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1. 審理マニュアル等の策定検討会の概要 

(1). 審理マニュアル等の策定検討会の設置の背景と狙い 

 我が国では、昭和 37（1962）年の行政不服審査法の制定以来、50 年以上の間、抜

本的な法改正はなされてこなかった。しかし、平成５（1993）年の行政手続法の制定

や、平成 16（2004）年の行政事件訴訟法の改正等、関係法制度の整備・拡充を踏まえ、

「公正性の向上」「使いやすさの向上」「国民の救済手段の充実・拡充」の３つの観点

から、時代に即した行政不服審査制度の見直しの必要性が指摘されてきた。こうした

経緯に基づき、近年、新たな制度の在り方に関する検討が進められ、第 186回国会（常

会）において行政不服審査法（以下「改正行審法」という。）等関連三法案が成立し

たところである。 

改正行審法は平成 28 年度に施行される予定であり、施行後は、審査庁が原処分に

関与しない職員を審理員に指名し、この審理員が簡易迅速かつ公正に審理を行い、そ

の結果を審理員意見書として審査庁に提出する審理員制度が導入され、また、審査庁

の裁決の判断の妥当性をチェックするための第三者機関（行政不服審査会等）が新設

されるなど、その簡易迅速性をいかしつつ、行政不服審査制度は、より公正な手続の

下で権利利益の救済が図られる仕組みに変わることになる。このように制度が大きく

変化するなか、新制度の円滑な運用のためには、国・地方を問わず、不服申立てに関

する事務に携わる職員が、制度を正しく理解し、適切にその事務を行っていくことが

求められる。 

こうしたことから、総務省は、不服申立てに関する事務に携わる職員が、適切にそ

の事務を処理する一助となるマニュアルや研修教材を策定することを目指し、有識者

及び実務者を委員とする検討会を設置して、委員からの意見聴取を通じて、マニュア

ル等の案を検討することとした。 

 

(2). 審理マニュアル等の策定検討会の構成及び運営 

審理マニュアル等の策定検討会は、以下に挙げる有識者、実務者及び総務省をもっ

て構成し、オブザーバとして最高裁判所に参加頂き、意見等頂いた。 

事務局は、株式会社富士通総研及び総務省行政管理局行政手続室とし、検討会の庶

務は事務局が行った。 

 

座長 大江 裕幸 信州大学准教授 

委員 

（50 音順） 

板垣 勝彦 横浜国立大学准教授 

大槻 大輔 総務省行政管理局管理官 

和久井 孝太郎 東京都総務局訟務担当部長 

 

オブザーバ 最高裁判所 
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(3). 実施経過 

審理マニュアル等の策定検討会は、持ち回り開催を含めて全６回の検討会開催、及

び各府省、各地方公共団体からの意見聴取を通じて、行政不服審査法審査請求事務取

扱マニュアル（本編及び様式編）（案）、研修教材（案）、研修手法（案）の在り方を

検討した。 

各回の開催日程・内容・場所は次のとおり。 

 

回 開催日時 主な内容 開催場所 

1 平成 26年 

8月 28日 
 審理マニュアル等の作成に当たっての論点 農林水産省共済

組合南青山会館 

2 平成 26年 

9月 18日 
 第１回検討会での質疑・検討事項への回答

整理 

 審理マニュアル等の素案 

主婦会館プラザ

エフ 

3 平成 26年 

10月 3日 
 審理マニュアル等の素案の修正案 

 委員・オブザーバからの追加意見（第２回

検討会後） 

持ち回り開催 

4 平成 26年 

10月 30日 
 審理マニュアル取りまとめ案 

 研修教材作成の方向性案及び研修手法案 

主婦会館プラザ

エフ 

5 平成 26年 

11月 28日 
 審理マニュアル取りまとめ案の修正案 

 審理マニュアル様式編 

 各府省、各地方公共団体からの修正意見の

整理・検討 

 研修教材（案）及び研修手法（案） 

持ち回り開催 

6 平成 26年 

12月 11日 
 審理マニュアル（審査庁・審理員編）（最終

案） 

 審理マニュアル様式編（最終案） 

 研修教材（最終案）及び研修手法（最終案） 

主婦会館プラザ

エフ 

 

 

(4). 審理マニュアル等の策定検討内容と結果 

 行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル（本編及び様式編）（案）、研修教材（案）、

研修手法（案）（以下「審理マニュアル等」という。）は、不服申立てに関する事務に

携わる職員が、適切にその事務を処理するために、即時かつ容易に実務に活用できる

ような構成及び内容とする必要がある。また、審理マニュアル等を活用する職員は大

小さまざまな規模の組織に所属しており、業務処理範囲や方法は、職員によって異な

る面が多々あることも考慮されなくてはならない。 

本検討会においては、事務局が作成した審理マニュアル等を叩き台として、さまざ
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まな職務環境における職員が直面するであろう事象を想定し、過去の審査事例や判例

等と照らし合わせながら、有識者、実務者、各省庁及び地方公共団体から多数の論点

や意見、改定案を提示頂き、審理マニュアル等を改善していくために議論を重ねた。

意見等の数は、地方公共団体からのものを合せて 500件以上にのぼり、範囲は多岐に

わたったが、主な論点や意見は、各種手続及び処置の在り方や審理員を擁する組織の

体制の在り方、審理員に求められる役割、小規模から大規模組織の差異への対応等に

分類できる。 

事務局は、改正行審法の範囲外である事象についての意見等一部を除き、ほぼ全て

の意見等を反映し、文言を精査して表現の書換えを行い、不服申立てに関する事務に

携わる職員によって適切かつ適正な処理がなされるための対処として、参考事例を追

加する等、細やかに多くの改定を加えて、審理マニュアル等の案をまとめた。 

本検討会の議事概要、検討会で頂いた意見等、及び審理マニュアル等は、巻末に資

料編として掲載する。 
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2. 試行的研修の検証結果 

(1). 研修の概要 

①背景・目的 

新たな行政不服審査制度の導入に当たっては、平成 27 年度以降、新制度の概要

や審理に係る各段階での具体的な手続・対応、審査請求人への対応方法や留意すべ

き事項等の習得を図り、もって円滑かつ適切な制度運用に資することを目的として、

地方公共団体等の実務担当者に対する研修を実施することを予定している。 

そこで本年度は、来年度以降の研修に使用する効果的な研修手法や研修教材につ

いて検証を行なうため、地方公共団体の担当者等を対象に試行的研修を実施すると

ともに、参加者に対し研修手法等についてのアンケート調査を実施した。 

②回答者の地域分布 

試行的研修への参加者のうち、359名からアンケートの回答があった。 

アンケート回答者の６割以上は関東地方からの参加者であったほか、約１割が中

部地方からの参加者であった。それ以外の地域からの参加者はいずれも１割未満で

あった。 

1.4

5.6 63.5 10.6 8.6
3.3

1.7

3.9

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 無回答

 

図 1 地域別の回答者の割合 （n=359） 

 

③行政不服審査の業務経験 

行政不服審査に関する業務への従事年数は、「１年」及び「２～３年」がそれぞ

れ３割強、「１年未満」が 13.1％で、３年以下の者が回答者の７割以上を占めた。

他方、10年以上の者も僅か（2.2％）ながらいた。 
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13.1 31.5 30.1 12.3 8.6 2.2

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年未満（0含む） 1年 2～3年 4～5年 6～9年 10年以上 無回答

 

図 2 回答者の行政不服審査業務への従事年数 （n=359） 

 

(2). アンケート結果 

①研修プログラム及び教材の満足度について 

「研修内容は丁度良いレベルに設定されていた」かどうか及び「教材はわかりや

すかった」かどうかについては、「そう思う」もしくは「どちらかといえばそう思

う」の割合が９割以上であったほか、「研修は全体的に満足できるものだったか」

についても、約９割が「そう思う」もしくは「どちらかといえばそう思う」と回答

した。 

一方、「事例や解説は自分の業務環境に置き換えることができたか」については、

２割以上の者が「どちらかといえばそう思わない」もしくは「そう思わない」と回

答した。 

32.0

23.1

52.4

41.2

57.4

53.8

45.4

52.6

9.5

20.6

1.9

5.3

0.6

2.2

0.6

0.6

0.3

0.3

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研修は全体的に満足

できるものだった

事例や解説は自分の業務環境に

置き換えることができた

教材はわかりやすかった

研修内容は丁度良いレベルに

設定されていた

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答
 

図 3 研修プログラム及び教材の満足度 （n=359） 

 

②研修内容の理解度について 

「行政不服審査法改正の経緯と改正後の制度概要」及び「審理員による審理手続

の概要」では９割以上の者が、「審理請求人への対応方法や留意すべき事項」及び
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「演習（グループワーク）」でも８割以上のが「理解できた」もしくは「どちらか

といえば理解できた」と回答した。 

23.7

25.1

38.4

45.4

59.1

57.7

54.9

50.4

14.2

13.4

5.8

3.3

0.8

1.4

0.3

0.6

2.2

2.5

0.6

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

演習（グループワーク）

審理請求人への対応方法や

留意すべき事項

審理員による審理手続の概要

行政不服審査法改正の経緯と

改正後の制度概要

理解できた どちらかといえば理解できた

どちらかといえば理解できなかった 理解できなかった

無回答
 

図 4 研修内容の理解度 （n=359） 

 

③研修の時間配分の妥当性について 

「行政不服審査法改正の経緯と改正後の制度概要」については６割以上の者が

「丁度よかった」と回答したものの、その他の３項目については４割～５割に留ま

った。 

「長かった」もしくは「少し長かった」という回答はいずれの項目でも１割未満

であった一方、「少し短かった」もしくは「短かった」という回答は、「審理員によ

る審理手続の概要」及び「審理請求人への対応方法や留意すべき事項」については

４割以上、「演習（グループワーク）」については５割以上となっており、時間が短

かったと感じた者が少なくなかったようである。 

1.7

0.8

1.9

2.8

4.5

4.7

8.4

8.9

41.5

47.4

46.2

64.9

39.3

35.9

37.0

18.9

12.3

9.7

6.1

4.2

0.8

1.4

0.3

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

演習（グループワーク）

審理請求人への対応方法や

留意すべき事項

審理員による審理手続の概要

行政不服審査法改正の経緯と

改正後の制度概要

長かった 少し長かった 丁度よかった

少し短かった 短かった 無回答

 

図 5 研修の時間配分の妥当性 （n=359） 
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④研修の開催時期及び開催場所に関する要望 

来年度以降の研修の開催時期について最大３つまで希望を聞いたところ、７月を

希望する者が最も多く（36.6％）、次いで 10 月（28.3％）、8月（22.4％）の順とな

っており、地方議会が開催される９月を除き概ね夏から秋にかけての時期に希望す

る者が多いようである。 

同様に、開催地域について最大２つまで希望を聞いたところ、関東地方の参加者

が多いため半数以上が関東地方の地域を希望したほか、ほぼ回答者の地域構成割合

と比例した結果となった。 

10.2

11.4

28.3

12.7

22.4

36.6

16.6

18.8

6.6

0.8

6.9

9.7

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

 
図 6 希望する開催時期 （n=359） 

 

4.2

1.7

4.5

12.0

11.4

53.8

3.9

1.4

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

九州

四国

中国

近畿

中部

関東

東北

北海道

 
図 7 希望する開催場所 （n=359） 
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(3). 研修に対する御意見 

①今後より詳細な説明を希望する内容 

○演習（グループワーク）に関すること 

「グループワークの時間をもっと多くしてください」「演習について、より専門

的な内容での実践研修を望みます」など、演習内容の充実に関する希望が最も多か

った。 

その中では、「想定された事例の争点が整理されすぎていた」「審査請求人が本題

から外れた発言等を想定したものであれば、なお良かった」など、審査請求の実情

をふまえた内容への改善要望や、「ケース事例を多く紹介頂きたい」など多数の審

査請求の事例を求めるものが多かった。 

 

○審理員の実務に関すること 

演習に次いで、「審理員が行うべき書面のやりとりの手続について」「審理員の身

分、役割、実務上の留意点（情報の管理、処分庁サイドの職員等との距離の保ち方）」

など、審理員が実際に行なうべき業務についての説明に関する希望が多かった。 

(2)②の理解度を問う設問で「事例や解説は自分の業務環境に置き換えることが

できたか」の割合がやや低かったこととも関連するが、講義や演習で、審理員の業

務をより具体的に理解できるような内容が求められているようである。 

 

○職員・組織体制などに関すること 

「審理員の選定基準」「地方公共団体の実状に合った体制整備、準備についてよ

り具体的にお示しいただきたい」「本来、分離して置くべき 審査庁、審理員、第

三者機関の事務局を兼ねざるを得ないときの最低限の組み合わせ」など、審査請求

業務を行なうに当たっての、職員や組織体制の整備・運用方法に関する説明の希望

が多数あったほか、「行政不服審査会の運営上の留意点」など第三者機関について

の説明に関する希望も少なくなかった。 

今回の試行的研修の内容は主に審理員の業務についてのものとしていたが、審理

員以外の業務について説明の要望も強いようである。 

 

○その他 

口頭意見陳述に関すること、法制度のより詳細な解説、審査手続全般の流れ、具

体的な運用マニュアルの作成、地方公共団体における関連例規の整備に関すること、

研修手法等に関する要望があった。 
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②その他の自由意見（研修をよりよいものにするための改善点等） 

○演習（グループワーク）に関すること 

①と同様、演習内容の充実や改善に関する要望が最も多かった。 

 

○研修の時間に関すること 

演習内容の充実と同じ程度、研修の時間配分に関する要望が多かった。 

特に「もう少しテンポ（スピード）をゆるめた説明でもよかったのではないか」

など説明のスピードに関することや、「説明時間を長くして、もう少し詳細な説明

をお願いしたい」など研修全体の時間を長くして欲しいという要望が多数あった。 

 

○その他 

「地方公共団体の実状をふまえた体制のモデルをいくつかお示しいただきたい」

「国と地方では申立件数も違うことから、地方の実情に則した説明にしていただき

たい」など研修内容に関すること、「質疑応答を多めに取っていただきたい」「ブロ

ック別等に分けて、少人数で受講できるよう、対応願いたい」など研修手法に関す

ること、「研修資料については分量も多い為、事前に配布して欲しい」「資料は、説

明編とマニュアル様式編に分冊としたほうが、対比ができてよい」など研修教材に

関することについての要望があった。 

 

 

(4). 来年度以降に向けた改善点等 

①研修教材及び研修内容について 

（２）及び（３）の結果を踏まえると、本業務で作成した研修教材については、

抜本的に改訂すべき部分は無く、審理員による審理手続に関する資料として、概ね

分かりやすいとの評価を得たと考えられる。従って、来年度以降の研修に用いる教

材としては、現行のものに大きな変更は加えないこととする。 

ただし、「今後より詳細な説明を希望する内容」として、地方公共団体における

審査手続の職員・組織体制の整備・運用方法（第三者機関も含めた）を求める声が

多かったことから、今後の研修の中で、これらについて１項目を設けて説明するこ

とも有益であると考えられる。 

 

②研修手法について 

（２）及び（３）の結果を踏まえると、教材と同様、研修手法についても抜本的

に改訂すべき部分は無いと考えられるが、今後の研修を実施するに当たり、以下の

ような改善を加えることが有効と考えられる。 
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◯研修全体の時間をより長くし、余裕を持って説明できるようにする 

◯講義だけでなく質疑応答の時間も一定程度確保し、より多数の質疑ができるよ

うにする 

◯できるだけ多くの参加者が演習（グループワーク）に参加できるようにする 

◯演習の方法として、シナリオの読み合わせだけでなく、実際にどのように争点

を整理するか、受講者に考えさせる 

◯演習に用いる事例は、複数用意し、審査請求の実態をふまえ、申立人の不規則

発言なども想定したものとする 

 

 

（以上） 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 偏
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審理マニュアル等の策定検討会（第１回）議事概要 

 

日  時：H26.8.28(木) 13:22～15:38 

場  所：農林水産省共済組合南青山会館 第２号会議室 

出席委員：大江委員、板垣委員、和久井委員、【オブ】最高裁・日置行政局第二課長 

総 務 省：大槻管理官、添田室長、井上副管、長澤副管、山根主査 

主なコメント 

（最高裁のオブザーバー参加） 

 ・ 最高裁がオブザーバーで出席しているのは、組織として審理マニュアルについて意見を述

べたり、内容を了承したりすることができない立場にあることによるものであり、会議中の

意見も個人的な意見である。（日置課長） 

（標準審理期間の設定） 

・ 標準処理期間の設定について、組織規模、事案内容の複雑性、第三者機関への諮問の要・

不要等から検討した方がよい。（日置課長） 

・ 書面審理で済む場合と口頭意見陳述を行う場合で裁決に至るまでのプロセス、時間も大き

く異なる。標準処理期間設定の際には分けて考えることが必要。（日置課長） 

・ 標準審理期間の設定に関して、第三者機関への諮問がある場合、具体的に期間を見込めな

い。地方では、大量の不服申立てがなされた途端に裁決まで大幅に時間を要する。また国と

違って第三者機関の委員は非常勤としてしか任命できず、答申までに時間を要する。諮問・

答申の期間を除いての標準処理期間の設定を検討願いたい。（和久井委員） 

→ 諮問しない場合の期間や、書面審理のみの場合の期間を示すことも考えられ得るところ。

（添田室長） 

※論点の追加 

標準審理期間については総務省内でもいろいろな可能性を検討してもらいつつ、（それを受

けて）本会でも検討を進めていきたい。（大江座長） 

 

（処理体制） 

・ 地方の団体規模、件数により事務処理にバラツキがあるためマニュアルには幅を持たせて

記載した方がよい。改正法では処分庁、審理員、審査庁、審査会の４者構成となると思われ

るが、地方公共団体でこれだけの人員が用意できるか疑問。東京都においても審査庁、審査

会事務局は総務部門が担うが、審理員の確保が課題。あるべき処理体制と現実の組織実態が

乖離しないように注意が必要。（和久井委員） 

→ 受付から裁決まで１人で対応しているのか。（大槻委員） 

・ １人とは言わないが、１つの部署で対応している。理想は理解するが行政簡素化の要請と

の調和という論点もある。「受付」「形式審査」「裁決」「審査会事務局」を組織運営上果たし

てどれだけ分けることができるか。（和久井委員） 

・ 特に小さな自治体で、２８年４月までに最低限どこまでやるかを示す必要があるのでは。（板

垣委員） 
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→ それを示すと、余裕があっても最低限の基準に合わせる所が出る懸念。（大江座長） 

・ 小さい自治体では数年に１件といったところ。実際、事案が出てきた際に対応できるよう

に最低限のしなければならない事項を示すことは必要。（和久井委員） 

・ 総務省としての理想も示しつつ、一方で運用実務と調和するよう示すという方向で考えた

い。（添田室長） 

・ 裁判所としては、理想論で進めて欲しいという立場。組織実態を踏まえたとして、例えば

審理員の職権行使の独立について疑念を持たれるような場合、裁決手続の瑕疵が訴訟の場で

問われることも考えられる。（日置課長） 

・ 現実的にできるものを認識しつつ理想を記載することとするか。処理体制は重要な論点と

認識。裁決手続の瑕疵が指摘されることがないようマニュアルを作ることが必要。（大江座長） 

 

（審理員） 

・ 審理員になるべき者について、弁護士など外部の者も認めているが「推奨度」はどのくら

いか。聞かれれば答える程度か、それともマニュアル等で大きく前面に出していくのか。（板

垣委員） 

→ 一定の専門性も必要という考え方もあり、また、弁護士などについては費用の問題や、ま

た地方で適当な人材を確保できるかといった問題もあるので、外部有識者の活用については

マニュアル上では、「場合によっては・・・考えられる」といったニュアンスの書き方が適当

ではないかと考えているところ。（添田室長） 

・ 誰から見て手続瑕疵を言われないようにするか、つまり一般市民からみて、ラインが違う

とかシマが違うとか言っても理解されにくい。審理員が処分庁と関わりない者であること、

中立性を説明するための情報発信も必要かもしれない。（板垣委員） 

・ 審理員を管理職級だけとすると、審査請求が大量にされた際に必要な数の管理職を確保で

きないことが予想される。また、審理員が人事異動になった場合の迅速な処理の観点からも、

審理員には管理職以外も指名し、管理職と組み合わせてチームで対応できるようにできない

か。その場合の審理員意見書は管理職の者を最上位に記載し、チーム連名とすればよい。（和

久井委員） 

・ 東京都の最近の採用者には法科大学院出身者が多く入庁後に司法試験に合格する者も少な

くないが、当然若く管理職にはなっていないことから、課長級職と法科大学院出身者を組み

合わせて対応できるようにしたい。昨年度、不服申立ては 1,500 件程度であり形式審査の段

階で却下されるはそのうち 2 割以下程度。今年度は既に 1,400 件超えており、改正法の理想

どおり対応するとなると、効率的な処理のための工夫が必要。（和久井委員） 

・ 審理員の指名については、事案によって使い分けが必要ではないか。口述意見陳述を行う

場合はベテランの職員を審理員とするなど、不服申立ての属性や代理人の有無などから審理

員の指名を検討した方が良い。（日置課長） 

・ 訴訟の場合、複雑な案件に関しては合議、単純なものであれば単独、合議事件の場合には

証人尋問は原則として合議体ですることが必要とされている。あと、口述意見陳述の際、「場」

が荒れたとき、裁判であれば退廷命令の後、庁舎管理権の行使により退去になるが、こうし
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た可能性のある事案では、審理員を複数置くか、審理補助員の役割を考える必要があろう。（日

置課長） 

 

（審理の併合） 

・ 審査請求が大量になされた場合、併合できるのか。（大江座長）  

→ 改正法だと審理員が判断することとなっているので、別の審理員が担当しているものはで

きない。またプライバシーの問題もあるので、実際の運用としては審理関係人の意見を聞い

た上で行う必要があるのではないか。どのような場合に併合が考えられるかやその場合の手

続等を示す必要がある。（添田室長） 

 

（提出書類等の閲覧等を拒むことができる「正当な理由」） 

・ 閲覧請求拒否の「正当な理由」について、情報公開法ではなく個人情報保護法の不開示事

由を出したのはなぜか。（大江座長） 

→ 審査請求人自身の権利義務に係る事件なので、情報公開法の不開示基準よりは個人情報保

護法に基づく基準の方がよいと考えているため。（添田室長） 

→ 民事訴訟は、基本的には公開であり、法律上、一般人による記録の閲覧も可能となってい

るが、これは訴訟になっている以上プライバシーはある程度制約されてもやむを得ないとい

う前提がある。行政不服審査において、第三者だが処分等に関係ある一般人の情報が記載さ

れている場合、運用として不開示にしなくともよいのではないかと個人的には思われる。変

にマスキングしすぎると、それを巡った争いが発生する可能性がある。あくまで第三者への

具体的権利侵害が無い場合に、個人情報保護法の不開示事由とマッチしなくとも、開示とい

う判断はあるのかなと思われる。（日置課長） 

 

（審理手続の計画的遂行のための意見聴取） 

・ 計画的遂行のための意見聴取について、「積極的に本手続を活用」とあるが、裁判の感覚か

らすると現実には難しい。法の理念は理解するが、裁判所でも２～３回先の期日までを範囲と

した「中期的計画審理」が現在の主流ではないかと思われる。意見聴取は電話でもできるとさ

れているが、口頭意見陳述が無い事案では、基本的には書面審理が通常と考えられる。行審法

３７条に規定のどおり多数であるとか複雑であるとかに限るのが現実的ではないかと思われ

る。（日置課長） 

 

（事件記録の作成） 

・ 「事件記録の作成」で関係者の署名又は押印を求めているが、こうした形では負担になら

ないか。裁判所だと証人尋問により書記官が作成する証人尋問調書については、参考人の押

印は必要ない。審理員が発言を直接聞いた場合には、審理員が聞き取ったということで特段

その後の確認が不要でもいいかと思われる。（日置課長） 

 

（審理員意見書の作成方法） 
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・ 「審理員意見の作成方法」の部分で、「裁決の原案となり得るもの」としているが、審理員

にそこまで求めるのは負担なのでは。東京都ではどうか。（大江座長） 

→ 東京都の場合、知事の行なう処分に対する不服申立てについては総務局に行政不服審査専

門の職員を配置し処理している。改正法でも、審査担当部局に専ら審理員の職務を行なう職

員を配置することになると想定。審理員の段階で裁決書の原案となるものを作成しなければ、

事務が回らなくなると思われる。少なくとも、争点を絞る部分は審理員の後の段階で見直し

が出るようでは効率的な運営が確保できるとは思えない。（和久井委員） 

→ 審理員が一番事案を理解しており、事案を理解していないものが裁決書を書くのは困難で

あると考えられることから、このように記述している。（添田室長） 

 

 

－次回日程等－ 

・ まだまだ論点はあるが、時間の関係もあるのでお気づきの点があればメールで事務局にお

送りいただきたい。本日の内容やこれらを踏まえ、次回の検討会に臨みたい。（大江座長） 

・ 次回は 9 月 18 日（木）、13:30 から四谷の主婦会館で開催の予定。 

 

（15：38 閉会） 

 

（以上） 
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審理マニュアル等の策定検討会（第２回）議事概要 

 

日  時：H26.9.18(木) 13:18～15:49 

場  所：主婦会館プラザエフ コスモス 

出席委員：大江座長、板垣委員、和久井委員、【オブ】最高裁・日置行政局第二課長 

総 務 省：大槻管理官、添田室長、井上副管、長澤副管、山根主査 

主なコメント 

○資料１関係（検討会（第１回）における御指摘等整理一覧） 

（審理の秩序維持、審理員補助者についての政令での規定の必要性） 

 ・ 前回と同様、オブザーバーにつき、私見であることを前提に意見を述べさせていただく。 

前回も指摘したが、審理の秩序維持、審理員の補助者については、政令で規定した方が良

いのではないか。本来、審理員が行う審理手続について、補助者がなぜ関与できるかという

ことについて、明確に政令でその根拠・権限を規定しておく方が望ましいのではないか。秩

序維持については、期日の概念から言うと、主宰者である審理員の権限として行使するもの

と整理できると考えられる。（日置課長） 

 → 他法令をみても、補助者や秩序維持について、明確に政令で規定しているものはおそらく

なく、他法令とのバランスという意味でも政令に書くことは難しいのではないか。ただ、省

令レベルで規定することについては、他の法令とのバランスをみながら検討したい。（添田室

長） 

 ・ 場合によっては、庁舎外において審理を行うこともあり、その場合、審査庁に庁舎管理の

権限があるわけではないが、どうするのか。（和久井委員） 

 → 予め準備段階において、施設管理者と協議を行い、万が一の際には退去の権限を行使して

もらうということを想定している。（長澤副管） 

 ・ あくまで審理員の権限ではなく、庁舎管理者等の権限として行うもので、それに審理員が

協力するという形か。（和久井委員） 

 → 実際に退去させるという強制権限を審理員に持たせることは難しいと思われることから、

庁舎管理者等との協力という方向にしている。（添田室長） 

 ・ 管理者が協力してくれれば良いが、協力しない場合どうするのかということがあるので、

やはり政令や省令なりに審理員の権限として規定するのが良いと思う。不服申立てにおける

審理手続は単なる聴聞とは違い、まさに不服がある者が来るので、地方自治体などでは、何

らかの規定がないと円滑に対応できないのではないか。（日置課長） 

 ・ 指摘を踏まえ、引き続き検討していただきたい。（大江座長） 

 

（審理員への指示） 

 ・ 審査庁からの一般的な審理員への指示が妨げられないということになると、審理員の独立

性という観点から疑問が生じる。審理員としてやるべきことを何らかの形で例示しておけば

足り、それを指示という言い方にすると、審査庁と審理員の間に指揮監督が生じ、審理員の

独立性が保たれていない感じがする。（日置課長） 

 → 審理員は審査庁の補助機関であることから、指揮監督関係が全くないというわけではない。

個々の事件の中身の判断について審査庁が口を挟むことは適当でないが、例えばマニュアル
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に従って適切に進めるべきというような一般的な指示を、訓令なり処理要領などで示すこと

はあるのではないかと思う。「指示」という言葉が適切なのかどうかという問題はあるが、そ

ういう趣旨の記述は必要ではないかと考えている。（添田室長） 

 ・ 個人的には指示でよいのではないかと思う。審査員は審査庁の補助機関であるので、潜在

的な意味での上下の関係はあるのではないか。その意味で言うと本来は指揮監督ができるけ

れども、ニュアンスとして指示としているということではないか。一般的な指示の中身をも

う少し拡充し、こういう指示は許されるという形で示してはどうか。指示という言葉を使え

ないとすると、現場に混乱が生じるのではないか。（板垣委員） 

・ 「訓令」という言葉も上下関係を思いうかばせるので、「訓令」であっても「指示」と同様

の問題が生じうるのではないか。裁判所では個別の指示や助言はできないと承知しているが、

迅速な処理を促すときなどはどのようにしているのか。（大江座長） 

・ 裁判所では、裁判の独立が保障されているため、個別具体的事件における裁判官への指示

は一切許されない。裁判が長期化している場合も同様である。審理員は個別具体的な事件を

前提として指名されるから、一般的な指示か個別具体的な指示かは非常に切り分けが難しく、

一般的な指示として、迅速な処理を促した結果、例えば、必要な参考人陳述等がされなくな

り、裁決の内容が変わってしまうということもあり得ないではない。他方、具体的事件を前

提としない指名前に審理員になるべき者の留意事項として、一般的な指示を行うということ

であれば可能であると思われる。（日置課長） 

→ 「訓令」なのか「処理概要」なのか、示し方は行政庁の判断によると思うが、事前に一定

のルールを決めることはあると思うが、審理員に指名されて意見書を出すまでの間に、内容

が一般的であれ個別的であれ、審査庁が口を挟むのは適当でないというのは、御指摘のとお

りかと思う。（添田室長） 

 

（審理員の交代） 

・ 審理員の作業遅延がある場合は審理員の交代で対応できないか。（大江座長） 

→ 審理員の交代については、審理員の独立性の確保の観点から、審査庁が自由に行うことが

できるというものではない。審理員の交代は、あくまで事故などやむを得ない場合に限られ

ると考えている。（長澤副管） 

・ 審理員に何かしらのメッセージを伝えることは不可欠だが、個別・具体的な指示と受取ら

れないよう、バランスをとる必要がある。（大江座長） 

→ 指名してから審理員意見書が出てくるまでは審査庁は何も言わないことが基本であるとい

うラインがもう少し出るように、記載は工夫したい。（添田室長） 

 ・ マニュアルの特性上、どういう場合に指示ができるかなど具体例を盛り込んだ方が、実際

に運用する機関は助かるのではないか。こういう場合は可能というように、総務省として公

式見解をするというのは責任が生じることから難しいとは思うが。（板垣委員） 

 

（審理員の指名の取消し） 

 ・ 審理員の指名の取消しについて、政令案では「審理員が法第９条第２項各号のいずれかに

該当することとなったとき」としており、事後にこれらが発生した場合にという規定にして

いるが、属性的なものは後から発生することではないので、違和感がある。（日置課長） 
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 → 法第９条第２項で審理員になる前の除斥事由について定めているため、指名した後の場合

を中核とした規定で検討している。（添田室長） 

 

○資料２関係（審査請求事務取扱マニュアル） 

（審査庁、審査会事務局の事務分担） 

 ・ 東京都では審理員は分離するが、審査会事務局と裁決担当部署は総務局に置くことになる

と思う。年間 600～1000 件の諮問を行うこととなるが、職務遂行のためには能率を確保する

必要があり、新法施行後も分離はしないものと考えている。このような対応は認められるの

か。また、法律担当部署の職員が相談・助言にあたることは望ましくないとあるが、むしろ

相談・助言する方が適切と考える。（和久井委員） 

 → 理念としては、処分部門と審査会等は分けることが理想であるが、処分庁、審査庁、審理

員、審査会という大きく４つのプレイヤーがいる中で、処分担当者と裁決の判断が分かれて

いることが一番大事だと考えている。これ以外の部分については、実際の運用上は分離が難

しい場合が出てくるのはやむを得ない部分もあると思う。記載の仕方については検討したい。

（添田室長） 

 ・ 具体的に考えられるケースを示して、こういう場合は認められる、認められないという例

を示すのが良いのではないか。（大江座長） 

 

（審査請求をしなかったことの正当な理由） 

 ・ 例えば３か月と書くところ３年と書いた場合、あるいは頻繁に審査請求をしている（法定

期間をよく理解している）方に誤った教示がなされた場合でも、教示の通り取り扱わないと

いけないか。ケースバイケースの場合があると思われる。（和久井委員） 

 → 現行法第 19 条で救済される範囲は「正当な理由」で救済されると考えている。基本的には

訴訟での「正当な理由」の解釈と同様となる。（添田室長） 

 ・ 訴訟においても、「正当な理由」は、その受け手の属性も踏まえて考えなければならないも

のであり、一概には言えない。マニュアルには書きづらいのではないか。（日置課長） 

・ 「正当な理由」を広く解釈し、なるべく救済するようにすれば請求人にとっては不満にな

らない。「正当な理由」の有無は、法律の解釈問題であり、事件が訴訟に持ち込まれたときに、

裁判所に判断してもらうべき事柄だ。（板垣委員） 

 

（審理員の指名） 

・ 審理員が指名された後で、審査請求書に補正を命じるべき不備があることを看過していた

ことが発覚した場合、指名された旨を審査請求人に通知してない場合はいいが、通知してし

まった場合は取り消しという手続をする必要があるか。（和久井部長） 

→ この点についての視点は抜け落ちていたので検討したい。（長澤副管） 

・ 指名の際に書面を交付するのが望ましいとのことだが、東京都の場合は年間一人当たり 100

件程度の審理が見込まれるため、交付するつもりはない。書類に担当審理員の名前を載せる

とか共通の台帳に名前を載せるとかを想定している。（和久井部長） 

 → 審理員の指名については、口頭やメールでも可能である旨は記載しており、トラブルとな

らなければ特に問題はない。（添田室長） 
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（審理員の補助者ができる業務内容） 

・ 補助者が行なうことが出来る業務について、関連する判例や学説の収集、処分により想定

される影響等を調査するといったことも考えられるか。（和久井部長） 

→ 事実上審理員判断を誘導するような偏った情報収集であれば別だが、一般的には問題ない

のではないか。（添田室長） 

 

（審理員の交代） 

 ・ 審理員の交代事由として、人事異動や退職、産休・育休、任期付職員の期限切れ等、普通

に発生すると想定される。任期付職員ならばなおのこと交代の機会は多いものと思料。東京

都は専従の審理員を想定しているが、審理員が審理担当部署を異動した場合、当然後任に引

き継ぐと思われる。（和久井委員） 

→ 効率性の観点からは、近々異動予定のある職員を審理員として指名することは、一般には

適切でないと考えられるが、自治体の実情に応じてやむを得ない場合には交代ということか

と思う。記載については、整理したい。（添田室長） 

・ 審理員の交代について行政不服審査法上の制限はあるか。（大江座長） 

→ 制限はないが当然予定しているということでもない。（添田室長） 

 ・ 仮に途中で交代した場合は審理はやり直すのか。（大江座長） 

 → 書面審理なので、最初からやり直すということにはならないが、口頭意見陳述の申立てが

あった場合にはやらざるを得ないかもしれない。（添田室長） 

・ マニュアルに書くかどうかはさて置き、考え方は整理すべきでは。（大江座長） 

・ 訴訟では弁論という手続があり、裁判官が交替すると弁論手続を更新することにより、従

前の当事者の主張・証拠を交替後の手続に反映することができることになっている。行政不

服審査の場合は、弁論のような手続規定が存在しないから、従前の手続をやり直す必要はな

いと思われる。したがって、口頭意見陳述をやり直す必要はなく、審理員が新たにこれを行

うかどうかは任意で個別に判断することになると思われるが、一般的には、口頭意見陳述を

するならば書面か何かに残すことが想定されるから、陳述内容は把握できるのではないか。

（日置課長） 

 

（弁明書の提出等） 

・ 弁明書提出の期間が「概ね２週間」と書かれている（反論書も同様）が、一概に２週間と

していいか実務上疑問。ある程度ルーティン的な処分（深く法律論を考えない）事務につい

て予想外に審査請求をされた場合、掘り下げた弁明書を作成するには２週間では不十分な場

合も考えられる。（和久井部長） 

→ 通常は処分する際にその理由を示すこととなっている。したがって、弁明書に書くべき事

項は処分の段階で整理されており、弁明書作成にはそれほどの時間は必要ないのではないか。

（長澤副管） 

・ 建前としてはそうだが、処分側としては法令ではなく処理マニュアルや前例に従って判断

している場合が多い。その場合はよく検討する必要がある。２週間だとおざなりなものが出

てくる可能性がある。ある程度の期間を置いてその間に弁明ができない場合は取り消し等の

検討を促すことにした方が実務上よいのではないか。また、反論書作成において、請求人に
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代理人がいる場合、１か月でも短いと言われることもある。（和久井部長） 

→ これまで不服申立ての処理経験がない自治体などでは、一般的にどの程度の期間を示した

らよいのかというニーズもある。３か月間経過すると抗告訴訟を提起できることから、その

から逆算して２週間程度と記述したが、現実的でないということであれば、書き方は考えた

い。（添田室長） 

・ 処分時に出した理由の差替えは一般的には禁じられていないとされている。弁明書作成の

際に書き換えるのだと２週間は短いという印象。（大江座長） 

・ 弁明書の中の処分の理由の示し方として「根拠となる法令の条項と原因となる事実」との

ことだが、最近の判例では処分基準の適用関係等を示さないと不十分とされており、立ち入

ったところまで書かないと危ないのではないか。（大江座長） 

 

（職権探知） 

・ 職権探知に触れられているが、その際の具体例はマニュアルで示さないのか。（板垣委員） 

・ 行政不服審査の場合、職権探知は禁じられていないものの、審査庁に職権探知を行う義務

が課せられているわけではない。（大江座長） 

→ 行政運営の適正化を図るという目的もあり、職権探知も可能であるということも示してお

きたい。（添田室長） 

・ 職権探知もできる旨注意喚起し、反論の機会を与えるべきというのが穏当なところか。（大

江座長） 

・ 不当性審査は実務上どの程度やっているか。（板垣委員） 

・ 殆どない。（和久井部長） 

 

（検証・鑑定） 

 ・ 検証や鑑定には時間を要するため、他の手段で代替できる場合は、他の手段を用いる場合

もある。マニュアルにおいて、検証や鑑定を行わなくても済む場合などを例示するべき。（和

久井委員） 

 → こういう場合には検証や鑑定を行わなくても良いといった御示唆をいただけるとありがた

い。（添田室長） 

 ・ 裁判所では検証や鑑定を正面から認めることは余りない。検証については、進行協議期日

を現場で開催し、そこでの写真を当事者から証拠提出させ、鑑定については、当事者から私

的な鑑定書を出させることが多い。訴訟提起が可能となる３か月という目安から考えると、

書面審査・口頭意見陳述の中で審理員が検証や鑑定の必要性を見極めていき、どうしても必

要な場合はこれらを行なうことになるのではないか。もっとも、正面から検証・鑑定をやら

なくてよいケースを例示するという方向は難しいと思われるので、審理員が、書面審理だけ

で進行できるのか、参考人の陳述が必要か、さらには検証・鑑定まで必要かの見極めをしや

すいように、どういう場合に書面審理で対応することとなり、どういう場合に検証や鑑定ま

で必要となるのかということの一定の目安を示した方がよいのではないか。（日置課長） 

 ・ 検討のため、情報提供をお願いしたい。（大江座長） 

 

（審理員意見書における少数意見の記載） 
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 ・ 複数審理員の場合、合議（多数決等）により決して記載した上で、必要に応じて別途少数

意見を記載するとあるが、目的が不明瞭。審理員が一致した見解ではないのかと疑問を持つ

ことに繋がるのではないか。（大江座長） 

・ 裁判でも少数意見を記載するのは最高裁だけ。（和久井部長） 

・ 審理員はあくまで補助機関という位置付けのため、判断過程で色々意見があったというニ

ュアンスを出すという理解か。（板垣委員） 

 → 少数意見を書くことは妨げられるものではなく、審理員の考えをどう最後にまとめるかは、

審理員の判断に委ねられるもの。御指摘を踏まえ、少数意見の付記まで踏み込まない形で記

載したい。（添田室長） 

 

（証拠書類の管理） 

 ・ 記録が大部になる事件の場合、訴訟記録のように証拠書類に番号を付けて管理した方がよ

いのではないか。裁判では、簡潔な非訟事件のように主張証拠をまとめて編年体で綴るもの

と、訴訟手続のように主張・証拠を分けて記録に綴るものがあり、事案に応じた記録の編て

つの仕方もマニュアルで示唆できれば参考になるのではないか。（日置課長） 

 

（諮問の要否） 

 ・ 行政不服審会への諮問が不要になる場合の第三者機関として列挙されているうち、知事に

対する審査請求で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 98 条第

１項にある障害者介護給付費等不服審査会は、行政不服審査法第４３条第１項第２号に該当

するかどうか。（和久井部長） 

→ 確認する。（添田室長） 

 

（裁決書の記載） 

・ 裁決書の書き方として、審理員意見書の理由の欄を引用する形で簡略化してもよいか。（和

久井部長） 

→ 引用するのは差し支えないが、請求人が審理員意見書を紛失したような場合も想定される

ため、引用する形でも、内容は書いてあった方がいいのではないか。（添田室長） 

・ どういった形が許されるか整理した上で、マニュアルに載せるか否かも含めて検討すべき。

（大江座長） 

 

－次回日程等－ 

・ 時間の関係もあるので、追加でお気づきの点があればメールで事務局にお送りいただきた

い。詳細は別途、事務局から連絡する。（大江座長） 

・ 次回（第３回）は資料送付による持回りとし、10 月 15 日（水）を意見の提出期限とする。 

・ 次々回（第４回）は 10 月 30 日（木）、13:30 から四谷の主婦会館で開催の予定。 

 

（15：49 閉会） 

（以上） 
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審理マニュアル等の策定検討会（第４回）議事概要 

 

 

日  時：H26.10.30(木) 13:17～15:15 

場  所：主婦会館プラザエフ コスモス 

出席委員：大江座長、板垣委員、和久井委員、【オブ】最高裁行政局・和久局付 

総 務 省：大槻管理官、添田室長、井上副管、長澤副管、山根主査 

 

 

－主なコメント－ 

○審理マニュアル案関係 

（審査請求人の死亡等の場合の審理手続の取扱いについて） 

 ・ 第３章審理手続の１総則的な留意点の（２）審理手続の進行中に審査請求が不適法となっ

た場合の対応について、想定事例として挙げているもののうち、審査請求人が死亡しかつ地

位を承継する者がいない場合は、裁決が不要なので裁決の参考とする審理員意見書の作成は

不要ではないか。審査庁に通知することで十分ではないか。（和久井委員） 

 → 取下げに準じ、運用上、審理員が通知して審理手続を終了させる取扱いが適当か。（添田室

長） 

 ・ 訴訟の場合は、訴訟終了宣言という形で、その理由を示して終了させる手続をとることも

ある。（和久オブザーバー） 

 ・ 第１回、第２回に出席した際もお話ししたとおり最高裁はオブザーバーであり、会議中の

意見も個人的な意見である。  

・ （審査請求人死亡による終結については）２つの種類があるのではないか。１つは全く相

続人がいない場合、もう１つは相続人はいるものの、いわゆる一身専属的処分で承継ができ

ない場合である。後者の場合、相続人が手続の承継を申し出る可能性がある。（和久オブザー

バー） 

 → その場合、承継を認めない判断をすることになるのでは。（和久井委員） 

 ・ 訴訟終了宣言で示す理由に当たる部分を審理員意見書で提出させるニーズはあるのではな

いか。理由を審理員意見書に記載させることとしても、審理員の負担は少なかろう。（板垣委

員） 

 → 審査請求人が死亡した場合について、承継人がいないことが明らかな場合には手続を終了

する旨を書くことでどうか。（添田室長） 

 

  （審理員を補助する者の規定について） 

 ・ 審理員を補助する者について、政令で規定することとなるのか。（和久オブザーバー） 

 → 行手法の聴聞主宰の補助者は政令で規定されておらず、横並びを考えると政令で規定する

ことは適当でないと考えている。（添田室長） 

 ・ いずれにしても、政省令と本マニュアルとが齟齬のないようにしていただきたい。（和久オ

ブザーバー） 

 

（複数の審理員を指名した場合の審理員意見書の作成について） 

 ・ 複数の審理員が指名された場合の審理員意見書に、少数意見を記載することとする旨が削
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除されているが、多数決を前提とするためか。（和久オブザーバー） 

 → 審理員の間で決めることを想定。（添田室長） 

 

 （審理員に対する審査庁の関与について） 

 ・ 審理員と審査庁との関係について、可能な限り審査庁の関与を控えるべきとされていると

ころ。例えば審理員の懈怠や接遇が不適切といった場合は審査庁から指導せざるを得ないと

考えるが、このような場合も審査庁は指導を控えるべきと読めてしまうのではないか。（和久

井委員） 

 → 審査庁からの指導は「可能な限り」としているのは、そのような例外的な場合も想定した

もの。指導できる場合を具体的な例示することは避けたいと考えている。（添田室長） 

 

 （審理員意見書の提出から諮問及び答申から裁決までの期間について） 

 ・ 審理員意見書の提出を受けてから諮問までの期間及び答申を受けてから裁決までの期間と

して、数日のうちに行うことが望ましいとあるが、審理員意見書の出来や答申の内容如何に

よっては、審査庁が改めて審査して諮問書や裁決書を作成する必要があろう。また、答申が

まとめて大量に行われることも考えられる。こういった場合は、数日のうちに行うことが困

難と考える。（和久井委員） 

 → 期間については、めったに審査請求がないような機関にとって、相場感をもってもらうた

めの目安として記載したい。そのため、一般的な場合を想定して数日としたもの。（添田室長） 

 ・ 審理員意見書から諮問までの場合と、答申から裁決までの場合とは状況が異なるのではな

いか。答申が審査庁の判断と異なり当該答申に沿った裁決に改める場合は、数日で裁決書を

作成するのは困難だろう。（板垣委員） 

 ・ 期間を少し延ばして、かつ留保を入れることはできないか。審査会の答申と審査庁の判断

とが同じ場合には短い期間とするなど、場合分けした整理が出来ないか。（和久井委員） 

 → 御指摘を踏まえ、数日を１週間とし、場合分けした記載を検討する。（添田室長） 

 

（利害関係人の具体例について） 

 ・ 審理マニュアル案 36 頁（３）の表の「審査請求人と利害が共通する者」のうち「開発許可

等の許認可によって不利益を被る近隣住民」とは近隣住民が審査請求人で、その隣家の者な

どを想定しているのか。（大江座長） 

→ そのとおり。（添田室長） 

 

（著しく審理に支障がある場合の参加の取消しについて） 

・ 37 頁では著しく審理に支障がある場合などについて、審理員は参加を取消すことができる

としているが、その法的根拠は。（大江座長） 

→ 処分の撤回は明文の規定がなくても可能というのが通説なので、それを前提に、参加の取

消しも可能であると記載している。（添田室長） 

・ 参加許可の取消について、最高裁ではどのように扱っているか。（板垣委員） 

→ 民事訴訟においては、決定で参加許可がされるため、参加許可の取消しは想定されていな

いと考えられる。（和久オブザーバー） 

・ 許可権の裏返しとして取消しについても行うことができるという整理でよいか。（大江座長） 

→ そのとおり。（添田室長） 
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（行政不服審査会等への諮問不要について） 

 ・ 78 頁において、審査庁が処分庁等又はその上級行政庁のいずれでもない場合に、申請に対

する処分又はその不作為に係る審査請求事案について、申請の全部を認容する場合、行政不

服審査会等への諮問を要しないとしているが、参加人が反対していないことも追加する必要

があるのではないか。（大江座長） 

 → 御指摘のとおり修正する。（添田室長） 

 

（再調査の請求に関する教示がない場合の扱い） 

・ 93 頁の再調査の請求に関する説明で、直接審査請求をすることも可能である旨の教示がさ

れなかった場合の審査請求に関する対応について記載があるが、審査請求の説明の箇所にこ

れに相応した記載はあるか。（大江座長） 

→ 再調査の請求ができる処分で地方公共団体が審査請求を処理するものはないので、混乱を

避けるために記載しなかった。（添田室長） 

→ こうした場合には再調査の請求の部分を見るということか。（大江座長） 

→ そのとおり。（添田室長） 

 

（複数件申立てに係る審査請求の取下げの手続について） 

・ 審査請求の取下げに関して、複数件の処分に対して審査請求を行っている場合、そのうち

どれを取下げるのかについて明示させる必要があるのでは。（和久井委員） 

→ そのように修正したい。（添田室長） 

 

（行政不服審査会等への諮問不要類型について） 

・ 行政不服審査会への諮問不要の類型について、より具体的に記載すべきでないか。（和久井

委員） 

→ その点については、本マニュアルではなく、別に行う予定の第三者機関の調査審議手続の

検討において、検討してまいりたい。（添田室長） 

 

○審理マニュアル取りまとめ案と意見照会について 

・ 本日の議論を踏まえつつ、本日の資料１を審理マニュアルの「取りまとめ案」としたい。

またこの「取りまとめ案」について各府省、地方公共団体等に対し意見照会を行いたい。本

日の議論を踏まえた「取りまとめ案」の修正については、座長に一任いただきたいがいかが

か。（大江座長）（一同、了） 

・ 意見照会に際しては、必要に応じこれまでの検討会議事概要等を送付することもあり得る

のであらかじめ御了解いただきたい。（大江座長） 

・ 審理マニュアル等については、現在検討・調整中の政令の内容を仮に記載している箇所も

あるため、今回の照会ではこれに該当する箇所を除いて照会させていただきたい。（添田室長）

（一同、了） 

 

○研修教材等について 

・ 審理マニュアル、研修資料については総務省主催の研修のみならず、地方公共団体が行う

研修でも利用されることを念頭に置いて作成している。（山根主査） 

・ 資料 3-2、研修手法の中の「演習」について、何人くらいで行うことを想定しているのか。
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（和久オブザーバー） 

→ パイロット研修の規模を 500 人くらいと想定しているので、何人かが代表して行うという

形が考えられる。（山根主査） 

→ 演習のやり方を説明するというイメージ。（大槻管理官） 

・ 実際に演習を行うのも重要だが規模が大きいので、映像で良い例・悪い例を示すというの

もよいのでは。（大江座長） 

・ パイロット研修について、参加者はどのように選出するのか。（板垣委員） 

→ これまでの地方向け説明会と同様、当室から案内を送付する予定。（山根主査） 

・ 国と地方公共団体は別々に行うのか。（和久井委員） 

→ 地方公共団体には多く参加していただきたいので別々に行いたい。（山根主査） 

・ 内容は国、地方公共団体同じか。（大江座長） 

→ そのとおり。（山根主査） 

→ 国と都道府県、市町村では（必要とされる内容も）それぞれ違うことになりそうだが。（和

久井委員） 

→ その部分については研修後のアンケートで把握するということになるか。（大江座長） 

・ 研修教材等作成については、このまま作業を進め第５回検討会の議題・資料として委員・

オブザーバーの皆様にお示しし、御議論いただくこととしたい。（大江座長） 

 

 

－次回以降日程等－ 

・ 次回（第５回）検討会は資料送付による持回りとし、11 月 28 日（金）を目途に各委員・オ

ブザーバー宛てに事務局からメールにて送付する。なお、資料への御意見の提出期限につい

ては、１週間程度とする。（大江座長） 

・ 次々回の、最終回となる第６回検討会は 12 月 11 日（木）、13:30 から今回と同じ主婦会館

で開催の予定。 

 

（15：15 閉会） 

（以上） 
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審理マニュアル等の策定検討会（第６回）議事概要 

 

 

日  時：H26.12.11(木) 13:15～14:15 

場  所：主婦会館プラザエフ コスモス 

出席委員：大江座長、板垣委員、和久井委員、【オブ】最高裁行政局・和久局付 

総 務 省：大槻管理官、添田室長、井上副管、長澤副管、山根主査 

 

 

－主なコメント－ 

（審理マニュアル案について） 

 ・ 審理マニュアルの完成版は、いつごろ示す見込みか。（和久井委員） 

 → 政令の内容を踏まえた修正と、マニュアルの体裁を読みやすさ、わかりやすさの点から再

検討をし、総務省として意見照会をした上で、完成版を示すのは来年の夏ごろの見込み。（添

田室長） 

 ・本日の検討会において、検討会としての最終版を作成して、その後、政令の内容や読みやす

さを踏まえた修正を行った上で、総務省として示す、ということか。（大江座長） 

 → そのとおり。検討会としての最終版を基本に、と考えているが、実現可能性や意見照会の

結果を踏まえて、場合によっては修正もあり得る。（添田室長） 

 ・検討会としての最終版に、政令や意見照会結果等を踏まえて所要の修正をして、総務省とし

て示すことに御異議ないか。（大江座長） 

  （委員一同 了） 

 ・審理マニュアルの位置づけを気にしている省や地公体が見受けられた。どのように考えてい

るか。（大江座長） 

 → 国税に関する申立てや生活保護の申立期間など、行政不服審査制度には特例が多い。こう

いったことも踏まえて、行政不服審査法に基づく不服申立ての標準的な一例を示したものと

の位置付けと考えている。その旨、総務省版の「はしがき」などで追記することも想定して

いる。（添田室長） 

 → 本検討会最終案の「はしがき」としては、先だって御確認していただいたものを想定して

おり、御指摘についても触れた内容となっている。（山根主査） 

 ・「目次」の次に「はしがき」を検討会の名前をもって付することとし、これを審理マニュアル

の最終案としてお諮りする。御異議ないか。（大江座長） 

  （委員一同 了） 

・ それでは審理マニュアルについて、これをもって本検討会としての最終案としたい。（大江

座長） 

 

（研修教材について） 

 ・ 研修資料に関して（第 5 回の持ち回り検討会で）提出した意見について、研修資料に反映

された内容については問題はないが、それぞれの項目の趣旨の説明に関することなので「留

意点・補足事項等」の中ではなく、各項の冒頭においてもよいのでは。もっとも、これは好

みの問題なので、ここで検討していただければ。（板垣委員） 

→ 冒頭の趣旨説明としてとなると、STEP1 から 6までは入れることができるが、STEP7 から 10
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までは入れることができないということになるかもしれない。こうした全体のバランスを考

えた時にこの場所ということだったのでは。（大江座長） 

→ 各項の冒頭に趣旨説明があったほうがわかりやすいということであればむしろ各項冒頭に

入れるのもよいかもしれない。（添田室長） 

→ それではこの部分については御検討いただくということにしたい。（大江座長） 

→ 審理マニュアルと同様、研修資料についても政令が定まった段階で変わることもあるので

は。（大江座長） 

→ ということになると、２月の研修の時にはこの研修資料はどのような扱いになるのか。（和

久井委員） 

→ ２月の研修の際には現時点版としてお示しすることとして、その後政令が定まった段階で

改訂版を出すということが考えられる。（添田室長） 

・ 本研修教材について、先ほどの板垣委員提出意見に係る検討の部分を除き、本日提出の案

をもって最終とするということでよろしいか。（大江座長） 

  （委員一同 了） 

  それでは研修資料についてもこれをもって本検討会としての最終案としたい。（大江座長） 

 

（検討会終了のあいさつ） 

・ 冒頭にもお話したように、本検討会はこれで終了となる。委員の方々の御協力により、よ

いマニュアル、研修資料ができたと思う。御協力に感謝したい。今後も施行に向けて意見交

換をできればと考えている。（大江座長） 

・ 委員・オブザーバーの御協力に感謝したい。これからもこのマニュアルをブラッシュアッ

プしていくので、引き続き御協力をお願いしたい。（大槻管理官） 

→ 今後も制度所管たる総務省において、マニュアルや研修資料の更なる検討の作業が行われ

ることになる。その際にはこの検討会で議論や指摘をなされた点も十分踏まえ、進めていた

だきたい。（大江座長） 

 

（以上） 

 

（14：15 閉会） 
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    審理マニュアル等の策定検討会（第１回）における意見等一覧 

 

第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」

記載箇所

1 ・ 東京都のように審査請求件数が多

数見込ま れる団体では、原案どお

りでは事務が処理し きれない懸

念。 

・ 一方、審査請求が数年に１件程度の

団体に は、請求が発生した際に滞

りなく対応できる ように示すこ

とが必要。 

・ 審理員は管理職のみとせず、管理職

を長と した非管理職を組み合わ

せたチームで事務処 理できるよ

う非管理職も含め複数指名できる 

ようにしてもらいたい。 

◇ 審理員指名に係る手続

についても記載し、御指

摘のあった、審査請求件

数が少なく、申請後に審

理員の指名等を行う自

治体の手続円滑化にも

対応できると思料。 

◇「審理員として指名され

る職員のランク」に関し

て、審理員を非管理職も

組み合わせたチームで

事務処理するという点

については、御指摘を踏

まえ、審理員を管理職以

下の職員も指名するこ

と、及びこれと管理職職

員を組み合わせること

は可能とした上で、これ

らの審理員が必要に応

じて審理手続を分担す

ることができることと

した。 

第２編 

第２章 

２、５ 

Ｐ 18 ～

19、Ｐ22

～23 

参照 

 

第２編 

第２章 

３（３） 

Ｐ21 参照

第２編 

第２章 

６（４） 

Ｐ24 参照

2 ・ 審理手続の計画的遂行のために意

見聴取を 行う場合は、複雑な事案

に限って行うとする のが現実的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 御指摘を踏まえ、意見聴

取を行う場合について

は、当該手続の目的を

「複雑な事件であった

り、審理関係人の主張内

容があいまいであるな

ど」の書面審理だけでは

争点 整理や審理計画

策定等が困難である場

合に、審理手続の実施順

序を定めるためのもの

第２編 

第３章 

５（３） 

Ｐ31～32

参照 
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第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」 

記載箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 審理計画の作成も複雑さに応じて

検討して いく等の記載を検討す

べき。 

とし、その上で、その実

施について、「簡易 迅

速かつ公正な審理を実

現するため、審理手続は

計画的に進めることが

求められる（行審法第

28 条）ことから、審理

員は、上記の場合におけ

る争点整理等、この意見

聴取手続を活用して計

画的に審理を行うこと

が望まれる。」と記載す

ることとした。 

◇ また、審理計画の作成に

ついては、争点 整理等

の結果、その後の審理手

続の必要性が少ない場

合にまで、その作成を求

めるものではない旨の

記載を追加することと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 

第３章 

５（２） 

Ｐ31 参照 

3 ・ 理員が発言を制限することは職権の

範疇 と思われるが、庁舎退去の指

示は、審理員と してではなく庁舎

管理者としての官庁の職員 として

行使するもの。 

◇ 御指摘を踏まえ、「さら

に、審理関係人が、上記

の発言等を制限する旨

の審理員の指示に従わ

ず、その言動に照らし、

当該審理関係人を退去

させることが庁舎管理

等の観点からやむを得

ないと認められる場合

は、審理員は、庁舎管理

者（審理手続を庁舎外で

実施している場合は当

該施設の管理者）とも連

携し、当該審理関係人の

第２編 

第３章 

６（３） 

イ（オ） 

Ｐ38 参照 
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第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」

記載箇所

退去等必要な措置をと

る。」との記載を追加。

◇ さらに、口頭意見陳述の

準備作業として、秩序維

持の対応についての庁

舎管理者との連携等に

ついての検討を追加。 

 

 

第２編 

第３章 

６（２）

イ 

Ｐ36 参照

4 ・ 第三者の個人識別情報について、一

般人で 全く関係ない人の情報で

あればともかく、第 三者だけれど

も、その人の処分との関係で、 継

続的に何か関与しているような場

合におい てまで、当該第三者の情

報であるとして直ち に不開示に

する必要はないのではないか。 

◇ 御指摘を踏まえ、第三者

の個人識別情報につい

ては、これが含まれてい

ても直ちに「正当な理

由」に該当するわけでは

なく、「当該第三者の当

該事件における関与の

度合い等も考慮して判

断する必要がある。」と

いう旨の記載を追加。 

第２編 

第３章 

12（２） 

Ｐ49 参照

5 ・ 口頭意見陳述の録取については、発

言者の 署名押印及び確認を要し

ないことでいいので はないか。 

・ 口頭意見陳述の際、録音して媒体化

し、必要に応じて反訳させることで

いいのではないか。 

・ 閲覧謄写の請求があった場合、録音

媒体を閲覧謄写することを検討。 

◇ 御指摘を踏まえ、記録の

内容についての発言者

の確認等については、こ

れを記載しないことと

し、訴訟等を想定した記

録については、「後日、

その発言内容等の詳細

の確認が必要となる可

能性を考慮し、ＩＣレコ

ーダ等の録音機材を使

用して、審理手続の内容

を録音しておくことが

望ましい。」との記載を

追加した。 

◇ 訴訟が提起された場合

の対応は、本マニュアル

の構成に鑑み、記載しな

いこととした。 

第２編 

第３章 

６（４）、

９（４）、

11（３） 

Ｐ39、45、

48 参照 

-4- 

第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」 

記載箇所 

6 ・ 理想として「こうあるべき」を示し

つつ、現実を踏まえ、特に小さな自

治体向けに 低限何が必要かがわ

かるように示していくことを検討。

◇ 御指摘を踏まえ、小規模

自治体において、必要な

知見を有する職員が処

分担当部署以外にいな

い等の事情により、処分

担当部署に審査庁とし

ての事務を担当させる

ことが避けがたい場合

の処理体制についても、

本案の判断に関わらな

い手続については別の

部署に行わせることで、

処分担当部署の事務を

小限とし、また、裁決

の判断等については、処

分関係者は関与させな

いこと等、 低限確保す

べき事項を記載するこ

ととした。 

第１編 

第２章 

２（２） 

Ｐ３参照 

7 ・ 標準審理期間の設定について、組織

規模、事案内容の複雑性、第三者機

関への諮問の要・不要等から検討し

た方がよい。 

・ 書面審理で済む場合と口頭意見陳

述を行う場合で裁決に至るまでの

プロセス、時間も大きく異なる。標

準処理期間設定の際には分けて考

えることが必要。 

・ 標準審理期間の設定に関して、第三

者機関への諮問がある場合、具体的

に期間を 見込めない。地方では、

大量の不服申立てがなされた途端

に裁決まで大幅に時間 を要する。

また国と違って第三者機関の委員

は非常勤としてしか任命できず、答

◇ 御指摘を踏まえ、期間設

定の留意点として、審理

手続の多寡による審理

期間の伸縮については、

「口頭意見陳述を実施

するか否かなど、審理関

係人の審理手続の申立

ての有無等の事情によ

って審理に要する期間

が変動する場合には、当

該事情により変動する

期間があることを特記

した上で、当該期間を除

いた裁決までに要する

期間を定めること。」と

記載することとした。 

第４編 

第１章 

１（１） 

イ 

Ｐ72～73 

参照 
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第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」

記載箇所

申までに時間を要する。諮問・答申

の期 間を除いての標準処理期間

の設定を検討願いたい。 

◇ また、第三者機関への諮

問の有無による審理期

間の伸縮については、

「審査請求の全部が認

容される場合や審査請

求人が希望しない場合

など、行政不服審査会等

への諮問が不要となる

場合もあることから、行

政 不服審査会等に諮

問を行う場合と行わな

い場合に分けて定める

ことが望ましい」と記載

することとした。 

8 ・ 事後的に忌避事由に該当すること

が判明した場合、当該審理員の指名を

取り消すことが相当であるが、政令等

でその規定を設けなくても良いのか、

行政法上の講学上の撤回と同様と考え

て明文の規定なく遡及効を有しないも

のとして対応することも可能であると

思われるが、法的安定性の観点から検

討が必要。 

（ 高裁日置課長）  

◇ 御指摘のとおり、施行令

において審理員 指名

の取消しに関する規定

を設ける方向。 

＜参考＞行政不服審査法施

行令案 

  （※内閣法制局審査中

であり未定稿） 

第１条第２項 審査庁は、

審理員が法第九条第二項各

号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、その者

に係る法第九条第一項の規

定による指名を取り消さな

ければならない。 

（※再審査請求について

も、本項を読み替えて準用）

 

 

9 ・ 改正行政不服審査法の理念として、

審理員は審査庁の一員でありなが

ら、原処分に関わっていない中立公

◇ 御指摘を踏まえ、審査庁

からの一般的な指示に

ついては、「妨げられる

第２編 

第３章 

１（２） 
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第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」 

記載箇所 

正性の確保された者であることを

想定している以上、審理員として指

名された後に、審理員として携わる

具体的事件 について、マニュアル

の中で、一般的な指示をすることを

可能とすると記載するのは違和感

があります。審理員として選任され

れば具体的事件を前提になるので、

一般的・具体的な指示を問わず、「指

示」は差し控えるのが相当ではない

かと思われます（例えば、審査会に

諮問すべきか否かという手続につ

いての指示は一般的か具体的かは

微妙であり、両方とも解釈できるよ

うな曖昧さは残さない方がよいと

思われます。）し、一般的な手続な

ど を教示する必要がある場合に

は、非公式に示唆してもらって良い

のではないかと思います 

 （ 高裁日置課長）。 

ものではないが、審理員

が実際に審理手続を行

ってい 過程で、審理員

に対し個々に指示を行

うことは、審理員による

審理手続の公正性に 

ついて疑念を招くおそ

れがあることから、可能

な限り避けるべきであ

り、こうした審 理員が

遵守すべき一般的な指

示事項については、あら

かじめ明確にしておく

ことが望 まれる」と記

載することとした。 

Ｐ25 参照 

10 ・ 審理員が裁決書の起案等を審査庁

の事務として行うことは、まさに審

理員と審査庁（裁決庁）の一体性を

示唆するものであり、審理員として

の職務の公正性が疑われかねない

ものと思われます。東京都から指摘

があったように、審理員の意見書を

審査会や裁決庁が引用して同一の

答申、裁決をするという形式が限界

ではないでしょうか。 

（ 高裁日置課長） 

◇ 御指摘を踏まえ、「裁決

担当部署の職員を審理

員に指名し、審理員意見

書を作成した職員に、裁

決書の起案等の審査庁

としての事務を行わせ

ることが避けがたい場

合」という想定において

元審理員に行わせる事

務を「行政訴訟における

審査庁側代理人等」と変

更し、また、この状況に

対しては、「この場合に

おいては、審理手続を行

う審理員の制度を審査

第２編 

第２章 

３（２） 

Ｐ20 参照 
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第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」

記載箇所

庁とは別に設けた趣旨

に鑑み、裁決の決定に関

与する等、審理員が審査

庁と一体であったとの

疑念、ひいては審理の公

正性に対する疑念を招

くおそれのある事務は、

可能な限り審理員に関

与させないようにする

ことが望まれる。」との

記載を追加することと

した。 

11 ・ 裁判手続では、合議体の事件で審理

する場合には、受命で１人の裁判官

に手続を行わせることができるこ

とを民事訴訟法で規定して いる

が、行政不服審査において、審理員

を複数選任した場合に、口頭意見陳

述や計画審理のための意見聴取手

続において、一人の審理員で行って

も有効であることについて、政令 

で規定する必要はないか 

（ 高裁日置課長）。 

◇ 審理員が複数人指名さ

れた場合に、これらの審

理員が独立して業務を

行うのか、合議制の形で

業務を行うのかについ

ては、法律上、規定のな

いところ。 

審査請求の手続は、裁

判手続に比べ、簡易迅速

な手続により国民の権

利利益の救済を目的と

していること、行政処分

の事前手続を規定する

行政手続法において、聴

聞手続に係る詳細な規

定は置かれていないこ

とを踏まえ、現時点で

は、政令において審理手

続の詳細を規定するこ

とは想定していない。 

しかしながら、御指摘

の事項は公正な手続を

確保するために重要で
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第１回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省検

討内容 

「素案」 

記載箇所 

あると考えるため、引き

続き検討することとし

たい。 

12 ・ 審理員による審理手続にあって、意

見聴取に係る期日の秩序維持や補

助者について、政令において規定し

ないのは何故か。 

  （ 高裁日置課長） 

◇ 審査請求の手続は、簡易

迅速な手続により国民

の権利利益の救済を目

的としていること、行政

処分の事前手続を規定

する行政手続法におい

て、聴聞手続に係る詳細

な規 定は置かれてい

ないことを踏まえ、現時

点では、政令において、

審理手続に係る詳細の

規定を置くことは想定

していない。 

 しかしながら、御指摘

については手続上重要

な事項であることから、

他の制度における手続

等も踏まえつつ、引き続

き検討することとした

い。 
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審理マニュアル等の策定検討会（第２回）における意見等一覧 

 

第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

1 審査請求人が死亡した場合で代理人が選任

されていないときは，審理手続を一定期間

事実上中断する（例えば，既に指定されて

いる口頭意見陳述の期日を取り消す）など

の配慮が相当である」旨の記載をすること

が考えられる。民事訴訟においては，当事

者が死亡した場合であって，訴訟代理人が

選任されていないときは，相続人等が受継

するまで訴訟手続が中断するとされている

（民訴法１２４条参照）。 

御指摘を踏まえ、「６

審理手続の承継」（１）

の末尾（マニュアル案

17 頁 14 行目～16 行目）

に、「審査請求人の地位

の承継があった場合は、

必要に応じ、口頭意見陳

述等の期日を変更する

など、承継後の審査請求

人が審理に適切に対応

できるよう配慮するこ

とが望ましい」という記

載を追加することとし

た。なお、審査請求では、

代理人が選任されない

場合も多いことから、一

般的代理人未選任の場

合の取扱いについては

記載しないこととした。

頁17行5

2 審査請求の趣旨の変更をする場合，「既にさ

れた審査請求を取り下げた上で，新たに審

査請求をさせることが必要である」として

いるが，審査請求の趣旨を追加的に変更す

る（請求の趣旨を拡張する）場合には，既

にされた審査請求を取り下げる必要はない

ため，そのような誤解を招かないような記

載にした方がよいのではないか。 

御指摘を踏まえ、「７

審査請求の取下げ」（３）

（マニュアル案18頁12

行目～16 行目）におい

て、新たに審査請求をさ

せることが必要となる

場合を、より具体的に記

載するとともに、交換的

変更の場合にのみ取下

げが必要となることを

明確化した。 

頁18行2

3 行審令１条２項の審理員の指定取消しが後

発的事由に拠るものを指す場合には，審理

員の除斥事由に該当する事実が後で判明し

御指摘の箇所において

は記載を変更していな

いが、当該箇所が参照を

頁19行6
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

た場合にはこれに該当しない旨を記載する

など，現実に書面化することがあった場合

に違う条文を参照しないよう工夫をする必

要があるのではないか。 

指示している「５ 審理

員の交代」（１）の冒頭

（マニュアル案23頁14

行目～16 行目）におい

て、御指摘を踏まえ、審

理員が、指名後に除斥事

由に該当することとな

った場合と、指名時に除

斥事由に該当していた

ことが事後判明した場

合を明確に区別して記

載することとした。 

4 審理員補助者の指名につき明文化をする場

合には，審理員の指揮命令の下にある限り，

ある程度の幅広い準備・調査・書面の原案

作成等は許容されると考えられるため，も

う少し，幅のある記載の方がよいのではな

いか。 

御指摘を踏まえ、「４ 

審理員を補助する者」

（１）の審理員補助者の

要件（マニュアル案 22

頁 28 行目）に「審理員

の指示を受けて」という

文言を追加した上で、同

節同款の審理員補助者

が可能な業務の類型の

⑥（マニュアル案 22 頁

39 行目）を「審理手続

の記録（調書等）等の原

案の作成」という、記録

（調書等）以外の文書も

作成しうる記載とする

こととした。 

頁 22 行

16 

5 審理員の複数指名の場合には，事務を総括

する審理員が選任されることとなると思わ

れるが，その場合であっても審理員の権限

を各々が有すると解される場合には，明文

による調整規定がない限り，審理員意見書

は個々の意見の集合と扱うこととするほか

ないのではないか。その場合，採決の方法

御指摘の点について政

令に記載することは、他

法令とのバランスから

困難と認識しています

が、省令等で記載するこ

とについて、既に御指摘

いただいている点と同

頁 24,53

行 8,14 



-11- 

第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

を政令なりで記載しておかなければ，地方

自治体などは採決の方法が不明であると受

け止めることになってしまわないか。 

様に、他の法令とのバラ

ンス等も考慮しつつ検

討したい。 

6 弁明書の記載事項等として，処分要件に該

当する事実が明示されていることが必要で

あると記載されているが，民訴規則８０条

１項のように，事実と証拠の対応関係が容

易に分かるように，適宜の箇所に，証拠を

提出する場合には具体的事実に証拠が括弧

書きなどで引用されていることが望ましい

との記載をしてはどうか。 

御指摘を踏まえ、「３

処分庁等への審査請求

書の送付及び弁明書の

提出」（３）の弁明書の

記載の程度（マニュアル

案 29 頁 32 行目～39 行

目）の解説において、「な

お、弁明書に併せて当該

事実を証する書類その

他の物件を提出する（行

審法第 32 条第２項）場

合には、当該提出物件と

の対応関係が分かるよ

うに記載されることが

望ましい」という記載を

追加することとした。 

頁 28 行

下４行 

7 処分の決定書の理由付記の程度が不十分な

場合も考えられることから，「と記載するこ

とも可能であると考えられる。」の後に，「も

っとも，この方法を採用する場合，処分の

決定書における理由の記載が，上記の程度

に明示されている必要がある。」を挿入した

方がよいのではないか。 

御指摘を踏まえ、「３

処分庁等への審査請求

書の送付及び弁明書の

提出」（３）の弁明書に

行政手続法による処分

時に提示した理由を流

用することができる場

合の要件（マニュアル案

30 頁 3行目～7行目）に

おいて、「処分の決定書

における理由の記載が、

上記の程度に明示され

ており」という記載を追

加することとした。 

頁29行4

8 補佐人を選任できる場合は多種多様である

ため，「申立人の精神的・身体的状況」の後

御指摘のとおり記載を

修正することとした（マ

頁 35 行

15 
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

に「等」を挿入すべきではないか（本文の

外国人の場合の補佐人は，精神的・身体的

状況でカバーできないようにも思われ

る。）。 

ニュアル案 36 頁 29 行

目） 

9 代理人が出頭する場合の例（代理人席の配

置）を示しておくべきではないか。補佐人

が帯同する場合はそれほど多いとは思われ

ないので，例えば，「審査請求人Ａ」の隣の

「補佐人Ａ」を「代理人Ａ」とし，「参加人

Ｂ」の隣の「補佐人Ｂ」を「代理人Ｂ」と

することなどが考えられるのではないか。

御指摘のとおり記載を

修正することとした（マ

ニュアル案37頁～38頁

の図） 

頁 36 行

図 

10 出席者の確認に加えて，申立人と代理人の

本人確認の必要性，その方法も可能であれ

ば明記しておいた方がよいのではないか。

"御指摘を踏まえ、「６ 

口頭意見陳述」（３）の

出席者の確認（マニュア

ル案 38 頁 16 行目～19

行目）において、「審理

員は、出席者に対して、

身分証明書の提示を求

める等により、当該出席

者が審理関係人又はそ

の補佐人であることに

ついて確認を行う」とい

う記載を追加すること

とした。 

頁37行3 

11 また、この修正に伴い、「５ 争点の整理等」

（３）の審理手続の申立てに関する意見聴

取の実施手順（マニュアル案 33 頁 23 行目

～25 行目）と「10 その他の審理手続」（３）

の参考人陳述等の実施手順（マニュアル案

48 頁 34 行目～37 行目）にも同様の記載を

追加することとした。" 

 頁 37 行

25 

12 審理関係人以外の者の傍聴を認めた場合に

は，秩序維持に支障が生じる可能性がある

ため，その点の事前準備を行っておく必要

がある旨を明記しておいた方がよいのでは

御指摘を踏まえ、「６ 

口頭意見陳述」（３）の

その他の者の出席を認

める場合（マニュアル案

頁 37 行

末行 
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

ないか。 39 頁 1行目～4行目）に

おいて、「また、この場

合においては、秩序維持

の必要性が生じた場合

の対応（本節（２）イ（○

ページ）参照）について

も検討しておく必要が

ある」という記載を追加

することとした。 

13 意見陳述が申立人本人の場合には，長時間

の意見陳述を行う可能性があるため，事案

に応じて，意見陳述に先立ち，時間の関係

もあるので言い分の要点を簡潔に述べるべ

きこと，事件に関係のない事項に関する発

言は制止する可能性がある旨の注意喚起を

しておくのが相当である旨を明記しておい

た方がよいのではないか。 

御指摘を踏まえ、「６

口頭意見陳述」（３）の

手続進行における注意

事項（マニュアル案 39

頁 7行目～14 行目）に、

「発言は要点を押さえ

簡潔に行うこと」という

記載を追加することと

した。なお、事件と関係

のない事項に関する発

言を制止することにつ

いては、注意事項の「申

立人による相当でない

発言を制限することが

あること」に含まれてい

る（続く秩序維持の記載

（マニュアル案39頁37

行目～39 行目）で詳細

を解説している）ことか

ら、現状の記載のままと

した。 

頁 41 行

11 

14 審理関係人に誤解を与える取扱いを防止す

るため，「審理関係人がそのような意図を明

らかにして証拠書類を提出し，これを受領

した場合であっても，」との記載は，「…を

提出した場合であっても，これが閲覧等の

御指摘を踏まえ、「７

証拠書類等の提出」（４）

の審理手続外の証拠書

類の提出の禁止に係る

留意点（マニュアル案

頁 44 行

25 
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

対象になる旨を告げた上で受領し，」とした

方がよいのではないか（原案の取扱いだと，

審理員がその意図を承諾したものと誤解さ

れるおそれがあるのではないか）。 

42 頁 24 行目～29 行目）

において、「審理員は、

審理関係人がそのよう

な意図を明らかにして

証拠書類を提出した場

合であっても、これが行

審法第 32 条の規定によ

り提出された証拠書類

等として取り扱われる

ことと、審査請求人又は

参加人による閲覧等の

対象となることを明示

した上で、受領するこ

と。」と記載することと

した。 

15 審理関係人の立会いを認めた場合におい

て，当該審理関係人が質問したい旨希望し

た場合の取扱いも記載した方がよいのでは

ないか。 

御指摘を踏まえ、「10 

その他の審理手続」（３）

の参考人陳述等の実施

手順における審理員に

よる質問（マニュアル案

49 頁 13 行目～20 行目）

に、当該質問は審査請求

人が直接発し、又は審理

員に質問の申立てを行

うことは法律上認めら

れていないものの、審理

員が、その判断により、

立会いを認めた審理関

係人に質問事項等の有

無等を確認した上で、適

当と認めた事項を質問

することは妨げられな

い旨の記載を追加する

こととした。 

頁 44 行

下６行 

16 鑑定を求めるに際しては，鑑定事項をきち 御指摘を踏まえ、「10 頁 46 行
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

んと特定することが重要である旨を明記し

た方がよいのではないか。鑑定事項が不明

確であると，鑑定が判断をする際に必要の

ない無駄なものとなってしまうおそれがあ

る。 

その他の審理手続」（３）

の参考人陳述又は鑑定

の要請（マニュアル案

47 頁 39 行目～48 頁 6

行目）に、鑑定に係る特

記事項として、「特に、

鑑定については、効果的

に鑑定を行う観点から、

どのような事項につい

て鑑定を求めるのかを

具体的かつ明確に特定

することが求められる」

という記載を追加する

こととした。 

下４行 

17 「鑑定」の採用について 

審理員が，審理手続において，審査請求人

からの申立てに基づく等により，鑑定を行

うことには，以下に述べるように容易でな

い要素が多々あり，採用には慎重であるこ

とを要する。 

まず，審理員にとっては，鑑定人候補者を

選ぶことに非常に困難を伴うことが多いと

考えられる。特定の専門分野について意見

を徴するのにふさわしい能力識見を有する

ものは誰かということを，門外漢である審

理員が判断することは難しい。これは審査

庁から審理員が指名されるに当たって，当

該処分に関与しないというだけでなく，そ

の分野の職務にも精通していない立場の者

を選ばざるをえなかった場合はなおさらで

あり，また不服審査手続を本来の職務とし

て行う立場にもない職員が，審理員として

事に当たるという点では，行審法９条３項

によって読み替えられる審査庁が鑑定につ

いての判断する行う場合に比べて，適切な
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

判断ができるかどうか心許ないということ

が言えるであろう。 

また，専門家としての能力という観点だけ

でから鑑定人を選ぶのではなく，審理関係

人がそれぞれ納得するような立場の者を人

選をするという意味で，バランスをとるこ

とが求められるとすれば，そのことも実際

には至難の業ともいえる。 

さらに，鑑定人候補者がリストアップされ

たとしても，不動産鑑定のような場合は別

として，通常は，鑑定業務を本来の職務内

容としていない専門家が，容易に鑑定を受

託するかどうかという問題もある。裁判の

場合，実効性は別として，「鑑定に必要な学

識経験を有する者は，鑑定をする義務を負

う。」（民訴法１２１条１項）との規定が設

けられているが，行審法にはこれ当たるも

のはない。 

そして運よく候補者の中から，鑑定を引き

受ける専門家を見つけたとしても，多忙な

専門家が，本来業務でない鑑定について結

果をとりまとめ，報告を行いあるいは鑑定

書を提出するまでには，かなりの日時を要

することもありうるものと考えておかなけ

ればならない。他に優先すべき業務あって，

そもそも鑑定の作業に取り掛かるまでにも

時間がかかるという場合もあり，また，結

果をまとめるまでにも予想外に期間を要す

るという事態も決してないわけではないか

ら，こうしたことで手続の迅速性が損なわ

れる要素も含まれていることも考慮すべき

点である。 

鑑定を実施するということについては，適

切な審理員意見書を作成するために真にそ

れが必要かどうかを検討し，また上記のよ
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

うな問題点がクリアできるのかどうか十分

に吟味したうえで判断すべきであり，そう

でなければ，より迅速に実施できる代替手

段がないかどうか探ることが得策であろ

う。 

一つの方法としては，審理関係人が，それ

ぞれの立場で選んだ専門家に鑑定を依頼

し，これによる鑑定意見書を審理関係人か

ら証拠書類の形で提出させるということが

考えられる。もちろんその場合には必ずし

も客観的な立場による意見ではないおそれ

あるということを念頭に置いて取り扱わな

ければならない。また，審査請求人が資力

に乏しく鑑定料を工面できない場合には，

結局一方の当事者からのみの提出というこ

とになり，公平性という点も若干損なわれ

ることとなる。審理関係人が鑑定を依頼し

てその結果を審理員に提出することとなっ

たときには，審理員が相当の提出期間を定

める（３２条３項）などして，審理の遅滞

を招かないようにすることもできる。 

18 「必要な場所についての検証」の採用につ

いて 

 行審法３５条１項は，「必要な場所につ

き，検証をすることができる」と規定する。

しかし，審理員が審査請求人の申立てに基

づく等によりこれを実施するとなると，や

はり容易でない要素があり，その判断は慎

重であるべきである。 

まず，対象の「場所」がどの程度の規模

なのかにもよるので一概にはいえないが，

ある程度の範囲で検証を実施するとすれ

ば，予め，日時（開始時刻・所要時間），場

所（検証する範囲や調べる経路も含む），関

係人の立会い，指示説明の方法，関係人以
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

外の部外者の通行の確保・制限や，第三者

への協力要請，妨害の予防・排除等をはじ

めとする警備の必要性等様々な要素につい

て綿密に検討し，審理関係人と協議して段

取りを十分詰めておいてから現地に臨むの

でなければ，混乱なく十分に実のある検証

を実施することはできない。また，検証の

結果は記録に編綴することになるが，どの

ような手段で記録をしどのような形でこれ

を残すのか，関係人の意見を十分に聴取し

て詰めておかなければ，後に紛糾の種を残

すことになりかねない。このように検証を

実施するとすれば，その前後に審理員には

検討や協議について相当の手間を取られる

ことを覚悟しておかなければならない。 

検証は，手続を主催する審理員の指揮の

もとに実施する建前となるが，実際には審

理員１人で行うことは考えにくく，補助者

がいなければ実施は困難である。規模の大

きな検証となれば，審査関係人に運営に協

力してもらうことも必要であるが，やはり

審理員が責任者であるから，審理員を補助

する者が相当人数必要ということになる

が，それが確保できるのでなければ実施は

困難となる。 

検証を採用するかどうかの判断は，真に適

切な審理員意見書を作成するためには，こ

のような手数をかけてもこれを行う必要が

あり，審理員段階での検証の結果を記録と

して残しておくことが，その後の第三者機

関への諮問や，審査庁による裁決判断のた

めに欠かせないと考えられるかどうかが決

め手になると考えられる。なお，審査請求

人が，あまり段取りにこだわらず，とりあ

えず現地の検証をするよう申立てるという
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

場合には，むしろ屋外の検証であれば事実

上公開となり，支援者やマスコミを参集さ

せて紛争の存在を外部に向けてアピールす

る有効な手段となることに主眼が置かれて

いる場合もありうるから，そうすると本来

の検証のあるべき姿とは異なるものであ

り，そのようなことに利用されないように

注意を要する。 

代替的手段によって事実認定が十分可能

であれば，検証にこだわる必要はない。場

所の検証に代わる手段として，その場所の

写真や動画を記録した媒体などを，審理関

係人から証拠として提出させることが考え

られる。このような証拠が提出済みであれ

ば，それで事実認定の資料として十分かあ

るいはあえてさらに検証をすべきかを判断

する際の手がかりとなるが，まだ何も提出

されていないときに，場所の検証を行う必

要なしと判断することは若干難しいかもし

れない。 

審理のために，本当に場所の検証まで必要

かどうかは，逆説的ではあるがむしろ現実

には実地踏査をすれば，判る場合が多いと

考えられる。しかし，審理関係人に知らせ

ず現地を事実上見るに過ぎないということ

で審理員だけ臨検することは，審理の公正

公平性を疑われることとなり好ましいこと

とは言えない。公正を期すためには，場所

の調査に関する点に絞って，審理計画に関

する関係人の意見聴取（３７条１項）を現

地において行う方法をとるなどということ

も考えられる。その場合には多くの準備は

要しないし，詳細な記録を作成する必要も

ない。現地で意見を聴取したうえで，検証

以外の方法で証拠（写真，動画，報告書な
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第２回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

