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懲戒処分等の基準に関する達を次のように定める。
懲戒処分等の基準に関する達
（趣旨及び適用）
第１条 この達は、航空自衛隊における懲戒処分、訓戒及び注意（以下「懲戒処
分 等 」とい う 。）の実 施に関し 、懲戒 処分 等の種別及び程度を決定するた めに
必要な基準を定めるものとする。
２ 自 衛隊法 （ 昭和２９年法律第１６５号。以下「隊法」という 。）第７６ 条第
１項、第７８条第１項及び第８１条第２項の規定に基づき出動を命ぜられたと
き、並びに同法第７７条及び第７９条第１項の規定に基づき出動待機命令が発
せられたときの基準については、別に定めるところによるほかこの達の定める
ところによる。
（用語の定義）
第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(１) 懲戒権者等 任命権に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第４号。以下
「 訓令」 と いう 。）第 ４６条 第１項、第 ４７条第１項、第５０条 、第７ ３条
第１項、第７４条第１項及び第７５条第１項の規定に基づき航空自衛隊にお
いて懲戒処分の権限を有する者（以下この号において「懲戒権者」という。）
並びに訓戒等に関する訓令（昭和３１年防衛庁訓令第３３号）第２条第１項
の規定に基づき、懲戒権者の指示又は承認を受けた者をいう。
(２) 重処分 免職、降任、６日以上の停職又は減給合算額が俸給月額の３分の
１を越える減給をいう。
(３) 軽処分 ５日以内の停職、減給合算額が俸給月額の３分の１を越えない減
給又は戒告をいう。
(４ ) 加 重 規 律 違反の態様（以下「違 反態 様」という 。）の上限より、懲 戒処
分等の種別又はその程度を重くすることをいう。
(５) 軽減 違反態様に応ずる処分下限より、懲戒処分等の種別又はその程度を
軽くすることをいう。
（懲戒権者の責務）
第３条 懲戒権者等は、懲戒処分等を行うにあたつては、その本旨にかんがみ、

いたずらにこの基準を形式的、機械的に適用することなく、事実を明らかにし
て実体に即した検討を行い、違反者の内省自戒に着意し、かつ、個人の基本的
人権を侵害しないように留意し、もつて懲戒処分等の適正を期さなければなら
ない。
（懲戒処分等の種別）
第４条 懲戒処分等の種別は、免職、降任、停職、減給、戒告のほか、訓戒及び
注意とする。
（懲戒処分等の軽重）
第５条 懲戒処分等の種別の軽重は、前条記載の順序による。
２ 降任については、２級下位の階級又は職務の級にくだすもの、停職について
は当該停職処分の期間が長期のもの、減給については減給率が大きいものを重
いとする。
（免職の適用の基準）
第６条 免職は、職務の遂行上特に重大な影響を及ぼす規律違反、特に悪質な刑
事事犯に該当する規律違反等、自衛隊に対し著しい不利益を与える規律違反を
を行つた者に対して適用する。
（降任の適用の基準）
第７条 降任は、免職には該当しないが、これに次いで重大な規律違反で、かつ、
違反者の当該階級等に著しくふさわしくない規律違反を行つた者に対して適用
する。
（停職の適用の基準）
第８条 停職は、降任以上には該当しないが、重大な規律違反を行つた者に対し
て適用する。
（減給の適用の基準）
第９条 減給は、停職以上には該当しないが、比較的重大な規律違反を行つた者
に対して適用する。
（戒告の適用の基準）
第 10 条 戒告は、減給以上には該当しないが、比較的軽微な規律違反を行つた者
に対して適用する。
（訓戒の適用の基準）
第 11 条 訓戒は、懲戒処分を行うまでには至らない程度の軽微な規律違反を行つ
た者に対して適用する。
（注意の適用の基準）
第 12 条 注意は、訓戒を行うまでには至らないが、不問に付することが適当でな
い極めて軽微な規律違反を行つた者に対して適用する。
（違反態様に応ずる懲戒処分等の基準）
第 13 条 違反態様に応ずる懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
（教唆者等の取扱い）
第 14 条 規律違反を教唆し、扇動し、又はほう助した者に対する懲戒処分等は、
当該規律違反を行つた者に対する懲戒処分等に準じて行う。

