を行う必要があったことが認められ、いずれも週休日等に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性
を有する業務のための勤務であったと認められる。
・　自宅において行われたものであることについては、B要求職員は、速やかに情報を収集し上部機関へ連絡したり、関係業者等
との間で緊急連絡のやり取りや指示等を行ったりするなど迅速に対処する必要があったことから、1時間以上掛かる勤務官署に
は行かずに自宅において対応することが適切であると考えていたこと、また、E要求職員は、上司であるC事務所長から自宅に
とどまって対応するよう命じられていたことが認められる。
　これらのことからすれば、いずれも発生した事故に迅速、適切に対処するために、自宅にとどまって勤務することが合理的で
あったと認められ、そのような場合にまで自宅において勤務したことをもって同手当を不支給とすることは適当ではない。
・　勤務官署における通常の勤務と同等の勤務を行ったものとは認められないことについては、両要求職員ともに、事故の復旧
対応として、関係業者に事故現場の状況を適宜確認し、復旧作業の指示を行ったり、関係業者等からの情報を整理し、上部機
関に交通事故や復旧作業の状況報告を逐次行ったりしたほか、通行規制やその解除に係る警察との協議に関し、関係業者に指
示を出し、関係業者等からの情報を基にその要否について判断するなどの対応を行っており、B要求職員は約6時間にわたり合
計43回（午前3時台に5回、同4時台に7回、同5時台に3回、同6時台に7回、同7時台に15回、同8時台に4回、同9時
台に2回）、E要求職員は約5時間半にわたり合計37回（午後7時台に2回、同8時台に9回、同9時台に12回、同10時台に5
回、同11時台に4回、午前0時台に5回）電話やメールによる対応を行っていたことからすれば、両要求職員ともに、ほぼ連
続的にこれらの作業に従事しなければならない状況であったことが認められる。
　これらのことからすれば、いずれの事故対応も勤務官署における通常の勤務と同等の勤務を行ったものと見るのが相当であ
る。
・　以上のことから、両事故対応ともに、自宅において行われた勤務であるが、勤務を行った事情や勤務の具体的内容を見れば、
管理職員特別勤務手当の支給対象に該当すると認められる。

（平成30年11月22日判定）
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（2）職場環境の改善による職場復帰支援（申立てを一部容認したもの）
（事案の概要）
　精神疾患のため病気休暇・病気休職を繰り返していた申請者が、病気休職からの復職後、仕事を与えない等の過小な要求を受
けていたため鬱状態となり病気休職になったとして、過小な要求の解消による職場の環境改善を図ることによって職場復帰を支援
することを要求した。
（要求の事由）
　担当していた業務の業務量が少なく、また、当直勤務はやらせてもらえず、官用車の運転は許可されず、宿泊を伴う出張には
行かせてもらえないなど業務遂行に当たって様々な制限が設けられていた。
（判定の要旨）
・　申請者は、病気休職からの復職後、指導区分Cの決定を受けて時間外勤務等及び出張をさせないとする事後措置を受けてい
たことが認められ、業務内容については、申請者に過度な負担を掛けないよう当局により配慮されていたと見るのが相当である
が、申請者の事後措置が終了した日以降も、時間外勤務等及び出張の免除は解除されたにもかかわらず、当局の配慮により、
引き続き当直勤務や宿泊を伴う業務は免除され、官用車の運転も許可されなかったこと、業務内容も基本的に変わっていない
ことが認められる。
・　上記のとおり、当局が、申請者の体調や健康状態を踏まえ、過度な負担を掛けないように配慮した事情は理解できる。一方、
事後措置の終了時やその後申請者から業務量を増やしてほしいとの申出があった際に、主治医や健康管理医等に当該業務内容
に関し意見を聴取することなど特段の対応をとらなかったことは、「職員の心の健康づくりのための指針について」（平成16年3
月30日付け勤職－75）（以下「心の健康づくり指針」という。）に照らして、職務遂行能力の計画的な回復を図るという観点も
踏まえた適切な対応であったとはいえない。