ど）を提出することと決めて，その方法を

具体的に協議するというなどのやり方も十

分ありうることである。その際には，審理

員が提出期間を定めることができ（３２条

３項），迅速性も損なわないような手続の運

営ができる。 
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審理マニュアル等の策定検討会（第３回）における意見等一覧 

 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

1 執行停止の判断は、審査請求人の申立て等

を受けて行うことが通常でしょうが、申立

てがない場合であっても職権で行うことが

できる旨記載しておいた方がいいと考えま

す。 

御指摘を踏まえ、第２編

第１章「５ 執行停止」

（３）ア（ウ）（19ペー

ジ）において、「また、

申立てがない場合であ

っても、審査庁は、審査

請求を受けた際に、職権

により執行停止をする

必要がないか否かを判

断すべきである。 」と

の記載を追加した。 

頁 14 行

23 

2 閲覧を受ける者が、携帯用スキャナーを持

参することも想定されます。カメラによる

撮影を認めるのであれば、少なくとも外部

電源なしで USB で駆動するタイプのスキャ

ナーでのスキャンは認めるべきと考えま

す。一方、外部電源の使用の求めがあった

場合の対応については、検討しておくべき

です。一律に禁止するか、庁舎管理者の判

断に委ねるのか、一定の指針を示す必要が

あると考えます。 

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「11 審査請求人

等による提出書類等の

閲覧等」（６）ア（66 ペ

ージ）の当該箇所を、「情

報公開事務処理の手引」

に準拠し、「なお、写し

を交付することも可能

である提出書類等につ

いて、閲覧を受ける者

が、カメラでの撮影等を

行うことについては、庁

舎管理上の問題など特

段の支障がある場合を

除いては、差し支えない

ものと考えられるので、

閲覧を受けようとする

者から申出があった場

合等には、適切に対応す

ること。その際、庁舎管

理上の制約等がある場

合には、閲覧を受けよう

頁 52 行

35 
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第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

とする者に対して必要

に応じ適切な説明がさ

れることが望ましい。」

との記載とした。 

3 「新たに執行停止を行うべき事情が明らか

になる場合」という表現では、事後的に生

じた事情に限られるように読めます。法文

上は単に「必要があると認める場合」とさ

れていますので、誤解のないよう、「新たに」

という表現は削除すべきと考えます。 

御指摘のとおり修正し

た。 

頁 54 行

23 

4 行政不服審査法の不服申立人適格と行政事

件訴訟法の原告適格が一致することを判示

した主婦連ジュース訴訟 高裁判決を引用

してはどうか。 

御指摘を踏まえ、第２編

第１章「２ 審査請求の

適法性審査（形式審査）」

（３）（12 ページ）の記

載を、「「不服がある者」

とは、当該処分について

審査請求をする法律上

の利益がある者、すなわ

ち、行政事件訴訟法第９

条に規定する原告適格

を有する者の具体的範

囲と同一であり、当該処

分により自己の権利若

しくは法律上保護され

た利益を侵害され又は

必然的に侵害されるお

それのある者と解され

ている〔 高裁昭和 53

年３月 14 日第三小法廷

判決・民集32巻２号211

頁（主婦連ジュース不当

表示事件）〕。」と修正し

た。 

頁9行16 

 具体例の摘示は大変適切であり、好ましい

と思われる。ただ要点は、当該段落の 終

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「１ 総則的な留

頁 26,９

行目以下 
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第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

行「こうした審理員が遵守すべき一般的な

事項については、あらかじめ明確にしてお

く必要がある」に集約されるのであり、こ

の「」内の表現が端的に伝わるように、工

夫してはどうか。 

意点」（３）（34ページ）

の当該段落を、審査庁が

行うことができる事項

の具体例を述べたもの

と、一般的事項を明確に

すべき旨を述べたもの

の二つに分割し、後者が

端的に伝わるように変

更した。 

5 「代理人の有無等の」との記述は、代理人

が付いている事案は提出期間を短く設定す

ることも許されるとの趣旨だと思われる。

しかし、事案の複雑さに鑑みて審査請求人

が代理人を依頼した可能性もありうるの

で、「相当の期間」との論理的な関連性は見

いだしがたいのではないか。 

御指摘を踏まえ、当該部

分を削除した。 

頁 31,33

行目以下

6 （４）不服申立ての種類の記載につき、「再

調査の請求」ができる旨の定めを置く個別

法としては、国税通則法、関税法などが主

要なもので、ごく一部の分野に限られてい

るため（特に地方公共団体関係では、改正

後の公害健康被害の補償等に関する法律１

０６条に規定される例があるくらいで、ほ

かには特に該当するものは見当たらず、さ

らに同法には地域指定による限定があるか

ら、結局ほとんどの地方公共団体では再調

査の請求を行う場合はないということにな

る。）、一般向けに作られた当マニュアルに

は、再調査の請求について、特に章を設け

て取扱うことはしない旨の断わり書きを入

れるのが妥当ではないか。 

「再調査の請求」の記載

の要否については、改め

て検討した結果、御指摘

のとおり、この手続を規

定する法律は少ないも

のの、本マニュアルが国

の担当者も対象とした

ものであることに加え、

若干ながら都道府県の

担当者に関係する手続

もあることから、簡潔で

はあるが「再調査の請

求」についての記載（第

３編）を追加することと

した。 

頁 1 

7 （１）審査請求人の死亡等に関する記載に

つき、審査請求人死亡の際の取扱いのうち、

不服の対象たる処分の取消しによって回復

を求める利益が一身専属的であって、審査

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「１ 総則的な留

意点」において、「（２）

審理手続の進行中に審

頁 16 

-24- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

請求人の地位の承継が想定されない場合に

ついて、法令は触れるところがないようで

あるが、実務の観点から、手続をどのよう

な形で終了させるのかについても解説した

らどうか。 

査請求が不適法となっ

た場合の対応 」（34 ペ

ージ）という款を追加

し、審査請求が不適法で

あることが明らかにな

った場合は審理手続を

終結することを説明す

るとともに、審査請求が

不適法となった例とし

て、「審査請求人の死亡

等があったが、その地位

を承継する者がおらず、

審査請求人が不存在と

なった場合」を記載し

た。 

8 処分庁に審査請求書を送付した段階で、処

分庁が速やかに処分を取消したい意向を示

した場合の処理はどうすべきか。 

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「１ 総則的な留

意点」において、「（２） 

審理手続の進行中に審

査請求が不適法となっ

た場合の対応 」（34 ペ

ージ）という款を追加

し、審査請求が不適法で

あることが明らかにな

った場合は審理手続を

終結することを説明す

るとともに、審査請求が

不適法となった例とし

て、「処分庁が審査請求

に係る処分を取り消し

た場合」を記載した。 

頁26行6 

9 「参加人」の項の 後に、許可を得て参加

した者が参加人としての適格を欠くことが

途中で判明したが、参加の取下げをしない

場合は、許可の取消しを、審理員（または

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「２ 審理関係

人」（３）において、「エ 

参加の取消し」（37ペー

頁 28 下

から４行 



-25- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

審査庁）の求めによる参加人が不適格であ

ったことが途中で判明した場合、職権で参

加の取消しをすることができると記載すべ

きではないか。 

ジ）という目を追加し

た。 

10 審理員が弁明書の提出を求める前の段階

で、審査請求が不適法であって補正できな

いことが明らかであることが新たに判明す

るに至った場合、あるいは審査請求が不適

法であって補正できないことが明らかとな

るような事由が事後的に発生した場合、弁

明書の提出を求めることを含め以後の手続

をとる必要はないのではないか。審理員は、

審理手続を経ないで却下すべきとの意見

（４２条の審理員意見書ではなく事実上の

意見）を付して事件記録を審査庁に戻せば

よいのではないか。事件記録を受け取った

審査庁は、審理員の指名を取消して審理手

続を経ない審査請求の却下をすべきではな

いか（かりに審査庁が審理員の事実上の意

見を是としないのであれば、審理員の指名

は取消さず、手続を進めるように促せばよ

いのではないか。）。 

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「３ 処分庁等へ

の審査請求書の送付及

び弁明書の提出」（１）

（38ページ）において、

「ただし、審理員が審査

請求書に不備があると

認めた時点で、行審法第

９条第１項の規定によ

る審理員を指名した旨

の通知がまだ発出され

ていない場合には、運用

上の取扱いとしては、審

理員が形式審査担当職

員に審査請求書を返戻

して再審査を促すこと

も許容されると考えら

れる。 」との記載を追

加した。 

頁29行6

11 提出要求に付した期間を徒過して処分庁か

ら提出されるような弁明書が、得てして、

ア・イのような場合に当たることがある。

その場合、審理員の判断によって、４１条

２項に準じて、適切な弁明書との差替え、

ないし弁明書の補充書の提出を、審理手続

終結の可能性を告知するとともに求めると

すべきか。 

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「３ 処分庁等へ

の審査請求書の送付及

び弁明書の提出」（５）

ア（40 ページ）におい

て、「提出期限内に弁論

書が提出されない場合

の対応は、本節（２）の

とおりである。」との記

載を追加した。なお、本

節（２）の記載とは、「な

お、「相当の期間」内に

頁31行5

-26- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

弁論書が提出されない

場合は、更に期間を定め

て、当該期間内に弁論書

が提出されない場合は

審理手続を終結するこ

とがある旨（行審法第

41 条第２項）を記載し

た書面〔様式例第○号〕

により弁明書の提出を

求めることが適当であ

る。」である。 

12 前任の審理員が主催した口頭意見陳述が、

十分な時間をとったもので、鮮明な録音あ

るいは速記録などにより正確に記録されて

いるのであれば、よほどの事情変更がない

限りは、これを再度行う必要性はないもの

とすべきではないか。 

御指摘の場合は、第２編

第３章「６ 口頭意見陳

述」（１）（47 ページ）

における、「ただし、審

理員が特に必要性を認

める場合に、再度口頭意

見陳述を実施すること

を妨げるものではなく、

具体的には、口頭意見陳

述の後に審理員が交代

し、交代後の審理員が口

頭意見陳述の実施の必

要性を認める場合等が

考えられる。」という記

載により、審理員が実施

の必要性を認めない、と

いうことになると考え

られるので、記載を見送

ることとした。 

頁 36 行

13 

13 マスキングにより閲覧させることが妥当と

考えられる場合の閲覧実施の方法は、情報

公開の場合に準じる（黒塗りをしたものの

写しを閲覧させる等）などによることを、

念のため触れておいたらどうか。ただ、そ

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「11 審査請求人

等による提出書類等の

閲覧等」（４）（65 ペー

ジ）において、「また、

頁 52

終行 



-27- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

うすることにより閲覧のための作業に、よ

り労力・時間が費やされることになるから、

閲覧請求がなされることが予想されるよう

な事案で、かつ個人情報等を伏せた形で証

拠を提出しても証明力が減殺されないと評

価できるような場合は、資料提出者（特に

処分庁）の判断で 初からマスキングを施

したものを提出するように、審理員が示唆

することも考えてよいのではないか。 

本節（２）のマスキング

等を実施した提出書類

等の閲覧等を認める場

合は、その旨についても

併せて通知する。 」と

の記載を追加した。 

14 不服の対象たる処分が、受給者証や手帳な

どの交付を伴ってなされているものであっ

て、審査請求の趣旨が、実質的に交付され

たものの記載内容の変更を求めるものであ

る場合（たとえば身体障害者手帳交付処分

のうちの障害等級認定部分をより上位の等

級に変更するよう求めるなど）、処分庁であ

る審査庁またはその上級行政庁である審査

庁が、これを認容するのが相当と判断した

場合、理論的には、裁決書の主文に「…と

変更する」旨を述べれば、原処分が変更さ

れた効果が生じ、それでよいようにも考え

られるが、実際には新しい受給者証や手帳

を交付するのでなければ、その後請求人が

各種窓口サービスを受ける際に混乱を来す

おそれがある（裁決書を呈示されても窓口

担当者は困るであろう。）。この場合は、裁

決理由中に変更すべき処分の内容を記載す

れば、主文は単純な取消しでもよいのであ

って、むしろ、裁決担当者と処分担当者が

連絡を密にして、裁決と同時にあるいは遅

滞なく、改めて交付の決裁をして新たな受

給者証や手帳などが入手できるように（身

体障害者手帳の例であれば福祉事務所等の

窓口で新しい手帳と交換できるように）配

慮することが、救済の手続としての観点か

 御指摘については、裁

決後における審査庁等

内の行政運営の効率化

に関するものであるこ

とから、本マニュアルの

掲載対象ではないと考

えられるため、記載を追

加することは見送るこ

ととした。 

頁 62 下

から４行

-28- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

らは、より良い方法なのではないのか。 

15 ○弁明書の送付に係る受領確認について 

 マニュアル素案は、審理員が処分庁等の

弁明書を審査請求人及び参加人に送付する

際に、審査請求人に対しては弁明書に対す

る反論書を提出することができること、参

加人に対しては審査請求人に係る事件に関

する意見書を提出することができること

を、提出すべき相当の期間を定めてそれぞ

れ通知することを想定しているところ、当

該期間内に書面が提出されない場合は審理

手続を終結することができる（行審法第４

１条第２項）という効果にかんがみると、

弁明書の送付に当たり、審査請求人等から

受領確認書面を徴する、もしくは、裁決書

の送達方法（６４頁 ４・）に準じて、配

達証明郵便を利用する等、事件記録上、そ

の受領関係を明確にしておくのが望ましい

のではないか。 

 なお、国税不服審判所の手引書において

も、答弁書（行審法の弁明書に相当）を審

査請求人に送付する場合に配達証明郵便の

利用や受領証の徴収といった方法は採られ

ていないところである。 

反論書等が相当の期間

内に提出されない場合

は、「審理に当たって審

査請求人や参加人の主

張を把握する必要があ

ると認めるときは、更に

期間を定めて、当該期間

内に弁論書が提出され

ない場合は審理手続を

終結することがある旨

（行審法第 41 条第２

項）を記載した書面〔様

式例第○号〕により、反

論書や意見書の提出を

促すことが適当である

と考えられる。」（41 ペ

ージ 31～34 行目）とし

ていることから、審理手

続の終結という効果が

必ず発生するものでは

なく、また、この効果を

発生させるためには、更

に期間を定めて反論書

等の提出を促すという

手続を必要としている

ことを踏まえると、厳重

な受領関係の確認のた

めに、弁明書送付の段階

で配達証明郵便を利用

する等の「重い手続」を

推奨する必要はないも

のと考えられることか

ら、記載を追加すること

は見送ることとした。 

頁 31 行

11 



-29- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

16 期日における注意事項の説明の例として，

「撮影を禁止すること」等が例示されてい

るが，「録音についても禁止すること」を例

示に追加することも考えられるところ，こ

の点検討されてはいかがか。 

御指摘の箇所の「撮影を

禁止すること」の文言を

「録音・撮影を禁止する

こと」と修正した。 

頁 33 下

８行 

頁 39 行

11 

17 ○審理手続の併合の効果及び記録の編綴方

法について 

・ 「併合は、審理手続の終結までの間、一

の手続により審理を行うものであり、併

合により、一の審査請求として裁決をす

ることになるのではない。」とあるが、

その記載の趣旨及び併合・被併合事件の

各記録の編綴方法等について、マニュア

ル上、必ずしも明らかではないように思

われる。 

・ 仮に、前記記載の趣旨が、審理手続終結

後は、各事件毎に審理員が個別に意見書

を作成の上、諮問及び裁決についても個

別に行うことを想定しているのであれ

ば、記録の編綴方法についても、各事件

に共通する書面（口頭意見陳述等の手続

記録、弁明書等の主張書面及びその他証

拠書類等）につき、原本を被併合事件記

録に編綴するとともに、各書面の写しを

併合事件記録にも編綴することになろ

う。 

・ 他方、「併合により、一の審査請求とし

て裁決をすることになるのではない。」

という前記記載の趣旨は、併合・被併合

事件の各受付番号を併記する等して各

審査請求を特定すれば、審理手続終結後

の意見書作成や諮問、裁決につき一括し

て行うことを否定するものではないの

であれば、記録の編綴方法についても、

各事件に共通する書面の原本を被併合

御指摘を踏まえ、第２編

第３章「12 審理手続の

併合又は分離」（１）イ

（67ページ）において、

「ただし、併合は、審理

手続の終結までの間、一

の手続により審理を行

うものであるが、裁決は

審査庁が行うものであ

ることから、審理員の判

断で数個の審査請求に

係る審理手続を併合し

た場合でも、当然に一の

事件として裁決をする

ことになるものではな

い。 」と記載を修正し、

その位置づけを、左欄の

後者であることを明示

するとともに、同編第６

章「３ 事件関係書類の

整理・保存」（89ページ）

において、「なお、この

例により書類を編てつ

する場合であっても、特

定の書類が大部に及ぶ

場合にこれを別冊とす

る、複数の審査請求の審

理手続を併合（本編第３

章「12 審理手続の併合

又は分離」（○ページ）

頁 53 下

９行 

-30- 

第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」 

記載箇所 

事件記録に編綴すれば、他の併合事件記

録については、同書面の写しの編綴を要

さない（併合事件記録を被併合事件記録

と一体として管理すれば足りる）とす

る、民事訴訟において一般に行われてい

る取扱いが合理的であり、参考になるの

ではないか。 

参照）した場合にこれら

をまとめて編てつする

等、適宜適切に対応する

ことが望まれる。」との

記載を追加した。 

18 ○事件関係書類の整理・保存について 

・審理手続の分離又は併合の決定（行審法

３９条）は、審理手続に 重大な影響を

与える判断であることから、その決定書

の写し（⑶ウ⑬）は審理手続の記録（⑴

ウ）に編綴することも考えられるのでは

ないか（参考に、民事訴訟手続において

は、弁論の分離又は併合の決定書（民訴

法１５２条参照）は、訴訟手続記録の第

１分類中、手続調書群に編綴する書面と

して取り扱われている。）。 

・ 審理関係人に対する審理手続終結の通

知書の写し（⑶ウ⑮）は審理手続の記録

（⑴ウ）に綴り込むことも考えられるの

ではないか（参考に、民事訴訟手続にお

いては、口頭弁論を終結した旨を記載し

た口頭弁論調書や口頭弁論の再開の決

定書（民訴法１５３条参照）は、訴訟手

続記録の第１分類中、手続調書群に編綴

する書面として取り扱われている。）。 

・ 審査請求の取下げ（行審法２７条１項）

は審理手続に重大な影響を与える行為

であることから、その取下書（⑶ウ⑯）

は審理手続の記録（⑴ウ）に綴り込むこ

とも考えられるのではないか（参考に、

民事訴訟手続においては、訴え取下書

（民訴法２６１条参照）は、訴訟手続記

録の第１分類中、判決書群に編綴する書

御指摘を踏まえ、第２編

第６章「３ 事件関係書

類の整理・保存」（89ペ

ージ）において、「なお、

この例により書類を編

てつする場合であって

も、特定の書類が大部に

及ぶ場合にこれを別冊

とする、複数の審査請求

の審理手続を併合（本編

第３章「12 審理手続の

併合又は分離」（○ペー

ジ）参照）した場合にこ

れらをまとめて編てつ

する等、適宜適切に対応

することが望まれる。」

という記載を追加する

とともに、左欄の上３つ

の点については、御指摘

の箇所に記載すること

とした。 

頁 67,68 
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第３回検討会等での意見等 

（概要） 

意見等に対する総務省

検討内容 

「素案」

記載箇所

面として取り扱われている。）。 

・ 執行停止関係書類（⑶イ）が大部に及ぶ

場合には、分かりやすさの観点から、記

録を別冊とする方法もあり得るのでは

ないか。行政事件訴訟においては、執行

停止（行政事件訴訟法２５条）の記録が

大部に及ぶような場合には、同記録を基

本事件の記録とは別冊とした上で両記

録をひもで綴る取扱い（いわゆる曳き

船）をすることがある。 
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審理マニュアル等の策定検討会（第５回）における意見等一覧 

 

第５回検討会等での意見等 

（概要） 

「素案」 

記載箇所 

1 「行政事件訴訟では必要となる申立ての手数料が不要」よりも「行

政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要」とする方がいいので

はないでしょうか。「申立て」が行政事件訴訟についてのものと誤解

されかねないと考えられるためです。 

頁 1 行 13 

2 「【資料３】各府省・各地方公共団体からの意見一覧」を拝見すると、

マニュアルの位置づけについての質問、懸念が見られます。マニュ

アルの位置付けについては検討会で検討する事項ではなく、総務省

のご判断によるものと認識していますが、マニュアルの位置づけを

記載すべきかどうか、記載する場合にいかなる形で記載するか検討

する必要があるかと存じます（「凡例」を設ける、添付文書に示すな

ど）。 

 

3 これは感想だが、財務省からの指摘を受けて、せっかく明示する方

向性で検討会の意見がまとまったはずの審理期間の目安について、

いつの間にか引っ込めてしまったのは非常に残念である。財務省か

らの意見には法的根拠云々とあったが、法的根拠に拘束されないの

が審理マニュアルであるはずで、事務局として審理期間を明示すべ

きという明確なポリシーを持っていたのならば、この程度の指摘に

は毅然と反駁すべきではなかったか。 

 

4 メールアドレスの記載については、以下のような理由で一段注意が

必要である。 

過去の実務で、審査請求人が大量のメールを執拗に送り付けてき

たこともある。他通信手段よりもこのようなことが起こりやすい。

メールボックスから他の必要な情報を見落とさないようにするだけ

でも支障が生じる。また、審理員補助者が異動で担当を外れても、

庁内にいる限り移動先で同じアドレスを使うから混乱が生じやす

い。添付ファイルによるウィルス感染の恐れもある。記載するのは、

せいぜい組織端末のアドレスにとどめておくべきで、個人端末のア

ドレスは記載しない方がよいのではないか。 

頁 39-42 

5 収入印紙による手数料納付は地方公共団体では使えない。 頁 92 

6 「審理関係人の範囲」について示した図表について、これでもだい

ぶ整理した苦心の跡は見て取れるが、まだ整理する余地はあると思

われる。たとえば、「不作為についての審査請求についての不作為庁」

といったように、不作為の場合を想定した記述は脚注に落として構

頁 13 
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第５回検討会等での意見等 

（概要） 

「素案」

記載箇所

わないのではないか。法文の表現に合わせるのは正確性の担保のた

めには無難なやり方だが、教材という性質上、理解しやすさのため

に思い切った決断も必要になると思う。 

7 「審理関係人の範囲」についての続き。大切なのは審査請求人と処

分庁であり、参加人や上記以外の関係者とは、扱いに差を設けるべ

きと思う。メリハリのついた記述が必要になる。 

頁 13 

8 審査請求書→弁明書→反論書という大まかな流れについて、さらに

強調すべきと思う。説明がやや細部に渡りすぎているように感じら

れる。それぞれの書面がいかなる意味を持つのかについて、一言で

よいので解説を添えることの方が必要と感じる。 

頁 14～16

9 争点整理は非常に重要である。「なぜ」争点整理が非常に重要なのか、

冒頭に簡単でよいので、その意義を記述すべきと思われる（争点が

明らかでないと、両当事者から五月雨式に散発的な主張が繰り返さ

れるだけで、いつまで経ってもポイントを絞った審理が進まな

い・・・等々）。 

頁 17 

10 審理計画の具体例について図解すべきと思われる。各 STEP との対応

関係も明示するとよい。 

頁 17 

11 「なんのために」口頭意見陳述を行うのかという、口頭意見陳述の

意義についての説明を、一言でよいので記述すべきと思われる。そ

うすることで、口頭意見陳述が必要でない局面についても、読者が

理解できるようになると思われる。 

頁 19～20

12 手続の細かい説明も大切であるが、証拠調べ全体がなぜ必要になる

のかという全体的な視点からの解説を加えるべきと思う。STEP のそ

れぞれについても、特に重要なものとそれほど重要でもないものに

ついて、メリハリの効いた記述にするとよいと思う。 

頁 19～27

13 執行停止とはいかなる手続で、なぜ執行停止が求められるのかにつ

いての解説が必要である。 

頁 31 

14 全般的に、文字での説明は別途マニュアルで詳細に行っているので、

研修教材は、審査請求手続の大まかな流れやその個別の意義につい

ての説明に重点を置いても良いと思う。 

 

15 次のような注意書(留意点・補足事項）を入れるのも一考ではないか。

ただし、審理員が専任ではなく本来の業務が繁忙の場合や、大量の

審査請求があったが十分な人数の審理員が確保できない場合など

は、迅速処理を優先するため、後の手続（行政不服審査会等への諮

頁 27 行

(ア) 
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第５回検討会等での意見等 

（概要） 

「素案」 

記載箇所 

問および審査庁による裁決作成）に 低限必要な範囲で、裁決書の

水準よりは相当程度簡易な記載であってもやむを得ない場合もあ

る。 
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審理マニュアル等の策定検討会（府省庁）からの意見等一覧 

 

府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

1 財務省 当該マニュアルの位置付けの説明を総論の前に記載し

ていただきたい。 

その際、個別法で別にマニュアルを設けている場合は、

そちらを優先するという意味で、「他の個別法で別に定

めたマニュアルがある場合を除き、当該マニュアルを事

務の参考とする」などと記載していただきたい。 

P001 

2 総務省 このマニュアルの審査庁部分の記載は、処分庁等と審査

庁が同一である場合も含まれていると解して良いか。も

し、そうであればＰ３８、３行目「処分庁等に審査請求

書を送付しなければならない」の次に以下の言葉を付記

→ （ただし、処分庁等が審査庁である場合を除く。） 

【理由】審査法第 29 条１項ただし書 

P003 

10 行目 

3 総務省 このマニュアルの行政不服審査会等部分の記載は、定義

に記載がないが、他の法令等の規定に基づく第三者機関

の場合も含まれていると解して良いか。もし、そうであ

ればＰ７２、３行目「審査庁は、諮問後速やかに通知を

行う必要がある。」の次に以下の言葉を付記 → （ただ

し、行政不服審査会等が他の法令等の規定に基づく第三

者機関の場合を除く。） 

【理由】審査法第４３条１項１号 

P003 

22 行目 

4 法務省 「（訴訟における被告人に相当）」との記載について，「被

告人」は「被告」が相当と思われる。 

【理由】 

刑事事件よりも，むしろ民事事件に似通っていると解さ

れるため。 

P003 

7 行目 

P035 

14 行目 

5 警察庁 「高める」を「高め、かつ、自らの専門性を生かして迅

速に審理を行う」に修正されたい。 

【理由】 

行政不服審査法において、いわゆる「審理官」制度では

なく、審理員制度と行政不服審査会制度を導入した趣旨

は、行政による自己反省機能として、自らの専門性を生

かして、審理員が、処分の適法性だけではなく裁量の妥

当性についても迅速に審理を行い、行政不服審査会が第

P004 

03 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

三者機関として公正性をチェックすることであると考

えられる。審理員については、行政不服審査法第９条第

２項に除斥事由が定められており、これにより審理の公

正性が担保されているが、当該除斥事由の範囲は、審理

の公正性とともに、上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速

性が損なわれないようにという要請も反映して定めら

れていると考えられる。しかしながら、マニュアル案に

おいては、多くの要請のバランスを取ろうとした同項の

規定にかかわらず、審理・裁決の客観性を過度に重視し

た記載がなされており、当該マニュアル案に従った対応

をとった場合には、審理手続が知識に乏しい職員により

行われ、かつ、過度に長期間にわたることとなるなど、

専門性・迅速性の要請が損なわれ、かえって国民の権利

利益の救済に結びつかない可能性が大きいと考えざる

を得ない。したがって、審理・裁決の公正性に加えて、

専門性・迅速性の要請をも反映した行政不服審査法の運

用が行われることとなるよう、上記の修正を加えられた

い。また、当然のことではあるが、官房・総務系統の部

局が審査庁としての事務を担当するためには、当該部局

が当該事務を所掌している必要があることから、上記の

修正を加えられたい。 

6 財務省 
「上記 1（1）」については、（1）～（4）のすべてにつ

いての記載と思われるので「1」ではないのか。 

P004 

11、17 行

目 

7 国交省 【該当箇所】「審査請求に関係する各部署は、可能な限

り、それぞれ別個のものとすることが望まれる。」【質問】

貴省において、処分担当課室、審査庁、審理員について、

各々どのような部局の者に割り振ることを予定してい

るか、具体的に担当する部局をご教示いただきたい。（処

分担当課室が当該処分の根拠法所管部局の長である場

合、審査庁や審理員となる機関は如何なる者となること

を想定しているかご教示いただきたい。この際、一般的

に審査庁は総務大臣である場合が想定されるため、審査

庁については裁決書の専決者も併せて教示いただきた

P004 

17 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

い。） 

8 国交省 【該当箇所】 

審査請求に関係する各部署は、可能な限り、それぞれ別

個のものとすることが望まれる。」 

【質問】 

改正後の行政不服審査法第４条本文の「法律に特別の定

めがある場合」に基づく審査請求のうち、いわゆる裁定

的関与の場合には、処分庁と審査庁の関係については、

制度上、透明性・公平性は担保されるものと思料される

が、この場合にも一律に「審査請求に関係する各部署は、

可能な限り、それぞれ別個のものとすることが望まれ

る。」との記載は適用されるのか。また、適用されると

のご見解の場合にはその理屈を明らかにして頂きたい。

【意見】 

上記質問に対する回答おいて、いわゆる裁定的関与の場

合には、「審査請求に関係する各部署は、可能な限り、

それぞれ別個のものとすることが望まれる。」の記載の

適用がないとのご見解を頂けるのであれば、本マニュア

ルにおいてその旨明らかにしていただきたい。 

P004 

17 行目 

9 警察庁 「可能な限り」の前に「その専門性や審理手続の迅速性

が損なわれない範囲内で、」を加えられたい。 

【理由】 

行政不服審査法において、いわゆる「審理官」制度では

なく、審理員制度と行政不服審査会制度を導入した趣旨

は、行政による自己反省機能として、自らの専門性を生

かして、審理員が、処分の適法性だけではなく裁量の妥

当性についても迅速に審理を行い、行政不服審査会が第

三者機関として公正性をチェックすることであると考

えられる。審理員については、行政不服審査法第９条第

２項に除斥事由が定められており、これにより審理の公

正性が担保されているが、当該除斥事由の範囲は、審理

の公正性とともに、上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速

性が損なわれないようにという要請も反映して定めら

れていると考えられる。しかしながら、マニュアル案に

おいては、多くの要請のバランスを取ろうとした同項の

P004 

18 行目、

28 行目、

35 行目 

-38- 

府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

規定にかかわらず、審理・裁決の客観性を過度に重視し

た記載がなされており、当該マニュアル案に従った対応

をとった場合には、審理手続が知識に乏しい職員により

行われ、かつ、過度に長期間にわたることとなるなど、

専門性・迅速性の要請が損なわれ、かえって国民の権利

利益の救済に結びつかない可能性が大きいと考えざる

を得ない。したがって、審理・裁決の公正性に加えて、

専門性・迅速性の要請をも反映した行政不服審査法の運

用が行われることとなるよう、上記の修正を加えられた

い。また、当然のことではあるが、官房・総務系統の部

局が審査庁としての事務を担当するためには、当該部局

が当該事務を所掌している必要があることから、上記の

修正を加えられたい。 

10 国交省 【該当箇所】 

「審理員を審査庁とは別の主体として位置付けている

行審法の趣旨を踏まえ、裁決の判断に関与することとな

る担当課室の職員を審理員として指名することは避け

ることが望ましいこと。」 

【質問】 

①ここで言う「行審法の趣旨」を明らかにしていただき

たい。②「行審法の趣旨」に照らし、いわゆる裁定的関

与の場合（処分庁と審査庁とは制度上、明らかに分離さ

れている場合）においても、裁決の判断に関与すること

となる担当課室の職員（処分庁と制度的に分離されてい

る）と審理員とを分離する必要があるのかご教示頂きた

い。仮に、分離する必要があるとのご見解の場合には、

その理屈についても明らかにして頂きたい。【意見】上

記質問に対する回答おいて、いわゆる裁定的関与の場合

には、「裁決の判断に関与することとなる担当課室の職

員を審理員として指名することは避けることが望まし

い」の記載の適用がないとのご見解を頂けるのであれ

ば、本マニュアルにおいてその旨明らかにしていただき

たい。 

P004 

29 行目 

11 国交省 【該当箇所】審査請求が出先機関の処分又はその不作為

を対象とする場合には、本庁において当該行政分野につ

P004 

38 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

いて当該出先機関を監督する立場にある課室について

も、処分担当課室に準ずるものと考えられる。」【質問】

「処分担当課室に準ずる」とは、監督する立場にある本

庁の課室も審査庁となるべきではないこということを

意味しているか、ご教示いただきたい。 

12 厚労省 審査庁として行う事務について、審査庁は「審査請求が

出先機関の処分又はその不作為を対象とする場合には、

本庁において当該行政分野について当該出先機関を監

督する立場にある課室についても、処分担当課室に準ず

るものと考えられる。このため、例えば、官房・総務系

統の部局に審査庁としての事務を担当させるといった

対応が考えられる。」とあるが、裁決においては当該行

政分野に関する専門的な知識・知見が必要かと考えら

れ、また、審理員についても官房系統部局に担当させる

ことが求められていることを踏まえると、当該記載は削

除する等再考されたい。 

【理由】 

裁決においては当該行政分野に関する専門的な知識・知

見が必要かと考えられ、また、審理員についても官房系

統部局に担当させることが求められていることを踏ま

え。 

P004 

38 行目 

13 厚労省 修文：「以下同じ。）」の後ろに「第２編第２章「３ 審

理員に指名する職員の範囲等」（Ｐ２６ページ参照）を

追加。 

【理由】 

該当箇所における「処分担当課室」も法の趣旨に照らせ

ば上記修文箇所と同様の考え方と思われることから追

記が必要と思われます。 

P004 

8 行目 

14 財務省  「審理員」の除斥対象については、改正行政不服審査

法（以下「法」という。）第 9 条第 2 項第 1 号で「審査

請求に係る処分・・・に関与し、若しくは関与すること

となる者」などと規定されており、裁決に関与する者が

除斥対象として規定されていない以上、当該マニュアル

（案）の P4 下から 11 行目「裁決の判断に関与するこ

ととなる担当課室の職員を審理員として指名すること

P004 

下から 11

行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

は避ける」という記載は、解釈論としては理解できるが、

原則として法定事項のようにマニュアルに記載するこ

とは不適切であることから、削除していただきたい。 

15 財務省  「処分庁」については、法第 4条第 1号で「処分をし

た行政庁（以下「処分庁」という。））」と規定されてい

るだけなので、当該マニュアル（案）のＰ4 下から 2

行目以降「当該出先機関を監督する立場にある課室につ

いても、処分担当課室に準ずる」という記載は、解釈論

としては理解できるが、原則として法定事項のようにマ

ニュアルに記載することは不適切であることから、削除

していただきたい。これに伴い、当該マニュアル（案）

のＰ5 1 行目「例えば、官房・総務系統の部局に審査

庁としての事務を担当させる」は、「例えば、官房・総

務系統の部局や部局内の総務系統の課室などに審査庁

としての事務を担当させる」に変更していただきたい。 

P004 

下から 2

行目 

P5 

1 行目 

16 財務省 「処分担当課室を裁決担当課室とすることは、裁決の公

正性について疑念を招くおそれが特に大きいことから、

真にやむを得ない場合に限られるべき」という部分を削

除願いたい。・行政機関内部での自己反省機能を高め、

審理を客観的に行う趣旨から、審査庁の職員の中から処

分に関与していない者を審理員に指名している。各行政

機関は専門的かつ多岐にわたる業務を行っており、同じ

組織の中でも他の課室の業務に係る審理事務を行うの

は困難である。審理員の選任も難しいところ、裁決まで

も処分担当課室以外の課室が担当するのは、どの行政機

関も、人員確保が極めて難しいと思料する。・処分を担

当した課室が、審理員意見及び審査会の答申を基に自ら

の処分の妥当性を見直し裁決を行うことは、自己反省機

能という行審法の趣旨に合致している。・記載事項は理

想的ではあるが、１件の審理に専門外の複数事務系統の

職員を従事させることは、事務負担が大きく効率面でも

問題が生じ、簡易迅速な審理手続が望めない。 

P005 

(ｲ)①4 行

目 

17 警察庁 「必要 小限」及び「真にやむを得ない場合」の前に「そ

の専門性や審理手続の迅速性が損なわれることになる

のでない限り、」を加えられたい。【理由】行政不服審査

P005 

13 行目、

15 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

法において、いわゆる「審理官」制度ではなく、審理員

制度と行政不服審査会制度を導入した趣旨は、行政によ

る自己反省機能として、自らの専門性を生かして、審理

員が、処分の適法性だけではなく裁量の妥当性について

も迅速に審理を行い、行政不服審査会が第三者機関とし

て公正性をチェックすることであると考えられる。審理

員については、行政不服審査法第９条第２項に除斥事由

が定められており、これにより審理の公正性が担保され

ているが、当該除斥事由の範囲は、審理の公正性ととも

に、上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれな

いようにという要請も反映して定められていると考え

られる。しかしながら、マニュアル案においては、多く

の要請のバランスを取ろうとした同項の規定にかかわ

らず、審理・裁決の客観性を過度に重視した記載がなさ

れており、当該マニュアル案に従った対応をとった場合

には、審理手続が知識に乏しい職員により行われ、かつ、

過度に長期間にわたることとなるなど、専門性・迅速性

の要請が損なわれ、かえって国民の権利利益の救済に結

びつかない可能性が大きいと考えざるを得ない。したが

って、審理・裁決の公正性に加えて、専門性・迅速性の

要請をも反映した行政不服審査法の運用が行われるこ

ととなるよう、上記の修正を加えられたい。また、当然

のことではあるが、官房・総務系統の部局が審査庁とし

ての事務を担当するためには、当該部局が当該事務を所

掌している必要があることから、上記の修正を加えられ

たい。 

18 警察庁 「可能な限り」、「通常の業務遂行」及び「処分関係者」

の前に「その専門性や審理手続の迅速性が損なわれない

範囲内で、」を加えられたい。 

【理由】 

行政不服審査法において、いわゆる「審理官」制度では

なく、審理員制度と行政不服審査会制度を導入した趣旨

は、行政による自己反省機能として、自らの専門性を生

かして、審理員が、処分の適法性だけではなく裁量の妥

当性についても迅速に審理を行い、行政不服審査会が第

P005 

18 行目、

27 行目、

30 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

三者機関として公正性をチェックすることであると考

えられる。審理員については、行政不服審査法第９条第

２項に除斥事由が定められており、これにより審理の公

正性が担保されているが、当該除斥事由の範囲は、審理

の公正性とともに、上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速

性が損なわれないようにという要請も反映して定めら

れていると考えられる。しかしながら、マニュアル案に

おいては、多くの要請のバランスを取ろうとした同項の

規定にかかわらず、審理・裁決の客観性を過度に重視し

た記載がなされており、当該マニュアル案に従った対応

をとった場合には、審理手続が知識に乏しい職員により

行われ、かつ、過度に長期間にわたることとなるなど、

専門性・迅速性の要請が損なわれ、かえって国民の権利

利益の救済に結びつかない可能性が大きいと考えざる

を得ない。したがって、審理・裁決の公正性に加えて、

専門性・迅速性の要請をも反映した行政不服審査法の運

用が行われることとなるよう、上記の修正を加えられた

い。また、当然のことではあるが、官房・総務系統の部

局が審査庁としての事務を担当するためには、当該部局

が当該事務を所掌している必要があることから、上記の

修正を加えられたい。 

19 国交省 【該当箇所】 

「例えば、官房・総務系統の部局に審査庁としての事務

を担当させるといった対応が考えられる。」 

【質問】 

①貴省においては、貴省が所管する如何なる行政分野に

ついても、審査庁はすべからく官房・総務系統の部局が

事務を担当することを予定しているということで相違

ないか、ご教示頂きたい。 

②官房・総務系統の部局に審査庁としての事務を担当さ

せることになる場合、現行の組織・定員では対応が困難

であるため、全省的な組織・定員要求が必要になるもの

と思料されるが、その際には総務省からの統一的な支援

があるものと解してよろしいか、ご教示頂きたい。 

【意見】 

P005 

1 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

上記質問に対する貴省からの回答によっては、修文意見

を提出させて頂く可能性があるため、検討会における決

定前に再度の照会を頂きたい。 

20 警察庁 「官房・総務系統の部局」を「その専門性や審理手続の

迅速性が損なわれることになるのでない限り、官房・総

務の部局（審査庁として行う事務が当該部局の所掌事務

に含まれる場合に限る。）」に修正されたい。【理由】行

政不服審査法において、いわゆる「審理官」制度ではな

く、審理員制度と行政不服審査会制度を導入した趣旨

は、行政による自己反省機能として、自らの専門性を生

かして、審理員が、処分の適法性だけではなく裁量の妥

当性についても迅速に審理を行い、行政不服審査会が第

三者機関として公正性をチェックすることであると考

えられる。審理員については、行政不服審査法第９条第

２項に除斥事由が定められており、これにより審理の公

正性が担保されているが、当該除斥事由の範囲は、審理

の公正性とともに、上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速

性が損なわれないようにという要請も反映して定めら

れていると考えられる。しかしながら、マニュアル案に

おいては、多くの要請のバランスを取ろうとした同項の

規定にかかわらず、審理・裁決の客観性を過度に重視し

た記載がなされており、当該マニュアル案に従った対応

をとった場合には、審理手続が知識に乏しい職員により

行われ、かつ、過度に長期間にわたることとなるなど、

専門性・迅速性の要請が損なわれ、かえって国民の権利

利益の救済に結びつかない可能性が大きいと考えざる

を得ない。したがって、審理・裁決の公正性に加えて、

専門性・迅速性の要請をも反映した行政不服審査法の運

用が行われることとなるよう、上記の修正を加えられた

い。また、当然のことではあるが、官房・総務系統の部

局が審査庁としての事務を担当するためには、当該部局

が当該事務を所掌している必要があることから、上記の

修正を加えられたい。 

P005 

１行目 

21 国交省 【該当箇所】 

「審理員が審査庁として行う裁決の判断に係る事務に

P005 

20 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

関与することは、上記ア②の観点を踏まえ、審理員とし

て行った審理手続の公正性に疑念を招くおそれがある

ことから、可能な限り避ける必要がある。」 

【質問】 

改正後の行政不服審査法の制度上、審理員は裁決の判断

に十分な影響を与えるものと思料されるが、ここでいう

「審理員が審査庁として行う裁決の判断に係る事務に

関与すること」とは具体的どのようなことを想定してい

るか、ご教示いただきたい。 

22 国交省 【該当箇所】 

「通常の業務遂行に当たって処分担当課室の指揮監督

や指導を受ける立場にある職員については、審理員の指

名を避けるなど、審理員と処分担当課室との分離に留意

する必要がある。」 

【質問】 

「処分担当課室の指揮監督や指導を受ける立場にある

職員」については、処分庁である出先機関を監督する立

場にある本庁の課室の職員は該当しないものと解して

よろしいか。 

P005 

27 行目 

23 警察庁 「避け難い」を「適当と判断される」に修正されたい。 

【理由】 

行政不服審査法において、いわゆる「審理官」制度では

なく、審理員制度と行政不服審査会制度を導入した趣旨

は、行政による自己反省機能として、自らの専門性を生

かして、審理員が、処分の適法性だけではなく裁量の妥

当性についても迅速に審理を行い、行政不服審査会が第

三者機関として公正性をチェックすることであると考

えられる。審理員については、行政不服審査法第９条第

２項に除斥事由が定められており、これにより審理の公

正性が担保されているが、当該除斥事由の範囲は、審理

の公正性とともに、上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速

性が損なわれないようにという要請も反映して定めら

れていると考えられる。しかしながら、マニュアル案に

おいては、多くの要請のバランスを取ろうとした同項の

規定にかかわらず、審理・裁決の客観性を過度に重視し

P005 

6 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

た記載がなされており、当該マニュアル案に従った対応

をとった場合には、審理手続が知識に乏しい職員により

行われ、かつ、過度に長期間にわたることとなるなど、

専門性・迅速性の要請が損なわれ、かえって国民の権利

利益の救済に結びつかない可能性が大きいと考えざる

を得ない。したがって、審理・裁決の公正性に加えて、

専門性・迅速性の要請をも反映した行政不服審査法の運

用が行われることとなるよう、上記の修正を加えられた

い。また、当然のことではあるが、官房・総務系統の部

局が審査庁としての事務を担当するためには、当該部局

が当該事務を所掌している必要があることから、上記の

修正を加えられたい。 

24 財務省 「また、裁決を行う権限と区別して・・・」の部分は、

裁決担当（審査庁事務）に関する留意事項であり、「審

理員が行う事務」の中に記載するのは違和感があるため

削除が相当と思料する。 

P005 

ウ 6～9行

目 

25 厚労省 ○「審査庁受付担当者」と「形式審査担当職員」につい

て 

 審査請求書の受付事務等を行う「審査庁受付担当者」

と審査請求書の書面審理等を行う「形式審査担当職員」

が区別されていますが、当該業務は一連のものであると

考えられること、審査請求書の記載内容によっては改正

法第２３条の「補正」行うこととなるため、両者を同一

とすることも可とする記述にしていただきたい。 

P007 

11 行目、

P010 、

P016 

26 厚労省 ○審査請求書等の押印、署名について 審査請求書等へ

の押印、署名について、旧法（現行）は第１５条第２項

に「押印」の規定がありますが、改正法は第１９条から

「押印」の規定が削除されています（口頭については改

正法第２０条に「押印」の規定があります。）。審査請求

書、取下げ書の取扱いにおいて、押印、署名が必要（取

下げは、望ましい）とされていますが、真正性の確保と

いうことであれば、改正法との関係を明確にしたうえ

で、左記に係る押印、署名について一貫性のある記述に

していただきたい。 

P007 

24 行目、

P008 

9 行目、 

15 行目、

20 行目、

P010 

8 行目、

P23 

7 行目 

27 厚労省 ＦＡＸにより審査請求書が送付された場合、及び電子メ P008 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

ール等により審査請求がされた場合の取扱いについて、

行審法第 19 条第１項に基づく審査請求書の提出があっ

たものとして、受付処理をしてよいものか否かを、明確

に記載する。 

【理由】 

ＦＡＸ又は電子メールが送られた日を「審査請求書が審

査庁の事務所に到達した日」として取り扱うべきか否か

は、当該審査請求の適法性の判断に影響する重要な事項

であることが考えられるため。 

「 (4) そ

ん他の方

法による

審査請求

の処理」 

28 財務省 「不適法な審査請求として却下されることになる旨を

伝えるとともに」と記載されているが、苦情等意図不明

の請求について、行審法 45 条の却下裁決を行うという

意味か。 

苦情については、行審法２条及び３条に規定する「審査

請求」に該当しないことから、却下裁決は不要と考える。

また、現行の 40 条の解説からも苦情等が「不適法であ

るとき」に該当するとは読み取れないため、この部分は

削除相当と思料する。 

P008 

下から 5

行目 

29 外務省 【審査請求の受付方法について】審査請求は審査庁に対

して行うことが原則であるが，処分庁等を経由して審査

庁となるべき行政庁に提出することも可能とある。旅券

の発給に係る処分については，国内のみならず我が方在

外公館においても行っているものであるところ，当該処

分庁として在外公館が当該審査請求を受け付けること

が可能であるのかご教示願います。 

P009 

30 外務省 また，在外公館で審査請求の受付が可能な場合には，「処

分庁等または当該行政庁に到達した日，又は審査請求人

から当該処分庁等に陳述がされた日に審査請求がされ

たものとする」とあり，審査庁において受付年月日を記

録することが求められていますが，日本と時差がある在

外公館（処分庁）で審査請求書を受け取った場合，審査

請求期間の計算はどう考えるべきか（本邦，海外どちら

かに標準を定めるべきか）お示しください。 

P009 

31 厚労省 通常本人の申請であることを証する場合、「署名又は記

名押印」とするかと思われるため、押印を必須とする場

P010 

7 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

合省令への明示が必要と思われます。 

32 法務省 法１９条に基づく政令の内容が判然としないものの，一

般に刑事施設に収容されている被収容者は，審査請求書

の提出に当たって「押印」することは困難な場合があり，

現状では「指印」をもって足りることとして運用されて

いると承知しているが，本件趣旨を盛り込んでいただき

たい。 

P010 

8 行目 

33 厚労省 拘禁及び収監等で自宅あて郵便物が確認できない場合

を「処分があったことを知った日」を当該状態が解消さ

れた時点と整理すべきか繁忙等と整理すべきかご記載

いただきたいと思います。 

P013 

4 行目、

P014 

9 行目 

34 会計検査

院 

特定記録郵便により送付し、到達を確認したといった具

体例を示されたらいかがか。 

P013 

9 行目 

35 外務省 【P10の「表○ 処分についての審査請求書の記載事項」

について】 

 本文中にある，「上記（１）ア（イ）④」や「上記（１）

ア（ア）⑤」について，赤字の括弧の記号が表中から欠

落している。 

P014 

36 財務省 正当な理由について、審査請求人の業務の繁忙、病気、

出張などの事情は該当しないとあるが、病気の場合で、

高齢者１人で事業を営んでいて他に身寄りもなく手術

等で入院しているような場合についても正当な理由は

認められないのか。 

P014 

10 行目 

37 会計検査

院 

「正当な理由」について、判例に言及するとともに、実

務上の事例を複数示されてはいかがか。 

P014 

7 行目 

38 厚労省 ○「補正」にかかる「押印」について 

現行の事務処理の実態で、郵送での審査請求書の受付が

多いことや、形式的な修正や追記等の補正が多いことか

ら、受付担当職員が請求者に電話等で確認した内容を記

載し補正とすることがありますが、その場合は訂正印の

押印は求めていません。 

補正のすべてに訂正印を必要としない記述にしていた

だきたい。 

なお、１の審査請求書に押印が必要かも関わるのではな

P016 

21 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

いでしょうか。 

39 防衛省  「却下することがすることができる」との記載がある

が「することが」が２回繰り替えされているため、いず

れかを削除すべき。 

P016 

15～16 行

目 

40 厚労省 ○補正期間について（案）の他の箇所の事務取扱では目

安となる期間を記載されておりますので、補正期間につ

いても目安となる期間を記載していただきたい 

P017 

下から 3

行目 

41 外務省 【執行停止について】 

処分の執行停止については，「事案によっては、裁決で

処分の取消しや変更がなされても、もはや原状回復が困

難となるなど、本来の審査請求の目的を達することがで

きない場合も生じ得るため，審査請求人の権利利益を保

護するための暫定的な措置として、審査庁は、必要と認

めるときは、処分の執行の停止等の措置をとることがで

きる。」とありますが，旅券の返納命令を行うような場

合には，処分日と執行日との間がさほど期間を設けてい

ない場合があり，加えて，返納後，効力を失うべきこと

を適当と認めたときに当該旅券を失効処理することに

なります。 このようなケース（処分の執行とほぼ同じ

タイミングで原状回復が困難となるような場合）につい

ては，執行停止措置を適用することができないこととな

りますが，行政不服審査法上，問題となることはないの

でしょうか。 

P018 

42 財務省 国家公務員共済組合法第 45 条の規定は、「被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律」及び「国家公務員の退職給付の給付水準

の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を

改正する法律」の２法により改正され、「遺族」という

文言が規定されていない。また、同条の内容は厚生年金

との間で制度的な差異が生じているため、上記の改正に

より厚生年金に揃えることで当該差異を解消すること

となっている。なお、上記改正において同条が第 44 条

に条ズレされている。よって、当該マニュアルに記載の

「国家公務員共済組合法第 45 条の規定により遺族が承

継する、」の箇所を削除していただきたい。 

P021 

11 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

43 防衛省  審査請求人の家族等にも連絡が取れないような場合、

連絡を取ろうとしたが取れなかった経緯についての記

録を作成し、「取下げがあった場合に準じた対応」を取

らざるを得ないと思われるため、その旨もマニュアルに

追記していただきたい。あるいは、地位の承継が可能な

審査請求事件について、上記のような事態に陥った場合

の審理の打ち切りの規定が、政令等で必要なのではない

かと思われる。 

P021 

下行～

P22、2 行

目 

44 法務省 取下げ書が処分庁に送付された場合の措置・効果につい

て記載されたい。 

【理由】 

（審査庁から請求人への審理員の通知の前に処分庁に

対し取下げ書が送付されることなども想定されるため，

処分庁の手続として，取下げ書を審査庁に送付するの

か，提出者に返送するのか等について記載を要するもの

と思料。） 

P023 

45 外務省 【審査請求の取下げについて】  

審査請求については，処分庁を通じて行うことも出来る

となっていますが，取下げ書面を提出する場合の提出先

について言及がなされていないため，ご教示願います。

P023 

46 会計検査

院 

情報公開・個人情報保護審査会に諮問した後に、審査請

求を取り下げる旨の書面の提出を受けた場合における

処理を明示されてはいかがか。 

P023 

16 行目 

47 厚労省 事件ごとに審理員を指名するのではなく、事件の性質ご

とに事前に審理員を設定しておき、それに沿って審理の

分担を行わせることは可能か。 

P025 

48 国交省 【該当箇所】「審理員に指名した事実を明確にする観点

から、書面を交付することにより行うことが望ましい」

「実務上の取扱いとして、書面の交付は行わず、口頭や

電子メール等により行うことも可能である。」【質問】こ

れらの記述によれば、審理員の指名については決裁行為

は要しないものと解してよろしいか。 

P025 

11 行目、

16 行目 

49 国交省 【該当箇所】 

「１名の審理員に処理させることが適当でないと認め

られる場合には、複数の審理員を指名することも可能」

P025 

9 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

【質問】 

１名の審理員に処理させることが適当でないないとは

具体的にどのような場合を想定しているか、ご教示いた

だきたい。 

50 国交省 【該当箇所】 

「迅速かつ適切に審理を進める観点からは、審理員が審

査請求の対象となった処分等に係る行政分野について、

専門的な知識・経験を有していることが望ましい面もあ

り、処分担当部署に在籍経験がある者全てが一律に排除

されるものではないが、上記の観点を踏まえ、適切に判

断する必要がある」 

【質問】 

一般に、専門的な知識・経験を有する者は、処分担当部

署（処分等に係る出先機関の指導監督する部署を含む）

であるが、「適切に判断」してどのように判断された場

合には、審理員として指名されることが許容されるの

か、具体的にご教示いただきたい。 

P026 

38 行目 

51 防衛省 審理員は、①処分担当課室の属する部署の総務・総括等

事務担当課の職員や、②出先機関の処分については当該

機関を指導監督する立場にある本省庁の職員も避ける

ことが望ましいとあるが、①についてはまだしも、②に

ついては当該処分の現行の審査基準等について知見等

が乏しいものしか審理員に指名できないこととなる。 

例えば、地方支分部局において処分等を行ったものの、

その処分等の根拠たる審査基準ないし処分基準を策定

した部局は本省庁であるような場合、このマニュアルに

従うと（審査基準等について知見等を有している）本省

庁の職員まで排除されることとなるが、行審法において

上級行政庁たる審査庁は、審理員意見書等を踏まえて

（実務上は意見書のとおり裁決することとなると思料）

処分の変更等まで可能な点を鑑みれば、②の制約は除外

すべきではないか。 

P026 

下から 7

～4行目 

52 防衛省 審理員は、①処分担当課室の属する部署の総務・総括等

事務担当課の職員や、②出先機関の処分については当該

機関を指導監督する立場にある本省庁の職員も避ける

P026 

下から 7

～4行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

ことが望ましいとあるが、①についてはまだしも、②に

ついては当該処分の現行の審査基準等について知見等

が乏しいものしか審理員に指名できないこととなる。 

例えば、地方支分部局において処分等を行ったものの、

その処分等の根拠たる審査基準ないし処分基準を策定

した部局は本省庁であるような場合、このマニュアルに

従うと（審査基準等について知見等を有している）本省

庁の職員まで排除されることとなるが、行審法において

上級行政庁たる審査庁は、審理員意見書等を踏まえて

（実務上は意見書のとおり裁決することとなると思料）

処分の変更等まで可能な点を鑑みれば、②の制約は除外

すべきではないか。 

53 総務省 、「適当でないものと考えられる。」の下に、「なお、組

織の規模等によりやむを得ない場合には、除斥理由に該

当しない者（当該処分に関わりのない者）を審理員とす

ることで、審理の公正性が損なわれないようにすること

が望まれる。」と入れていただきたい。 

【理由】 

組織の規模が小さい場合、処分庁と審査庁が同一（同課

室）となり、かつ、同課室内の当該処分に関わらない者

が審理員となる場合が考えられるため。 

P026 

下から 8

行目 

54 国交省 【該当箇所】「処分関係者等と裁決担当課署との分離が

されている必要」【質問】「処分関係者等」の具体的な範

囲をご教示頂きたい。 

P027 

11 行目 

55 警察庁 「必要もある」を「ことが臨まれる」に修正されたい。

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

P027 

11 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

いので、上記の修正をされたい。 

56 国交省 【該当箇所】 

「典型的には、処分担当部署との分離が比較的容易であ

ると考えられる官房・総務部門の職員を審理員に指名す

ることが想定される。」 

【質問】 

①「官房・総務部門の職員を審理員に指名することが想

定される」とあるが、その理由は「処分担当部署」との

分離が比較的容易であることのみを理由としていると

いうことか。 

②審理員を官房・総務部門の職員とした場合、Ｐ５・１

行目の「例えば、官房・総務系統の部局に審査庁として

の事務を担当させるといった対応が考えられる。」の記

載を踏まえると、審査庁と審理員の事務を遂行する者が

属する課室が重複するものと思料されるが、これは例え

ばＰ２７・４行目の記載と矛盾するのではないか。 

③審査庁に加えて、審理員の事務を官房・総務部門の職

員とする場合、専門性を有しない職員が当該事務処理を

行うことになり、現行の組織・定員では対応が極めて困

難であるため、全省的な組織・定員要求が必要になるも

P027 

20 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

のと思料されるが、その際には総務省からの統一的な支

援があるものと解してよろしいか。 

【意見】 

上記質問に対する貴省からの回答によっては、修文意見

を提出させて頂く可能性があるため、検討会における決

定前に再度の照会を頂きたい。 

57 警察庁 「処分担当部署」の前に「その専門性や審理手続の迅速

性が損なわれることになるのでない限り、」を加えられ

たい。【理由】１の理由の第１段落(行政不服審査法にお

いて、いわゆる「審理官」制度ではなく、審理員制度と

行政不服審査会制度を導入した趣旨は、行政による自己

反省機能として、自らの専門性を生かして、審理員が、

処分の適法性だけではなく裁量の妥当性についても迅

速に審理を行い、行政不服審査会が第三者機関として公

正性をチェックすることであると考えられる。審理員に

ついては、行政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定

められており、これにより審理の公正性が担保されてい

るが、当該除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、

上記制度趣旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないよ

うにという要請も反映して定められていると考えられ

る。しかしながら、マニュアル案においては、多くの要

請のバランスを取ろうとした同項の規定にかかわらず、

審理・裁決の客観性を過度に重視した記載がなされてお

り、当該マニュアル案に従った対応をとった場合には、

審理手続が知識に乏しい職員により行われ、かつ、過度

に長期間にわたることとなるなど、専門性・迅速性の要

請が損なわれ、かえって国民の権利利益の救済に結びつ

かない可能性が大きいと考えざるを得ない。したがっ

て、審理・裁決の公正性に加えて、専門性・迅速性の要

請をも反映した行政不服審査法の運用が行われること

となるよう、上記の修正を加えられたい。)に同じ。ま

た、法律上規制のない事項について「許されない」とす

るのは妥当ではないので、上記の修正をされたい。 

P027 

20 行目 

58 警察庁 「処分関係者」の前に「その専門性や審理手続の迅速性

が損なわれることになるのでない限り、」を加えられた

P027 

4 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

い。 

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

いので、上記の修正をされたい。 

59 国交省 【該当箇所】 

「行政不服審査会等への諮問や裁決書の作成・起案等の

審査庁としての事務は、処分関係者でも審理員でもない

者によって処理されることが望まれる。」 

【質問】 

①いわゆる裁定的関与の場合、処分庁と審査庁の関係に

ついては、制度上、透明性・公平性は担保されるものと

思料されるが、この場合にも一律に「行政不服審査会等

P027 

4 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

への諮問や裁決書の作成・起案等の審査庁としての事務

は、処分関係者でも審理員でもない者によって処理され

ることが望まれる。」との記載は適用されるのか、また、

適用されるとのご見解の場合にはその理屈を明らかに

して頂きたい。 

②いわゆる裁定的関与の場合、制度上、処分庁と審査庁

は分離されることになるため、裁決書の作成を行う担当

課室の職員の透明性・公平性は十分に確保されるものと

思料されるが、この場合にも、裁決書の作成を行う担当

課室の職員と審理員を分離する必要性はあるのか、ま

た、その必要性があるとのご見解の場合にはその理屈を

明らかにして頂きたい。 

【意見】 

上記質問に対する回答おいて、いわゆる裁定的関与の場

合には、「行政不服審査会等への諮問や裁決書の作成・

起案等の審査庁としての事務は、処分関係者でも審理員

でもない者によって処理されることが望まれる。」の記

載の適用がないとのご見解を頂けるのであれば、本マニ

ュアルにおいてその旨明らかにしていただきたい。 

60 国交省 【該当箇所】「行政不服審査会等への諮問や裁決書の作

成・起案等の審査庁としての事務は、処分関係者でも審

理員でもない者によって処理されることが望まれる。」

【質問】貴省において、審査庁としての事務を遂行する

者と、審理員と、処分関係者の各々について、如何なる

課室に属する者が該当するか、具体的に担当する課室を

ご教示いただきたい。（処分担当課室が当該処分の根拠

法所管部局の長である場合、審査庁としての事務を遂行

する者と、審理員は如何なる課室に属する者を予定して

いるか。） 

P027 

4 行目 

61 警察庁 「避けがたい」を「適当と判断される」に修正されたい。

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

P027 

6 行目 

-56- 

府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

いので、上記の修正をされたい。 

62 警察庁 「適当でない」の前に「その専門性や審理手続の迅速性

が損なわれることになるのでない限り、」を加えられた

い。 

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

P028 

33 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

いので、上記の修正をされたい。 

63 防衛省 審理員と処分担当課室等との関係について、「 近まで

処分担当課室の業務を担当していた職員等を審理員に

指名することは・・・（中略）・・・適当ではない」とあ

るが、「 近まで」とは、①「当該課室を直近の前職と

して担当していて、かつ現職についてまもないもの」を

さすのか、②「当該課室を直近の前職として担当してい

たもの」をさすのか、あるいは③直近の前職のみならず

それよりも前の前職も含まれるのかを明記すべき。ま

た、①③については、「 近まで」が示す程度（①は「ま

もない」の範囲、③は年数等）を示せないか。 

P028 

下から 7

～5行目 

64 防衛省 審理員と処分担当課室等との関係について、「 近まで

処分担当課室の業務を担当していた職員等を審理員に

指名することは・・・（中略）・・・適当ではない」とあ

るが、「 近まで」とは、①「当該課室を直近の前職と

して担当していて、かつ現職についてまもないもの」を

さすのか、②「当該課室を直近の前職として担当してい

たもの」をさすのか、あるいは③直近の前職のみならず

それよりも前の前職も含まれるのかを明記すべき。ま

た、①③については、「 近まで」が示す程度（①は「ま

もない」の範囲、③は年数等）を示せないか。 

P028 

下から 7

～5行目 

-58- 

府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

65 総務省 「一般的には」と入っていることで、「一般的ではない」

処分庁の課室から審理員が指名されることと解釈して

よいか？解釈が困難であれば、「一般的には」の前に、

「組織の規模にもよるが」と入れていただきたい。 

【理由】 

組織の規模が小さい場合、処分庁と審査庁が同一（同課

室）となり、かつ、同課室内の当該処分に関わらない者

が審理員となる場合が考えられるため。 

P028 

下から 6

行目 

66 警察庁 「審理員」の前に「その専門性や審理手続の迅速性が損

なわれることになるのでない限り、」を加えられたい。 

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

P029 

3 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

いので、上記の修正をされたい。 

67 財務省 4 審理員を補助する者について 

審理員については職員のランク等の記載がある（P27）

が、審理員を補助する者についても職員のランク（係長

もしくは係員等）の制限はあるのか。 

P030 

１行目 

68 財務省  審理員の権限、判断が及ばない形で審理事務が行われ

ることは不可という主旨と理解するが、そうであれば、

審理員補助者が、審理員の判断及び指示に従って作業を

行う限り、如何なる業務であっても補助者の関与は可能

であり、審理員補助者が関与できる業務を限定する合理

性は無い。 

そこで、以下のとおり変更・削除していただきたい。 

○ P30 1 行目第 2章 4（1）のタイトルの変更 

第 2章 4（1）のタイトル 

「審理員補助者が行うことが可能である業務」は、「可

能である業務」の指定は合理性に欠くため不適切であ

り、例えば、「審理員補助者の役割」といったタイトル

に変更していただきたい。 

○P30 8 行目から 16 行目 第 2章 4（1）の本文の削除

 第 2章 4（1）の本文 

「そのため、審理員補助者が行うことができる業務は、

例えば･･･」以降「⑥ 審理手続の記録（調書等）等の

原案の作成」までは、不適切な内容であり、削除してい

ただきたい。 

P030 

1 行目、 

8 行目か

ら16行目

69 厚労省 審理員補助者について、「審理員の指名を避けるべき者

の考え方に照らして判断する必要がある」とされてお

り、P.26 において審理員として指名することを避ける

ことが望ましい者として「出先機関の処分等に関する審

査請求の場合に当該処分等に係る事務処理について当

該機関を指導監督する立場にある本省庁の職員」が含ま

れているが、こうした者が審理員補助者に含まれていな

ければ審理に必要な処分庁等との連絡調整が困難にな

ることが想定されるため、当該記載は削除する等再考さ

れたい。【理由】当該機関を指導監督する立場にある本

省庁の職員が審理員補助者に含まれていなければ審理

P030 

20 行目 

-60- 

府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

に必要な処分庁等との連絡調整が困難になることが想

定されるため。 

70 厚労省 修文：「許されない」の後ろに「。」 

【理由】 

誤植と思われます。 

P030 

6 行目 

71 警察庁 「許されない」を「適当ではない」に修正されたい。 

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

いので、上記の修正をされたい。 

P030 

7 行目 

72 警察庁 「招くことのないよう」の次に「、かつ、その専門性や

審理手続の迅速性が損なわれないよう」を加えられた

い。 

P032 

12 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

【理由】 

１の理由の第１段落(行政不服審査法において、いわゆ

る「審理官」制度ではなく、審理員制度と行政不服審査

会制度を導入した趣旨は、行政による自己反省機能とし

て、自らの専門性を生かして、審理員が、処分の適法性

だけではなく裁量の妥当性についても迅速に審理を行

い、行政不服審査会が第三者機関として公正性をチェッ

クすることであると考えられる。審理員については、行

政不服審査法第９条第２項に除斥事由が定められてお

り、これにより審理の公正性が担保されているが、当該

除斥事由の範囲は、審理の公正性とともに、上記制度趣

旨に鑑み、専門性・迅速性が損なわれないようにという

要請も反映して定められていると考えられる。しかしな

がら、マニュアル案においては、多くの要請のバランス

を取ろうとした同項の規定にかかわらず、審理・裁決の

客観性を過度に重視した記載がなされており、当該マニ

ュアル案に従った対応をとった場合には、審理手続が知

識に乏しい職員により行われ、かつ、過度に長期間にわ

たることとなるなど、専門性・迅速性の要請が損なわれ、

かえって国民の権利利益の救済に結びつかない可能性

が大きいと考えざるを得ない。したがって、審理・裁決

の公正性に加えて、専門性・迅速性の要請をも反映した

行政不服審査法の運用が行われることとなるよう、上記

の修正を加えられたい。)に同じ。また、法律上規制の

ない事項について「許されない」とするのは妥当ではな

いので、上記の修正をされたい。 

73 外務省 【審理手続について】上述の受付方法にも通じることで

すが，マニュアルは全て国内で完結されることが前提と

なっていると思われます。審理関係人が海外居住者にな

る可能性も高いと思いますが，特に書類のやりとりや証

拠書類の保存方法について，例えば公電で写しを添付す

ることにより送付した（行政文書として保存した）と見

なせる等，状況に応じた裁量が認められるのかご教示願

います。 

P033( 第

三 章 全

般） 

74 防衛省 「審査請求を適法なものであると判断したことによ P034 

-62- 

府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

り、」とあるが、この記載であると、後続の文章とかみ

合わなくなるため、「審査請求を適法なものであると判

断したものの、」というように記載を修正すべきではな

いか。 

2 行目 

75 財務省 「一般には、２～３週間程度の期間が一つの目安にな

る」との記載があるが、２～３週間というのはどのよう

な根拠に基づくものか。明確な根拠がない場合は削除す

べきと思料する。 

P038 

3(2)4 行

目 

76 総務省 以下の言葉を付記 → こともある  

【理由】 

 「根拠となる法令の条項により、処分要件があきらか

であれば、すべての審査基準の記載を明示することは必

ずしも必要ではないと思われる。（恩給制度においては、

事案により、前例を基準にする等の処理が行われている

ため、大正１２年からの審査基準のすべてを明示するこ

とは困難。） 

P038 

下から１

行目 

77 財務省 記載内容が不十分な弁明書の提出が、当初の弁明書の提

出要求の際に付した提出期限ぎりぎりにあった場合に

弁明書の再提出を求めるときに、再度提出期限を設定す

ることが可能か。 

P040 

10 行目 

78 厚労省 審理員は審理における争点が明らかである等の理由に

より、口頭意見陳述は不要と考えている場合であって

も、審査請求人等から申立てがあれば口頭意見陳述はや

はり行わなければならないのか。また、「全ての審理関

係人を招集」したが、一部審理関係人が欠席した場合も

当該口頭意見陳述は開催できるのか。 

P046 

79 厚労省 口頭意見陳述開催には、審理員自身ではなく審理員補助

員が出席することも可能であるのか。可能であるなら

ば、その旨明示されたい。 

P046 

80 厚労省 「補佐人」の定義につき、「自然科学的・人文科学的な

専門知識による援助」を理由とした類型がありますが、

同類型に法的な見地から弁護士等を補佐人に含めるこ

とが可能かをご記載いただきたいと思います。 

P047 

１行目 

81 国交省 「審査庁に赴くことが困難である場合は、審理関係人の P048 (ｳ) 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

利便性の高い場所を口頭意見陳述の開催場所として指

定し、審理員が当該開催場所に赴く」とあるが、「審査

庁に赴くことが困難である場合」について客観的に判断

することは困難であり、審査請求人等から特段の理由が

無いにもかかわらず審査庁に赴くことが困難であると

して遠隔地において口頭意見陳述を行うことを要求さ

れ、不必要に審査庁等の事務負担が大きくなることにな

りかねない。したがって、「配慮した対応が求められる」

は、「配慮した対応をすることも可能である」に修文さ

れたい。また、利便性にも配慮した対応は、「審査請求

人」のみではなく、「審理関係人」にも可能であるので

はないか。 

82 国交省 （ウ）処分庁等の出席者 

処分庁等の職員のみでは申立人の質問に必ずしも適切

に対応することができないと認められる場合には、処分

庁等の上級行政庁の職員が、処分庁等の職員を補佐して

ともに出席することを認めることもあり得るとされて

いるが、弁護士等の代理者など、行政庁の職員以外の者

が、処分庁等の職員を補佐してともに出席することもあ

り得るのかご教示いただきたい。 

P051 

83 厚労省 Ｐ５２では証拠書類等の受領は拒めないとされていま

すが、審査関係人が閲覧等の対象としないことを条件に

提出することを申し出ている場合、（法には明示されて

いないものの）受領を拒否できるとの理解でよいのでし

ょうか。 

P053 

15 行目 

84 外務省 【交付手数料について】 

審査請求人又は参加人が書面の交付を受けるときの手

数料については，実費の範囲内において政令で定める額

の手数料を納めることになりますが，同人等が海外居住

者の場合の取扱いについてご教示願います。（各国通貨，

レートとの関係あり） 

P063 

85 財務省 「写し等の交付方法については、審理員が適当と認める

方法によることとなり・・・」の箇所について、行政不

服審査法 38 条においては、書面の交付と書面に限定さ

れ記載されているように読めるが他法律の規定（オン化

P063 

下から 4

行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

法のようなもの）がないのに書面以外の方法での交付が

認められるのか。 

仮に国の用意した電子媒体等を無償で渡すということ

になると、「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律（昭

和二十二年十二月二十三日法律第二百二十九号）第 3

条」に抵触することになるのではないかと思料するがそ

の整理を行う必要があるのではないか。 

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律（抜粋） 

〔譲与・譲渡〕 

第三条 物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低

い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める

場合の外、左に掲げる場合に限る。 

一 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を

目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布

するとき 

二 公用に供するため寄附を受けた物品又は工作物の

うち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、

当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となる

ものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定

めたものを、その条件に従い譲渡するとき 

三 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写

真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

を譲渡するとき 

四 予算に定める交際費又は報償費を以て購入した物

品を贈与するとき 

五 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅ

つ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要す

るものに対し譲渡するとき 

六 農林水産物の改良又は増殖を図るため種苗、種卵又

は稚魚を譲渡するとき 

七 家畜の改良若しくは増殖を図るため家畜の無償貸

付を受け、若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜

営農の普及を図るため無償若しくは時価よりも低い対

価で家畜の貸付を受けた者が、主務大臣の定める条件に

従い飼育管理したとき、その者に対し当該家畜を譲渡す
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

るとき 

八 家畜の無償貸付若しくは飼育管理の委託を受けた

者又は有畜営農の普及を図るため無償若しくは時価よ

りも低い対価で家畜の貸付を受けた者に対し、その果実

を譲渡するとき 

86 財務省  （【Ｐ】となっているため、仮にこのままの案で了承

された場合であるが、）現在、審判所では、電子での申

請は受付けできるものの、電子での交付はできないシス

テムとなっている。システムの改修については、費用対

効果の観点から検討する必要があることから、仮に施行

後も引き続き電子での交付はできないこととした場合、

この案に反することで問題視されないか。あるいは、「行

政機関の定めるところにより、～交付を行うことも可

能」とされていることを踏まえれば、電子による交付の

可否は各行政機関ごとに区々でも問題ないと考えてよ

いか。 

P064 

1～3行目

87 財務省 「審理員意見書」については、法第 42条第 1項で、「審

理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁

がすべき裁決に関する意見書を作成しなければならな

い。」と規定されているだけなので、当該マニュアル（案）

のＰ70 17 行目から 18 行目「審理員意見書には、本人

の意思に基づいて作成されたものであることを明らか

にするため、審理員の署名又は押印する」という記載は、

解釈論としては理解できるが、法定事項のようにマニュ

アルに記載することは不適切であることから、削除して

いただきたい。 

P070 

17 行目か

ら18行目

88 財務省 「一般には、審理員意見書の提出後、１週間程度の期間

が一つの目安となる」との記載があるが、１週間程度と

いうのはどのような根拠に基づくものか。明確な根拠が

ない場合は削除すべきと思料する。 

P071 

１ (2) ア

５行目 

89 財務省 法で具体的な処理等期間を定めていないものについて

は、例え目安等であっても、新しい不服審査プロセスの

実施経験が無い段階では、所要日数等の妥当性が判断で

きないことから、記載すべきではないため、以下のよう

な記述は削除が適当。 

P071 

20 行 目

P76 

15 行目 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

【具体例】 

○ P71 20 行目 

「１週間程度の期間」を削除していただきたい。 

○ P76 15 行目「数日程度の期間」を削除していただ

きたい。 

仮に、努力義務として法で規定されている審査請求手続

全体の標準処理期間の設定・公表に止まらず、細部の手

続についても標準処理期間を定めることが有益である

との合意がある場合であっても、一定の実施経験、実例

を踏まえた上で、将来的なマニュアルの改訂等の機会に

盛り込むこととしてはどうか。 

90 財務省 「諮問書又は添付書類において,審査庁としてしようと

する裁決についての考え方、具体的には、裁決の主文と

その理由に相当する内容を明らかにして行う」とある

が、諮問書の様式例の掲載をお願いしたい。 

P071 

23 行目 

91 財務省 審査庁は、審理関係人に対して諮問した旨を通知すると

あるが、通知の様式例の掲載をお願いしたい。 

P071 

39 行目 

92 財務省  「行政不服審査会等が諮問を要しないものと認めたも

のである場合」について、どのタイミングで判断される

のか。 

また、審査請求の殆どを行政不服審査会へ諮問すること

となり、行政不服審査会・諮問庁の双方に専門的で膨大

な事務が発生することとなるが、総務省において、諮問

を要すると考えられる手続きとその件数を把握し、事務

的に問題なく処理できると考えているのか。 

P074 

18 行目 

93 厚労省 「明らかにされていく」とのことですが、類型化される

までは法 43 条 1 項に該当する案件については全て諮問

を要するという解釈でよいのか、あるいは施行時点で省

令等によって一定の類型をお示しいただけるのかをご

記載いただきたいと思います。 

P074 

24 行目 

94 国交省 「数日程度の期間で裁決を行うこと」とあるが、裁決書

の作成にあたっては、「検討を要する事項が少ない場合」

であっても、 終的な結論を下すにあたって審理の内容

を把握する期間及び裁決を行うにあたっての内部手続

に要する期間等が一定程度必要であり、少なくとも「数

P076 

１ 裁決

の時期 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

日程度の期間で裁決を行う」ことは困難である。 

95 財務省  「審理員意見書や不服審査会等の答申書」については、

諮問しないケースもあるため「審理員意見書や」と記載

されているのか。それとも、諮問するしないにかかわら

ず、意見書、答申書とは異なる内容の主文で裁決をする

場合には、主文と異なることとなった理由の記載が必要

であるということか。 

例えば、意見書○、答申書×、裁決×、という裁決の判

断になった場合についても、意見書と異なることとなっ

た理由は必要か。 

P080 

33 行目 

96 財務省 審査庁が審理員意見書や行政不服審査会等の答申書と

異なる内容で主文を裁決する場合には、理由を記載しな

ければならないとある。原則、審査会等の答申書の意見

を採用するものと考えているが、答申書の内容と異なる

主文で裁決する場合とはどのようなケースを想定して

いるのか。 

P080 

33 行目 

97 法務省 審査請求人が問題とする処分等について，作為なのか，

不作為なのかも含め，特定が不適切であり，審査請求の

対象についての判断がされていないとして，争われた訴

訟事案もあったため，裁決書には処分等の内容を明瞭に

記載することが望ましい。なお，審査請求の対象行為と

して構成できる処分又は不作為等が複数考えられる場

合には，「本件審査請求の対象の処分等が仮に●●であ

った場合」など，と予備的な判断を示すことも考えられ

る。 

P080  イ

又はウ 

98 外務省 【行政訴訟について】 

 裁決書の記載内容の不備（手続き上の瑕疵）や証拠書

類の写しの作成（行政訴訟を見据えた対応）については，

基本的に審査庁において適切な対応を取ることが求め

られていますが，ここで書かれている行政訴訟について

は対象物（当該行政処分に係る訴訟なのか若しくは審査

請求に係る訴訟なのか）が明確に書かれていないため，

相互関係等も含め，更なる詳細な説明をお願いいたしま

す。 

P080， 

P083 

99 法務省 「住民票の調査」との文言の削除。 P082 
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記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

【理由】 

審査請求の内容に照らし，住民票の調査を行う必要性が

ある場合は否定しないが，プライバシー保護の観点か

ら，そこまでの調査が相当でない場合も考えられ，公示

送達の前提手続として明示することは不相当と考えら

れる。 

22 行目 

100 防衛省  「再審査庁は、準用後の行審法第２項各号」との記載

があるが、「第２項」の前に「第９条」を追記する必要

があると思われる。 

P098 

12 行目 

101 財務省 「審理員となるべき者の名簿（例）」に関し、処分担当

課室等との職務分離の有無を明記する様式例を示すの

が望ましいと考えます。 

【理由】 

○審理員の指名に関し、除斥事由（行審法 19 条 2 項）

には該当しないものの、「適当でない」、「避けることが

望ましい」、「審理の公正性に対する疑念を招くことのな

いよう留意する必要がある」といった職員の例が第 2章

3（P26～28）で示されていますが、P105 の名簿（例）

では、一般の国民が見た場合、審理員となるべき者が処

分担当課室等から職務上分離されているか否かについ

て判別するのは必ずしも容易ではないと推測されます。 

○確かに、審理員となるべき者の名簿の作成は努力義務

（行審法 17 条）であり、上記意見のような様式例を採

用することが行審法から一義的に導き出されるわけで

はないほか、処分担当課室等との職務分離の有無をどの

ような基準により判定するのかという課題は残ります。

しかし、これらのことを前提としても、審理員となるべ

き者が処分担当課室等から職務上分離されているか否

かについては、審理員の指名手続の実質的な公正性及び

透明性確保の観点から、国民にとって重要な情報である

と思われます。 

○具体的には、たとえば、様式の欄外に処分担当課室等

との職務分離がある場合を例示し、該当の有無のみを記

載する方法が簡便と思われます。この場合、例示の内容

は、運用状況を確認しながら見直しの要否に関する検討

P105 

15 行目 
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記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

を行うことが必要と思われます。○なお、除斥事由に該

当する場合は別として、処分担当課室等と職務上分離さ

れていない職員の指名が禁じられているわけではあり

ませんが、行政庁がそのような職員を「審理員となるべ

き者の名簿」に載せ、又は審理員に指名した場合、当該

行政庁は、そのような職員を選んだ理由を国民に説明す

ることが求められると思われます。名簿作成及び指名に

際し、行政庁に事前の熟慮を促す意味でも、上記意見の

ような様式例とする意義があると考えられます。 

102 国交省 「申請どおりの処分をする場合には、一般に、…教示を

要しないと考えられる。」となっているが、申請どおり

の処分であっても、条件を付して処分する場合の条件へ

の不服や、処分の時期への不服等がありえるため、教示

を要しないとの記載は削除すべきではないか。 

P106 

17 行目 

103 国交省 「申請どおりの処分をする場合には、一般に、…教示を

要しないと考えられる。」となっているが、行政不服審

査法に基づく教示を行わない場合に、行政事件訴訟法に

基づく教示（行訴法第４６条第１項）は必要となるのか

どうか、参考として明示されたい。 

P106 

17 行目 

104 国交省 「申請どおりの処分をする場合には、一般に、…教示を

要しないと考えられる。」となっているが、被処分者に

対して教示をしない場合には、利害関係人から教示を求

められた場合にも、教示を要しないと記載することにな

るのではないか。被処分者に対して教示をしない場合

に、利害関係者のみに教示をすることは妥当ではないの

ではないか。 

P106 

17 行 目

107 

105 会計検査

院 

公表する場合のフォーマットの具体例を示されたらい

かがか。 

P109 

１行目 

106 総務省 処分を裁定した処分庁たる総務大臣と、審査請求を裁決

する審査庁たる総務大臣の決裁ラインが同じとなるこ

とは、法２９条ただし書き（処分庁等と審査庁が同じ場

合）により、差支えないか。 

P999 

その他 

107 総務省 決裁について特に記載がないのですが、現行を踏襲した

形でよいのでしょうか。例えば、行政不服審査会に諮問

するにあたっての諮問案などの決裁（専決等）について

P999 その

他 
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記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

は、どうお考えでしょうか。 

108 財務省 マニュアルという位置付けであれば、法の規定の範囲

で、具体的な事務処理手続に係る内容に留めるべき。法

の規定自体及び法の制定過程で了解されている解釈以

上に踏み込んだ記述については、本マニュアルを使用す

る各行政庁が、法の趣旨を踏まえつつ各々の実情を踏ま

えた合理的な実施体制を整えることを必要以上に制限

することになりかねないことから、削除が適当。 

P999 

その他 

109 財務省  「審理マニュアル等の策定検討会」は、「実務的な【審

理マニュアル】の作成」を一つの目的とされていること

から、初めて事務を行う職員でも実務的に利用できるよ

うなマニュアルを作成することが適当。 

 当該マニュアル（案）について、実際にマニュアルと

して使用することを想定し、事務手順を追う作業を行っ

てみたが、大変困難だった。 

 原因は、「作業の手順」が記載されている部分と、「法

的解説」がされている部分が混在していることなどにあ

る。 

 このため、マニュアルを使用する側の視点に立ち、以

下のような構成の変更などの整理をして、使い勝手の良

い実務的なマニュアルにしていただきたい。 

 