２

集団による規律違反を教唆し、扇動し、又はほう助した者に対する懲戒処分
等は、当該規律違反の主動者に対する懲戒処分等に準じて行う。
（懲戒処分等の加重等）
第 15 条 規律違反が次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分等を加重する。
(１) 規律違反の動機、手段又は方法が極めて悪質な場合
(２) 二人以上共謀して規律違反を行つた場合
(３) 集団による規律違反を主動した場合
２ 規律違反が次のいずれかに該当する場合は、懲戒処分等を加重することがで
きる。
（１）過去に受けた懲戒処分等が戒告以上にあつては１年、訓戒にあつては６か
月の期間内において規律違反を重ねた場合
（２）期間にかかわらず、過去に受けた懲戒処分等に係る規律違反と同一の規律
違反を行つた場合
（３）自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）第７３条第１項の規定
による被疑事実通知書の送達から同令第７７条第３項の規定による懲戒処分
宣告書又は訓戒等に関する訓令第３条の規定による訓戒書若しくは注意書の
交付までの間に規律違反を重ねた場合
３ 二 以上の 規 律違反（次項に該当する場合を除く。）を行つ た者に 対して 、同
時に懲戒処分等を行う場合は、それぞれの処分基準を合算する。ただし、同一
の規律違反を複数回重ねた者に対して、同時に懲戒処分等を行う場合は、規律
違反の回数等を考慮事項として、処分を重くすることとし、その処分基準につ
いて単に全部を合算しない。
４ 一つの行為が数種の規律違反に該当し、又は規律違反の手段若しくは結果が
他の 規律違 反 に該当す る場合の懲戒処分等は、その最も重い規律違反につ いて
の処分基準を適用して行う。
（懲戒処分等の減免）
第 16 条 規律違反となるべき行為が、次の各号の一に該当する場合は懲戒処分等
を行わない。
(１) 天災地変等不可抗力に基づく場合
(２) 正当防衛の場合
(３) 緊急避難の場合で隊員としての義務に違反しない場合
(４) 心神喪失の場合（本人の責に帰すべき理由がある場合を除く。）
２ 違反者が次の各号の一に該当する場合は、情状をしやく量し懲戒処分等を軽
減することができる。
(１) 極めて困難な任務遂行中の場合
(２) 過剰防衛の場合又は過剰避難の場合
(３) 心神耗弱な場合（本人の責に帰すべき理由がある場合を除く。）
(４) 平素の勤務態度が優良な場合
(５) 自首した場合
(６) 改しゆんの情が顕著である場合

(７) 未遂の場合
(８) その他軽減すべき相当の理由がある場合
３ 次の各号に該当する者が、営内生活等の不慣れに起因する規律違反を行つた
場合は、その者に対する懲戒処分等は、前項に定めるところによるほか、更に
軽減することができる。
(１) ２等空士又は航空自衛隊の自衛官候補生として採用され、６か月を経過し
ない場合
(２) 行政職俸給表(一)の１級及びこれに対応する訓令の別表に定める各俸給表
の職務の級の事務官等として採用され、６か月を経過しない場合
（別表に定めのない規律違反に対する懲戒処分等）
第 17 条 懲戒権者等は、別表に定めのない規律違反に対する懲戒処分等を行うに
あたつては、次に掲げる事項を考慮して、自衛隊の規律の維持の見地から公正、
かつ、相当と判断される懲戒処分等の種別及び程度を決定しなければならない。
(１) 違反態様
(２) 違反行為の原因、動機、状況及び結果等
(３) 違反者の違反行為の前後の態度等
（４）違反者の過去に受けた懲戒処分等歴
(５) 違反者の社会的環境
(６) 選択する懲戒処分等の種別及び程度の部内外に及ぼす影響等
附 則
１ この達は、昭和５３年１０月１日から施行する。
２ 懲戒処分等の基準に関する達（昭和３５年航空自衛隊達第４３号）は、廃止
する。
３ この達の施行前の規律違反に対する懲戒処分等は、なお従前の例による。
附 則（昭和６１年２月１０日航空自衛隊達第５号抄）
１ この達は、昭和６１年２月１０日から施行する。
２ この達による改正後の各達の規定は、昭和６０年７月１日から適用する。
附 則（昭和６２年３月１６日航空自衛隊達第１３号）
１ この達は、昭和６２年４月１日から施行する。
２ この達の施行前の規律違反に対する懲戒処分等は、なお従前の例による。
附 則（平成６年４月７日航空自衛隊達第１９号）
１ この達は、平成６年５月１０日から施行する。
２ この達の施行前の規律違反に対する懲戒処分等は、なお従前の例による。
附 則（平成２２年８月１０日航空自衛隊達第２９号抄）
１ この達は、平成２２年８月１０日から施行する。
２ この達の施行前にした規律違反に対する懲戒処分等は、この達第６条の規定
による改正後の懲戒処分等の基準に関する達第１６条第３項の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
附 則（平成２７年９月２８日航空自衛隊達第２１号）
１ この達は、平成２７年１０月１日から施行する。

２
１
２

この達の施行前の規律違反に対する懲戒処分等は、なお従前の例による。
附 則（平成３０年３月１９日航空自衛隊達第４号）
この達は、平成３０年７月１日から施行する。
この達の施行前の規律違反に対する懲戒処分等は、なお従前の例による。