・　以上のとおり、事後措置が終了した日以降の申請者の業務内容に係る当局の対応は適切であったとはいえないこともあったこ
とから、当局は、心の健康づくり指針等に基づき、現在病気休職中である申請者に対して、業務内容等に関し適切な受入方針
を作成することなどにより、今後の職場復帰を支援するとともに、申請者が職場復帰した後においても、職務遂行能力の計画的
な回復を図るために主治医や健康管理医等の意見、本人の意向を聴取し理解を得るよう努めるなどして一定期間計画的に業務
内容等を決定するなど、必要な職場の環境改善を行うべきである。

（平成30年12月21日判定）
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資料7-3 　災害補償審査等申立事案関係
1　処理状況� （単位：件）

区分

年度
受付件数

処理件数
繰越件数判定 取下げ・

却下 合計
容認 棄却 計

平成26 22（1） 4 34 38 2 40 39（1）
平成27 9（1） 6 27（1） 33（1） 3 36（1） 12（1）
平成28 9 1 10（1） 11（1） 2 13（1） 8
平成29 20（2） 2 5 7 7 14（1） 14（1）
平成30 6 4（1） 7 11（1） 3 14（1） 6

（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。

2　平成30年度の判定例（要旨）
（1）脳幹梗塞及び椎骨脳底動脈解離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）
　申立人は、剣道訓練（以下「本件訓練」という。）中に首に強い痛みを覚え、病院を受診したところ脳幹梗塞及び椎骨脳底動
脈解離（以下「本件疾病」という。）と診断されたが、実施機関に、本件疾病発症日前6か月間の業務により、特に質的に又は量
的に過重な負荷を受けたものとは認められず、本件疾病の発症と公務との間に相当因果関係が認められないとして、公務上の災
害ではないと認定された。
（申立ての要旨）
　本件疾病は、本件訓練中に発症したものであり、公務上の災害と認定されるべきである。
（判定の要旨）
・　本件疾病について、主治医は、椎骨脳底動脈解離（以下「本件動脈解離」という。）によって、脳梗塞に至ったと所見してい
ることから、本件疾病は、本件動脈解離を発症し、それを直接の原因として脳梗塞を発症したものと認められる。
・　申立人は、本件訓練中に面を打ちに行こうとした瞬間、首に強い痛みを覚えたと供述していることなどからすると、本件動脈
解離の発症は本件訓練中とみるのが相当である。
・　本件疾病は、本件動脈解離を発症し、それを直接の原因として脳梗塞を発症したものであり、本件疾病が、公務上の災害と
認められるためには、本件動脈解離が、単に公務遂行中に発生したということだけでは足りず、本件動脈解離の発症と公務と
の間に相当因果関係が認められることが必要である。
・　本件動脈解離は、医学経験則上、首を動かす運動や生活習慣だけでなく、ふと首を動かした時など首への負荷が小さい動作
でも発症する場合があるとされている。申立人によれば、本件訓練中、竹刀を打ち込もうとした瞬間、首に強い痛みとつったよ
うな感覚があったとしているところ、竹刀を打ち込む動作は剣道の訓練で繰り返し行われる通常の動作であり、また、本件訓練
において頸部への受傷は報告されておらず、異常な出来事、突発的な出来事があったとは認められないことから、本件訓練に
おいて通常の負荷を超える程度に首に負荷の掛かるような出来事はなかったものと認められる。
　以上のことから、本件疾病は、本件訓練中に発症したものであるが、本件訓練において通常の負荷を超える程度に首への負
荷があったことが認められないのであるから、公務を原因として発症したものとは認められない。
・　以上のとおり、申立人の申立てに係る災害は、公務と相当因果関係をもって発生したものとは認められないので、公務上の
災害とすることはできない。