① 法に沿った形で、「作業の手順」を 優先に記載し

ていただきたい。 

② 作業に対して許容される電話やメールなどの手法

の例を積極的に記載していただきたい。 

  その際、許容される手法を示すことは、実務的なマ

ニュアルにとって重要であることから「準用」などと記

載して省略することは避けていただきたい。 

③ 法に基づき必要となる様式は、全て法定されている

とおりの標準的な様式例を作成して、別紙などに示して

いただきたい。 

④ 「作業の手順」と「法的解説」は、混在して記載す

ると、実務経験の少ない又は無い職員には、分かりづら

いものとなるため、別々の項目に分けて記載していただ

P999 

その他 
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記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

きたい。 

※ 場合によっては、「作業の手順」と「法的解説」は

別の冊子としていただきたい。 

⑤ P2 に全体の流れの図を入れる予定とのことだが、

全体だけではなく、補正の手続や審理手続などの各パー

トごとに作業の流れ図も作っていただきたい。その際、

標準的な様式例に様式番号を付して、図の中で対応する

様式番号を記載し、関連付ていただきたい。 

110 財務省 本マニュアルの位置付けを明確にされたい。・作成目的、

利用目的、活用対象などが不明。事務手続の参考という

位置付けなのか、各省庁を拘束する事務処理手続の基本

事項なのか明確にされたい。・法改正以外の部分につい

ての記載もあるが、各省庁で作成している既存の事務処

理マニュアルを優先するとの認識でよいか。その場合は

その旨を明示されたい。 

・法改正にて新たに規定された、「審理員」に関する事

務処理マニュアルという位置付けであれば、「再調査の

請求」に関する項目など、関係しない部分は削除願いた

い。・審理員事務に関する一連の事務処理の流れのわか

るフロー図があるとありがたい。 

P999 

その他 

111 財務省 ・法律の規定や総務省から示された解釈（国会答弁、法

案の概要等）からは読み取れない解釈の記載があるが、

事務処理手続のマニュアルであればこのような部分は

削除願いたい。 

・法解釈に関する部分は別途、条文毎の解説としてまと

めていただき、事務処理手続のみを記載願いたい。 

P999 

その他 

112 財務省 「審査会補助担当課室」とは、各行政機関に置くことを

想定しているのか。具体的な事務内容が不明だが、諮問

機関として外部に創設する審査会の事務を、審査庁に所

属する職員に補佐させることは審査会の趣旨に反する

のではないか。調査審議に必要な事項は、行政不服審査

法 74条～77条の権限を行使して審査会が行うべきと思

料する。 

P999 その

他 

113 厚労省 ○「情報公開」と「個人情報」について 

「関係法令の整備等に関する法律」第５５条及び第６３

P999 

その他 
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府省庁からの意見等 「素案」 

記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

条で情報公開と個人情報に係る審査請求については「審

理員」関係の規定は適用されない、情報公開・個人情報

保護審査会への諮問等とされていますが、当該業務の基

本的な業務の対応・流れは旧法（現行）とおりというこ

とでよろしいでしょうか。改正法による処分庁（本省の

担当業務部署）と審査（諮問）部署、裁決部署の切り離

しは必要ない（現行どおり）ということでよろしいでし

ょうか。 

この辺も含めて、情報公開・個人情報等の「関係法令の

整備等に関する法律」に係る例外規定等について記述し

ていただきたい。 

114 国交省 行政不服審査法審査請求取扱マニュアル（以下「本マニ

ュアル」という。）の記載内容を基礎として、当省にお

いて改正後の行政不服審査法の運用体制等を早急に検

討を開始する必要があることから、本意見照会における

当省からの質問事項等については、貴省又は審理マニュ

アル等の策定検討会（以下「検討会」という。）の見解

を必ず回答いただきたい。 

P999 

その他 

115 国交省 本マニュアルの位置付けをご教示いただきたい。貴省が

検討会から報告を受けた後、本マニュアルは行政不服審

査法を所管する貴省の公式的見解として示される予定

か。（通知などにより発出する予定か否か等含めて、公

表方法についてもご教示いただきたい。） 

P999 

その他 

116 国交省 改正後の行政不服審査法の運用上、本マニュアルの拘束

性はどの程度あるものと考えているか、貴省の考えをご

教示いただきたい。 

P999 

その他 

117 防衛省 本マニュアルの理想どおりに審理員を指名すると、全般

的に当該処分について知見のないものを指名せざるを

得ないと思われ、あまりに理想論の記載に偏りすぎてい

ると感じられる。実務上、本マニュアル通りにいかない

事例の方が多いと思われ、その場合、マニュアルとして

の価値が極めて低くなってしまうものと懸念される。 

P999 

その他 

118 防衛省 審理手続全般の流れについては網羅されているが、審理

手続における「口頭意見陳述」や「書類その他の物件の

提出要求」、「審理関係人への質問」については、法律に

P999 

その他 
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記載箇所  府省庁名 意見等の内容 

規定された手続を条項順に説明したにすぎない内容と

なっている。上記の手続きは事案により前後関係が生じ

るものと思われるため、フロー図を作成するなど、ユー

ザーフレンドリーなマニュアルとするよう御検討いた

だきたい。 
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審理マニュアル等の策定検討会（地方公共団体）からの意見等一覧 

 

地方公共団体からの意見等 「素案」 

記載箇所  団体名 意見等の内容 

1 

大阪府 

法規定立行為についても、相手方が比較的限定され、し

かも、具体的な執行行為をまたず直接に国民の権利義務

に影響を与えるものについては、処分性を認め、不服申

立ての対象とする説がありますが、総務省では、法令（条

例及び規則を含む。）自体が、「処分」に含まれると考え

られているのでしょうか。              

法令自体への不服申立ては、本法の対象となるのでしょ

うか。 

P001 

第1章(3) 

2 

栃木県 

「改正法」→「行審法」 

 

※ 「改正法」の言葉を使うのであれば、冒頭に今回の

法改正に関する記載が必要と思います。 

P002 

10 行目 

P006 

下から 4

行目 

P108 

2 行目 

ほか 

3 

宮崎県 

延岡市 

（6）不服申立てをすることができる期間についての記述

ですが、「処分があった日の翌日から起算して１年を経過

したときはすることができない」（行審法第 18 条第２項）

旨についても記述する必要があるのではないでしょう

か。 

P002 

2 行目 

4 群馬県 

伊勢崎

市 

「正当な理由」の具体案をお示しください。 
P002 

5 行目 

5 

大阪府 

河内長

野市 

審査請求に係る審査庁の事務を広域の自治体で取り組む

場合の手続きに関しても、留意点などを記載頂きたいと

思います。 

広域で審査庁の事務を取り扱った場合、広域の事務部局

から審査請求人に対して、連絡通知等を発する場合は、

当該広域の長の名でもって、通知することとなるでしょ

うか。 

P003 

6 宮崎県 

延岡市 

このマニュアルでは、全体的に該当する条項が記載され

ています。行政不服審査会への諮問の義務付けについて

P003 

25 行目 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

記述している部分にも「（行審法第 43 条）」の記載がある

とよいと思います。 

7 

岩手県 

行政不服審査会の調査事項に「審理員が行った審理手続

の適正性を含め」られるとする法令上の明文の規定は、

政令に置かれることとなるのか。 

P003 

26 行目 

8 

静岡市 

審査庁、処分庁等の事務を処理する組織内部の役割につ

いて、「部署」や「課室」との表現があるが、これは、専

決等により意思決定ができる 小単位のセクションとい

う趣旨の表現か。 

P003 

2 行目等 

9 
北海道  誤記の修正 「被告人」 → 「被告」 

P003 

7 行目 

10 
茨城県 

「訴訟における被告人」は，「訴訟における被告」と思わ

れます。 

P003 

7 行目  

11 

宮崎県 

延岡市 

「審査請求の相手方（訴訟における被告人に相当）」と記

載されていますが、「被告人」というのは、刑事裁判で罪

を犯したとして起訴されている人物のことをいいます

が、ここで例示する場合は、「被告人」ではなく「被告」

の方が適当ではないでしょうか。 

P003 

7 行目 

P035 

14 行目 

P094 

9 行目 

12 
埼玉県

さいた

ま市  

（訴訟における被告人に相当） ⇒ （訴訟における被

告に相当） 

P003 

7 行目 

P094 

9 行目 

13 神奈川

県 

横浜市 

ここにいう訴訟は刑事事件ではないので「被告人」では

なく「被告」が適切であると思われる。 

P003 

7 行目 

14 

大分県 

このマニュアルにおける審査請求の処理体制は、処分担

当課室、裁決担当課室、審理員担当課室及び審査会補助

担当課室を分離するという形で、国を想定して作成され

ているが、中小の地方公共団体における処理体制のモデ

ルについても可能な限り具体的に示すべき（例えば、や

むを得ずこれらの機関を兼ねさせる場合には、Ａの機関

とＢの機関について○○のような対応を行うことにより

兼ねさせることが考えられるなど）。 

P003 

～P006 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

15 

岩手県 

法務担当が審査会補助担当室課である場合に、裁決担当

課室から裁決書の、審理員から審理員意見書の表現等に

関する相談があったときは、裁決の判断に影響するよう

なものでないことが明らかであれば、応ずることに問題

はないということでよいか。 

P004 

16 

北海道  誤記の修正 「上記１（１）」 → 「（１）」を削除 

P004 

11,17 行

目 

17 

東京都 

練馬区 

【意見】審査請求に関係する各部署の体制と各部署が行

う事務をわけて記述されたい。 

【理由】案では、体制と分担事務が混在しており、わか

りづらいため。 

P004 

14 行目 

18 

東京都 

練馬区 

【意見】審査請求に関係する各部署の体制については、

「ア 原則」に対して「イ 原則によりがたい場合」を

明記していただきたい。 

【理由】原則によりがたい場合について、どのような体

制が望ましいのかが明らかになると思われるため。 

P004 

15 行目 

19 

大阪府 

 P4 において、「処分庁と審査庁、審理員および審査会

を補佐する部署は、可能な限りそれそれ別個のものとす

るのが望ましい」とあり、P5 において、「官房・総務系

統に審査庁としての事務を担当させるといった対応が考

えられる」と、P26 において「処分担当課ではないが、

同課室の属する部署において総務・総括等の事務を担当

する課室（当該各部局の総務課等）の職員・・・中略・・・

についても、・・・審理員に指名することを避けることが

望ましいと考えられる」と、Ｐ27 で審理員について「典

型的には、処分担当部署との分離が比較的容易であると

考えられる官房・総務部門の職員を審理員に指名するこ

とが想定される」とあります。 処分庁と審査庁、審理

員および審査会を補佐する部署について、上述のように、

「公平性・透明性」と「専門性・迅速性」のバランスを

とることは、地方自治体の組織体制等を考えますと、非

常に難しいと思われます。 （それぞれの部署の分離す

ると、専門的な知識・経験が十分でなくなるおそれがあ

ります。一方で、専門的な知識・経験を求めますと処分

P004 

16 行目 

P005 

1 行目 

P026 

下から 7

行目 

P027 

19 行目 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

庁等との距離をとることが難しくなります。）      

あそこで、地方自治体における審査庁、審理員及び審査

会を補佐する部署等について、総務省が考えられている

典型例と、望ましくはないが許容できる範囲の例を、御

教示願います。 

20 

愛知県 

名古屋

市 

規模の大きい自治体であっても、審査請求に関する事務

を担えるだけの知識・能力を有する人材は限られており、

また、組織の簡素化・効率化の観点から審理員による審

理を担う部署の新設は現実的に困難である。このような

制約を踏まえると、審理員の所属する部署が審査庁とし

ての裁決の起案を担当することが有力な選択肢となると

考られる。また、裁決は第三者機関の答申を尊重して行

うものであり、審理員が裁決の起案に関与するか否かに

関わらず、理由もなく答申に反する裁決を行うことは考

えられないこと、審理員は審査庁の一般的な指揮監督下

にあることを鑑みると、審理員の所属する部署が審査庁

としての裁決の起案を担当することが必ずしも裁決の公

正性を損なうとはいえないのではないか、すなわち、法

の趣旨に反しないのではないかと考えられる。 

そのため、審理員と裁決の起案の担当部署を分離するこ

とが望ましい旨の左記に掲げる表現は、見直していただ

くとともに、審理員の所属する部署が裁決の起案を担当

することの是非については各自治体の運用に委ねられる

旨を明記していただきたい。 

P004 

1 編第 2

章 2(2)ア

14～16 行

目、 

P004 

同イ（ア）

3～5行

目、 

P005  

同（イ）

13・17～

19 行目、

P005 

同ウ 6～8

行目、

P027 

第 2 編第

2章 3(2)

イ 1～3・5

～8行目 

21 

神奈川

県 

横須賀

市 

 審査請求の処理における各部署の体制・分担について、

審理員による審理手続や第 81条第１項に規定により地

方公共団体に設置される機関への諮問手続によって、従

前の制度に比べると一定程度の第三者性は確保されるこ

ととなると考えられますが、本マニュアルにおいては、

さらに別の審査ラインを要請されているところです。 

 処分庁に上級行政庁が無い場合においては、処分庁に

対する審査請求となりますが、マニュアルに記載するよ

うに処分所管課を審査請求のラインから外すとなると、

P004 

2(1)ほか
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地方公共団体からの意見等 「素案」 

記載箇所  団体名 意見等の内容 

第三者機関の事務局、審理員のほか、審査庁としての事

務を執り行うさらに別の部署の関与が必要となります。

その場合、専門性の確保が課題となります。 

 今後、本市では、処分庁に対しての審査請求が多く処

理されていくことが想定されますが、専門性を欠く審査

庁では、専門性を有する処分所管課が行った処分に関す

る審査請求の認容には消極的にならざるを得ないのでは

ないかと懸念しているところです。 

22 

神奈川

県 

南足柄

市 

 マニュアル(案）4ページの審査請求の処理体制につい

て、次の点について伺います。 

 処分庁・・・Ａ課 

 審査庁（審理員の指名、審査会への諮問、裁決等を行

う部署）・・・Ｂ課 

 第三者機関の事務局・・・Ｃ課 とした場合において、 

１ 審理員は、Ａ課、Ｂ課、Ｃ課以外の課に属する職員

から指名する必要があるのでしょうか。あるいは、審査

庁であるＢ課に属する職員を指名することは認められる

のでしょうか。 

２ 小規模な自治体など、審査庁と第三者機関の事務局

は同じ課にせざるを得ない場合、同一の職員が審査庁の

事務と第三者機関の事務を担当することもやむを得ない

と考えてよろしいのでしょうか。 

３ Ｂ課の職員であっても、直接審査庁の事務を行って

いなければ審理員として指名することは可能でしょう

か。 

４ Ｃ課の職員であっても、直接第三者機関の事務を行

っていなければ審理員として指名することは可能でしょ

うか。 

５ Ａ課の職員であっても、直接処分に関与していなけ

れば、審理員として指名することは可能でしょうか。 

６ 処分庁の職員の中から、審理員を補助する職員を指

名することは可能でしょうか。 

P004 

2(2) 

23 

静岡県 

裁決担当課の職員を審理員として指名することは避ける

べきとの記載があるが、裁決に当たっては、第三者機関

の諮問を経ており、裁決担当課職員と審理員が同一であ

P004 

2(2)② 
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ることによる弊害はないことから、当該記載を削除して

いただきたい。 

24 
大阪府 

堺市 

＜訂正箇所＞ 

 「上記１（１）に掲げた」 ⇒ 「上記１に掲げた」

P004 

2(2)ア 

2 行目 

25 

神奈川

県 

南足柄

市 

 「審理や裁決の公平性について審査請求人や参加人の

疑念を招かないよう、処分関係者には該当しない処分担

当室課の職員についても、「裁決担当室課」や「審査会補

助担当室課」として裁決や答申の判断に関与することを

可能な限り防止すること」としていますが、「裁決担当室

課」が行った行政処分に対して審査請求がされた場合に

は、裁決担当室課の役割を誰（どこの部局）が担えば良

いのでしょうか。 

 また、このようなケースにおいては、兼ねることはや

むを得ないと考えてよろしいのでしょうか。 

P004 

2(2)ア②

26 

神奈川

県 

南足柄

市 

 「審理員を審査庁とは別の主体として位置付けている

行審法の趣旨を踏まえ、裁決の判断に関与することとな

る担当室課の職員を審理員として指名することは避ける

ことが望ましいこと」としていますが、審理員意見書を

審査会に諮る趣旨から考えると、審査会事務を担当して

いる職員を審理員として指名するのは避けるべきと考え

ますが、直接審査会事務を行っていない「審査会補助担

当室課」の職員も審理員として指名することは、同様に

避けるべきと考えるべきでしょうか。 

P004 

2(2)ア②

27 

神奈川

県 

横浜市 

「ア 原則」との表記は、「イ （ア）」と「エ （ア）」

にそれぞれ「原則」と記載されているため、「ア 原則」

は違う見出しの方が分かりやすいと思われる。 

P004 

2(2)ア 

から 

P005 

エ(ア) 

まで 

28 
秋田県 

 『審査会補助担当課室」と「審査会事務局」（P6）との

違い。 

P004 

25 行目 

29 

大分県 

Ｐ４の中で「裁決担当課室」と「審査庁としての事務を

処理する部署」とを書き分けているが、これらの事務は

別の所属が行うことを想定しているのか。同じ所属を想

P004 

26 行目～

P00４の
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定しているのであれば、用語を統一すべき（P５以下にも

数箇所「審査庁として行う事務を担当する部署」などの

記載がある。）。 

下から７

行目～ 

30 

静岡市 

Ｐ４では、行政不服審査会等の調査審議を補助する担当

課室を「審査会補助担当課室」としているところ、Ｐ６

では、行政不服審査会等の行う事務を補佐する部署を「審

査会事務局」としている。 

仮に、これらが同一のものを表しているようであれば、

用語の統一を図られたい。 

P004 

27 行目 

P006 

2 行目 

31 

京都府 

 「審査請求が出先機関の処分又はその不作為を対象と

する場合には、本庁において当該行政分野について当該

出先機関を監督する立場にある課室についても、処分担

当課室に準ずるものと考えられる。」という部分について

は、あたかも出先機関が常に本庁担当課室の監督を受け

るべき立場にあるかのような書き振りで、国においては

承知していませんが（本省庁となっている部分があるの

で、国を想定しているようですが）、庁内分権が進んでい

る自治体において妥当せず、また、「立場」は法的な評価

をいうものでもないため、誤解が生じるおそれがありま

す。 出先機関の処分は、権限の委任を受け、又は決裁

権限を移譲されている場合に行われるものですが、権限

の委任を受けた場合においては、出先機関の長の名と責

任において事務が行われていることは当然として、決裁

権限が移譲されている場合であっても、本庁の法令担当

課室には出先機関に対する監督権限権限が付与されてい

ないケースが通常ではないかと思います。（指揮命令権は

二役の専権事項） 以上から、出先機関の処分について

本庁を「処分担当課室に準ずる」として一般的に取り扱

うのは妥当でなく、個々のケースで「処分担当課室が具

体的指揮命令権を行使した場合や処分担当課室に包括的

指揮命令権がある場合」に限るべきと考えます。記載と

しては、原則として「処分担当課室に準じる必要がない

旨」を明らかにしつつ、例外として「処分担当課室」に

準じるべき場合について述べるのがなじむのではないで

しょうか。 

P004 

38 行目  

P026 

32 行目

(出先機

関の処

分) 
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32 
秋田県  「処分担当課室」とはどのようなものか。（定義がない。）

P004 

7 行目 

33 

京都府 

その意味の説明もなく、単に「処分担当課室」とするの

は、処分権限を下級機関に委任している場合や裁定的関

与の場合の「処分に係る法令を担当（所管）している課」

が含まれるようにも読め、また、処分担当課が属する部

の主管課まで含むように読まれる余地があるため不適当

ではないか。誤解が生じる余地がないよう、表現を工夫

するか（例えば「処分を行った課室」とする。）、定義に

よる説明をしてほしい。 

P004 

9 行目 

(処分担

当課室) 

34 

静岡県 

出先機関が処分を行った場合について、「本庁において当

該行政分野について出先機関を監督する立場にある課室

についても、処分担当課室に準ずる」との記載があるが、

通常、出先機関の処分は、出先機関内で完結している実

態を踏まえ、「本庁が当該処分に関与した場合には」とい

う限定をしていただきたい。 

P004 

下から 2

行目 

P026 

下から 5

行目 

35 

岩手県 

この部分の記述によれば、例えば地方税関係処分に係る

審査請求について、処分担当課室に準ずるとされる本庁

税務所管課が裁決担当室課となること及び本庁税務所管

課所属職員を審理員に指名することは、都道府県におい

てはほぼ認められないものと思われるが、そのように理

解してよいか。 

P004、005

(2)ア及

びイ 

36 

三重県 

処分庁、審査庁、審理員、第三者機関事務局を担当する

各部署は、「可能な限り」との留保はされているものの、

「原則」として指揮命令関係のない別個のものとするこ

ととされており、原則により難い場合のみ限定的に「例

外」が認められるという表現になっている。しかし、人

員削減等の対応を取る中、地方公共団体においては、す

べてを別個の部署とすることは現実的に困難であり、む

しろ部分的に「例外」で対応せざるを得ないケースの方

が多いと考えられる。結果として、現実の対応と「原則」

との乖離が生じた場合、かえって審査請求人等の疑念を

招く恐れがあり、ひいては制度の信頼性を損なう可能性

もあると思われる。したがって、「原則」と「例外」とい

う扱いとせず、「可能であれば別個が望ましい」という程

P004～ 
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度の表現にとどめることや、規模別のモデルケースを提

示するなど、地方公共団体に配慮した記述を検討いただ

きたい。 

37 

秋田県 

 審査請求に係る処分に関係するか否かは、「課室」単位

で判断することとなるのか。「部署」単位で判断すること

となるのか。 

P004～

P005 

P026～

P027 

38 

北海道

 審査請求の処理体制について、処分担当課、裁決担当

課、審理員担当課、及び審査会補助担当課を分離すべき

という原則は理解できるが、いずれも審査庁の職員であ

ることに変わりはなく、限られた組織・人員の中では対

応に限界がある。マニュアルの定め方が厳格であると、

原則マニュアルに従わなければ、「裁決に瑕疵あり」との

評価につながりかねないため、表現に配慮願いたい（「可

能な限り・・・望まれる」とされているものの、組織に

関することは各団体に委ねるべきとの観点があり、マニ

ュアル以外の方法でお示しいただく方法もある。）。 マ

ニュアル上の表記で特に気になった点としては、・ 出先

機関の処分に関し、本庁において当該出先機関を監督す

る立場にある課も処分担当課に準ずるとする部分（Ｐ４、

３９・末行） → 関係法令及び当該団体の統一的な取

扱いに精通しており、裁決に一定の関与を求めた方が、

円滑な事務処理を期待でき、従来においても、出先機関

の判断に対し本庁の課が審査庁担当課として適切に対応

してきた経緯がある。・ 処分担当課を裁決担当課とする

ことを極めて限定的とする部分（Ｐ５、１３～１５行目） 

→ 処分担当課内であっても、別のライン（グループ、

係等）が事務処理を行うことも想定するべきではないか。

また、「真にやむを得ない場合に限られるべきである」と

は、どのような場合を指すか。 

P004 

～P006 

39 東京都 

小金井

市 

審査請求の対象となった処分に係る訴訟において、審理

員等が指定代理人となることは妨げられないと考える

が、その旨記載してもよいのではないか。 

P004 

～P006 

40 
石川県 

そもそも行政不服審査制度は簡易迅速に国民の権利利益

の救済を図るため設けられたものであり、専門的な知見

P004 

～P006 
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を持った部署（職員）において、迅速かつ適切に審理を

進めることが必要である。 

「審査請求の処理体制」（Ｐ４）において、原則として、

処分担当課室、裁決担当課室、審査会補助担当課室、審

理員担当課室、審査会事務局を分離すること等を求めて

おり、さらに、裁決担当課室については、例として、官

房・総務系統の部局とすることを具体に挙げているが、

これでは、専門的な知識・経験を持った部署（職員）が

裁決や答申の判断に関与することが困難になるため、迅

速かつ適切に審理を進める観点からは、必ずしも望まし

いものとは言えない。 

処理体制は、自治体において、迅速かつ適切に審理を進

める観点から、それぞれ検討すべきものであり、マニュ

アルで担当課室を分離することが原則であることを示

し、それを求めることは適切でない。 

41 

京都府 

文字面だけで体制を書かれても分かりにくいので、具体

的なイメージを図示するなど工夫していただければあり

がたい（他の箇所も含めて）。 

P004～ 

P006 

(処理体

制全般) 

42 

秋田県 

多くの自治体は、現行、処分した部門又はそこに も近

い部門に裁決書を作成させている。今回それができなく

なるような改正がどこかでされているのだろうか。審理

員に忌避要件があるが、裁決書作成部門についてはそれ

に該当する要件がないことからも、裁決書作成部門につ

いて現行のままの対応が許容され得るのではないだろう

か。公正性については、審理員による審理と第三者機関

への諮問により増すものであり、すべてを処分した部門

から遠ざけるのでは、新たな事務局、課室を立ち上げる

必要さえ出てくるもので、現実的ではない。審査請求で

求める処分等に係る法令の知識を庁内で も蓄積してい

る部門が遠ざけるのは、知識・時間のロスにつながる。

つまり、マニュアル原案で示された、裁決書作成部門の

現在の実行を変更しようとする考え方は行き過ぎではな

いか。 

P004～

P006 

P.27 

43 神奈川 「処分担当課室を裁決担当課室とすることは、裁決の公 P005 
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県横浜

市 

正性について疑念を招くおそれが特に大きいことから、

真にやむを得ない場合に限られるべき」とあるが、「真に

やむを得ない場合」とは具体的にはどのような場合が想

定されるのか。情報公開条例に基づく処分に対する審査

請求については、現在のところ裁決は処分担当課で起案

している。情報公開審査会に諮問した上で裁決すること

で、審理の公正性が担保されていると考え、今後もその

取扱いを継続する方向で検討しているが、これは許容さ

れると考えて良いのか。情報公開関係の審査請求は件数

も多いので、処分担当課以外に裁決担当課を設けること

は実際問題困難であると懸念している。 

(イ)① 

44 

長野県 

「とりわけ、処分担当課室を裁決担当課室とすることは、

裁決の公正性について疑念を招く恐れが特に大きいこと

から、真にやむを得ない場合に限られるべきである。」と

あるが、審理等の公正性・透明性・客観性を高めるため、

審理員による審理及び行政不服審査会等への諮問の義務

付けが導入されたことを踏まえれば、「真にやむを得ない

場合」でなくとも処分担当課室を裁決担当課室として差

支えないと思料されるので、当該部分を削除いただきた

い。  

P005 

(イ)① 

45 

福井県 

当該部分を削除できないか。  

 

【理由】 改正法で、審理の公正性・透明性を高めるた

め審理員による審理が、および裁決の客観性・公正性を

高めるため行政不服審査会等への諮問の義務付けが導入

されたことを踏まえれば、「真にやむを得ない場合」でな

くとも処分担当課室を裁決担当課室として差支えないの

ではないか。 

P005 

(イ)の①

の「とり

わけ～べ

きであ

る。」 

46 

京都府 

処分担当課室（処分を行った課と理解。以下の回答も同

じ。）が裁決の起案をすることについて、法令に何ら規定

がないのに、断定的に「真にやむを得ない場合に限定」

との評価をすることは非常に違和感があり、そのように

考える理由についても本マニュアル案の記載からは必ず

しも定かではありません。例えば、認容するケースや却

下するケースにおいて、処分担当課が裁決の起案を行う

P005 

10 行目 

P027 

6 行目（原

則により

がたい場

合の処分
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ことに差し障りがあるとは思われませんし、審理員・第

三者機関の意見のとおりに棄却する場合も同様に考えら

れるのではないでしょうか。また、実務では処分担当課

が処分の撤回を行うケースもあります。（１の回答も御参

照ください。） 

担当課）

47 

埼玉県 

①処分担当課室及びそれを監督する立場にある課室等の

取扱い 

 本案では、処分担当課室を裁決担当課室とすることは

真にやむを得ない場合に限ることとするとともに

（P5.13-15 行目）、出先機関を監督する立場にある課室

も処分担当課室に準ずるものとすることによって

（P4.39,40 行目）、出先機関を監督する課室は当該機関

に係る裁決事務を行うべきでないとしている。また、審

理員についても、総務・総括等の事務を担当する課室の

職員を避けることが望ましいとしている（P26.34-37 行

目）。しかし、処分によっては、例えば税に係る処分など、

審理に当たり、高度な専門知識が要求される審査請求も

少なくない。各地方公共団体において、国税不服審判所

のような専門組織を立ち上げることは事実上不可能であ

ることから、このような事例において、処分担当課室又

は監督課室の職員を審査事務から排除してしまえば、専

門知識のない職員が審理又は裁決を行うこととなり、迅

速さはもとより、公正さも欠く裁決となる危険性が高く

なる。各部局の総務課等の職員を審理員から除くことに

ついても、同様の懸念がある。 

【理由】 

行政不服審査法の目的は、簡易迅速かつ公正な手続によ

り、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正

な運営を確保することである。今回の改正法では、その

実現を図るために、審理員と第三者機関を新たに設け、

従来よりも更に客観的に行政庁の処分について判断でき

る仕組みを整えたものである。本とりまとめ案（以下「本

案」という。）は、それぞれの役割を担う課室の無関係性

を図ることに意識が傾くあまり、結果として、法の目的

である簡易迅速性が阻害されてしまう結果に陥っている

P005 

13～15 行

目、 

P026 

34～37 行

目、 

P039 40

行目 
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のではないかと考えられる。その主なものは次のとおり

である。これらについて、再検討をお願いしたい。 

48 

東京都 

江戸川

区 

 「審理員が審査庁としての事務を行うことは可能な限

り避けること」という記述がありますが、これは手続違

反として裁決が取り消される恐れがあるという趣旨でし

ょうか。それとも、行政不服審査法の趣旨から運用上望

ましい制度を示したという趣旨でしょうか。  

P005 

16 行目 

49 

宮崎県 

「人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政

庁の行為」とは改正後の行審法４７条の「事実上の行為」

のことでしょうか。また、改正前の行審法２条１項に規

定する「事実行為」との違いはあるのでしょうか。 

P005 

20 行目 

50 

京都府 

処分担当課室の「指揮監督や指導（「指導等」となってい

る箇所もあり）を受ける立場」では、意味の特定ができ

ていないと思います（例えば、課内であっても処分の完

全なライン外の職員（例えば、課長級の決裁による処分

で、その課長級の職員の指揮命令を受ける立場にない当

該処分担当課室の別の課長級の職員）の該当性等よく分

かりません。）。少なくとも「指導を受ける立場」は、趣

旨が明確でないので削除すべきではないでしょうか。 

P005 

27 行目 

P026 

27 行目 

(審理員) 

51 

京都府 

審査会の補佐を行う事務局について、処分担当課室や裁

決担当課室との分離について厳格に記載されています

が、情報公開・個人情報開示制度、介護保険審査会制度、

後期高齢者医療審査会制度などにおいては、連携して又

は分離せずに実施している実績・経過があり、当該分離

の厳格性を極端に求める立場では、これらの既存の制度

の信頼性を損なうおそれが強いため、既存の制度（新制

度後も維持される制度です。）も十分に踏まえつつ、これ

らの信頼性を損なわない程度の記載にとどめていただき

たい。 

P005 

39 行目 

P032 

13 行目

(審査会

の補佐) 

52 

神奈川

県 

川崎市 

 法務担当部署における職員は、審査請求が訴訟に発展

した場合、指定代理人として訴訟事務を担い、審査請求

人すなわち原告と対峙する立場となります。これらの職

員が審査請求の段階で、審理員や行政不服審査会等を補

佐する事務に深く関わることの是非についても、見解や

考え方等を掲載して頂けると幸いです。 

P006 
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53 

北海道 

 法務担当部署の職員が一般的な法的相談・助言を超え

て関与することは望ましくないとあるが、法的な統一性、

客観性、公正性等の観点から同じ審査庁に所属する職員

として事実上関与する場合があることが想定されるた

め、「法務担当部署の職員が関わる場合には、法の趣旨を

逸脱しないよう留意するものとする」といった表現に和

らげることも考えられる。 

P006  

「(３)そ

の他」 

54 
神奈川

県 

大和市 

特に記載はないが、審理員、行政不服審査会等の補佐事

務に係った部署が、行政訴訟に展開した場合の訴訟を担

うことは、法改正の趣旨から問題があるか、明記された

い。 

P006 

(３) 

55 

山梨県 

● 「（３）その他」の全１３行を削除する。又は● 次

の段落を末尾に追加する。「なお、改正法が行政機関内に

裁判類似の事務手続や体制整備を求めるものであること

から、行政機関の規模や組織体制等によっては、行政不

服審査に係る事務を処理するために必要な知見を有する

法務担当部署に、審査庁としての事務、審理手続に関す

る事務又は審査会補助事務を担当させる場合も想定され

る。こうした場合に、法務担当部署の職員のうち処分の

判断に強い影響を与えた職員を忌避した上で、当該部署

のその他の職員にこれらの事務を担当させることが妨げ

られるものではない。」【修正意見の理由】 改正法が行

政機関内に裁判類似の事務手続や体制整備を求めるもの

であることから、特に地方公共団体においては、行政争

訟事務を熟知した法務担当部署（官房・総務系統の部局

内に所属）が重要な役割を担わざるを得ない状況があり、

こうした前提に立って審査請求関係の事務処理体制の設

計を行う必要がある。 一方、現行のマニュアル(案)で

は、法務担当部署は審理・裁決・審議関係事務から超然

としていることが望ましいとのニュアンスが読み取れ

る。これは、理念としては理解できるが、行政改革の徹

底により必要 小限の人員で運営されている地方公共団

体の事務執行の現実からかけ離れており、改正法に係る

庁内事務執行体制の整備に支障を及ぼすものである。 

よって、法務担当部署の役割を限定する趣旨の記述を削

P006 

(３)その

他  
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除し、又は必要に応じ役割を担えるような趣旨での確認

的記述を追加するよう要望する。 

56 

京都府 

法務担当部署の職員が、「一般的な法的相談・助言を超え

て、審理員意見書や答申の作成に当たり主導的な役割を

担う、協議を受け大幅に修正させるなど実質的にこれら

の判断に強い影響を与えることは望ましくない」旨の記

載がありますが、多くの自治体においては国等とは異な

り、必ずしも法的に問題を整理することができる専門的

知識を有する職員の数が多くなく、現行制度の裁決の決

裁の中には、残念ながら、法務担当部署の職員や顧問弁

護士が積極的に関与しなければ、法的問題が全く整理で

きていない裁決案も見受けられる状況です。そのような

状況の中、原案のような取扱いは、理想的だとは思いま

すが、裁判官のように専門的な知識を有する者ではない

職員が審理員とならざるを得ない状況においては、自治

体がそれぞれの状況等を踏まえて、住民の利益に資する

よう適切に対応しようとして一定の関与をすることに関

し、一概に望ましくないと切り捨てるような記載は、避

けていただきたいと考えます（処分への関与についても

同様です。）。 

P006 19

行目 

（法務担

当部署の

職員の関

与） 

57 

群馬県 

伊勢崎

市 

「審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求に

ついての審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担

うもの」とありますが、具体的に審査会へはどのような

ことを諮問すれば良いかお示しください。例えば １ 

審理員意見書が妥当か否か ２ 審査庁がしようとする

裁決の内容（棄却、却下、認容）についてだけなのか 

P006 １

行目 

58 

埼玉県 

③審査会補助担当課室の取扱い 

  本案では、処分関係者が審査会補助担当課室の職員と

して答申の作成に関与することは適当でないとしている

（P6.2-4,10,11 行目,P27.4,5 行目）。 しかし、例えば

本県の情報公開審査会や公益法人認定等審議会等におけ

るこれまでの例からも、処分関係者は審査会補助担当課

室の職員として、事実関係の整理等の補助を行うのみで

あり、答申の意思決定そのものには関与していない。し

たがって、処分担当課室又は処分庁が出先機関の場合の

P006 

2～4行

目、 

10 行目、

11 行目、

P027 

4、5行目 
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当該出先機関を監督する課室が審査会補助担当課室を兼

ねたとしても、裁決の公正性に影響を及ぼすことはない

と考える。 

【理由】 

行政不服審査法の目的は、簡易迅速かつ公正な手続によ

り、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正

な運営を確保することである。今回の改正法では、その

実現を図るために、審理員と第三者機関を新たに設け、

従来よりも更に客観的に行政庁の処分について判断でき

る仕組みを整えたものである。本とりまとめ案（以下「本

案」という。）は、それぞれの役割を担う課室の無関係性

を図ることに意識が傾くあまり、結果として、法の目的

である簡易迅速性が阻害されてしまう結果に陥っている

のではないかと考えられる。その主なものは次のとおり

である。これらについて、再検討をお願いしたい。 

59 

埼玉県 

②法務担当部署の職員の取扱い 本案では、法務担当部

署の職員が答申や裁決に影響力を行使することは適当で

ないとしている（P6.24-26 行目）。しかし、法務担当部

署の職員は、これまでも、その専門性の高さから、困難

事例等に関する助言を行うことにより紛争を未然に防止

し、適切な裁決・決定に貢献してきた。本案の内容では、

今後、困難事例があったとしても、処分担当課室が、法

務担当部署の職員に対する相談を躊躇してしまうことが

懸念され、処分の適切な執行に影響が生じ、かえって国

民の権利利益に支障がでるおそれが高くなる。【理由】行

政不服審査法の目的は、簡易迅速かつ公正な手続により、

国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運

営を確保することである。今回の改正法では、その実現

を図るために、審理員と第三者機関を新たに設け、従来

よりも更に客観的に行政庁の処分について判断できる仕

組みを整えたものである。本とりまとめ案（以下「本案」

という。）は、それぞれの役割を担う課室の無関係性を図

ることに意識が傾くあまり、結果として、法の目的であ

る簡易迅速性が阻害されてしまう結果に陥っているので

はないかと考えられる。その主なものは次のとおりであ

P006 

24～26 行

目 
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る。これらについて、再検討をお願いしたい。 

60 

愛媛県 

法務担当部署の関与については、「一般的な法的相談・助

言」だけでなく、裁決担当課室、審理員担当課室又は審

査会補助担当課室のいずれかを担うことが想定されるた

め、その場合の留意点についても記載していただきたい。 

P006 

第 1 編第

2章 2(3) 

61 神奈川

県 

横浜市 

日付を記録することが説明されているが、何のために日

付を記録しておくのか不慣れな職員には分かりにくいの

で、申立期限の確認等の目的を記載してはどうか。 

P007 

1(1)3 段

落目 

62 

北海道

 審査請求書の郵送による送付について規定されている

ところ、近年、いわゆるメール便による審査請求書等の

提出が増加しているが、信書の送付は違法であるため、

請求期限間際にメール便の送付がなされることも想定

し、審査請求人に返送する、業者・監督官庁等に通報す

るとともに審査請求書を受理しない等具体の対応例につ

いて検討願いたい。 

P007 

13～15 行

目 

63 

長崎県 

松浦市 

①【申請書類・届出書類・通知書類の文書番号について】 

ア）通常、行政機関に送達された文書、行政機関から発

出される文書には、文書番号が付される。 

 その際、松浦市総務課から発出される文書であれば、

「２６松総第△△号」というふうに発出された部署がわ

かるように付している。 

 審査請求人、参加人その他の審査関係人が、審査請求、

審理手続きの過程で、審査庁、審理員、行政不服審査会

等へ提出する文書を受付担当者が受付ける際に付される

文書番号や、審査庁、審理員、行政不服審査会等が、処

分庁、審査請求人、参加人その他の審査関係人へ発出す

る文書に付する文書番号は全て統一すべきか。特に、審

理員については、審査庁の指揮監督を受けず、その名で

文書事務処理ができるため、審理員の名で文書を発出す

る場合、文書番号はどのように付すべきか。 

イ）また、第三者機関である行政不服審査会等が発出す

る場合はどうか。 

 

②【審理員、行政不服審査会等の公印作成の必要性につ

いて】 

P007 P011 

P016 P019 

P021 P022 

P023 P025 

P031 P035 

P036 P037 

P038 P040 

P041 P045 

P046 P047 

P051 P052 

P053 P054 

P055 P056 

P057 P058 

P059 P061 

P062 P063 

P065 P066 

P067 P068 

P069 P070 

P073 P074 

P080 P081 
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ア）審理員、行政不服審査会等が発出する文書は、公文

書となると考えるが、この公文書に押印する場合、印鑑

はどのようなものを用いればよいのか。 

イ）「審理員之印」や「行政不服審査会長之印」などの公

印を作成する必要があるか。 

P091 P099 

P106 

64 

福岡市 

■「審査請求手続の周知」の項を設ける（説明） 一般

的に，住民は行政不服申立制度に不慣れで，事前に行政

側に手続等を問い合わせた上で審査請求を行うケースが

殆どであると思われる。 審理手続を円滑に進めるため

には，不服申立てを行おうとする住民も制度を十分理解

しておく必要があるため，本マニュアルに「不服申立制

度の周知」の項を設け，制度概要の説明文書(A4，2 枚程

度），フロー図，記載要領等や周知方法（HP 等）を例示

する。 

P007 

冒頭(1 の

前) 

65 

大阪府 

書類等が外国語で作成されたものであるときは、その書

類等に日本語の翻訳文を添付しなければならない等、外

国語に対応した規定を御検討願います。 

P007 

第 2 編第

1 章 1 

(審査請

求) 

66 

三重県 

口頭での審査請求が認められない場合の審査請求書の作

成やその補正について、請求者本人が書面を作成できな

い事情がある場合などで、適当な代理人がいない場合に、

どのように対応するかについての記載を検討いただきた

い。例えば、請求者本人の意識はしっかりしているが身

体が不自由で、身寄りがない場合に、審査庁職員等によ

る代筆が認められるか否か、認める場合にどのような手

続きを取る必要があるか、認められない場合にどのよう

な方法があるかなど。 

P007～ 

67 

大阪府 

堺市 

 これらの審査請求についても、審査請求があったもの

とされる時点を明示したほうがよい 

と考えます。 

P007～

P008 

(2)口頭

による審

査請求 

(4)その

他の方法
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による審

査請求 

68 

神奈川

県 

大和市 

明文にないため、裁判と異なり、審査請求人が審査請求

書の提出の際には証拠書類の添付はしない（させない）

ようにするという運用と考えてよいか。また、行審法 32

条の規定により審査請求人に提出を受けた証拠書類を処

分庁等が閲覧等をすることはできないという理解でよい

か、審理員の判断で閲覧させることは可能なのか、明ら

かにされたい。 

P007～

P015 

P52 関連 

69 
大阪府 

河内長

野市 

電子メール等で請求書受け付けた場合に、別途押印させ

る必要があるとのことであるが、例えば、外国人や印鑑

を持たない者などの場合に、署名や身分証などにより本

人確認することでの対応は可能か。 

P008 

(4)のウ 

70 

群馬県 

伊勢崎

市 

ＦＡＸ又は電子メール等（以下「ＦＡＸ等」という。）で

審査請求がされた場合、 初にきたＦＡＸ等で受付処理

をし、受理したことにしてよいか。その後ＦＡＸであれ

ば、審査請求書の正本を郵送等により提出するよう求め

ればよいか。  

P008 

(４)イ及

びウ 

71 

千葉県 

「審査請求人の便宜を図る観点から、電子メール等によ

る審査請求の内容を審査請求書として取り扱うことを排

除するものではない（別途押印が必要）」とされているが、

具体的な取扱方法（審査庁において当該電子メールを用

紙に出力した上、審査請求人の出頭を求め、押印がなさ

れれば、行審法第 19 条第 1項の「審査請求書」として取

り扱うとの趣旨か、その場合に審査請求書の提出日は電

子メールの送付日となるのかなど）を明記してもらいた

い。 

P008 

(4)ウ 

72 
神奈川

県横浜

市 

「取り扱うことが排除」は「取り扱うことを排除」の誤

記だと思われる。 

P008 

(4)ウ下

から 2行

目 

73 

大阪府 

審査請求の趣旨に具体的な処分の取消しを求める旨の記

載はありますが、理由が処分で決定された賦課料が漠然

と「高い」というだけの表現にとどまるような請求の場

合、制度全般への苦情とも認められるため審尋により審

P008 

(5) 

P016 

3(1) 



-93- 

地方公共団体からの意見等 「素案」

記載箇所 団体名 意見等の内容 

査請求の意思の有無を確認することは適切でしょうか。 P017 

4 表○ 

74 

京都府 

申立ての要件として、引き続き申立書への押印（又は電

子署名）を求めることが政令で定められるのであれば

（p.10「押印があること」の確認についての記載あり。）、

FAX による審査請求は法的に認められない方法であるの

で、「正本を郵送等により提出するよう求める」ではなく、

「審査請求書の提出など適法な方法によって提出するよ

う求める」とすべきではないでしょうか（「正本」の提出

を求めるでは、審査請求自体は適法になされたようにも

読め、審査請求期限の経過の要件審査上、誤解が生じる

ように思います。）。 

P008 

15 行目 

(FAX によ

る審査請

求) 

75 
富山県 

「取り扱うことが排除するものではないが」 

→「取り扱うことを排除するものではないが」が適当 

P008 

28 行目 

76 群馬県 

伊勢崎

市 

電子メール等による審査請求があった場合、審査請求の

提起日は、審査請求人等に押印をさせた日か。 

P008 

28 行目 

77 群馬県 

伊勢崎

市 

電話による陳述を口頭で行った場合、審査請求の提起日

は、録取書の内容を本人に確認し、押印をさせた日でよ

いか。 

P008 

9 行目 

78 
群馬県 

伊勢崎

市 

不備があった場合、不備を修正した上で提出とあるが、

これは受付してから補正による対応を排除するものでは

ないと解釈してよいか。 

P008 

ア電話～

ウ電子メ

ール 

79 

千葉県 

審査請求書の記載事項として、審査請求人等の押印を挙

げているが、現行法と異なり、改正法上は、押印は必要

的記載事項とされていない。政令で必要的記載事項とす

る予定かもしれないが、マニュアル上、押印が必要とさ

れる根拠が不明であるので、明示してもらいたい。 

P010 

(1) 

80 神奈川

県 

横浜市 

審査請求の方式については行審令で規定される予定との

ことだが、規定された内容を本マニュアルに反映する予

定はあるか。 

P010 

2(１) 

81 
北海道 

 行審法上、審査請求人の押印を求める根拠規定はない

が、押印は必須であるのか。押印がない場合は、不適法

P010 

6～8行目
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地方公共団体からの意見等 「素案」 

記載箇所  団体名 意見等の内容 

となるのか。 ※改正前の行審法第１５条第４項の規定

が新たに政令に規定されることになったということであ

れば、問題はない。 

82 埼玉県

三郷市

形式審査を効率的に行えるよう、審査請求書の様式を示

していただきたい。 

P010 

6 行目 

83 埼玉県

さいた

ま市 

行審法改正により、審査請求書への押印義務の規定は削

除されたものと認識していますが、押印については政令

で規定する予定でしょうか。 

P010 

8 行目 

84 

宮崎県 

延岡市 

「審査請求人（・・・略・・・）の押印があることを確

認する」と記載されているが、現行の行審法 15 条４項に

は押印の規定があるが、新行審法第 19 条には押印の規定

が見当たらないが押印が必要でしょうか。 

P010 

8 行目 

85 

宮崎県 

延岡市 

「⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容」の後に記載の

「号）」は不要ではないでしょうか。 

P010 表

○中必ず

記載が必

要な事項

の⑤ 

86 埼玉県

さいた

ま市 

「教示の有無及びその内容号）」     「号）」が不

要な記載だと思われます。 

P010 

表中⑤ 

87 

神奈川

県 

横浜市 

「号）」は削除漏れだと思われる。 

P010 

表の「必

ず記載が

必要な事

項」の⑤ 

88 神奈川

県 

横浜市 

添付書類の証明書類については、「証明日付が○か月以内

のもの」など有効期間を示すことはできないか。 
P011 イ 

89 

東京都 

「審査請求に係る処分の内容」等により・・・確認する。

とされているが、どの程度の確認（調査）まで審査庁で

行えるのか。たとえば処分庁に電話で確認する、処分庁

に経緯について簡単な書面を提出してもらうことまで許

容されるのか、それとも、例示したケースでは審理員を

指名し、審理員が手続を行うこととなるのか。 

P011 

下から 8

行目及び

P17 表 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

90 

福岡市 

■(3)と(4)の間に「代理人」の項を設ける（説明） 審

査請求人の代理人の資格については，特段の規定がない

ため，疑義が生じやすい。 非弁行為の禁止等（弁護士

法や行政書士法との関係）の基礎的な知識のほか，委任

状の様式例（審査請求人と代理人の関係欄を設ける等），

代理権の確認方法等（疎明資料の添付を求める等）につ

いて，具体的な記述を要望する。 

P012 下

から 5行

目((3)と

(4)の間)

91 

神奈川

県 

横須賀

市 

 標準処理期間と不作為に関する記載がありますが、逐

条解説行政手続法（総務省行政管理局編集/ぎょうせい発

行）における行政手続法第６条の解説によると、「通常要

すべき」の語句について「当該許認可等を求める申請の

態様が通常であり、かつ、行政庁側の処理体制も通常で

あることを前提とした上で必要である」という意味であ

ると説明が記載されています。 

 また、行政手続法の施行に当たって（平成６年９月１

３日 総管第２１１号）の第二－２－５によると、「その

期間の経過をもって直ちに「不作為の違法」に当たるこ

ということにはならない」とされており、「申請者からの

照会に対しては、迅速な処理に努めていることが理解さ

れるよう（中略）適切に対応すること」とされています。

 マニュアルのＰ１２には、「特段の条件なく一定の期間

を設定している場合は（４行目）」や「一般には（６行目）」

との記載がありますが、そもそも、標準処理期間は「特

段の条件」ごとに設定するものとは規定されておらず、

「申請の態様が通常である」前提で標準処理期間を定め

ています。 

 一般的な内容の申請であれば、標準処理期間を目途に

処理されることが想定されることから、不作為に対する

審査請求が提起される事例は少ないと考えられますが、

一般的でない内容の申請であると、その処理に時間を要

し、不作為についての審査請求が提起されるケースが多

いのではないかと想定されます。その判断に当たっては、

一般的な申請を想定して設定している標準処理期間の経

過をもって不作為と判断することは許容されるべきでは

ないと考えます。 

P012 

１行目か

ら 7 行目
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

92 

神奈川

県 

横浜市 

「処分の相手方以外の第三者が審査請求人である場合に

は・・・「処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月」以内ではあるが、「処分があった日の翌日から起

算して１年」の経過後に審査請求がなされるケースも想

定される。」との記載があるが、これは、１年を過ぎてい

ることについて正当な理由がある場合に限り認められる

という理解で良いか。 

P013 

（イ） 

93 

三重県 

「処分の相手方以外の第三者が審査請求人である場合に

は・・・『処分があった日の翌日から起算して１年』の経

過後に審査請求がなされるケースも想定される。」とされ

ているが、この例自体が法第１８条第２項但し書きの「正

当な理由」に該当するのか、それとも他に「正当な理由」

の有無が問題になるのか、例示の趣旨が不明である。例

示の削除、「この場合正当な理由の有無が問題となる旨」

の追記、P14 冒頭「イ 審査請求が審査請求期間経過後

になされている場合」への追記等を検討いただきたい。 

P013 

(イ)6 行

目以降 

94 

群馬県 

伊勢崎

市 

「特段の事業（反証）がない限り」とは具体的にどのよ

うなことを想定しているのかお示しください。 

例えば、長期の旅行に出かけていたことを証明する資料

（パスポート等）があれば反証になり知った日が遅くな

るのか。 

P013 

10 行目 

95 
宮崎県 

延岡市 

「・・・（行審法第 61条において準用する法第 51 条）・・・」

と記載されていますが、「・・・（行審法第 61 条において

準用する第 51 条）・・・」ではないでしょうか。 

P013 

15 行目 

96 

東京都 

「誤った審査請求先に審査請求書が提出された場合」が、

「誤った審査請求先（審査権限のない行政庁）の事務所

等に審査請求書が持参又は送付された場合」の意なのか

「審査請求書の宛先欄に誤った審査請求先が記載されて

いた場合」の意なのか分かりにくい（ここでは、その両

方（宛先欄に誤った審査請求先が記載された審査請求書

が、その審査請求先の事務所に持参又は送付された場合）

の意か？）。 

P014 

22 行目 

97 

栃木県 
それぞれ、「（1）ア（イ）④」、「（1）ア（ア）⑤」の指し

示すものが意図した内容を表していないと思います。 

P014 

4 行目、13

行目、（5）
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

6 行目 

98 

愛知県 

刈谷市 

 法第 18 条第 1項ただし書及び第 2項ただし書中「正当

な理由」について、「教示がされず、審査請求人が他の方

法でも審査請求期間を知ることができなかった」場合が

該当するものとしているが、個別事件において自治体が

この場合に該当すると判断した場合、処分から５年など

長期間経過していたとしても、適法な審査請求となるの

か。 

 この場合、審査請求の決定において認容となった場合

に、救済されるものが存在する場合にのみ適法な審査請

求となるのか。 

 また、「正当な理由」があるとしたら、何年経過しても

審査請求できるものと解釈できるのか。 

P014 

7 行目～

11 行目 

99 

神奈川

県 

横浜市 

判昭和 48 年６月 21 日では、「行政庁が異議決定書に記

載すべき審査請求期間の教示を怠った場合に、審査請求

期間の進行が妨げられるものと解すべき根拠はな」いと

されている。 

「正当な理由」の例として、「行審法第 82条に基づく教

示がされず、審査請求人が他の方法でも審査請求期間を

知ることができなかったような場合」との記載があるが、

これは「やむをえない理由」から「正当な理由」に改正

されたことにより新たに認められる例という理解で良い

か。 

P014 イ

100 

栃木県 

審査請求人が説明を了解した場合の対応が不明です。受

付をした場合には、取下げを指導し、応じてもらえない

ときには、却下をすることになってしまうかと思います

が。 

P014 

下から 4

行目 

101 
群馬県 

伊勢崎

市 

「当該審査請求が不適法であることをもって、審査請求

書の提出を受けることを拒むことはできない」とあるが、

その受けた審査請求は行審査法第２４条の却下裁決とす

ることでよいか。 

P015 

（ウ） 

102 

東京都 

正しい審査請求先が教示されていたにもかかわらず、審

査請求人において誤った審査請求先に審査請求書を提出

した場合は、救済の必要性が低いので、審査請求人の意

思にかかわらず速やかに却下することでよいのではない

P015 

16 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

か。 

102

.1 

東京都 

たとえば、知事に対して審査請求できる内容のものを建

築審査会宛てと記載して知事に提出したような場合、知

事に受領権限はなく、知事が補正をすることはできない

のではないか。 

また、マニュアルの該当箇所で補正を命じるとしている

が、ここで補正を命じるのは、審査請求書に記載されて

いる審査庁が行うということか（上記例では建築審査会

が補正を行うのか）。その場合、審査庁は、結局審査でき

ない事項を対象とする審査請求として却下することにな

るのではないか。 

P015 

下から 3

行目 

102

.3 

群馬県 

伊勢崎

市 

社会通念上必要とされる期間の具体的期間の例示をされ

たい。 

P016 

11 行目 

102

.4 
愛知県

刈谷市 

 補正命令に際して定める「相当な期間」について、社

会通念上必要とされる期間とあるが、一般的な期間をマ

ニュアルとして記載してはどうか。 例えば、Ｐ３８．

３－（２）弁明書の提出要求の「相当の期間」について

は、「一般には、２～３週間程度」とされている。 

P016 

11 行目 

103 群馬県 

伊勢崎

市 

相当の期間内の具体的例示をされたい。 
P016 

15 行目 

104 

宮崎県 

延岡市 

「なお、補正箇所には、審査請求書の押印に使用した印

章を用いて訂正印を押印させる。」と記載されています

が、２番で記載したように、新行審法では、口頭による

審査請求（20 条）では押印の規定があるものの 19条に

は押印の規定がありません。新行審法においても審査請

求書に押印が必要なのでしょうか。 

P016 

21 行目 

105 

福岡市 

■(2)の 終行に「職権補正に関する記述」を追加（説明） 

 審査請求書の軽微な欠陥については，補正を命じない

までも，審査庁の職権による補正を可能とすることが望

ましいことから，その旨及び職権補正の方法（例：職権

補正したことが分かるよう，朱書修正し，余白部に加入

○字，削除○字と記載の上押印する等）について記載す

る。 

P016 

下行 
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106 

千葉県 

審査請求が不適法であって補正できないことが明らかで

ある場合の例として、「法律上の利益がないことが明白で

ある場合」、「正当な理由がないことが明白である場合」

が挙げられているが、抽象的な記載であるので、具体的

にどのような場合を想定しているのか例示してもらいた

い。 

P017 

4 の表 

107 

宮崎県 

延岡市 

「・・・それ以外の措置によって目的を達成することが

できるときは、することができない（行審法第 25条第４

項）」と記載されていますが、「第 25条第６項」ではない

でしょうか。 

P018 

17 行目 

108 

東京都 

執行停止の要否の判断について、申立てがない場合であ

っても、審査庁は、審査請求を受けた際に、職権により

執行停止をする必要がないか否かを判断すべきであると

されている。 

これについては、実務上、どのような手続が必要となる

のか。 

P019 

13 行目 

109 

埼玉県

さいた

ま市  

「処分庁以外の者」は「審査請求人以外の者」の誤りで

はないでしょうか？ 

誤りでないのであれば、審査請求人及び処分庁には文書

による通知、その他関係者にはメールによる通知という

運用でよろしいでしょうか。 

P019 

23 行目 

110 群馬県 

伊勢崎

市 

審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出されたと

き、執行停止の要否の判断をし、執行停止を行うタイミ

ングはいつか。 

P019 

4 行目 

111 

千葉県 

執行停止の要否につき決定をした場合には、その旨を審

査請求人等に通知すればよく、「決定書」（審査請求に対

する「裁決書」類似の書面）の作成及び送付はもちろん、

上記通知への判断理由の付記も不要であるように読める

が、それでよいか。それでよいのであれば、その点を明

記してもらいたい。 

P019 

ア（エ）

112 

岡山県 

処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない審査庁

が執行停止について処分庁の意見を聴いた場合、審査庁

は当該意見にどの程度拘束されるのかを記載していただ

きたい。 

P019 

下から 3

行目 

-100- 

地方公共団体からの意見等 「素案」 

記載箇所  団体名 意見等の内容 

113 

大阪府 

堺市 

＜訂正箇所＞ 

 「必要があると認めるとき」 ⇒ 「必要があると認

める場合」  

P019～

P020 

(3)ア

(ウ) 

5 行目 

(４) 

9 行目 

114 
北海道

 文言修正 「行審法第２５項第４項」 → 「行審法

第２５項第４項ただし書」 

P020 

13 行目 

115 
宮崎県 

延岡市 

「・・・取り消した場合には、上記（２）ア（エ）・・・」

と記載されていますが、「・・・取り消した場合には、上

記（３）ア（エ）・・・」ではないでしょうか。 

P020 

下から 2

行目 

116 

岩手県 

「６ 審理手続の承継」の項目について、第３章ではな

く、第１章に含めた理由は何か。（第３章に含める方がよ

り適切ではないか。） 

P021 

117 

千葉県 

届出がされず、審査庁等が地位の承継について把握しな

いまま、被承継者宛てに裁決書の謄本送達を行った場合、

行審法第 15 条第 4項の審査庁等からの通知と同様、承継

者に裁決書謄本が到達すれば、効力を有すると解してよ

いか否かを明記してもらいたい。 

また、審査庁等が地位の承継について把握したものの、

承継者に届出を行うよう求めても届出がなされない（取

下げもしない）場合又は承継者の所在が把握できない場

合には、いかなる対応をとるべきかを明記してもらいた

い。 

P021、022 

(1)ウ・エ 

118 

茨城県 

処分に係る権利がいわゆる生活保護受給権のような当該

個人等に与えられた一身専属の権利であって，他の者に

譲渡し得ず，相続等の対象となりえないものである場合

には，その処分に係る審査請求は，審査請求人の死亡に

よって終了することを明記してはどうか。 

P021、

P022 第

2 編第 1

章の

6(１) 

119 

千葉県 

取下書は、審査庁宛てでも審理員宛てでもよいように読

めるが、それでよいか。それでよいのであれば、その点

を明記してもらいたい。 

P023 

（2） 

120 宮崎県 審理員は、審査請求が取り下げられた旨を審理関係人に P023 
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地方公共団体からの意見等 「素案」

記載箇所 団体名 意見等の内容 

延岡市 通知することとされているが、新行審法第 28 条で定義さ

れている審理関係人には、審査請求人が含まれている。

ここで審理員が通知する審理関係人は、審査請求人を除

く者と考えてよいか。 

19及び22

行目 

121 
大阪府 

河内長

野市 

審理員を広域の自治体間で対応する場合、処分庁以外の

自治体の職員を指名することは可能でしょうか。あくま

でも、処分庁の職員の身分を有する必要があるでしょう

か。 

P024～ 

122 

岩手県 

審査請求受付担当課室と裁決担当課室を同一の課室にす

ることを検討しているが、この場合、審理員について、

どの法令をどの審理員が担当するかまで整理した名簿を

作成している場合は、審理員の指名については、審査請

求受付担当課室（裁決担当課室）が行うこととして差し

支えないか。 

名簿が職員名だけ記載しているものの場合又は名簿を作

成していない場合については、どうか。 

P025 

123 群馬県 

伊勢崎

市 

審理員の指名に関して１事件に１名を基本とするが、１

人の審理員が複数の事件を受け持つことは可能か。 
P025 

124 

岩手県 

「審理員を補助する者が存在している場合は、その旨伝

達」とは、審理員に対して、審理員を補佐する職員がい

る旨、その職員は何某である旨を伝えるということか。

P025 

(１)４段

落目 

125 

岩手県 
事件名・事件番号を付与している場合に、通知中に必ず

それを記載しなければならない趣旨は何か。 

P025 

(１)及び

(２) 

126 

栃木県 

「審査請求書を審理員に引き継ぐ」とありますが、審査

請求書は１通となるのでしょうか。もし、１通であれば

審理員による審理の間、審査庁の担当所属に審査請求書

が存在しないことになりますし、正副２通として副本を

引き継ぐのだとすると、 終的には審理員意見書に添付

してこれを審査庁に戻すということになり（法 41条３

項。Ｐ70）、いずれにしても釈然としません。 

P025 

(１)下か

ら 3 行目

127 
静岡市 

行審法第９条第１項によれば、審理員候補者名簿を作成

している場合には、当該名簿に記載されている者から審

P025 

5 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

理員を指名することとなるが、名簿の作成が努力義務で

あることを踏まえると、名簿に記載している者以外の者

からも審理員を指名することも可能であるか。 

128 

埼玉県

三郷市

 審理員の人数は１事件につき１名が基本であり、事件

が複雑である場合等においては、複数名 

指名できるとあるが、具体的にどの程度複雑であれば複

数名指名できるのか。また、常時複数名指名することは

可能か。 

P025 

6 行目 

129 

東京都 

審理員について、「事件が複雑である等の事情から」複数

名指名することも可能とされているが、新しく選任され

た審理員のＯＪＴ、管理職と非管理職が審理員のケース

など、複数名指名することがあるので、審理員を複数名

指名する場合をあまり限定しない方がよいと思われる。 

P025 

8 行目 

130 

岩手県 

出先機関の処分等に関する審査請求について、当該処分

等に係る事務処理ついて当該機関を指揮監督する本庁課

室が属する部署の総務・総括等の事務を担当する課室の

職員が審理員に指名することについては、どう考えるか。 

なお、これも望ましいものではないとする場合、出先機

関の指揮監督をする本庁課室、処分担当課室所属部局の

総務部門、法務担当のいずれも望ましくないということ

であるので、審理員は、その担当業務にかかわらず全庁

から適任者を任意に抽出せざるを得ず、運用がかなり制

限されるのではないか。 

P026 

(2)ア 

131 

長野県 

「処分担当課室ではないが、同課室の属する部署におい

て総務・総括等の事務を担当する課室（当該各部局の総

務課等）の職員」とあるが、裁決の客観性・公正性を高

めるため行政不服審査会等への諮問の義務付けが導入さ

れたことを踏まえれば、このような職員であっても審理

員に指名して差し支えないと思料されるので、当該部分

を削除いただきたい。 

P026 

(2)アの 2

段落目 

132 

福井県 

当該部分を削除できないか。 

 

【理由】 改正法で、裁決の客観性・公正性を高めるた

め行政不服審査会等への諮問の義務付けが導入されたこ

と、審理員が一定の専門性を有し迅速に遂行することが

P026 

(2)のア

の 2 段落

目の「同

課室の～
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

必要であることを踏まえれば、地方公共団体の場合、「処

分担当課室の属する部署において総務・総括等の事務を

担当する課室（当該各部局の総務課等）の職員」であっ

ても審理員に指名して差し支えないのではないか。 

職員や、」

133 

愛知県 

名古屋

市 

上記 1と同様の観点から、処分を行った部署の属する部

局の総務課の職員は、審理員の有力な候補者であると考

えられる。このことは、平成 26年 1月 16 日の総務省の

説明会でも具体的な審理体制のイメージとしてご提示さ

れているところである。 

そのため、処分を行った部署の属する部局の総務課の職

員を審理員に指名することを避けることが望ましい旨の

記載は見直していただきたい。 

P026 .

第 2 編第

2章 3(2)

ア5～8行

目 

134 

埼玉県

さいた

ま市  

処分担当課室の属する部署において総務・総括等の事務

を担当する課室（当該各部局の総務課等）の職員につい

て、審理員に指名することを避けるのが望ましいという

記述があります。当市では、国が各省の大臣官房職員を

充てるとの見解を受けて、「公平性」「専門性」を両方併

せ持つ各局筆頭課の職員を審理員に充てることを検討し

ていました。自治体も国と同様、行政分野ごとに局の配

置がなされており、他局の職員を審理員に指名する場合、

「公平性」は確保できても「専門性」を確保できないお

それがあります。これ見解を伺います。 

P026 

3(2)ア 

135 

京都府 

「処分担当課室の属する部署において総務・総括等の事

務を担当する課室（当該各部局の総務課等）の職員を審

理員に指名することを避けるべき」との記載があります

が、これでは、ほとんどの自治体では審理員に指名する

ことができる者は、もはやいないものと考られます。除

外するのは、法律どおり決裁に関与した者等に限るべき

ではないでしょうか（p.27 の記載からは、部局の総務課

と官房部門がそれぞれ別にあることを前提として書かれ

ているようにも読めますが、自治体ではそれぞれに相当

する部門がなく、これらは同一の組織です。）。また、在

籍経験の有無や、 近まで処分担当課室の業務を担当し

ていた職員、友人関係、一定の予断を持った者等の選任

についてまで記載しているのは、法令マニュアルの記載

P026 

32 行目 

P028 

31 行目 

(審理員)
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地方公共団体からの意見等 「素案」 

記載箇所  団体名 意見等の内容 

としては書き過ぎではないでしょうか。 

136 

岐阜県 

現地機関の県税事務所が行った処分に対する審査請求の

審理員は、本庁の税務課の職員を指名することを想定し

ているが、これは「迅速かつ適切に審理を進める観点か

ら（中略）専門的な知識・経験を有しているとが望まし

い面」から一律に排除されるものではない一例と考えて

差し支えないか。 

P026 

下から 3

行目 

137 

静岡県 

総務課の職員を審理員に指名することを避けることが望

ましい旨の規定は、実態として、総務課の職員が処分に

関与することはなく、また、審理員候補者の選択肢を狭

めることになるため、削除していただきたい。 

P026 

下から 6

行目 

138 

神奈川

県 

南足柄

市 

 審理員が迅速かつ適切に審理を進める観点から、審査

請求の対象となった処分等に係る行政分野について専門

的な知識・経験を有していることが望ましいことから、

処分等を行った課が属する部の総務担当課の課長等を指

名することを一つの選択肢として考えていましたが、マ

ニュアル（案）の 26 ページによると、「処分担当課では

ないが、同課室の属する部署において総務・総括等の事

務を担当する課室の職員・・・についても、同様の観点

から、一般には、審理員に指名することを避けることが

望ましいものと考えられる。」と記載されています。この

ことから、処分等を行った課が属する部の総務担当課の

課長等を指名するのは避けるべきでしょうか。 

P026 

下から 7

行目 

139 

大分県 

審理員の指名に当たり、処分担当課室の属する部署にお

いて総務・総括等の事務を担当する課室（当該各部局の

総務課等）の職員は、一般には、審理員に指名すること

を避けることが望ましい旨記載しているが、このような

直接的に処分に関わっていない課室までにおいても、一

律に審理員の指名を避けることが望ましいとは記載せず

に、指名を避ける職員について一定程度の限定をかける

か、指名が許容される場合の例を具体的に記載すべき。 

P026 

下から 7

行目 

140 

福岡市 

■「審理員の対象」については，地方公共団体の組織体

制に配慮した記述としてほしい。 

（説明）   

 審理員意見書は「裁決の原案となり得るものとするこ

P026 

下から 7

行目～4

行目(3，
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

とが適当であり、裁決書の記載事項に対応して、事案の

概要及び審理関係人の主張の要旨を整理し、当該事件の

争点を明示した上で、審査請求に対する結論（裁決主文

に対応するもの）及びその理由（事実関係の認定や当該

事実関係に対する関係法令の適用を含む。）を記載するこ

とが望ましい」（Ｐ７０，１５，（１），第２段落）ことか

ら，審理員は関係法令・条例を理解しておく必要がある。

 「Ｐ２６，３，（２），ア，第２段落」で 「処分担当

課室ではないが，同課室の属する部署において総務・総

括等の事務を担当する課室（当該各部局の総務課等）の

職員」は，審理員に指名することを避けることが望まし

いとされているが，当該記述は，国の省庁体制を前提と

していると思われる。 

 限られた人員・体制の地方公共団体においては，「処分

担当課室の属する部署において総務・総括等の事務を担

当する課室（当該各部局の総務課等）の職員」を審理員

の対象とする方が，関係法令・条例の知識も備えており，

却って効果的である。 

 以上から，法の趣旨（公正性の確保）の範囲内で，地

方公共団体の組織体制を踏まえた指名が可能となるよう

配慮いただきたい。 

(2)，ア，

第2段落）

及び 

P027 

6 行目～

12 行目 

(3，(2)，

ウ，第１

段落) 

141 

山梨県 

● 第２段落「また、～考えられる。」を削除する。 

 

【修正意見の理由】 

 「処分担当課室の属する部署において総務・総括等の

事務を担当する課室（当該各部局の総務課等）の職員」

と具体的に特定し、これを指して「一般には審理員に指

名することを避けることが望ましい」とするのは、地方

公共団体の審査請求関係事務の執行体制整備に支障を及

ぼすものである。当県では部局の「幹事課」と称する課

に相当するが、当該課室の職員は、当該処分に係る行政

分野について一定の知見を有する点、処分担当課とは別

所属であり一定の距離をおいて客観的な判断が可能であ

る点、審理員には審査庁から独立した地位が法的にも担

保されている点から、審理員として指名することに問題

P026 

(2)審理

員に指名

する職員

の所属部

署等 

ア 処分

担当課室

等との関

係 

第 2 段落
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

はなく、むしろこれを忌避することは審理員人材の供給

に著しく困難を来すこととなる。 

 行政改革の徹底により必要 小限の人員で運営されて

いる地方公共団体の事務執行の現実にもかんがみ、総

務・総括等担当課室の役割を限定する趣旨の記述を削除

するよう要望する。 

142 

神奈川

県川崎

市 

 Ｐ２６の「総務・総括等の事務を担当する課室（当該

各部局の総務課等）」や「事務処理について当該機関を指

導監督する立場にある本省庁の職員」は、「一般には、審

理員に指名することを避けることが望ましい」とありま

すが、例えば、局の庶務担当課長や、ある業務の指導担

当課長といった管理職は、不服申立てのある処分等に全

く関与していなかった場合も、「総務・総括等」や「指導

監督」という立場であるがゆえに、審理員に指名するこ

とを避ける方が望ましいといった趣旨かと思いますが、

同じくＰ２６で「他方、迅速かつ適切に審理を進める観

点からは、…専門的な知識・経験を有していることが望

ましい」とされており、これらの両方を満たすには、適

切な人材がほとんどいなくなることが想定され、審理員

の人選に苦慮することが想定されます。Ｐ２７の「処分

担当部署と業務上の関係がある部署に所属する職員以外

の職員」という表現についても同様です。 また、「専門

的な知識・経験を有している者」を P２７にある「官房・

総務部門の職員」に異動させて、処分担当課室と分離さ

せたセクションをつくる手法もありますが、この場合は、

各行政分野に精通した人材を１箇所に集めるにも、人員

上の制約といった課題があります。 つきましては、可

能でしたら、上記に申し上げましたことを踏まえ、文言

表現の修正等についてご配慮をいただけると幸いです。 

P026 

～P027 

143 

大阪府 

審理員制度について、審理手続きがない（平常）時は、

当該審理業務そのものが存在しないが、ひとたび審理手

続きが発生すると、その業務量が膨大なものになる可能

性がある。そのため、各自治体が迅速に作業を進められ

るように、総務省において、各自治体が審理データ（ス

ケジュール、進行シナリオ等）を容易に入手できる体制

P026 

～P029 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

（データベース等）を整えていただきたい。 

144 

神奈川

県 

川崎市 

 「審理員」、「裁決の担当者」、「審査会の調査審議の補

助者」は、違う人物が事務処理を行わなければならない

ということですが、同じ組織に所属する者同士でも、公

正性が疑われないように留意されていれば、処理は可能

でしょうか。可能である場合、公正性が疑われるような

ケースは、指揮命令などの上下関係があることなどでし

ょうか。具体例をお示しいただければ幸いです。 

P027 

145 

長野県 

「審理・裁決の公正性が損なわれることのないように留

意するとともに、特に、審理手続において審理員が審査

庁と一体であったとの疑念、ひいては審理の公正性に対

する疑念を招くことのないよう留意する必要がある。」と

あるが、 低限行うべきポイントなどがあれば、具体例

を記載いただきたい。 

P027 

(2)イの 2

段落目 

146 

大阪府 

 Ｐ27 において「複数の部署にそれぞれ所属する職員を

あらかじめ審理員候補者として定めておき、事案に応じ

て、処分担当部署と業務上の関係がある部署に所属する

職員以外の職員を指名することも考えられる」とありま

す。これは複数の部署の職員を審理員候補としておき、

審査請求の内容に応じて当該請求に係る分野の専門知識

のある職員を審理員とする（例えば福祉に関する審査請

求で福祉部局の総務課の課長を審理員に指定する）こと

は公平性・透明性に反するという趣旨でしょうか。   

P027 

19 行目 

147 

埼玉県 

④審理員補助者の取扱い 本案では、審理員意見書の作

成等を審理員補助者の判断により行ってはならないとす

る一方（P30.1-16 行目）、審理員は、管理職級の職員が

ふさわしいとしている（P27.32,33 行目）。 しかし、予

算も人員も多くない中、幅広い業務を管理監督している

多くの地方自治体の管理職員の現状を鑑みれば、審理員

意見書を審理員が一から全て作成することは、その事務

量から考えても現実的ではなく、結果として、処分の公

正かつ迅速な執行に影響が生じ、法の趣旨を阻害し、国

民の権利利益に支障がでるものと考える。 したがって、

審理員の指示に基づいて補助者が意見書案を作成するこ

とを可とすべきである。 

P027 

32、33 行

目、 

P301 

１～16 行

目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

【理由】 

行政不服審査法の目的は、簡易迅速かつ公正な手続によ

り、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正

な運営を確保することである。今回の改正法では、その

実現を図るために、審理員と第三者機関を新たに設け、

従来よりも更に客観的に行政庁の処分について判断でき

る仕組みを整えたものである。本とりまとめ案（以下「本

案」という。）は、それぞれの役割を担う課室の無関係性

を図ることに意識が傾くあまり、結果として、法の目的

である簡易迅速性が阻害されてしまう結果に陥っている

のではないかと考えられる。その主なものは次のとおり

である。これらについて、再検討をお願いしたい。 

148 

岐阜県 

裁決書担当課室等について、審理員が属する課の審理員

以外の職員が裁決書を作成するものと想定していたが、

国では処分担当課でも審理員が属する課でもない別の課

の職員が裁決書を作成することを想定しているのか。 

P027 

6 行目 

149 

京都府 

審理員の除斥事由のうち、法第９条第２項第１号の「関

与することとなる者」の説明が「関与した者」の説明と

共通になっています（「関与することとなる者を含む。」

と記載）が、具体の記載を読んでも、「関与することとな

る者」がどういう者をいうのか容易には想像できません

ので、別に分けて記載してほしい。 

P028 

12 行目 

(審理員) 

150 

富山県 

行審法第９条第２項第１号の処分等に関与した者の具体

例「⑤ 処分等に係る稟議書に押印した者」 

→稟議書への押印が当該処分等への関与を外形的な証憑

となり得ることは理解できるが、ＯＪＴや情報共有等の

趣旨で起案を回覧している実情等も考えられ、押印の事

実を以って「処分等に関与した」と断定するのは行き過

ぎではないか。 

P028 

24 行目 

151 

埼玉県

三郷市

「除斥事由に該当しない場合であっても、 近まで処分

担当課室の業務を担当していた職員等を審理員に指名す

ることは（中略）適当でないものと考えられる。」とある

が、 近までとは、具体的に過去何年の間に担当してい

た職員等を指すと考えるべきか。 

P028 

7 行目 

152 神奈川  運用上審理員の指名を避けるべき者については、審査 P028 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

県 

横須賀

市 

請求人との私的関係のある（あった）者を排除すること

はそのとおりと考えます。ただし、審査請求人と学生時

代の友人といった私的関係を例示すると、身辺調査を要

するかのような印象を受けます。 

 また、法定の除斥事由においても名字の違う親戚関係

を必ずしも審査庁において把握できないこともあり得ま

す。 

 これらの点からすると、審理員の指名については、審

査庁の一方的な行為のように感じますが、審理員の指名

による支障が生じ得るかということを審査庁の職員から

審理員候補者に確認をするといった手続を行うことが望

ましいと捉えるべきでしょうか。 

イ 終

段落 

153 

岩手県 

当該審理員又は審査請求人しか知らない事実であり、当

該者が申告しない以上、審査庁が把握できないものにつ

いて、裁決後に、その点を指摘された場合、手続瑕疵を

問われるおそれはないか。 

P028 

下から 4

行目 

154 

石川県 

「審査請求人が過去に受けた（当該審査請求に係る処分

等ではない）処分等に関与した者」「過去に審査請求人と

何らかの関係があるなどにより審理員に指名することで

手続の公正性に疑念を生じさせかねない者」等について、

除斥事由に該当しないものの、審理員に指名することは

避けるべきであると考えられるとしているが、必ずしも

審理の公正性が損なわれるとの疑念を招くものではなら

ない。 

あたかも、これらの者が審理員であれば審理の公正性に

問題があるとの疑念を招くような記述は削除すべきでな

いか。 

P028 

下から 4

行目～

P029 の３

行目 

155 

岩手県 

審査請求時に処分担当課室に所属しておらず、審査請求

対象処分にも関与していない職員について、数か月前ま

で当該処分担当課室に所属していたという理由で適当で

ないとするのは、情緒的な理由にしか見えないが、そこ

まで審査請求人の情緒的な心理にまで配慮しなければな

らないものか。 

P028 

下から 7

行目 

156 
石川県 

Ｐ２６に記載されているように、迅速かつ適切に審理を

進める観点からは、審理員が審査請求の対象となった処
P029 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

分等に係る行政分野について、専門的な知識・経験を有

していることが望ましいと考えているが、実務経験を積

み上げていく自治体の現場においては、こうした専門的

な知識・経験を有している職員は「過去に類似の事案に

関与し一定の予断を持っている者」にほかならない。Ｐ

２９において「当該処分等に直接関与してはないが過去

に類似の事案に関与し一定の予断を持っている者」を除

斥事由に該当しないものの、審理員に指名することは避

けるべきとされているが、削除すべきでないか。 

157 

長野県 

「当該処分等に直接関与してはいないが過去に類似の事

案に関与し一定の予断を持っている者」については、他

の例のように審査請求人との関係を有している者ではな

く、審理の公正性・透明性を損なう恐れは低いものと思

料されることから、削除いただきたい。 

（実質的に審査を行う審理員が過度の公正・中立性を求

められると、審理対象案件に対する専門的知識をもつ職

員を充てられなくなる。） 

P029 

１行目 

158 

愛知県 

名古屋

市 

例えば地方税法に基づく処分のように、同種の審査請求

が反復継続して行われる案件については、除斥事由に該

当しない専属の審理員が審理を行うことが効率的であ

り、かつ、法の趣旨に反するものでもないと考えられる

が、「過去に類似の事案に関与し一定の予断を持っている

者」について審理員に指名することは避けるべきである

との記載は、このような運用を避けるべきであるという

趣旨か。このような趣旨であれば、審理員を担う者が事

実上いなくなってしまうことになるため、このような記

載は見直していただきたい。 

P029 

第 2 編第

2章 3(4)

イ1～3行

目 

159 

大阪府 

 Ｐ30 において審理員補助者について、「審理員意見書

の作成等の事務が実質的に審理員補助者の判断により行

われることは審理員制度の趣旨を没却するものであり、

許されない」とありますが、意見書の作業について、審

理員補助者は、自らの判断ではなく、審理員の指示に従

って行うことも許されないのでしょうか。例えば、意見

書の趣旨を審理員から聞き取り、原案を作成する作業は

可能ですか。それとも自らの判断ではなくとも意見書に

P030 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

関わる全ての作業を行うべきではなく、審理員自身が実

際の意見書作成の作業も行うことを予定しているのでし

ょうか。 

  

160 
大阪府 

河内長

野市 

審理員を補助する者について、公務員である必要はある

か（市の顧問弁護士等を活用することは可能か）。 

また、補助者の指定について、職務命令を発する必要が

あるとのことであるが、辞令等の任命行為は必要ないか。

P030 

161 

神奈川

県 

横浜市 

「審理員補助者の所属部署等については、一般には、当

該審査請求について審査庁として行う事務を担当する部

署の職員が行うことが想定される」とあるが、P４（ア）

で「審査庁としての事務を処理する部署（職員）につい

ては、・・・審理員・・・とも分離することが望まれる」

とあることから、審査庁補助担当部署と審理員補助担当

部署の分離の必要性については、一般にどのレベルが求

められるのか。また、行政不服審査会の補助担当部署に

ついてはどうか。 

P030 

(２) 

162 

京都府 

審理員補助者は、その行う事務について「実質的な判断

に及ばないものに限られる」としているのだから、「実際

に補助する具体的な業務の内容を踏まえつつ、審理員の

指名を避けるべき者の考え方に照らして判断する」とあ

るのは、前後を逆にして、「審理員の指名を避けるべき者

の考え方を参照しつつ、実際に補助する具体的な業務の

内容を踏まえて判断する。」のような書き振りとしてほし

い。 

P030 

20 行目 

(審理員

補助者) 

163 

静岡市 

「審理員補助者の所属部署等については、一般的には、

当該審査請求について審査庁として行う事務を担当する

部署の職員が行うことが想定」との記載があるが、Ｐ４.