（平成30年4月13日　指令13－11）

（2）鬱病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）
　申立人は、A事務室でB官として勤務していたところ、鬱病（以下「本件精神疾患」という。）と診断されたが、実施機関に、
本件精神疾患は、平成20年5月頃に発症したのであり、公務と本件精神疾患の発症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された。
（申立ての要旨）
　本件精神疾患は、平成18年4月からのC所D課での業務において過重な業務負荷を受けたことにより、同19年7月から8月頃
に発症したのであり、公務上の災害として認定されるべきである。
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（判定の要旨）
・　本件精神疾患の発症時期について、申立人は、平成19年7月から8月頃と主張しているが、申立人は、本件精神疾患につい
て病院を受診することなく通常どおり勤務を続け、職場や家庭で目立った変化が認められないことからすると、同年7月から8月
頃は発症には至っていないと考えるのが相当である。
　その後の同20年5月頃、申立人の配偶者は、申立人が死ぬしかないというような発言をするようになり、病院に行った方が
良いと思うような感じであったと供述しており、申立人は、実際に辞表を提出するといった具体的な行動をとるなどに至っており、
このような申立人の変化からすると、医学経験則上、本件精神疾患の発症時期は、同月頃と見るのが相当である。
・　申立人は、医学経験則上の本件精神疾患発症時期前おおむね6か月は、C所E課で勤務していたが、職場の関係人は、申立
人の業務に特に繁忙期はなく、困難度が高かったり他の職員に比べ業務量が多いことはなかったと供述している。
　F問題に関し、D課の業務を手伝うこととなり、申立人の業務量が増えたことは認められるものの、F問題への対応は、全所
体制で行われたものであり、申立人に特に過重な負担があったわけではなく、また、申立人は、D課の業務に2年6か月にわた
り従事しており、一定の知識を持ち合わせていたことからすると、申立人にとって、付加業務は困難度が高かったものとは認め
られない。
　申立人の平成19年12月から20年5月までの超過勤務時間は、超過勤務等命令簿によると、月に8時間から14時間であり、
職場の関係人の供述を考慮しても、申立人が精神的又は肉体的に過重な負担となる超過勤務を行っていたとは認められない。

・　本件精神疾患の発症時期について、実施機関は主治医の診断書等を基に平成20年5月頃と認めたが、主治医は、発症時期
を同月頃としたのは本人の申立てによるものとし、申立人は、発症時期を同月頃と申し立てたのは誤りであり、同19年7月から
8月頃に本件精神疾患を発症したと主張している。
　これらの事情を考慮し、申立人の主張に沿って、仮に本件精神疾患が同年7月から8月頃に発症したものとした場合における
業務上の負荷を検討すると、発症前おおむね6か月における申立人の業務については、事務分担量は他の職員と同程度であっ
たことが認められる。
　また、申立人は、F問題などにより業務量が増え、月に80時間から100時間もの時間外勤務を行っていたとしているが、申立
人の同年2月から8月までの超過勤務時間は、超過勤務等命令簿によると、月に12時間から31時間45分であり、職場の関係
人の供述からはF問題のため申立人の業務が特に増えたとは認められず、申立人が主張するような長時間の時間外勤務を裏付
けるものはない。

・　以上のことから、申立人は、本件精神疾患に係る医学経験則上の発症時期及び申立人の主張する発症時期のいずれにおいて
も、発症前おおむね6か月の間に、本件精神疾患の発症の原因とするに足る強度の精神的又は肉体的負荷を業務により受けた
とは認められない。
・　以上のとおり、申立人の申立てに係る災害は、公務と相当因果関係をもって発生したものとは認められないので、公務上の
災害とすることはできない。

（平成30年11月28日　指令13－24）

（3）右踵骨骨折に係る公務上の災害の認定（申立てを容認したもの）
（事案の概要）
申立人は、Aの準備のため、B室から隣接するC室に赴く際に、段差があるところで転倒し、右踵骨骨折（以下「本件災害」と
いう。）と診断されたが、実施機関に、申立人にはラクナ梗塞及び腰痛による右足のしびれが素因としてあったこと、また、B室と
C室の間の段差は確認できたものの、申立人が転倒した場所は平らな床上であったとして、本件災害は申立人の素因と勤務環境
が共働原因となって発生したとは認められず、公務が相対的に有力な原因であるとはいえないとして、公務上の災害とは認められ
ないとされた。
（申立ての要旨）
ラクナ梗塞及び腰痛による右足のしびれはなく、勤務中に発生した災害なので、公務上の災害として認定すべきである。