イ.(ア)の記載内容からすると、審査庁としての事務を処

理する部署と審理員担当課室は分離するべきとの記載も

ある。 

異なる内容の記載であると思料するが、どのような考え

方による記載か。 

P030 

25 行目 

164 
秋田県 

 審理員補助者の指定に係る兼務命令（兼務の職務命令）

は、審理員名で発出するのか。 

P030 

26 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

165 
岩手県 国を例に、具体の職務命令方法を示してほしい。 

P030 

終行 

166 

岩手県 

「審査庁として行う事務を担当する部署」とは、裁決担

当課室、審議会事務局担当課室、審理員所属課室を除く

と、それらのいずれでもない行政不服審査法所管課室と

いうことか。 

P030 

下から 4

行目 

167 

愛媛県 

改正後の制度においては審理員の役割が大変重要となる

が、審理員単独で動くことは困難が想定されるため、補

助する者の役割は大きくなると思料される。このため、

審理員のサポートするための事務局のような体制につい

て、付記することができないか。 

P030 

第 2 編第

2 章 4 

168 
大阪府 

堺市 

 審理員である者を審理途中に人事異動させる場合にお

いて、処分担当課室、裁決担当課室及び審査会補助担当

課室への異動を制約する必要があるのでしょうか。 

P031 

5 審理

員の交代 

169 

東京都 

審理手続の終結までに異動が見込まれる職員を審理員に

指名することは、当然に予定されることであり、「簡易迅

速かつ公正な審理を実現する観点からは、望ましいもの

とはいえない」とするのは、自治体の実情とかけ離れた

ものとなる。 

P031 

8 行目 

170 

岡山県 

審理員の交代があった場合の審理手続の引継について、

訴訟における弁論の更新（民事訴訟法第２４９条）のよ

うに、審理関係人から審理員に対して陳述等の何らかの

行為が必要となるのか？ 

P031 

下から 12

行目 

171 群馬県 

伊勢崎

市 

情報公開審査会は行審法第９条第１項第３号の規定に定

められる審査庁であるが、あえて条例に特別な定めを設

けなくてはならないのか。 

P032 

16 行目 

172 

神奈川

県 

横浜市 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成 26年法律第 76 号）の施行に伴い、現行

法第 17 条で定める教育委員会の教育長に対する指揮監

督権に関する規定は削られるが、別添①の文部科学省の

通知によれば、教育長は教育委員会の意思決定に基づき

事務をつかさどる立場に変わりはないとしていることか

ら、教育委員会から教育長に委任された処分に対する審

査請求先は、他の法令において特別の定めのない限り、

P032 

１行目 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

教育委員会になるという解釈で良いか。 

173 

神奈川

県横浜

市 

別添②の「教育長に委任する事務等に関する規則」第３

条によれば、「不服申立て」に関する事務を教育長に臨時

代理させることができると規定している。臨時代理とは、

行政機関の権限を他の機関が代わって臨時に行使するこ

とを言い、委任と異なり、その権限は代理させる行政機

関に属することになるが、教育委員会は臨時代理した事

務に関与はしなくなる。このことから、教育長が裁決な

ど不服申立てに関する事務を臨時代理する場合であって

も、審査庁はあくまでも教育委員会であるとして、審理

員の指名は不要と解して良いか。 

P032 

１行目 

174 

神奈川

県 

横浜市 

同様に、教育長に委任する事務等に関する規則第４条第

６号によれば、「行政文書及び個人情報の開示決定等に関

する不服申立て」に関する事務を教育長に「専決」させ

ることとしている。そのため、臨時代理と同様、その権

限の移行がなされるものではないが、教育委員会は教育

長の専決に係る事務について関与しない。このように、

開示決定等に関する不服申立てに限らず、一定の処分に

関する不服申立てについて教育長の専決としている場合

であっても、審査庁はあくまでも教育委員会であるとし

て、審理員の指名は不要と解して良いか。 

P032 

１行目 

175 

兵庫県 

 情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分に係

る審査請求については、条例に基づく情報公開・個人情

報保護審議会（第三者機関、地方自治法第 138 条第３項

に基づく附属機関）が実質的な審理を行っているため、

審理員を指名しない旨を条例に定めることを予定してい

る。 

 この場合、行審法上「審査庁が改正法第２章第３節に

規定する審理手続を実施することが必要」（マニュアル

32 頁 22～23 行目）であるため、審査庁は、同規定によ

る審理手続を経た後で情報公開・個人情報保護審議会に

諮問し、裁決を行うものと思われる。 

 一方、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律による改正後の情報公開法及び個人情報保

護法では、行審法第２章第３節（審理手続）の規定を適

P032 

22～23 行

目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

用しないとしているため、国（行政機関の長）は、現行

と同様に、審理手続を経ずに情報公開・個人情報保護審

査会に諮問し、裁決を行うものと思われる。 

 そこで、改正法の趣旨を理解するため、地方公共団体

と国の間で審理手続の違いが生じる理由を、「条例に基づ

く処分について条例に特別の定めがある場合」の留意事

項としてマニュアルに記載することを要望する。 

 

※ なお、第三者機関が実質的な審理を行うことは国及

び地方公共団体とも同じであるため、行審法に「条例の

特別の定めにより、改正法第２章第３節に規定を適用し

ないことができる。」旨を規定し、国と同様に審査庁の審

理手続を省略できるようにすべきものと思われる。 

176 

岐阜県 

 改正法第９条第１項ただし書の例示として、情報公開

条例に基づく処分について、情報公開審査会が実質的な

審理を行っている場合などを想定しているとある。 

 しかしながら、「条例で特別の定めをして審理員を指名

しないこととした場合には、審査庁が改正法第２章第３

節に規定する審理手続を実施することが必要となる」と

ある。 

 一方、当県の情報公開審査会においては、不服申立て

があった場合には、処分庁から事案の諮問を受けた後、

情報公開審査会として、①処分庁に対し処分の理由説明

書の提出を求め、②不服申立人に対して当該説明書への

意見書を求め、③意見陳述の機会を確保し、④必要に応

じて関係資料の提出を求める など実質的な審理を行

い、議を経て、答申を行うこととしている。 

 そうすると、行審法に基づく審理手続と条例に基づく

審理手続が併存することとなってしまう（改正法では、

処分庁が審査庁の場合でも弁明、反論の手続が必須とな

っている。）が、どのように手当することを想定して行審

法は改正されているのか。 

 ちなみに、国においては、改正後の「行政機関の保有

する情報の公開に関する法律」第１８条第１項の規定に

より、開示決定等に係る審査請求については、改正法第

P032 

22 行目、

23 行目 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

２章第３節に規定する審理手続は適用除外とされてい

る。 

177 東京都 

小金井

市 

分かりきっていることかもしれないが、個別具体に合議

制機関を例示したほうがよいのではないか。 

P032 

６(１) 

178 神奈川

県川崎

市 

 審理計画について、事案に応じた概ねのスケジュール

（サンプル・図表等）を掲載して頂けると幸いです。 
P033 

179 

福井県 

P33 の(1)アに、「他の審理関係人が了知しない裁決の内

容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合に

は、審理手続の結果を当該審理関係人に通知すること等

により当該事実を示し、その反論の機会を与える必要が

ある。」との記載があるが、一方、「第三者の利益を害す

るおそれがあると認められるとき、その他正当な理由が

あると認めるとき」（行審法第 38 条第 1項）には、審理

員は、提出書類等の審理関係人からの閲覧請求を拒むこ

とができると解される。また、「正当な理由」について

P62 に若干の例が挙げられている。 

 このような「正当な理由」があり他の審理関係人に反

論の機会を与えない場合の、閲覧を拒んだ提出書類等を

もとに審理員が意見を形成することの是非、留意点につ

いて、考え方をお示しいただければありがたい。 

P033 

(1)のア、

P062 

(2) 

180 

神奈川

県 

横浜市 

反論書等、申立人の提出する書類も必ず提出させなけれ

ばならないように読める。提出は任意という選択肢も許

容する書き方にはならないか。 

P033 

１(1)ウ．

4段落目 

P041 

4(1)ア 4

段落目 

181 

東京都 

審理員が職権で行った審理手続（物件の提出要求、審理

関係人への質問等）の結果、例えば処分庁から明らかな

証拠書類等を得て、事実関係が明確であるとの心証を得

た場合にまで、（それが審査請求人が了知しない事実であ

ったとしても）審査請求人に連絡して閲覧請求、反論等

の機会を保障する必要はないのではないか。審理の迅速

性を阻害するおそれがある。 

P033 

9 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

182 
群馬県 

伊勢崎

市 

「不当であるか否かについても必要な審理を行うこと」

とあり、実際に当、不当の判断をどのように行えばよい

のか又どのような行為が当、不当に該当するのかもっと

具体的にお示しください。 

P033 

第 3 章 

審理手続 

1(1)イ 

183 

大阪府 

「更なる期限を設定して提出を求め」とありますが、郵

送され審理関係人が確実に知りうるべき状態におかれて

いるにも関わらず提出しないことは意思表示として受け

取れるため、更に提出を求めることまでの必要性をお伺

いします。 

P033 

第 3 章１

(1)ウ下

から 3行

目 

184 
神奈川

県 

横浜市 

審理員の指名を要しない場合（審査庁が合議制機関であ

る場合等）は、法別表第１に規定されているとおり読み

替えとなるが、本マニュアルも同様に読み替えて運用す

れば問題ないか（法定の手続でない部分も含めて。）。 

P033～ 

第 3 章ほ

か 

185 

大阪府 

審理手続の進行中に審査請求が不適法となった場合の中

に、処分庁が審査請求に係る処分を解除した場合、を追

加願えないでしょうか。（児童相談所における児童の一時

保護のように、継続的処分にあっては、取消ではなく解

除によって、処分状態が変更されるものであるため） 

P034 

(2) 

186 

岩手県 

審査請求を却下すべき旨の審理員意見書は、この場合必

要であるか疑問がある。法律に規定されていないが、政

令以下に規定される予定があるのか。 

P034 

(2)2 段落

目 

187 

京都府 

審理手続中に審査庁が一般的な遵守事項であっても審理

員に対し示すことは、「可能な限り避けるべき」と記載さ

れていますが、審理員は裁判官と異なり法律上独立した

機関でなく法的には審査庁の補助機関であること、審査

庁たる自治体自身が住民に対し適切な審査請求に係るサ

ービスを提供する責務を負っていることからして、これ

は書き過ぎではないでしょうか。 

P034 

11 行目 

(審理員

と審査庁

の関係) 

188 

宮崎県 

延岡市 

「・・・適法なものであると判断したことにより、以下

のような事情の変化により、・・・」と記載されています

が、文章のつながりとしては、「適法なものであると判断

したものの・・・」等の表現の方がよいのではないでし

ょうか。 

P034 

2 行目 

189 群馬県 「処分庁が審査請求に係る処分を取り消した場合」とあ P034 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

伊勢崎

市 

りますが、例えば、審理員意見書で認容とする意見が付

されていて審査庁も認容裁決として決定する直前で処分

庁が処分を取り消した場合、審査庁は却下裁決とするこ

とになるのかお示しください。また、この場合審理員意

見書では認容裁決となっていることから審理員意見書と

異なる裁決書を書く場合却下でもその理由を付した方が

よいかお示しください。 

4 行目 

190 

東京都 

審理手続が開始された後に、当該審査請求が不適法とな

る場合の一例として、”処分庁が審査請求に係る処分を取

り消した場合”とある。 

これは、処分庁＝審査庁である場合（現行の異議申立て）

にも、想定されるということでよいか（審査請求の審理

手続中に、処分庁として、職権で処分を取り消す（＝当

該審査請求は却下となる。）ことも排除されないかどう

か）。 

P034 

4 行目 

191 

愛媛県 
「訴訟における被告人に相当」 

        →「被告」 

P035 

2(1)イ 2

行目 

192 神奈川

県 

横浜市 

独立した文章が「なお」で始まっている。 
P035 

2(1)エ 

193 
神奈川

県 

川崎市 

 「利害関係を有する者」とは、「『法律上の』利害関係

を有する者」と記載する必要はないのでしょうか。また、

利害関係人に当たらない者の例についても掲載する予定

はないのでしょうか。 

P036 

194 

富山県 

利害関係人の具体例「許認可等の取消処分の取消によっ

て不利益を被る近隣住民」「開発許可等の許認可によって

不利益を被る近隣住民」 

→単に「近隣住民」だけでは対象が不明確かつ広すぎな

いか。 

P036 

24 行目、

26 行目 

195 

長崎県

松浦市 

【期限の設定について】総代の選任について２週間（審

理員）弁明書の提出期限について２～３週間（審理員）

反論書の提出期限について２～３週間（審理員）諮問書

の送付までについて１週間（審査庁） 上記のほか、審

査請求書の補正、審理員による審理手続き、行政不服審

P036 

4 行目、

P038 

16～17 行

目、 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

査会の審理・答申期間、審査庁での裁決期間を考慮する

と、審理員が行う事務処理の時点で２箇月以上時間がか

かった場合、裁決が行われ、裁決書の謄本が審査請求人

等に届くまで審査請求をした日から３箇月以上かかって

しまうおそれがある。そうなると、行政事件訴訟法第８

条第２項第１号の規定に該当し、取消訴訟を提起できる。

ア）「簡易、迅速な手続き」という法の趣旨からして、書

類等の提出期間をより短縮する工夫ができないか。イ））

事案ごとに処理期間が異なること、電子メール等での通

知の工夫も理解できるが、もし、裁決書の謄本の送達ま

でに３箇月以上かかるような場合の対応方法については

どうするのか。 

P041 

19 行目、

P071 

20 行目 

196 

富山県 

「審理員が審査請求への参加を求めた場合には、その承

諾を要することなく、参加人としての地位を有すること

になると解される」 

→裁判所が第三者の訴訟参加（行訴法第２２条第１項）

を決定するときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴か

なければならない（同条第２項）が、改正行審法におい

て職権で利害関係人を参加させるときは、あらかじめ当

該利害関係人の意見を聴かなくてよいのか。 

P037 

12 行目 

197 東京都 

小金井

市 

審査請求書の送付に際し、閲覧可能な提出書類等の写し

等の送付義務はないと思うが、送付することの可否等、

言及する必要は無いのか。 

P038 

(1) 

198 

栃木県 「審査請求書」→「審査請求書の写し」 

P038 

１行目ほ

か 

199 

宮崎県 

延岡市 

「・・・書類その他の物件の提出（行審法第 32 条第２項）

を提出すべき相当の期間を定め・・・」と記載されてい

ますが、文章のつながりとしては、「を」ではなく、「に

ついて」等の表現の方がよいのではないでしょうか。 

P038 

25 行目 

200 

愛媛県 

「審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に弁明書の

提出を求めることとなる。」とあるが、弁明書の提出を求

めず審理員意見書を作成することが可能な場合、証拠書

類等によって審理員意見書を作成することは可能か。 

P038 

3(2)１行

目 

201 神奈川 「相当の期間」は３～４週間程度が適当だと考える。 P038 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

県 

横浜市 

3(2)1 段

落目 

P041 

4(1)ア 2

段落目 

202 
群馬県 

伊勢崎

市 

 「実務上、審理員が審査請求に不備があると認める場

合～審理を進めるべきである」とありますが、これは審

理員が審査請求人に対して補正をしても良いということ

か。 

P038 

5 行目 

203 

大阪府 

本府の情報公開条例（及び個人情報保護条例）では、本

府の情報公開審査会（又は個人情報保護審議会）に諮問

をし、答申の決議を経た上、実施機関は答申を尊重して

審査請求に対する決定を行うこととなっている。よって、

改正行審法第 81条の地方公共団体に置かれる機関への

諮問は要しないと解する。従来、本府では、情報公開（個

人情報開示）等決定にかかる異議申立てがあった場合、

①公開（開示）等決定内容、異議申立書、請求書を諮問

書に添付して、本府情報公開審査会（個人情報保護審議

会）に諮問し、②審査会（審議会）で、実施機関の説明、

異議申立人の口頭意見陳述等を経て委員審議していただ

き、答申を経ることとしている。マニュアルには、審理

員による審理手続として、争点整理表や審理計画の作成

等があがっているが、情報公開審査会（又は個人情報保

護審議会）における審議手続においても、行審法の改正

趣旨を踏まえ、このような「審理員による審理手続」に

準じた審査手続を定める必要があるのか。 

P038 

～P070 

審理員を

置いた場

合の審理

手続 

204 群馬県 

伊勢崎

市 

「予定される処分の時期」を示すことが不可能であれば、

示さないとしても法的に許されるのか。 

P039 

19 行目 

205 

大阪府 

「審理員は、処分庁等への質問により、その内容を確認

する」とあるが、確認した内容は、審理員が弁明書に付

記するなどして審査請求人に送付する等の取り扱いをす

ることになるのでしょうか。 

P040 

(5)イ 

206 東京都 

小金井

弁明書の送付に際し、閲覧可能な提出書類等の写し等の

送付義務はないと思うが、送付することの可否等、言及

P040 

(6) 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

市 する必要は無いのか。 

207 群馬県 

伊勢崎

市 

弁明書・反論書を関係人へ送付するが、審理員への提出

部数は、関係人へ送付する分も含めて提出させるのか。

あるいは、審理員が副本を作成して送付するのか。 

P040 

(6)、P041 

(1) 

208 東京都 

小金井

市 

反論書・意見書の送付に際し、閲覧可能な提出書類等の

写し等の送付義務はないと思うが、送付することの可否

等、言及する必要は無いのか。 

P041 

(1) 

209 

神奈川

県 

横浜市 

「提出された反論書や意見書の内容を精査し、審査請求

の結論に影響を与え得る新たな主張や事実が提示された

場合は、審理関係人への質問（行審法第 36条）として、

書面等で当該主張に対する見解や当該事実の認否を質問

するなどにより、他の審理関係人の反論の機会を付与す

る必要がある。」とあるが、反論書に対する再弁明書、再

弁明書に対する再反論書を求めても良いのか。 

逆に、質問までするのではなく、再反論する意思がある

か確認することでは足りないのか。 

P041 

(2) 

210 

福岡市 

■(2)の 終行に「書面のやり取りに関する注意事項」を

追加（説明） 審査請求人が，自分が納得するまで処分

庁に再弁明を求め，必要以上に書面のやり取りが繰り返

される場合がある。 迅速に審理手続を行うために，書

面のやり取りを交わし，双方の主張が尽くされたと審理

員が判断した場合は，書面のやり取りを打ち切ることが

可能であること(審理員の裁量に委ねられていること），

書面のやり取りの打ち切り方の例示（打ち切る場合には，

終であることを通知し， 終反論書を提出させる等）

を記載する。 

P041 

下行 

211 

東京都 

審理計画とは、審査請求書、弁明書及び反論書が揃った

段階で作成するとされている。 

審理計画の作成が必要となるケースとは、具体的にどの

ような事案なのか。 

P042 

18 行目 

212 
大分県 審理計画の様式・作成モデルを示して欲しい。 

P042 

18 行目 

213 
愛媛県 

「あわせて、審理関係人が主張していないが、処分等の

当否を判断する上で審理が必要な事項の有無についても

P042 

5(1)ア 6
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確認を行う。」とあるが、当該確認が必要ないと認められ

る場合には、当該確認を省略することができるか。 

行目 

214 

群馬県 

伊勢崎

市 

「審理員は、審査請求人の主張については審査請求書及

び反論書を、処分庁等の主張～審理関係人の間で主張が

対立している事項を把握する」とありますが、対立して

いる事項を１回の弁明書及び反論書で把握できない場合

は、再弁明書、再反論書の提出を処分庁及び審査請求人

にもとめてもかまはないのかお示しください。 

また、Ｐ４２の（３）審理手続の計画的遂行で「（１）の

検討のみでは、その争点等を正確に把握・整理すること

が困難であり、～審理員に、審理関係人を招集し、意見

聴取を行う権限を与えたものである。」とありますが、こ

れは再弁明書、再反論書を求めるのであれば、審理関係

人を招集し、意見聴取を行ったほうが良いと言うことな

のか併せてお示しください。 

P042 

7 行目 

215 
宮崎県 

延岡市 

「・・・（行審法第 37 条第１項）。」と記載されています

が、「・・・（行審法第 37条第２項）。」ではないでしょう

か。 

P044 

19 行目 

216 

宮崎県 

延岡市 

「・・・必要に応じ、審理関係人への質問（行審法第 36

条）により、出席した審理関係人に対し質問を行う。」と

記載されていますが、文章のつながりとしては、「・・・

必要に応じ、出席した審理関係人に対し質問を行う（行

審法第 36条）。」等の表現の方がよいのではないでしょう

か。 

P044 

１行目 

217 

宮崎県 

「(2) 審理計画の作成」について、審理計画とは、特許

庁のホームページに掲載されている形式（※）のような

ものでしょうか。本マニュアルにおいても審理計画書の

形式の参考例を示していただくとありがたいです。 

 

※ 特許庁 HP

（http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/muko_ke

ikaku_sinri.htm）「1.審理計画書の形式」の段落中審理

計画書の見本として示されている「別紙 1」のことです。

P046 

(2) 

218 
北海道 

 口頭意見陳述の申立てがあったが申立人の所在その他

の事情により口頭意見陳述を行わないこととした場合に

P046 

14,15 行
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おいて、審査請求人等への通知の必要の有無及びそれが

必要な場合の様式如何。 

目 

219 

大阪府 

口頭意見陳述の実施にかかる、「申立人の所在その他の事

情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であ

ると認めるとき」という行審法第 31条第 1項ただし書き

の規定は、①申立人が口頭意見陳述を行う意思はあるが、

延期を何度も申し入れており、相当期間経過している場

合、②口頭意見陳述の日程を設定したが、複数回欠席を

重ねた場合、等も適用してよいか。 

P046 

14 行目 

220 

北海道

 口頭意見陳述の意義について、「審査請求人及び参加人

に主張する機会を十分に与えるため」と抽象的に記述さ

れているが、質問権が新たに制度化されるなど、書面主

義との比較等による当該意義について、ここで詳しく記

述した方が、口頭意見陳述の充実に資するものと思われ

る。 

P046 

2 行目 

221 

東京都 

審査請求人等から口頭意見陳述の申立てがない場合に

は、特に審査庁又は審理員側から希望の有無を確認する

必要は無いということでよいか（審査請求書の様式に口

頭意見陳述や第三者機関の諮問の希望の有無に○を付す

ようにしておくのでよいのではないか）。 

P046 

7 行目 

222 

東京都 

申立人以外の参加人に対しては、口頭意見陳述の申立て

について、（文書等で）説明するので足り、「申立てを促

す」必要まではないのではないか。 

P046 

下から 8

行目 

223 

東京都 

審理員は、審査請求人又は参加人の申立てがあったとき、

申立人に口頭意見陳述の機会を付与しなければならない

が、審査請求が不適法で審理手続を経ないで却下する場

合（１７頁参照）にも、口頭意見陳述を開催しなければ

ならないか。また、却下の理由によって結論が変わるか。

同様の問題は、審査請求人若しくは参加人の申立てによ

る「書類その他の物件の提出要求」（第３章・８）及び審

査請求人等による提出書類等の閲覧等（第３章・１１）

等の場合にも生ずるが、その場合にも対応する必要があ

るか。 

P046～ 

224 
東京都 

申立人以外の審理関係人が出席しなくても、口陳は成立

するとの記述があるが、処分庁の出席は必須であるとす

P047 

下から 5
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地方公共団体からの意見等 「素案」

記載箇所 団体名 意見等の内容 

ると、「審理関係人」との記載は、「請求人、他の参加人

等」となるのではないのか。 

あるいは、処分庁が何らかの理由で出席できなくても口

頭意見陳述は、有効に成立するという意味か。そうであ

るとすると、処分庁の欠席はやむを得ない事情に限るべ

きではないか。 

行目 

225 

東京都 

遠隔地での対応は、必須ではないと思うので、「～対応が

求められる」ではなく、「～対応も考えられる」くらいが

よいのではないか。 

口頭意見陳述の開催場所について、集団による審査請求

の場合、審理員に対して「自分たちの指定する場所で、

口頭意見陳述を実施せよ」等の要請が行われる場合があ

る。審査庁の事務所から少し離れた地に審査請求人が多

数居住しているようなケースにおいても、審理員の裁量

で審査庁の事務所（本庁舎など）で行ってもよいのでは

ないか。 

P048 

1～5行目

226 

京都府 

「処分庁等については、一般には、その補助機関たる職

員が出席することとなり」とあり、そのように理解して

いますが、当該職員は処分庁から自治法第 153 条第１項

の規定による権限の委任を受けておくことが必要がある

ことに関し、「出席者の確認」の項目その他の項目に当該

記載がなくてもよいでしょうか。 

P048 

下から 8

行目 

P051 

20 行目 

(行政庁

の口頭意

見陳述へ

の出席) 

227 
岩手県 国の公開基準について、示してほしい。 

P049 

(エ) 

228 

東京都 

争点を共通とする大量の審査請求で各審査請求の代理人

が同一人である場合、当該代理人の希望により合同で口

頭意見陳述を実施してもよいか。 

P049 

14 行目 

229 

福岡市 

■「一般的には，口頭意見陳述を公開で行うことは望ま

しいものではないと考えられる」を「原則非公開とする」

に修正する。また，「審理員の判断により･･･判断する必

要がある。」を削除し，「審査請求に係る処分の利害関係

人と認められる者で，審理関係人が傍聴することを認め

P049 

16 行目 

((3)ア

(ｴ)の4行

目) 
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地方公共団体からの意見等 「素案」 

記載箇所  団体名 意見等の内容 

る者については，審理員の判断により，傍聴を認めるこ

とも可能である」に修正する。 

（説明） 

 審査請求の対象となる処分は，個々の住民に対しての

ものであり，個人情報等の秘匿性が強いものであること

が殆どであり，場合によっては第三者の個人情報が出て

くる可能性があるため，非公開が原則と考えるため。同

様の理由から，傍聴を認める場合も，極力第三者は排除

すべきであり，利害関係人に限定するべきであると考え

るため。 

230 

広島市 

 口頭意見陳述の手続の進行の仕方について、より詳細

なシナリオ例などを御提示していただけたら助かりま

す。 

P049 

21 行目 

231 

福岡市 

■「処分庁側の出席者」の項を設ける 

（説明） 

 処分庁側の出席は，実務では処分庁の補助執行職員の

出席が殆どである。 

 審理の公正性の観点から，審査請求人の代理人と同様

に，処分庁側でも補助執行職員が代理で出席する場合は，

訴訟の場合と同様に，指定書を作成して，審理員に提出

することを明記する。 

P0491 

21 行目 

((3)ア

(ｴ)の次） 

232 群馬県 

伊勢崎

市 

事前に提出されていない申立人の質問の許可の適否の判

断は、どのようにするのか。また、許可は一問ごとに許

可をするという主旨でよいか。 

P050 

(ア)質問

の許可 

233 

愛知県

刈谷市 

 審査請求人が、発言等を制限する旨の審理員の支持に

従わず、審査請求人を退去させることがやむを得ないと

認めた場合、口頭意見陳述は中止となるのか。 法改正

により新たに審査請求人が処分庁に質問ができることと

なったため、審査請求人不在となった口頭意見陳述は十

分ではないと考えられるため、この場合において、口頭

意見陳述の途中において未確認事項があった場合、再度

口頭意見陳述の場を設けなればならないとするのか。 

発言等の制限において、審査請求人が退去の対象となっ

た場合には、その時点で口頭意見陳述は終了し再度の口

頭意見陳述は開催されない旨を説明した場合、再度口頭

P050 

(オ)秩序

維持 
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地方公共団体からの意見等 「素案」

記載箇所 団体名 意見等の内容 

意見陳述は不要としてよいか。 なお、再度口頭意見陳

述を開くべきとする場合でも、再度同様の事態になるの

であれば、招集することは不適当と思われるため、基本

的には再度開くことは不要若しくは２回までとするなど

の基準をマニュアルに記載していただきたい。 

234 

北海道 

 審理員が口頭意見陳述の場において質疑応答等の交通

整理を行うことが種々記載されているが、口頭意見陳述

の充実は、口頭意見陳述が書面主義の補完的な役割であ

ることに相反することになるため、新たな争点が生じる

ような質疑応答はできないなど、当該役割に即した口頭

意見陳述のあり方や進行の仕方について記載が必要と思

料する。 

P050 

「（エ）審

理員によ

る出席者

に対する

質問」 

235 

和歌山

県 

 (原 案)…内容を録音しておくことが望ましい。 

→(修正案)…内容を録音し、逐語録を整備しておくこと

が望ましい。 

 

(理由) 

 ①逐語の方が正確である。 

 ②録音や反訳の外部委託が妥当な選択肢となる。 

 ③マニュアルで逐語が推奨されていれば②の予算がと

りやすい。 

 ④行政不服審査会の委員には弁護士が想定されるが、

経験上、弁護士は逐語を見たがる傾向があるように思わ

れることから、逐語の記録があった方が便利である。 

P051 

(4)の上

から 5行

目 

236 

北海道 

 口頭意見陳述の記録について、従来、当庁では、その

記録の内容について後日争いとならないよう、陳述人に

その内容の確認を求め、確認できた際には署名捺印をさ

せることとしているほか、訂正があった場合で、当該訂

正後のものが正確である場合には訂正申立書を提出させ

ることとしている。 

 ＩＣレコーダー等による発言内容の記録はほぼ正確な

ものと思われるが、改正後の行審法の口頭意見陳述では

出席者が多数となり、質疑応答等により発言が輻輳する

場合も想定されるため、このような取扱いが必要な場合

もあると思われるがどうか。 

P051 

「(4)記

録の作

成」 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

237 

北海道

 「審理員が、運用上の取扱いとして、口頭意見陳述の

期日における審理を効率的に進める観点から、申立人に

対して、事前に質問内容を書面等により提出を求めるこ

とは妨げられない」としているが、むしろ、口頭意見陳

述の充実のためには当該取扱いを積極的に行うべきであ

る。 

（その場合、Ｐ４６・４７の「(1)申立て等の手続」で当

該取扱いについて記述することも考えられる。） 

P051 

5,6 行目 

238 

青森県 

口頭意見陳述の際の質問について 

 審理員は申立人に対して、事前に質問内容を書面等に

より提出を求めることができることとされているが、審

理員に事前に提出された質問内容を処分庁に対して事前

に送付するという運用は許容されるか。 

P051 

5 行目 

239 

宮城県 

大崎市 

口頭意見陳述等の記録の作成に関して，当該記録書の内

容について陳述人等に確認を求める必要はないか。また，

陳述人等に対して記録書の写しを送付する必要はない

か。 

P051 

下から 6

行目 

240 

京都府 
口頭意見陳述録取書（陳述者の押印を求める。）は、作成

不要と理解したらよいでしょうか。 

P051 

下から 7

行目 

(口頭意

見陳述の

記録の作

成) 

241 

埼玉県

さいた

ま市 

審理員は行政機関の保有する情報の公開に関する法律に

おける「行政機関」にあたり、審理員が審理の各段階で

取得した文書等は同法における「行政文書」となるので

しょうか。 

当市の情報公開条例及び個人情報保護条例には、行政情

報を作成し、保有する主体として「実施機関」（現行では、

市長、行政委員会、水道事業管理者、議会となっている。）

を定義しており、この実施機関に「審理員」を加える改

正を検討する必要があります。 

P052 

7 証拠書

類等の提

出 

8 書類そ

の他の物

件の提出

要求 

242 群馬県 

伊勢崎

証拠書類等の提出時に、閲覧等の可否についての意見を

聴いておくことが効率的とあるが、書類その他物件の提

P052 

(1)提出
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

市 出時と同様な様式は示されるのか。 手続 

243 

神奈川

県 

横浜市 

「審理員は、証拠書類等の提出を受けたときは、提出者

に対して受領した旨を連絡するとともに、他の審査請求

人又は参加人に当該書類の閲覧等を求める（行審法第 38

条）機会を保障する観点から、他の審理関係人に対し、

その旨を連絡することが望ましい。」とあるが、この際、

「どのような証拠が提出されたのか」と質問を受けた際

に、概要を説明することは差し支えないのか。 

P052 

(2) 

244 
神奈川

県 

横浜市 

また、提出者が閲覧などに供することを希望していない

場合や、第三者の利益を害することから閲覧させるべき

でないと審理員が考えている場合であっても、当該連絡

は必要か。 

P052 

(2) 

245 

長崎県 

松浦市 

①【証拠書類等及び書類その他の物件の提出について】

ア）審査請求人、参加人、処分庁その他の審理関係人は、

審理員に対し証拠書類、証拠物件を提出するものと解さ

れるが、この証拠書類、証拠物件は全て原本でなければ

ならないのか。 

イ）証拠書類、証拠物件を提出してもらう際に、提出す

る者に原本証明をしてもらった上で、その証拠書類、証

拠物件の写しの提出を求めることは可能か。 

 

②【提出された証拠書類等及び書類その他の物件への整

理番号を付すことについて】 

ア）審査請求人、参加人、処分庁その他の審理関係人は

審理員に対し証拠書類、証拠物を提出するものと解され、

審理員は提出された証拠書類等が多数に及ぶ場合など

は、その後の整理、特定等の便宜を考慮し、整理番号を

付すこととなっているが、審理員に提出された証拠書類

等は、裁決後、審査請求人、参加人、処分庁その他の審

理関係人へ返還されることとなる。 

 提出された証拠書類等が原本である場合も、整理番号

を付すべきか。 

イ）原本に整理番号を付すと、裁決後に行政事件訴訟が

提起された場合、裁判所に、審理員が付した整理番号が

記載された書類等が証拠物件として提出される可能性も

P052 

37 行目 

P055 

10 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

あり、不都合が生じる可能性があると考えるがいかがか。 

ウ）証拠書類等として原本が提出され、審理員が整理番

号を付す必要がある場合には、原本の写しをとって整理

番号を付した方がよいのではないかと考えるがいかが

か。 

246 

茨城県 
職権により物件提出要求をする場合は，審理関係人に通

知する必要はないのか。 

P054 

第 2 編第

3章の

8(1)ウ 

247 

神奈川

県横浜

市 

審理員が物件の提出を受けたときは、必ず審査請求人又

は参加人にその旨を連絡する必要があるのか。軽微な事

実確認のために職権で資料を求めることも想定され、そ

のような資料は審理員意見書の結論に大きく影響しない

場合も多い。審理員がそういった事情を考慮することは

許されるか。 

P054 

～P055 

8(2)ア 

2～6行目 

248 宮崎県 

延岡市 

「・・・（行審法第 33 条第２項）。」と記載されています

が、「・・・（行審法第 33 条後段）。」ではないでしょうか。 

P055 ５

行目 

249 

神奈川

県 

横浜市 

 「ただし、一般には、守秘義務が課されている審理員

に提出するものであり、・・・守秘義務に抵触することと

なる理由が・・・機密性の高いものである場合に限られ

る。」とあるが、審理員による物件提出の要求は、提出を

求められた処分庁等に提出に応じるべき一般的な義務を

課すものと考えるということで良いか。 

 また、仮にそのように考えるとしても、物件提出の要

求は、強制力を伴わないものであるところ、例えば、同

様に強制力を伴わない民事訴訟法 226 条に基づく嘱託に

応じて秘密事項を提出することは、公務員の守秘義務に

違反すると考えられている中で、本法の提出要求に応じ

ることが困難な場合も想定されるが、どのように理解す

ればよろしいか。 

P055 

(4)ア 

守秘義務

との関係 

2～7行目 

250 

茨城県 
職権により質問をする場合は，審理関係人に通知する必

要はないのか。 

P056 

第 2 編第

3章の

9(1)ウ 

251 富山県 「審理員は、質問を行ったときは、遅滞なく、これを作 P057 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

成する。」 

→「審理員は、質問を行ったときは、遅滞なく、その記

録を作成する。」が適当 

19 行目 

252 

宮崎県 

延岡市 

「・・・質問を行ったときは、遅滞なく、これを作成す

る。」と記載されていますが、文章のつながりとしては、

「・・・質問を行ったときは、遅滞なく、質問の記録を

作成する。」等の表現の方がよいのではないでしょうか。

P057 

19 行目 

253 

富山県 

「審理手続（以下本節において単に「審理手続」という。）」

→「行審法第３４条又は第３５条の審理手続（以下本節

において単に「審理手続」という。）」が適当 

P058 

24 行目 

254 

宮崎県 

審理員が所持人から提出を受けた物件については、審査

庁が裁決後提出者に返還することとされていることにつ

いて、審理員から審査庁への当該物件の引渡しは、審査

員意見書等の提出と同時に行うのでしょうか。 

P058 

下から 3

行目 

255 

宮崎県 

審理員が物件提出要求の申立てを認めない場合は、理由

を付して申立人に対してその旨を通知することとなって

いますが、理由の内容は、「申立てのあった物件は、審理

に関係のないものであると認められるため」「所持人が当

該物件の提出を拒否したため」といった程度でよいでし

ょうか。 

P058 

下から 9

行目 

256 

広島市 

 「申立人による立会いが事実上不可能となるような通

知をした場合」の趣旨が理解できなかったので、書きぶ

りを見直していただけたら助かります。 

P059 

30 行目 

257 

宮崎県 

延岡市 

「また、審理関係人の立会いを認める場合は、審査請求

の当事者ではない参考人等のプライバシー保護の観点か

ら、必要に応じ、参考人等の発言内容をみだりに公にし

ないよう要請することも想定される。」と記載されていま

すが、守秘義務のない審査請求人等に対して、果たして

効果があるのでしょうか。 

P060 

15～18 行

目まで 

258 
群馬県 

伊勢崎

市 

（４）審理手続実施後の手続き及び（５）審理手続に係

る記録の作成は、 

（３）審理手続実施後の手続き及び（４）審理手続に係

る記録の作成でよいか。 

P061 

(3)(4) 

259 和歌山  (原 案)…内容を録音しておくことが望ましい。 P061 
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県 →(修正案)…内容を録音し、逐語録を整備しておくこと

が望ましい。 

 

(理由) 

1 と同じ 

 (5)ア上

から 8行

目 

260 
大阪府 

河内長

野市 

ＩＣレコーダーでの審理手続きの録音を行った場合、録

音データ自体が情報公開等の対象となるのか、又は、録

音データをもとに反訳したものが開示対象として取り扱

ってよいか。 

P061 

(5)のア 

261 
栃木県 

法定外の請求（処分庁からの閲覧等請求）への対応につ

いて、記載があってもよいのではないでしょうか。 
P062 

262 

神奈川

県 

横浜市 

審理関係書類の閲覧・謄写の請求ができるのは、審査請

求人、参加人に限られており、処分者には明文では認め

られていないように読める（新法第 38条第１項）。 

そうだとすると、審査請求者は処分者が出した証拠も入

手した上で反論できるのに、処分者は審査請求者がどん

な証拠に基づき主張しているのかが分からず、弁明も不

十分なものになってしまうことが懸念される。 

処分者が審理関係書類を謄写等したいと考えた場合は、

どのようにすれば良いか。 

P062 

(1) 

263 

神奈川

県 

横浜市 

閲覧等を拒むことができる「正当な理由」に該当しない

例として、「審査請求に参加していないものの、審査請求

に係る処分等に密接に関与している第三者についての個

人識別情報」との記載があるが、これは、処分等に密接

に関与している第三者の個人情報を保護する法益より

も、審査請求人等が審査請求の審理において適切に主

張・立証するための手続を保障する法益の方が高いとい

う理解で良いか。 

また、具体的にはどのような事案が想定されるのか。 

P062  

(2) 

264 

岩手県 
情報公開条例、個人情報保護条例とは別に、運用指針・

基準を定めておくべきこととなるのか。 

P062 

(2)2 段落

目 

265 

岩手県 

閲覧等の求めとは別に開示請求があった場合において

も、事務事業に支障があるとして非開示とすることはで

きるか。 

P062 

(2)3 段落

目 
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266 

埼玉県

さいた

ま市  

「審査請求に参加していないものの、審査請求に係る処

分等に密接に関与している第三者についての個人識別情

報については、「正当な理由」に該当しないと判断される

場合もあり得ると考えられる。」 

当該情報が行政情報に該当するとすれば、個人情報保護

条例の規定により、法令等に定めがある場合を除き、外

部提供は制限されます。法律上「第三者の利益を害する

おそれがあると認められるとき」を除外している以上、

本人の同意なしに個人情報を提供することはできないも

のと考えますが、御見解を伺いたい。 

P062 

11(2)の

10 行目 

267 

大阪府 

Ｐ62において審理員は、審査請求人等による提出書類等

の閲覧等の求めがあった場合に閲覧等を拒むことができ

る正当な理由の有無を判断するとありますが、審理員の

審理手続きに不服がある場合における審査請求人等の争

訟手段とその相手方（例えば審理員に対し異議を唱える、

審査庁に訴える、審査請求後の行政訴訟で手続きの瑕疵

として訴える等）を示していただきたい。 

P062 

13 行目 

268 

京都府 

閲覧等を拒むことができる「正当な理由」の有無の確認

について、自治体に適用されない行政機関個人情報保護

法・情報公開法を引用するのではなく、自治体向けの内

容としてほしい。その上で、請求が膨大であり、審理手

続の遂行に支障が生じるときに「正当な理由」として閲

覧等を拒むことができるとしている内容について、本当

にそのようにいえるかどうか疑問があります。 

P062 

13 行目 

(閲覧) 

269 

福岡市 

■審査請求人等から閲覧等の請求があった提出書類に第

三者の個人識別情報が含まれている場合の対応について

は，個人情報保護関係法令と同様の対応ができるよう配

慮いただきたい。 

（説明） 

 （Ｐ６２，１１，（２），第２段落）の記載によると，

個人情報保護関係法令によれば，非開示とされる場合も，

本法の手続によれば開示される可能性があることになる

と思われるが，「個人情報」の取扱いについて，請求方法

（根拠法令）の違いにより，異なる対応が必要となれば，

行政側の実務に混乱が生じる。 

P062 

18～24 行

目(11，

(2)，第 2

段落) 
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 また，「審査請求に係る処分等に密接に関与している第

三者」の情報は，審理途中で開示することにより，不当

な圧力等を受けて，公平・公正な審理を妨げる要素とも

なりかねない。 

 したがって，審査請求人等から閲覧等の請求があった

提出書類に第三者の個人識別情報が含まれている場合の

対応については，個人情報保護法や各地方公共団体にお

ける個人情報保護関係条例における「個人情報」の取扱

いと同様の対応とすべきである。 

270 

茨城県 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第１４

条各号に規定する不開示事由に該当する場合でも，行審

法第３８条第１項により写しの交付等が認められる場合

があることを行審法が許容しているということであれ

ば，それはどういう理由で具体的にどのような例なのか。 

第三者の個人識別情報について，「正当な理由」に該当し

ないと判断される「場合」の理由と具体例を明記すべき

である。   

P062 

21～24 行

目 

第 2 編第

3章の

11(2) 

271 

茨城県 

「写しの交付の対象となる資料が膨大」「審理員の事務負

担が過大」「その作業負担が過大」とは，具体的にどの程

度を想定しているのか明記すべきである。審理員を補助

する者が認められている中で，どの程度を想定している

のか。 

P062 

25～29 行

目 

第 2 編第

3章の

11(2) 

272 

福岡市 

■「審理員に提出された書類その他の物件（提出書類等）」

の次に「及び審理員が作成した書類（口頭意見陳述の記

録等）」を加える（説明） 審理の一件書類には，審理員

に提出された書類だけでなく，審理員自らが作成する書

類が含まれており，原則として作成書類も閲覧の対象で

あることを明記しておく必要がある。特に，審理員が作

成する口頭意見陳述の記録については，閲覧，写しの交

付が求められる可能性が高く，明示する。 

P062 

2 行目 

273 

大阪府 

Ｐ62において審査請求人又は参加人が提出書類等の閲

覧を求める場合は、「閲覧等を求める提出書類等の範囲を

記載した書面の提出を求めることが適当である」とされ

ていますが、その範囲を記載するには、どのような書類

P062 

9 行目 
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等が提出されたかを承知していなければ記載できないと

思われます。そのためには審理員は提出書類等の一覧表

を作成し、その一覧表を提示するなどの措置が必要でし

ょうか。 

 また、「提出された書類等一式」と記載された場合の対

応はどうすればよいでしょうか。 

274 

東京都 

改正法 38条は、対象となる物件については、審理中、審

査請求人や参加人からの情報公開制度による開示請求を

排除する趣旨か、そのような趣旨だとしたら、その理由

は何か。 

また審理中、審査請求人や参加人以外からの開示請求が

あった場合も情報公開制度による開示請求が排除される

か国の制度ではどうするかを確認したい。 

P062、

P063 

275 

栃木県 
閲覧不承認の書面の様式については、訴訟宛先などの教

示文を入れることも検討願います。 

P063 

(4)下か

ら 2 行目

276 

大阪府 

審査請求人等による提出書類等の閲覧に係る交付手数料

及び減免等について、条例等の定め方等を御提示してい

ただけるのでしょうか。 

P063 

(5) 

277 

大阪府 

高槻市 

法第３８条第５項の規定により審理員が行う交付手数料

の減額又は免除の決定は、法第１条第２項に規定する「処

分」に該当するか否か。 

 「処分」に該当する場合、①当該決定の処分庁は、「審

理員」となるか否か、②法第７条第１項第１２号の規定

により、当該決定に対する審査請求はできないこととな

るか否か、③当該決定は行政事件訴訟法第３条第２項に

規定する「公権力の行使に当たる行為」には該当し、取

消訴訟の提起は可能となるか否か。 

  

P063 

(5) 

278 
大阪府 

河内長

野市 

交付手数料について  地方自治体の場合は、どのよう

になりますか。 

（これまでの考えでは、実費として、規則の制定ではな

かったのでしょうか？） 

P063 

(5) 

279 
福岡県 

  「審理員は、請求者に経済的困難その他特別な理由が

あると認めるときは、手数料を減額し、又は免除するこ

P063 

(5) 
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とができる（行審法第３８条第４項）」と記載しているが、

経済的困難その他特別な理由は具体的にどのような基準

で判断するのか具体的に記載していただきたい。 

交付手数

料の減免 

280 

埼玉県

さいた

ま市 

地方公共団体の予算執行権は長にあり、手数料の徴収・

減免の権限も長にあると考えられます。法律のとおり、

審理員が減免することができるようにするには、地方自

治法１５３条による委任又は臨時代理その他の手続が必

要になりますか。 

P063 

(5)交付

手数料の

減免 

281 

岐阜県 

交付手数料については、各団体の条例等の定めにより異

なると思われるが、交付手数料に関する各団体に共通す

る事項について、もう少し説明を追加できないか。（特に

交付手数料を課す手続） 

P063 

16 行目、

21 行目 

282 
宮崎県 

延岡市 

「・・・（行審法第 38 条第４項）。」と記載されています

が、「・・・（行審法第 38条第５項）。」ではないでしょう

か。 

P063 

23 行目 

283 

東京都 

江戸川

区 

  提出書類等の閲覧を受ける者がカメラでの撮影等を行

うことについては差し支えない旨の記述があります。閲

覧をする際にスキャナーで読み込むことについては、ど

のように考えるべきでしょうか。 

 スキャナーの所持の有無によって情報収集に差が出る

のは公平を欠くこと、スキャナーによる複製の作成によ

り実質的には写しの交付と同様の情報が取得できる事に

鑑みると、写しの交付と同様に手数料を徴収する取扱い

をして差し支えないでしょうか。 

P063 

31 行目 

284 

千葉県 

審査請求人は 1名で、1通の審査請求書に複数の請求（例

えば複数の処分の取消請求）が記載されている場合でも、

審査請求人への通知等の併合手続を要するか否かを明記

してもらいたい。 

P065 

(1) 

285 
群馬県 

伊勢崎

市 

併合審理された場合の弁明書等は共通の審理資料として

活用とあるが、併合された審理関係人すべてに送付する

のか。 

P065 

(1)審理

手続きの

併合 

286 群馬県 

伊勢崎

審理員による執行停止の意見書が提出された場合、審査

庁はどのタイミングでどのような対応手続をとるのか。 

P067 

13 審理員
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市 による執

行停止の

意見書 

287 

大阪府 

 Ｐ68 に審理員が必要な審理を終えたとは認められな

い場合であっても審理手続きを終結させることができる

場合が示されていますが、審理手続きを途中で終結させ

た場合、審理員はどのような意見を審査庁に提出する必

要があるのでしょうか。審理手続きを終結させるに至っ

た事情を説明して審理手続きを終結した旨の意見書で足

るのか、あるいは中断した段階での棄却・認容等の判断

も意見書に記載するべきでしょうか。         

P068 

10 行目 

288 

神奈川

県 

横浜市 

建築（開発）審査会では、審理手続を終結した後は、速

やかに審査請求人等に裁決書の謄本を送達しているが、

そのような場合に、審査請求人等への審理手続終結の旨

の通知を裁決書謄本の送付と同時に（同じ文書で）行う

ことも認められるのか。 

P068 

14(3) 

1～3行目

289 

群馬県

伊勢崎

市 

行審法第４１条第２項により審理手続を終了した場合、

審理員意見書は当該審査請求を却下するという内容でよ

いか。 

P068 

14 行目 

審理手続

の終結

(2)例外 

290 

宮崎県 

延岡市 

「弁明書（行審法第 29 条） 反論書（行審法第 30 条）

意見書（行審法第 31 条） 証拠書類等（行審法第 32条）

書類その他の物件（行審法第 33条）」と記載されていま

すが、行審法第 41条第２項第１号の規定のとおり、それ

ぞれ「弁明書（行審法第 29条第２項） 反論書（行審法

第 30条第１項後段） 意見書（行審法第 30 条第２項後

段） 証拠書類等（行審法第 32 条第３項） 書類その他

の物件（行審法第 33 条前段）」という表記の方がよいの

ではないでしょうか。 

P068 

表○中 

291 

福井県 

 審理員意見書の作成に当たって、審理員が１名の場合

には、通常、稟議等をしないという理解でよろしいか。

仮に稟議等をすべきものであるなら、それに関した記載

があるとありがたい。 

P070 

(1) 

292 群馬県 「審理員の署名又は押印を付す」とありますが、この場 P070 
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伊勢崎

市 

合、署名又は記名押印と解釈してよろしいか。また押印

する場合は公印ではなく個人印ということでよろしい

か。 

17 行目 

293 

北海道

 今回マニュアルには様式例は添付されていないが、裁

決の原案に相当するとされている審理員意見について、

それが第三者機関に諮問される場合に、その諮問におけ

る様式（審理員意見書の結論と裁決書の主文、事案の概

要、審理関係人の主張の要旨、理由等）がどのようにな

るかもお示し願いたい（審理員意見書そのものなのか、

それら項目を網羅した概要でよいのか等） 

P070 

20、21 行

目、 

P080 

6 行目 

294 

埼玉県

三郷市

審理員意見書は、記載事項に必要な要素や記載の程度を

含む、標準的な様式の例を示していただけると思われる

が、審査請求についていくつかパターンを示していただ

きたい。 

P070 

20 行目 

295 
宮崎県 

延岡市 

「・・・（同条第２項）。」と記載されていますが、「・・・

（行審法第 42 条第２項）。」の方がよいのではないでしょ

うか。 

P070 

24 行目 

296 

北海道

 審理手続終了後の審理員意見書の作成期間は「一般に

少なくとも数日程度の期間」としているが、審理員意見

書が裁決の原案に相当すること、裁判手続においても結

審から判決まで簡易な事案を除き１か月から数か月程度

かかっていることに鑑みると、「数日程度」は困難と思料

する。 

 改正行審法第４２条第１項において「遅滞なく」と規

定した法制的な理由は不明であるが、「速やかに」よりは

早い時期に作成すべき訓示規定として捉えるべきもので

あり、その旨マニュアルで明示すべきである。 

 ※審理員意見書が作成された際に「速やかに」審査庁

に提出するとあるが、この「速やかに」の方が「遅滞な

く」や「直ちに」としてよいはずのものであり（審理員

意見書の作成は事件記録の整理等と併行して行われるも

のと思料する）、審理員意見書の作成と提出の「遅滞なく」

と「速やかに」が実態として逆になることが予想される。 

P070 

5、24 行目 

297 埼玉県

三郷市

P70 の「事件記録として政令で定めるもの」、及び P73 の

「これらの機関に類するものとして政令で定めるもの」

P070 表

P073 表 
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地方公共団体からの意見等 「素案」

記載箇所 団体名 意見等の内容 

について、できるだけ早く政令案を示していただきたい。

298 神奈川

県 

川崎市 

審査庁が審査会に提出する「諮問書」の様式については、

掲載の予定はないのでしょうか。 
P071 

299 

神奈川

県 

川崎市 

諮問手続においては、個々の事案や審理員のスケジュー

ル等、様々な事情で必要な日数は変わってくることと思

われますが、モデルケース、作業工程表のようなものは

掲載していただけないのでしょうか。また、諮問手続で

検討すべき内容については何をどの程度どのように行う

べきか、諮問結果を示す書類にはどのような内容がどの

程度のボリュームで書かれるのが適切なのか等につい

て、今１つ明らかではないので、標準的なサンプル等も

お示し頂けると幸いです。 

P071 

300 神奈川

県 

川崎市 

審査会における口頭意見陳述手続（７５条）においては、

審理員による審理手続における口頭意見陳述と同様の手

続をするべきと解されるのでしょうか。 

P071 

301 

愛知県 

行政不服審査会が答申を出すまで、審理手続をどのよう

に進めるのか、より具体的に記載していただけるとあり

がたい。 

P071 

302 

長崎県 

松浦市 

①【行政不服審査会等について】 

ア）改正後の行政不服審査法第８１条では「地方公共団

体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によ

りその権限に属させられた事項を処理するための機関を

置く。」とされているが、地方自治法第１９５条に基づき

設置されている監査委員の附属機関として行政不服審査

会等の第三者機関を設置することは可能か。（委員の任

命、罷免等は監査委員が行う。） 

イ）この場合、監査委員を行政不服審査会等の委員とは

せずに、行政不服審査会等の所掌事務だけを監査委員事

務局の職員に補助させることは可能か。 

ウ）行政不服審査会等の第三者機関は、審査庁、審理員、

処分庁との関係上中立・公正性を も求められるものと

解するため、住民監査請求を受け付ける監査委員の事務

局に行ってもらうのが良いのではないかと考えるがいか

がか。 

P071 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

 

②【行政不服審査会等の委員の構成について】 

 総務省に設置される行政不服審査会の委員の構成は、

改正後の行政不服審査法第６９条では「委員は、審査会

の権限に属する事項に関し公正な判断をすることがで

き、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者

のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。」

となっているが、具体的にはどのような役職や資格を有

する者を検討しているのか示していただきたい。 

 

③【行政不服審査会を条例で制定する際の規定内容につ

いて】 

ア）地方公共団体が、国の行政不服審査会に相当する第

三者機関（附属機関）を設置する場合、条例で定めなけ

ればならないが、第三者機関を設置する条例の規定内容

は、改正後の行政不服審査法第６７条から第７３条まで

と同様の規定を設けなければならないか。 

イ）改正後の行政不服審査法第８１条第３項では、第７

４条から第７９条までの規定が準用されるのみであり、

第８１条第４項の規定により組織及び運営に関し必要な

事項は、条例で定めることができるとなっている。 

 委員の任命における議会の同意や、委員の政治運動の

禁止等の必要があるのか。 

ウ）仮に、条例を制定する際に、委員の任命における議

会の同意や、委員の政治運動の禁止等の規定を置かなく

てもよいのであれば、市議会議員を第三者機関の委員と

することも可能であると考えるがいかがか。 

エ）条例で第三者機関の委員について規定する際には、

審理員について改正後の行政不服審査法第９条第２項に

規定されている除斥事項は規定すべきか。 

  

303 

京都府 

一般に審理員意見書の提出から１週間で諮問することが

目安と記載されていますが、審査庁事務担当課は、審理

員意見書の内容を精査・整理し（整理した資料の作成を

含む。）、裁決書案を作成し（これをしないと、裁決の主

P071 

20 行目 

(諮問ま

でに必要
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

文と理由を諮問書に記載することができない。）、法務担

当者から理論の組立て・用語・用字の審査を受け、必要

に応じて顧問弁護士の意見を聴いたり、二役と調整をし

たりすることが必要であることから、よほど定型的なも

のでない限りは、１週間で諮問することはできないもの

と考えられます。当該記載は削除の上、表現を工夫して

ほしい。 

な期間) 

304 

福岡市 

■審理員意見書の提出から諮問までの期間については，

一定の検討期間が必要である。 

（説明） 

 「審理員意見書の提出から諮問までの具体的な期間は、

個々の事案に応じて異なることとなるが、一般には、審

理員意見書の提出後、１週間程度の期間が一つの目安と

なるものと考えられる。」（Ｐ７１，１（２）ア）として

いる。 

 しかしながら，審査庁と審理員の判断が同方向であれ

ば問題ないが，両者が異なっていた場合，審査庁として

は，審理員意見書の内容も踏まえつつ，当該審査請求に

対して，どのような方針で臨むのか再検討，整理が必要

となり，「１週間程度」では時間的に十分とはいえない。

 したがって，上記の目安は，「審査庁と審理員の判断が

同方向である場合」のものであることを明記するなど，

柔軟な対応が可能となるよう配慮いただきたい。 

P071 

21 行目 

(第 4章 

1(2)ア) 

305 

愛知県 

名古屋

市 

第三者機関への諮問は、法律上、審理員意見書及び事件

記録の写しを添えて行うものであることを鑑みると、第

三者機関が行う審理の対象は審理員による審理の内容の

妥当性であると考えられる。これまでの総務省の説明会

でもそのように説明があったものと理解している。その

ため、審査庁が作成する諮問書に、審理員意見書とは別

に裁決の理由までを記載する必要性はなく、逆に裁決の

理由を別途作成することにより裁決に要する期間がいた

ずらに延びてしまうことが懸念される。また、法律上も

諮問書に審理員意見書とは別に裁決の理由を記載するこ

とは求めていないため、該当の記載を見直していただく

とともに、第三者機関が行う審理の対象は審理員による

P071 

第 2 編第

4章 1(2)

イ2～4行

目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

審理の内容の妥当性であることを明記していただきた

い。 

306 

神奈川

県 

審理員意見書が審査庁に提出された後、審査庁が諮問す

るまでの期間の目安を「１週間程度」としているが、不

服審査に係る庁内の組織体制も様々であるので、一律に

目安を示すことが合理的とはいえないのではないか。  

P071 

第 4 章

1(2)ア 

307 

神奈川

県 

行政不服審査会等への諮問時に諮問書又はその添付書類

において、審査庁としてしようとする裁決についての考

え方、具体的には裁決の主文とその理由に相当する内容

を明らかにして行うとしているが、法には諮問時に裁決

の主文等の内容を明らかにして行うとの規定はない。諮

問時に裁決の主文とその理由を明らかにするとしている

根拠は何か。 

P071 

第 4 章

1(2)イ 

308 

長野県 

行政不服審査会等の標準的な開催回数、特に審議すべき

ポイント等を記載いただきたい。 

また、想定される委員のメンバーについて、記載いただ

きたい。 

P071～

P072 

309 

福井県 

 行政不服審査会等への諮問について、標準的な調査審

議の回数・期間、審理員による審理手続に対するチェッ

クポイント、口頭意見陳述の方法、自ら証拠調べを行う

べきケースの例示等にも言及していただけるとありがた

い。 

P071～

P075 

310 

千葉県 

諮問が不要となる「第三者機関の議を経て」いる場合と

して想定しているものについて、できるだけ具体的に列

挙（○○法に基づく○○審査会の答申等）してもらいた

い。 

P073 

(1) 

311 

静岡市 

行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出につい

て、「審理員による審理手続が行われている場合には、」

との記載があるが、行政不服審査会への諮問の前提とし

て、審理員意見書の提出があるため、「審理員による審理

手続が行われている場合には、」に当たらない場合がある

か。 

P073 

(2)ア．6

行目 

312 
北海道

 審理員による審理計画の決定（Ｐ２６）のためには、

審査請求人の諮問の希望の有無について、審査請求があ

P073 

(2)の「ア 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

った時点で審査庁から確認しておく方がより効率的であ

ると思われるため、審査請求書の標準様式において当該

希望の有無について記載することとしてはどうか。 

 ※なお、行うことが原則である諮問に対して、口頭意

見陳述はそのような原則はないが、口頭意見陳述（Ｐ４

６）についても審理計画の観点からは同様に検討し得る

ものである。 

諮問を希

望しない

旨の申

出」 

313 

大阪府 

審査請求に係る申請又は不作為についての一定の処分に

関して第三者機関の議を経た場合とあるが、3行目の審

査請求に係る処分が他の法令等の規定に基づき第三者機

関の議を経てされている場合との違いは何でしょうか。

P073 

2(1)5 行

目 

314 
宮崎県 

延岡市 

「・・・諮問を不要としている」の次に、それまでの表

記と合わせ、「（行審法第 41 条第１項第４号）」の表記の

追加は必要ないでしょうか。 

P073 

下から 6

行目 

315 

千葉県 

諮問を要しない事案について、「行服審査会が答申を集積

することを通じて、定型化・類型化し、あらかじめ審査

庁に示す」とされているが、 

①答申が集積する前、改正法施行当初（ 初の諮問を受

ける前）の時点で、審査会が示すことも許されるか否か。

②定型化・類型化とは、どの程度のものを予定している

のか。（3）の表に示されたような抽象的な内容でよいの

か、あるいは、「○○法に基づく○○処分のうち○○のも

の」などと具体的に示すことを想定しているのか。 

③審査庁に示すとは、具体的にどのような方法により示

すことを想定しているのか。 

以上の点が不明確であるため、明記してもらいたい。 

P074 

(3) 

316 

静岡市 

行政不服審査会での諮問を不要とする事案の範囲をあら

かじめ審査庁に対して示すとあるが、どのような手続き

によって示すことを想定しているか。また、審査庁限り

でなく、広く市民にも示す必要があると思料するが、ど

のような手続によることが望ましいと考えるか。 

P074 

(3)．5行

目 

317 

青森県 

行政不服審査会等が諮問を要しない審査請求であると認

める場合について 

 諮問手続を不要とする事案の具体的な範囲を定めるに

当たっては、国の例示及び自治体における過去の審査請

P074 

18 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

求から判断して妥当と思われる範囲を行政不服審査会で

事前に決めておくことは可能か。（記載では「答申を集積

することを通じて、定型化・類型化し」ていくとしてい

るが、これは新行政不服審査制度が始まってしばらくの

間は、審査請求等を全て行政不服審査会に諮問すべきで

あるとする趣旨であるか。） 

318 

京都府 

諮問不要と考えられる事案の例示として提示されたもの

のうち、「③ 他の法律の規定により、軽微な処分や形式

的・機械的な判断により決定される処分であるなどの理

由から、当該法律の規定により諮問を受けるべき機関が

諮問を要しないものと認めた処分」については、是非と

も具体的な例示を考えられる限り提示いただきたいと思

います（文言のみからは非常に判断しにくいため）。 

P074 

下から 7

行目 

(諮問不

要の例

示) 

319 

茨城県 

「行政不服審査会等が諮問を要しないものと認めたも

の」をあらかじめ審査庁に対して示すとは，法施行前に

示しておく必要があるという意味か，ある程度答申を集

積した後に示せば足りるという意味なのか明記すべきで

る。 

P074 

第 2 編第

4章の

2(3) 

320 

埼玉県

さいた

ま市 

却下する場合でも、不服申立人適格の有無、請求期間徒

過の正当理由、不作為の「相当の期間」等が争点となり、

審理員による審理を経る場合も想定されますが、その場

合においても行審法第４３条第１項第６号の規定によ

り、審査会への諮問は不要と考えてよろしいですか。 

P075 

(4) 

321 

神奈川

県 

申請に対する処分又は不作為についての審査請求に理由

があり、申請に対する処分又は不作為を違法または不当

として請求が全部認容される場合であっても、法 46 条２

項各号又は 49 条３項各号の措置を採ることができる審

査庁でない限り、第三者機関への諮問を経なければなら

ないとされているが(法 43 条１項８号)、これはどのよう

な理由によるものか。 

P075 

四角囲み 

322 

茨城県 
「遅滞なく」と定められているのであるから，あえて「数

日程度」と記載しなくても良いのではないか。 

P076 

14 行目 

第 2 編第

5章の 1  

322 宮崎県 「・・・（行審法第９条において読み替えて適用する法第 P076 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

延岡市 44 条）」と記載されています。これは第９条第３項に規

定する別表を受けた読み替えのようですが、この表現で

は分かりづらいように思います。 

9 行目 

323 

京都府 

「審査庁が裁決書の作成に当たり検討を要する事項が少

ない場合」は「数日程度の期間」で裁決を行うことが望

ましい」とありますが、これは裁決の決裁を諮問の決裁

と同時に行う（伺いで「諮問してよろしいか。また、審

議会からこれを妥当する答申があった場合は、案の１に

より裁決書を作成し、案の２により謄本を作成し、案の

３により通知してよろしいか。」とする。）方法以外には

不可能ではないでしょうか。本府においては、審議会へ

の諮問は知事の決裁を要しませんが、裁決書の作成には

知事の決裁を要する（一部の事務を除く。）ところ、「数

日程度」の処理は極めて困難であるため、当該記載は削

除の上、表現を工夫してほしい。 

P076 

下から 3

行目 

(裁決の

日数) 

324 

滋賀県 

裁決前に訴えの提起があった場合（審査請求があった日

から３箇月を経過しても裁決がなかったなど）の審査請

求の取扱い（審査庁は審査庁としての判断をするのか、

訴訟に係属した以上不服申立をする利益がないと判断し

てよいのか。）について、マニュアルに記載願います。 

 

（一の処分について審査庁と裁判所とで同時並行して審

理されることは争訟制度の利用の仕方から好ましいもの

ではないとされているが（行政事件訴訟法要説 島田信

次著 168 頁）、訴訟係属後になされた裁決が無効または

不存在とはいえないとの判決（京都地判昭 43.9.20 判

例コンメンタール行政不服審査法 田中館照橘ほか 2人

著 254 頁）があるため。）  

P076～ 

325 

大阪府 

 審理員意見、審議会答申と異なる裁決をする場合には、

その異なることなった理由を裁決書に記載しなければな

らないとのことですが、「意見が異なる」か否かの判断は、

主文が異なる場合という理解でよろしいでしょうか。 

一部棄却、一部認容の裁決をする場合、「一部」の部分も

完全に一致していなければ、「異なる意見」ということに

なるのでしょうか。 

P077 

9 行目 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

326 

埼玉県

さいた

ま市 

ア、イいずれにも、「審査庁は、基本的に、一定の処分を

すべきか否かを判断することが求められる。」 

一定の処分をすべきかを判断するには、審査請求人が請

求の趣旨において一定の処分を求めているか否か、申請

に対する処分の選択肢の有無その他の事情を総合的に考

慮する必要があります。したがって、「基本的に、…求め

られる。」との表現は適当でないと考えます。 

P078 

(4)ア及

びイ 

327 

宮崎県 

表③の「軽微な処分や形式的・機械的な判断により決定

される処分」とはどういう場合でしょうか。例えば、形

式的・機械的とは、処分に係る基準が明確に定めてあり、

その基準以外に判断要素がなく、審議会へ諮問しても裁

決に影響がない場合などでしょうか。 

P078 

下から 6

行目 

328 

宮崎県 

表④の場合、例えば市町村の処分に係る知事への審査請

求の場合は、知事は一定の処分を命ずべき権限はないが、

裁決において全部を認容すれば、行審法の規定になくと

も、行政不服審査会の判断で諮問を要せずとすることが

できると解してよろしいのでしょうか。 

P079 

1 行目 

329 神奈川

県 

横浜市 

「別添の答申の判断と同じ」といったような記載方法は

許容され得るか。 

P080 

3(1)イ～

エ 

330 
群馬県 

伊勢崎

市 

「行審法第４１条第１項各号の規定により」は「行審法

第４３条第１項各号」でよいか。 

P081 

(2)ア審

理員意見

書の添付 

331 

栃木県 
「行審法第 51 条第２項」→「行審法第 51 条第２項ただ

し書」 

P082 

下から 9

行目 

332 

群馬県 

伊勢崎

市 

「ただし、提出者が所有権を放棄した書類等や、その返

還を望まない書類等については、返還する必要はない」

とありますが、例えば審査請求人に証拠書類が原本又は

コピーなのか書面で確認し、証拠書類はコピーであり返

還を望まない旨の回答を得られれば返還しなくてもよい

のかお示しください。 

P083 

5 行目 

333 東京都 電子的方法の利用は、クレーマー的やりとりを誘発する P084 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

ことも考えられ、必ずしも迅速な方法とはいえない可能

性もあるので、あまり「望ましい」と推奨せず、「可能で

ある。」程度にとどめてもらうほうがありがたい。 

334 
栃木県 

ここだけ法律番号が入っていますが不要ではないでしょ

うか。 

P086 

3 行目 

335 
群馬県 

伊勢崎

市 

「直接審査請求をすることも可能である旨を再調査の請

求人に説明した上で、」とありますが、この説明について

は、書面で行うのか又は口頭でもよいのかお示しくださ

い。 

P089 

下から 16

行目 

336 
埼玉県

三郷市 

再審査請求は個別法に再審査請求をすることができる旨

の定めがある場合することができるが、個別法の一覧を

しめしていただきたい。 

P0920 

下から 5

行目 

337 

宮崎県 

延岡市 

「・・・（準用後の行審法第 19条第２・４・５項）・・・」

と記載されていますが、第 19条第５項の第１号及び第２

号は準用されていませんので、「・・・（準用後の行審法

第 19条第２・４・５項第３号）・・・」という表記の方

が適切ではないでしょうか。 

P095 

6 行目 

338 
宮崎県 

延岡市 

「・・・（準用後の行審法第 24 条第３項）。」と記載され

ていますが、「・・・（準用後の行審法第 25条第３項）。」

ではないでしょうか。 

P097 

15 行目 

339 
宮崎県 

延岡市 

「・・・準用後の行審法第２項各号・・・」と記載され

ていますが、「・・・準用後の行審法第９条第２項各号・・・」

ではないでしょうか。 

P098 

12 行目 

340 

宮崎県 

延岡市 

「・・・（準用後の行審法第 30 条）。」と記載されていま

すが、第 30 条第１項は準用されていませんので、「・・・

（準用後の行審法第 30 条第２項）。」という表記の方が適

切ではないでしょうか。 

P099 

下から 9

行目 

341 

滋賀県 

標準処理期間をあらかじめ公表することを考慮すると、

標準処理期間を定めるに当たっては、事案ごとにバラツ

キがでるとはいえ、３箇月以内と設定することとなるの

でしょうか？（行政事件訴訟法第８条第１項の規定によ

り、審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決が

ないときは処分の取消訴訟を提訴できるため。） 

P103 

341 大阪府 標準審理期間の設定について P103 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

河内長

野市 

法の施行直後は、実施事例が乏しく、設定が困難になる

かと思われる。国はどのような期間を設定する予定か。

また、設定困難な場合の対応については、どのようにす

べきか。 

342 

大阪府 

１ 本府情報公開条例（個人情報保護条例）では公開(開

示）決定等に対する異議申立てについて、①答申は諮問

後６０日以内、②諮問実施機関は不服申立てがあった日

から起算して９０日以内に不服申立てに対する決定又は

裁決をするよう努めなければならない、と定めている。

２ 行審法第１６条では審査庁が定めることとなってい

るが、上記１の裁決に係る標準処理期間については、情

報公開条例（個人情報保護条例）の規定をもって、行審

法第１６条の標準処理期間が定められていることとする

ことは可能か。（※審査庁毎に定めるのは非効率であるた

め、全庁的に、統一した標準処理期間を定めることが妥

当であると考える。） 

P103 

１ 標準

処理期間

の設定 

343 

神奈川

県 

横浜市 

建築（開発）審査会に対する審査請求については、法律

上１月又は２月以内に裁決を行うこととされている（建

築基準法 94 条２項、都市計画法 50条２項）が、そのよ

うな場合でも標準的な審理期間を考慮して標準審理期間

を定めるべきか。 

P1030 

1(1) 

344 

神奈川

県 

南足柄

市 

 「審査請求の対象となる処分等の類型によって審査期

間が異なる場合には、審査請求を類型化し、それぞれの

類型ごとに標準審理期間を定めること。」とされています

が、その類型の単位としては、どの程度ものを想定され

ているか具体的に教えていただきたい。 

 また、本市のように過去に不服申立ての事例が少ない

自治体向けに標準審理期間の参考モデルのようなものを

示していただけるのか伺いたい。 

P103 

1(1)イ① 

345 

神奈川

県 

南足柄

市 

 「標準審理期間のうち、行政不服審査会等への諮問か

ら答申までに要する期間については、行政不服審査会等

においてその標準的な期間を示すことにより、審査庁と

なるべき行政庁が当該期間を含めて標準審理期間を設定

することができるようにすることが求められる。」とされ

ていることから、標準審理期間の設定に当たっては、法

P103 

1(1)イ② 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

施行後に行政不服審査会を開き、同審査会が諮問から答

申までに要する期間を設定してからでないと審査庁が標

準審理期間を設定できないと考ます。このことから、努

力義務とされている標準審理期間を法施行前に設定でき

ないことはやむを得ないと考えてもよろしいでしょう

か。 

346 

大阪府 

「可能な限り審査請求の処理に要する目安として何らか

の期間」とあるが、現在年間約 1000 件ある審査請求が

年々1.5 倍ずつ増加している現状があり、現在でも 1年

間は処理に有していることから例え 1年間と定めたとし

ても来年度は 1.5 年、再来年は 2年以上かかることが想

定される。このような場合の標準処理期間の定めとして

はどのような期間が妥当でしょうか。 

P103 

第 1 章

1(1)イ①

347 神奈川

県 

大和市 

標準審理期間は、案件ごとではなく、審査庁ごとにと思

料されるが、マニュアルにおいて、その期間例を示すこ

とはできないか。 

P103  

第 1 章 1

関連 

348 

愛媛県 

標準処理期間については、案件の軽重によって、第三者

機関に諮問するものから不適法で却下する場合まで、又

は自治体の体制如何によっても、裁決までに要する期間

は多様であると考えられ、その点については類型ごとに

定めるよう記載されているものの、さらに踏み込んで、

その審査請求の類型の例示及び審理手続の各プロセスに

要する具体的な期間の例示をしていただきたい。 

P103 

第 5 編第

1 章 1 

349 

茨城県 

行政不服審査会等への諮問を行う場合における諮問から

答申を得るまでに要する期間については，法施行時に設

定することは困難であることから，当該期間を除いて設

定し，数年後に見直すという取扱いが可能であれば，明

記していただきたい。 

P103 

第 5 編第

1章の

1(1)   

350 

京都府 

審理員名簿の公表について、単に「標準審理期間を公表

する方法」と同じとされていますが、標準審理期間とは

異なり、審理員名簿は、条例、規則等（この「等」は告

示をいうものと解してよいでしょうか。）により作成され

る場合も想定されているので、当該条例、規則等の公布・

公表（いずれも公報への登載）をもって法の要件を満た

しているといえるのであれば、その旨を記載しておいて

P105 

下から 3

行目 

(審理員

名簿) 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

ほしい。 

351 
埼玉県

三郷市

特定の職にある者を審理員に指名する旨を定める場合の

条例・規則（案）を示してほしい。 

P105 

下から 7

行目 

352 

茨城県 

審査請求に係る処分等は多数あることから，処分等ごと

に分類することは現実的ではない。所属部局ごとで十分

であると思われる。 

P105 

第 5 編第

1章の

1(2)   

353 

群馬県 

伊勢崎

市 

「処分の類型（根拠法令）ごとの不服申立件数、処理件

数、処理内容（容認、棄却の別）、処理期間などの情報を

公表することが望ましい」とありますが、裁決書（個人

情報はマスキングをする）をそのまま公表するところま

では考えなくてもよいかお示しください。（行政庁の判断

に委ねられると思いますが） 

P109 

10 行目 

354 

岐阜県 

不服申立ての処理状況の公表について、毎月更新するの

か年１回でいいのかは 終的には各行政庁の判断による

ものだと思われるが、国ではどのくらいの更新頻度を想

定しているのか。 

P109 

１行目 

355 

大阪府 

行審法第 85 条では、裁決等の権限を有する行政庁が不服

申立ての処理状況を公表するとしているが、情報公開決

定にかかる審査請求の裁決等について、裁決等の権限を

有する行政庁がそれぞれ処理状況を公表するというの

は、非効率である。                

よって、本府情報公開条例（個人情報保護条例）の「知

事は、毎年度、実施機関及び実施法人に対し、この条例

の運用状況について報告を求め、これを取りまとめて、

その概要を公表しなければならない」と規定しているが、

これを改正することにより、裁決等の権限を有する行政

庁による情報公開決定(個人情報開示決定）にかかる審査

請求の裁決等も含めて、知事がまとめて公表するといっ

た形にすることはできないか。（教育委員会や人事委員会

等の他の実施機関（裁決等の権限を有する行政庁）のも

のも含めて公表することとする。） 

P109 

3 不服

申立ての

処理状況

の公表 

356 
東京都 

裁決の公表は、自治体の実情に応じ、概要のみを公表す

る場合や代表的な裁決例のみ公表する場合なども認める

P109 

6 行目 



-149- 

地方公共団体からの意見等 「素案」

記載箇所 団体名 意見等の内容 

ことを付け加えてほしい。 

357 

栃木県 「容認」→「認容」 

P109 

下から 5

行目 

358 

宮城県

大崎市 

行政不服審査会の諮問から答申までの標準審理期間の設

定については，「行政不服審査会等においてその標準的な

期間を示す」とされておりますが，当該標準審理期間の

設定は審査庁が決めるものと解してよろしいか。 

P130 

下から 4

行目 

359 

大分県 

 Ｐ４や P27 においては、審査庁としての事務を処理す

る部署は、審理員や審理員担当課室と分離することが望

まれるとされている。 

 これに対し、P27 の６行目以降に裁決担当部署の職員

を審理員に指名することが避けがたい場合についての記

載もあるが、抽象的なことしか記載されていないため、

具体的にそのような場合にとることが望ましい対応を明

記すべき（例えば、審理員を審査における裁決の決裁の

ラインから外すことを条件に、審査庁の事務処理部署（裁

決担当課室）と審理員担当課室とを兼ねることも可能で

あるなど）。 

P4 

下から 7

行目～、

P027 

4 行目～ 

360 

広島市 

審査請求の処理体制の在り方の基本的な考え方として、

裁決等の公正性の確保を 重視すべきものと位置付けて

いると理解されます。こうした考え方の下に、「処分担当

課室を裁決担当課室とすることは、裁決の公正性につい

て疑念を招くおそれが特に大きいことから、真にやむを

得ない場合に限られるべきである」（P5、13～15 行目）

との表記がされています。 

 この点について、法制度上、「審理員による審理手続」

と「第三者機関への諮問手続」を経ることにより裁決等

の公正性は十分に確保されるものであり、処分担当課室

を裁決担当課室とすることは、法の目的である手続の迅

速性の確保の点などから特に問題ないとの考え方に改め

ていただくことを御検討いただけたら幸いです。 

P4～P6 

361 

岩手県 

第１編の冒頭に法による手続全般のフロー図、第２編各

章の冒頭にそれぞれの手続のフロー図を挿入していただ

きたい。 

P999 

その他 
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362 

岩手県 

審査請求処理体制、審理員制度、行政不服審査会制度等

に係る関係課室間の関係について、具体的な省庁を例に

し、原則的、理想的な形と、例外的な形を図示したもの

を当該事項を記載する箇所に挿入してほしい。 

P999 

その他 

363 
岩手県 

「改正法」、「行審法」、「同法」、「同」、「ただし書」の使

用方法が不統一となっている。 

P999 

その他 

364 

秋田県 

改正により、 終的に判断する裁決書作成部門が審理を

切り離されることになるが、その程度に言及されたい。

総務省からは『行政不服審査法においては、行政事件訴

訟の処分権主義や弁論主義を採っておらず、審理の範囲

は、審査請求人が主張する審査請求の理由に限られず、

当該処分の当否を判断するために必要な範囲全般に及

ぶ。』との記述が示されているが、それは審理員意見書を

作成するために必要な範囲内で行われるものと解され

る。一方、裁決書作成部門は、裁決書を作成するに当た

って、必要な書面や必要な手続等用意できなければ、満

足のいく裁決書を作成できない。従って、裁決書作成部

門は審理手続中逐次審理員に書類の過不足や手続の追加

を求めるなど審理に口出しができなければならないと考

えている。そのための審理員との連絡調整は必須のもの

と理解している。 

P999 

その他 

365 

秋田県 

審査マニュアルは誰を対象に作成したものか。審理員か、

審査機関の事務を行うものか、第三者機関のメンバーか、

それとも第三者機関の事務を行うものか。 

P999 

その他 

366 

秋田県 

不服審査に関係する業務は、通常業務を行っている職員

には非常になじみのない業務です。審査請求されてから

の事務を想定したマニュアルであるとは思うが、通常の

処分等を行うにあたっても、審査請求とは今後起こりう

るものだという認識を持つためにも、審査請求に携わる

職員のみならず、多くの職員がマニュアルを活用できる

よう、行政不服審査法とは何かというところをもっと詳

細にし、資料として逐条解説とＱ＆Ａも添付し、マニュ

アル１冊で、全ての職員（審理員、第三者機関のメンバ

ーも含め）が審査請求事務を理解できるようなものにし

て欲しい。 

P999 

その他 
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367 
栃木県 

可能であれば、第三者機関の運営に関しても記述がある

と現場としては便利です。 

P999 

その他 

368 

群馬県 

全体的な印象についての意見で申し訳ありませんが、文

字ばかりの内容なので、図や表を多用してイメージのつ

かみやすい、見やすいものとしてはいかがか。 

P999 

その他 

369 

埼玉県 

 本とりまとめ案は、行政不服審査法の施行について細

かく定めているが、ここまで詳細に定める必要はないと

考える。 

 地方自治体の規模や実情が様々であることを鑑みれ

ば、法の趣旨を踏まえ、新たに設けられた制度に係る

低限留意すべき基本的事項のみを明確に定めていただ

き、その先の具体的な運用については、それぞれの地方

公共団体に任すべきである。 

 仮に、本マニュアル案どおりに運用するとなれば、地

方にとっては、組織の改変や人員の配置などに大きな負

担がかかることとなる。この内容で行うことを地方公共

団体に求めるのであれば、地方財政法第 13条第 1項の趣

旨を踏まえて、必要な財源措置をお願いしたい。 

P999 

その他 

370 

埼玉県

さいた

ま市  

全般（審理員及び審査会の審理について） 

情報公開等に関する不服申立てにつき、現在の審査会で

は、インカメラ審査ができる規定がありますが、審理員

による審理及び審査会等による審議において、これを行

うことはできますか。また、条例等で定めれば可能です

か。 

（既存の情報公開・個人情報保護に係る審査会を残すか

どうかを判断する上で、是非伺いたい。） 

P999 

その他 

371 埼玉県

三郷市 
早く様式例を示して欲しい。 

P999 

その他 

372 

東京都 

新法附則３条に「この法律の施行前にされた行政庁の処

分」というのは、相手方のある処分については、施行期

日の前日までに処分の相手方に通知が到達した場合をい

うという理解でよいか。そうすると、処分通知書が、施

行期日の前後にわたって到達する可能性がある場合、「不

服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべ

き行政庁及び不服申立てをすることができる期間」（新法

P999 

その他 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

８２条１項、現行法５７条１項）をどのように教示すべ

きか。また、到達日が確定できない場合は、法施行後の

到達として取り扱っても構わないのか。新法の方が審査

請求期間の点をはじめ、請求人に有利のようであるが、

不服申立先が限定される場合（住民基本台帳法上の処分

については、知事への不服申立てができなくなる。）など、

現行法の方が良いというケースも考えられる。 

373 

神奈川

県 

横浜市 

本マニュアルの位置づけ 

本マニュアルは、 終的にどのような位置づけになり、

地方公共団体における審査請求事務をどこまで拘束する

ものとなるのか。 

（本マニュアル（案）にある「様式例」も、マニュアル

の一部として位置付けられるのか。） 

P999 

その他 

374 
神奈川

県 

横浜市 

政令の制定スケジュール 

本マニュアル（案）に記載されている「行審令」は、平

成 27年３月にパブコメ予定のようだが、自治体に向けて

はいつ頃（案）が示される見込みか。 

P999 

その他 

375 

長野県 

審査請求人が意に沿わない裁決をした際に公正性を批判

してくることが十分考えられる。このマニュアルに抽象

的な表現（例：Ｐ５ ８～９行目「審理及び裁決の公正

性を確保するとともに、これについて審理関係人の疑念

を招かないよう努める必要がある。」）が多いと、そのよ

うな批判の根拠となってしまうことが懸念されるが、そ

の時の対応をお示しいただくとともに、マニュアルはで

きるだけ具体的な標記としていただきたい。 

P999 

その他 

376 

長野県 

信濃町 

１ 職員の削減等により、審査庁の職員も何らかの行政

処分事務を行っており、審理員に成り得ない可能性があ

る。 

２ 行政不服審査会への諮問について、専門的識見を有

する者が少なく、審査会を構成することが町村レベルで

は非常に困難である。 

P999 

その他 

377 

長野県 

信濃町 

３ 上記１・２より、本事務を一組等により広域で処理

が行えるような対応ができないものか（例えば地方自治

法第 257 条の７の規定による機関等の共同設置や第 286

条による一部事務組合の設置など） 

P999 

その他 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

378 

京都府 

 本マニュアル案は、審査庁、審理員、第三者機関等の

組織体制について、法令の定めがなくても「望ましい取

扱い」として「厳格かつ理想的なあるべき姿の組織体制」

を構築すべき旨を自治体にも強く求めるスタンスに立っ

て作成されているようにみえます（総務省の説明会等で

の御助言が、法の規定を丁寧に踏まえて、自治体が判断

するための考え方を柔軟・慎重にお示しいただいている

ことからすれば、本マニュアル案の内容は大変厳しく、

非常に違和感があります。）。組織規模が大きい国等のマ

ニュアルとしてのみ用いられるのであればよいのです

が、その規模がまちまちである自治体に対し本マニュア

ルの内容をそのまま適用しようとすると、望ましいとさ

れた体制を取ることが極めて困難となってしまう自治体

も少なくないと思います。 自治体用のマニュアルとし

てその審理体制の在り方を記載される場合は、個々の自

治体に様々な状況等があることを十分に想定した、幅を

持った弾力的な内容（指摘が懸念される「そしり」を例

示しつつも、判断は自治体が行うとする内容）のマニュ

アルとしていただきたいと思います。【不都合が懸念され

る具体例】１ 既にある情報公開・個人情報開示に係る

審査会諮問案件では、裁決の起案を処分担当課が行った

としても、第三者機関への諮問をもって公平・適正が図

られているので何ら問題がないものと考えていますが、

本マニュアル案では、処分担当課による裁決の起案につ

いて「真にやむを得ない場合に限られるべき」と書かれ

ており、これでは、既存の制度の信頼性にも関わります。

２ 本マニュアルが国から自治体への技術的助言として

通知され、自治体が「望ましい」等とされた体制を構築

できないときに、そのことが問題となって訴訟になれば、

本マニュアルが自治体の判断の合理性についての裁判所

の判断に影響を与えないとはいいきれません。例えば、

人員（予算）の確保ができない、資質を伴う人員が限ら

れる等の問題から本マニュアルで「望ましい」等とされ

た体制を講じることができなかったとしても、本マニュ

アルの内容を理由として、人員や予算は理由とはならな

P999 

その他 
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記載箇所  団体名 意見等の内容 

い旨の判断が裁判所によってなされないか不安がありま

す。 

379 

茨城県 

１.審査請求の処理体制について 

 本県では，新たな職を設けることなく，審査庁（担当

課），審理員（部内総括課 長補佐等），審査会事務局（総

務課）という案で検討しているところである（担当 課

や部内には法令審査担当はいない。）。 

 また，本県の本庁の処分担当課室内では，いくつかの

グループに分かれており，グループによって全く異なる

業務を行い，決裁ラインも異なる。また，グループの 中

ですら，担当業務が分かれており，原処分に全く関与し

ていない職員も存在するのが実情である。 

 法の趣旨は理解するが，そもそも東京都等の大都市部

以外の地方公共団体においては，処分庁等と審査庁との

分離や，審理員の処分担当課室外からの指名が困難であ

ることがむしろ通常であるという実情を踏まえ，下記の

点について記載しないことを検討していただきたい。 

(１)処分庁等と審査庁との分離の程度について(p3～p4) 

 地方公共団体の場合，処分庁が出先機関の長，審査庁

が地方公共団体の長である場合は問題ない。しかし，処

分庁及び審査庁が地方公共団体の長である場合，処分庁

と審査庁との分離の程度をどう捉えるかは大きな問題で

ある。 

 特に，マニュアル（案）の第２章２（２）ア②に記載

されているように処分関係者のみならず，処分関係者に

は該当しない処分担当課室の職員についても，裁決担当

課室として裁決や答申の判断に関与することを可能な限

り防止するとなると，処分担当課室と全く異なる課室が

審査庁としての事務を行うことになるが，運用上，現実

的ではないので，記載しないで①程度に留めていただき

たい（第２章２（２）イ（イ）①なども同様）。 

 また，マニュアル（案）の第２章２（２）イ（ア）に

記載されているように本庁において当該行政分野につい

て当該出先機関を監督する立場にある課室についても，

処分担当課に準ずるものと考えられるとあるが，上記と

審査請求

の処理体

制につい

て 
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記載箇所 団体名 意見等の内容 

同様に記載しないでいただきたい。 

（２）審理員に指名する職員の範囲等（p26～p29） 

 処分担当課室に所属する職員であっても，原処分に全

く関与しない場合もあり得るのであるから，処分担当課

室に所属する職員であることをもって審理員になり得な

い旨の記載はしないでいただきたい。「処分等に関与した

者の具体例」に該当しなければ，処分担当課室に所属す

る職員であっても問題ないのではないか。 

380 

茨城県 

２. 審理員意見書，諮問書，答申書及び裁決書について

 審理員意見書，諮問書，答申書及び裁決書に記載すべ

き事項について，具体的な記載例を様式として示してい

ただき，その違いを明らかにしていただきたい。 

 マニュアル（案）の記載によれば，審理員意見書の記

載事項については，裁決の 原案となり得るものとする

ことが適当であり，裁決書の記載事項に対応することが

望ましいとされているが（p70），審理員意見書に裁決書

と同程度の内容の精度を求めているのか。仮にそうだと

すれば，裁決書については行審法第 50 条第１項により裁

決の形式が定められているが，審理員意見書については

同様の定めがないにもかかわらず，裁決書と同程度の内

容の精度を求めることは適切と言えるのか疑問である。

 また，本県では，審査庁（担当課），審理員（担当課以

外の部内総括課長補佐等 ），審査会事務局（総務課）と

いう案で検討しているところである。部内には法 令審

査担当がおらず，また，審理員は原処分担当課室職員で

はないので，原処分に 係る法令について必ずしも精通

しているとは言えないため，審理員意見書に裁決書と同

程度の内容の精度を求めるとすれば，専門的知識，経験

が不足している上に本 来の業務と兼務する審理員の負

担が大きくなり，現在の体制で対応することは困難であ

り，新たな組織を作ることを視野に入れる必要が出てく

る。以前の総務省の説明会では，行政不服審査法改正に

伴う体制整備に当たり交付税措置は行わない旨の発言が

あったが，新たな体制整備を求めているのであれば交付

税措置について検討していただきたい。 

審理員意

見書，諮

問書，答

申書及び

裁決書に

ついて 
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はしがき 

平成 26 年 6月、制定から 52 年ぶりに不服申立制度を抜本的に改正する行

政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）が公布された。 

この改正により、審査庁が原処分に関与しない職員を審理員に指名し、こ

の審理員が簡易迅速かつ公正に審理を行い、その結果を審理員意見書として

審査庁に提出する審理員制度が導入され、また、審査庁の裁決の判断の妥当

性をチェックするための第三者機関（行政不服審査会等）が新設されるなど、

その簡易迅速性をいかしつつ、より公正な手続の下で権利利益の救済が図ら

れる仕組みに変わることになる。 

改正法は平成 28 年度に施行される予定であるが、新制度の円滑な運用の

ためには、国・地方を問わず、不服申立てに関する事務に携わる職員が、制

度を正しく理解し、適切にその事務を行っていくことが求められる。 

こうしたことから、本検討会では、不服申立てに関する事務に携わる職員

が、適切にその事務を処理する一助となるマニュアルを策定することを目指

し、本年８月から 12 月までの間、合計６回にわたり検討会を開催し、議論

を重ねてきたところである。不服申立制度は、行政庁の処分を幅広く対象と

するものであり、また、国税や社会保険、労働保険のように独自に手続を規

定するものや、個々の手続等について特例を定めるものも少なくない。した

がって、実際の対応は、処分の性質など個々の事案に応じて適切になされる

必要があるが、このマニュアルは、行政不服審査法がそのまま適用される場

合を前提として、審査庁の職員や審理員に指名された職員の対応の標準的な

例を示すことを主眼として策定したものである。 

また、この取りまとめを行う過程では、国及び地方公共団体に対し意見照

会を行い、多忙にも関わらず、忌憚の無い有意義な御意見を頂戴した。この

場をお借りして御協力に感謝申し上げたい。 

 本マニュアルが、国又は地方公共団体における不服申立ての実務の参考と

して活用され、不服申立制度の適切かつ円滑な運用につながる道標になるの

であれば、これに勝る喜びはない。 
 

平成 26 年 12 月 

審理マニュアル等の策定検討会 
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第１編 総論 

 

第１章 不服申立制度の概要 

（１）不服申立てとは 

   処分を受けた者が処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請求

するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を

求める行為を、一般に、行政上の不服申立て（以下単に「不服申立て」という。）という。 

   行政不服審査法（以下「行審法」という。）は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適

正な運営を確保することを目的として、この不服申立てに関する制度（以下「不服申立制度」とい

う。）の手続等を定める一般法である。 

（２）不服申立制度の特徴 

   不服申立制度は、一般に、行政訴訟と比較すると、次のような特徴がある。 

  ○ 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができること 

  ○ 費用がかからないこと（例えば、行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要である。） 

  ○ 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができるこ

と 

  ○ 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保すること

ができること 

（３）不服申立制度の対象 

   行審法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対

する不作為が対象となる（行審法第２条・第３条）。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分の

ほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれる（行審法第１条第

２項）。 

   ただし、行審法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、行審法上

対象外とされているほか（行審法第７条）、処分の根拠等を定める個々の法律（以下「個別法」とい

う。）に行審法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合がある。 

（４）不服申立ての種類 

   行審法に基づく不服申立ての原則は、「審査請求」である（行審法第２条・第３条）。 

   ただし、処分についての不服申立てに関しては、例外的に、個別法に特別の定めがある場合には、

審査請求の前に処分庁に対して行う「再調査の請求」や、審査請求の後に更に別の行政庁に対して

行う「再審査請求」をすることができる（行審法第５条・第６条） 

（５）不服申立てを行うことができる者 

   処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」（行審法第２条）がすることができ
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る。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保

護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請

求をする法律上の利益がある者、すなわち、行政事件訴訟法第９条の定める原告適格を有する者の

具体的範囲と同一である。 

   不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」（行

審法第３条）、すなわち、当該不作為に係る申請をした者のみがすることができる。 

（６）不服申立てをすることができる期間 

   処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月

（再調査の請求の決定を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して１月）

以内にしなければならない（行審法第18条第１項）。ただし、その期間を経過した場合も、「正当な

理由」がある場合には、審査請求が認められる。 

   不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不

作為が継続している間は、いつでもすることができる。 

（７）不服申立手続の流れ 

   行審法における不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れは次ページからの図のとおり。 
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図 1 不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れ（その１）（審査請求～審理員の指名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）図中の点線の枠書き（矢印付き）は、それが指し示す手続の行政不服審査法における根拠条文等

及び本マニュアルにおける解説ページを示している（以下、図２及び図３で同じ。）。 
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図 2 不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れ（その２）（審理員による審理手続） 
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図 3 不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れ（その３）（審理手続終了～裁決） 
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第２章 審査請求の処理体制等 

１ 審査請求の手続に関係する部署（職員） 

  審査請求の手続には、おおむね次のような部署（職員）が関係することになる。 

（１）処分庁等 

   審査請求に係る処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は審査請求に係る不作為に係る行

政庁（当該不作為に係る申請に対する処分を行うべき行政庁。以下「不作為庁」という。）であり、

審査請求の相手方（訴訟における被告に相当）として、弁明書の作成・提出、証拠書類の提出など

により、審査請求に係る処分又は不作為が違法・不当でないことを主張することになる。 

   実務上は、当該処分を担当する部署などの職員が、これらの事務を処理することになる。 

（２）審査庁 

   審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁等の

上級行政庁が審査庁となる（行審法第４条）。 

   審査請求の形式審査、執行停止、審理員の指名、行政不服審査会等への諮問、裁決等といった個々

の審査請求に係る事務のほか、標準審理期間の設定や審理員候補者名簿の作成、情報提供、処理状

況の公表といった事務も処理する。実務上は、審査請求に対する裁決を担当する部署などの職員が、

これらの事務を処理することとなる。 

（３）審理員 

   行審法においては、審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を「審理員」

として法律上位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担う。 

   行審法第９条第１項の規定により審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員が、その事務を

処理することとなる。 

（４）行政不服審査会等 

   行審法においては、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁に対し、一定の場合を除き、裁

決をしようとする際に行政不服審査会等（行政不服審査会及び行審法第81条により地方公共団体に

置かれる機関をいう。以下同じ。）への諮問を義務付けている（行審法第43条第１項）。 

   行政不服審査会等は、審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請

求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担うものであり、その調査審議は、構成

員である委員等によって行われるが、行政不服審査会等の組織・運営等について定める法令（条例

等）の規定により、その事務局機能を担う部署（国の場合は、総務省に置かれる行政不服審査会の

事務局）の職員が、行政不服審査会等における事務を補佐することになる。 
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２ 審査請求の処理体制 

（１）基本的な考え方 

   行審法においては、その簡易迅速性をいかしつつ、審理の公正性・透明性を高めるため、法律上、

裁決を行う権限と区別して、審理手続を行う権限を審理員に付与し、処分に関与していないなどの

要件を満たす者のうちから指名された審理員が、自らの名において審理手続を行うこととし、処分

庁等が審査庁となる場合も含め、審理を対審的な構造としている。また、裁決の客観性・公正性を

高めるため、一定の場合を除き、審査庁に行政不服審査会等への諮問を義務付けている。 

   このような行審法の趣旨に照らせば、審理が簡易迅速かつ公正に行われ、その結果が適正に裁決

に反映されることが必要であり、処分関係者（行審法第９条第２項第１号に掲げる者（処分に関与

し、又は関与することとなる者（第２編第２章「３ 審理員に指名する職員の範囲等」（４）イ（34

ページ）参照））をいう。以下同じ。）又は処分の起案等の担当課室（以下「処分担当課室」という。）

の意向等によって審理や裁決の公正性が損なわれることがあってはならず、また、上記１に掲げた

審査請求に関係する各部署の体制・分担の在り方についても、各行政機関の実情を踏まえつつ、審

理や裁決の公正性について審査請求人や参加人（第２編第３章「２ 審理関係人」（３）（43ページ）

参照）の疑念を招かないよう配慮することが求められる。 

（２）審査請求に関係する各部署の体制・分担の在り方 

   上記（１）のとおり、行審法において、処分庁等と審査庁、審理員及び行政不服審査会等を法律

上それぞれ別個の主体として位置付けていることを踏まえれば、上記１に掲げた審査請求に関係す

る各部署は、各行政機関の組織体制等の実情や、審理における迅速性や専門性の確保の観点も踏ま

えて可能な限り、それぞれ別個のものとすることが望まれる。また、以下の点が確保されるよう処

理体制を整備することが望まれる。 

  ① 処分関係者の意向等によって審理や裁決、行政不服審査会等による調査審議の公正性が損なわ

れることのないよう、処分関係者が、審理員の行う審理手続のみならず、裁決の判断や行政不服

審査会等の答申の判断に関与することを防止すべきであること。 

  ② 審理や裁決の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招かないよう、処分関係者には該当

しない処分担当課室の職員についても、裁決の判断や裁決書の起案等を担当する課室（以下「裁

決担当課室」という。）や行政不服審査会等の行う事務を補佐する部署（以下「審査会事務局」と

いう。）の職員として裁決や答申の判断に関与することを可能な限り防止すること。 

ア 審査庁として行う事務 

（ア）望ましい在り方 

     審査請求の受付や適法性審査、審理員の指名、裁決等の審査庁としての事務を処理する部署

（職員）については、上記（１）の趣旨に鑑み、当該行政機関の実情等を踏まえつつ、処分関

係者及び処分担当課室、また、審理員や審査会事務局とも別個のものとすることが望まれる。

なお、審査請求が出先機関の処分又はその不作為を対象とする場合において、本庁において当
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該行政分野について当該出先機関を監督する立場にある課室の職員が、当該処分に対する具体

的な指揮命令や助言を行う等、実質的に当該処分の判断に関与しているときは、当該職員が裁

決担当課室や審査会事務局の職員として裁決や答申の判断に関与することは可能な限り防止す

べきである。 

     このため、例えば、官房・総務系統の部局に審査庁としての事務を担当させるといった対応

が考えられる。 

（イ）（ア）によることが困難な場合 

     行政機関の規模や組織体制等によっては、審査庁としての事務を処理するために必要な知見

を有する職員が少ないといった事情から、（ア）によることが困難であり、処分担当課室、審査

会事務局等に審査庁としての事務を担当させる場合も想定されるところである。 

     しかしながら、そのような場合であっても、以下のような対応をとることにより、可能な限

り、審理及び裁決の公正性を確保するとともに、これについて審査請求人や参加人の疑念を招

かないよう努める必要がある。 

    ① 処分担当課室等に担当させる事務を必要 小限にとどめること 

      審査請求に関係する各部署は、可能な限り、別個のものとすることが望ましく、処分担当

課室その他の審査請求に関係する他の部署が審査庁としての事務を担当する場合でも、その

事務は、必要 小限にとどめるべきである。 

    ② 処分関係者や審理員が審査庁としての事務を行うことは可能な限り避けること 

      上記①のように、処分担当課室等が行う事務は 小限のものにとどめる場合であっても、

処分関係者が審査庁としての事務に関与することは、可能な限り避ける必要があり、とりわ

け、裁決の判断に係る事務については、処分関係者以外の者が行うべきである。 

      また、審理員が審査庁として行う裁決の判断に係る事務に関与することは、審理員として

行った審理手続の公正性に疑念を招くおそれがあることから、可能な限り避ける必要がある。 

イ 審理員が行う事務 

    審理員については、審理の公正性・透明性を高めるとの審理員制度の趣旨に照らし、審理の公

正性について審査請求人や参加人の疑念を招くことのないようにする必要がある。 

    そのため、行審法第９条第２項に規定する審理員の除斥事由に該当するとは必ずしもいえない

者であっても、通常の業務遂行に当たって処分担当課室の指揮監督や指導を受ける立場にある職

員については、審理員の指名を避けるなど、審理員と処分担当課室との関係に留意する必要があ

る。具体的には第２編第２章「３ 審理員に指名する職員の範囲等」（２）及び（４）（32ページ）

を参照のこと。 

    なお、実際の運用においては、審査庁の担当職員が、審理関係人（審査請求人及び参加人並び

に処分庁等をいう。以下同じ。）への連絡、提出書類等の管理など、審理員が行う事務を補助する

ことも想定されるが、処分関係者が、これらの事務を行うことは、審理員制度の趣旨を没却する
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ことになりかねないことから、審理員が行う事務を補助する職員（第２編第２章「４ 審理員を

補助する者」（36ページ）参照）についても、審理員と同様に、処分担当課室との関係に留意する

必要がある。 

ウ 行政不服審査会等を補佐する事務 

（ア）望ましい在り方 

     行政不服審査会等は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問を受けて、審理員

が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする

役割を担うものである。こうした役割に照らせば、当該行政機関の実情等を踏まえつつ、審査

会事務局についても、答申の客観性・公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くことの

ないよう、処分担当課室とは別個のものとすることが求められるとともに、審査庁からの独立

性を確保する観点から、審査庁としての事務を処理する部署とも別個のものとすることが望ま

れる。 

（イ）（ア）によることが困難な場合 

     行政機関の規模や組織体制等によっては、（ア）によることが困難であり、審査庁としての事

務を処理する部署等に行政不服審査会等を補佐する事務を担当させる場合も想定されるところ

である。行政不服審査会等の答申は、有識者等の委員による合議体により 終的な判断がなさ

れるものであるが、運用に当たって裁決担当課室や審理員が答申等の判断を事実上主導するこ

とのないよう努めるなど、裁決の客観性・公正性を高めるとの制度の趣旨を損なわないよう対

応することが望まれる。また、処分担当課室の職員、とりわけ処分関係者が審査会事務局の職

員として答申の作成に関与することは適当でない。 

（３）その他 

   行政機関によっては、当該機関が遂行する事務全般について法的な支援を行う法務担当部署に対

し、処分担当課室が処分の判断について、審理員がその行う審理手続について、裁決担当課室が裁

決の判断について、審査会事務局が行政不服審査会等の行う調査審議について、それぞれ法的な相

談・助言等を求めることも想定されるところである。 

   このような場合に、法務担当部署の職員が、相談・助言等の求めに応ずることが一律に妨げられ

るものではないが、その具体的な内容が、一般的な法的相談・助言を超えて、例えば、審理員意見

書や答申の結論についての実質的な判断を行うこととなるような場合は、処分に関与しない審理員

が自らの名で審理を行うことにより審理の公正性を確保するととともに、第三者機関への諮問によ

り裁決の客観性・公正性を高めるという行審法の趣旨に照らし、適当ではないと考えられる。 
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第２編 審査請求 

 

第１章 審査請求手続 

１ 審査請求の受付 

（１）審査請求書による審査請求 

   審査請求は、個別法（条例に基づく処分については、条例）に口頭ですることができる旨の定め

がある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない（行審法第19条第１項）。 

   審査請求書は、審査請求に必要な事項（行審法第19条第２～５項）が記載された書面であればよ

い。各行政機関において、例えば〔様式例第１号〕のように、参考となる一定の様式を示すことは

可能であるが、当該様式によらない審査請求書が提出された場合であっても、それ自体で審査請求

が不適法となるものではない。 

   審査庁において審査請求の受付事務を担当する職員（以下「審査庁受付担当者」という。）は、審

査請求書が審査庁の事務所に到着したときは、審査請求書に受付印を押す、文書受付簿に記載する

等により、その年月日を記録する（審査請求書が郵送により提出された場合は、審査請求期間の計

算については郵送に要した日数は算入されない（行審法第18条第３項）ことから、消印の日付も記

録することが必要である。）。これは、審査請求が審査請求期間内に行われたか否かの判断材料とな

るものである。なお、審査請求書が審査庁受付担当者に回付するまでに日数を要した場合には、受

付処理をした日ではなく、 初に審査庁の事務所に到達した日に審査請求がされたことになる。 

   また、処分庁等から審査請求書や審査請求録取書が送付された場合や、誤って審査請求先として

教示された行政庁から審査請求書が送付された場合には、審査請求人から提出された審査請求書が

処分庁等又は当該行政庁に到達した日、又は審査請求人から当該処分庁等に陳述がされた日に、審

査請求がされたものとして取り扱われるため、その日を記録する。 

   なお、同種の処分について一定数の審査請求があるなど、当該審査請求事件の処理の効率性を確

保する必要性がある等の場合は、適宜事件番号や事件名等を付すことも考えられる。 

（２）口頭による審査請求 

   個別法（条例に基づく処分については、条例）に口頭で審査請求をすることができる旨の定めが

ある場合において、口頭で審査請求を受けたときは、審査庁受付担当者又は処分庁において陳述を

受ける担当者は、審査請求に必要な事項（行審法第19条第２～５項）を陳述させ、その内容を録取

し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない（行

審法第20条）。なお、審査請求は、これらが行われた日にされたことになる。 

   審査請求録取書の標準的な様式の例は〔様式例第２号〕のとおりである。 

（３）オンラインによる審査請求 

   行政機関等（審査庁となるべき行政庁等）が実施に必要な事項をあらかじめ定めている場合には、

〔図１－①～③〕
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審査請求は、行政機関等の使用に係る電子計算機と審査請求人の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法によって（オンラインで）することもできる（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（以下「オンライン化法」という。）第３条第

１項及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

（以下「オンライン化法施行規則」という。）第４条第１項）。 

   オンラインで審査請求をする場合の具体的な方法等は、行政機関等の定めるところによるが、氏

名又は名称を明らかにする措置（いわゆる本人確認措置。オンライン化法第３条第４項）として、

電子署名及び電子証明書が必要となる（オンライン化法施行規則第４条第２項）。ただし、行政機関

等がこれに代わる方法を指定している場合には、当該方法によって本人確認措置を講ずることも可

能である（同項ただし書）。 

   オンラインで審査請求がされた場合には、審査庁の使用に係る電子計算機（サーバ等）に備えら

れたファイルへの記録がされた時に、審査請求がされたものとみなされる。 

（４）その他の方法による審査請求の処理 

ア 電話 

    電話により審査請求をする旨の陳述があった場合には、審査請求書の提出など適法な方法によ

り、審査請求をするよう求める。 

    なお、口頭により審査請求をすることができる場合には、運用上の取扱いとして、電話による

陳述を口頭による審査請求として録取することを排除するものではないが、その場合は、別途当

該審査請求録取書の内容を陳述人に確認し、押印をさせる必要がある。なお、審査請求は、この

押印をした日にされたことになる。 

イ ＦＡＸ 

    ＦＡＸにより審査請求書が送付された場合には、電話等により審査請求書を適当な方法（郵送

等）により提出するよう求める。その際には、その後の手続を迅速に進める観点から、ＦＡＸに

より記載事項（２「（１）審査請求の方式」（13ページ）参照）に不備がないかを確認し、不備が

ある場合には、当該不備を修正した上で提出するよう求めることが適当である。 

ウ 電子メール等 

    本人確認措置が講じられていない電子メールなど、行政機関等が定める具体的方法に適合しな

い方法によりオンラインで審査請求がされたときや、オンラインで審査請求をすることができな

い場合（行政機関等がオンライン化の実施に必要な定めを設けていない場合）に電子メール等に

よりオンラインで審査請求がされたときは、電話や電子メール等により、審査請求書の提出など

の適法な方法によって審査請求をするよう求める。これらの場合にも、上記イと同様に、記載内

容に不備がある場合には、当該不備を修正した上で提出するよう求めることが適当である。 

なお、審査請求人の便宜を図る観点から、運用上、電子メール等による審査請求の内容を審査

請求書として取り扱うことを排除するものではないが、その場合は、審査請求は、電子メールの
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到達時にされたものとし、また、当該審査請求書について、別途審査請求人等に押印をさせる必

要がある。 

（５）意図不明の請求の処理 

   苦情等と審査請求のどちらに該当するのかが不明確な文書が審査請求書として提出された場合に

は、審査庁受付担当者は、早急に当該文書提出者に対し、不服申立制度の趣旨等を説明して審査請

求の意思の有無を確認する。 

   確認の結果、審査請求の意思があると認められれば、審査請求として取り扱う必要があるが、処

分の取消し等を求めるものではなく、単なる不満や制度そのものの改廃を求めるといった内容であ

る場合には、審査庁受付担当者は、不服申立制度の趣旨を説明した上で、不適法な審査請求として

却下されることになる旨を伝えるとともに、苦情の申出などの他の制度によってより適切に対応し

得るものであると認められる場合には、当該制度の窓口等について情報提供を行うべきである。た

だし、前述の説明を行った後であっても当該文書提出者が審査請求を行う意思が明確であれば、当

該審査請求が不適法であることをもって、審査請求書の提出を受けることを拒むことはできない。 

   なお、前述の説明後、当該文書提出者が審査請求の意思がない旨の意向を示した場合においても、

これらの処理経過については、後日、審査庁受付担当者が不当に審査請求を取下げさせたといった

主張等が行われる可能性を考慮し、記録を作成しておくことが望ましい。 

（６）処分庁等を経由する審査請求 

   審査請求は、処分庁等を経由して行うことが可能であり、この場合における審査請求期間の計算

については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に必要な事項を陳述した日を、処分につい

ての審査請求をした日として取り扱うことになる（行審法第21条）。このため、審査請求書の提出等

を受けた処分庁は、審査請求書の提出等があった年月日の記録を行い、審査請求先となる行政庁に

審査請求書又は審査請求録取書を送付する際に、当該年月日を併せて通知することが必要である。

なお、年月日の記録については、上記（１）に準ずる。 
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２ 審査請求の適法性審査（形式審査） 

  審査庁受付担当者が審査請求書の受付処理を行った後、審査請求が適法であるか否かの審査を行う

職員（以下「形式審査担当職員」という。）は、書面審理等により、以下のとおり、その審査請求が適

法であるか否かの確認を行う。 

（１）審査請求の方式 

   審査請求書に以下の記載事項が全て記載されており、審査請求人（審査請求人が法人その他の社

団若しくは財団である場合にはその代表者又は管理人、総代を互選した場合には総代、代理人によ

って審査請求をする場合には代理人）の押印があることを確認する（行審法第19条、行審令第○条）。

なお、押印について、印鑑に代えて指印とすることに関しては、改正前の行政不服審査法において

も、本人自身がその意思に基づいて審査請求書を作成していることが明白であること、本人が印章

を所有しない等の状況があれば、必ずしも直ちに違法とまでは言えない場合があると解されており、

これは改正後の行審法においても同様である。また、審査請求人が外国人である場合は、署名をも

って押印に代えることができる（外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律（明治32年法律第50

号））。 

ア 審査請求書の記載事項 

    審査請求書の記載事項は、以下の表のとおりである。 

 

表 1 処分についての審査請求書の記載事項 

記載事項 根拠条文 

必ず記載が必要な事項  

 

① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 行審法第19条

第２項第１号 

② 審査請求に係る処分の内容 同項第２号 

③ 審査請求に係る処分（再調査の請求についての決定を経たときは、当該決

定）があったことを知った年月日 

同項第３号 

④ 審査請求の趣旨及び理由 同項第４号 

⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容 同項第５号 

⑥ 審査請求の年月日 同項第６号 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項  

 ① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合  その代表者若しくは管理

人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所 

行審法第19条

第４項 

② 再調査の請求をした日（※）の翌日から起算して３月を経過しても、処分庁 行審法第19条

〔図１－④〕
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が当該再調査の請求につき決定をしない場合において、行審法第５条第２項

第１号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をす

る場合  再調査の請求をした年月日 

（※）行審法第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきこ

とを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日 

第５項第１号

③ 再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

において、行審法第５条第２項第２号の規定により再調査の請求についての

決定を経ないで審査請求をする場合  その正当な理由 

同項第２号 

④ 審査請求期間（※）の経過後において審査請求をする場合 その正当な理由

（※）処分があったことを知った日の翌日から起算して３月・処分があった日の翌日から

起算して１年（行審法第18条第１項本文・第２項本文） 

同項第３号 

     

表 2 不作為についての審査請求書の記載事項 

記載事項 根拠条文 

必ず記載が必要な事項  

 ① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 行審法第19条

第３項第１号

② 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 同項第２号 

③ 審査請求の年月日 同項第３号 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項  

 ① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合  その代表者若しくは管理

人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所 

行審法第19条

第４項 

 

イ 審査請求書の添付書類 

    審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にはその代表者又は管理人、総代を選任し

た場合には総代、代理人によって審査請求を行う場合には代理人の資格を証明する書面を添付す

ることが必要である（行審令第○条）。資格を証明する書面とは、具体的には以下のような書面が

該当する。また、審査庁は、必要に応じて、職権でこれらの者が資格を有するかを調査すること

が可能である。 

（ア）審査請求人が法人である場合 

     登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面〔様式例第７号〕 
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（イ）審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものである場合 

     その規約、会則、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面及び

代表者又は管理人の資格を証明する書面〔様式例第７号〕 

（ウ）総代が選任されている場合 

     総代の資格を証明する書面〔様式例第８号〕 

（エ）代理人によって審査請求をする場合 

     委任による代理人 委任状〔様式例第11号〕 

     支配人 商業登記の登記事項証明書等 

     協同組合等の参事 登記事項証明書等 

（２）当該審査請求に係る処分等の存在 

   処分についての審査請求の場合は、審査請求書に記載された「審査請求に係る処分の内容」（行審

法第19条第２項第２号）等により、当該審査請求に係る処分が存在していることを確認する。 

   制度の改廃など特定の処分又は不作為を対象としない抽象的な不服を申し立てている場合や、当

該処分が既に取り消されている場合、公権力の行使に当たる事実上の行為が既に終了している場合

などは、不適法な審査請求となる。 

   不作為についての審査請求の場合は、法令に基づき不作為に係る処分について申請がなされてお

り、かつ、当該申請から相当の期間が経過しているにもかかわらず、当該申請に対する応答として

の処分がなされていないことを確認する。なお、「相当の期間」とは、社会通念上当該申請を処理す

るのに必要とされる期間を意味し、具体的には、個々の事案に即して適切に判断すべきものである

が、法令で申請に対する処分をすべき具体的な期間を定めている場合には、この期間が判断基準と

なる。また、行政手続法に基づく標準処理期間が設定されている場合には、標準処理期間の具体的

な定め方も考慮する必要があるが、特段の条件なく一定の期間を設定している場合は、申請に対す

る処分をするまでに通常要すべき標準的な期間（行政手続法第６条）という標準処理期間の趣旨に

照らせば、この期間を経過していれば、一般には、相当の期間を経過したものとして取り扱うこと

が適当であると考えられる。 

（３）不服申立人適格 

   処分についての審査請求の場合は、審査請求人が「行政庁の処分に不服がある者」（行審法第２条）

であることを確認する。この「不服がある者」とは、当該処分について審査請求をする法律上の利

益がある者、すなわち、行政事件訴訟法第９条に規定する原告適格を有する者の具体的範囲と同一

であり、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害さ

れるおそれのある者と解されている〔 高裁昭和53年３月14日第三小法廷判決・民集32巻２号211頁

（主婦連ジュース不当表示事件）〕。具体的には、当該処分の相手方のほか、処分の相手方以外の者

で当該処分により生命、身体、財産等に著しい不利益を受ける（おそれのある）者などが考えられ

るが、具体的には、個々の事案に即して、当該処分の根拠法令等に照らして判断する必要がある。 
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同条第２項は、この「法律上の利益」の有無の判断について、次のような内容の考慮事項を定め

ており、不服申立人適格の有無についても、これらの事項を考慮して判断する必要がある。 

 

○ 行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）（抄） 

（原告適格） 

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え（以下「取消訴訟」という。）は、当該処分

又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（処分又は裁決の効果が期間の経過

その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法

律上の利益を有する者を含む。）に限り、提起することができる。 

２ 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判

断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、

当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮す

るものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法

令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利

益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反し

てされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を

も勘案するものとする。 

    

不作為についての審査請求の場合は、審査請求人が当該不作為に係る処分について申請をした者

であることを確認する。 

（４）審査請求期間 

   処分についての審査請求については、審査請求がされた日が処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月（行審法第18条第１項本文）、処分があった日の翌日から起算して１年（同条第２

項本文）を経過していないことを確認する。なお、審査請求期間を徒過し、かつ、そのことについ

ての正当な理由がない審査請求は、不適法な審査請求として却下されることになる（行審法第24条）。 

ア 審査請求期間の計算 

（ア）「処分があったことを知った日」 

     「処分があったことを知った日」（行審法第18条第１項）とは、処分のあったことを現実に知

った日をいい、当事者が、処分があったことを抽象的に知り得べき状態に置かれた日ではない。

しかしながら、社会通念上処分があったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは、特

別の事情がない限り、処分があったことを知ったものと解すべきものとされる〔 高裁昭和27

年11月20日第一小法廷判決・民集６巻10号1038頁〕。 

     したがって、一般には、郵送等の方法により社会通念上当事者が知り得る状態に置かれたと

きは、特段の事情（反証）がない限り、処分を知ったものと解してよいと考えられる。なお、
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処分が個別の通知でなく告示等により多数の関係者に画一的に告知すべきものされている場合

には、一般には、そのような告知方法が採られている趣旨に鑑み、当該告示等によって処分を

知ったものと解してよいと考えられる。 

     また、「再調査の請求についての決定があったことを知った日」については、当該決定が決定

書の送達によってされることから（行審法第61条において準用する第51条）、特段の事情がない

限り、決定書の送達がされたとき（公示送達（同条第２項ただし書・第３項）の場合には、公

示がされた日の翌日から起算して２週間が経過した時）に、決定があったことを知ったものと

解される。 

（イ）「処分があった日」 

     行審法第18条第２項は、法律関係の早期安定の観点から、当事者が処分があったことを知っ

たか否かにかかわらず、処分があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求

をすることができないこととしている。 

     「処分があった日」とは、処分が効力を生じた日をいう。処分の多くは、相手方に到達した

ときにその効力を生ずることになるので、処分の相手方が審査請求人である場合に「処分があ

った日の翌日から起算して１年」という期間が問題となることは少ないと考えられるが、処分

の相手方以外の第三者が審査請求人である場合には、処分があったことを後になって知ったた

め、「処分があったことを知った日の翌日から起算して３月」以内ではあるが、「処分があった

日の翌日から起算して１年」の経過後に審査請求がなされるケースも想定される。 

（ウ）期間の計算方法 

     審査請求期間の計算については、行審法は「・・・日の翌日から起算して」と規定しており、

初日を算入せず、その翌日から起算する。また、「３月」又は「１年」の期間は、民法第143条

の規定により、暦に従って計算することとなる。 

     例えば、１月20日が「処分があったことを知った日」や「処分があった日」である場合には、

翌日の１月21日が起算日となり、「３月」の期間は当該年の４月20日、「１年」の期間は翌年の

１月20日の終了をもって満了する。 

     なお、審査請求書が郵送により提出された場合は、審査請求期間の計算については送付に要

した日数は算入されない（行審法第18条第３項）ことから、消印の日付等により確認した発送

日をもって計算する。したがって、審査請求書が審査請求期間後に審査庁の事務所に到達した

場合であっても、審査請求書の発送日が審査請求期間内である場合には、適法な審査請求とし

て取り扱うことになる。 

イ 審査請求が審査請求期間経過後になされている場合 

    審査請求が審査請求期間経過後、すなわち、「処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月」又は「処分があった日の翌日から起算して１年」のいずれかを経過した後になされている

場合には、審査請求書の記載事項（行審法第19条第５項第３号。表１中「一定の要件に該当する
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場合に記載が必要な事項」④）である審査請求期間内に審査請求をしなかったことについての正

当な理由（第18条第１項ただし書及び第２項ただし書）の記載を確認する。 

    「正当な理由」の有無については、個別の事案に即して適切に判断されるべきものであるが、

一般には、例えば、行審法第82条に基づく教示がされず、審査請求人が他の方法でも審査請求期

間を知ることができなかったような場合や、誤って長期の審査請求期間が教示され、当該期間内

に審査請求がされた場合などは該当するが、審査請求人の業務の繁忙、病気、出張などの事情は

該当しないと考えられる。 

    なお、審査請求書の記載事項である処分庁の教示の有無及びその内容（行審法第19条第２項第

５号。上記（１）ア（ア）⑤）として、処分庁が法定の期間よりも長い期間を審査請求期間とし

て教示した旨が記載されている場合において、実際に、処分庁が誤って法定の期間よりも長い期

間を審査請求期間として教示していたのであれば、一般に、当該期間内の審査請求は、前述の「正

当な理由」があるものと考えられる。こうしたケースでは、審査請求人が教示の誤りを認識して

おらず、審査請求書に前述の「正当な理由」の記載（行審法第19条第５項第３号）がないことも

想定されるが、この場合は、不適法な審査請求であるとして補正を命じることなく、適法な審査

請求として取り扱うことが適当である。  

（５）審査請求先 

   正しい審査請求先（審査請求をすべき行政庁）に審査請求書が提出されているかを確認する。 

ア 誤った審査請求先に審査請求書が提出された場合 

    誤った審査請求先（審査請求をすべき行政庁以外の行政庁）に審査請求書が提出された場合に

は、審査請求書の記載事項である処分庁の教示の有無及びその内容（行審法第19条第２項第５号。

表１中「必ず記載が必要な事項」⑤）の記載等により、教示がされているか、また、誤った審査

請求先が教示されていないかを確認する。 

（ア）行審法第82条の規定による教示がされていなかった場合 

     処分庁に審査請求書その他の不服申立書が提出された場合には、処分庁の担当職員は、当該

不服申立書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない（行審法第83条第３項）。この

場合には、審査庁となるべき行政庁に不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に

審査請求をしたものとみなされる（同条第４項）。また、当該処分について再調査の請求ができ

る場合であって、処分庁に再調査の請求書が提出されたときは、処分庁が教示をしていなかっ

た場合も、適法な再調査の請求として取り扱うことになる。 

     処分庁又は審査庁となるべき行政庁のいずれでもない行政庁に審査請求書その他の不服申立

書が提出された場合には、当該行政庁の担当職員は、早急に不服申立人に対し、正しい審査請

求先に審査請求書を提出すべきであり、当該行政庁に対する審査請求は不適法な審査請求とし

て却下されることになる旨を説明する（なお、正しい審査請求先が把握できない場合には、処

分庁に対して審査請求書を提出することができる旨を説明する。）。 
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     ただし、当該説明を行った後であっても当該行政庁に審査請求を行う意思が明確であれば、

当該審査請求が不適法であることをもって、審査請求書の提出を受けることを拒むことはでき

ない。 

（イ）誤った審査請求先が教示されていた場合 

     審査請求書の提出を受けた行政庁が、処分庁が誤って審査請求先として教示をした行政庁で

ある場合には、当該行政庁の担当職員は、審査請求書を審査庁となるべき行政庁に送付し、か

つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない（行審法第22条第１項）。 

    この場合には、審査請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときに、初めから審査庁と

なるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる（行審法第22条第５項）。 

     処分庁、審査庁となるべき行政庁又は教示がされた行政庁のいずれでもない行政庁に審査請

求書が提出された場合には、当該行政庁の担当職員は、早急に審査請求人に対し、正しい審査

請求先に審査請求書を提出すべきであり、当該行政庁に対する審査請求は不適法な審査請求と

して却下されることになる旨を説明すること（なお、正しい審査請求先が把握できない場合に

は、処分庁に対して審査請求書を提出することができる旨を説明する。）。 

     ただし、当該説明を行った後であっても当該行政庁に審査請求を行う意思が明確であれば、

当該審査請求が不適法であることをもって、審査請求書の提出を受けることを拒むことはでき

ない。 

（ウ）正しい審査請求先が教示されていた場合 

     正しい審査請求先が教示されていた場合には、早急に審査請求人に対し、正しい審査請求先

に審査請求をすべきであり、当該行政庁に対する審査請求は不適法な審査請求として却下され

ることになる旨を説明する。ただし、前述の説明を行った後であっても審査請求人が当該行政

庁に審査請求を行う意思が明確であれば、当該審査請求が不適法であることをもって、審査請

求書の提出を受けることを拒むことはできない。 

     このほか、正しい審査請求先が審査請求書の宛先として記載されているが、審査請求書が審

査請求をすべき行政庁又は処分庁等以外に提出された場合については、審査請求人にその旨通

知し、審査請求書の返還等の対応をとる。 

イ 正しい審査請求先に審査請求書が提出された場合 

    正しい審査請求先に審査請求書が提出されたが、その宛先が誤って記載されている場合には、

審査請求人に対し、正しい審査請求先を審査請求書の宛先として記載すべき旨を説明し、補正を

命ずることになる（後述「３ 審査請求書の補正」（20ページ）参照）。 
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３ 審査請求書の補正 

（１）補正を要する場合 

   審査請求書に不備があり、行審法第19条の規定に違反する場合は、審査庁受付担当者は、相当の

期間を定めて、審査請求人に対して補正すべきことを命じなければならない（行審法第23条）。 

   審査請求書の不備とは、必要的記載事項や添付書類の漏れや誤りである。また、その内容が要領

を得ないため、対象となる処分や不服の内容が明確でない場合も、審査請求書の不備に該当する。 

   なお、内容が要領を得ない審査請求書については、単に審査請求人に補正を命じるだけでは適切

な補正が行われないことも想定されるため、審査請求人の利便を図り、その後の手続を迅速に進め

る観点から、審査請求人や処分担当部署（処分担当課室が属する部署をいう。以下同じ。）に審査請

求に至る経緯等を聞き取るなどにより対象となる処分等を確認し、必要となる補正の内容を明示し

た上で、補正の手続をとることが望ましい。 

   補正命令に際して定める「相当の期間」とは、当該不備を補正するのに社会通念上必要とされる

期間をいい、社会通念に照らして不十分な期間である場合には、当該補正命令は不適法と解される。 

   補正を命ずる方式について法令上の規定はないが、手続の円滑な進行を図る観点から、書面〔様

式例第３号〕により命じ、「補正書」〔様式例第４号〕に記載させることが望ましい。補正を命じる

書面には、相当の期間内に不備を補正しない場合は、審査庁が、当該審査請求を却下することがで

きる（行審法第24条第１項）旨の注意喚起を行うことが望ましい。 

   また、審査請求人が審査請求書を持参した場合には、審査の迅速化を図るため、可能な限りその

場での任意の補正を求めることが望ましい。持参された審査請求書では審査請求の対象となる処分

等が明確でない場合には、必要に応じ、審査請求の対象と考えられる処分に係る処分担当部署の職

員を立ち会わせ、当該職員と共に審査請求書の確認を行い、必要な補正を求めるという方法も考え

られる。なお、補正箇所には、訂正印や署名を求める等により、審査請求人が補正を行ったことを

明確にすることが望ましい。 

（２）補正を要しない場合 

   処分庁が審査請求先等を誤って教示し、又は教示をしなかった場合で、行審法第22条第１項から

第４項まで又は法第83条第３項の規定により審査請求書その他の不服申立書が審査庁となるべき行

政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる（行審法第22

条第５項、行審法第83条第４項）。このよう場合には、審査庁となるべき行政庁に送付された審査請

求書その他の不服申立書は、もちろん適法な審査請求書とはなっていないが、宛先となる審査請求

先の表示が誤っていても、あるいは、「再調査の請求書」や「不服申立書」と書かれていても、正し

い審査請求先が宛先として表示された「審査請求書」とみなして取り扱われるべきであり、補正を

要しない。 

   また、誤字、脱字、審査請求書上の審査請求の年月日と実際に審査請求書を提出（送付）した日

付の若干の差違等、明白かつ審査請求自体に影響を及ぼさないと認められる軽微な欠陥がある場合

〔図１－⑤〕
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は、補正させる意義に乏しいことから、運用上の取扱いとしては、補正を命じないことも可能であ

る。 
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４ 審理手続を経ないでする却下裁決 

  上記３の補正命令をした場合に、審査請求人が審査庁が定めた相当の期間内に不備を補正しないと

きは、審査庁は、審理手続を経ないで、当該審査請求を却下することができる（行審法第24条第１項）。

また、以下の表のように、審査請求が不適法であって補正できないことが明らかであるときも、同様

に、審査庁は、審理手続を経ないで、当該審査請求を却下することができる（同条第２項）。 

  なお、この場合には、審理員の指名は不要である（行審法第９条第１項ただし書）。 

 

表 3 審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合の例 

標記の例 参考ページ 

・ 審査請求をすることができない処分又は不作為について審査

請求をした場合 

 

・ 制度の改廃など特定の処分又は不作為を対象としない抽象的

な不服を申し立てた場合 

本章「２ 審査請求の適法性審

査（形式審査）」（２）（15ページ）

・ 処分の相手方以外の第三者が審査請求人である場合で、審査

請求をすることについて法律上の利益がないことが明白である

場合 

同節（３）（15ページ） 

・ 審査請求期間を徒過し、かつ、そのことについて正当な理由

がないことが明白である場合 

同節（４）（16ページ） 

・ 審査庁となるべき行政庁以外の行政庁に審査請求をした場合 同節（５）（18ページ） 

   

  一方、不服申立人適格の有無や審査請求期間を徒過した場合の正当な理由の有無などの不服申立要

件が問題となっていて、具体的な審理を実施しなければ判断できないような場合は、審査請求が不適

法であって補正できないことが明らかであるときには該当せず、審理手続を行った上で、判断するこ

とが必要である。なお、社会通念に照らして不十分な期間を定めて補正を命じた上で、審査請求人が

当該期間内に不備を補正しないことをもって審査請求を却下した場合は、行政訴訟において、当該審

査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

 

  

〔図１－⑥〕
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５ 執行停止 

（１）執行停止の意義 

   審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない（行審法第25条第１項）。したが

って、審査請求がされたことによって、処分自体の効力に何らの影響を与えるものではなく、行政

庁は、当該処分を執行することや、当該処分を前提とする後続の処分その他の手続を進めることに

ついて特段の制限を受けるものではない。 

   しかしながら、審査請求の裁決まで処分の執行等を妨げないこととすると、事案によっては、そ

の間の事態の進行に伴い、裁決で処分の取消しや変更がなされても、もはや原状回復が困難となる

など、本来の審査請求の目的を達することができない場合も生じ得る。 

   このようなことから、審査請求人の権利利益を保護するための暫定的な措置として、審査庁は、

必要と認めるときは、処分の執行の停止等の措置（以下「執行停止」という。）をとることができる

こととしている。 

（２）執行停止の態様 

審査庁がとることができる具体的な措置は、処分庁との関係に応じて、以下のとおりとなってい

る（行審法第25条第２項・第３項）。ただし、処分の効力の停止は、処分の効力そのものを停止させ

るという強度の措置であるため、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、する

ことができない（行審法第25条第６項）。 

ア 審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合 

    処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができ

る。 

    なお、「その他の措置」としては、免職処分を仮に停職処分に切り替える場合のように、原処分

に代わる仮の処分をすることによって、処分の効力の停止や処分の執行の停止と同じ効果を生ぜ

させるための措置が挙げられる。 

イ 審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合 

    処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止の措置をとることができる。な

お、この場合の審査庁は、処分庁の上級行政庁のように当該処分に係る行政事務について一般的

に行政責任を有するものではなく、審査請求に対する処理権限を有するにとどまることから、上

記アの場合と異なり、「その他の措置」をとることはできないこととされている。 

（３）執行停止の手続 

   上記（１）の趣旨から、執行停止の要否は、審査請求を受けた際に、審査請求人の申立て等によ

り判断されることが通常であると考えられる。 

   しかしながら、審査請求をして一定の期間が経過した後に審査請求人から執行停止の申立てがあ

った場合や、審理員から執行停止をすべき旨の意見書（行審法第40条）が提出された場合には、そ

の時点で執行停止の要否を判断することとなる。 

〔図１－⑦〕
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   執行停止の具体的な手続は、次のとおりである。 

ア 審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁である場合 

    審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁である場合には、執行停止は、審査請求人からの申立

てがあった場合のほか、審査庁の職権によってもすることができる。 

（ア）審査請求人の申立て 

     執行停止の申立ての方式については、法令上の定めはないが、手続の円滑な進行を図るため、

審査請求人から書面の提出を求める。様式の例は〔様式例第22号〕のとおりであるが、審査請

求の際に併せて執行停止の申立てをする場合には、審査請求書に執行停止を求める旨を付記し

て申立てをすることも許容される。 

（イ）審理員による執行停止をすべき旨の意見書の提出 

     審査請求を受けた際に執行停止をしなかった場合でも、審理員が、審理手続を行う過程で、

執行停止をすることが必要であると判断し、その旨の意見書が提出される場合がある（行審法

第40条）。 

     なお、標記意見書は、審査庁の判断を拘束するものではないが、審査庁は、審理員制度の趣

旨に照らして、当該意見書の内容を踏まえて適切に判断する必要がある。 

（ウ）執行停止の要否の判断 

     審査請求人から上記（ア）の申立てがあったとき、又は審理員から上記（イ）の意見書が提

出されたときは、審査庁の担当職員は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければ

ならない（行審法第25条第７項）。また、申立てがない場合であっても、審査庁は、審査請求を

受けた際に、職権により執行停止をする必要がないか否かを判断すべきである。 

     執行停止をすることができる要件は、「必要があると認める場合」（行審法第25条第２項）と

されており、個々の事案に即して、執行停止によって損なわれる公益を考慮しつつ、審査請求

人の権利利益の保護の観点から、柔軟に判断することが求められる。なお、義務的に執行停止

をしなければならない場合がある（後述（４）参照）。 

（エ）審査請求人等への通知 

     執行停止をする旨の決定をしたときは、その旨を審理関係人（審理員が審理手続を開始した

後は、審理員にも）に通知し、また、審査請求人から申立てがあった場合において、執行停止

をしない旨の決定をしたときも、その旨及びその理由を審査請求人に通知する〔様式例第24号・

第25号〕。なお、処分庁以外の者に対する上記通知は、電子メール等の利用による通知も可能で

ある。 

イ 審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合 

    審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、執行停止は、審査請求人

からの申立てがあった場合にのみ、することができる。 
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（ア）審査請求人の申立て 

     執行停止の申立てについては、上記ア（ア）と同様である。 

     なお、審査庁の職権による執行停止はできないことから、審理員から執行停止をすべき旨の

意見書が提出されること（上記ア（イ））は想定されない（仮に意見書が提出された場合も、審

査請求人の申立てがない限り、執行停止をすることはできない。）。 

（イ）執行停止の要否の判断 

     審査請求人から上記（ア）の申立てがあったときは、審査庁の担当職員は、速やかに、執行

停止をするかどうかを決定しなければならない（行審法第25条第７項）。 

     執行停止をすることができる要件等については、上記ア（ウ）と同様である。 

（ウ）処分庁への意見聴取 

     処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない審査庁が執行停止をしようとするときは、

処分庁の意見を聴かなければならない（行審法第25条第３項）。ただし、審査庁は、提出された

処分庁の意見に拘束されるものではない。 

この意見の聴取の方式については、法令上の定めはないが、書面で行うことが望ましい〔様

式例第23号〕。ただし、上記（イ）のとおり、審査庁は速やかに執行停止をするかどうかを決定

しなければならないことから、相当の期間内に書面による回答の提出が見込まれない場合等に

は、口頭（電話等）や電子メール等により処分庁の担当部署の意見を聴取することも許容され

ると考えられる。 

（エ）審査請求人等への通知 

     執行停止をするかどうかの決定をしたときの通知については、上記ア（エ）と同様である。 

（４）義務的執行停止 

   審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によ

り生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしな

ければならない（行審法第25条第４項ただし書）。 

   この場合において、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程

度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされて

いる（行審法第25条第５項）。 

   ただし、上記の要件を満たす場合であっても、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると

き」又は「本案に理由がないとみえるとき」は、執行停止をする必要はない（行審法第25条第４項）。

これは、義務的執行停止の例外事由を定めるものであり、そもそも審査庁は「必要があると認める

場合」には執行停止をすることができることから（行審法第25条第２項・第３項）、上記の「公共の

福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」等に該当しても、なお「必要がある」と認められる

場合に、執行停止をすることが一切許されないというものではない。 

   なお、旧法と異なり、「処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあるとき」については、
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義務的執行停止の例外事由ではなくなっている。 

（５）執行停止の取消し 

   執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった

とき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる（行審法第

26条）。 

   これは、執行停止をした後の事情の変更により、執行停止をそのまま継続することが適当でない

と認められるに至った場合には、執行停止を取り消すことができることとするものであり、例えば、

執行停止をした後の審理の進行により、本案について理由がないとみえるに至った場合や、その後

の状況の変化により執行停止を継続した場合の公益への影響が大きくなった場合などが考えられる。 

   執行停止の取消しについては、処分庁などの審理関係人による申立ては法令上認められておらず、

審査庁の職権により判断されることになる。なお、執行停止を取り消した場合には、上記（３）ア

（エ）に準じて、審理関係人等に通知する。 
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６ 審理手続の承継 

  審査請求人の死亡、合併などがあった場合に審理手続を終了させることは、審査請求の目的である

処分に係る権利を承継した者の権利救済や行政の適正な運営の確保という観点に鑑みて適当でないこ

とから、このような場合には、審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の

地位を承継することとしている。 

（１）審査請求人の死亡、合併等による地位の承継 

ア 審査請求人が死亡した場合 

    審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利

を承継した者が、審査請求人の地位を承継する（行審法第15条第１項）。一般には、相続人（当該

権利について相続人として特定された者があるときはその者）がこれに該当する。また、「法令に

より審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者」とは、例えば、生活保護法第10条の規

定により世帯員が承継するというように、法令により相続人以外の者が承継する場合を意味する。

なお、承継人が２人以上ある場合には、そのうち１人に対する通知その他の行為は、全員に対し

てされたものとみなされる（行審法第15条第５項）。 

イ 審査請求人について合併等があった場合 

    法人その他の社団又は財団（以下「法人等」という。）である審査請求人について合併又は分割

（審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。）があったときは、合併後存続

する法人等若しくは合併により設立された法人等又は分割により当該権利を承継した法人等が、

審査請求人の地位を承継する（行審法第15条第２項）。 

ウ 審査請求人の地位の承継の届出 

    審査請求人の地位の承継は、前述ア及びイの審査請求人の死亡、合併等により当然に効力が生

ずるが、審査庁や審理員に地位の承継があったことを把握されなければ、審理の遅滞を招くおそ

れがある。そのため、審査請求人の地位を承継した者は、権利の承継等を証明する書面を添付し

て、書面〔様式例第18号〕でその旨を審査庁に届け出なければならないこととしている（行審法

第15条第３項）。 

    具体的には、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、

死亡による権利の承継を証する書面（従前の審査請求人が死亡した事実及び当該承継人が相続人

である事実を証する戸籍記載事項証明書等）を添付し、合併後存続する法人等、合併により設立

された法人等又は分割により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した法人は、合併の事

実又は分割による権利の承継を証する書面（合併の事実を証する商業・法人登記の登記事項証明

書等）を添付する。 

    また、法定されてはいないが、審査庁は審査請求人の地位の承継についての届出がされたとき

には、その旨を他の審理関係人及び審理員（指名されている場合）に通知する〔様式例第19号〕

ことが望ましい。 
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    なお、届出がされず、審査庁や審理員に地位の承継があったことが把握されない場合には、審

査庁等からの通知は被承継者に対してされることとなるが、このように届出がされる前に被承継

者に宛ててされた通知が承継者に到達したときには、当該通知が承継者に対してされたものとし

て効力を有する（行審法第15条第４項）。 

エ その他留意事項 

    審査庁の担当者又は審理員は、例えば、審査請求人と連絡が取れなくなる等の状況の変化があ

った場合には、必要に応じ、審査請求人の地位の承継の有無についての確認を行い、承継があっ

たことが判明した場合は、承継人に対して、上記ウの届出を行うよう求める。 

    このような場合において、審査請求人の地位を承継した者が、審査請求を継続する意思を有し

ないときは、審査請求の取下げ（本章「７ 審査請求の取下げ」（29ページ参照））を行うよう求

める。 

    また、審査請求人の死亡等が判明したが、その地位を承継する者がおらず、審査請求人が不存

在であることが明らかである場合は、運用上、審査請求の取下げがあった場合に準じた対応（本

章「７ 審査請求の取下げ」（29ページ）参照）をとることとする。この場合、取下げの書面に代

えて、審査請求人が不存在となった経緯についての記録を作成し、これを含む当該事案に係る関

係書類を整理し、裁決担当課室に引き渡すとともに、審理関係人に対して、審査請求人が存在し

なくなったことにより審査請求手続を終了する旨の連絡を行う。 

このほか、審査庁又は審理員は、審査請求人の地位の承継があった場合は、必要に応じ、口頭

意見陳述等の期日を変更するなど、承継後の審査請求人が審理に適切に対応できるよう配慮する

ことが望ましい。 

（２）審査請求の目的である処分に係る権利の譲渡による地位の承継 

   特定の権利についての譲受けがあった場合には、その承継関係に争いが生ずる可能性があること

から、これを明確にするため、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の

許可を得て、審査請求人の地位を承継することとしている（行審法第15条第６項） 

   許可申請の方式については、法令上の規定はないが、上記の趣旨に照らせば、書面の提出を求め

ることが適当である〔様式例第20号〕。また、審査庁は、その事実を証明する書面（例えば、処分に

係る不動産の登記事項証明書等）の提出を求め、当該権利の承継関係について争いが生ずる可能性

がないことを確認した上で、地位の承継の許可〔様式例第21号〕を行う必要がある。
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７ 審査請求の取下げ 

（１）取下げの手続 

   審査請求人は、裁決があるまでは、書面により、いつでも審査請求を取り下げることができる（行

審法第27条）。審査請求を取り下げる旨の書面は審査庁に提出する〔様式例第５号〕。なお、審理員

による審理手続が行われている場合は、申出人の利便性を図る観点から、実務上は、審理員を経由

して提出することも可能とすべきである。 

   書面により取下げを行わせるのは、審査請求を取り下げた場合、初めから審査請求がなかったの

と同じ状態になり、取下げの時が審査請求期間経過後であれば、もはや審査請求では処分を争い得

なくなることから、後で取下げの有無について問題を生じないようにするためである。 

   この観点から、取下げの書面については、後でその内容や真正性について争いが生じないよう、

複数の審査請求がされている場合などには、取下げの対象を明確にさせる必要があり、また、審査

請求人（審査請求人が法人等であるときは代表者又は管理人）又は代理人の押印や署名を求めるな

どの対応をとることが望まれる。 

このほか、代理人によって取下げをする場合は、審査請求人から特別の委任を受けていることが

必要であり（行審法第12条第２項）、当該代理人の資格を証明する書面（行審令第○条）〔様式例第

11号〕を取下げの書面に添付させる等により提出させ、確認を行う必要がある。 

   なお、審査請求の取下げには、他の審理関係人の同意を要しない。 

（２）取下げの通知等 

   審査庁受付担当職員は、審査請求を取り下げる旨の書面の提出を受けた場合において、審理員に

よる審理手続が開始されているときは、審理員に当該書面を回付する。審理員は、審査請求が取り

下げられた旨を参加人及び処分庁等に通知する〔様式例第６号〕とともに、遅滞なく審査請求書そ

の他の当該事案に係る関係書類を整理し、裁決担当課室に引き渡す。 

   実務上、審査請求人から審理員に審査請求を取り下げる旨の書面が提出されたときは、審理員は、

その旨を裁決担当課室に連絡するとともに参加人及び処分庁等に通知し、遅滞なく当該事案に係る

関係書類を整理し、裁決担当課室に引き渡す。 

（３）その他 

   審査請求が取り下げられた場合であっても、審査請求期間（行審法第18条第１項・第２項）内で

あれば、審査請求を取り下げた者が改めて審査請求することは排除されない。 

   なお、審査請求人が審査請求の趣旨（審査請求で求める請求の範囲）を変更することを希望する

ことも想定されるが、審査請求の対象となる処分を後続の処分など他の処分に変更したり、審査請

求の対象に他の処分を追加することは、新たな審査請求の提起と同じことになるので、この場合は、

（他の処分に変更する場合には既にされた審査請求を取り下げさせた上で）新たに審査請求をさせ

ることが必要となる。 
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第２章 審理員の指名 

１ 審理員制度の趣旨 

  行審法は、審査請求の審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関する手続に関与していない等

一定の要件を満たす「審理員」が第２章第３節に規定する審査請求の審理を行うことを法律で明確に

規定している。 

  すなわち、審理員は、弁明書等の主張の内容を記載した書面や証拠書類等の提出を求める、口頭意

見陳述の審理を指揮する、鑑定等の採否を決定するなどの権限を法律上付与されており、単に審査庁

の事務を補佐する形で審理手続に係る事務処理を行うのではなく、個別の事件に関する審理手続につ

いては、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行うとともに、審理の結果を、審

査庁がすべき裁決についての意見書である審理員意見書として審査庁に提出する役割を担うものであ

る。 

 

２ 手続の概要 

（１）指名 

   審査庁（の担当職員）は、審査請求の適法性審査（第１章「２ 審査請求の適法性審査（形式審

査）」（13ページ）参照）の結果、審理手続を経ないで審査請求を却下する場合（第１章「４ 審理

手続を経ないでする却下裁決」（22ページ）参照）に該当しない場合には、審査庁に所属する職員（審

理員候補者名簿（第５編第１章「２ 審理員候補者名簿の作成」（126ページ）参照）を作成してい

る場合は、当該名簿に掲載されている者）のうちから、審理手続を行う者（審理員）を指名する（行

審法第９条第１項）。 

   なお、指名する者の人数については、１事件につき１名を指名することが基本となると考えられ

るが、事件が複雑である等の事情から、１名の審理員に処理させることが適当でないと認められる

場合には、複数の審理員を指名することも可能である。 

   審理員の指名の方式については、法令上の定めはないが、審理員に指名した事実を明確にする観

点から、書面を交付することにより行うことが望ましい〔様式例第26号〕。この書面には、当該事件

について事件名・事件番号を付与している場合（第２編第１章「１ 審査請求の受付」（１）（10ペ

ージ）参照）は、これらを併せて記載する。ただし、審査請求人等への通知を書面で行うことから

（後述（２）参照）、指名行為自体を書面で行わなくても、審理員に指名した事実について争いが生

ずるおそれがないような場合には、実務上の取扱いとして、書面の交付は行わず、口頭や電子メー

ル等により行うことも可能である。なお、審理員に指名することにより、当該職員に審理員として

審理手続を行う職務及び権限が付与されるので、審理員業務に係る職務命令等を別途発令する必要

はない。 

   また、審査庁の担当職員は、審理員を指名するときは、あわせて、審査請求書等を審理員に引き

〔図１－⑧〕
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継ぐとともに、審理員を補助する者（本章「４ 審理員を補助する者」（36ページ）参照）が存在し

ている場合は、その旨伝達する。なお、審査請求書等については、執行停止の申立てがなされた場

合等に必要となることもあり得ることから、必要に応じ、これらのコピーを作成し、保有しておく。 

（２）審査請求人及び処分庁等への通知 

   審査庁は、審理員を指名した場合は、その旨を審査請求人及び処分庁等（審査庁以外の処分庁等

に限る）に通知する（行審法第９条第１項）。通知の内容は、審理員の氏名、所属部署及び役職であ

るが、当該事件につき事件名・事件番号を付与している場合（第２編第１章「１ 審査請求の受付」

（１）（10ページ）参照）には、それらも併せて通知する〔様式例第27号〕。 

   なお、審査請求人等から、事実上審理員の忌避の申出があった場合については、法令上は訴訟に

おける裁判官の忌避に相当する規定はないので、当該申出に対する決定や応答を行わなければなら

ないものではない。ただし、除斥事由（行審法第９条第２項。後述「３ 審理員に指名する職員の

範囲等」（４）（34ページ）参照）に該当する事実が判明した場合などに、当該審理員に引き続き審

理手続を行わせることは適当でないことから、審査庁の担当職員は、必要に応じて申出の内容を精

査し、その結果、当該審理員に引き続き審理手続を行わせることが適当でないと認めるときは、当

該審理員の指名の取消し（本章「５ 審理員の交代」（１）（37ページ）参照）等の措置をとる。 
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３ 審理員に指名する職員の範囲等 

（１）審理員として求められる資質等 

   審理員は、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす者が、審査請求に係る審理

手続を行うことにより、審理の公正性・透明性を高めるため、新たに導入されたものである。 

   審理員は、指名を受けた審査請求事件について、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名にお

いて審理を行うものであり、具体的には、次のような事務を自らの判断で処理することとなる。 

 

表 4 審理員が行う主な事務 

・ 審査請求への利害関係人の参加（参加人）の要否の判断 

・ 総代の互選命令の要否の判断 

・ 審理計画の決定 

・ 弁明書等の主張内容を記載した書面や証拠書類等の提出の求め 

・ 争点及び証拠の整理 

・ 口頭意見陳述の主宰 

・ 参考人陳述、鑑定、検証等の採否の決定 

・ 提出書類等の閲覧・交付の適否の判断 

・ 審理手続の併合・分離の要否の判断 

・ 審理手続の終結の判断 

・ 審理手続の結果の整理（事件記録の作成等） 

・ 審理員意見書（審査庁がすべき裁決に関する意見書）の作成 

 

   このため、審理員に指名する職員は、上記のような事務を、公正かつ迅速に遂行することができ

る者であることが求められる。 

（２）審理員に指名する職員の所属部署等 

   審理員に指名する職員については、審査庁に所属する職員（審理員候補者名簿（第５編第１章「２ 

審理員候補者名簿の作成」（126ページ）参照）を作成している場合は、当該名簿に掲載されている

者）であり、かつ、除斥事由（行審法第９条第２項。後述（４）参照）に該当する者以外の者であ

れば、法律上の制限はないが、上記（１）を踏まえると、以下の点に留意する必要がある。 

ア 処分担当課室等との関係 

    処分担当課室に所属する職員や、通常の業務遂行において処分関係者の指揮監督・指導等を受

ける立場にある職員を審理員に指名することは、審理の公正性について審査請求人や参加人の疑

念を招きかねず、審理の公正性・透明性を高めるとの審理員制度の趣旨に照らし、適当でないも

のと考えられる。 

    また、処分担当課室ではないが、処分担当部署において総務・総括等の事務を担当する課室（当
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該各部局の総務課等）の職員や、出先機関の処分等に関する審査請求の場合に当該処分等に係る

事務処理について当該機関を指導監督する立場にある本省庁の職員が、当該処分の判断に影響を

与えている場合についても、同様の観点から、一般には、当該職員を審理員に指名することは避

けることが望ましいものと考えられる。 

    他方、迅速かつ適切に審理を進める観点からは、審理員が審査請求の対象となった処分等に係

る行政分野について、専門的な知識・経験を有していることが望ましい面もあり、処分担当部署

に在籍経験がある者全てが一律に排除されるものではないが、上記の観点を踏まえ、適切に判断

する必要がある。 

イ 裁決担当課室等との関係 

    裁決を行う権限と区別して、審理手続を行う権限を審理員に付与している行審法の趣旨に照ら

せば、各行政機関の実情等を踏まえつつ、行政不服審査会等への諮問や裁決書の作成・起案等の

審査庁としての事務は、処分関係者でも審理員でもない者によって処理されることが望まれる。 

行政機関の規模や組織体制等によっては、これによることが困難であり、裁決担当課室の職員

を審理員に指名する場合も想定されるが、この場合においても、審理手続を行う審理員の制度を

審査庁とは別に設けた趣旨に鑑み、審理・裁決の公正性が損なわれることのないように留意する

とともに、特に、審理手続において審理員が審査庁と一体であったとの審査請求人や参加人の疑

念、ひいては審理の公正性に対する疑念を招くことのないよう留意する必要がある。また、この

場合は、処分関係者の意向等によって、審理・裁決の公正性が損なわれ、又はそのような疑念を

招くことのないよう、処分関係者等と裁決担当課署とが別個のものとされている必要もある。 

    このほか、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理

手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックするという行政不服

審査会等の役割に照らせば、その事務を補佐する事務は、処分関係者でも審理員でもない者によ

って処理されることが望ましく、審査会事務局の職員を審理員として指名することについても、

裁決担当課室の職員と同様に、審理・裁決の公正性が損なわれ、又はそのような疑念を招くこと

のないよう留意する必要がある。 

ウ 想定される所属部署 

    上記ア及びイを踏まえれば、典型的には、処分担当課室等と別個のものとすることが比較的容

易であると考えられる官房・総務系統の部局の職員を審理員に指名することが想定される。また、

複数の部署にそれぞれ審理員候補者を定めておき、事案に応じて、処分担当課室に所属する職員

以外の候補者から審理員を指名することも考えられる。 

    このほか、審理員については、弁護士等外部の有識者を任期付職員等として任用した上で指名

する方法も想定されるところであるが、この場合は、当該処分等に関する専門的知識等を有する

ことが望ましいという観点から、当該有識者と併せ専門知識を有する当該行政庁の一般職員を審

理員に指名することで、これを補うという方法も考えられる。 
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（３）審理員に指名する職員のランク等 

   審理員は、上記（１）のような事務を自らの判断で処理するものであり、その結果として審査庁

に提出される審理員意見書は、審理関係人に送付される（行審法第43条第３項、第50条第２項）。 

   したがって、審理員に指名する者は、これらの事務の処理について適切な判断を下すことができ

る者である必要がある。そのため、一般には、高度な判断をすることができる管理職級の職員がふ

さわしいものと考えられるが、これらの事務の処理について適切な判断を下すことができる者であ

れば、それ以下のランク（課長補佐等）の職員を指名することも可能である。 

   また、審査庁の判断により、審理員として、管理職級の職員にそれ以下のランクの職員を組み合

わせて指名することにより、その専門的知識の活用を図るという方法も考えられる。 

（４）除斥事由 

ア 除斥事由の内容 

    審理員は、行審法第９条第２項各号に定める除斥事由に該当しない者を指名する必要がある。

除斥事由は、以下の表のとおりである。 

表 5 行審法第９条第２項各号に定める除斥事由 

① 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又

は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者（下記イ参照）

② 審査請求人 

③ 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 

④ 審査請求人の代理人 

⑤ ③・④に掲げる者であった者 

⑥ 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 

⑦ 行審法第13条第１項に規定する利害関係人（審査請求人以外の者であって、審査請求に係

る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし、当該処分につき利害関係を有する

ものと認められる者） 

 

イ 処分等に関与した者の考え方 

    行審法第９条第２項第１項の「処分」又は「決定」（この項において「処分等」という）に関与

した者（申請についての不作為に係る審査請求の場合に、当該申請に係る処分に関与することと

なる者を含む。この項において以下同じ。）の範囲は、基本的には、処分等についての審査、判断

に関する事務を実質的に行った者や、その事務を直接的又は間接的に指揮監督した者である。実

際に処分等に関与した者に該当するかどうかの具体的な判断は、個々の事案に即して、個々の職

員ごとに判断されることになるが、具体例としては、一般に、以下のような者が挙げられる。 
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表 6 行審法第９条第２項第１号の処分等に関与した者の具体例 

① 処分等を行うために立入検査、事実認定等を行った者 

② 処分等に係る聴聞を主宰した者（行政手続法第19条） 

③ 処分等の決定書を起案した者 

④ 処分等の決定権者 

⑤ 処分等に係る稟議書に押印した者 

⑥ 処分等に係る協議に参加した者 

⑦ 処分等の決定に関する相談等に応じ、当該処分等に特化した意見や法令解釈を示した者 

（※処分等に関する相談等に対し、単に一般的な法令解釈等を示した場合は含まれない。） 

     

    処分等に関与した者の範囲についての考え方は上記のとおりであり、ある職員が所属している

部署が処分等を行っていることにより、直ちに当該職員を処分等に関与した者に該当することに

なるものではない。 

しかし、除斥事由に該当しない場合であっても、例えば、処分関係者の前任者として処分担当

課室の業務を担当していた職員等を審理員に指名することは、一般には、処分担当者の意向等に

よって審理の公正性が損なわれるとの審査請求人の疑念を招きかねず、避けることが望ましいと

考えられる。 

    また、審理の公正性・透明性を高めるという審理員制度の趣旨に鑑みれば、処分担当課室とし

て当該審査請求に係る処分等に関して審査請求人からの照会や相談等に対応した者や、審査請求

人が過去に受けた（当該審査請求に係る処分等ではない）処分等に関与した者といった過去に審

査請求人と何らかの関係がある者については、除斥事由には該当しないものの、審理員に指名す

ることは避けるべきであると考えられる。 

    なお、審理員の除斥事由等については、親族関係等、外形的に確認が困難である場合もあり得

ることから、審査庁は、審理員の指名に先立ち、必要に応じ、審理員として指名しようとする者

についての除斥事由の該当の有無を、適宜確認する。 
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４ 審理員を補助する者 

（１）審理員補助者の位置付け 

   審理員は、審査庁の指揮を受けることなく、自らの判断により審理を行い、審理の結果を、審理

員意見書としてまとめ、審査庁に提出する職務を担うものである。実務上、審理員が行う事務の一

部を、審理員の指示を受けて他の職員が補助することが許されないものではないが、審理の進行や

審理員意見書の作成等、法律上審理員に付与された権限の行使に係る事務が実質的に審理員を補助

する者（以下「審理員補助者」という。）の判断により行われることは、審理員制度の趣旨を没却す

るものであり、適当でない。 

   なお、審理員補助者が行う業務としては、例えば次のようなものが想定される。 

   ① 当該事案の処理に必要な各種情報の収集・整理 

   ② 審理関係人等から提出される書類等の整理・保管 

   ③ 審理関係人等との審理手続の日程調整（対応可能な日時・場所の確認など） 

   ④ 審理員の判断・指示に従って行われる各種通知文書の作成・発送 

   ⑤ 口頭意見陳述等関係者を招集して行う審理手続における会場設営、秩序維持の必要性が生じ

た場合の対応の検討等 

   ⑥ 審理手続の記録（調書等）等の原案の作成 

（２）審理員補助者の指定 

   審理員補助者については、審理員の場合と同様、当該職員が審理手続を補助することにより、審

理の公正性が損なわれ、又はそのような審査請求人や参加人の疑念を招くことは適当でない。 

   そのため、審理員の除斥事由に該当する者が補助者となることは適当でない。また、それ以外の

者についても、実際に補助する具体的な業務の内容も踏まえつつ、審理員の指名を避けるべき者（本

章「３ 審理員に指名する職員の範囲等」（４）イ（34ページ）参照）の考え方に照らして判断する

必要がある。 

   審理員補助者の所属部署等については、一般には、当該審査請求について審査庁として行う事務

を担当する部署の職員が行うことが想定されるが、行政庁の実情に応じ、審理員として指名された

職員の部下を活用する方法も考えられる。なお、審理員補助者の指定に当たっては、必要に応じ、

審理員の補助業務を兼務させる旨等の必要な職務命令を発出する。 
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５ 審理員の交代 

（１）交代に係る手続 

   審理員に指名された者が指名時に除斥事由に該当していたことが事後判明した場合は、その指名

を取り消すことが必要である。 

このほか、事故等やむを得ない事情により長期間にわたり審理手続を進めることができなくなっ

た審理員については、審理手続の遅延を防ぐ観点から、その指名を取り消すことが望ましいと考え

られる。 

なお、一般には、審理手続の終結までに通常要する期間内に人事異動等により審理員の職務を行

うことが困難となることが見込まれる職員を審理員に指名することは、簡易迅速かつ公正な審理を

実現する観点からは、望ましいものとはいえないが、特定の役職にある者を審理員に指名する場合

など、行政機関の組織体制等の事情により、やむを得ない場合、人事異動等を理由としてその指名

を取り消すことも可能である。また、審理員が人事異動等により審査庁に所属する職員でなくなっ

た場合は、その指名を取り消すことが必要であるほか、審理員が人事異動により処分担当部署に配

属された場合は、審理の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くおそれがあることから、

その指名を可能な限り取り消すことが望ましいと考えられる。 

   審理員の指名を取り消す場合には、審理手続の遅延を防ぐため、速やかに後任の審理員を指名す

る必要がある。ただし、複数の審理員を指名して審理手続を進めており、新たな審理員を指名しな

くても審理手続の進行に支障が生じない場合には、後任の審理員を指名しないことも可能である。 

   新たに指名を受けた審理員は、それまでの審理手続を引き継ぐこととなるが、この場合には、事

件記録、証拠書類等の引継ぎを受け、それらの不備の有無を確認する必要がある。また、実務上困

難な場合を除き、前任の審理員から、審理経過についての説明を聴取する。 

（２）交代の通知 

上記により審理員の交代があった場合は、新たに指名された審理員についての通知（本章「２ 手

続の概要」（２）（31ページ）参照）に併せて、前任の審理員の指名が取り消された旨を通知する〔様

式例第27号〕。この通知は、審査請求人と処分庁等に対して行うほか、審査請求に参加人（行審法第

13条）がいる場合は、これに対しても行う。 

   また、前任の審理員による審理手続において、証拠書類等の提出を受けている場合や、行審法第

33条の規定により提出された書類その他の物件を留め置いている場合は、これらの提出者に対して、

新たに指名された審理員から、審理員の交代に伴い提出済の証拠書類等の管理担当者も変更されて

いる旨を通知する。  
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６ 留意事項 

（１）審査庁が合議制機関である場合 

   審査庁が、行政事務について優れた識見を有する委員で構成され、公正かつ慎重な判断に基づい

て処理せしめることを目的として設置されている合議制機関（行審法第９条第１項各号）である場

合は、審査請求の審理及び判断についても公正かつ慎重に行われることが制度上担保されていると

考えられることから、審理員の指名を要しないこととしている（行審法第９条第１項ただし書き）。 

   この場合は、審査庁が審理手続を実施することになるが、具体的に審理手続を処理する体制等に

ついては、当該合議制機関の議事・議決の方法によることになる。また、当該審査庁の職員（合議

制機関の構成員を含む。）に口頭意見陳述、参考人陳述、検証、質問、審理手続の申立てに関する意

見の聴取の手続を行わせることも可能である（行審法第９条第４項）が、この場合には、本章「３ 

審理員に指名する職員の範囲等」（２）（32ページ）に準じて、審理の公正性が損なわれ、又はその

ような審査請求人や参加人の疑念を招くことのないよう対応する必要がある。 

（２）条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 

   条例に基づく処分については、条例で特別の定めを設け、当該処分に係る審査請求の審理手続に

おいて、審理員を指名しないとすることができることとしている（行審法第９条第１項ただし書き）。 

   これは、例えば、情報公開条例に基づく処分について、地方公共団体の情報公開審査会が実質的

な審理を行っている場合などは、審理員を指名しないと条例で定めるといった場合などを想定した

ものであり、具体的にどのような処分等について審理員の指名を不要とするかについては、各地方

公共団体において適切に判断すべきものであるが、特段の事情なく単に審理手続を簡略にするため

に特別の定めを設けることは、審理員制度の趣旨に照らし適当でなく、審理員の指名を不要とする

ことについて一定の合理性が求められる。 

   なお、上記の特別の定めを条例に設けた場合には、審査庁が行審法第２章第３節に規定する審理

手続を実施することが必要となる。 

（３）審理員の指名と審理手続の併合等との関係 

   審査庁は、審理手続を併合することが想定され得る複数の審査請求がなされた場合には、同一の

審理員を指名するなど、審理手続の併合の可能性等も考慮して指名を行うことが望まれる。これは、

審理手続を併合した複数の審査請求のうち一部の審査請求を担当していた審理員が併合後の審理手

続を行うこととした場合には、担当していた部分以外の部分について詳細を一から把握する必要が

生じるなど、審理の遅延を招くおそれがあるためである。 

（４）審理員を複数指名した場合の審理手続 

   審理員が複数指名された場合には、審理手続を効率的に進めるため、必要に応じ、口頭意見陳述

や参考人陳述等の個々の審理手続を特定の審理員が行うなど、審理員間で審理手続を分担して実施

することも可能である。この場合、審理手続を担当した審理員が他の審理員に当該審理手続の結果

を報告するなどにより、審理員間で情報の共有を図る必要がある。なお、審理員意見書については、
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審理員の合議により審査請求に対する判断を決定するなど、全ての審理員が関与して作成すること

が必要である（第２編第３章「15 審理員意見書」（１）（84ページ）参照）。 
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第３章 審理手続 

１ 総則的な留意点 

（１）審理手続の進行 

   審理員は、審理手続の実施に際し、簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理関係人と相互

に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない（行審法第28条）。 

   具体的には、以下の事項に留意する必要がある。 

  ア 処分庁等の主張に偏ることなく、審理関係人のそれぞれの主張を公平に聴取するなど、公正・

中立に審理を進めること。 

    例えば、審理関係人が了知しない事実等に基づいて審査庁がすべき裁決の内容について判断す

ることは避けるべきであり、審理員が職権で実施する場合など、審査請求人等の立会いなく行わ

れた参考人の陳述、鑑定、検証、質問等の審理手続等の結果、他の審理関係人が了知しない裁決

の内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合には、審理手続の結果を当該審理関係

人に通知すること等により必要な範囲で当該事実を示し、その反論の機会を与える必要がある。 

    また、審理手続以外の場において、非公式に事件に関する主張等を聴くことは適当でなく、審

理関係人がそのような主張等を行う場合には、公式の手続によって当該主張等を行わせ、他の審

理関係人に適切に反論の機会を与える必要がある。 

  イ 審理手続の実施に当たっては、処分等が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かに

ついても必要な審理を行うこと。 

    例えば、処分等の前提となった事実認定や法律解釈等が合理的かつ適正になされているかにつ

いては、処分庁等の通達などの内部基準の合理性を含めて、適切に調査・確認を行う必要がある。

また、審理関係人の主張している事実については、それを証明する根拠の有無についても調査を

行う必要がある。 

    なお、審理の範囲については、審査請求人が主張する審査請求の理由に限られず、当該処分の

当否を判断するために必要な範囲全般に及ぶものであり、審査請求人が主張していない点につい

ても、必要に応じ、職権により調査を行う。 

  ウ 簡易迅速な手続の進行に努めること。 

    例えば、口頭意見陳述の申立てなど、審理手続に係る申立てに対しては、審理員は速やかに対

応するべきである。 

    また、審理手続の申立てに関する意見聴取（行審法第37条）の活用等により、審理計画を作成

して審理関係人と共有して、その協力を求めるなど、審理を計画的に進めるべきである。 

    このほか、審理関係人に対して、迅速かつ公正な手続のためには、反論書等や証拠書類等の早

期提出等の協力が欠かせない旨、機会を捉えて通知することが望ましい。なお、審理関係人が提

出期限までに反論書等や証拠書類等を提出しないなど、審理手続の進行への協力が得られない場
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合には、更なる期限を設定して提出を求め、状況に応じて、提出がない場合には、審理手続を終

結する（行審法第41条第２項）など、審理の著しい遅滞を招くことがないよう対応する必要があ

る。 

もちろん、審理員自身も、審理関係人に対する通知や連絡を確実に行い、情報伝達の不徹底に

よる審理手続の遅延を生じさせないよう細心の注意を払う必要がある。 

（２）審理手続の進行中に審査請求が不適法となった場合の対応 

   審査庁が、審査請求を適法なものであると判断したものの、以下のような事情の変化により、審

理手続が開始された後に、当該審査請求が不適法となる場合も想定される。 

① 処分庁が審査請求に係る処分を取り消した場合 

② 不作為庁が当該不作為に係る申請に対する処分を行った場合 

③ 総代の互選命令に共同審査請求人が従わなかった場合 

   このような場合には、当該審査請求が不適法であることが明らかとなることにより、必要な審理

を終えたといえるから、審理員は、審理手続を終結させ、審理関係人に審理手続を終結した旨等必

要な通知を行う（行審法第41条）（本章「14 審理手続の終結」（３）（82ページ）参照）とともに、

審査請求を却下すべき旨の審理員意見書を作成し、審査庁に提出する。 

（３）審査庁との関係 

   行審法は、審理手続に関する権限を審理員に帰属させており、審理員は、審査請求の審理手続に

ついては、自らの判断によりこれらの権限を行使するものである。したがって、個別具体的な審査

請求事件に係る審理手続について、審査庁からの個別具体的な指揮監督を受けることはなく、また、

審査庁もこれを行ってはならない。 

   なお、審査庁が、「不服申立人適格の判断に当たっては行政事件訴訟法第９条第２項の考慮事項を

考慮すること」、「審理関係人に対する通知は書面で行うこと」、「審理関係人に対して、適宜、審理

手続の実施時期や終結時期の見通しを示すこと」、「審理手続の遅延を防止するため迅速な審理を行

うよう努めること」といったような、審査請求の審理に関して審理員が遵守すべき一般的な事項を

定めることは、妨げられない。 

しかし、審理員が実際に審理手続を行っている過程でこうした事項を審理員に示すことは、審理

員による審理手続の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くおそれがあることから、可能

な限り避けるべきであり、審理員が遵守すべき一般的な事項については、あらかじめ明確にしてお

く必要がある。 

   なお、審理員に指名された職員が、審理手続とは別に当該職員の通常業務として行う事務につい

ては、行審法とは無関係であり、審理員に指名される前と同様に、当該事務を指揮監督する立場に

ある行政庁（行審法上の審査庁）の指揮監督を受けることになる。 
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２ 審理関係人 