（判定の要旨）
・　本件災害の発生状況について、申立人は、B室で足を組んで椅子に座って待機していたとき、B室から何気なくC室を見て、
用意されているはずのAが準備されていないことに気付き、慌てて立ち上がりC室に向かい、C室に入ろうと左足をC室内に着
地させ、右足もC室内に踏み入れようとした際に、B室とC室の間には段差があったことに加え、足を組んで椅子に座っていた
ことにより右足がしびれたこともあって右足の着地が左足とほぼ同列になり、入室時の勢いもあってつんのめるような格好にな
り、倒れ込んだとしている。
　　一方、実施機関は、B室とC室の間の段差は確認できたものの、申立人が転倒した場所は平らな床上であったとしているが、
D医師が、申立人は、段差を下りたとき前かがみに倒れ、足関節の背屈に強い力が掛かり、アキレス腱と踵との付着部の骨が
剥離したと思うとしていることから、本件災害は、申立人の供述のとおり、B室とC室の間の段差を下りる際に発生したものと見
るのが相当である。
・　また、実施機関は、申立人は以前からラクナ梗塞及び腰痛の既往歴があったと訴えていたとして、申立人には右足のしびれ
の素因があったとしているが、E医師が、申立人にはラクナ梗塞及び腰痛による右足のしびれは認められないとしていることか
ら、被災時の申立人の右足のしびれは、申立人の素因が原因であるとは認められず、申立人の供述のとおり、申立人が足を組
んで椅子に座っていたために生じたものと見るのが相当である。
・　これらのことからすると、本件災害は、申立人がB室とC室の間の段差を下りる際に発生しており、段差という勤務環境に内
在する危険が具体化したことにより発生したものと見るのが相当である。

・　以上のとおり、申立人の申立てに係る災害は、公務と相当因果関係をもって発生したものと認められるので、これを公務上の
災害と認定すべきである。

（平成31年2月8日　指令13－3）
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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26 25 0 17 17 12 29 40
平成27 15 1 30 31 6 37 18
平成28 20 0 15 15 2 17 21
平成29 14 3 17 20 5 25 10
平成30 12 1 6 7 3 10 12

（注）　容認には、一部容認を含む。

2　平成30年度の決定例（要旨）
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、平成29年6月期の勤勉手当の支給に関し、直近の業績評価の全体評語をAとされたが、同手当の成績率について
は、勤務成績が「良好」な職員に該当するとして、100分の82と決定された。
（申立ての要旨）
　人事評価の結果が適正に反映されていれば、勤務成績が「特に優秀」又は「優秀」な職員として、より上位の成績率に決定さ
れたはずである。
（決定の要旨）
・　直近の業績評価の全体評語がAである職員は、勤勉手当の成績率を、「特に優秀」、「優秀」又は「良好」な職員のいずれか
に決定されることとなるが、より上位の「特に優秀」及び「優秀」な職員に決定される職員数は、各庁の長によりあらかじめ決
定されていることから、業績評価の全体評語がAであっても、必ずしもより上位の成績率の職員に決定されるわけではない。
・　直近の業績評価の全体評語がAである職員の中から、「特に優秀」、「優秀」又は「良好」な職員のいずれに該当するかを決
定するときは、規則9－40（期末手当及び勤勉手当）第13条第3項の規定により、業績評価の全体評語が付された理由、個
別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとされており、その際、どの要素をどのように考
慮するかは、給与権者の判断に委ねられている。
　当局は、平成29年6月期の勤勉手当の成績率の決定に当たって、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員につ
いて、個別評語及び目標以外の業務への取組状況等の記載内容を点数化した上で順位付けを行い、上位順位者から、より上位
の成績率の職員に決定したことが認められ、これらは同項に定められた全体評語が付された理由、個別評語及び当該個別評語
が付された理由その他参考となる事項を考慮したものであると認められる。
・　以上のことから、直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるAであった申立人について、当局が、平成29年6月期の勤
勉手当の成績率を「良好」な職員として100分の82と決定したことに違法な点は認められない。

（平成30年4月20日　指令13－12）

182

第7章 公平審査