  審理関係人とは、審査請求の審理手続に関与する審理員以外の当事者である、審査請求人、参加人

及び処分庁等を総称したもの（行審法第28条。以下同じ。）である。 

（１）審理関係人の具体的範囲等 

ア 審査請求人 

    審査請求をした者である。個人や法人のほか、人格なき社団又は財団であっても、代表者又は

管理人の定めのあるものは、その名で審査請求をすることができる（行審法第10条）。なお、審査

請求に係る処分の相手方でない者が審査請求人となる場合（第１章「２ 審査請求の適法性審査

（形式審査）」（３）（15ページ）参照）もある。 

    なお、具体的な手続は、総代（行審法第11条。後述（２））や代理人（行審法第12条）を通じて

行われる場合がある。代理人を選任し、又は解任した場合は、その資格を書面〔様式例第11号〕

で証明しなければならない（行審令第○条）。 

イ 参加人 

    審査請求人のほか、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該

処分につき利害関係を有するものと認められる者、すなわち、審査請求の結果に法律上の利害関

係を有する者が、審理員の許可を得て、又は審理員の求めにより、審査請求に参加することにな

る（行審法第13条。本節（３）参照）。 

    なお、具体的な手続は、代理人（行審法第13条第４項）を通じて行われる場合がある。 

ウ 処分庁等 

    処分庁又は不作為庁であり、審査請求の相手方（訴訟における被告に相当）となる（第１編第

２章「１ 審査請求の手続に関係する部署（職員）」（１）（6 ページ）参照）。 

（２）総代 

   多数人が共同して審査請求をしようとするときは、３人を超えない総代を互選することができる

とされている（行審法第11条第１項）。総代は、共同審査請求人全員の代表であり、審査請求の取下

げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる権限を有している。総代が選任さ

れたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する行為を行うこととなり、また、

共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、１人の総代に対してすれば足りるものとさ

れている（行審法第11条第３項・第４項）。 

   総代の選任については、総代の性質から、原則として全員の同意（総代の解任の場合は、当該総

代以外の全員の同意）を要すると解される。総代の資格を証明する書面〔様式例第８号〕を確認す

る際は、この点に注意する必要がある。なお、総代を解任した場合も書面による届出が必要である

（行審令第○条）〔様式例第８号〕。 

   また、審理員は、審理手続を円滑に行うため必要と認めるときは、総代の互選を命ずることがで

きる（行審法第11条第２項）。総代互選命令の方法については、法令上特に規定はないが、一定期間

〔図２－①〕
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内に総代を互選することを命じる旨の命令書〔様式例第９号〕を共同審査請求人全員に交付するこ

とにより行う。この場合の具体的な期限の設定については、個々の事案に応じて判断されることと

なるが、一般には、２週間程度の期間が目安になるものと考えられる。 

   審理員から総代の互選を命じられた共同審査請求人は、総代を互選の上、審理員にこれを通知す

る〔様式例第10号〕。共同審査請求人が命令に従わないときは、当該審査請求は、不適法な審査請求

となるが、この場合の対応は、本章「１ 総則的な留意点」（２）（41ページ）のとおりである。 

（３）参加人 

ア 利害関係人が参加の許可を求める場合 

（ア）参加の許可申請 

     利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる（行審法第13条

第１項）。この利害関係人とは、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に

照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者であり（同項）、具体的には、次の

ような者が該当すると考えられる。 

 

表 7 利害関係人の具体例 

審査請求人と

利害が共通す

る者 

○原処分によって不利益を被る者 

（例）審査請求人とともに審査請求に係る処分の相手方となった者 

   開発許可等の許認可によって不利益を被る近隣住民 

○不作為に係る申請が認容されることにより、利益を受ける者 

（例）審査請求人と共同で不作為に係る申請をした者 

審査請求人と

利害が相反す

る者 

○原処分の取消し又は変更によって不利益を被る者 

（例）処分の相手方以外の者が審査請求人である場合の当該処分の相手方 

   許認可等の取消処分の取消しによって不利益を被る近隣住民 

○不作為に係る申請が認容されることにより、不利益を被る者 

（例）開発許可等の許認可によって不利益を被る近隣住民 

 

     利害関係人による審査請求への参加の許可申請については、法令上特段の規定はないが、申

請者に対し、審査請求に係る処分等の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有す

ることについて説明を記載した申請書〔様式例第 12 号〕を審理員に提出するよう求めることと

する。 

     審査請求への参加の許可申請があった場合には、審理員は、公正な手続の下での国民の権利

利益の救済を図るという法の趣旨を踏まえ、利害関係人に該当すると認められるときは、一般

に、参加を許可することが適当である。しかし、利害関係人に該当する場合であっても、総代

の互選を命じた（行審法第11条第２項）後、一部の共同審査請求人が審査請求を取り下げた上

〔図２－④〕
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で利害関係人として審査請求への参加を求めるなど総代制度の潜脱となるような場合や、参加

の許可申請が多人数に上るため全ての者に参加を認めるといたずらに審理の遅延を来すおそれ

があるなど簡易迅速かつ公正に審理を行う観点から支障が生ずると認められる場合には、許可

しないことも許容される。 

（イ）申請者に対する通知 

     審理員は、法令上の規定はないが、申請者に対する当該審査請求手続への参加の許可の結果

を文書により通知する。当該通知は、主文、理由、申請者の氏名又は名称及び住所又は居所（法

人にあってはさらに代表者の氏名）、代理人の氏名並びに決定の年月日を記載した書面をもって

行う〔様式例第13号〕。 

イ 審理員が利害関係人に参加を求める場合 

    審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを

求めることができる（行審法第13条第２項）〔様式例第14号〕。具体的にどの範囲の利害関係人に

参加を求めるかについては、簡易迅速かつ公正に審理を行う観点から、審理員において適切に判

断する必要があるが、審査請求が処分の相手方以外の第三者からされたものである場合には、当

該処分の相手方の参加を求めるべきである。 

    なお、審理員が審査請求への参加を求めた場合には、その承諾を要することなく、参加人とし

ての地位を有することになると解されるが、参加の求めを受けた者が代理人によって参加するこ

とを希望する場合には、上記（１）アと同様に、代理人の資格を証する書面の提出を求める。 

ウ 参加の取下げ 

    参加人は、参加の取下げをすることができる。 

    参加の取下げの方式については、法令上の規定はないが、後でその真正性について争いが生じ

ないよう、審査請求の取下げと同様に、参加人（参加人が法人等であるときは代表者又は管理人、

代理人によって取下げをする場合には代理人）からの書面〔様式例第16号〕に加え、押印や署名

を求めるなどの対応をとることが望まれる。また、代理人によって取下げをする場合は、参加人

から特別の委任を受けていることが必要である（行審法第13条第４項）。 

エ 参加の取消し 

    審理員は、参加を許可し又は参加を求めた後において、当該参加人が利害関係人でなくなった

場合や著しく審理に支障があると認める場合など、当該参加人が引き続き審査請求に参加するこ

とが適当でないと認める場合には、当該参加（の許可）を取り消すことができる。 

オ 審理関係人に対する手続 

    審理員は、参加人が審理手続に参加することになったとき、又は参加の取下げ若しくは取消し

があったときは、その旨を、他の審理関係人に通知する〔様式例第15号・第17号〕こととする。 

    なお、審理員は、参加人が審理手続に参加したときは、審査請求書の写しを送付するとともに、

既に弁明書や反論書が提出されている場合には、当該書面の写しを送付する。 

〔図２－②〕
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（４）審理関係人以外の関係者 

以上の審理関係人のほか、審理手続を進める過程で、審理員の求めに応じ、次のような者が審査

請求の審理手続に関係する場合がある。 

  ① 審理に必要な書類その他の物件を提出する当該物件の所持人（本章「８ 書類その他の物件の

提出要求」（65ページ）参照） 

  ② その知っている事実を陳述する参考人（本章「10 その他の審理手続」（71ページ）参照） 

  ③ 鑑定を行う鑑定人（本章「10 その他の審理手続」（71ページ）参照） 

  ④ 検証を行う場所を所有・管理する者（本章「10 その他の審理手続」（71ページ）参照） 
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３ 処分庁等への審査請求書の送付及び弁明書の提出 

（１）審査請求書の送付 

   審理員は、審査庁から審理員として指名されたときは、処分庁等が審査庁である場合を除き、直

ちに、処分庁等に審査請求書を送付しなければならない（行審法第29条第１項）。 

   なお、行審法上は想定されていないが、実務上、審理員が審査請求書に不備があると認める場合

が生じたときは、審理員は、審査請求人に不備のあった内容について確認するなどにより、不備を

補足しつつ、審理を進めるべきである。確認等を行った結果、不適法であることが明らかとなった

場合には、本章「１ 総則的な留意点」（２）（41 ページ）と同様に、審理手続を終結する。ただし、

審理員が審査請求書に不備があると認めた時点で、行審法第９条第１項の規定による審理員を指名

した旨の通知がまだ発出されていない場合には、運用上の取扱いとしては、審理員が形式審査担当

職員に審査請求書を返戻して再審査を促すことも許容されると考えられる。 

（２）弁明書の提出要求 

   審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に弁明書の提出を求めることとなる（行審法第29条第

２項）。「相当の期間」とは、社会通念上当該書面を作成するのに必要とされる期間であり、審理の

迅速化の要請も考慮しつつ、当該審査請求に係る処分の性質等に応じた適切な期間を設定する必要

がある。具体的な期間については、個々の事案に応じて判断されることとなるが、一般には、２～

３週間程度の期間が一つの目安になるものと考えられる。 

   弁明書の提出要求を行う時期については、法令上の規定はないが、審理員の指名を受けた後遅滞

なく行うべきであり、審査請求書の送付の際に弁明書の提出を求める書面〔様式例第28号〕を添付

することが効率的であると考えられる。ただし、審査請求書の送付は「直ちに」行わなければなら

ないことから、弁明書の提出要求のために審査請求書の送付が遅延することは許されず、弁明書の

提出要求の準備（「相当の期間」の設定等）に時間を要する場合には、審査請求書の送付とは別に行

うこととなる。 

   弁明書の提出要求に当たっては、審理の迅速性を確保するため、処分の理由となる事実を証する

書類その他の物件の提出（行審法第32条第２項）を提出すべき相当の期間（同条第３項）を定め、

併せて通知することが望ましい（本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（１）（63ページ）

参照）。 

   なお、「相当の期間」内に弁明書が提出されない場合は、更に期間を定めて、当該期間内に弁明書

が提出されない場合は審理手続を終結することがある旨（行審法第41条第２項）を記載した書面〔様

式例第57号〕により弁明書の提出を求めることが適当である。 

（３）弁明書の記載事項等 

ア 処分についての審査請求に対する弁明書 

    処分についての審査請求に対する弁明書には、「処分の内容及び理由」を記載しなければならな

い（行審法第29条第３項）。これは、審理員が当該処分が違法又は不当でないかを判断するために、

〔図２－⑤⑥〕

〔図２－⑦〕
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また、審査請求人及び参加人が処分庁の主張に対して有効かつ適切な反論をするために必要であ

るためである。 

    この趣旨に照らし、弁明書の記載の程度は、抽象的・一般的なものでは不十分であり、審理員

等が処分の内容及び理由を明確に認識し得るよう、根拠となる法令の条項を示してその内容を明

示した上で、当該処分要件に該当するその原因となる事実が明示されている必要がある。審査基

準（行政手続法第５条）や処分基準（行政手続法第12条）を公にしている場合には、これらの基

準の適用関係についても明示する必要がある〔 高裁平成23年６月７日第三小法廷判決・民集第

65巻４号2081頁参照〕。なお、弁明書に併せて当該事実を証する書類その他の物件を提出する（行

審法第32条第２項）場合には、当該提出物件との対応関係が分かるように記載されることが望ま

しい。 

    また、審査請求書等に処分が違法又は不当であることを理由付ける具体的な内容が記載されて

いる場合には、処分が違法又は不当のいずれでもないことの根拠となる事実も、「処分の内容及び

理由」に含まれるものとして、記載されなければならない。 

    一方、処分時においても、原則として、処分の内容及び理由を示さなければならないことから

（行政手続法第８条、第14条）、処分の決定書における理由の記載が、上記の程度に明示されてお

り、弁明書の提出時点で処分段階の説明に更に付記する事項がない場合には、例えば、弁明書に

処分の決定書を添付し、弁明書は、「処分の決定書に記載のとおり」等と記載することも可能であ

ると考えられる。 

イ 不作為についての審査請求に対する弁明書 

    不作為についての審査請求に対する弁明書には、「処分をしていない理由並びに予定される処分

の時期、内容及び理由」を記載しなければならない（行審法第29条第３項）。 

    「処分をしていない理由」の記載に当たっては、当該申請がどのような処理の段階にあるかと

いった審査の進行状況を明示し、審査に時間を要する事情が生じていれば当該事情を明らかにす

るなどして、処分をするまでに至っていない原因となる事実を記載する必要がある。このため、

例えば「業務の輻輳による遅延」といった抽象的な記載は適当ではない。 

    「予定される処分の時期」とは、弁明書の提出時点における時間的な観点からの予定時期であ

り、例えば、「標準処理期間どおりにいけば、○月△日ぐらいであるが、本件の場合は□日程度遅

れる見込み」といった記載が考えられる。なお、「未定」等の予定時期を示さない記載は可能な限

り避けるべきである。 

    「予定される処分の内容及び理由」とは、弁明書の提出時点において予定されている処分の内

容及び理由であり、処分についての審査請求についての弁明書における「処分の内容及び理由」

と同様に、審理員等が予定される処分の内容及び理由を明確に認識し得るものであることが必要

であるが、いまだ処分をしていない段階であるため、審査の進行状況等によっては、具体的に記

載することが困難な場合も考えられる。このような場合は、その時点でできる限り具体的な記載
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をすることが求められるが、状況により「内容及び理由」を明示できない場合は、これを明示で

きない理由を記載する必要がある。 

（４）弁明書に添付する書面 

   審査請求に係る処分が不利益処分である場合には、原則として、行政手続法に基づく聴聞又は弁

明の手続を経て当該処分が行われており（行政手続法第13条）、行政庁には、聴聞が行われた場合は、

聴聞主宰者から聴聞調書及び報告書が提出され（同法第24条第１項及び第３項）、また、弁明の手続

を経た場合は、通常、処分の相手方となるべき者から弁明書が提出されている（行政手続法第29条

第１項）。処分庁は、当該不利益処分について上記の聴聞調書及び報告書又は弁明書を保有している

場合には、当該書面を上記（１）の弁明書に添付しなければならない（行審法第29条第４項）。 

   なお、これらの書面は、審査請求人及び参加人による閲覧等の対象であり、この閲覧等の請求が

あった場合は、審理員は、当該閲覧等について処分庁の意見を聴かなければならない（行審法第38

条）ことから、運用上、書面の提出時に、審査請求人等による閲覧等の可否についての意見を聴い

ておくことが効率的であると考えられる。その場合、具体的な方法としては、これらの書面を提出

する際に、審査請求人等による閲覧等の可否についての意見及びその理由を併せて提出〔様式例第

28号・第29号〕するよう求めることが考えられる。 

（５）弁明書の記載内容等に問題がある場合の審理員の対応 

ア 記載する必要がある事項が記載されていない場合 

    この場合は、適法な弁明書の提出があったとはいえないので、審理員は、処分庁等に対して、

適法な弁明書を提出するよう、再度要求を行う。なお、提出期限については、 初の弁明書の提

出要求の際に付した「相当の期間」の 終日とすることが適当であると考えられる。提出期限内

に弁明書が提出されない場合の対応は、本節（２）のとおりである。 

イ 記載内容が不十分である場合 

    審理員は、審査請求人等が有効かつ適切な反論を行う機会を確保する観点から、記載内容が不

十分であると判断する箇所を指摘した上で、当該箇所を修正した弁明書の再提出を求める（提出

期限は上記アに準ずる。）ことが望ましい。処分庁等がこれに応じない場合は、審理員は、処分庁

等への質問（行審法第36条）により、その内容を確認することとする。 

（６）弁明書の審査請求人及び参加人への送付 

   処分庁等から弁明書が提出されたときは、審理員は、弁明書を審査請求人及び参加人に送付しな

ければならない（行審法第29条第５項）。送付は提出後速やかに行うべきであり、審理の迅速性を確

保するため、反論書等に係る手続と併せて行うことが効率的であると考えられる（後述「４ 反論

書・意見書」（１）（49ページ）参照）。 

  

 

- 49 - 

４ 反論書・意見書 

  審査請求人は、弁明書に対する反論書を、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見書を、それ

ぞれ提出することができ、審理員は、これらの書類を提出すべき相当の期間を定めることができる（行

審法第30条）。これは、簡易迅速かつ公正な審理のためには、審理関係人の主張内容が審理の冒頭に明

らかになっていることが望ましいことから、その主張の内容を記載した書面の提出手続を整備したも

のであり、審理の遅滞を防ぐ観点から、審理員に、その提出期限の設定権限を与えたものである。こ

のような趣旨を踏まえ、審理員は、提出期限を定めてこれらの書面の提出を審理関係人に促すことが

望ましい。 

（１）提出手続 

ア 反論書等の提出についての通知 

    反論書及び意見書については、審理員が、審査請求人及び参加人に弁明書を送付する際に、 

   ① 審査請求人には弁明書に対する反論書を提出することができること 

   ② 参加人には審査請求に係る事件に関する意見書を提出することができること 

   を、提出すべき相当の期間を定めてそれぞれ通知し、これらの提出を促すことが効率的であると

考えられる。 

    具体的には、当該弁明書の送付の際に反論書等の提出期限等を記載した書面〔様式例第30号〕

を添付するという方法が考えられる。「相当の期間」とは、社会通念上当該書面を作成するのに必

要とされる期間であり、審理の迅速化の要請も考慮しつつ、審査請求に係る処分の性質や、審査

請求人等の状況も踏まえ適切な期間を設定する必要がある。具体的な期間については、個々の事

案に応じて判断されることとなるが、一般には、２～３週間程度の期間が一つの目安になるもの

と考えられる。 

    この通知に当たっては、審理の迅速性を確保するため、証拠書類又は証拠物（行審法第32条第

１項）を提出すべき相当の期間（同条第３項）を定め、併せて通知することが望ましい（本章「７ 

審理関係人による証拠書類等の提出」（１）（63ページ）参照）。 

    なお、提出期限内に反論書や意見書が提出されない場合において、審理に当たって審査請求人

や参加人の主張を把握する必要があると認めるときは、更に期間を定めて、当該期間内に反論書

等が提出されない場合は審理手続を終結することがある旨（行審法第41条第２項）を記載した書

面〔様式例第57号〕により、反論書や意見書の提出を促すことが適当であると考えられる。 

イ 反論書及び意見書の処分庁等への送付 

    審理員は、反論書が提出されたときは参加人及び処分庁等に、意見書が提出されたときは審査

請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない（行審法第30条第３項）。送付は、提出

後速やかに行うべきである。 

（２）留意点 

   反論書において、弁明書に記載された事項とは直接関連のない新たな主張がなされた場合も、当

〔図２－⑧〕
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該主張が処分の内容又は理由についての主張（反論）であれば、適法な反論書として取り扱う必要

がある。 

   なお、行審法上、反論書等に対する審理関係人の再反論の手続は特に設けられていないが、審理

員は、提出された反論書や意見書の内容を精査し、審査請求の結論に影響を与え得る新たな主張や

事実が提示された場合は、審理関係人への質問（行審法第36条）として、書面等で当該主張に対す

る見解や当該事実の認否を質問するなどにより、他の審理関係人の反論の機会を付与する必要があ

る。 
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５ 争点の整理等 

（１）争点の把握・整理 

ア 争点等の把握 

    行審法における審理手続は、審査請求人と処分庁等（及び参加人）が主張及び証拠を提出し、

これを基に審理員が意見書を作成するという構造をとることから、審理員には、これを迅速に行

うため、審理を計画的に進めることが求められる。 

    このため、審理員は、審査請求人の主張については審査請求書及び反論書を、処分庁等の主張

については弁明書を、参加人の主張については意見書を、それぞれ精査し、当該事案の争点、す

なわち、審理関係人の間で主張が対立している事項を把握する。あわせて、審理関係人が主張し

ていないが、処分等の当否を判断する上で審理が必要な事項の有無についても確認を行う。 

イ 争点等の整理 

    審理員は、審理関係人から提出されている上記アの各種書面や証拠書類等を精査し、争点につ

いての審理関係人の主張の内容及び対立点、これらの主張がどのような根拠によりなされている

かということを整理する。 

    また、審理員は、それぞれの主張の内容やそれを根拠付ける資料の有無等、その後の審理によ

り確認する必要がある事項の有無を検討する。審理員は、その後の審理手続において、これらの

事項が明らかになるよう、審理を進めることとなる。 

（２）審理計画の作成 

   審理員は、（１）イの検討結果により明らかとなった争点等について、その審理手続の進行に資す

るよう、どのような審理手続をどの時期に行うかを整理し、審理手続の実施時期等を具体化した審

理計画を作成する。これは、法定の手続ではないが、これにより、計画的な審理手続を進行するこ

とが可能になることから、作成することが望ましい。ただし、上記（１）の結果、その後の審理手

続の必要性が少ない場合にまで、この審理計画を作成することを求めるものではない。 

   審理員は、審理計画を作成したときは、後述（３）ウに準じて審理手続の予定時期等を遅滞なく

審理関係人に連絡し、審理手続の実施について協力を求めることが望まれる。 

（３）審理手続の計画的遂行（審理手続の申立てに関する意見聴取） 

   審理員は、事件が複雑であることその他の事情により審理手続を計画的に遂行する必要があると

認める場合に、審理関係人から審理手続の申立てに関する意見（審理手続（表８ 申立てに関する

意見聴取を行う審理手続（53ページ）参照）の申立ての意向の有無、申立ての内容及び理由等）を

聴取することができ（行審法第37条第１項）、審理関係人が遠隔地に居住している等の場合は、電話

により意見聴取を行うことができる（同条第２項）。「その他の事情」としては、例えば、審査請求

の趣旨及び理由にあいまいな部分があるため、その後とるべき審理手続を決定することができない

場合などが考えられる。 

   これは、複雑な事件であったり、審理関係人の主張内容があいまいであるなどの事情により、（１）

〔図２－⑨〕

〔図２－⑨〕

〔図２－⑩〕
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の検討のみでは、その争点等を正確に把握・整理することが困難であり、あるいは審理手続の必要

性や順序について的確に判断できず審理計画が策定できない場合に、どの審理手続をどのような順

序で実施するかということを定めるため、審理員に、審理関係人を招集し、意見聴取を行う権限を

与えたものである。簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理手続は計画的に進めることが求

められる（行審法第28条）ことから、審理員は、上記の場合における争点整理等、この意見聴取手

続を活用して計画的に審理を行うことが望まれる。 

   また、審理員は、この意見聴取手続を行ったときは、その後の審理手続が計画的になされるよう、

遅滞なく、審理手続の期日及び場所と、審理手続の終結予定時期を決定し、これらを審理関係人に

通知することとされている（行審法第37条第３項）。 

ア 意見聴取の実施 

（ア）審理関係人を招集して行う聴取 

     審理員は、招集を求める審理関係人の都合等を事前に聴取して日程調整を行った上で、期日

及び場所を指定し、当該審理関係人に通知する〔様式例第33号〕。なお、口頭意見陳述とは異な

り、審理関係人全員を招集する必要はなく、審理員が必要と認める範囲で招集を行えばよい。 

     意見聴取の期日における具体的な進行方法については、個々の事案に応じ、審理員が適切に

判断すべきであるが、典型的には、以下のような手順で進められることが想定される。 

    ① 出席者の確認 

      審理員は、出席者に対して、身分証明書の提示を求める等により、当該出席者が審理関係

人であることについて確認を行う。なお、出席者以外の者による傍聴希望があった場合は、

口頭意見陳述における取扱い（本章「６ 口頭意見陳述」（３）ア（59 ページ）参照）も参考

にしつつ、審理員が適宜判断する。 

② 注意事項の説明 

      審理員は、意見聴取手続の冒頭において、手続における注意事項についての説明を行うも

のとする。想定される事項は、審理の妨げとなる発言等を制限することがあること、録音・

撮影を禁止すること、電話の発着信等を禁止すること、その他審理員の指示に従うこと等が

考えられる。また、審理関係人の発言内容を公にすることは、その後の審理関係人の発言を

萎縮させ、審理手続の迅速かつ適切な進行を妨げるおそれもあることから、必要に応じ、意

見聴取手続の内容をみだりに公にしないよう要請することも想定される。 

    ③ 審理関係人からの意見聴取 

      審理員は、招集した審理関係人から、以下の審理手続の実施について申立て（行審法第 32

条に規定する証拠書類等の提出」については提出）を行う意向があるか否かを聴取するとと

もに、これらの意向がある場合には、その内容及び理由を聴取する。複数の審理関係人を招

集した場合には、審理員が聴取順を定めて、順次聴取を行う。 
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表 8 申立てに関する意見聴取を行う審理手続 

審理手続 根拠条文 本章における参考ページ 

・口頭意見陳述 行審法第31条 「６ 口頭意見陳述」（55ページ） 

・証拠書類等の提出 行審法第32条 「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」

（63ページ） 

・物件の提出要求 行審法第33条 「８ 書類その他の物件の提出要求」（65ペー

ジ） 

・審理関係人に対する質問 行審法第36条 「９ 審理関係人への質問」（68ページ） 

・参考人の陳述及び鑑定 行審法第34条 「10 その他の審理手続」（71ページ） 

・検証 行審法第35条 「10 その他の審理手続」（71ページ） 

       

    ④ 審理員による出席者に対する質問 

      審理員は、争点及び証拠の整理のため、必要に応じ、審理関係人への質問（行審法第 36 条）

により、出席した審理関係人に対し質問を行う。この際、審理関係人の対応が必要な手続に

ついては対応が可能な日程、証拠書類等の提出については提出が可能な時期など、その後の

審理計画の検討に当たって必要な事項についても、併せて質問を行うことが効率的である。 

      また、出席した審理関係人から他の審理関係人に対する質問の意向が示された場合には、

口頭による審理関係人への質問の申立てとして取扱い、争点等の整理のため適当と認める場

合には、適宜質問を行う。 

    ⑤ 秩序維持 

      意見聴取の際の秩序維持については、法令上の規定はないが、審理員は、審理関係人が争

点についての主張を行うなど、意見聴取の趣旨に照らし相当でないと認める場合は、その発

言を制限するなど、秩序維持のため必要な措置をとることが適当である（本章「６ 口頭意

見陳述」（３）の秩序維持についての記載（61 ページ）も参考とされたい）。 

    ⑥ 意見聴取の終了 

      以上の意見聴取及び質問を終えた場合は、審理員は、意見聴取を終了する旨を宣言するこ

とにより、意見聴取手続を終了する。 

（イ）電話による聴取 

     審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、審理員

及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法、すなわち、電話による通

話の方法により、審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる（行審法第37条第

２項）。「その他相当と認める場合」としては、審理関係人が出席を望まない場合や、審理員が

当該審理関係人と一対一で通話することにより目的を達することができる場合などが考えられ
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る。 

     電話による意見聴取の具体的な進行方法については、個々の事案に応じ、審理員が適切に判

断すべきであるが、典型的には、以下のような手順で進められることが想定される。 

    ① 通話者等の確認 

      審理員は、まず、本人確認のため、通話者及び通話先の場所を確認する。 

    ② 審理関係人からの意見聴取 

      審理員は、通話者の審理関係人から、上記（ア）③と同様に意見聴取を行う。 

    ③ 審理員による通話者に対する質問 

      審理員は、争点及び証拠の整理のため、必要に応じ、上記（ア）④と同様に、審理関係人

への質問（行審法第 36 条）により、通話者の審理関係人に対し質問を行う。 

    ④ 意見聴取の終了 

      以上の意見聴取及び質問を終えた場合は、審理員は、意見聴取を終了する旨を通話者に伝

え、意見聴取手続を終了する。 

イ 審理予定の決定 

    審理員は、意見聴取を行ったときは、その結果を踏まえ、遅滞なく、上記（２）と同様に、ど

のような審理手続をどの時期に行うかを整理して、審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終

結予定時期を決定する。決定するまでの具体的な期間は、個々の事案によって異なることとなる

が、迅速に審理を進める観点から、可能な限り、数日中に決定するよう努めるべきである。 

ウ 審理関係人への通知 

    審理員は、上記イにより決定した各審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結予定時期を

審理関係人に通知する〔様式例第34号〕。ただし、意見聴取の期日においてこれらを決定し、審理

関係人に通知することが可能である場合には、出席した審理関係人に対しては、口頭で通知する

ことも可能である。 

    なお、通知する際には、証拠書類等の提出や書類その他の物件の提出については、これらを提

出すべき相当の期間の終期（物件の提出要求については、これに併せて提出を求める時期）を通

知する。 

（４）記録の作成 

   審理員は、意見聴取を行ったときは、遅滞なく、当該手続の記録を作成する。 

   具体的には、審理関係人から聴取した意見の要旨のほか、審理員が質問を行ったときは当該質問

及びそれに対する回答の要旨、その場で審理手続の期日等を決定した場合にはその決定内容を記録

する。様式の例としては〔様式例第70号〕のとおり。 
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６ 口頭意見陳述 

  行審法は、審査請求人及び参加人に主張する機会を十分に与えるため、書面主義の例外として、口

頭意見陳述の機会を設けており、充実した審理とするため、申立人による処分庁等への質問を認め、

全ての審理関係人を招集してさせるものとしている（行審法第31条）。口頭意見陳述の大まかな事務手

続の流れは以下の図のとおり。 

 

図 4 口頭意見陳述の大まかな事務手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）申立て等の手続 

ア 意見陳述の申立て 

    審理員は、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、当該申立てをした者（申立人）に

審理員 審査請求人 
参加人

処分庁等 

④後述（２）ア (P57) 

口頭意見陳述
実施の申立て意見陳述の機会付与

の困難性の検討 

他の審査請求人・参加人への確認 
(口頭意見陳述の申立ての有無､出席可能な日時)

（困難でない場合）

補佐人帯同の有無の確認 

出席可能日時 
の確認 

（
困
難
な
場
合
）

実
施
せ
ず

期日･場所の
調整･決定 

補佐人帯同申請

許可

審理関係人への期日・場所の通知 
（テレビ会議システム使用の連絡含む） 

期日の会場準備等 

出席者の確認 

口頭意見陳述の実施 

期日で保留した
回答の送付 

受領

記録の作成 

①後述（１）ア(P55) 

②後述（１）イ(P56) 

③後述（１）ウ(P56) 

⑤後述（２）イ(P58) 

⑥後述（３）ア(P59) 

⑦後述（３）イ(P59) 

⑧後述（３）ウ(P61) 

⑨後述（４）(P62) 

〔図２－⑪〕
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口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない（行審法第31条第

１項）。申立ての方式や時期についての法令上の規定はないが、審理手続の円滑な進行を図る観点

からは、一般には、書面〔様式例第35号〕の提出を求めることが適当であると考えられるが、審

理手続の申立てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」（３）（51ページ）参照）等の場で

意見陳述の希望が示されたといった場合には、その場で内容等を確認した上で、口頭による申立

てとして処理することが望ましいと考えられる。 

    ただし、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると

認められる場合は、当該意見を述べる機会を与える必要はない（行審法第31条第１項ただし書）。

具体的には、申立人が矯正施設に収容されていて出所の見込みが相当期間ない場合など、当該審

査請求の終結予定時期までの間に申立人（代理人を含む。）が出席可能な期日が設定できる見込み

がない場合が該当するが、口頭意見陳述の機会を与えることが困難な事情の有無については、社

会通念に照らして、審理員が適切に判断する必要がある。また、この場合、審理員は、申立人に

口頭意見陳述を実施しない旨通知する〔様式例第37号〕。なお、社会通念上、意見を述べる機会を

与えることが困難であるとは必ずしもいえないにもかかわらず、審理員が口頭で意見を述べる機

会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由とし

て取り消される可能性がある。 

    なお、これは審査請求人又は参加人に繰り返し口頭意見陳述を行う権利を付与するものではな

いことから、口頭意見陳述を申し立てて意見を陳述した者が、再度口頭意見陳述を申し立てた場

合であっても、これに対応する必要はない。ただし、審理員が特に必要性を認める場合に、再度

口頭意見陳述を実施することを妨げるものではなく、具体的には、口頭意見陳述の後に審理員が

交代し、交代後の審理員が口頭意見陳述の実施の必要性を認める場合等が考えられる。 

イ 他の審査請求人等への確認 

    口頭意見陳述は全ての審理関係人を招集して行う必要がある（行審法第31条第２項）が、口頭

意見陳述に際して、申立人以外の審査請求人又は参加人は、法律上、申立人のように審査請求に

係る事件に関する意見を述べる機会や処分庁等に対して質問を発する権利が付与されるものでは

ない。 

    このため、口頭意見陳述の期日における審理を充実かつ効果的なものとするとともに、審理手

続の円滑な進行を図る観点から、口頭意見陳述の申立てがあった場合には、申立人以外の審査請

求人及び参加人に対しても、申立人との上記の相違を説明した上で、口頭意見陳述の申立ての有

無を確認し、必要に応じて申立てをするよう促す。これは、口頭意見陳述の期日等についての審

理関係人の都合を照会する（後述（２）ア（ア）参照）ことに併せて行うことが効率的であると

考えられる。 

ウ 補佐人帯同の許可申請 

    口頭意見陳述の申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる（行審
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法第31条第３項）。この補佐人とは、申立人が外国人である等の場合に当該申立人の陳述の補佐を

する者に加え、自然科学的・人文科学的な専門知識をもって審査請求人等を援助する第三者や、

申立人が法人の場合における当該法人の事務担当者も含まれる。補佐人帯同の許可申請は、補佐

人の氏名、住所、補佐人を必要とする理由等について記載した書面にて行わせる〔様式例第36号〕。

また、補佐人帯同の許可申請がない場合であっても、口頭意見陳述の当日に申立人が補佐人を帯

同した上で、その許可を申請するという事態を避ける観点から、事前に補佐人帯同の意向の有無

等を確認し、必要に応じ許可を申請させることが望ましい（事前に申請がなく、口頭意見陳述の

当日に申立人が補佐人を帯同した場合の対応は本節（３）（59ページ）を参照。）。 

    補佐人の帯同を許可するか否かは、審理員の判断に委ねられるが、申立人の精神的・身体的状

況等から判断して、審理を進める上で適当と認められる場合には、当然に許可をすべきものと考

えられる。 

    なお、法律上、申立人以外の審査請求人及び参加人については、補佐人とともに出席する権利

は認められていないが、口頭意見陳述に際して審理員から質問がされる場合も考えられることか

ら、運用上の取扱いとしては、申立人の場合と同様に、補佐人の出席を認めることが適当である。

そのため、口頭意見陳述を行う場合には、これらの申立人以外の審査請求人及び参加人に対して

も、補佐人帯同の有無を確認し、法人である審査請求人等が事務担当者の出席を希望するような

場合には、必要に応じてこれを認めることが必要である。 

    これらの確認等は、口頭意見陳述の期日等についての審理関係人の都合を照会する（後述（２）

ア（ア）参照）ことに併せて行うことが効率的であると考えられる。 

（２）口頭意見陳述の期日及び場所 

ア 期日及び場所の指定に係る手続 

（ア）期日等の調整 

     口頭意見陳述は、全ての審理関係人を招集して行うものである（行審法第31条第２項）こと

から、審理員は、全ての審理関係人が出席することが可能な期日及び場所を指定することが求

められる。 

     このため、審理員は、審理関係人の都合等を事前に聴取して日程調整を行い、招集を求める

者の人数等に応じた適切な場所（部屋）を確保した上で、期日及び場所を指定する。なお、全

ての審理関係人が特段の問題なく出席することができる期日等を調整することができない場合

には、申立人以外の審査請求人又は参加人の一部について、現実的には出席が困難な期日等を

指定することもやむを得ないものと考えられるが、その場合であっても、可能な限り多くの審

理関係人が出席可能な期日等を設定するよう努めるべきである。 

（イ）期日等の通知 

     期日及び場所を決定したときは、審理員は、審理関係人に対して、期日及び場所を通知し〔様

式例第37号〕、出席を求めることとする。補佐人帯同の許可申請がされている場合は、その結果
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も併せて通知する。 

     指定した期日及び場所に申立人以外の審査請求人又は参加人が出席しない場合であっても、

口頭意見陳述を実施することは可能であり、改めて口頭意見陳述の機会を与える必要はない。

なお、申立人が口頭意見陳述に正当な理由なく出席しない場合は、審理手続を終結させること

ができる（行審法第41条第２項第２号）こととなっており、このことは、申立人に対する期日

等の通知において、併せて記載し、注意喚起を行うものとする。 

（ウ）遠隔地に所在する審査請求人又は参加人への対応 

     審査請求人又は参加人が遠隔地に所在している等の事情により、審査庁に赴くことが困難で

ある場合は、これらの者の利便性の高い場所を口頭意見陳述の開催場所として指定し、審理員

が当該開催場所に赴くという方法といった、遠隔地に所在する審査請求人又は参加人の利便性

に配慮した対応をとることも可能である。 

イ 口頭意見陳述の会場の準備 

    上記アにより指定した場所に口頭意見陳述の会場を設置する。この設置方法は、典型的には、

以下の図のようなものとなることが想定される。なお、記録要員等を陪席させる場合は、以下の

図とは別のテーブルを設置し、これを使用させる。また、録音に必要となる機材も準備する。 

 

        図 5 口頭意見陳述会場の配置（例） 

   審理員    

   ○ ○ ○    

         

審査請求人Ａ ○      ○  

代理人Ａ ○      ○  

      ○ 処分庁等 

審査請求人Ｂ ○      ○  

補佐人Ｂ ○      ○  

             

   ○○

 

○○

 

○○   

   参
加
人
Ａ 

補
佐
人
Ａ 

 

参
加
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人
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    このほか、準備作業として想定されるものとしては、出席者の入館事前登録手続（庁舎管理上

必要な場合）や、出席者を会場まで案内する要員を配置すること等が考えられる。また、事案に

よっては、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（庁舎管理者（審理手続を庁舎外で実施してい

る場合は当該施設の管理者）との連携等）についても検討する必要がある。 
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（３）口頭意見陳述の実施 

ア 出席者の確認 

    審理員は、口頭意見陳述手続に先立ち、出席者の確認を行う。審理員は、出席者に対して、身

分証明書の提示を求める等により、当該出席者が審理関係人又はその補佐人であることについて

確認を行う。 

また、出席者以外の者が会場に現れた場合については、審理員が適宜対応を行うこと。なお、

出席者以外の者として想定されるものは、以下のとおり。 

（ア）事前に申請のない補佐人 

     補佐人帯同の許可申請の時期や方式については法令上の定めはないので、口頭意見陳述の当

日に申立人が補佐人を帯同し、出席の許可を求める場合も想定される（上記（１）ウ参照）。こ

の場合には、記載例を示してその場で申請書の作成を求める等により申請の手続をとらせた上

で、速やかに可否について判断する。 

（イ）申立人の介助者 

     申立人の精神的・身体的状況から判断し、介助者が必要であると判断される場合は、介助者

に対して、口頭意見陳述に立ち会うことを認めることは可能である。ただし、補佐人でない介

助者は、当該事件に関して発言その他一切の行為を行うことはできない。 

（ウ）総代以外の共同審査請求人 

     総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する

行為をすることができる（行審法第11条第４項）ことから、これらの者は口頭意見陳述におい

て発言することはできない。ただし、これらの共同審査請求人が口頭意見陳述への陪席（傍聴）

を希望する場合には、審理員の判断により、その陪席（傍聴）を認めることは妨げられない。 

（エ）その他の者（申立人の支援者、マスコミ関係者等） 

     口頭意見陳述では、個々の国民の権利義務に関わる処分等の違法・不当が争われるという性

質上、個人情報等を取り扱うことが想定されることに加え、充実かつ効果的に審理を行うこと

が求められることから、一般には、口頭意見陳述を公開で行うことは望ましいものではないと

考えられる。個々の事案に応じ、審理員の判断により、口頭意見陳述を公開とし、その他の者

の傍聴を認めることも可能であるが、その際には、審理関係人の意向も確認した上で判断する

必要がある。また、この場合においては、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（本節（２）

イ参照）についても検討しておく必要がある。 

イ 手続の進行 

    審理員は、以下により、口頭意見陳述の手続を進行する。 

（ア）注意事項の説明 

     審理員は、口頭意見陳述手続の冒頭において、手続における注意事項についての説明を行う

ものとする。想定される事項は、審理の妨げとなる発言や、申立人による相当でない発言を制
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限することがあること、発言は要点を押さえ簡潔に行うこと、録音・撮影を禁止すること、電

話の発着信等を禁止すること、その他審理員の指示に従うこと等が考えられる。また、審理関

係人の発言内容を公にすることは、その後の審理関係人の発言を萎縮させ、審理手続の迅速か

つ適切な進行を妨げるおそれがあることから、必要に応じ、意見聴取手続の内容をみだりに公

にしないよう要請することも想定される。 

（イ）申立人の意見陳述 

     審理員は、申立人等に、審査請求に係る事件に関する意見を陳述させる。なお、不服申立人

適格や審査請求期間を徒過した正当な理由の有無などの審査請求の適法要件が問題となってい

るが、不適法であることが必ずしも明らかでないため、審理手続を経ないでする却下裁決（行

審法第24条）の対象とならず、審理手続が行われる場合には、「審査請求に係る事件に関する意

見」には、原処分の違法・不当についての意見のほか、不服申立人適格や審査請求期間を徒過

した正当な理由などの審査請求の適法性についての意見も含まれる。 

     申立人が複数存在している場合は、審理員が陳述順を定めて、順次陳述を行わせる。     

申立人の陳述中に、補佐人が適宜発言を補佐することは差し支えないが、他の出席者によるそ

の陳述を妨げる発言等（陳述に対する質問を含む。）は制限する（下記（オ）参照）。 

     審理員は、処分庁等への質問を含め、申立人の主張等の内容が出尽くした頃を見計らい、申

立人に陳述の終了を促す。申立人が陳述を終えず、事件に関係のない事項にわたり発言を始め

た場合や既に陳述された内容を繰り返すような場合は、その発言を制限し（行審法第31条第４

項）、陳述を終了させることができる（下記（オ）参照）。 

（ウ）申立人等による処分庁等への質問及び処分庁等からの回答 

     上記陳述中に、申立人が、審理員に対して、処分庁等への質問を行う許可を求めた場合は、

適宜これを許可し、処分庁等の出席者に回答させる（下記ウ参照）。 

（エ）審理員による出席者に対する質問 

     行審法上は、申立人の陳述等に対し他の審理関係人が反論・質問をする手続は特に設けられ

ていないが、審理員は、効率的かつ充実した審理を行うため、審理関係人への質問（行審法第

36条）として、他の審理関係人に対し、申立人の陳述内容及び処分庁等の回答内容についての

見解を質問し、その反論等を促す。また、審査請求の争点（本章「５ 争点の整理等」（１）（51

ページ）参照）についての審理関係人の主張を明らかにする必要があると認める場合等には、

その他の事項についての見解を質問し、その主張を聴く。さらに、これらの質問に対する審理

関係人の回答についても同様に、必要に応じ、他の審理関係人の反論等を促す。 

     また、申立人以外の審査請求人及び参加人に対し、他の審理関係人への質問を求める事項の

有無を確認し、質問を求める事項がある場合には、口頭による審理関係人への質問の申立てと

して取扱い、適宜当該質問を行うなど、効率的かつ充実した審理を行うよう努める。 
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（オ）秩序維持 

     審理員は、申立人のする陳述が、当該審査請求の事件と関係のない事項にわたる場合その他

相当でないと認める場合は、これを制限することができる（行審法第31条第４項）。その他相当

でない場合とは、意見陳述が既に陳述された内容の繰り返しに過ぎない場合や、陳述者の発言

が審理の争点に対する審理員の見解についての質疑である場合、喧噪にわたる場合などが挙げ

られる。 

     また、法令上規定はないが、審理員に上記のとおり発言を制限できる権限が与えられている

ことに鑑みれば、上記に該当しない審理手続の妨げとなる審理関係人の発言（他の陳述者の陳

述を妨げる発言（陳述に対する質問を含む）、陳述を終了した申立人や申立人以外の者が審理員

からの質問への回答以外に自らの意思で行う発言）等についても、審理員が制限することがで

きるものと解される。 

さらに、審理関係人が、上記の発言等を制限する旨の審理員の指示に従わず、その言動に照

らし、当該審理関係人を退去させることが庁舎管理等の観点からやむを得ないと認められる場

合は、審理員は、庁舎管理者（審理手続を庁舎外で実施している場合は当該施設の管理者）と

も連携し、当該審理関係人の退去等必要な措置をとる。 

（カ）口頭意見陳述の終了 

     全ての申立人の陳述が終了し、審理員が所要の質問を終えた場合は、審理員は、口頭意見陳

述を終了する旨を宣言することにより、口頭意見陳述を終了する。 

ウ 申立人等による処分庁等への質問及び処分庁等からの回答 

（ア）質問の許可 

     口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁

等に対して、質問を発することができる（行審法第31条第５項）とされている。 

     質問について、審理員の許可を要することとしているのは、質問が不当に多発され質問権が

濫用されることで、審理に混乱を来すおそれがあることに配慮したものであり、例えば、事件

に関係のない事項についての質問等相当でない質問については、これを許可しないことも許容

される。ただし、このようなおそれがない場合に、質問を許可しないことは適当でない。 

     なお、審理員が、運用上の取扱いとして、口頭意見陳述の期日における審理を効率的に進め

る観点から、申立人に対して、事前に質問内容を書面等により提出を求めることは妨げられな

いが、口頭意見陳述の期日における審理において、事前に提出されていない質問であることを

理由として、質問を許可しないことは許されない。 

（イ）処分庁等からの回答 

     申立人の質問に対しては、法律上、処分庁等の回答義務についての明示的な規定はないが、

処分庁等は審理において協力すべき責務（行審法第28条）を有しており、申立人の質問権が規

定された趣旨に鑑みれば、処分庁等が質問に対して適切に回答すべきことは当然であり、処分



 

- 62 - 

庁等の回答は、原則として口頭意見陳述の場で行われるべきである。回答に調査を要するなど

の事情によりその場で回答することが困難である場合には、後日、回答することもやむを得な

いものと考えられるが、この場合には、審理員は、回答の方法、期限等を定めて、処分庁等に

示すものとする。 

     なお、質問に回答することが守秘義務に抵触する場合は、処分庁等が回答を拒否することも

考えられるが、このような場合には、審理員は、処分庁等に対して、守秘義務に抵触しない範

囲での回答を促す等の対応をとるべきである。 

（ウ）処分庁等の出席者 

     処分庁等については、一般には、その補助機関たる職員が出席することとなり、具体的に出

席する者は処分庁等の判断に委ねられるが、申立人の処分庁等に対する質問の実効性を担保す

る観点から、原処分の担当者など、申立人が発する審査請求に係る事件に関する質問に適切に

回答し得る者を出席させる必要がある。 

     なお、処分庁等の出席者の範囲は、本来、あくまで処分庁等に所属する職員に限られるが、

運用上の取扱いとしては、例えば、出先機関の処分についての審査請求で、当該処分の前提と

なった通達の適法性が問題となっている場合のように、処分庁等の職員のみでは申立人の質問

に必ずしも適切に対応することができないと認められる場合には、質問の実効性を担保する観

点から、その上級行政庁の職員が、処分庁等の職員を補佐してともに出席することを認めるこ

ともあり得る。 

（４）記録の作成 

   審理員は、口頭意見陳述を行ったときは、遅滞なく、当該手続の記録を作成する。具体的には、

申立人の陳述の要旨のほか、申立人が処分庁等に対して質問を行ったときや審理員が質問を行った

ときは、当該質問及びそれに対する回答の要旨を記録する〔様式例第71号〕。 

なお、後日、発言内容等の詳細について確認が必要となる可能性を考慮し、ＩＣレコーダ等の録

音機材を使用して、口頭意見陳述の内容を録音しておくことが望ましい（出席者が反対する場合に

は、録音する趣旨等を説明して理解を求める等の対応をとる。）。 
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７ 審理関係人による証拠書類等の提出 

  審査請求人又は参加人は、それぞれの主張を理由付けるため、証拠書類又は証拠物を提出すること

ができる（行審法第32条第１項）。具体的には、例えば、事実を知る者がその内容を記述した書面や、

原処分の対象となった施設・場所等を撮影した写真などが挙げられる。 

  また、処分庁等は、処分が適法・相当であることを裏付けるため、当該処分の理由となる事実を証

する書類その他の物件を提出することができる（行審法第32条第２項）。具体的には、原処分の判断を

するに当たり職権で実施した調査の結果などが挙げられる。 

  ただし、審理員が、これらの書類その他の物件（以下「証拠書類等」という。）を提出すべき相当の

期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない（行審法第32条）。 

（１）提出手続 

   証拠書類等の提出時期については、法令上の規定はないが、審理の迅速性を確保するため、他の

審理手続と併せて提出期限を示すことが効率的であると考えられる。 

具体的には、弁明書の提出要求に際して、審理員が、処分庁等に対し証拠書類等を提出すべき相

当の期間（提出期限）を定めて通知し、その提出を促す（本章「３ 処分庁等への審査請求書の送

付及び弁明書の提出」（１）（46ページ）参照）。）という方法がある。また、これと同様に、提出さ

れた弁明書の送付に際して、審理員が、審査請求人又は参加人に対し反論書又は意見書とともに提

出期限を定めて通知し、証拠書類等の提出を促す（本章「４ 反論書・意見書」（２）ア（49ページ）

参照）という方法がある。 

   このほか、審理手続の申立てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」（３）（51ページ）参

照）等に際して、審理関係人に対して、証拠書類等の提出の意向の有無及び提出可能時期について

意見を聴取し、これを踏まえ、証拠書類等を提出すべき相当の期間を定めて通知する、という方法

も考えられる。 

   なお、提出期限内に証拠書類等が提出されない場合において、審理に当たってこれらを把握する

必要があると認めるときは、更に期間を定めて、当該期間内に証拠書類等が提出されない場合は審

理手続を終結することがある旨（行審法第41条第２項）を記載した書面〔様式例第57号〕により、

その提出を促すことが適当であると考えられる。 

また、証拠書類等は、審査請求人及び参加人による閲覧等の対象であることから、弁明書の添付

書類（本章「３ 処分庁等への審査請求書の送付及び弁明書の提出」（４）（48ページ）参照）と同

様に、運用上、証拠書類等の提出時に、他の審査請求人等による閲覧等の可否についての意見を聴

いておくことが効率的であると考えられる〔様式例第30号・第31号〕。 

（２）提出を受けた後の手続 

   審理員は、証拠書類等の提出を受けたときは、提出者に対して受領した旨を連絡する〔様式例第

43号〕とともに、他の審査請求人又は参加人に当該書類の閲覧等を求める（行審法第38条）機会を

保障する観点から、他の審理関係人に対し、その旨を連絡する〔様式例第32号〕ことが望ましい。

〔図２－⑦〕
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また、提出を受けた証拠書類等については、審査庁は、裁決をした後、速やかに提出者に返還しな

ければならないこととされており（行審法第53条）、返還までの間、適切に管理する必要があること

から、提出された証拠書類等が多数に及ぶ場合などは、その後の整理、特定等の便宜を考慮し、当

該証拠書類等の写しを作成することや、整理番号を付すことも考えられる。 

   なお、審理員が提出される証拠書類等の受領を裁量により拒むことはできないことから、証拠書

類等の受領を拒んで審理手続を終結した場合、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手

続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

（３）証拠書類等の提出に係る記録の作成 

   審理員は、証拠書類等に提出者、提出日時を記載した書面を添付し、記録とする〔様式例第72号〕。 

（４）その他留意点 

ア 「相当の期間」の経過後の証拠書類等提出の取扱い 

    審理員は、証拠書類等を提出すべき相当の期間を定め、かつ、その期間を経過した後には、証

拠書類等の提出を拒むことができると解されているが、提出者の故意や重大な過失によらず、提

出期間の経過後に新たな事実や証拠書類等が判明したような場合については、提出期間が経過し

ていることのみをもって、その受領を拒み、当該書類等を考慮することなく審理を終結すること

は適当でないと考えられる。 

イ 審理手続外の証拠書類等の提出の禁止 

    審理関係人が、審理員に対して、他の審理関係人にその存在を明らかにしない意図で、非公式

に証拠書類等を提出することは認められない。審理員は、審理関係人がそのような意図を明らか

にして証拠書類を提出した場合であっても、これが行審法第32条の規定により提出された証拠書

類等として取り扱われることと、審査請求人又は参加人による閲覧等の対象となることを明示し

た上で、受領することが必要である。 

ウ 提出人が早期の返還を求めた場合等の取扱い 

    提出された証拠書類等については、法律上は、裁決をするまでの間は返還する義務はないが、

審理関係人が業務上の必要その他の事情により早期の返還を求めた場合には、当該証拠書類等の

写しを作成する等により、その後の審理に支障が生じない範囲で、返還するよう努めることが望

ましい。また、当該書類等の内容等を精査した結果、その後の審理手続や行政不服審査会等への

諮問の手続において、不要であることが明らかな場合も、早期に返還することが望ましい。 

    なお、当該書類等の写しを作成した場合は、写しの作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類

等の提出者及び提出日時を当該写しに記載することとし、上記（３）の事件記録はこの写しによ

り作成することとする。 
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８ 書類その他の物件の提出要求 

  審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対

し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる（行審法第33条）。この物件とは、具

体的には、例えば、審査請求人が審査請求に係る処分の対象物である土地の占有を申し出た場合の相

手方の承諾書や、健康上の理由により営業停止処分を受けた審査請求人のカルテなどが挙げられるが、

審理関係人が所持する関係書類等も含まれる。 

また、この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる（行審法第33条）。

これは、審理関係人からの証拠書類等の提出があっても、審理員が更に物件の収集を必要と認める場

合に、その提出を求めるものである。 

（１）物件提出要求の手続 

ア 審査請求人等からの申立て 

    審査請求人又は参加人がする申立ての方式については、法令上の規定はないが、審理手続の円

滑な進行を図る観点からは、一般には、書面〔様式例第38号〕の提出を求め、その際に、その必

要性（どのような証拠を得るために物件の提出を求めるのか等）についても説明させることが適

当であると考えられる。ただし、審理手続の申立てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」

（３）（51ページ）参照）等の場において、申立ての意向が示された場合は、その場で内容等を確

認した上で、口頭による申立てとして処理することが望ましいと考えられる。 

イ 所持人への物件提出の求め 

    審理員は、上記アの申立てがあった場合又は更に調査が必要と認める場合で、物件提出を求め

る必要性があると判断した場合は、当該物件の所持人に対し、提出を求める物件の内容、提出す

べき相当の期間（提出期限）等を明示して、当該物件の提出を求める。要請及び回答書の様式例

は〔様式例第40号〕のとおり。 

また、提出された物件は、審査請求人及び参加人による閲覧等の対象であり、この閲覧等の請

求があった場合は、審理員は、当該閲覧等について提出者の意見を聴かなければならない（行審

法第38条）ことから、運用上、物件の提出時に、他の審査請求人等による閲覧等の可否について

の意見を聴いておくことが効率的であると考えられる。その場合、具体的な方法としては、上記

の通知において、物件を提出する際に、審査請求人等による閲覧等の可否についての意見及びそ

の理由を併せて提出〔様式例第40号・第41号〕するよう求めることが考えられる。 

ウ 申立人への通知 

    審理員は、申立てに対する判断を必ず示さなければならない。申立てを受けて物件提出要求を

行う場合は、上記イの提出の求めをする際に、併せて申立人に対して通知することが効率的であ

ると考えられる。また、申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に対して通知

する必要がある〔様式例第39号〕。なお、審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において口頭

で申立てがなされた場合には、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能である。 

〔図２－⑫〕
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（２）提出を受けた後の手続 

ア 物件受領についての通知 

    提出を受けた物件については、審査庁は、裁決をした後、速やかに提出者に返還しなければな

らないこととされている（行審法第53条）。審理員は、物件の提出を受けたときは、提出者に対し

て、これを受領した旨及び必要に応じ当該物件を裁決までの間留め置く旨を連絡する〔様式例第

43号〕とともに、審査請求人又は参加人に当該物件の閲覧等を求める（行審法第38条）機会を保

障する観点から、これらの者に対し、その旨を連絡することが望ましい。また、所持人が審理員

の協力要請に応じず、物件が提出されなかった場合は、その旨を申立人に通知する〔様式例第42

号〕。 

イ 物件の留置 

    審理員は、提出された物件を、審理の必要性に応じて留め置くことができる（行審法第33条）。

運用に当たっては、当該物件の提出者からの返還要求がない限り、原則として、裁決までの間当

該物件を留め置くことが想定される。また、提出を受けた物件については、審査庁は、裁決をし

た後、速やかに提出者に返還しなければならないこととされており（行審法第53条）、返還までの

間、適切に管理する必要があることから、提出された物件が多数に及ぶ場合等には、証拠書類等

と同様に整理番号を付す（本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（２）（63ページ参照））

ことも考えられる。 

なお、当該物件の提出者が業務上の必要その他の事情により早期の返還を求めた場合は、審理

員は、任意の協力により提出されるものであることを踏まえ、当該物件の写しを作成する、写し

が作成できないものについては速やかに必要な調査を実施する等により、その後の審理に支障が

生じないよう留意しつつ、返還するよう努めることが望ましい。また、当該書類等の写しを作成

した場合は、写しの作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提出者及び提出日時を当該写

しに記載する。 

（３）物件の提出に係る記録の作成 

   審理員は、当該物件に提出者、提出日時を記載した書面を添付し、記録とする〔様式例第72号〕。

当該物件を返還した場合は、上記（２）イの写し（上記の写しが作成できない物件については、当

該物件の調査結果（必要に応じて写真を添付））を用いる。 

（４）その他留意点 

ア 守秘義務との関係 

    処分庁等その他の行政庁に対し物件提出の要求があった場合で、これに応じて物件を提出する

ことが守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えられる。ただし、一般には、守秘

義務が課されている審理員に提出するものであり、提出により直ちに他の審理関係人が知り得る

こととなるわけではない（提出書類の閲覧等要求（行審法第38条）については、正当な理由があ

れば、審理員がこれを拒むことができる）ので、このような取扱いは、守秘義務に抵触すること

 

- 67 - 

となる理由が、例えば、特定の職員だけが知り得る状態を確保する必要のある情報が含まれると

いった、機密性の高いものである場合に限られる。 

    そのため、審理員の物件提出要求に対して、守秘義務に抵触するとしてこれを拒否した場合に

は、審理員は、上記について当該行政庁に説明し、当該物件の提出と、その提出を拒む正当な理

由を具体的に提示すること求めるべきである。 

イ 証拠書類の早期返還 

    本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（４）ウ（64ページ）に準ずる。 
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９ 審理関係人への質問 

  審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審

理関係人に質問することができる（行審法第36条）。これは、審理を効果的・効率的に進めるため、審

理員に、審理関係人の主張の趣旨・内容等について質問し、その説明を求める権限を認めたものであ

り、審査請求人等に対する手続保障の観点から設けられている口頭意見陳述における申立人の処分庁

等に対する質問（行審法第31条第５項）とは異なる。 

  具体的には、口頭意見陳述の申立てがない場合に審理関係人の主張を明確にしようとする場合や、

反論書等で示された他の審理関係人の主張や参考人陳述等の手続で判明した事実等に対する反論を促

す場合に、書面等により審理関係人に質問することが典型的な例として挙げられる。また、口頭意見

陳述において、申立人の陳述内容及び処分庁等の回答内容について他の審理関係人への反論等を促す

場合や（本章「６ 口頭意見陳述」（３）イ（60ページ）参照）、審理手続の申立てに関する意見聴取

において、争点等を効率的に整理するため招集した審理関係人の主張の内容等を明確にしようとする

場合（本章「５ 争点の整理等」（３）（52ページ）参照）に、口頭により当該審理関係人に質問する

ことも、この審理関係人に対する質問に含まれる。 

（１）申立て等の手続 

ア 審査請求人等からの申立て 

    審査請求人又は参加人がする申立ての方式については、法令上の規定はないが、本章「８ 書

類その他の物件の提出要求」（１）（65ページ参照）と同様に取り扱うことが望ましい〔様式例第

44号〕。また、口頭意見陳述（本章「６ 口頭意見陳述」（３）イ（60ページ）や審理手続の申立

てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」（３）（52ページ）参照）等の場において、質問

をして欲しいという意向が示された場合は、その場で内容等を確認した上で、口頭による申立て

として処理することが望ましいと考えられる。 

イ 質問の実施 

    審理員は、上記アの申立てがあった場合又は更に調査が必要と認める場合で、審理関係人に質

問を行う必要性があると判断した場合は、当該審理関係人に質問を行う。質問の方式については、

法令上の規定はなく、他の審理手続の場において活用する場合（後述（２）参照）を除いては、

一般に、書面〔様式例第46号〕により質問事項及びその回答期限を示し、回答を求めることが適

当であると考えられるが、必要に応じ、当該審理関係人の出席を求め、質問を行うことも妨げら

れない。 

ウ 申立人等への通知 

    審理員は、申立てに対する判断を必ず示さなければならない。申立てを受けて質問を行う場合

は、上記イの質問を行う際に、併せて申立人に対して通知することが効率的であると考えられる。

また、申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に対して通知する必要がある〔様

式例第45号〕。なお、口頭意見陳述や審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において口頭で申

〔図２－⑮〕
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立てがなされた場合には、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能である。 

    また、審理関係人の出席を求めて質問を行う場合には、出席を求める審理関係人の都合等を事

前に聴取して日程等の調整を行った上で、質問を実施する日時・場所及び聴取者（審理員等）等

を示して出席するよう通知する〔様式例第46号〕。 

（２）他の審理手続等における活用 

   審理員は、審理関係人への質問の手続が、迅速かつ充実した審理を図る観点から、以下の活用方

法も想定されていることに留意し、職権による質問の実施を積極的に活用することが望ましい。 

ア 審理手続の充実等 

    行審法上、口頭意見陳述における申立人の処分庁等に対する質問（行審法第31条第５項）以外

には、審理手続において審理関係人が他の審理関係人に対して口頭で反論や質問をする手続は特

に設けられていない。そのため、本節冒頭でも述べたとおり、他の審理関係人への反論等を促す

場合や争点等を効率的に整理しようとする場合などには、審理員は、審理関係人に対する質問を

活用し、審理を効果的・効率的に進めることが求められる。 

なお、これらの審理手続において、審理関係人が他の審理関係人に質問を行うことを求めた場

合（事実上その場で質問を発した場合を含む。）には、審理員は、その内容等に鑑み適当と認める

ときは、口頭で審理員に対して質問の申立てがあったものとして取り扱い、審理員から当該他の

審理関係人に対して質問を行うことになる。 

イ その他質問権を行使する場合 

    本章「１ 総則的な留意点」（１）ア（40ページ参照）で述べたとおり、審理手続の結果、他の

審理関係人が了知しない裁決の内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合には、当

該事実について他の審理関係人の反論の機会を保障するため、審理の迅速性の観点にも留意しつ

つ、その事実を含む審理手続の結果を当該審理関係人に示した上で、当該審理関係人に対し、当

該事実の認否や反論の有無等について質問を行うこととなる。 

（３）記録の作成 

   審理員は、質問を行ったときは、遅滞なく、これを作成する。ただし、口頭意見陳述その他の審

理手続に際して行われる質問については、当該他の手続に係る記録の一環として記載することで足

り、質問についての記録を別に作成することを要しない。具体的には、質問及び回答の年月日、質

問に内容及びその回答の要旨を記載する。様式の例としては〔様式例第73号〕のとおり。なお、質

問を口頭で行った場合には、後日、発言内容等の詳細の確認が必要となる可能性を考慮し、ＩＣレ

コーダ等の録音機材を使用して、審理手続の場におけるやり取りの内容を録音しておくことが望ま

しい。 

（４）留意点 

ア 回答内容の証拠等 

    質問の結果、審理関係人から得られた回答について、これを証する資料や証人が存在している
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場合には、必要に応じて、回答者に対して証拠書類等の提出を促し、また、物件の提出要求手続

や参考人陳述の手続を活用する等により、これを把握することが望ましい。 

イ 処分庁等の回答が守秘義務に抵触する場合 

    処分庁等が、質問に回答することが守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えら

れる。当該質問が他の審理関係人も同席している場において行われた場合は、審理員は、処分庁

等に対して、守秘義務に抵触しない範囲での回答を促す等の対応をとる。それ以外の場合におい

て、審理員が留意し対応する事項は本章「８ 書類その他の物件の提出要求」（４）（66ページ参

照）と同様である。 
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10 その他の審理手続 

（１）審理手続の種類 

   審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、本章の「５ 争点の整理等」（51

ページ参照）から「９ 審理関係人への質問」（68 ページ参照）に記載した審理手続のほか、以下の

審理手続を行うことができる。 

ア 参考人の陳述及び鑑定の要求（行審法第34条） 

審理員が、その判断の参考に供するため、適当と認める者に、参考人としてその知っている事

実の陳述を求め、又は鑑定を求める手続である。適当と認める者とは、具体的には、例えば、審

査請求人を診察した医師や、審査請求に係る処分の対象物の価値等を鑑定することができる者な

どが挙げられる。 

イ 検証（行審法第35条） 

必要な場所につき、検証をする手続である。これは、審査請求の審理を進める上で、ある場所

の状況を確認し判断の資料を得る必要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うというも

のである。「場所」とは、具体的には、例えば、用地買収における土地や、営業停止処分に係る事

業所などが挙げられる。なお、この手続は、審理員に、必要と認める場所に強制的に立ち入る権

限を付与するものではなく、当該場所の管理者等の協力を得て実施する必要がある。 

（２）審理手続の実施に係る手続 

ア 審査請求人等からの申立て 

    審査請求人又は参加人がする申立ての方式については、法令上の規定はないが、本章「８ 書

類その他の物件の提出要求」（１）（65ページ参照）と同様に取り扱うことが望ましい〔様式例第

47号・第53号〕。 

イ 審理手続の実施についての検討 

    審理員は、上記アの申立てがあった場合又は更に調査が必要と認める場合には、簡易迅速かつ

公正に審理を行う観点から、審理手続を実施する必要があるかどうかについて検討を行う（※）。 

※ 審理関係人ではない第三者が関与する審理手続について 

参考人の陳述及び鑑定の要求、検証並びに物件の提出要求（所持人が審理関係人でない場合）の審理手続は、

審理において協力すべき責務を有する審理関係人（行審法第 28 条）ではない第三者が対象であり、当該第三者

の任意の協力により実施が可能となるものである。そのため、審理手続の実施について協力を得られないおそ

れもあり（特に、協力を求める審理手続の内容が当該第三者の負担を伴う場合）、協力が得られた場合であって

も、日程調整を始めとする審理手続実施の調整のための期間や、鑑定については鑑定人が鑑定を行うための期

間が必要となる。 

  これらを踏まえれば、審理を迅速に進める観点からは、第三者が関係する審理手続について、当該審理手続

以外の方法により、当該審理手続と同等程度の結果をより迅速に得られる場合は、当該方法についても検討す

〔図２－⑬⑭〕
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ることが適当である。具体的には、例えば、鑑定について、審理関係人が自ら依頼して行った鑑定結果を証拠

書類等として提出することを求めることや、検証について、審理関係人にその対象となる場所の写真等を証拠

書類等として提出することを求めることなどが考えられる。このような代替的な方法をとることが困難であり、

又は審理の公正性の確保等の観点から適当でない場合で、当該審理手続を実施する必要があると審理員が判断

するときに、当該審理手続を実施することとなる。 

 

ウ 審理手続実施のための協力要請 

    審理員は、上記イの検討の結果、当該審理手続を実施する必要性があると判断した場合は、以

下のとおり関係者への協力要請を行う。 

（ア）参考人陳述又は鑑定の求め 

     審理員は、適当と認める者に参考人陳述又は鑑定を求める。参考人陳述又は鑑定を誰に求め

るかについては、審理員の判断に委ねられ、申立人が参考人又は鑑定人を指定して申立てをし

た場合であっても、合理的な理由がある場合には、異なる者に参考人陳述又は鑑定を求めるこ

とも許容されるが、審理の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くことのないよう留

意する必要がある。 

     要請は、相手方の都合等を事前に聴取して日程等の調整を行った上で、陳述又は鑑定を求め

る内容、陳述等の聴取を実施する日時・場所及び陳述等の聴取者（審理員等）、鑑定結果の提出

期限等を明示して行う。特に、鑑定については、効果的に鑑定を行う観点から、どのような事

項について鑑定を求めるのかを具体的かつ明確に特定することが求められる。このほか、交通

費や鑑定料等、依頼に伴う費用の支弁の有無・方法等については、各行政庁の基準に従い、併

せてこれを記載する。また、審理員の判断により、参考人陳述等に審理関係人の立会いを認め

ることも可能であるが、この場合には、依頼を行う際に、その旨を明示する。要請及び回答書

の様式例は〔様式第 49 号〕のとおり。 

（イ）検証のための管理者等への立入要請 

     検証を行う対象となる場所に管理者等が存在する場合は、当該管理者等に対して、検証のた

めの立入り等について協力要請を行う。依頼は、相手方の都合等を事前に聴取して日程等の調

整を行った上で、立入りを行う場所と日時、立入りを行う者（審理員等及び申立人）の氏名等

を明示して行う。要請及び回答書の様式例は〔様式第 55 号〕のとおり。 

エ 申立人への通知 

    審理員は、申立てに対する判断を必ず示さなければならない。申立てを受けて審理手続を実施

する場合は、上記イの協力要請をする際に、併せて申立人に対して回答を通知することが効率的

であると考えられる。また、申立てを認めない場合は、理由を付した回答を申立人に対して通知

する必要がある〔様式例第48号・第54号〕。なお、審理手続の申立てに関する意見聴取等の場にお

いて口頭で申立てがなされた場合には、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可
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能である。 

    なお、検証については、これを行うことが可能となった場合、その日時及び場所を申立人に対

して通知〔様式例第56号〕し、これに立ち会う機会を与える（行審法第35条第２項）必要がある。

審理員が、申立人による立会いが事実上不可能となるような通知をした場合（例えば、検証の対

象となる場所が申立人の居住地から遠距離であるにもかかわらず、通知を検証の実施直前に行う

等）や、申立人に検証に立ち会う機会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対

する裁決が手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある（ただし、申立人が立会可能な

日時及び場所の通知をしたにもかかわらず、申立人が検証に立ち会わない場合には、申立人が立

会権を放棄したものとして、検証を進めることができる。）。申立人以外の審理関係人や、職権で

検証を実施する場合の審理関係人に、検証の実施についての通知をする義務はないが、審理員の

判断により、審理手続を進める上で支障がない場合には、通知〔様式例第56号〕するのが望まし

いと考えられる。 

    このほか、参考人陳述等に審理関係人の立会いを認める場合にも、当該手続の日時・場所の確

定後、速やかに、これを審理関係人に通知〔様式例第 50 号〕する。 

オ 審理手続の実施 

（ア）参考人の陳述及び鑑定の要求（参考人等に出席を求める場合） 

     参考人等の出席を求めて参考人陳述等を実施する場合の具体的な進行方法については、個々

の事案に応じ、審理員が適切に判断すべきであるが、典型的には、以下のような手順で進めら

れることが想定される。 

    ① 出席者の確認 

      審理員は、審理手続に先立ち、出席者の確認を行う。審理員は、出席者に対して、身分証

明書の提示を求める等により、当該出席者が参考人又は鑑定人であることについて確認を行

う。また、審理関係人の立会いを認めた場合には、これらの者についての確認も行う。 

      出席者以外の者が会場に現れた場合については、審理員が適宜対応を行うこと。 

② 注意事項の説明 

      審理員は、参考人陳述等の冒頭において、手続における注意事項についての説明を行うも

のとする。想定される事項は、参考人等は事件についての意見を陳述することができないこ

と、審理の妨げとなる発言等を制限することがあること、録音・撮影を禁止すること、電話

の発着信等を禁止すること、その他審理員の指示に従うこと等が考えられる。また、審理関

係人の立会いを認める場合は、審査請求の直接の当事者ではない参考人等のプライバシー保

護等の観点から、必要に応じ、参考人等の発言内容をみだりに公けにしないよう要請するこ

とも想定される。 

    ③ 参考人等からの陳述の聴取 

      審理員は、招集した参考人又は鑑定人から、その知っている事実又は鑑定の結果を聴取す
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る。複数の参考人等を招集した場合には、審理員が聴取順を定めて、順次聴取を行う。なお、

これらの手続は、参考人等が当該事件について有する意見の陳述を求めるものではない（⑤

参照）。 

    ④ 審理員による質問 

      審理員は、必要に応じ、参考人等に対して質問を行う。なお、この質問は、第三者である

参考人に対し、審理員が参考人陳述等の目的を達成するために付随的に行うものであり、口

頭意見陳述（行審法第31条）や審理関係人への質問（行審法第36条）とは異なり、審査請求

人又は参加人が直接質問を発し、又は審理員に質問の申立てを行うことは法律上認められて

いないが、審理関係人の立会いを認めた場合には、審理員が、その判断により、審理関係人

に対し参考人等への質問事項の有無・内容を確認（質問）し、その結果を踏まえ、審理員が

適当と認めた事項について参考人に質問を行うことは妨げられない。 

    ⑤ 秩序維持 

      参考人陳述等の際の秩序維持については、法令上の規定はないが、審理員は、参考人等が

審査請求の争点についての主張を行うなど、当該手続の趣旨に照らし相当でないと認める場

合は、その発言を制限するなど、秩序維持のため必要な措置をとることが適当である（本章

「６ 口頭意見陳述」（３）の秩序維持についての記載（61ページ）も参考とされたい。）。 

    ⑥ 参考人陳述等の終了 

      以上の陳述の聴取及び質問を終えた場合は、参考人陳述等を終了する旨を宣言し、当該審

理手続を終了する。 

（イ）鑑定の要求（鑑定結果報告書の提出による場合） 

     鑑定については、鑑定人に鑑定結果の報告書〔様式例第51号〕を提出させることにより、手

続を実施することも可能である。 

（ウ）検証 

     審理員は、検証の実施に先立ち、検証実施時における立入りが可能な箇所や部外者の立入制

限への対応等について、必要に応じ、検証対象場所の管理者等との間で確認を行う。また、検

証に当たり必要な調査を行うことについての許可を求めること等を想定し、検証対象箇所の管

理者等に対して、検証実施時における立会いを求めることが望ましい。 

     審理員は、検証の実施に際し、立会人（申立人及び上記の管理者等）に対して、所要時間や

検証場所の範囲等の確認を行うとともに、申立人に対して、検証場所等での行動は管理者等の

許可が必要であること等についての注意喚起を行う。また、審理員は、上記（２）ウ（イ）の

要請書と自身の公務員としての身分証明書を携帯する。 

     また、後日、検証場所の詳細の確認が必要となる可能性等を考慮し、写真を撮影する等によ

り記録しておくことが望ましい。 
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（３）審理手続実施後の手続 

審理員は、審理手続を実施したときは、その旨を申立人に通知する。また、関係者が審理員の協

力要請に応じず、審理手続を実施できなかった場合も、その旨を申立人に通知する〔様式例第 52 号・

第 56 号〕。なお、検証について、審理員が申立人以外の審理関係人に検証の実施について通知をし

ている場合においては、上記を当該審理関係人にも通知する。〔様式例第 56 号〕。 

さらに、審理手続の結果、他の審理関係人が了知しない裁決の内容についての判断に影響を及ぼ

す事実が判明した場合の対応は、本章「９ 審理関係人への質問」（２）イ（69 ページ参照）と同様

である。 

（４）審理手続に係る記録の作成 

   審理員は、参考人陳述及び鑑定の記録並びに検証の記録については、当該審理手続実施後、遅滞

なく、当該手続の記録を作成する。具体的な作成方法は以下のとおり。 

ア 参考人陳述及び鑑定の要求 

    審理員は、参考人陳述については、その陳述の要旨のほか、審理員が質問を行ったときは、当

該質問及びそれに対する回答の要旨を、鑑定については、鑑定を求めた事項及びその結果の要旨

（口頭で聴取した場合には、その聴取内容の要旨）を、それぞれ記録する。鑑定結果報告書があ

る場合は、これも記録に添付する。様式の例としては〔様式例第74号・第75号〕のとおり。 

    なお、参考人陳述及び口頭で聴取した鑑定結果については、後日、発言内容等の詳細の確認が

必要となる可能性を考慮し、ＩＣレコーダ等の録音機材を使用して、審理手続の場におけるやり

取りの内容を録音しておくことが望ましい。 

イ 検証 

    審理員は、検証を行った日時、検証を行った場所、当該場所の現況等（必要に応じ写真を添付）

を記載する。様式の例としては〔様式例第76号〕のとおり。 
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11 審査請求人等による提出書類等の閲覧等 

   審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に提出された書類その他の物件

（提出書類等）の閲覧又は写しの交付（以下「閲覧等」という。）を求めることができ、審理員は、

正当な理由がある場合を除いては、これを拒むことができない（行審法第38条第１項）。これは、審

査請求人又は参加人の手続保障の充実を図る見地から、審査請求人又は参加人が審査請求の審理に

おいて適切に主張・立証することができるよう、認められるものである。 

（１）審査請求人又は参加人による求め 

   審査請求人又は参加人がする閲覧等の求めの方式については、法令上の規定はないが、審理手続

の円滑な進行を図る観点からは、一般には、閲覧等を求める提出書類等の範囲を記載した書面〔様

式例第58号〕の提出を求めることが適当であると考えられる。これは、当該書面の閲覧等を認める

ことができない理由の検討や、提出者への意見聴取を行うためにも、あらかじめ、申請書面の記載

事項により対象となる証拠書類等の範囲を把握することが必要となるためである。   

（２）閲覧等を拒むことができる「正当な理由」の有無の確認 

   審理員は、上記申請書面の記載事項による対象となる提出書類等の範囲の把握後、当該提出書類

等が、その閲覧等を認めないための要件である「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があると認めるとき」（行審法第38条第１項）に該当しているかどうかについて、

確認を行う。 

   この要件には、具体的には、第三者の個人識別情報が含まれている場合や、閲覧等により、行政

機関が行う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている

場合など、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第14条各号に規定する不開示事由と重

なるものが想定されるが、第三者の個人識別情報が含まれていることが直ちに「正当な理由」に該

当するものではなく、例えば、審査請求に参加していないものの、審査請求に係る処分等に密接に

関与している第三者についての個人識別情報については、「正当な理由」に該当しないと判断される

場合もあり得ると考えられる。 

このほか、写しの交付の対象となる資料が膨大であるため、写しの交付を認めることにより、審

理員の事務負担が過大となり、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合も「正当な

理由」に含まれると考えられる。なお、本手続は、情報公開法等における部分開示を前提とするも

のではないことから、上記の不開示事由に該当する情報を除くことにより、閲覧等が可能となる場

合であっても、その作業負担が過大で、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合は、

正当な理由があるものとして、閲覧等を認めないことも許容され得るものと考えられる。しかしな

がら、例えば、上記の不開示事由に該当する情報を除くことが比較的容易な場合には、当該情報の

除去（マスキング）等により閲覧等を認めるべきである。 

（３）提出者への意見聴取 

   審理員は、提出資料等の閲覧をさせ、又は提出資料等の写し等の交付をしようとするときは、原

〔図２－⑯〕
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則として、当該提出資料等の提出者から、閲覧等の可否についての意見を聴取しなければならない

（行審法第38条第２項）。ただし、審理員がその必要がないと認めるとき、具体的には、提出者から

意見を聴くまでもなく、閲覧等を拒むことができる「正当な理由」に該当するか否かについて判断

が可能である場合には、意見を聴く必要はない。 

   この意見の聴取の方式については、法令上の規定はないが、閲覧等の求めに対する決定を迅速に

行う観点から、当該求めがあった際に、提出者に対し、一定の回答期限を付して、求めがあった提

出書類等についての閲覧等の可否についての意見及びその理由を提出するよう、書面〔様式例第59

号〕により照会することが適当であると考えられる。ただし、提出書類等の提出時に、提出者から、

当該資料の審査請求人又は参加人による閲覧等の可否についての意見及びその理由が提出されてい

る場合（本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（１）（63ページ）及び「８ 書類その他

の物件の提出要求」（１）イ（65ページ）参照）は、改めて提出者から意見を聴く必要はない。 

   なお、審理員は、提出された提出者の意見に拘束されるものではないことから、意見の聴取を行

う際には、提出者に対しその旨を明確にしておく。 

（４）閲覧等の可否の決定及び審査請求人等への通知等 

   審理員は、上記（２）及び（３）を踏まえ、当該閲覧等の求めについての可否を決定する。なお、

提出者から閲覧等を認めることが適当でない旨の意見が提出された場合であっても、審理員は、当

該意見に拘束されるものではなく、閲覧等を拒む「正当な理由」が認められない場合には、これを

拒むことはできない。 

   閲覧等の求めの可否を決定したときは、審理員は、速やかに当該求めをした審査請求人又は参加

人に通知する。閲覧等を認めることとした場合に通知する内容は、閲覧の場合には、閲覧を認める

旨並びに閲覧を行わせる日時及び場所（行審法第38条第３項）であり、交付の場合には、交付を認

める旨並びに交付の方法、交付に要する費用（交付手数料及び送付による交付の場合における送付

費用）の額及び納付方法である〔様式例第60号〕。また、本節（２）のマスキング等を実施した提出

書類等の閲覧等を認める場合は、その旨についても併せて通知する。 

   また、当該閲覧等を認めないこととした場合、審理員は、当該求めをした審査請求人等に対して、

書面〔様式例第60号〕により、その旨及びその「正当な理由」を通知する。 

（５）交付手数料の減免 

   審理員は、請求者に経済的困難その他特別な理由があると審理員が認めるときは、手数料を減額

し、又は免除することができる（行審法第38条第５項）。 

   なお、国に所属する行政庁以外が審査庁である場合は、審理員は、交付手数料及びその減免等に

ついて、条例等の定めに従うことになる（行審法第38条第６項）。 

（６）閲覧等の実施 

ア 閲覧 

    審理員は、上記（４）により指定した場所において、提出書類等の閲覧を行わせる。この際、
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審理員又は審理員補助者は、閲覧等の求めをした審査請求人等が、指定した場所及び日時以外で

の閲覧や当該提出書類等の破損等を行うことを防止するため、立ち会うことが適当である。 

    なお、写しを交付することも可能である提出書類等について、閲覧を受ける者が、カメラでの

撮影等を行うことについては、庁舎管理上の問題など特段の支障がある場合を除いては、差し支

えないものと考えられるので、閲覧を受けようとする者から申出があった場合等には、適切に対

応すること。その際、庁舎管理上の制約等がある場合には、閲覧を受けようとする者に対して必

要に応じ適切な説明がされることが望ましい。 

イ 写しの交付 

    審理員は、上記（４）を受けて、写し等の交付を行う。写しの交付方法については、審理員が

適当と認める方法（審査庁があらかじめ交付の方法を定めている場合には、当該方法）によるこ

ととなり、情報公開法における開示請求のように、交付を受ける者の自由な選択を前提とするも

のではないが、交付を受ける者の希望に応じ、柔軟に対応することが望まれる。 

    なお、オンライン化法第４条を適用し、当該行政機関のあらかじめ定めるところにより、審理

員がオンラインによって交付を行うことも可能であり、この場合には、交付を求められた写し等

の書面に係る電磁的記録を交付することになる。 
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12 審理手続の併合又は分離 

   審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合さ

れた数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる（行審法第39条）。これは、審理の円滑

かつ迅速な進行と手続経済の観点から、個々の審査請求事件の関連性、審理手続の進行状況等を踏

まえて行われるものである。 

（１）審理手続の併合 

ア 併合が望ましい場合 

    審理員は、自身が審理手続を行う複数の審査請求事件が、以下に該当する場合等、一の審理手

続により審理を行うことが適当と認められる場合には、審理関係人のプライバシーの保護等を考

慮しつつ、これらの審査請求に係る審理手続を併合することが望まれる。 

・ 複数の審査請求に係る処分等が相互に関連しており証拠書類等が共通する場合や、審理関係

人が共通しており口頭意見陳述等の手続を一括して行うことが効率的である場合など、手続を

一括して行うことにより審理をより円滑かつ迅速に進めることができる場合 

・ 争点を共通とする大量の審査請求（例えば、支給基準の変更や施設の未整備を違法とするも

のが考えられる）など審理手続を個別に行うよりも当該争点についての審理を一括して行うこ

とが効率的である場合 

イ 併合の手続 

    審理手続を併合する場合の具体的な手続については、法令上の規定はないが、運用上は、プラ

イバシー保護等の観点から、各審査請求の審理関係人の意見を聴いた上（各審査請求が、同じ審

査請求人により行われている場合等意見を聴取する意義が乏しい場合を除く）で、審理員が併合

の適否を判断し、併合が適当と認める場合には、審理手続を併合した旨を審理関係人に通知する

〔様式例第62号〕ことが考えられる。 

ウ 併合の効果 

    審理手続を併合した場合には、以下のような効果が生ずる。ただし、併合は、審理手続の終結

までの間、一の手続により審理を行うものであるが、裁決は審査庁が行うものであることから、

審理員の判断で数個の審査請求に係る審理手続を併合した場合でも、当然に一の事件として裁決

をすることになるものではない。 

   ・ 併合前の各審査請求についての参加人は、併合審理される審査請求全体の参加人として取り

扱われ、他の審査請求事件に係る審理手続の申立てや物件の閲覧等の請求も可能となる。 

   ・ 併合審理される数個の審査請求についての弁明書等の主張内容を記載した書面は、これらの

審査請求全体に共通のものとして提出され、共通の審理資料として活用される。なお、審理員

は、併合後に、審理関係人が所持していない弁明書等（当該審理関係人が参加していなかった

併合前の審査請求に係る弁明書等）を送付する必要がある。 

   ・ 併合前に一の審査請求について提出された証拠書類等の物件は、併合された審査請求全体に

〔図２－③〕



 

- 80 - 

共通の審理資料として活用される。 

（２）審理手続の分離 

   審理員は、併合した複数の審査請求事件に係る審理手続について、一の審理手続により審理を行

うことが適当でないと認められるに至った場合には、併合した審理手続を分離する。 

   具体的には、一部の審査請求事件について必要な審理を終えたと認められるに至った場合や、審

理手続の進行に伴って、各事件の争点等が区々となり、一の手続により審理を進めるメリットが失

われた場合などが想定されるが、個々の事案に応じて、審理員が適切に判断することになる。 

   審理手続を分離する場合には、必要に応じ審理関係人の意見を聴いた上で、審理員が分離の適否

を判断し、分離が適当であると認められる場合には、審理手続を分離した旨を審理関係人に通知す

る〔様式例第63号〕ことが考えられる。 

   なお、審理手続を分離した場合には、併合して審理を行っている過程で提出された証拠書類等に

ついては、各審査請求事件において、それぞれ証拠書類等として取り扱うことが適当と認められる

場合には、適宜写しを作成するなど、その後の審理に支障が生じないよう対応する必要がある。な

お、当該書類等の写しを作成した場合は、写しの作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提

出者及び提出日時を当該写しに記載する。 
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13 審理員による執行停止の意見書 

   審理員は、国民の権利利益の救済の観点から、審理手続を行う中で執行停止をする必要があると

認める場合には、審査庁に対し、職権で、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる（行

審法第40条）。 

   これは、審理手続に入る以前の段階において、審査請求人から執行停止の申立てがされていない

か、又は、審査請求人による執行停止の申立てを審査庁が認めなかったという場合であっても、審

理員による審理手続において、執行停止を行うべき事情が明らかになる場合があることを想定した

ものである。 

   審理員は、執行停止をすべき旨の意見書を提出すべき場合に該当した場合は、上記の観点から、

直ちに意見書を提出するものとし、この意見書には、執行停止を行う必要性についての説明（上記

の事情が明らかになったこと等）を記載することとする〔様式例第64号〕。 
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14 審理手続の終結 

（１）原則 

   審理員は、当該審査請求事件について必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結する

（行審法第41条第１項）。なお、具体的に審理手続を終結する時点については、個々の事案に即して

判断されることになるが、一般には、審査請求人等の申立て等を受けて必要と判断した審理手続を

行い、他の審理関係人が了知しない裁決の内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合

にはその反論等の有無を確認する等の手続を経て、審理関係人の主張が尽くされ、審理員が審査庁

がすべき裁決の内容について心証を形成したときに、審理手続を終結することになると考えられる。 

（２）例外 

   審理員は、必要な審理を終えたとは認められない場合であっても、以下の表の手続について、審

理関係人に主張及び立証の機会を与えたにもかかわらず、その機会が履行されなかった場合は、審

理手続を終結することができる（同条第２項）。 

 

表 9 審理手続を終結することができる場合 

以下の物件について、審理員が定めた提出すべき相当の期間内に提出されず、更に一定の期間を

示して当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該物件が提出されなかったとき

（行審法第41条第２項第１号） 

 

弁明書（行審法第29条第２項） 

反論書（行審法第30条第１項） 

意見書（行審法第30条第２項） 

証拠書類等（行審法第32条第１項及び第２項） 

書類その他の物件（行審法第33条） 

口頭意見陳述（行審法第31条）の申立人が正当な理由なくこれに出頭しなかったとき（行審法第

41条第２項第２号） 

 

   ただし、これらの要件に該当することのみをもって審理手続を終結することは適当でなく、審理

員は、審理の進行状況や審理関係人の対応状況等も考慮して、審理手続を終結することが適当かど

うかを判断する必要がある。例えば、一部の参加人だけが提出期限内に証拠書類等を提出しない場

合は、審理手続を続行するという判断をすることもあり得る。 

また、行審法第33条に基づく物件の提出要求については、審理関係人ではない第三者が対象とな

ることも想定されているが、上記の趣旨に照らし、当該第三者が提出に応じないことを理由として、

審理手続を終結することは適当でない。 

（３）審理手続終結後の手続 

   審理員は、審理手続を終結したときは、手続の透明性を確保する観点から、その旨並びに審理員

〔図２－⑰〕
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意見書及び事件記録（本章「15 審理員意見書」（２）（84ページ）参照）を審査庁に提出する予定

時期（変更した場合は新たな予定時期）を審理関係人に対し通知する（行審法第41条第３項）〔様式

例第65号〕。 

   また、この時点で、審査請求人による行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出又は参加

人による行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出（行審法第43条第１項第４

号。第２編第４章「２ 諮問が不要となる場合」（２）（89ページ）参照）がされていない場合は、

運用上、上記の通知に併せて、上記申出を行っていない者に対して、上記予定時期までに、これら

の申出をすることができる旨の注意喚起〔様式例第66号〕を行う（参加人からの申出がされている

場合を除く）ことが効率的であると考えられる。 
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15 審理員意見書 

（１）審理員意見書の作成 

   審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書（審理員

意見書）を作成しなければならない（行審法第42条第１項）。審理員が複数指名されている場合は、

合議を行うなど全ての審理員が関与して作成する。なお、審理員意見書の作成時期を「直ちに」で

はなく「遅滞なく」としている趣旨は、審理員意見書の作成には、一般に少なくとも数日程度の期

間を要すると考えられるためである。 

   審理員意見書の記載事項については、法令上の規定はないが、審理員による審理の結果を裁決に

適正に反映させるという観点からは、裁決（行審法第50条）の原案となり得るものとすることが適

当であり、裁決書の記載事項に対応して、事案の概要及び審理関係人の主張の要旨を整理し、当該

事件の争点を明示した上で、審査請求に対する結論（裁決主文に対応するもの）及びその理由（事

実関係の認定や当該事実関係に対する関係法令の適用を含む。）を記載することが望ましい。 

また、処分についての審査請求において申請拒否処分が違法又は不当であると認める場合や、不

作為についての審査請求において当該不作為が違法又は不当であると認める場合において、当該申

請に対する一定の処分をする旨の措置（行審法第46条第２項各号、第49条第３項各号）をとること

が適当であると認めるときは、当該措置の内容及びその理由を審理員意見書に併せて記載する（第

２編第５章「３ 裁決書」（１）（96ページ）参照）。 

このほか、審理員意見書には、審理員の署名又は押印を付すことにより、本人の意思に基づいて

作成されたものであることを明らかにすることが望ましい。 

   これらの審理員意見書について、記載事項に必要な要素や記載の程度を含む、標準的な様式の例

は〔様式例第69号〕のとおりである。 

（２）審査庁への提出 

   審理員は、審査請求人等の手続保障及び審理遅滞防止の観点から、審理員意見書を作成したとき

は、「速やかに」、これを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない（行審法第42条第２項）。

基本的には、審理員意見書を作成後直ちに提出することが望まれるが、なお事件記録の整理等を要

するなどの事情により、直ちに提出することができない場合には、事件記録が整い次第提出すべき

である。 

   なお、審査庁に提出する必要がある事件記録は以下のとおりである（行審法第41条第３項及び行

審令第○10条）。 

 

表 10 審査請求手続における事件記録 

事件記録 左の記録に係る審理手続等の根拠条文 

行審法第41条第３項に規定されているもの  

〔図２－⑱〕

 

- 85 - 

 ・審査請求書 行審法第19条 

・弁明書 行審法第29条 

事件記録として政令で定めるもの【Ｐ】 

   

  

  

  

  

    

  



 

- 86 - 

第４章 行政不服審査会等への諮問 

１ 諮問の概要等 

  行政不服審査会等への諮問は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適

正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の立場からチェックす

るものである。 

（１）諮問先となる機関 

   審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局である庁の長である場合は総務省に置かれる行

政不服審査会に、審査庁が地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合）

の長（組合の場合は、長、管理者又は理事会）である場合は、行審法第 81 条により当該地方公共団

体に置かれる附属機関に、それぞれ諮問を行う（行審法第 43 条第１項）。 

   なお、審査庁が外局としての委員会や審議会等、上記以外の行政庁である場合は、行政不服審査

会等に諮問を行う必要はない。 

（２）諮問の内容等 

ア 時期等 

    審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときに諮問を行う（下記「２ 諮問が不要となる場合」

の場合を除く。）（行審法第 43 条第１項）。審査庁は、諮問を行うに当たっては、審理員意見書の

内容を精査して審査庁がしようとする裁決の内容についての考え方を整理する必要があることか

ら、審理員意見書の提出から諮問までには一定の期間（少なくとも一週間程度の期間）を要する

と考えられるが、迅速に裁決を行う観点から、審理員意見書が提出されたときは、個々の事案に

応じて、可能な限り迅速に諮問を行う必要がある。 

イ 諮問書 

行政不服審査会等への諮問は、審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックするもの

であり、行政不服審査会等の定めるところにより、諮問書又はその添付書類において、審査庁と

してしようとする裁決についての考え方、具体的には、裁決の主文（行審法第 50 条第１項第１号）

とその理由（同項第４号）に相当する内容を明らかにして行う。審査庁は、審理員意見書及び事

件記録の内容を踏まえ、上記アのとおり速やかに諮問書等を作成する必要がある。なお、審査請

求の一部を認容する裁決をしようとする場合（行審法第 43 条第１項第７号・第８号に規定する諮

問除外理由（本章「２ 諮問が不要となる場合」（５）（91 ページ）参照）に該当しない場合）に

おいて、事実上の行為について撤廃・変更の措置をとることや、申請に対する一定の処分に関す

る措置をとることが適当と認める場合には、その旨も明らかにする必要がある。 

ウ 添付書類 

行政不服審査会等への諮問は、審理員意見書及び事件記録（第２編第３章「15 審理員意見書」

（84 ページ）参照）の写しを添えて行う（行審法第 43 条第２項）。 

〔図３－①〕
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また、行政不服審査会等の定めるところにより、その他の添付書類（例えば、総代互選書や委

任状等が想定される。）の提出が必要となる場合には、当該資料を添付する。なお、審査庁は、行

政不服審査会等が行う調査（行審法第 74 条）に対応するため、当該資料のコピーを作成し、保有

しておく必要がある。 

（３）審理関係人への通知等 

審査庁は、行政不服審査会等に諮問をした場合は、審理関係人に対して、諮問をした旨を通知す

るとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない（行審法第43条第３項）〔様式例第68号〕。

この通知は、審査請求人又は参加人が、行政不服審査会等に対し、意見陳述や主張書面等の提出を

適切に行う機会を確保する等の観点から行うものであるため、審査庁は、諮問後速やかに通知を行

う必要がある。 

（４）行政不服審査会等における調査審議手続 

行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れは以下の図のとおりである（行政不服審

査会における調査審議手続の規定は地方公共団体に置かれる第三者機関についても準用される（行

審法第81条第３項））。 

 

 図 6 行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れ 
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（※）国に置かれる行政不服審査会の場合（地方公共団体に置かれる機関については、条例等で定めるところによること

となる。）。 

 

２ 諮問が不要となる場合 

（１）処分や裁決について第三者機関の議を経ている場合 

審査請求に係る処分が他の法令等の規定に基づき第三者機関の議を経てされている場合（行審法

第 43 条第１項第１号）や、処分についての不服申立ての手続において、法律等の規定に基づき第三

者機関の議を経て裁決をしようとする場合（同項第２号）、審査請求に係る申請又は不作為について

の一定の処分（第２編第５章「２ 裁決の態様」（４）（94 ページ）参照）に関して第三者機関の議

を経て裁決をしようとする場合（同項第３号）には、それらの手続により処分又は裁決の判断の客

観性・公正性が確保されていることから、行政不服審査法に基づく行政不服審査会等への諮問を不

要としている。 

なお、上記の第三者機関とは、具体的には以下のとおりである。 

 

表 11 行審法第 43 条第１項第１号及び第２号の機関 

１ 行審法第９条第１項各号に掲げる機関 

 ① 内閣府設置法第49条第１項若しくは第２項又は国家行政組織法第３条第２項に規定する委

員会（外局としての委員会） 

② 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第８条に規定する機関（いわゆる

審議会等） 

③ 地方自治法第138条の４第１項に規定する委員会若しくは委員又は同条第３項に規定する

機関（附属機関） 

２ 地方公共団体の議会 

３ これらの機関に類するものとして政令で定めるもの【Ｐ】 

  

 

 

 

 

 

   また、審査庁が第三者機関（行審法第９条第１項各号に掲げる機関）である場合は、有識者で構

成される合議体により公正かつ慎重に判断が行われることが制度上担保されていると考えられるこ

とから、行政不服審査会等への諮問は不要となる。 
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（２）審査請求人が行政不服審査会等への諮問を希望しない場合 

ア 諮問を希望しない旨の申出 

    審査請求人が行政不服審査会等の手続を経ることなく迅速な裁決を望む場合は、簡易迅速かつ

公正な手続により国民の権利利益の救済を図るという制度の趣旨に照らし、諮問を不要としてい

る（行審法第 43 条第１項第４号）。 

    申出の方式についての法令上の規定はないが、後日に当該申出の有無についての認識が相違す

ることを防止する観点から、書面〔様式例第 67 号〕の提出を求めることが適当である。当該書面

は、諮問を行う審査庁に提出するものであるが、審理員による審理手続が行われている場合は、

申出人の利便性を図る観点から、審理員を経由して提出することも可能とすべきである。 

    なお、審査請求人から上記申出が行われていない場合は、実務上、審理手続の終結時の審理関

係人への通知の際、審理員意見書の提出予定時期を提出期限の目安として示した上で、審査請求

人に対して上記申出の意向がある場合には、速やかに申出を行うよう注意喚起（第２編第３章「14 

審理手続の終結」（３）（82 ページ）参照）することが効率的であると考えられる。 

イ 諮問しないことについて反対する旨の申出 

    参加人がいる場合には、審査請求人のみならず参加人の手続保障にも配慮が必要であることか

ら、審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をした場合であっても、参加人が諮問を希望し、審

査請求人の申出に反対する申出を行った場合には、行政不服審査会等に諮問しなければならない

（行審法第 43 条第１項第４号）。 

    審査庁の担当職員（又は審理員）は、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出を受けた場合

は、参加人に対して、行政不服審査会等への諮問をしないことについて反対する意向の有無につ

いて、適宜期限を設定した上で、確認を行い、反対する意向がある場合にはその旨の書面〔様式

例第 67 号〕により申出を行うよう求めることが適当である。また、審理手続の終結までの間に審

査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がない場合には、審理員は、審理

手続の終結時の通知の際、審査請求人に対する上記アの注意喚起と並行して、参加人に対しても、

審理員意見書の提出予定時期を提出期限の目安として示した上で、審査請求人が諮問を要しない

場合の申出をした場合でも行政不服審査会等への諮問を希望する場合には、速やかに申出を行う

よう注意喚起することが適当である。なお、いずれの場合も、期限内に申出がされない場合は、

申出がないものとしてその後の手続を進めることになる。 

（３）行政不服審査会等が諮問を要しないものと認めたものである場合 

   処分要件が明確であり、かつ、その適合性が客観的に判断される処分についての審査請求など、

行政不服審査会等の議を経る意義に乏しい事案等については、当該行政不服審査会等が諮問を要し

ないと認めることにより、諮問手続を不要としている（行審法第 43 条第１項第５号）。諮問手続を

不要とする事案の具体的な範囲については、それぞれの行政不服審査会等が、個々の審査請求の事

件について調査審議を行い、答申を集積することを通じて、定型化・類型化し、これをあらかじめ
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審査庁に対して示す、という方法により、明らかにされていくことが想定されるが、典型的なもの

としては、例えば、以下の表のような事案が考えられる。 

   

表 12 行政不服審査会等への諮問が不要となると考えられる事案（例） 

① 法令において数量的指標その他の客観的基準により明確に要件が定められており、当該要件

の適合性が、（権限を有する行政庁が作成する証明書や計測・実験などにより）客観的に判断さ

れる処分に係る事案 

② 行政不服審査会等において、調査審議を重ねる中で、先例となる類似の事件についての答申

が蓄積され、調査審議しても明らかに同じ結果になるものなど、処分の類型や審査請求の趣旨

及び理由等に照らし、行政不服審査会等の関与を要しないと認める事案 

③ 他の法律の規定により、軽微な処分や形式的・機械的な判断により決定される処分であるな

どの理由から、当該法律の規定により諮問を受けるべき機関が諮問を要しないものと認めた処

分（※）に係る事案 

（※ このような処分は、上記（１）に該当しないことから、行審法上は、行政不服審査会等への諮問が必要と

なるが、本来諮問を受ける機関が諮問を要しないものとした処分についてまで、行政不服審査会等の諮問を

経る必要はないと考えられる） 

④ 審査庁が処分庁等又はその上級行政庁のいずれでもない場合に、申請に対する処分又はその

不作為に係る審査請求事案について、申請の全部を認容する場合（当該申請の全部を認容する

ことについて反対する旨の意見書の提出等がある場合を除く）（※） 

 （※ 申請に対する処分又はその不作為に係る審査請求は、審査庁が処分庁等又はその上級行政庁である場合は、

審査庁が当該審査請求を認容する裁決に加え、行審法第 46 条第２項又は同法第 49 条第３項の規定により、

当該申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容する措置をとることをもって、審査請求の全てを認容した

こととなり、行政不服審査会等への諮問は不要となる（行審法第 43 条第１項第８号）が、審査庁が処分庁

等又はその上級行政庁のいずれでもなく、当該申請に対して一定の処分をすべき旨を命ずる権限が付与され

ていない場合は、申請の全部を認容しても、行審法第 43 条第１項第８号の適用がなく、行政不服審査会等

への諮問が必要となる。しかし、申請の全部を認容する場合は、審査庁は審査請求人の権利利益を 大限の

救済する措置を取ることとなるため、このような場合にまで行政不服審査会等の諮問を経る必要はないと考

えられる） 

 

（４）審査請求が不適法であり、却下する場合 

   審査請求が不適法であり、却下する場合（行審法第 43 条第１項第６号）は、処分の当否について

の判断はなされず、審査請求の適法要件について判断されるにとどまるため、行政不服審査会等の

議を経る意義に乏しいと考えられることから、行政不服審査会等への諮問は不要としている。 
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（５）審査請求の全部を認容する場合 

   審査請求の全部が認容される下記ア・イに該当する場合には、審査請求人の権利利益が完全に救

済されるため、行政不服審査会等が審査庁の判断の妥当性等を改めてチェックする必要性がないと

考えられることから、行政不服審査会等への諮問は不要としている。ただし、参加人が、意見書や

口頭意見陳述において、審査請求の全部を認容することに反対する旨の意見を提出している場合は、

参加人の権利利益にも配慮した審理が必要なことから、行政不服審査会等に諮問することとしてい

る。なお、審査請求の一部の認容にとどまる場合には、当然、行政不服審査会等への諮問が必要と

なる。 

ア 処分（申請拒否処分を除く）についての審査請求の場合（行審法第43条第１項第７号） 

    この場合には、審査請求に係る処分の全部が取り消され、又は事実上の行為の全部が撤廃され

る場合に、行政不服審査会等への諮問が不要となる。 

イ 申請拒否処分又は不作為についての審査請求の場合（行審法第43条第１項第８号） 

    審査請求の対象がいわゆる申請拒否処分又は不作為である場合においては、審査請求人が本来

求めているのは申請の全部を認容する処分であるが、例えば、申請拒否処分を取り消しただけで

は、裁決の趣旨に反しない範囲内で、処分庁が異なる理由により再度申請を拒否する処分をする

ことも妨げられず、当該処分の全部の取消しや当該不作為が違法又は不当である旨の宣言にとど

まる場合には、審査請求人の権利利益の救済が完全に図られるとはいえない。そのため、この場

合には、申請に対する一定の処分を行うことを命じる等の措置（行審法第 46 条第２項等。第２編

第５章「２ 裁決の態様」（４）（94 ページ）参照）として、申請の全部を認容する処分をする旨

の措置をとることとする場合に、行政不服審査会等へ諮問を不要としている。 
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第５章 裁決 

１ 裁決の時期 

  審査庁は、以下の場合は、遅滞なく裁決をしなければならない（行審法第 44 条）。 

  ① 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき 

② 行政不服審査会等への諮問が不要な場合において審理員意見書が提出されたとき（下記③の場

合を除く） 

  ③ 裁決をするに先立って、審議会等の議を経たとき 

  また、審理員の指名を要しない場合は、行政不服審査会等への諮問を行う必要がないことから、審

理手続を終結したときに、裁決をすることとなる（行審法第９条第３項において読み替えて適用する

第 44 条）。 

裁決は、審査庁としての審査請求に対する 終的な結論であり、その判断には一定の期間（少なく

とも数日程度の期間）を要すると考えられることから「遅滞なく」行うものとしているが、個々の事

案に応じて、可能な限り迅速に裁決を行う必要がある。 

このほか、行審法第 24 条に基づき審査請求を却下する場合（第２編第１章「４ 審理手続を経ない

でする却下裁決」（22 ページ）参照）も、裁決が必要となる。 
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２ 裁決の態様 

  審査庁は、審査請求に係る処分又は不作為の違法性及び不当性を判断し、その結果に基づき裁決を

行う。なお、その判断に当たっては、審査請求人が主張する個々の理由の当否に限らず、当該処分又

は不作為そのものの当否を判断すべきであり、審理員から提出された審理員意見書を踏まえるととも

に、行政不服審査会等の諮問機関への諮問手続を経る場合には、その答申を尊重して判断を行う必要

がある。 

  なお、審理員意見書や行政不服審査会等の答申は法的に審査庁の判断を拘束するものではないが、

審理員や行政不服審査会等の判断と異なる判断をする場合、具体的には、裁決の主文（本章「３ 裁

決書」（１）（96 ページ）参照）が審理員意見書、行政不服審査会等の答申書又は裁決等について審議

会等の議を経た場合における当該審議会等の答申書と異なる内容である場合は、その異なることとな

った理由を裁決書に記載しなければならない（行審法第 50 条第１項第４号）。 

裁決の態様は以下のとおりである。 

（１）却下裁決 

   却下裁決は、審査請求が不適法であると審査庁が認める場合に、本案の審理を拒絶するという判

断を示すものである（行審法第 45 条第１項、行審法第 49 条第１項）。 

   審査請求が不適法であることが明らかである場合には、審理手続を経ないで却下裁決をすること

になる（行審法第 24 条。第２編第１章「４ 審理手続を経ないでする却下裁決」（22 ページ）参照）。

また、不服申立要件（審査請求の適法性）が問題となっていて、具体的な審理を実施しなければ判

断できないような場合は、審理手続を行い、その結果、審査請求が不適法であると認める場合に、

却下裁決を行うことになる。なお、この場合においては、行政不服審査会等への諮問は不要である

（第２編第４章「２ 諮問が不要となる場合」（４）（90 ページ）参照）。 

（２）棄却裁決 

   棄却裁決は、審査請求に係る処分又は不作為が違法又は不当のいずれでもないと審査庁が認める

場合に、審査請求に係る処分又は不作為を是認するという判断を示すものである（行審法第 45 条第

２項、第 49 条第２項）。 

ア 事情裁決 

    処分についての審査請求については、審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもない場

合のほか、当該処分が違法又は不当であるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利

益に著しい障害を生ずる場合（例えば、学校設置基準を満たさない私立学校認可申請に対してさ

れた認可は違法であるが、審査請求時に既に当該学校が開校しており、当該認可の取消しが当該

学校の在籍生徒や関係者に与える影響が甚大である場合が考えられる。）において、審査請求人が

受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上で、

処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、当該審査請求を

棄却することができる（いわゆる事情裁決）。 

〔図３－③〕
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    事情裁決を行う場合には、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなけれ

ばならない（行審法第 45 条第３項） 

イ 不作為についての棄却裁決 

    不作為についての審査請求の場合は、当該不作為が「相当の期間」を経過しているがそのこと

を正当化する特段の事由があると審査庁が認める場合に、当該不作為は違法又は不当のいずれで

もないとして、棄却裁決を行うことになる（行審法第 49 条第２項）。 

（３）認容裁決 

ア 処分（事実上の行為を除く。）についての裁決 

    審査請求が理由がある場合、すなわち、審査庁が審査請求に係る処分が違法又は不当であると

認める場合は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、

審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合は、処分庁に対する一般監督権や

処分権限を有しないことから、当該処分を変更することはできない（行審法第 46 条第１項）。 

    なお、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない（行審法第 48 条）。 

イ 事実上の行為についての裁決 

    審査請求が理由がある場合、すなわち、審査庁が審査請求に係る公権力の行使に当たる事実上

の行為が違法又は不当であると認める場合は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である

旨を宣言するとともに、当該事実上の行為について、以下の措置を講じる（行審法第 47 条）。 

   ① 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合は、処分庁に対して、当該事実上の行為の全部若し

くは一部の撤廃又は変更を命じる。 

   ② 審査庁が処分庁の上級行政庁でない場合は、処分庁に対して、当該事実上の行為の全部又は

一部の撤廃を命じる。 

   ③ 審査庁が処分庁である場合は、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又は変更す

る。 

    なお、審査庁は、審査請求人の不利益に当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこ

れを変更することはできない（行審法第 48 条）。 

ウ 不作為についての裁決 

    審査請求が理由がある場合、すなわち、当該不作為に係る申請から相当の期間が経過し、かつ、

そのことを正当化する特段の事由も認められない場合は、審査庁は、当該不作為が違法又は不当

であると宣言する。（行審法第 49 条第３項） 

（４）申請に対する一定の処分に関する措置 

ア 処分についての審査請求 

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処

分（いわゆる申請拒否処分）についての審査請求に対する裁決において、当該処分の全部又は一

部を取り消す場合には、争訟の一回的解決の観点から、処分庁の上級行政庁として処分庁に当該

 

- 95 - 

申請に対する一定の処分をすべき旨を命じ、又は処分庁として当該一定の処分をすることができ

る（行審法第 46 条第２項）。 

これは、申請拒否処分についての審査請求は、一般に、申請の認容を求めて提起されるもので

あることから、争訟の一回的解決を図る観点から、申請拒否処分を取り消すことにとどまらず、

申請に対する応答内容を確定させることができるようにするものであり、審査庁は、基本的に、

一定の処分をすべきか否かを判断することが求められる。 

なお、当該一定の処分の根拠となる個別法令において、第三者機関に対する諮問手続や、関係

行政機関との協議等その他の事前手続をとるべき旨の定めが設けられており、上記の一定の処分

に関する措置をとるために必要があると認める場合は、審査庁が、当該個別法令に規定する手続

をとることができる（行審法第 46 条第３項及び第４項）。 

イ 不作為についての審査請求 

不作為庁の上級行政庁又は不作為庁である審査庁は、不作為についての審査請求に対する裁決

において当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する場合には、争訟の一回的解決の観点から、

不作為庁の上級行政庁として不作為庁に当該申請に対する一定の処分をすべき旨を命じ、又は不

作為庁として当該一定の処分をすることができる（行審法第 49 条第３項）。 

不作為についての審査請求は、一般に、申請の認容を求めて提起されるものであるが、不作為

が違法又は不当である旨を宣言する裁決は不作為庁の事務処理を促すにとどまるものであるため、

争訟の一回的解決を図る観点から、不作為の違法又は不当の宣言にとどまらず、申請に対する応

答内容を確定させることができるようにするものであり、審査庁は、基本的に、一定の処分をす

べきか否かを判断することが求められる。 

なお、当該一定の処分の根拠となる個別法令において、第三者機関に対する諮問手続や、関係

行政機関との協議等その他の事前手続をとるべき旨の定めが設けられており、上記の一定の処分

に関する措置をとるために必要があると認める場合は、審査庁が、当該個別法令に規定する手続

をとることができる（行審法第 49 条第４項及び第５項）。 
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３ 裁決書 

（１）裁決書の記載内容 

   裁決は、主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し、審査庁が記名押印をし

た裁決書により行う必要がある（行審法第 50 条第１項）。これらを欠く裁決書によりされた裁決は、

裁決の取消しを求める訴訟において、手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

上記の事項の詳細については以下のとおりであり、また、裁決書の標準的な例は〔様式例第 77 号〕

のとおりである。なお、審査庁の認識、判断が審理員意見書又は行政不服審査会等の答申書の内容

の一部又は全部と同様となる事項がある場合には、当該事項の記載に当たり審理員意見書又は答申

書の該当部分を引用する形で記載することも可能である。ただし、この場合であっても、審査請求

人等に適切に裁決書の内容を了知させる観点から、引用部分を改めて明記する、審理員意見書等の

該当部分を添付するなどにより、裁決書の内容把握に他の書面を参照する必要が生じないよう配慮

することが望まれる。 

ア 主文 

    審査請求についての結論を示すものであり、典型的には「本件審査請求を却下する」、「本件審

査請求を棄却する」、「本件審査請求に係る処分を取り消す」、「（処分庁）が（処分の文書番号）を

もってした（原処分）を、（変更後の処分）に変更する」、「（事実上の行為）（不作為）は違法であ

る」等の文言となる。 

    なお、事実上の行為を撤廃・変更する措置や申請に対する一定の処分をする措置をとる場合に

は、裁決そのものとは別に当該措置をとる必要があることから、裁決の主文には記載しない。た

だし、審査請求の審理の結果として当該措置をとる判断に至ったことは、裁決書においても明確

に示されるべきである（エ参照）。 

イ 事案の概要 

    審査請求に係る処分等の内容など、当該事案のおおよその内容・要点をまとめたものであり、

審査請求に係る事件の事実関係等を明らかにするよう記載する。 

ウ 審理関係人の主張の要旨 

    審査請求人、参加人及び処分庁等のそれぞれの主張の主な内容であり、審査請求に係る事件の

争点を明らかにするよう記載する。 

    なお、審査請求が不適法であり、審理手続を経ないで却下する場合においては、審査請求書で

把握できる範囲で記載すれば足りる。 

エ 理由 

    審査庁の判断の理由を明らかにするものであり、審査庁が審査請求に係る処分又は不作為につ

いて、適法又は違法、あるいは相当又は不当とした判断の根拠を、審査請求人に理解できる程度

に具体的に記載する必要がある。また、審査庁が審理員意見書や行政不服審査会等の答申書と異

なる内容の主文で裁決をする場合には、判断過程の透明性を確保し、審理関係人への説明を尽く

〔図３－②〕
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す観点から、異なることとなった理由を記載しなければならない。 

オ 申請に対する一定の処分に関する措置 

    事実上の行為を撤廃し、若しくは変更すべき旨を命じ、又は事実上の行為を撤廃し、若しくは

変更する措置（行審法第 47 条各号）をとる場合や、申請に対して一定の処分をすべき旨を命じ、

若しくは当該処分をする措置（行審法第 46 条第２項各号・第 49 条第３項各号）をとる場合には、

判断過程の透明性を確保するとともに、審査請求人の便宜に資する観点から、当該措置の内容及

びその理由についても、裁決書に主文とは別に、付記すべきである。ただし、これらの措置は裁

決そのものではなく、また、裁決書は審査請求人を名宛人とするものであることから、裁決書に

「当該処分をすべき旨を命ずる」旨を記載することによって当然に効力が発生するものではなく、

裁決書への記載とは別に、処分庁等に命ずる行為が必要である。 

カ その他必要な事項 

    法令上規定はないが、裁決の名宛人となる審査請求人の氏名や裁決の年月日は、当然に記載し

なければならない。 

また、裁決書の真正性を担保するため、審査庁は裁決書に記名押印しなければならない（行審

法第 50 条第１項柱書）。 

（２）その他裁決書に必要な事項 

ア 審理員意見書の添付 

    行審法第43条第１項各号の規定により、行政不服審査会等への諮問を要しない場合においては、

審理員意見書が審理関係人に送付されていないことから、裁決書にこれを添付することが必要で

ある（行審法第 50 条第２項）。 

イ 再審査請求をすることができる旨等の教示 

    審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をするこ

とができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示し

なければならないこととされている（行審法第 50 条第３項）。この教示は、適法に再審査請求を

することができる場合を対象とするものであり、一般には、審査請求を却下し、若しくは棄却し、

又はその一部を認容するものである場合に、行うことになる。 

    なお、裁決が審査請求の全部を認容するものである場合であっても、審査請求人が処分の相手

方以外の者である場合や審査請求人と利害が相反する参加人がいる場合には、当該処分の相手方

又は参加人から適法に再審査請求がされることも考えられる。このような場合、この項の規定に

よる教示の対象とはならないが、裁決書は処分の相手方や参加人にも送付される（行審法第 51 条

第４項）から、その送付の際に、運用上、再審査請求に関する教示がなされることが望ましいと

考えられる。 

    このほか、裁決書には、行政事件訴訟法第 46 条に基づき、当該裁決に係る取消訴訟の被告とす

べき者、出訴期間等についての教示を行うことも必要である〔様式例第 78 号〕。 
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４ 裁決書の送達 

（１）送達方法 

   裁決は、送達された時に、その効力を生ずる（行審法第 51 条第１項）。「送達」とは、訴訟法等に

おける、手続に必要な書類を法定の方式に従って当事者や関係人に交付し、又はこれらの者にその

交付を受ける機会を与える行為をいい、行審法では、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付す

ることによってする（同条第２項）という方式をとっている。 

   なお、送達を受けるべき者とは、一般には審査請求人であるが、処分の相手方以外の者のした審

査請求について認容裁決をする場合には、当該処分の効力に変更があることを当該処分の相手方に

了知させる必要があることから、審査請求人に加えて処分の相手方に送達された時に、裁決の効力

を生ずることとしている（同条第１項）。 

送達の方法としては、これらの者に対して、謄本（文書の原本と同一の文字、符号を用いて原本

の内容を完全に写し取った書面）として、運用上、審査庁が原本と相違ないことを記名押印を付し

て証した書面を、郵送や送達を受けるべき者に直接交付する等の方法により行うことが典型的であ

ると考えられる。郵送により送付を行う場合は、送達時点を明確にする観点から、配達証明郵便に

よることが望ましい。 

   また、審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び審査庁以外の処分庁等に送付する（同条第４項）。な

お、処分の相手方が審査請求に参加していない場合には、審査請求を却下し、又は棄却する裁決に

ついても、運用上、裁決書の謄本を処分の相手方に送付することが望ましい。 

（２）公示送達 

   送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合は、

公示の方法によってすることができる（行審法第 51 条第２項ただし書）。公示送達の要件である「所

在が知れない」とは、その者について関係書類の調査、実地調査等を行っても、なお送達すべき場

所が不明な場合をいい、例えば、郵送した裁決書の謄本が宛先不明で返送されたことのみをもって

該当するものではない。また、もう一つの要件である「その他裁決書の謄本を送付することができ

ない場合」とは、例えば、審査請求人又は処分の相手方が戦場その他郵送もできない場所にあって、

しかも国内に受領代理人が定められていないような場合が考えられる。 

   公示の方法は、審査庁が、掲示場への掲示と官報等への掲載をともに行うこととしており、掲載

する内容は、裁決の内容又はその要旨ではなく、「審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送

達を受けるべき者に交付する」というもので足りる（同条第３項） 

 

 

  

〔図３－④〕
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第６章 その他 

１ 証拠書類等の返還 

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、証拠書類等、書類その他の物件（行審法第 32 条）及び提

出要求に応じて提出された書類その他の物件（同法第 33 条）をその提出人に返還しなければならない

こととされている（同法第 53 条）。ただし、提出者が所有権を放棄した書類等や、その返還を望まな

い書類等については、返還する必要はない。なお、審査庁は、裁決前であっても、提出人等の権利保

護のために、当該提出物件が不要になったときは、速やかに証拠書類等を返還することが望まれる。 

また、審査庁は、証拠書類等の返還に当たり、後日、裁決の取消しを求める訴訟が提起される可能

性を考慮して、写しを作成の上、事件記録として保管しておくことが適切であると考えられる。この

証拠書類等の写しを作成した場合は、作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提出者及び提出

日時を当該写しに記載する。 

 

  

〔図３－⑤〕
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２ 電子的方法の利用 

  審査請求の審理を進める過程では、第４章までに述べたとおり、数多くのやりとりが審査庁（又は

審理員）と審理関係人の間で行われる。これらのやりとりを全て書面の送付（郵送）によって行うこ

ととした場合には、送付に要する期間だけで、相当な期間に上ることも考えられる。そのため、審理

関係人との間で電子メールによる送受信が可能であるなど、電子的な方法によってやりとりを行うこ

とが可能な場合には、積極的にこれを活用して、審理の迅速化・効率化を図ることも可能である。 

  例えば、法令上の定めはなく運用上行う手続や、法令上必要となる手続ではあるが法令上書面で行

うことが義務付けられていないもの（例えば、法令上は単に「通知する」とされている場合）につい

ては、電子メール等を利用して行うことが可能であり、それぞれの手続の性質等も勘案しつつ、その

活用を図ることが考えられる。 

  これらの手続のうち、電子メール等を利用しても、審理関係人の手続保障等の観点から特に問題は

ないと考えられるものとして、例えば、次のようなものが挙げられる。 

 

表 13 電子的方法を利用することが可能であると考えられる手続 

手続名 第２編第３章における参照ページ 

審理員による手続  

 ① 利害関係者の審理手続参加又はその取下げに

ついての審理関係人への通知 

「２ 審理関係人」（３）（44ページ） 

② 審理計画策定時における審理関係人への審理

手続の予定時期等の連絡 

「５ 争点の整理等」（２）（３）（51ページ）

③ 口頭意見陳述の期日及び場所の通知 「６ 口頭意見陳述」（２）（57ページ） 

④ 証拠書類等又は物件の提出者への受領通知及

び審理関係人への受領についての連絡 

「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」

（２）（63ページ） 

「８ 書類その他の物件の提出要求」（２）

（66ページ） 

⑤ 審理手続実施の申立人への回答 「８ 書類その他の物件の提出要求」（１）

（65ページ） 

「９ 審理関係人への質問」（１）（68ページ）

「10 その他の審理手続」（３）（72ページ）

⑥ 物件の提出要求 「８ 書類その他の物件の提出要求」（１）

（65ページ） 

⑦ 質問の要求 「９ 審理関係人への質問」（１）（68ページ）

⑧ 参考人陳述又は鑑定の求め 「10 その他の審理手続」（２）（72ページ）
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⑨ 参考人陳述等に審理関係人を立ち会わせる場

合の、審理関係人への日時・場所の通知 

「10 その他の審理手続」（２）（72ページ） 

⑩ 検証のための立入依頼 

⑪ 検証日時及び場所の申立人又はその他審理関

係人への通知 

⑫ 参考人陳述等の審理手続を終了した旨等の通

知 

「10 その他の審理手続」（３）（75ページ） 

 

⑬ 検証場所の管理者等が検証に応じなかった場

合の申立人等への連絡 

⑭ 審査請求人等による提出書類等の閲覧等の可

否についての提出者の意見等の照会 

「11 審査請求人等による提出書類等の閲

覧等」（３）（76ページ） 

⑮ 審理手続の併合・分離についての審理関係人へ

の通知 

「12 審理手続の併合又は分離」（１）（２）

（79ページ） 

⑯ 審理員が決定した提出期限内に証拠書類等提

出されない場合における催促状 

「３ 処分庁等への審査請求書の送付及び

弁明書の提出」（２）（46 ページ） 

「４ 反論書・意見書」（１）（49 ページ） 

「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」

（１）（63 ページ） 

⑰ 審理手続終結及び審理員意見書等の審査庁へ

の提出予定時期についての審理関係人への通知 

「14 審理手続の終結」（３）（82ページ） 

審理関係人等による手続  

 ① 審理手続実施の申立て 「６ 口頭意見陳述」（１）（55 ページ） 

「８ 書類その他の物件の提出要求」（１）

（65 ページ） 

「９ 審理関係人への質問」（１）（68 ペー

ジ） 

「10 その他の審理手続」（２）（71 ページ） 

② 口頭意見陳述における補佐人帯同の許可申請 「６ 口頭意見陳述」（１）（56ページ） 

③ 口頭意見陳述において受けた質問に対して処

分庁等が後日に行う回答 

「６ 口頭意見陳述」（３）（60ページ） 

④ 審査請求人等による提出書類等の閲覧等の可

否についての提出者の意見等 

「11 審査請求人等による提出書類等の閲

覧等」（３）（76ページ） 
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  また、行審法上「審査請求書」、「弁明書」など書面によって行うこととされている手続については、

オンライン化法及びオンライン化法施行規則第３条の適用対象となっており【Ｐ】、審査庁等（オンラ

イン化法上の「行政機関等」）がその実施に必要な事項を定めることにより、オンライン化法第３条や

第４条の規定によるオンライン送付が可能となる。ただし、記名、署名、押印等が法令上必要とされ

る手続を行う場合、行政機関等に対して行われる通知をオンラインで行う場合は、電子署名その他の

氏名又は名称を明らかにする措置（オンライン化法第３条第４項・第４条第４項等）が必要となる。 
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３ 事件関係書類の整理・保存 

  審査庁は、審査請求に係る事件の関係書類を適切に整理し、保存する必要がある。なお、国の行政

機関においては、公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）において、個人又は法人の

権利義務の得喪及びその経緯について、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並び

に当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作

成しなければならないとされており（同法第４条）、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切

な保存に資するよう、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書を行政文書ファイルにまとめなけ

ればならないとされている（同法第５条第２項）。 

  審査庁は、特に事件関係書類の種類が多い等の場合は、これらの散逸を防ぎ、適切な保存及び利用

を確保する観点から、書類の内容に応じて適宜区分して整理・保存することが望ましく、例えば、次

の区分により分類し、各区分に属する書類をおおむね下記の順序で編てつするということが考えられ

る（なお、この例により書類を編てつする場合であっても、特定の書類が大部に及ぶ場合にこれを別

冊とする、複数の審査請求の審理手続を併合（本編第３章「12 審理手続の併合又は分離」（79 ページ）

参照）した場合にこれらをまとめて編てつする等、適宜適切に対応することが望まれる。）。 

なお、上記のうち、電子メール等を利用した通知（本章「２ 電子的方法の利用」（100 ページ）参

照）により実施したものは、当該電子メールの内容をプリントアウトしたものを編てつするという方

法によることが可能である。 

（１）審理手続に関する記録 

主張に関する書面等、提出書類等並びに調書及び重要な手続に関する記録の三分類とし、その順

につづる。 

ア 主張に関する書面等 

審理関係人の主張を明らかにする次のような書類を時系列に並べつづり込む。ただし、関連す

る書類は一括してつづり込む。 

① 審査請求書及びその補正書又は審査請求録取書 

② 弁明書（添付書類を含む。） 

③ 反論書 

④ 意見書 

イ 提出書類等 

    提出書類等（行審法第 32 条及び 33 条）は、審査請求人からの提出物、処分庁等からの提出物、

参加人等からの提出物及びその他の関係者からの提出物の順に、かつ、時系列に並べ（整理番号

を付している場合は、番号の順に）つづり込む。 

ウ 調書及び重要な手続に関する記録 

    争点の整理、手続の経過を明らかにする次のような書類を時系列に並べつづり込む。 

① 審理手続の申立てに関する意見聴取の記録 

〔図３－⑤〕
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② 口頭意見陳述の記録 

③ 参考人の陳述の記録 

④ 鑑定の記録（鑑定結果報告書を含む。） 

⑤ 検証の記録 

⑥ 審理関係人への質問の記録 

⑦ 審理手続の分離又は併合の決定書の写し 

⑧ 審理関係人に対する審理手続終結等の通知書の写し 

⑨ 審査請求取下書 

（２）裁決に関する記録 

ア 審理員意見書 

イ 行政不服審査会等関連書面 

① 行政不服審査会等への諮問書 

② 行政不服審査会等に提出した主張書面 

③ 行政不服審査会等に提出した資料（事件記録の写しを除く。） 

④ 行政不服審査会等の答申書 

ウ 裁決書等 

① 裁決書（裁決書の決定のための稟議書（決裁原議）を含む。） 

② 裁決書謄本の配達証明書等又は裁決の公示送達関係書類（官報等） 

（３）それ以外の記録 

上記（１）及び（２）につづる書類以外の次のような書類をアからウまでに分け、その順に、か

つ、関係する書類ごとに時系列に並べつづり込む。 

ア 資格証明等関係書類 

次のような書類を、審査請求人、参加人（①及び③）の順につづり込む。 

① 法人の代表者等の資格を証明する書面（商業登記簿謄本等） 

② 総代の資格を証明する書面（総代の解任届を含む。） 

③ 代理権を証明する書面（委任状、解任届、辞任届等を含む。） 

④ 審査請求人の権利の承継等についての届出 

⑤ 審査請求人の権利の承継等を証する書面 

イ 執行停止関係書類 

① 執行停止の申立書 

② 執行停止をすべき旨の意見書 

③ 執行停止決定・取消通知書の写し 

ウ その他手続上の書類 

① 補正命令書の写し 
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② 審理員指名通知書 

③ 利害関係人の参加許可申請書（参加許可申請取下げ書を含む。）及び参加許可決定書の写し 

④ 利害関係人に対する審査請求への参加の求めの写し 

⑤ 処分庁への弁明書提出要求書の写し 

⑥ 審査請求人又は参加人への反論書等提出期限の通知書の写し 

⑦ 審理関係人に対する口頭意見陳述への出席要請書の写し 

⑧ 口頭意見陳述における補佐人帯同許可申請書及び決定通知書の写し 

⑨ 審理関係人に対するその他審理手続への出席要請書の写し 

⑩ 物件提出要求、参考人陳述及び鑑定の要求、検証に係る申立書及び要請書の写し 

⑪ 証拠書類等の受領書の写し 

⑫ その他審理関係人に対する通知書の写し 

⑬ 提出資料等の関覧・謄写の請求書及び決定通知書の写し 

⑭ その他手続上の書類  
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第３編 再調査の請求 

 

第１章 再調査の請求の概要 

  再調査の請求は、要件事実の認定の当否に係る不服申立てが大量に行われる処分等のように、申立

てを契機として、事案・内容等を把握している（できる）処分担当者等が改めて当該処分を見直す意

義が認められる特別な類型について、審査請求の前段階で、より簡略な手続により処分を再調査する

ことにより、国民の権利利益の迅速な救済を図るとともに、審査庁の負担軽減に資することを企図す

る手続である。 

  このようなことから、再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる

処分について、個別法（条例は含まれない。）に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合

に限り、することができることとされている（行審法第５条第１項）。具体的には、再調査の請求をす

ることができる旨の定めが置かれている個別法は、次の法律に限られている。 

  なお、旧法における「異議申立て」は、原則として審査請求に一元化されている。 

 

表 14 再調査の請求をすることができる処分 

個別法 対象となる処分（処分庁） 

国税通則法 国税に関する法律に基づく処分 

（税務署長、国税局長又は税関長） 

関税法 関税に関する法律の規定による処分（税関長） 

とん税法・特別とん税法 

 （注）関税法を準用 

とん税・特別とん税の確定又は徴収に関する処分 

（税関長） 

公害健康被害の補償等に関する法律 認定又は補償給付の支給に関する処分（都道府県知事）

 

（１）再調査の請求をすることができる者 

   再調査の請求は、処分についての審査請求と同じく、「処分に不服がある者」がすることができる

（行審法第５条第１項）。 

（２）再調査の請求先 

   再調査の請求は、処分庁である（行審法第５条第１項）。 

（３）再調査の請求をすることができる期間（再調査の請求期間） 

   再調査の請求期間は、審査請求期間と同一内容であり、原則として、処分があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内、また、処分があった日から１年以内にしなければならないが（行

審法第54条第１項本文・第２項本文）、その期間を経過した場合も、「正当な理由」がある場合には、

再調査の請求が認められる（同条第１項ただし書・第２項ただし書）。 
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（４）審査請求との関係 

   処分に不服がある者は、その選択により、再調査の請求又は審査請求のいずれかの不服申立てを

することができ、再調査の請求を経ずに、直接に審査請求をすることも可能である。 

   ただし、当該処分について審査請求をしたときは、再調査の請求をすることはできず（行審法第

５条第１項ただし書）、再調査の請求をしたときは、請求から３月が経過しても決定がない場合等を

除き、その決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない（同条第２項）とされており、

両者を並行提起することはできない。  
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第２章 再調査の請求の諸手続 

１ 再調査の請求手続 

（１）再調査の請求の方式 

   再調査の請求の方式は、審査請求と同様に、個別法に口頭ですることができる旨の定めがある場

合を除き、再調査の請求書を提出してしなければならない（準用後の行審法第19条第１項）。なお、

再調査の請求をすることができる旨を定めている個別法で、実際に口頭ですることができる旨の定

めを置いているものはない。 

   その方式・手続等は、基本的に審査請求と同様である（第２編第１章「１ 審査請求の受付」（１）

～（３）（10ページ）参照）。 

（２）再調査の請求の適法性審査（形式審査） 

   再審査請求の適法性審査（形式審査）についても、処分についての審査請求の場合と原則として

同一である。 

   再調査の請求については、誤った再調査の請求先を教示した場合の救済措置（行審法第22条第１

項）は設けられていないが、適切に教示がされなかったことにより処分庁以外の行政庁に再調査の

請求書が提出された場合には、担当職員は、早急に再調査の請求人に対し、処分庁に再調査の請求

書を提出すべきであり、当該行政庁に対する再調査の請求は不適法な再調査の請求として却下され

ることになる旨を説明する。（その他の事項については、第２編第１章「２ 審査請求の適法性審査

（形式審査）」（５）（18ページ）参照） 

   また、再調査の請求ができる処分であっても、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることも

可能であることから、処分時の教示（第５編第２章「１ 処分時の教示」（128ページ）参照）にお

いて、直接審査請求をすることも可能である旨の教示がされなかったことにより、処分庁に再調査

の請求がされた場合には、処分庁の受付担当職員は、直接審査請求をすることも可能である旨を再

調査の請求人に説明した上で、審査請求を希望する場合には、その者の申立て（行審法第22条第４

項）により、再調査の請求書等の関係書類を審査庁となるべき行政庁に送付する。 

   一方、再調査の請求をすることができる処分について、誤って再調査の請求をすることができる

旨の教示がされなかったことにより、審査請求がされた場合には、審査庁の受付担当職員は、同様

に、再調査の請求をすることも可能である旨を審査請求人に説明した上で、再調査の請求を希望す

る場合には、その者の申立て（行審法第55条第１項）により、審査請求書等を処分庁に送付する。 

   これらの場合には、送付先となる審査庁となるべき行政庁又は処分庁に関係書類が送付されたと

きに、それぞれ、初めから適法に審査請求又は再調査の請求がされたものとみなされる（行審法第

22条第５項・第55条第３項）。 

（３）その他の再調査の請求手続 

   再調査の請求書の補正や、審理手続を経ないでする却下、執行停止、審理手続の承継、再調査の
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請求の取下げなど、その他の再調査の請求手続についても、処分についての審査請求の場合と、原

則として同一である（第２編「第１章 審査請求手続」３～７（20ページ）参照）。 

   なお、再調査の請求については、審理員の指名を要しないことから、執行停止をすべき旨の審理

員の意見書の提出の手続はない。 
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２ 審理手続 

  再調査の請求は、審査請求の前段階で、事案・内容等を把握している（できる）処分担当者等が改

めて処分を見直すことにより、国民の権利利益の迅速な救済を図る手続である（「第１章 再調査の請

求の概要」（106ページ）参照）ことから、審理手続については、審査請求よりも簡略な手続としてい

る。 

  なお、処分庁は、再調査の請求を受けて処分を見直すに当たり、行審法に基づく手続のほか、当該

処分の根拠法令等に基づいて調査を行うことも可能である。 

（１）審理手続を行う者 

   再調査の請求については、審理手続を行う者について法律上特段の規定を置いておらず、処分担

当者が手続を行うことも妨げられない。 

   しかしながら、簡易迅速な事案の処理の観点から特段の問題がない場合には、実際の処分担当者

ではない者が審理を行うことが望ましい。 

（２）口頭意見陳述 

   再調査の請求では、再調査の請求書を契機として処分庁が処分を改めて見直す手続であることか

ら、処分庁の弁明書や再調査の請求人の反論書、参加人の意見書といった審理関係人の書面による

主張の手続は設けていないが、再調査の請求人等の手続保障の観点から、審査請求と同様に、再調

査の請求人又は参加人の申立てがあったときは、口頭意見陳述を行わなければならないこととして

いる（準用後の行審法第31条第１項）。 

   再調査の請求における口頭意見陳述は、再調査の請求人及び参加人を招集して行われ（準用後の

行審法第31条第２項）、申立人の処分庁に対する質問権は規定していないが、その他の手続について

は、基本的に審査請求と同様である（第２編第３章「６ 口頭意見陳述」（55ページ）参照）。 

（３）証拠書類等の提出 

   再調査の請求においては、処分庁からの証拠書類等の提出の手続は設けていないが、再調査の請

求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができ（準用後の行審法第32条）、その手続

は、審査請求と同様である（第２編第３章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（63ページ）

参照）。 

（４）審理手続の併合・分離 

   審理手続の併合又は分離については、審査請求の場合と同様である（第２編第３章「12 審理手

続の併合又は分離」（79ページ）参照）。 

   なお、参考人の陳述及び鑑定の要求や、検証、質問、提出資料等の閲覧等、審理手続の終結、審

理員意見書の作成など、審査請求において設けられているその他の審理手続（行審法第33条～第38

条、第40条～第42条）は、簡略な再調査の請求においては、設けられていない。 

（５）３月を経過しても決定に至らない場合の通知 

   再調査の請求をした場合でも、請求をした日（補正命令があった場合には、当該補正した日）の
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翌日から起算して３月を経過しても決定がない場合には、再調査の請求人は、当該決定を経ずに、

審査請求をすることができる（行審法第５条第２項第１号）。 

   これを実質的に担保する観点から、処分庁は、再調査の請求があった日（補正命令をした場合に

は、当該補正がされた日）の翌日から起算して３月を経過しても、当該再調査の請求がなお係属し

ている場合（決定に至っていない場合）には、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をする

ことができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない（行審法第57条）。 

   なお、再調査の請求人が、当該処分について、決定を経ずに審査請求をした場合には、原則とし

て、再調査の請求は取り下げられたものとみなされる（行審法第56条）。 
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３ 決定 

  再調査の請求は、以上のように処分庁が簡略な手続で処分を見直す手続であることから、再調査の

請求に対する処分庁の 終的な判断は、審査請求や再審査請求における「裁決」ではなく、「決定」と

されている。 

  決定の態様、手続等については、基本的に処分についての審査請求の裁決と同様である（第２編「第

５章 裁決」（92ページ）・第６章「１ 証拠書類等の返還」（99ページ）参照）が、簡略な手続である

という制度の趣旨から、次のような点について、処分についての審査請求の裁決と異なる取扱いとし

ている。 

（１）決定の時期 

   審査請求とは異なり、決定の時期については、法律上は特段の規定を置いていない。ただし、制

度の趣旨に照らし、処分庁は、必要な調査を終えたときは、遅滞なく決定をすべきである。 

（２）決定の態様等 

   決定の態様等については、基本的には、審査庁が処分庁である場合の処分についての審査請求の

裁決と同様であるが、以下の点で違いがある。 

  ① 事情裁決（第２編第５章「２ 裁決の態様」（２）（93ページ）参照）に相当する規定を置いて

いないこと 

  ② 申請拒否処分を取り消す場合の申請に対する一定の処分に関する措置（第２編第５章「２ 裁

決の態様」（４）（ア）（94ページ）参照）に相当する規定を置いていないこと 

（３）決定書 

   決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならないことと

されている（行審法第60条第１項）。主文及び理由の記載の程度等については、審査請求における裁

決書の記載事項と同様である（第２編第５章「３ 裁決書」（１）ア及びエ（96ページ）参照）。 

   また、決定書には、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨（却下の決定

である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨）並び

に審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない（行審

法第60条第２項）〔様式例第79号〕。ただし、決定が、処分の全部を取り消し、又は撤廃する内容で

ある場合には、対象となる処分がなくなることから、この教示をする必要はない。 
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第４編 再審査請求 

 

第１章 再審査請求の概要 

１ 再審査請求をすることができる場合 

  再審査請求は、個別法（条例は含まれない。）に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合

に、することができる（行審法第６条第１項）。これは、専門技術性を有する第三者機関が審理・裁決

を行う場合等、審査請求の裁決を経た後の救済手続を設ける意義が認められるものに限る趣旨である。 

（１）再審査請求をすることができる者 

   再審査請求は、「処分についての審査請求の裁決に不服がある者」（行審法第６条第１項）がする

ことができる。この「不服がある者」とは、審査請求と同様、再審査請求をする法律上の利益があ

る者を意味するものであり、審査請求の段階における審理関係人以外の者も含まれ得る。 

（２）再審査請求の対象 

   再審査請求は、審査請求の裁決（以下「原裁決」という。）又は当該審査請求に係る処分（以下「原

処分」という。）のいずれかを対象として行う（行審法第６条第２項）。原裁決と原処分のいずれを

対象とするかは、再審査請求人の選択に委ねられるが、例えば、審査請求を棄却する裁決（原処分

を維持する裁決）を不服とする場合には原処分を対象として再審査請求をすることが合理的であり、

原処分を取り消す裁決を不服とする場合には（原処分が取り消され存在しないため）原裁決を対象

として再審査請求をすることになる。 

 

図 7 再審査請求の構成（例） 

〔原裁決を対象とする再審査請求〕 

 

              再審査請求 

             （原裁決の取消し）

         

 
 

  （原処分を取り消す原裁決⇒原処分は消滅）

 

〔原処分を対象とする再審査請求〕 

 

                           再審査請求 

            （原処分の取消し）  

             

 

 

      

（審査請求を棄却する原裁決⇒原処分は存続） 

 

（３）再審査請求先 

   再審査請求は、再審査請求をすることができる旨を定める個別法に定められた行政庁に対して行

う。例えば、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）では地方公務員災害補償基金に置かれ

裁決庁 再審査請求人

再審査庁 

審理員 

裁決庁 

再審査請求人 

再審査庁 

審理員 

処分庁 

審理 審理 審理
審理
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る地方公務員災害補償基金審査会が再審査請求先となり（同法第51条第２項）、生活保護法（昭和25

年法律第144号）では厚生労働大臣が再審査請求先となる（同法第66条第１項）。 

（４）再審査請求をすることができる期間（再審査請求期間） 

   再審査請求は、原則として、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して１月以内にしな

ければならない（行審法第 62 条第１項）。ただし、審査請求と同様、その期間を経過した場合も、「正

当な理由」がある場合には、再審査請求が認められる（同項ただし書）また、客観的再審査請求期

間は、審査請求と同様に、原裁決があった日の翌日から起算して１年以内となっている（同条第２

項）。 
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２ 再審査請求の手続に関係する部署（職員） 

  再審査請求の手続には、おおむね次のような部署（職員）が関係することになる（本章「１ 再審

査請求をすることができる場合」（２）の図７（113ページ）も参照）。なお、再審査請求においては、

審査請求の裁決までの段階で行政不服審査会等その他の第三者機関の議を経ていることから、行政不

服審査会等への諮問は義務付けられていない。 

（１）裁決庁等 

   原裁決をした行政庁（以下「裁決庁」という。）又は原処分をした行政庁（処分庁）をいう。原裁

決を対象とする再審査請求の場合は裁決庁が、原処分を対象とする再審査請求の場合は処分庁が、

再審査請求の相手方（訴訟における被告に相当）として、証拠書類の提出などにより、再審査請求

の対象とされた原裁決又は原処分（以下「原裁決等」という。）が違法・不当でないことを主張する

ことになる。 

   実務上は、原裁決又は原処分を担当した部署の職員などが、これらの事務を処理することになる。 

（２）再審査庁 

   再審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁である（本章「１ 再審査請求

をすることができる場合」（３）（113ページ）参照）。 

   再審査請求の形式審査、執行停止、審理員の指名、裁決等といった個々の審査請求に係る事務の

ほか、標準審理期間の設定や審理員候補者名簿の作成、情報提供、処理状況の公表といった事務も

処理する。実務上は、再審査請求に対する裁決を担当する部署などの職員が、これらの事務を処理

することとなる。 

（３）審理員 

   再審査請求においても、審理の公正性・透明性を高めるため、再審査請求の審理を行う職員を「審

理員」として法律上位置付けており、審理員が、実際の再審査請求の審理に当たって中心的な役割

を担う。 

   行審法第 66条第１項準用後の第９条第１項の規定により再審査庁から指名を受けた再審査庁に所

属する職員が、その事務を処理することとなる。  
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第２章 再審査請求手続 

１ 再審査請求の受付 

（１）再審査請求の方式 

   再審査請求は、個別法に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、再審査請求書を提

出してしなければならない（準用後の行審法第19条第１項）。 

   再審査請求に必要な事項（準用後の行審法第19条第２項、第４項及び第５項第３号）が記載され

た書面であればよい。その方式・手続等は、基本的に審査請求と同様である（第２編第１章「１ 審

査請求の受付」（１）～（３）（10ページ）参照）。 

（２）裁決庁等を経由する審査請求 

   再審査請求は、原裁決と原処分のいずれを対象とするかにかかわらず、裁決庁又は処分庁のいず

れを経由して行うことも可能であり、この場合における再審査請求期間の計算については、裁決庁

等に再審査請求書を提出し、又は必要な事項を陳述した日を、再審査請求をした日として取り扱う

ことになる（準用後の行審法第21条）。 

   再審査請求書の提出等を受けた裁決庁等の手続は、審査請求と同様である（第２編第１章「１ 審

査請求の受付」（６）（12ページ）参照）。 
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２ 再審査請求の適法性審査（形式審査） 

  再審査請求の適法性審査（形式審査）についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２

編第１章「２ 審査請求の適法性審査（形式審査）」（13ページ）参照）。ただし、詳細については、次

のように審査請求とは異なる部分もある。 

（１）再審査請求書の記載事項 

   再審査請求書において記載が必要となる事項は以下の表のとおりである。 

 

表 15 再審査請求書の記載事項 

記載事項 根拠条文 

必ず記載が必要な事項  

 ①再審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 準用後の行審法第19条第２項第１号 

②再審査請求に係る処分の内容 準用後の行審法第19条第２項第２号 

③原裁決があったことを知った年月日 準用後の行審法第19条第２項第３号 

④再審査請求の趣旨及び理由 準用後の行審法第19条第２項第４号 

⑤裁決庁の教示の有無及びその内容 準用後の行審法第19条第２項第５号 

⑥再審査請求の年月日 準用後の行審法第19条第２項第６号 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項  

 ①再審査請求人が法人その他の社団若しくは財団であ

る場合、総代を互選した場合又は代理人によって再

審査請求をする場合  その代表者若しくは管理

人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所 

準用後の行審法第19条第４項 

②再審査請求期間（※）の経過後において審査請求をす

る場合  その正当な理由 

（※）原裁決があったことを知った日の翌日から起算して１

月・原裁決があった日の翌日から起算して１年（行審法

第62条第１項本文・第２項本文） 

準用後の行審法第19条第５項第３号 

 

（２）再審査請求先の確認 

   再審査請求については、誤った教示をした場合や教示をしなかった場合の救済措置（行審法第22

条・第83条）は設けられていないが、適切に教示がされなかったことにより再審査庁でない行政庁

に再審査請求書が提出された場合には、担当職員は、早急に再審査請求人に対し、正しい再審査請

求先に再審査請求書を提出すべきであり、当該行政庁に対する再審査請求は不適法な再審査請求と

して却下されることになる旨を説明する（なお、正しい再審査請求先が把握できない場合には、裁
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決庁又は処分庁に対して再審査請求書を提出することができる旨を説明する。）。（その他の事項につ

いては、第２編第１章「２ 審査請求の適法性審査（形式審査）」（５）（18ページ）参照） 

 

３ 再審査請求書の補正 

  再審査請求書の補正については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「３ 審

査請求書の補正」（20ページ）参照）。 

 

４ 審理手続を経ないでする却下裁決 

  審理手続を経ないでする却下裁決についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第

１章「４ 審理手続を経ないでする却下裁決」（22ページ）参照）。 

 

５ 執行停止 

  執行停止についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「５ 執行停止」（23

ページ）参照）が、再審査請求は、裁決庁等の上級行政庁や裁決庁等が再審査庁となることを想定し

た手続ではないため、審査庁が処分庁等の上級行政庁又は処分庁等のいずれでもない場合の執行停止

と同様の手続としている。 

  そのため、再審査庁は、再審査請求人の申立てがある場合に限り、裁決庁等の意見を聴いて、執行

停止をすることができ（職権ですることはできない。）、また、とることができる具体的な措置は、原

裁決等の効力、原裁決等の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止の措置となる（「その他の措置」

をとることはできない。）（準用後の行審法第25条第３項）。なお、「原裁決等」とは、原処分を対象と

する再審査請求の場合には原処分、原裁決を対象とする再審査請求の場合には原裁決を意味するが、

原裁決について行う執行停止としては、例えば、原裁決が原処分を変更する内容である場合で変更後

の処分を前提とする後続の手続の進行により著しい損害が生ずるときに当該手続の続行を停止するこ

とや、原裁決が原処分を取り消す内容である場合で原処分の取消しにより著しい損害が生ずるときに

原裁決の効力を停止することが考えられる。 

 

６ 審理手続の承継 

  審理手続の承継についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「６ 審理手

続の承継」（27ページ）参照）。 

 

７ 再審査請求の取下げ 

  再審査得請求の取下げについても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「７ 審

査請求の取下げ」（29ページ）参照）。  
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第３章 審理員の指名 

  行審法は、再審査請求についても、審理の公正性・透明性を高めるため、原裁決等に関与していな

い等一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行うこととしている。 

  審理員の指名等の手続については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編「第２章 審

理員の指名」（30ページ）参照）。ただし、詳細については、次のように審査請求とは異なる部分もあ

る。 

（１）指名をした旨の通知 

   再審査庁は、審理員を指名した場合は、その旨を再審査請求人及び裁決庁等に通知する（準用後

の行審法第９条第１項）。「裁決庁等」とは、再審査請求の対象が原裁決である場合には裁決庁、対

象が原処分である場合には処分庁を意味するものであり、例えば、原処分を対象とする再審査請求

の場合に、裁決庁にも通知することが義務付けられるものではない。 

（２）審理員の除斥事由 

   再審査庁は、準用後の行審法第９条第２項各号に定める除斥事由に該当しない者を指名する必要

がある。除斥事由の内容は、基本的に審査請求の場合と同様であるが（第２編第２章「３ 審理員

に指名する職員の範囲等」（４）（34ページ）参照）、処分に関与しない者（行審法第９条第２項第１

号）については、「原裁決に係る審査請求に係る処分、当該処分に係る再調査の請求についての決定

又は原裁決に関与した者」（準用後の行審法第９条第２項第１号）であり、再審査請求の対象が原裁

決と原処分のいずれであるかにかかわらず、原裁決又は原処分のいずれかに関与した者は、審理員

に指名することはできない。なお、この「原裁決に関与した者」とは、例えば、審理員やその補助

者として審査請求の審理手続に関わった者、行政不服審査会等において当該事案に係る調査審議に

関わった委員や事務局の職員、審査庁において原裁決の起案・決裁に関わった者などが該当する。 
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第４章 審理手続 

  再審査請求の審理手続は、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編「第３章 審理手続」（40

ページ）参照）。ただし、詳細については、次のように審査請求とは異なる部分もある。 

 

１ 再審査請求書の送付及び裁決書の送付 

（１）再審査請求書の送付 

   審理員は、再審査庁から審理員として指名されたときは、直ちに、裁決庁等に再審査請求書を送

付しなければならない（準用後の行審法第29条第１項）。この再審査請求書の送付は、再審査請求の

対象が原裁決である場合には裁決庁、対象が原処分である場合には処分庁に対して行う。 

 

（２）裁決書の送付 

   再審査請求については、裁決庁等からの弁明書の提出及び再審査請求人からの反論書の提出の手

続は設けておらず、これに相当するものとして、原裁決に係る裁決書の提出の手続を設けている（行

審法第63条）。 

   このため、審理員（再審査庁が行審法第66条第１項において読み替えて準用する第９条第１項各

号に掲げる機関である場合は、当該再審査庁（以下「委員会等である再審査庁」という。））は、原

裁決をした行政庁に対して、原裁決に係る裁決書の送付を求める（行審法第63条）。 

   また、裁決書の送付を求める時期については、法令上特に規定はないが、裁決庁等への再審査請

求書の送付と並行して行うことが適当であり、再審査請求の対象が原裁決である場合には、裁決庁

に再審査請求書を送付するのに併せて、原裁決に係る裁決書の送付を求めることが効率的である。 

   なお、裁決書の提出については、法律上、提出すべき相当の期間を定めることとはしていないが、

これは弁明書のように新たに作成するものではなく、提出に一定の期間を要するものではないため

であり、提出を求められた裁決庁は、直ちに裁決書を送付する必要がある。 

   提出された裁決書については、法律上、審理関係人（再審査請求人、参加人及び裁決庁等）への

送付の手続は設けられていないが、再審査請求人又は参加人が、審査請求において審査請求人又は

参加人のいずれでもなかった場合には、審査請求の裁決の際に裁決書の送付を受けていないことか

ら、審理員は、提出された裁決書の写しを送付する。 

 

２ 意見書 

  再審査請求においても、参加人は、再審査請求に係る事件に関する意見書を提出することができ、

審理員は、意見書を提出すべき相当の期間を定めることができる（準用後の行審法第30条第２項）。こ

れは、審査請求には参加していなかった利害関係人が再審査請求に参加する場合を考慮し、その書面

による主張の手続を整備したものである。 
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  審理員は、審理の遅滞を防ぐ観点から、提出期限を定めて意見書の提出を参加人に促すことが望ま

しく（第２編第３章「４ 反論書・意見書」（49ページ）参照）、具体的には、裁決書の送付を求める

のに並行して、参加人に意見書を提出すべき相当の期間を通知することが効率的であると考えられる。 

  なお、当該期間内に意見書が提出されない場合であって、審理に当たって参加人の主張を把握する

必要があると認めるときは、更に期間を定めて、当該期間内に意見書が提出されない場合は審理手続

を終結することがある旨（準用後の行審法第41条第２項）を記載した書面〔様式例第57号〕により、

意見書の提出を促すことが適当であると考えられる。 

  審理員は、意見書が提出されたときは再審査請求人及び裁決庁等に、それぞれ送付しなければなら

ない（準用後の行審法第30条第３項）。送付は、提出後速やかに行うべきである。 

  なお、意見書において、再審査請求の結論に影響を与え得る新たな主張や事実が提示された場合は、

審理関係人への質問（準用後の行審法第36条）等により、適宜他の審理関係人の反論の機会を付与す

る必要がある。 

 

３ 争点の整理等 

  争点の整理等については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「５ 争点の整

理等」（51ページ）参照）。 

 

４ 口頭意見陳述 

  口頭意見陳述については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「６ 口頭意見

陳述」（55ページ）参照）が、再審査請求が原裁決を対象とする場合には、口頭意見陳述に出席し、ま

た、申立人が質問を発することができるのは、処分庁ではなく裁決庁となる。 

 

５ 証拠書類等の提出 

  証拠書類等の提出についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「７ 審理

関係人による証拠書類等の提出」（63ページ）参照）が、再審査請求においては、弁明書や反論書の提

出手続がないが、審理の迅速性を確保するため、裁決書の送付を求めるのに並行して、審理関係人に

証拠書類等を提出すべき相当の期間（提出期限）を定めて通知し、その提出を促すことが効率的であ

ると考えられる（本章「２ 意見書」（120ページ）も参照）。再審査請求が原裁決を対象とする場合に

は、裁決庁に対しては、再審査請求書の送付（本章「１ 再審査請求書の送付及び裁決書の送付」（１）

（120ページ）参照）の際に通知することも可能である。 

 

６ 書類その他の物件の提出要求 

  物件の提出要求についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「８ 書類そ

の他の物件の提出要求」（65ページ）参照）が、審査請求の審理段階で、事件記録（第２編第３章「15 
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審理員意見書」（２）（84ページ）参照）が審査庁に提出されていることから、審理員は、審理の迅速

性を確保するため、全ての物件について改めて所持人に提出を求めるのではなく、事件記録に含まれ

ている物件については、裁決庁に事件記録の必要部分の写しの提出を求めることが効率的であると考

えられる。 

 

７ その他の審理手続 

  参考人の陳述及び鑑定の要求や、検証、質問、提出資料等の閲覧等、審理手続の併合又は分離につ

いては、基本的に審査請求の場合と同様である（第２編「第３章 審理手続」９～13（68ページ）参

照）。 

 

８ 審理手続の終結 

  審理手続の終結についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「14 審理手

続の終結」（82ページ）参照）が、弁明書及び反論書が提出されない場合の審理手続の終結（行審法第

41条第２項第１号イ・ロ）は適用されないこと、また、行政不服審査会等への諮問に係る申出の手続

がない点で、審査請求と異なる。 

 

９ 審理員意見書 

  審理員意見書の提出についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「15 審

理員意見書」（84ページ）参照）。また、事件記録の具体的内容は次のとおりであり、審理手続の違い

（本章「１ 再審査請求書の送付及び裁決書の送付」（２）（120ページ）参照）から、審査請求におい

て事件記録とされている弁明書（その添付書類を含む。）及び反論書が含まれず、裁決庁から提出され

る原裁決に係る裁決書が含まれる点で、審査請求と異なる。 

 

表 16 再審査請求手続における事件記録 

事件記録 左の記録に係る審理手続等の根拠条文 

準用後の行審法第41条第３項に規定されているもの  

 ・再審査請求書 準用後の行審法第19条 

・原裁決に係る裁決書 行審法第63条 

事件記録として政令で定めるもの【Ｐ】 
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第５章 裁決 

  裁決の態様、手続等については、基本的に処分についての審査請求の裁決と同様である（第２編「第

５章 裁決」（92 ページ）・第６章「１ 証拠書類等の返還」（99 ページ）参照）。 

  ただし、具体的には、次のような点で、処分についての審査請求の裁決と違いがある。 

（１）裁決の時期 

   再審査庁は、審理員意見書が提出されたとき（委員会等である再審査庁にあっては、審理手続を

終結したとき）は、遅滞なく、裁決をしなければならない（準用後の行審法第 44 条）。なお、再審

査請求においては、審査請求の裁決までの段階で行政不服審査会等その他の第三者機関の議を経て

いることから、行政不服審査会等への諮問は義務付けられていない。 

（２）裁決の態様等 

   再審査請求は、裁決庁等の上級行政庁や裁決庁等が再審査庁となることを想定した手続ではない

ため、審査庁が処分庁等の上級行政庁又は処分庁等のいずれでもない場合の裁決と同様の手続とな

っている。そのため、再審査請求を認容する場合は、原裁決等の全部又は一部を取り消す（事実上

の行為の場合は、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる）にとどまり、原裁決

等の変更や、申請に対する一定の処分をすべき旨を命ずる措置は認められていない（行審法第65条）。 

   再審査請求が理由があるか否かは、再審査請求の対象となった原処分又は原裁決が違法又は不当

であるかに照らして判断される。ただし、審査請求を却下し、又は棄却した原裁決の取消しを求め

る再審査請求において、原処分が違法又は不当のいずれでもない場合は、原裁決が手続上の瑕疵等

により違法又は不当であったとしても、これを取り消して再び審査請求をやり直す実益がない（当

該審査請求を棄却するという結論は変わらないため）ことから、当該再審査請求を棄却する（行審

法第64条第３項）。この場合には、裁決の理由として、原裁決が違法又は不当であるが、原処分が違

法又は不当のいずれでもない旨が記載される必要がある。 

（３）裁決書 

   裁決書には、審理員の指名を要しない場合（再審査庁が委員会等である再審査庁である場合）を

除き、審理員意見書を添付する（準用後の行審法第50条第２項）。 

   また、裁決書の送付は、再審査請求の対象が原処分と原裁決のいずれであるかにかかわらず、処

分庁及び裁決庁の両者に対して行う必要がある（準用後の行審法第51条第４項）。 

   なお、更なる不服申立ての教示については、行審法上の規定はないが、個別法により再審査請求

の後の更なる不服申立手続が設けられている場合には、行審法第50条第３項に準じて、不服申立先

等の事項を教示すべきである。 
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第５編 その他 

 

第１章 審査庁があらかじめ措置する事項 

１ 標準審理期間の設定 

   審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の救済を図る観点から、行政手続法第６条に規定する

標準処理期間と同様の規定を設け、審理期間の目安を定めることを審査庁となるべき行政庁の努力

義務とするとともに、標準審理期間を定めたときは、これを公にしなければならないこととしてい

る。 

（１）設定方法 

ア 対象となる期間 

    標準審理期間として定める期間は、「審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対す

る裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間」である（行審法第16条）。 

    「審査請求がその事務所に到達」した時とは、審査請求が審査庁となる行政庁の事務所（文書

受付業務を担当する部局）に物理的に到着し、了知可能な状態に置かれる、すなわち審査請求が

当該部局の支配圏内に置かれる時点をいう。 

また、「通常要すべき標準的な期間」とは、審査請求が通常（適法）であり、かつ、審査庁側の

審理体制等も通常であることを前提として必要となる期間を意味するものであり、行審法第43条

の規定により行政不服審査会等への諮問を行う場合における諮問から答申を得るまでに要する期

間も含まれるが、不適法な審査請求について審査請求書の補正に要する期間は含まれない。 

なお、「標準的な」とは、簡易迅速かつ公正な審理を実現すべきであるとの趣旨に照らし、審査

請求に対する応答としてふさわしい合理的な範囲内であることを意味する。 

イ 設定に当たっての留意点 

   ① 標準審理期間は、日、月等をもって、具体的な期間として定めることが望ましいが、そのよ

うな設定が困難な場合には、一定の幅をもった期間として定めることのほか、当該審査請求の

性質に応じ、例えば次のような工夫を行うことにより、可能な限り審査請求の処理に要する目

安として何らかの期間を示すよう努めること。 

    ・ 審査請求の対象となる処分等の類型によって審理期間が異なる場合には、審査請求を類型

化し、それぞれの類型ごとに標準審理期間を定めること。 

    ・ 審査請求の内容によって審理期間に相当のバラつきがある場合であっても、審査請求の過

半が一定の期間内に裁決されるものであるときは、その期間を標準審理期間として定めるこ

と。 

    ・ 口頭意見陳述を実施するか否かなど、審理関係人の審理手続の申立ての有無等の事情によ

って審理に要する期間が変動する場合には、当該事情により変動する期間があることを特記
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した上で、当該期間を除いた裁決までに要する期間を定めること。 

   ② 標準審理期間のうち、行政不服審査会等への諮問から答申までに要する期間については、行

政不服審査会等においてその標準的な期間を示すことにより、審査庁となるべき行政庁が当該

期間を含めて標準審理期間を設定することができるようにすることが求められる。ただし、そ

の場合であっても、審査請求の全部が認容される場合や審査請求人が希望しない場合など、行

政不服審査会等への諮問が不要となる場合もあることから、行政不服審査会等に諮問を行う場

合と行わない場合に分けて定めることが望ましいこと。 

   ③ 不作為についての審査請求についても、申請を認容するか否かを審理の大きな柱とするもの

となり、その審理手続は、申請拒否処分についての審査請求と同様となると考えられることか

ら、申請拒否処分についての審査請求に係る標準処理期間を不作為についての審査請求にも共

通するものとして位置付けることも可能であること。 

   ④ また、審査庁となるべき行政庁及び行政不服審査会等は、審査請求の処理実績を踏まえ、適

宜、標準審理期間の設定を見直すこと。 

（２）標準審理期間を公にする方法 

   「公にする」とは、審査請求人に対して秘密にしないという趣旨であり、その具体的な方法につ

いては、審査庁となるべき行政庁の判断に委ねられるが、「目安」を定める趣旨に照らし、単に審査

請求書の提出先機関である審査庁となるべき行政庁又は処分庁の事務所（窓口）における備付け（掲

示板等への掲示等）を行うのみならず、これらの行政庁のウェブサイトに掲載するなどにより、審

査請求をしようとする者が広く知り得るような措置を講ずることが望ましい。 

（３）留意点 

   標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定められるものであり、その期間内に裁決を

しなければならない義務を審査庁に課すものではない。したがって、その期間の経過をもって直ち

に違法な不作為や裁決の手続上の瑕疵に当たることにはなるものではないが、審理計画を審理関係

人にも共有するなどにより、迅速な審理に努めていることが理解されるよう、適切に対応すること

が望ましい。 

   このほか、再調査の請求及び再審査請求についても同様に、標準審理期間の設定が努力義務とさ

れており（行審法第61条及び第66条第１項において行審法第16条を準用）、上記に準じて、標準審理

期間を設定するよう努める必要がある。 

   また、標準審理期間の設定が困難である場合には、必要に応じ、その理由を審査請求人等に対し

て説明できるよう、受付担当職員等に対して、徹底を図ることが望ましい。 

   なお、法令等により当該審査請求に対する裁決をすべき期間が定められている場合についても、

裁決すべき期間と標準審理期間はその性質を異にするものであり、標準審理期間の対象外となるも

のではない（裁決をすべき期間と同期間を標準審理期間として設定することは妨げられない。）。 
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２ 審理員候補者名簿の作成 

（１）規定の趣旨 

   審査請求をしようとする者にとっては、どのような職員が審理員に指名されるかは重要な関心事

項であり、また、審理員として指名される職員をあらかじめ公にしておくことにより、その指名手

続の公正性及び透明性をより徹底することができるとも考えられることから、審査庁となるべき行

政庁に対して、審理員となるべき者の名簿の作成に努めるべき旨を規定したものである。 

（２）作成方法 

   審理員となることが想定される者については、第２編第２章「３ 審理員に指名する職員の範囲

等」（32ページ）を参照のこと。 

   名簿の具体的な記載方法は、各行政庁の判断に委ねられるものであるが、必ずしも審理員となる

べき者の氏名を具体的に特定して記載しなければならないものではなく、例えば、審理員の指名に

ついて、審査請求に係る処分等の類型ごとに、どの部局課に所属するどの役職にある者を審理員と

して指名するかを決定する方法を採る場合には、審査請求に係る処分等の類型ごとに「○○部△△

課長にある職員」という形で名簿に記載することが考えられる。 

 

図 8 審理員となるべき者の名簿（例） 

処分等の分類 所属部局 審理員となるべき者 備考 

○○省の行う処分全般 

（以下に掲げる処分等

を除く） 

大臣官房 ○○課長にある職員  

○○課企画官 ○山○男  

○○課企画官 ○川○子  

◎◎課長にある職員  

◎◎課企画官(●●担当)にある職員  

◎◎課課長補佐（●●担当）にある職

員 

 

☆☆官にある職員 全員(３名)が対象

△△に関する処分 △△局 △△課長にある職員  

▲▲課長 ○原○子  

□□に関する処分又は

その不作為 

政策統括官

（□□担当） 

□□企画管理官付（●●担当）にある

職員 

□□審理官にある職員 

 

～ ～ ～ ～ 

 

   なお、条例、規則等において、特定の職にある者を審理員に指名する旨を定めた場合には、当該
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条例、規則等における当該定めは審理員候補者名簿に該当すると考えられるが、例えば「関係する

他の職を占める者」というように、具体的な職が特定されない場合には、審理員候補者名簿には該

当しない。 

（３）名簿を公にする方法 

   標準審理期間を公にする方法と同様である（本章「１ 標準審理期間の設定」（２）（125ページ）

参照）。なお、条例、規則等において、特定の職にある者を審理員に指名する旨を定めた場合には、

当該条例等の公布等をもって、名簿を公にしたこととなる。 
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第２章 情報提供等 

１ 処分時の教示 

  行審法では、不服申立制度が十分に活用され、国民の権利利益の救済が図られるよう、処分につい

て不服申立てによる救済を受けることができる旨を教え示す教示の制度を設けている（行審法第82条）。 

  この教示制度は、行政不服審査法に基づく審査請求又は再調査の請求をすることができる処分に限

らず、他の法令に基づく独自の不服申立て（例：鉱業法等に基づく公害等調整委員会に対する裁定の

申請）をすることができる処分についても、対象となる。 

（１）処分の相手方への教示 

ア 教示をしなければいけない場合 

    「審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分」

を書面で行う場合（オンラインで行う場合を含む。）には、処分をする行政庁は、処分の相手方に

対して、不服申立てについての教示をしなければならない（行審法第82条第１項）。 

    口頭で処分を行う場合（事実上の行為を行う場合を含む。）には、法律上教示は義務付けられて

いないが、不服申立ての便宜を考慮し、状況に応じて、口頭で教示するなど、適切な対応がとら

れることが望ましい。 

    なお、申請に対する処分について申請どおりの処分をする場合には、一般に、当該処分の相手

方には不服申立ての利益はないと考えられるから、当該処分は不服申立てをすることができる処

分には当たらず、教示を要しないと考えられる。 

イ 教示する事項 

    教示しなければならない事項は、次のとおりである〔様式例第80号〕。 

   ① 当該処分につき不服申立てをすることができる旨 

     法律上は、不服申立ての種類についての明文の規定はないが、その後の手続を円滑に進める

観点から、不服申立ての種類（名称）を教示すべきである。 

   ② 不服申立てをすべき行政庁 

     不服申立先となる行政庁の名称を具体的に示さなければならない。 

   ③ 不服申立てをすることができる期間 

     不服申立てをすることができる期間を具体的に教示する。 

     なお、客観的審査請求期間（行審法第18条第２項）や「正当な理由」（同条第１項ただし書、

同条第２項ただし書）は、主観的審査請求期間（同条第１項本文）が遵守されれば問題となら

ないが、これらも併せて教示することが望ましい。 

ウ 教示の方式 

    教示は、処分をする際に、書面でしなければならない。一般には、処分の相手方に交付する当

該処分の決定書（通知書）に、教示が必要な事項（上記イ①～③）を付記することが合理的であ
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ると考えられるが、当該事項の記載を失念した場合は、処分庁は、速やかに当該事項を記載した

書面を交付してこれを追完する必要がある。 

    教示がされなかった場合には、不服申立人は、処分庁に不服申立書を提出することにより、適

法に不服申立てを提起することができる（行審法第83条。第２編第１章「２ 審査請求の適法性

審査（形式審査）」（５）（18ページ）参照）。 

（２）利害関係人への教示 

ア 教示をしなければいけない場合 

    処分の相手方以外の利害関係人には、上記（１）の教示はなされないが、処分庁に対して教示

を求めることができる。「利害関係人」とは、当該処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき

利害関係を有するものと認められる者をいう（行審法第13条第１項。第２編第３章「２ 審理関

係人」（３）（43ページ）参照）。口頭による処分などで、処分の際に教示がなかった場合には、処

分の相手方も含まれる。 

    行政庁は、利害関係人から教示を求められた場合には、不服申立てについての教示をしなけれ

ばならない（行審法第82条第２項）。 

イ 教示する事項 

   ① 当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか 

     「当該処分」とは、あらゆる処分を対象とするものであり、不服申立てができる処分である

か否かは問わず、処分が書面でされるか口頭でされるかも問わない。非継続的な事実上の行為

も含まれる。 

   ② 不服申立てをすべき行政庁（当該処分が不服申立てをすることができるものである場合） 

   ③ 不服申立てをすることができる期間（当該処分が不服申立てをすることができるものである

場合） 

ウ 教示の方式 

    この場合には、教示を求められる処分やその状況は様々であることから、書面ですることは義

務付けられておらず、口頭ですることも可能である。ただし、教示を求めた者が書面による教示

を求めたときは、その教示は書面でしなければならない（行審法第82条第３項）。 

    なお、行政庁は、教示の求めを受けたときは、速やかに教示すべきである。 
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２ 不服申立てをしようとする者等に対する情報提供 

  行審法では、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の便宜を図る観点から、不服申

立てに対して裁決その他の処分（以下「裁決等」という。）を行う権限を有する行政庁は、これらの者

の求めに応じ、個々の不服申立てが円滑にされるために必要な情報の提供に努めなければならないこ

ととしている（行審法第84条）。 

  この情報の提供の求めは、審査請求をしようとする者が電話で手続等の概要について情報提供を求

める、行政庁の事務所に来所して受付担当職員に審査請求書の記載方法について助言を求める、審理

員に対して審理手続の申立ての方式について問い合わせるなど、様々な状況でなされることが想定さ

れるが、単に求められた情報のみを提供するにとどまらず、関連するその他の情報を併せて提供する

など、不服申立てをしようとする者等の便宜を考慮して、丁寧な対応をとることが望ましい。 

  提供される情報については不服申立てをしようとする者等の求めの内容等を踏まえ、各行政庁にお

いて判断されることになるが、想定されるものとしては、以下の事項に係る情報が挙げられる。 

ア 不服申立てをしようとする者に対し提供することが想定される情報の例 

  ・不服申立書の記載の程度・目安 

  ・当該不服申立てにおける標準審理期間 

  ・当該不服申立てにおける審理手続の基本的な流れ 

  （反論書・証拠書類等の提出、口頭意見陳述・参考人の陳述・鑑定・検証・審理関係人への質問・

物件の閲覧等ができる旨、第三者機関への諮問、裁決） 

  ・執行停止や口頭意見陳述の申立ての具体的手続・方式 

イ 不服申立てをした者に対し提供することが想定される情報の例 

  ・反論書や証拠書類等の提出の具体的手続 

  ・参考人の陳述、鑑定、検証等の申立ての具体的手続・方式 

  ・提出書類等の閲覧等の求めの具体的手続・方式 

  ・不服申立ての取下げの具体的手続・方式 

  ・審理手続終結時期の見通し、裁決の時期の見通し 
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３ 不服申立ての処理状況の公表 

  行審法では、不服申立制度の運用状況について国民に対する説明責任を果たすとともに、不服申立

てをしようとする者の予見可能性を高める観点から、裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の

内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないこ

ととしている（行審法第85条）。 

  裁決等は、不服申立てに対する行政庁の 終的な判断を示すものであり、国民に対する説明責任を

果たすとともに、国民の予見可能性を高める観点から、審理関係人等の個人情報の保護等にも留意し

つつ、可能な限り、その内容を公表することが望ましい。 

  また、不服申立ての処理状況としては、不服申立ての処理状況についての透明性を確保する観点か

ら、単に当該行政庁における不服申立ての処理件数の合計数を示すのみでは十分でなく、処分の類型

（根拠法令）ごとの不服申立件数、処理件数、処理内容（認容、棄却等の別）、処理期間などの情報を

公表することが望ましい。 

  これらの具体的な公表の方法については、各行政庁の判断に委ねられるが、一般には、裁決等の内

容や年度ごとの処理状況について、各機関のウェブサイト（ホームページ）にデータを掲載するなど

の方法が考えられる。 
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１ 審査請求手続関係 

〔様式例第１号〕審査請求書 

１ 処分についての審査請求の場合 

 

審査請求書 

平成○年○月○日  

                                     （審査請求年月日） 

   （審査庁） ○○ ○○殿 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査請求人が法人等の場合】 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

 株式会社○○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

【審査請求人が総代を互選した場合】 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

 総代 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 20 番地 

 ○○ ○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

 ○○ ○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

 ○○ ○○ 

         （以下、全員連記） 

 

【審査請求を代理人がする場合】 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

代理人 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 
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次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人に対する○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場

合は併せて記載することが望ましい）
（注１） 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

   平成○年○月○日 

 

３ 審査請求の趣旨 

「１記載の処分を取り消す」との裁決を求める。 

 

４ 審査請求の理由（例） 

（１） （処分に至る経緯等を記載の上）（処分庁）から１に記載するの処分を受けた。 

（２） （処分庁は）、その理由を、･･･････のためとしている。 

（３） しかしながら、本件処分は、･･･････であるから、○○法第○条の規定に違反しており、違

法である。 

（４） 本件処分により、審査請求人は、（法的権利又は利益）を侵害されている。 

（５） 以上の点から、本件処分の取消しを求めるため、本審査請求を提起した。 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により、（審査庁）に審査請求をするこ

とができます」との教示があった。 

 

 ６ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

  （１）添付書類  ○○ １通（注２） 

  （２）証拠書類等 ○○ １通（注３） 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 添付書類としては、例えば、総代や法人の代表者等の資格を証明する書面、委任状等がある。 

注３ 審査請求に係る処分の通知書の写しを添付する場合は、こちらに記載する。 
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２ 不作為についての審査請求の場合 

 

審査請求書 

平成○年○月○日  

                                     （審査請求年月日） 

   （審査庁） ○○ ○○殿 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 

審査請求人は、平成○年○月○日、（不作為庁）に対して、○○法第○条の規定による○○○を求

める申請をした。 

 

 ２ 審査請求の趣旨 

   １記載の申請について、速やかに許可（許可等の記載は、上記求めの内容に応じて適宜変更する）の処分をする

よう求める。 

 

３ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

  （１）添付書類（注１）  ○○ １通 

  （２）証拠書類等（注２） ○○ １通 

 

注１ 添付書類としては、例えば、総代や法人の代表者等の資格を証明する書面、委任状等がある。 

注２ 当該不作為に係る処分についての申請書の写しを添付する場合は、こちらに記載する。 
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〔様式例第２号〕審査請求録取書 

 

審査請求録取書 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○殿 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人に対する○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場

合は併せて記載することが望ましい）
（注） 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

   平成○年○月○日 

 

３ 審査請求の趣旨 

「１記載の処分を取り消す」との裁決を求める。 

 

４ 審査請求の理由（例） 

（１） （処分に至る経緯等を記載の上）（処分庁）から○○の処分を受けた。 

（２） （処分庁は）、その理由を、･･･････のためとしている。 

（３） しかしながら、本件処分は、･･･････であるから、○○法第○条の規定に違反しており、違

法である。 

（４） 本件処分により、審査請求人は、（法的権利又は利益）を侵害されている。 

（５） 以上の点から、本件処分の取消しを求めるため、本審査請求を提起した。 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により、（審査庁）に審査請求をするこ

とができます」との教示があった。 

 

 ６ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

  （１）添付書類  ○○ １通 

  （２）証拠物件等 ○○ １通 
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上記のとおり口頭による審査請求があったので、平成○年○月○日、（審査庁）において録取し、審査

請求人に読み聞かせたところ、誤りのないことを確認して署名押印した。 

 

  平成○年○月○日 （録取書作成担当者名及びその所属部署） 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第３号〕補正命令書 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（審査請求人）殿 

（審査庁） ○○ ○○官印    

 

審査請求書の補正について 

 

平成○年○月○日付けで貴殿から提出のあった審査請求は、下記の事項について不備があり、不適法

であるため、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 23 条の規定により、平成○年○月○日までに

補正するよう命じます。 

 なお、上記期限までに補正しないときは、行政不服審査法第 24 条第１項の規定により、貴殿の審査請

求を却下することがあるので、御承知おきください。 

 

記 

 

 １ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

 ２ 審査請求の趣旨 

  

注 上記の記載内容は一例である。 
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〔様式例第４号〕補正書 

 

補正書 

平成○年○月○日  

 

（審査庁）○○ ○○ 殿 

 

審査請求人  

○○ ○○ ㊞    

 

 平成○年○月○日付け（文書番号）をもって補正を命ぜられた事項について、下記のとおり補正しま

す。 

記 

 

 １ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ２ 審査請求の趣旨 

   「（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人に対する○○に関する処分を取り消す」との裁

決を求める。 

注 上記の記載内容は一例である。 
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〔様式例第５号〕審査請求取下書 

 

審査請求取下書 

平成○年○月○日   

 

（審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人 ○○ ○○ ㊞    

 

 行政不服審査法第 27 条の規定により、下記の審査請求を取り下げます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい）
（注）

 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第６号〕審査請求取下通知書 

 

事 務 連 絡  

平成○年○月○日  

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

（参加人） ○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○    

 

審査請求の取下げについて（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもって、下記の審査請求が取り下げられたので、通知する（します）。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

３ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 
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〔様式例第７号〕代表者・管理人資格証明書及び資格喪失届 

１ 資格証明書 

 

代表者（管理人）資格証明書 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

                             ○○ ○○ 

 

上記の者は、別紙の登記事項証明書（規約の抄本）のとおり、株式会社○○○（○○○会）の代表者

（管理人）であることを証明する。 

 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 30 番地 

株式会社○○○ ㊞    

 

注 括弧書きは管理人の証明書とする場合 

 

２ 資格喪失届 

代表者（管理人）資格喪失届 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁）○○ ○○ 殿 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人 株式会社○○○ ㊞    

 

下記の者は、株式会社○○○の（○○○会）代表者（管理人）の資格を平成○年○月○日限り失った

ので、行政不服審査法施行令第○条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

○○ ○○ 

 

注１ 届出先は、審理員が指名され、かつ審理手続終結前である場合は審理員となり、それ以外の場合

は審査庁となる。 

注２ 括弧書きは管理人の喪失届とする場合  
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〔様式例第８号〕総代互選書等 

１ 総代互選書 

 

総代互選書 

 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地      

 ○○ ○○           

 

 私たちは、下記の事項を行わせるため、上記の者を総代に選任しました。 

 

記 

 

 平成○年○月○日をもって、（処分庁）が（処分の名宛人）に対して行った、○○に関する処分（当該処

分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注１）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一

切の事項 

 

  平成○年○月○日 

 

                        審査請求人 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地（注２）    

○○ ○○ ㊞（総代本人も含む）  

Ａ県Ｂ市Ｄ町 20 番地      

 ○○ ○○ ㊞         

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地      

○○ ○○ ㊞     

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地      

 ○○ ○○ ㊞         

 （以下、全員連記のこと）

 以上 ○名   

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 審査請求書の提出後に本互選書を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不要である。 
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２ 総代解任届 

 

総代解任届 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁）○○ ○○ 殿 

   審理員 ○○ ○○ 殿（注１） 

 

審査請求人 

○○ ○○ ㊞          

 ○○ ○○ ㊞          

○○ ○○ ㊞     

○○ ○○ ㊞          

 （以下、全員連記のこと） 

 

 以上 ○名    

 

 私たちは、先に総代に選任して下記の事項を行わせた○○ ○○を、都合により平成○年○月○日付

けをもって解任しましたので、行政不服審査法施行令第○条の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

 平成○年○月○日をもって、（処分庁）が（処分の名宛人）に対して行った、○○に関する処分（当該処

分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注２）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一

切の事項 

 

注１ 届出先は、審理員が指名され、かつ審理手続終結前である場合は審理員となり、それ以外の場合

は審査庁となる。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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〔様式例第９号〕総代互選命令書等 

１ 総代互選命令書 

 

平成○年○月○日   

 

（審査請求人）殿 

 （全員連記のこと） 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

総代の互選について 

 

平成○年○月○日付けをもって（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて

記載）について、平成○年○月○日付けをもって提出のあった審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記

載）の審理に必要があるので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 11 条第２項の規定により、

３人以内の総代を平成○年○月○日までに互選するよう命じます。 
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２ 総代互選通知書 

 

総代互選通知書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人 

○○ ○○ ㊞          

○○ ○○ ㊞          

○○ ○○ ㊞     

 ○○ ○○ ㊞          

 （以下、全員連記のこと） 

 

 以上 ○名    

 

 平成○年○月○日付け文書をもって互選を命ぜられた総代については、下記の者を選任しましたので

通知します。 

 

記 

 

   ○○ ○○ 

   ○○ ○○ 
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〔様式例第10号〕総代選出通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

（参加人） ○○ ○○ 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

総代の選出について（通知） 

 

（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対

する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）については、平成○年○月○日付けをもって下記の者

が総代に選任されたので、通知する（します）。 

 

記 

 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地       

   ○○ ○○ 
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〔様式例第11号〕委任状等 

１ 委任状 

 

委任状 

 

私は、Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 弁護士○○ ○○を代理人と定めて、下記の権限を委任する。 

 

記 

 

平成○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載することが望ましい）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一切の権限 

  

 

  平成○年○月○日 

 

           Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞    

 

注１ 審査請求書又は審査請求参加許可申請書の提出後に本状を提出する場合は、審査請求人又は参加

人の住所等の標記は不要である。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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２ 審査請求の取下げをさせる際の委任状 

 

委任状 

 

私は、Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 弁護士○○ ○○を代理人と定めて、下記の権限を委任する。 

 

記 

 

平成○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載することが望ましい）
（注１）につき、（審査庁）に対してした審査請求の取下げに関する権限 

 

  平成○年○月○日 

 

           Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地（注２） 

審査請求人 ○○ ○○ ㊞     

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 審査請求書の提出後に本状を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不要である。 

注３ 上記１及び２の内容を、一通の委任状に含めることは、差し支えない。 
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３ 代理人解任届 

 

代理人解任届 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁）○○ ○○ 殿 

   審理員 ○○ ○○ 殿（注 1） 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞        

 

 私は、弁護士○○ ○○を下記事項について、代理人に選任していましたが、都合により平成○年○

月○日付けをもって解任しましたので、行政不服審査法施行令第○条の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

 平成○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載することが望ましい）
（注 2）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一切の権限 

 

注１ 届出先は、審理員が指名され、かつ審理手続終結前である場合は審理員となり、それ以外の場合

は審査庁となる。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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〔様式例第12号〕審査請求参加許可申請書 

 

参加許可申請書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地       

○○ ○○ ㊞          

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

 

 下記のとおり、審査請求に参加したいので、行政不服審査法第 13 条第１項の規定により許可を申請し

ます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注 1）についての審査請求 

   

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 参加の理由（注2） 

   申請人は、審査請求人が取消しを求めている○○の処分により、（法的権利又は利益）を受けた者

であり、審査請求の裁決の内容について重大な利害関係を有するため。 

 

 ５ 添付書類（ある場合） 

   ○○○○ １通 

   ○○○○ １通 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 参加の理由欄の記載は一例である。 
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〔様式例第13号〕審査請求参加許可等決定書 

１ 許可する場合 

 

平成○年○月○日   

 

（申立人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審査請求への参加について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出された、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを併せて記載）に係る

利害関係人としての参加について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 13 条第１項の規定によ

り、許可します。 

 

 

２ 許可しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

（申立人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審査請求への参加について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から申請された、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを併せて記載）への参

加については、以下の理由により、不許可とします。 

 

理由 

 審査請求が提起されている処分は、○○に関するものであり、審査請求の裁決の内容がどのような

ものであっても、これにより、貴殿が不利益を被るとは認めがたいものであるため。 

 

注 理由欄の記載は一例である。 
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３ 許可を取り消す場合 

 

平成○年○月○日  

 

（参加人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審査請求への参加の取消しについて（通知） 

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって通知した、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関

する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）へ

の参加の許可については、以下の理由により、取り消します。 

 

理由 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第14号〕職権による審査請求参加要求書 

 

平成○年○月○日   

 

（参加要求対象者）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審査請求への参加について（通知） 

 

下記の審査請求について、利害関係人である貴殿に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 13

条第２項の規定により、参加人として、当該審査請求への参加を求めます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）についての審査請求 

  （事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 利害関係人として参加を求める理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（注） 

 

注 参加要求対象者が参加人となる理由を把握できるよう、審査請求に係る処分等の内容と、これにつ

いての利害関係の態様について、詳細に記載することが望ましい。 
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〔様式例第15号〕審査請求参加通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

（審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

審理員 ○○ ○○    

 

審査請求の参加人について（通知） 

 

下記の者を、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併

せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）の参加人としたので、通知する（します）。

 

記 

 

 参加人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 
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〔様式例第16号〕審査請求参加取下書 

 

参加取下書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

参加人 ○○ ○○ ㊞        

 

 平成○年○月○日付けをもって許可のあった下記の審査請求への参加について、下記の理由によりこ

れを取り下げます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 取下げの理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第17号〕審査請求参加取下げ等通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

（審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

審理員 ○○ ○○    

 

審査請求の参加人の取下げ（取消し）について（通知） 

 

（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対

する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関し、平成○年○月○日付け事務連絡をもって通知

した下記の参加人の参加が（を）平成○年○月○日付をもって取り下げられた（取り消した）ので、通

知する（します）。 

 

記 

 

 参加人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 
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〔様式例第18号〕審査請求人地位承継届出書 

１ 自然人の場合 

 

審査請求人地位承継届出書 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 55 番地      

承継人 ○○ ○○ ㊞         

 

 下記のとおり、審査請求人の地位を承継したので、行政不服審査法第 15 条第３項の規定により届け出

ます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 被承継人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 地位承継の理由 

   被承継人の死亡（平成○年○月○日） 

 

 ５ 添付書類 

   戸籍謄本 １通 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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２ 法人の場合 

 

審査請求人地位承継届出書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

                            株式会社○○○ 

                              代表取締役 ○○ ○○ ㊞    

 

 下記のとおり、審査請求人の地位を承継したので、行政不服審査法第 15 条第３項の規定により届け出

ます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 被承継人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 35 番地 

株式会社◇◇◇       

代表取締役 ○○ ○○ 

 

 ４ 地位承継の理由 

   株式会社◇◇◇と株式会社○○○とが合併したため（平成○年○月○日） 

 

 ５ 添付書類 

  （１）株式会社◇◇◇及び株式会社○○○間で締結された合併に関する協定書の写し 

  （２）株式会社◇◇◇株主総会における合併承認決議録の写し 

  （３）株式会社○○○株主総会における合併承認決議録の写し 

  （４）株式会社◇◇◇の解散登記に関する登記事項証明書 

  （３）株式会社○○○の変更登記に関する登記事項証明書 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第19号〕審査請求人地位承継通知書 

 

事 務 連 絡   

平成○年○月○日   

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

（審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○     

 

審査請求人の地位の承継について（通知） 

 

（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対

する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、下記のとおり審査請求人の地位の承継があ

ったので、通知する（します）。 

 

記 

 

１ 承継人の住所及び指名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 55 番地 

○○ ○○ 

 

 ２ 地位の承継の理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ３ 承継年月日 

 平成○年○月○日（注） 

 

注 承継許可の場合には、承継を許可した年月日が承継年月日となる。 
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〔様式例第20号〕審査請求人地位承継許可申請書 

 

審査請求人地位承継許可申請書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁）○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

                            株式会社○○○ 

                             代表取締役 ○○ ○○ ㊞   

 

 下記のとおり、処分に係る権利を譲り受けたので、行政不服審査法第 15 条第６項の規定により、審査

請求人の地位の承継の許可を申請します。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注 1）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 被承継人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 35 番地 

株式会社◇◇◇       

代表取締役 ○○ ○○ 

 

 ４ 地位承継の理由（注 2） 

   建築基準法第９条第１項の規定に基づく建築物の使用禁止処分を受けた工場を平成○年○月○日

に買い受けたので、速やかに工場の操業を開始したいため。 

 

 ５ 添付書類 

   売買契約書の写し 

   登記事項証明書 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 地位承継の理由の欄の記載は一例である。 
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〔様式例第21号〕審査請求人地位承継許可決定書 

１ 許可する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（申請者）殿 

 

 審査庁 ○○ ○○官印      

 

審査請求人の地位の承継の許可について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から申請のあった審査請求人の地位の承継については、許可します。 

 

 

２ 許可しない場合 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（申請者）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印      

 

審査請求への地位の承継の許可について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から申請のあった審査請求人の地位の承継については、以下の理由により、

不許可とします。 

 

理由 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第22号〕執行停止申立書 

 

執行停止申立書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地（注 1）   

審査請求人 ○○ ○○ ㊞        

 

 行政不服審査法第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり執行停止を申し立てます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注２）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 申立ての理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ４ 添付書類 

   ○○○○ 

 

注１ 審査請求書の提出後に本申立書を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不要である。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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〔様式例第23号〕執行停止に係る意見聴取書 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○官印     

 

執行停止に関する意見書の提出について（意見照会） 

 

平成○年○月○日付けをもって、（審査請求人）より、下記のとおり執行停止の申立てがあったので、

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第３項の規定により、これに対する意見書を、平成○

年○月○日までに提出するよう求めます。なお、期限内に意見書の提出がない場合は、意見がないもの

として取り扱います。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

 ２ 執行停止申立ての理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第24号〕執行停止決定書等 

１ 申立てにより執行停止を行う場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印    

 

執行停止申立てに対する決定について（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもって執行停止の申立てのあった（申立て対象処分）については、行政不服

審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり決定したので、

通知します。 

 

記 

  

１ 平成○年○月○日から○月○日までの○日間執行を停止する。 

２ （付帯条件がある場合は記載する） 

 

２ 執行停止の申立てを認めない場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

 

     （審査庁） ○○ ○○官印    

 

執行停止申立てに対する決定について（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもって執行停止申立てのあった（申立て対象処分）については、下記の理由

により、その執行を停止しないこととしたので、通知します。 

 

記 

 

 理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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３ 審理関係人（処分庁を除く。）に対する通知（職権により執行停止を行う場合を含む。） 

 

（ 文 書 番 号 ）    

  平成○年○月○日   

 

（審理関係人）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印     

 

執行停止について（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもってされた（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当

該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関し、行政

不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり決定したの

で、通知します。 

 

記 

  

１ 平成○年○月○日から○月○日までの○日間執行を停止する。 

２ （付帯条件がある場合は記載する）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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４ 執行停止を取り消す場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審理関係人）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印    

 

執行停止の取消しについて（通知） 

 

平成○年○月○日付け（文書番号）をもって通知した、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○

に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記

載）に係る（執行停止となる処分）の執行停止については、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第

26 条の規定により、下記のとおり取り消したので、通知します。 

 

記 

  

 １ 取消内容 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

２ 理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第25号〕執行停止決定通知書 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁） ○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○官印     

 

執行停止について（通知） 

 

下記の審査請求に係る処分について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第２項（第３

項）の規定により、下記のとおり決定したので、通知する。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

 ２ 審査請求年月日 

平成○年○月○日 

 

 ３ 決定の内容 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○執行を停止する（執行を停止しない）。 

   （執行停止の条件があれば併せて記載する。） 

 

注 処分庁が審査庁である場合には、本通知は不要である。 
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２ 審理員関係 

〔様式例第26号〕審理員指名書 

１ 指名書 

 

審理員指名書 

 

平成○年○月○日  

 

○○ ○○ 殿 

 

 （審査庁）○○ ○○     

 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第９条第１項の規定に基づき、下記の審査請求について、

同法が定める審理手続を行う者である審理員に指名する。 

なお、当該審査請求については、他に（所属部署及び職名）○○ ○○を審理員に指名した。（注） 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

 （処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

３ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

注 審理員を複数指名している場合に記載する。  
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２ 指名取消書 

 

審理員指名取消書 

 

平成○年○月○日   

 

○○ ○○ 殿 

 

 （審査庁）○○ ○○      

 

平成○年○月○日付け審理員指名書により、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号があ

る場合は併せて記載）についての審査請求（事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載）について、

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第９条第１項の規定に基づき行った指名は、以下の理由によ

り取り消す。 

 

理由 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第27号〕審理員指名通知書 

１ 指名通知書（審査請求人用） 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

 

 （審査庁）○○ ○○官印     

 

審理員の指名（等）について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出のあった審査請求について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第９条第１項に基づき、同法が定める審理手続を行う者である審理員として、下記の者を指名した

ので、通知します。 

また、本件審査請求については、以後「（事件名）（事件番号）」と記載することとしたので、御承知お

きください。（注１） 

 

記 

 

審理員  （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

 

（必要に応じて、連絡先として、所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、

メールアドレス（注２）等を記載する） 

 

注１ この一文は、審査請求事件に事件名及び事件番号を付し、これを審査請求人に通知する場合に記

載する。 

注２ メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定された

メールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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２ 指名通知書（処分庁等用） 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

 

 （審査庁）○○ ○○官印      

 

審理員の指名（等）について（通知） 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第

９条第１項に基づき、同法が定める審理手続を行う者である審理員として、下記の者を指名したので、

通知する。 

 また、本件審査請求については、名称を「（事件名）（事件番号）」としたので、併せて通知する。（注１） 

 

記 

 

審理員 （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

連絡先：（所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、メールアドレ

ス（注２）等を記載） 

 

注１ この一文は、審査請求事件に事件名及び事件番号を付し、これを処分庁等に通知する場合に記載

する。 

注２ メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定された

メールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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３ 審理員の指名の取り消しに伴い審理員が改めて指名された場合（審査請求人等用） 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人等）様 

 

 （審査庁）○○ ○○官印     

 

審理員の指名について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿（参加人への通知では「審査請求人○○ ○○」）から提出のあった審査請求（事件名・事件

番号がある場合はこれらを記載）について、審理員に指名していた○○ ○○の指名を取り消し、新たに下記の

者を審理員として指名したので、通知します。 

また、審理員の交代に伴い、お預かりした証拠書類等についても、下記の者が管理することとなった

ことを申し添えます。 

 

記 

 

審理員  （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

 

（必要に応じて、連絡先として、所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、

メールアドレス（注）等を記載する） 

 

注 メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定されたメ

ールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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４ 審理員の指名の取り消しに伴い審理員が改めて指名された場合（処分庁等用） 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁等）○○ ○○殿 

 

 （審査庁）○○ ○○官印      

 

審理員の指名について（通知） 

 

平成○年○月○日に審査請求人○○ ○○から提出のあった審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを

記載）について、審理員に指名していた○○ ○○の指名を取り消し、新たに下記の者を審理員として指

名したので、通知する。 

また、下記の者が、貴庁から提出された書類等の管理を新たに担当することを、併せて通知する。 

 

記 

 

審理員 （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

連絡先：（所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、メールアドレ

ス（注）等を記載） 

 

 

注 メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定されたメ

ールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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３ 審理手続関係 

〔様式例第28号〕弁明書提出要求書 

１ 処分庁等が審査庁とは異なる行政庁である場合 

 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審査請求書の送付及び弁明書の提出について 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、行政不服

審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 29 条の規定により、別添のとおり審査請求書（副本）を送付するの

で、当該審査請求に対する弁明書正副○通を平成○年○月○日までに提出することを求める。なお、同

法第 29 条第４項に掲げる書面を保有している場合は、弁明書に添付されたい。 

 

また、行政不服審査法第 32 条第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の

物件を提出する場合には、平成○年○月○日までに提出されたい。 

 

なお、行政不服審査法第 29 条第４項に掲げる書面及び同法第 32 条第２項の物件は、同法第 38 条第１

項に基づき、審査請求人又は参加人による閲覧等の請求の対象とされているので、その提出にあたって

は、これらの閲覧等を行うことについての貴庁の意見を付されたい。ただし、閲覧等の請求に対する審

理員の判断が、貴庁の意見と異なる場合があることをあらかじめ申し添える。 
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２ 処分庁等が審査庁と同一の行政庁である場合 

 

平成○年○月○日   

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

弁明書の提出について 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る弁明書正副○

通を平成○年○月○日までに提出することを求める。なお、同法第 29 条第４項に掲げる書面を保有して

いる場合は、弁明書に添付されたい。 

 

また、行政不服審査法第 32 条第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の

物件を提出する場合には、平成○年○月○日までに提出されたい。 

 

なお、行政不服審査法第 29 条第４項に掲げる書面及び同法第 32 条第２項の物件は、同法第 38 条第１

項に基づき、審査請求人又は参加人による閲覧等の請求の対象とされているので、その提出にあたって

は、これらの閲覧等を行うことについての貴庁の意見を付されたい。ただし、閲覧等の請求に対する審

理員の判断が、貴庁の意見と異なる場合があることをあらかじめ申し添える。 
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〔様式例第29号〕弁明書提出通知書 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 （処分庁等）○○ ○○官印     

 

弁明書の提出について 

 

平成○年○月○日付け（文書番号）をもって提出要求のあった、（審査請求人）から提起された（処分

庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号が

ある場合はこれらを記載）に対する弁明書等を、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 29 条第５項の規

定により、下記のとおり提出いたします。 

 

記 

 

  １ 弁明書 正副○通（別添） 

  ２ 添付書類 ○○○○ １通（別添１） 

         △△△△ １通（別添２） 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、審査請求人又は参加人

が閲覧等を行うことは、○○○○については差し支えないが、△△△△については・・・により、

認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、□□□□に関する箇所（別添３参照）を除いた

部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。（注） 

 

注 この文は添付書類の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたい。 
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〔様式例第30号〕反論書等提出期限設定通知書 

１ 審査請求人用 

 

平成○年○月○日   

 

（審査請求人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

弁明書の送付及び反論書等の提出について 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出された、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、行政不服審査法（平成

26 年法律第 68 号）第 29 条第５項の規定により、別添のとおり弁明書（副本）を送付します。 

 

また、行政不服審査法第 30 条第１項の規定により弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書

面（反論書）を提出する場合には平成○年○月○日までに、同法第 32 条第１項の規定により証拠書類又

は証拠物を提出する場合には平成○年○月○日までに、それぞれ提出してください。 

 

なお、上記の証拠書類又は証拠物は、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、他の審査請求人又は参

加人による閲覧等の請求の対象となっておりますので、証拠書類又は証拠物の提出にあたっては、これ

らの閲覧等を行うことについての貴殿の意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対する審理員

の判断が、貴殿の意見と異なる場合があることを御承知おきください。 

 

 

  



- 47 - 

２ 参加人用 

 

平成○年○月○日  

 

（参加人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

弁明書の送付及び意見書等の提出について 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、行政不服

審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 29 条第５項の規定により、別添のとおり弁明書（副本）を送付しま

す。 

 

また、行政不服審査法第30条第２項の規定により審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面（意

見書）を提出する場合には平成○年○月○日までに、同法第 32 条第１項の規定により証拠書類又は証拠

物を提出する場合には平成○年○月○日までに、それぞれ提出してください。 

 

なお、上記の証拠書類又は証拠物は、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、他の審査請求人又は参

加人による閲覧等の請求の対象となっておりますので、証拠書類又は証拠物の提出にあたっては、これ

らの閲覧等を行うことについての貴殿の意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対する審理員

の判断が、貴殿の意見と異なる場合があることを御承知おきください。 
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〔様式例第31号〕証拠書類等送付通知書 

１ 審査請求人及び参加人用 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

証拠書類等の提出について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）に対する審

査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載してもよい）に関して、行政不服審査法第 32 条第１項の規定に

より、証拠書類及び証拠物を別添のとおり提出します。 

 

記 

 

  １ 証拠書類 

（１）○○○○ １通 

  （２）△△△△ １通 

  ２ 証拠物 

（１）◇◇◇◇ １個 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、（審査請求人又は参加

人）が閲覧等を行うことは、○○○○及び◇◇◇◇については差し支えないが、△△△△につい

ては・・・により、認めるべきではない。（注） 

 

注 この文は添付書類等の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたい。 
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２ 処分庁等用 

 

事 務 連 絡  

平成○年○月○日  

 

審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 （処分庁等）○○ ○○      

 

当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件の提出について 

 

平成○年○月○日付けをもって（審査請求人）から提起された、（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、

行政不服審査法第 32 条（平成 26 年法律第 68 号）第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証

する下記物件を別添のとおり提出します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、審査請求人又は参加人

が閲覧等を行うことは、○○○○及び◇◇◇◇については差し支えないが、△△△△について

は・・・により、認めるべきではない。（注） 

 

注 この文は添付物件の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたい。 
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〔様式例第32号〕証拠書類等提出通知書 

１ 証拠書類等 

 

事 務 連 絡   

平成○年○月○日   

 

（審査請求人・参加人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ 

 

証拠書類等の提出について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、（提出者）から、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 32

条第１項の規定により、下記のとおり証拠書類及び証拠物が提出されたので、通知します。 

 

記 

 

  １ 証拠書類 

（１）○○○○ １通 

  （２）△△△△ １通 

  ２ 証拠物 

（１）◇◇◇◇ １個 
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２ 事実を証する書類その他の物件 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（審査請求人・参加人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ 

 

証拠書類等の提出について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、（処分庁等）から、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第

32 条第２項の規定により、下記のとおり物件が提出されたので、通知します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 
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〔様式例第33号〕意見聴取期日出席要請書 

 

平成○年○月○日   

 

（審理関係人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 37 条第１項の規定

により審理手続の申立てに関する意見聴取を下記のとおり実施することとしたので、出席してください。 

 

記 

 

  開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 
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〔様式例第34号〕審理手続期日等通知書 

平成○年○月○日  

 

（審理関係人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

審理手続の期日等及び審理手続の終結予定時期について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 37 条第３項の規定

により、審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結予定時期について、下記のとおり決定したので、

通知します（する）。 

 

記 

 

 １ 審理手続の期日及び場所 

 （１）口頭意見陳述 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 

 （２）参考人の陳述 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 

   （参考人は○○ ○○とし、○○○○○○○○○○○○についての陳述を求める。） 

 （３）物件の提出 

    平成○年○月○日までに、○○ ○○に対して○○○○○○○の提出を求める。 

    また、行政不服審査法第 32 条第１項又は第２項の規定により証拠書類若しくは証拠物又は処分

の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出する場合には、平成○年○月○日までに提出

されたい（してください）。 

 

 ２ 審理手続の終結予定時期 

   平成○年○月上旬 

 

注 上記の審理手続の期日及び場所は一例である。 
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〔様式例第35号〕口頭意見陳述申立書 

 

口頭意見陳述申立書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞      

 

 行政不服審査法第 31 条第１項の規定により、下記のとおり口頭による意見陳述を申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 口頭による意見陳述を希望する日時及び場所 

   平成○年○月○日から同年○月○日までの間 午後○時から午後○時の間 

   ○○庁舎 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第36号〕補佐人帯同許可申請書 

 

補佐人帯同許可申請書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり補佐人帯同の許可を受けたいので、行政不服審査法第 31 条第３項の規定により申請しま

す。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 補佐人帯同を必要とする理由 

   陳述の内容が○○に関する専門的な事項に及ぶため、○○である○○ ○○に補佐してもらうこ

とによって、陳述をより明確にすることができるため。 

 

 ４ 補佐人の住所、氏名及び職業 

  Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

○○ ○○ 

   （職業） 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第37号〕口頭意見陳述実施等通知書 

１ 申立人への通知 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

口頭意見陳述の実施（等）について 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る口頭による意見陳述について

は、下記のとおり実施することとしたので、出席してください。なお、貴殿がこの口頭による意見陳述

に正当な理由なく出席しない場合は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 41 条第２項第２号の

規定により、審理手続を終結させることがあるので、御承知おきください。 

また、平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、上記の口頭による意見陳述に係る補佐

人○○ ○○の帯同を許可する（下記の理由により許可しない）こととしたので、併せて通知します。（注） 

 

記 

 

  １ 開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

  ２ 補佐人の帯同を認めない理由（補佐人帯同の許可申請があり、これを認めない場合）
（注） 

    本件審査請求の理由からは、○○である補佐人による補佐の必要性は認められないため。 

 

注 補佐人帯同の許可申請があった場合に記載する。 
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２ 申立人以外への通知 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

口頭意見陳述の実施について（通知） 

 

審査請求人○○ ○○及び参加人○○ ○○（申立人の数だけ列挙）から申立てのあった、○○に関する処

分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る

口頭による意見陳述については、下記のとおり実施することとしたので、出席してください。 

 

記 

 

  開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

  

３ 口頭意見陳述を開催しない場合の通知 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

口頭意見陳述の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る口頭による意見陳述について

は、以下の理由により、実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第38号〕物件提出要求実施申立書 

 

物件提出要求申立書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり物件の提出を求めたいので、行政不服審査法第 33 条第１項の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 提出を求める物件の名称及び数量 

   ○○○○ ○通（個） 

 

 ５ 提出を求める物件の所有者の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地       

○○ ○○ 

 

 ６ 提出を求める理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第39号〕物件提出要求申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件提出要求の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る物件提出要求については、実施す

ることとしたので、通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件提出要求の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る物件提出の要求については、以下

の理由により実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第40号〕物件提出要求書及び回答書 

１ 物件提出要求書 

 

平成○年○月○日   

 

（物件の所持人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件の提出について（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 33 条の規

定により、下記のとおり物件の提出をお願いします。つきましては、同封の物件提出依頼回答書に、必

要な事項を記載して、平成○年○月○日までにお送りください。 

また、物件の提出に際しては、物件送付通知書（同封の様式を参照願います）を添付してください。 

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 提出を求める物件の名称及び数量 

 ○○○○ ○通 

 

 ４ 提出を求める物件の提出期限 

   平成○年○月○日 

 

 ５ 提出を求める物件の提出先 

   Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地  

   （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

連絡先：（上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 
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２ 回答書 

 

物件提出依頼回答書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地      

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る審理のための

物件を提出することについては、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  承諾します。 

 

  拒否する。 

 

   注 一方を消してください。 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した回答書を同封する。 
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〔様式例第41号〕物件送付通知書 

 

物件送付通知書 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地       

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関する下記の物件

を、行政不服審査法第 33 条の規定により別添のとおり提出します。 

 

記 

 

１ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、（審査請求人又は参加

人）が閲覧等を行うことは、○○○○及び◇◇◇◇については差し支えないが、△△△△につい

ては・・・により、認めるべきではない。 

 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した通知書及びその様式を同封する。なお、

通知書については、提出物件の名称及び数量と、提出物件の閲覧等についての意見（上記なお書き）

は空白とする。 
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〔様式例第42号〕物件提出等通知書 

１ 物件の提出があった場合 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（審査請求人・参加人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ 

物件の提出について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、（提出者）から、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 33

条の規定により、下記のとおり物件が提出されたので、通知します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

 

２ 物件が提出されなかった場合 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

物件提出要求について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る物件提出要求については、当該

物件の所持人から提出を拒否する旨の通知がありましたので、通知します。 
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〔様式例第43号〕提出書類等預かり証 

 

提出書類等預かり証 

平成○年○月○日   

 

（提出書類等の提出者）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、下記のとおり、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 32

条第１項の規定による証拠書類及び証拠物（注）を預かりました。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

注 この預かり証は、提出書類等をあなたに返還するときに必要となりますので、それまで大切に保管

してください。 

注 提出を受けた物件等に応じて、根拠条文及び物件名を適宜変更すること。 
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〔様式例第44号〕質問申立書 

 

質問申立書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり審理関係人への質問を求めたいので、行政不服審査法第36条の規定により申し立てます。

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

申立人と同じ 

 

 ４ 質問の対象となる審理関係人 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ５ 質問事項 

  （１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  （２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ６ 質問を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第45号〕質問申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

質問の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る（審理関係人）に対する質問につ

いては、実施することとしたので、通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

質問の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る（審理関係人）に対する質問につ

いては、以下の理由により実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第46号〕質問書等及び回答書 

１ 文書による回答を求める場合の質問書 

 

平成○年○月○日  

 

（審理関係人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

質問書の送付について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 36 条の規定により、下記の質問事項について、平成○年○月○日までに文書で回答するよう求め

ます。 

 

記 

 

 １ 質問事項 

  （１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  （２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 注 上記の文書は、同封の回答書様式を参考として、作成してください。 
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２ 期日を開催して質問を行う場合の出席要請書 

 

平成○年○月○日   

 

（審理関係人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

質問の実施について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 36 条の規定により、下記のとおり質問を実施しますので、出席してください。 

 

記 

 

 １ 実施日時及び場所 

   平成○年○月○日 午後○時 

   ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

 ２ 質問事項 

  （１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  （２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ３ 陳述を聴取する者の氏名等 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

参加人 ○○ ○○ 
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３ 回答書 

 

回答書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

   審査請求人（参加人）（処分庁等） ○○ ○○ ㊞   

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に

係る質問については、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 質問事項（１）について 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

２ 質問事項（２）について 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第47号〕参考人陳述等申立書 

１ 参考人陳述申立書 

 

参考人陳述申立書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞      

 

 下記のとおり参考人の陳述を求めたいので、行政不服審査法第 34 条の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 参考人の住所、氏名及び職業 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地       

○○ ○○ 

（職業） 

 

 ５ 参考人の陳述を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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２ 鑑定申立書 

 

鑑定申立書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり鑑定を求めたいので、行政不服審査法第 34 条の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 鑑定を求める者の住所、氏名及び職業 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 120 番地       

○○ ○○ 

（職業） 

 

 ５ 鑑定を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第48号〕参考人陳述等申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

参考人陳述（鑑定）の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）の要求につい

ては、実施することとしたので、通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

参考人陳述（鑑定）の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）の要求につい

ては、以下の理由により実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第49号〕参考人陳述等依頼書及び回答書 

１ 参考人陳述の依頼 

 

平成○年○月○日  

 

（参考人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

参考人としての陳述について（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 34 条の規

定により、下記のとおり参考人としてその知っている事実についての陳述をお願いします。つきまして

は、同封の参考人陳述依頼回答書に、必要な事項を記載して、平成○年○月○日までにお送りください。

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 陳述を求める主な内容 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について 

 

 ４ 陳述を聴取する日時及び場所 

   平成○年○月○日 午後○時 

   Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

 ５ 陳述を聴取する者の氏名等（注） 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

このほか、本件審査請求の審査請求人、参加人及び処分庁等（担当者）が立会いを希望する場合、

これを認めることとする予定である。 

 

 ６ 出頭に要する経費の支給 

   交通費実費 
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   ○○○○ 

   （当日は、経費支給の手続をお願いしますので、印鑑を御用意ください。） 

 

 〔本件連絡先〕 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

  （上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 

 

注 審理関係人については、参考人陳述への立会いを認める場合に記載する。 
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２ 鑑定の依頼 

 

平成○年○月○日  

 

（鑑定人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

鑑定について（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 34 条の規

定により、下記のとおり鑑定をお願いします。つきましては、同封の鑑定依頼回答書に、必要な事項を

記載して、平成○年○月○日までにお送りください。 

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 鑑定を求める主な内容 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について 

 

 ４ 鑑定結果の報告方法 

   以下の日時及び場所において、鑑定結果報告書により報告すること。（注１） 

   平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

 ５ 陳述を聴取する者の氏名等（注２） 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

このほか、本件審査請求の審査請求人、参加人及び処分庁等（担当者）が立会いを希望する場合、

これを認めることとする予定である。 

 

 ６ 陳述に要する経費の支給 

   鑑定依頼料 ○○○円 
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   交通費及び鑑定の実施に要した経費 実費 

   （当日は、経費支給の手続をお願いしますので、印鑑を御用意ください。） 

 

 〔本件連絡先〕 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

  （上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 

 

注１ 期限を示して鑑定結果報告書を提出させるという方法によることも差し支えない。 

注２ 審理関係人については、参考人陳述への立会いを認める場合に記載する。 
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３ 回答書 

 

参考人陳述（鑑定）依頼回答書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地      

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る審理のための

陳述（鑑定）については、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  承諾します。 

  次の条件をつけて承諾します。（条件：（例）聴取日時を平成○年○月○日午後○時と変更すること。） 

  拒否する。 

 

   注 該当事項を残してあとは消してください。 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した回答書を交付する。 
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〔様式例第50号〕参考人陳述等実施通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○     

 

参考人陳述（鑑定）の実施について（通知） 

 

審査請求人○○ ○○から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）

についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）については、下記に

よって実施することとしたので、通知します（する）。 

また、貴殿がこの参考人陳述（鑑定）への立会いを希望する場合、これを認めることとしたので、併

せて通知します（する）。 

 

記 

 

  開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 
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〔様式例第51号〕鑑定結果報告書 

 

鑑定結果報告書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 120 番地      

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載しても

よい）に関する鑑定結果を、行政不服審査法第 34 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 鑑定事項 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について 

 

 ２ 鑑定の結果 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第52号〕参考人陳述等結果通知書 

１ 実施した場合 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○      

 

参考人陳述（鑑定）の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）については、

下記によって実施したので、通知します。 

 

記 

 

  聴取（鑑定結果報告）の実施日時及び場所（注） 

    平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

注 期限を示して鑑定結果報告書を提出させた場合は、同報告書の提出日時を記載する。 

 

２ 実施しなかった場合 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

参考人陳述（鑑定）の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）については、

参考人（鑑定人）から拒否する旨の通知があり、これを実施することができなかったので、通知します。 
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〔様式例第53号〕検証申立書 

 

検証申立書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり参考人の陳述を求めたいので、行政不服審査法第 34 条の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 検証を行う場所の住所等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 

 

 ５ 検証を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ６ 検証を希望する日時 

   平成○年○月○日 午前○時 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第54号〕検証申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

検証の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、実施することと

したので、通知します。なお、検証の日時等については、おって通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

検証申立てに対する決定について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、以下の理由によ

り実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第55号〕検証実施依頼書及び回答書 

１ 検証実施依頼書 

 

平成○年○月○日  

 

（検証場所の施設管理者） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

検証のための立入りについて（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 35 条の規

定により、下記のとおり検証のための立入りを承諾されるようお願いします。つきましては、同封の検

証立入依頼回答書に、必要な事項を記載して、平成○年○月○日までにお送りください。 

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 検証を行う場所の住所等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 

 

 ４ 検証を行う日時 

   平成○年○月○日 午後○時 

 

 ５ 検証を行う者の氏名等（注２） 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

   審理員のほか、（所属及び役職名）の○○ ○○が、審理員の検証を補助する者として立ち入る。

  

６ 立会人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 50 番地       

○○ ○○ 
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 〔本件連絡先〕 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

  （上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 

 

 

２ 回答書 

 

検証立入依頼回答書 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地       

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証のための

立入りについては、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  承諾します。 

 

  次の条件をつけて承諾します。（条件：（例）検証日時を平成○年○月○日午後○時と変更すること。） 

 

  拒否する。 

 

   注 該当事項を残してあとは消してください。 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した回答書を交付する。 

 

  



- 85 - 

〔様式例第56号〕検証実施通知書 

１ 申立人への通知（実施する場合） 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

検証の実施について（通知） 

 

貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求

（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、下記によって実施することとしたので、通

知します。 

また、貴殿は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 35 条の規定により、下記検証に立ち会う

ことができることを、併せて通知します。 

 

記 

 

  検証を実施する日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 

 

 

２ 申立人への通知（実施できなかった場合） 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○     

 

検証の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、当該検証場

所の管理人から拒否する旨の通知があり、これを実施することができなかったので、通知します。 

 

- 86 - 

３ その他審理関係人への通知 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （申立人以外の審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○      

 

検証の実施について（通知） 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）に係る検証を下記によって実施することとしたので、通知します。 

 

記 

 

  検証を実施する日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 
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〔様式例第57号〕書類提出等催促書 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件の提出期限の再設定について 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）に関して、平成○年○月○日付け事務連絡により下記のとおり提出を求めた物件については、

平成○年○月○日までに提出（注１）してください。 

なお、上記期限までに物件が提出されない場合は、行政不服審査法第 41 条第２項の規定により、審理

手続を終結することがありますので、御承知おきください。 

 

記 

 

  提出を求めた物件及びその提出期限（注２） 

  （１）反論書 平成○年○月○日 

（２）証拠書類又は証拠物 平成○年○月○日 

 

注１ 複数の提出期限を定める場合は、「○○については平成○年○月○日までに、△△については平成

○年○月○日までに、それぞれ提出」といった記載とする。 

注２ 本催促書の対象となる物件は、行審法第 41 条第２項第１号に記載されている以下の物件である。 

１ 弁明書（行審法第 29 条第２項） 

２ 反論書（行審法第 30 条第１項後段） 

３ 意見書（行審法第 30 条第２項後段） 

４ 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件（行審法第 32 条第３項） 

５ 書類その他の物件（行審法第 33 条前段） 
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〔様式例第58号〕提出書類等閲覧等請求書 

 

提出書類等閲覧等請求書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 行政不服審査法第 38 条第１項の規定により、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載す

ることが望ましい）
（注１）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこちらを記載してもよい）の審理手続におい

て提出された下記の書類の閲覧及び写し等の交付（注１）を求めます。 

 

記 

 

 １ 閲覧を求める提出書類等（注２） 

（１）（処分庁等）が提出した○○○○及び○○○○ 

（２）参考人○○ ○○が提出した○○○○、△△△△及び◇◇◇◇ 

 （３）参考人△△ △△が提出した○○○○ 

 

 ２ 写し等の交付を求める提出書類等（注２） 

（１）（処分庁等）が提出した△△△△、△△△△、△△△△及び△△△△ 

（２）上記１の閲覧時に私が写し等の交付の必要があると判断した提出書類等 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 
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〔様式例第59号〕提出書類等の閲覧等に関する意見聴取書等 

１ 意見聴取書 

 

平成○年○月○日  

 

   （提出書類等の提出者）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

提出書類等の閲覧等について 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）に関して、（審査請求人又は参加人）○○ ○○から、貴殿（貴庁）の提出書類等について、

下記のとおり閲覧及び写し等の交付（注）の請求を受けたことから、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 38 条第２項の規定により、当該閲覧及び写し等の交付を行うことについての貴殿の意見を聴取す

るので、同封の回答書に必要な事項を記載して、平成○年○月○日までに提出してください（すること）。

なお、閲覧等の請求に対する審理員の判断が、貴殿（貴庁）の意見と異なる場合があることを御承知

おきください（留意すること）。 

 

記 

 

１ 閲覧の請求があった提出書類等（注） 

○○○○、△△△△及び◇◇◇◇ 

 

 ２ 写し等の交付の請求があった提出書類等（注） 

上記１の閲覧時に謄写の必要があると判断した提出書類等 

 

注 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 

 

  

- 90 - 

２ 回答書 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人（参加人）（処分庁等） ○○ ○○ ㊞     

 

提出書類等の閲覧等について（回答） 

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって照会のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載し

てもよい）に関して、（審査請求人又は参加人）○○ ○○から請求のあった、私（当庁）の提出書類等に

対する閲覧及び写し等の交付についての意見を、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ 

  閲覧及び写し等の交付を行うことは差し支えない。 

  ２ △△△△  

    閲覧及び写し等の交付を行うことは、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△の

うち、□□□□に関する箇所（別添参照）を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支

えない。 

３ ◇◇◇◇  

閲覧を行うことは差し支えない。また、本提出書類等は証拠物であり写し等の交付はできない

が、これを撮影することは差し支えない。 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第60号〕提出書類等閲覧等請求についての回答書 

 

平成○年○月○日  

 

   （請求者）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

提出書類等の閲覧等の求めについて（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出された、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを併せて記載）に係る

提出書類等の閲覧等（注１）の求めについては、下記のとおり決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 閲覧について（注１） 

（１）（処分庁等）が提出した○○○○及び○○○○について 

   いずれも、閲覧を認める。 

（２）参考人○○ ○○が提出した○○○○、△△△△及び◇◇◇◇について 

    ○○○○及び◇◇◇◇は閲覧を認める。 

△△△△については・・・・・・の理由により閲覧を認めない。ただし、前述の理由に該当す

る部分を除いて作成した写しの閲覧は認める。 

 （３）参考人△△ △△が提出した○○○○について 

   いずれも閲覧を認める。 

 

 ２ 写し等の交付について（注１） 

（１）（処分庁等）が提出した△△△△、△△△△、△△△△及び△△△△ 

   いずれも、写し等の交付等を認める。 

（２）写し等の交付の申請において明示されていなかった提出書類等 

   申請時に「閲覧時に私が写し等の交付の必要があると判断した提出書類等」との記載により、

対象が明示されていなかった提出書類等に対して、写し等の交付の請求があった場合は、次のと

おりとする。 

（処分庁等）、参考人△△ △△が提出した書類及び参考人○○ ○○が提出した○○○○につ

いては、いずれも、写し等の交付を認める。また、参考人△△ △△が提出した◇◇◇◇は証拠

物であり写し等の交付はできないが、これを撮影することを認める。 

参考人△△ △△が提出した△△△△については・・・・・・の理由により写し等の交付を認

めない。ただし、前述の理由に該当する部分を除いて作成した写し等の交付は認める。 

 

３ 閲覧及び写し等の交付を実施する日時及び場所について（注１） 
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 （１）閲覧 

    平成○年○月○日 午前○時～午前○時 

    東京都千代田霞が関○丁目○－○ 中央合同庁舎第○号館第○会議室（○階） 

   （上記時間内に全ての書類の閲覧が終了しなかった場合は、翌日の午前○時～午前○時に、同じ

場所において、残りの書類の閲覧を行うものとする。）（注２） 

 （２）写し等の交付 

申請時に写し等の交付の請求があった提出書類については、上記閲覧の終了後に交付する。 

写し等の交付の申請において明示されていなかった提出書類等のうち、上記閲覧の終了後、写

し等の交付の請求があったものについては、平成○年○月○日午前○時に中央合同庁舎第○号館

○○省○○局○○課（東京都千代田霞が関○丁目○－○）において交付する。また、これらにつ

いては、郵送による交付（別途送付料が必要となる）を行うことも可能であるので、郵送による

交付を希望する場合は、写しの等の交付時に請求すること。 

 

４ 写し等の交付に係る手数料及び納付方法について（注１） 

 （１）写し等の交付手数料等 

    申請時に明示のあった処分庁等の提出書類等 ○○○○円 

写し等の交付の申請において明示されていなかった提出書類等について、写し等の交付を認め

ることとした全ての提出書類等の写し等の交付を行う場合 ○○○○円 

上記の全ての写し等を郵送による交付を希望する場合の送付に要する費用 ○○○○円 

 （２）納付方法 

    平成○年○月○日に交付する提出書類等謄写交付手数料納付書の収入印紙貼付欄に、確定後の

交付手数料に相当する収入印紙を貼付する。 

 

注１ 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 

注２ 閲覧対象となる提出書類等が大量であり、閲覧期間の延長が予想される場合に記載する。 
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〔様式例第61号〕提出書類等の写しの交付手数料納付書 

 

提出書類等謄写手数料等納付書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁）○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 平成○年○月○日付け審理員○○ ○○発「提出書類等の閲覧等の求めについて（通知）」により認め

られた、下記の書類等の写し等の交付に係る手数料等として、下記の金額を収入印紙（注１）により納付し

ます。 

 

記 

 

 １ 納付金額（注２） 

   ○○○○円（郵送による交付に要する費用○○○○円を含む）（注３） 

 

 ２ 交付対象書類及び枚数（注２） 

  （１）○○○○ ○枚 

  （２）○○○○ ○枚 

 

 

 

注１ この記載は、審査庁が国の機関が審査庁で「収入印紙」を納付方法とする場合の例である。審査

庁が定める納付方法に応じて、適宜記載を変更されたい。 

注２ 納付金額、交付対象書類及び枚数は、審理員において記入し、請求者に確認を求める。 

注３ 括弧書きは、請求者が郵送による交付を希望する場合に記載する 

  

…
…

収入印紙貼付欄（注１） 
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〔様式例第62号〕審理手続併合等通知書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審理手続の併合について（通知） 

 

下記の審査請求に係る審理手続は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 39 条の規定により、

これらを併合することとしたので、通知します（する）。 

 

記 

 

 １ 審理手続を併合する審査請求 

（１）審査請求の件名 

  （処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

  （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

（２）審査請求人の住所又は居所及び氏名 

   Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

（３）審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ２ 審理手続を併合する審査請求 

  （※ 以下、審査請求ごとに上記１と同様の内容を記載する） 

 

 ３ 審理手続を併合する審査請求 

 

 

 

 

  

…
…
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〔様式例第63号〕審理手続分離通知書 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審理手続の分離決定について（通知） 

 

平成○年○月○日付け文書をもって通知した、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 39 条の規

定により併合した審理手続から、下記の審査請求に係る審理手続を分離することとしたので、通知しま

す（する）。 

 

記 

 

 １ 審理手続を分離する審査請求 

（１）審査請求の件名 

  （処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

  （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

（２）審査請求人の住所又は居所及び氏名 

   Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

（３）審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ２ 審理手続を分離する審査請求 

  （※ 以下、審査請求ごとに上記１と同様の内容を記載する） 

 

 ３ 審理手続を分離する審査請求 

    

 

 

 

 

  

…
…
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〔様式例第64号〕執行停止についての意見書 

 

執行停止についての意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、下記のと

おり当該処分の執行停止をすべきであると認められるので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）

第 40 条の規定に基づき、執行停止をすべき旨の意見書として提出する。 

 

記 

 

 １ 必要と認める執行停止の内容 

   本件審査請求の裁決があるまで、当該処分の全部の執行を停止すること。（注１） 

 

 ２ 執行停止すべきである理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注１ 上記の記載内容は一例である。 
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〔様式例第65号〕審理員意見書等提出予定時期通知書 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審理手続の終結等について（通知） 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）についての審理手続を終結したので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 41 条第３

項の規定により通知します（する）。 

また、同項の審理員意見書及び事件記録を（審査庁）に提出する予定時期は、平成○年○月○日とし

たので、併せて通知します（する）。 
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〔様式例第66号〕行政不服審査会等への諮問に関する申出についての注意喚起書 

１ 審査請求人用 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （審査請求人）殿（注１） 

 

 審理員 ○○ ○○       

 

行政不服審査会等への諮問に関する申出について 

 

本件審査請求について、（審査庁）は、審理員意見書の提出後、（行政不服審査会等の名称）に諮問を

行うこととなっておりますが、貴殿がこの諮問を希望しない場合は、行政不服審査法第 43 条第１項第４

号に規定する申出をすることができます。 

貴殿が、上記の申出を行う場合は、別添の様式（注２）を参考に申出書を作成し、平成○年○月○日（注３）

までに、（審査庁）に提出いただきますよう、お願いいたします。なお、上記期限までに申出書の提出が

ない場合は、貴殿からの行政不服審査法第 43 条第１項第４号に規定する申出はないものとして取り扱わ

せていただきますので、御承知おきください。 

 

注１ 本状は、行審法第 43 条第１項第４号の行政不服審査会等への諮問に関する申出をしていない審査

請求人に対して審理員意見書等提出予定時期通知書〔様式例第○号〕を送付する際に同封する。 

注２ 別添の様式とは、行政不服審査会等への諮問に関する申出書〔様式例第○号〕の１である。 

注３ 通常は、審査庁への審理員意見書の提出時期となる。 
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２ 参加人用（審査請求人が行審法第43条第１項第４号の申出をしている場合） 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

   （参加人）殿（注１） 

 

 審理員 ○○ ○○      

 

行政不服審査会等への諮問に関する申出について 

 

本件審査請求については、（審査請求人）から、行政不服審査法第 43 条第１項第４号の規定により、（行

政不服審査会等の名称）への諮問を希望しない旨の申出がされています。 

貴殿が、上記の審査請求人による申出に反対する場合は、別添の様式（注２）を参考に申出書を作成し、

平成○年○月○日（注３）までに、（審査庁）に提出いただきますよう、お願いいたします。なお、上記期

限までに申出書の提出がない場合は、貴殿からの行政不服審査法第 43 条第１項第４号に規定する申出は

ないものとして取り扱わせていただきますので、御承知おきください。 

 

注１ 本状は、審査請求人が行審法第 43 条第１項第４号の行政不服審査会等への諮問に関する申出をし

ており、かつ参加人が上記規定の申出をしていない場合に、当該参加人に対して審理員意見書等提

出予定時期通知書〔様式例第○号〕を送付する際に同封する。 

注２ 別添の様式とは、行政不服審査会等への諮問に関する申出書〔様式例第○号〕の２である。 

注３ 通常は、審査庁への審理員意見書の提出時期となる。 
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３ 参加人用（審査請求人が行審法第43条第１項第４号の申出をしていない場合） 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （参加人）殿（注１） 

 

 審理員 ○○ ○○       

 

行政不服審査会等への諮問に関する申出について 

 

本件審査請求について、（審査庁）は、審理員意見書の提出後、（行政不服審査会等の名称）に諮問を

行うこととなっておりますが、（審査請求人）がこの諮問を希望しない場合は、行政不服審査法第 43 条

第１項第４号の規定する申出により、（行政不服審査会等の名称）への諮問を行わないこととなります。 

貴殿が、審査請求人から上記の申出がされた場合において、これに反対する場合は、別添の様式（注２）

を参考に申出書を作成し、平成○年○月○日（注３）までに、（審査庁）に提出いただきますよう、お願い

いたします。なお、上記期限までに申出書の提出がない場合は、貴殿からの行政不服審査法第 43 条第１

項第４号に規定する申出はないものとして取り扱わせていただきますので、御承知おきください。 

 

注１ 本状は、審査請求人及び参加人がともに行審法第 43 条第１項第４号の行政不服審査会等への諮問

に関する申出をしていない場合に、当該参加人に対して審理員意見書等提出予定時期通知書〔様式

例第○号〕を送付する際に同封する。 

注２ 別添の様式とは、行政不服審査会等への諮問に関する申出書〔様式例第○号〕の２である。 

注３ 通常は、審査庁への審理員意見書の提出時期となる。 
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〔様式例第67号〕行政不服審査会等への諮問に関する申出書 

１ 審査請求人による申出書 

 

（行政不服審査会等の名称）への諮問についての申出書 

平成○年○月○日  

 

  （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

   審査請求人 ○○ ○○ ㊞      

 

 私は、下記の審査請求に係る（行政不服審査会等の名称）への諮問を希望しないので、行政不服審査

法第 43 条第１項第４号の規定により、その旨の申出をします。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

申出人と同じ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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２ 参加人による申出書 

 

（行政不服審査会等の名称）への諮問についての申出書 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

 参加人 ○○ ○○ ㊞       

 

 私は、下記の審査請求に係る（行政不服審査会等の名称）への諮問をしないことについて反対する（注

１）ので、行政不服審査法第 43 条第１項第４号の規定により、その旨の申出をします。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

注１ 審査請求人が行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出をしていない段階で、参加人が当

該申出があった場合でもこれに反対することを申し出る場合は、「諮問を審査請求人が希望しない場

合、これについて反対する」と記載する。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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〔様式例第68号〕行政不服審査会等への諮問についての通知書 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

（審査庁） ○○ ○○官印    

 

（行政不服審査会等の名称）への諮問等について（通知） 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 43 条第１項の規定により、（行政不

服審査会等の名称）に諮問をしたので、同条第３項の規定により、通知するとともに、審理員意見書の

写しを送付します（する）。 

 

注 審理員意見書の写しを添付する（併せて諮問書の写しを添付してもよい）。 
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〔様式例第69号〕審理員意見書 

１ 棄却されるべき旨の意見書 

 

審理員意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 42 条第２項の規定に基づき、審査請求人○○ ○○が平

成○年○月○日に提起した処分庁○○市長による平成○年度分の固定資産税及び都市計画税の賦課処分

についての審査請求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）の裁決に関する意見を提出する。 

 

 

第１ 事案の概要 

１ 平成○年○月○日、○○市税事務所の担当職員（以下「担当職員」という。）は、別紙物件目録記

載の土地（以下「本件土地」という。）の現地調査を実施し、本件土地は、①前面道路との間に側溝

と縁石があり、整備された前面道路の外部に所在していること、②請求人所有の○○市○○○丁目

○番○の土地（地積○．○平方メートル。以下「○番○の土地」といい、本件土地と併せて「本件

各土地」という。）と同一平面上で区切られてはいるものの、同一の高さで同種類の石貼りがされて

いること、③審査請求人所有の自転車及び原動機付自転車が置かれていることを確認した。 

２ 平成○年○月○日、担当職員が、現地調査を実施し、本件土地の現在の状況が、前記１の現地調

査時点の状況と変更のないことを確認した。 

３ 平成○年○月○日、処分庁は、本件各土地に係る平成○年度分の固定資産税及び都市計画税（以

下「固定資産税等」という。）の賦課処分（納税通知書番号○○○○。以下「本件処分」という。）

を行い、同日付けで請求人に通知した。 

４ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、本件土地が、７年前本件住宅を購入した際、住宅斡旋者が市税事務所に赴

き説明し、その後、現地調査を受けた上でセットバックと認められ公共の用に供する道路として非

課税となった土地であり、その利用状況も過去７年間不変であるにもかかわらず、今回、塀がある

こと、また、自転車、スクーターが置いてあり道路には見えないことという理由により本件処分が

なされたことは、これまでの経緯を無視し、法の適用を誤ったものであり、違法であるとして、そ

の取消しを求める、というものである。 



- 105 - 

 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件土地は、本件賦課期日現在、その現況に鑑み「道路であって所有者において一般

的利用について何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供さ

れている」ものとして、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。）第 348 条第２項

第５号が定める「公共の用に供する道路」として認定することはできないことから、本件処分は、

法令の規定及びその解釈に従い適正になされたものであり、何ら違法又は不当な点は存在しない旨

主張している。 

また、平成○年度における固定資産税等は、本件賦課期日（平成○年１月１日）現在の現況にお

いて課されるものであり、過去非課税とされていたこと等についての審査請求人の主張は失当であ

る旨反論している。 

 

第３ 理由 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）法第 348 条第２項第５号は、公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地については、固定

資産税を課すことができない旨規定している（法第 702 条の２第２項の規定により都市計画税に

ついても同様。）。 

ここにいう「公共の用に供する道路」とは、「道路であって所有者において一般的利用について

何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供されているもの」

（大阪地方裁判所昭和 53 年４月 25 日判決・判例タイムズ 369 号 303 頁）をいうものとされてい

る。 

（２）また、法第 359 条は、固定資産税について、当該年度の初日の属する年の１月１日を賦課期日

（固定資産税等に関する課税客体、納税義務者、非課税の範囲、課税標準等の課税要件を確定さ

れる基準となる日）とする旨規定する（法第702条の６の規定により都市計画税についても同様。）。

（３）○○市においては、「固定資産税及び都市計画税の課税事務の取扱いについて（通達）」（平成○

年○月○日付○○第○号○○長通達）により、固定資産税等の課税事務の取扱いについては、「固

定資産税及び都市計画税課税事務提要」（以下「事務提要」という。）によるものとされていると

ころ、事務提要によると「公共の用に供する道路」とは、原則として道路法にいう道路（高速自

動車国道、一般国道、県道、市町村道）をいうが、その他のものであっても、何ら制約を設けず

不特定多数人の利用に供されているもので、次の全ての条件に該当するものについては、道路法

にいう道路に準ずるものとして、これに含めるものとされている（事務提要第○章第○節第○）。

   （ア）及び（イ） 略 

   （ウ）客観的に道路として認定できるもの 

      「客観的に道路として認定できるもの」とは、道路の形態を有し、道路と宅地等が塀、Ｌ形

側溝及び縁石等により明確に区分され、道路以外の用に供されていないこと（具体的には、

庭や駐車場等として併用利用をしていないこと、道路部分の上空に建築物が存在しないこと、

道路部分が原則として敷地面積に含まれていないものであること。）をいう。 

（４）また、事務提要によると、「「公共の用に供する道路」とは、上記（３）に該当するものをいう

が、以下に掲げる各土地についてはそれぞれ公共性が高いものとして、これに含める」とされて

いる（事務提要第○章第○節第○）。 

   （ア）２以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されている土地（以下「共用私道」と
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いう。）のうち次の要件を具備するもの 

ａ 道路幅員が４ｍ以上あるもの（新たに築造される場合とする。従前から存在していた道

路の場合は幅員 1.8ｍ以上とする。） 

ｂ 客観的に道路として認定できるもの 

ｃ 特定の関係人のみの通行を許可したり、一定の時間帯のみの通行を認めるなどの表示、

門扉等の施設を設置するなど、当該共用私道の公共性を排除する私権の主張をしていない

もの 

上記の認定に当たり「２以上の家屋の用に供され」ているとは、家屋の利用状況が住宅か

非住宅であるかを問わず、この２以上の家屋が当該共用私道に沿接しており、その家屋への

通行のため当該道路が使われていることをいう。 

また、「専ら通行のために使用されている土地」とは、通行以外の用に利用されていないこ

とをいうものであり、「客観的に道路として認定できるもの」とは、上記（３）（ウ）と同様

である。 

   （イ）市町村が整備した細街路等の拡幅部分又は建築基準法第 42 条第２項、第３項及び第５項の

規定により設けられた拡幅部分若しくは同法第43条第１項ただし書きの適用により建築を許

可するにあたり条件とされた拡幅部分で、上記（３）（公共の用に供する道路）又は（４）（ア）

（共用私道）と一体となって道路の効用を果たしているもの 

      なお、拡幅部分と敷地が塀等により明確に区分され、かつ、当該部分を庭等に積極的に利

用していない場合に限り、舗装等の道路整備が未了であってもこれに含める。 

   （ウ） 略 

（５）上記（３）及び（４）に記載した事務提要における「公共の用に供する道路」の認定要件は、

法第 348 条第２項第５号の解釈運用指針として、合理性を認めることができるものである。 

２ 本件土地が、事務提要にいう「公共の用に供する道路」の要件に該当するか否かについて 

（１）本件処分に係る賦課期日（平成○年１月１日。以下「本件賦課期日」という。）現在、本件土地

は前面道路とは側溝と縁石で区切られ、○番○の土地と同一の高さで同種類の石貼りがされ、「拡

幅部分と敷地が塀等により明確に区分され」ているとは認められず（上記１（３）（ウ）)、また、

「上記（３）（公共の用に供する道路）又は（４）（ア）（共用私道）と一体になって道路の効用を

果たしているもの」とも認められない（上記１（４）（イ））。 

そうすると、本件土地は、本件賦課期日現在、「道路であって所有者において一般的利用につい

て何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供されている」

ものとして、法第 348 条第２項第５号が定める「公共の用に供する道路」として認定することは

できない。 

したがって、本件処分は、法令の規定及びその解釈に従い適正になされたものであり、何ら違

法又は不当な点は存在しない。 

（２）審査請求人は、本件土地は、市税事務所職員の現地調査を受けた上でセットバック部分と認め

られ、過去７年間利用状況は不変で非課税とされてきたにもかかわらず、本件処分がなされたこ

とには納得できない旨を主張する。 

しかし、本件処分に係る平成○年度における固定資産税等は、本件賦課期日（平成○年１月１

日）現在の現況において課されるものであり、そして、本件賦課期日現在、本件土地が、非課税

対象となる「公共の用に供する道路」に該当する状況になかったことは前述（２（１））のとおり
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であるから、過去非課税とされていたこと等について述べる請求人の主張は、本件処分の取消し

を求める理由としては、採用することはできない。 

３ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法 45 条第２項の規定により、棄

却されるべきである。 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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２ 認容すべき旨の意見書（申請に対して一定の処分をすべき旨の意見を付す場合） 

 

審理員意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 42 条第２項の規定に基づき、審査請求人○○ ○○が平

成○年○月○日に提起した処分庁○○県知事による工場の設置を認可しない旨の処分についての審査請

求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）の裁決に関する意見を提出する。 

 

 

第１ 事案の概要 

１ 審査請求人は、平成○年○月○日付けで、○○県公害防止条例（昭和○年条例第○号。以下「条

例」という。）第○条第１項の規定に基づき、○○市での工場設置の認可を受けるため、処分庁に対

して、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書（以下「本件申請害」という）を処分庁に提出し、

工場設置認可申請（以下「本件申請」という）をした。 

２ 処分庁は、本件申請の内容を検討の上、本件申請に係る工揚（以下「本件工場」という。）から発

生する騒音・振動等が規制基準（条例第○条第１項に規定するもの。以下同じ。）を超えないように

するためには、どのような措置を講ずべきかを審査請求人に指導するとともに、作業場の構造等計

画の一部を変更すべき点について審査請求人と協議した。その内容は別紙のとおりである。 

３ 審査請求人は、上記２の指導及び協議の結果に従い、本件申請に係る工場の建物（作業場）の構

造等の計画を一部変更し、本件申請書の添付書類である作業場の設計図を修正し、新たに構造計算

書を付して、平成○年○月○日に処分庁に提出した。 

４ 処分庁は、条例第○条の規定に基づき、平成○年○月○日付けをもって、審査請求人に対してし

た工場の設置を認可しない旨の処分（以下「本件処分」という。）を行った。なお、処分庁は、本件

処分の理由（以下「本件不認可理由」という。）として、①工場敷地が狭あいなため騒音・振動等が

発生するおそれがあること、②工場設置に対して付近住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対

していること、③付近住民の同意を取得するようにとの市の指示を了承していながら、ほとんどそ

の同意が得られないこと、④公害工場として、現在地から当該申請地への疎開的要素があるが、申

請地も都市化しつつある現状では、疎開先として不適当であり、他のより適当な転出先を求めるこ

とが可能であることの４点を挙げている。 

５ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 
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第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

（１）審査請求人は、処分庁が、条例第○条第３項の規定により、本件工場から発生する騒音・振動

等が同条に定める要件に適合するときは、申請を認可しなければならない義務を有するにもかか

わらず、条例に定める要件以外の、本件不認可理由により、本件処分を行ったことは、明らかに

条例の適用を誤ったものであり違法であると主張している。 

（２）また、審査請求人は、本件不認可理由について、以下のとおり反論している。 

ア 本県工場の敷地は、工業地域に含まれており、その隣接地を含めて付近にはいくつかの比較

的大きい工場が散在し、本件工場の設置自体が付近住民の環境を悪化させるような要素はない

ことに加え、本件工場の構造について、処分庁の要請を全面的に受け入れて、二重壁、二重窓

等を設置する等の措置を講じ、騒音の防止に関しては、最大限の努力をしようとしていること

から、騒音・振動等の公害を発生させるおそれはない。 

イ 本件工場の設置による公害の発生について、周辺住民の危倶があるとすれぱ、それを払拭し

たうえで工場の操業を開始することが望ましいのはいうまでもないが、周辺住民全ての同意が

得られないからといって、そのことをもって不認可の理由とすることはできない。 

なお、本件の場合、工場敷地の右隣及び裏の各土地及び建物の所有者は、工場の設置に同意

しており、また、左隣の士地及び建物の所有者も、処分庁の認可があれば工場の設置には反対

できない旨述べている。 

   ウ 処分庁は、本件申請に係る工場敷地は公害工場の疎開先として不適当であり、他のより適当

な転出先を求めることが可能であるとしているが、不適当とする根拠及び具体的な転出先は全

く示されておらず、また、上記アのとおり、審査請求人が、処分庁の要請に応じてきたにもか

かわらず、このような理由を本件処分時に付すこと自体、不誠実であり受け入れられない。 

 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件工場の敷地は、非常に狭あいであるため、審査請求人の従来の工場の作業内容か

らみて、フォークリフト、自動車及びプレス機械等から騒音・振動等の公害が発生することは必然

的であるが、このような状態を解消し、条例第○条第３項の要件を完全に充足するためには、工場

の敷地の拡張と建物の全面的改造が必要であり、審査請求人が、認可後においてこれらを完全に実

施するという客観的保証はなく、また、それらが実施されたとしても、必ずしも規制基準を超える

公害が発生しないという保証もないことから、本件申請の段階では、本件工場から発生する公害が

規制基準を超えないとの認定は困難であり、本件工場の設置を認可しなかったことについて、違法

又は不当な点はないと主張している。 

また、処分庁は、本件工場の設置について、周辺住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対し

ている状況に鑑み、事業者がその事業活動に伴って公害を発生させるおそれのあるときは、あらか

じめ、その被害を受ける周辺の住民からその事業を行うことについての同意を得ることが当然の責

務であることから、審査請求人に対し周辺住民の同意を得るように行政指導し、審査請求人もこれ

を了承したが、結局数名の同意を得たに過ぎず、大多数の付近住民の同意を得られないまま、本件

工場の設置を認可することはできないとも主張している。 

さらに、処分庁は、○○市は、首都圏の住居都市として住宅が急増しつつあり、現在、新たに工

場を設置し得るような状況ではなく、まして本件工場は、公害工場として疎開しようとするもので

あり、その設置は不適当であること、及び、審査請求人は、他に適当な転出先を求めることが可能
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であり、あくまでも現在の場所に固執しなけれぱならない事情は認められないことについても主張

している。 

 

第３ 理由 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）条例第○条第１項の規定によると、工場を設置しようとする者は、あらかじめ条例の施行規則

で定めるところにより、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して、その認可

を受けなけれぱならないものとされている。 

   そして、知事は、本件申請害の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生する

騒音・振動等が規制基準を超えない等、条例に定める要件に合致するときは、工場の設置の認可

をしなければならないことになっており（同条第３項）、その場合、公害防止のため必要な限度に

おいて条件を付すことができるものとされている（同条第４項）。 

   このように、工場の設置について知事の認可を要することとしているのは、それを規制手段と

して、工場の設置が予定されている時点において、当該工場の位置、建物、施設、工場から発生

する騒音・振動等が、条例に定める規制基準、立地制限その他の遵守事項を充足するか否かをあ

らかじめ審査し、問題のあるものに対し事前に行政指導を行い、それにより工場設置に起因する

公害の発生を未然に防止することを目的としている。 

 そこで、条例は、公害発生の可能性の大きい工場について、特に、このような事前審査を厳密

に行うため、その設置を一般的に禁止し（認可を受けないで工場を設置している者に対しては、

工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとなっており、また、その者に対して適用

されるべき罰則が定められている。条例第○条第２項、同第○条）、条例で定める要件に適合する

ものについてのみ、工場設置の一般的禁止を解除するものとしている。したがって、そこでいう

知事の認可は、講学上のいわゆる許可の性質を有するものである。 

   そうとすると、認可（許可）の申請があつた場合、その許否を決めるには、もっぱら、公害防

止の観点から判断すべきであって、申請に係る工場から発生する騒音・振動等が規制基準を超え

ず、その他申請の内容が条例に定める要件に合致するときは、知事は申請を認可（許可）しなく

てはならない。また、工場の設置計画が条例に定める要件に合致していない場合において、知事

が計画の変更を指示する等、要件に適合するように指導し、それに応じて、工場を設置しようと

する者が、工場の建物の構造を修正する等、申請の内容を補正した場合も、知事は申請を認可し

なくてはならない。 

   なお、この認可（許可）を受けた者は、当該認可に係る工場の設置の工事が完成したときは、

その旨を知事に届出なければならないことになっており、その場合知事は当該工場の認可の内容

及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、

その旨を認定しなければならないとされている。そして、工場設置の認可を受けた者も、その認

定を受けた後でなければ、工場の使用を開始することはできない（条例第○条）。さらに、工場が

操業の段階に入った後において、現実に各種の条例違反の状態が生じた場合、これらの違反を是

正させるため、知事は、建物等の改善を命じ又は作業の一時停止を命ずることができることにな

っており（条例第○条）、改善命令を受けた者がその命令に従わないときは、知事は、当該工場の

設置の認可を取消し、工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとされている（条例

第○条）。このような事後の規制手段により、工場の設置認可の実効性を確保している。 
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２ 本件工場が、○○県公害防止条例における工場設置の要件に該当するかについて 

（１）条例第○条第３項の要件 

   本件申請がなされた後、処分庁は騒音・振動等の発生を防止するため、本件工場の建物の構造

等の改善について審査請求人を指導し、工場設置の計画の変更について審査請求人と協議を行っ

ていたことが認められる（第１・２及び３）。 

   これらの指導及び協議の内容から判断すると、処分庁は審査請求人に対し、本件工場から発生

する騒音・振動等が規制基準を超えないように、必要な措置を講じさせ、本件申請に係る工場を、

条例第○条第３項に定める要件に適合したものとするため、その計画の変更等につき、事前審査

の段階で行政指導をしたものであることが明らかである。 

   そして、審査請求人は、処分庁の指導に応じて、本件工場の建物の構造につき、ほぼ処分庁の

指示内容のとおりにその設計を変更し、構造計算書とともに、修正した設計図を処分庁に提出し

ている（第１・３及び第２・１（２）ア）。したがって、本件申請は、申請後、その内容の一部が

上記のとおり補正されたものであることが認められるものであり、条例第○条第３項の要件を満

たしていると認められる。 

 なお、仮に、本件工場の工事の完成後の検査の際に、書類上の審査によって行われる認可の時

点では明らかでなかった問題点を発見し、騒音・振動等か規制基準を超えることか明らかになっ

たときや、本件工場の使用を開始した後に、現実に条例違反の状態が発生したときは、その段階

で違反を是正することが可能であることは、前記のとおりである。 

（２）周辺住民の同意等について 

 処分庁としては、設置される工場の周辺住民の意向を十分尊重して、条例の運用に当たるべき

であることはいうまでもないが、条例上、周辺住民の同意を得ること自体は、工場の設置認可の

要件とはされていない。また、工場を設置しようとする場所の人口が急増している等の事情につ

いても、条例上、工場の設置認可の要件とはされていない。 

したがって、上記の事項を不認可の理由として本件申請を拒否することは、条例の規定の趣旨

に沿うものとはいえない。 

 （３）まとめ 

以上のとおり、処分庁が、本件申請が条例第○条第３項に定める要件に合致するかどうかにつ

いては直接判断を示すことなく、本件不認可理由を付して行った本件処分は、条例の規定及びそ

の解釈を誤ってなされた違法な処分であり、本件申請は認可されるべきものであると認められる。

 

第４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法 46 条第１項の規定により、

本件処分は取り消されるべきである。 

また、裁決に併せ、行政不服審査法第 46 条第２項第２号の規定により、本件申請を認可する旨の

処分をすることが適当である。 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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４ 審理手続記録関係 

〔様式例第70号〕意見聴取結果記録書 

審理手続の申立てに関する意見聴取結果記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室（注１） 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇） 

出席者（注１）（注２）  

審査請求人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人） 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 52 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

処分庁等 所属・氏名 △△部△△課長     △△ △△ 

所属・氏名 同課○○係長 □□ □□ 

審理手続の申立てに関する意見の概要（注２） 

審査請求人 

○○ ○○ 

１．行審法第 31 条の規定による口頭意見陳述を、平成○年○月○日から同年○月○

日の午後○時から午後○時の間に、○○庁舎にて実施するよう、申し立てる。 

２．行審法第 32 条の規定により、（処分庁等）に対して、○○○○の提出を求めるこ

とを申し立てる。 

３．行審法第 34 条の規定による参考人陳述を申し立てる予定。 

参加人 

○○ ○○ 

１．審査請求人○○ ○○が申し立てた口頭意見陳述には、平成○年○月○日午後○

時にしか出席できない。 

審理手続について聴取時に決定した事項（注２） 

実施する審理

手続 

１．口頭意見陳述を、平成○年○月○日午後○時から、○○庁舎にて実施すること。 

２．（処分庁等）は、平成○年○月○日までに、○○○○を提出すること。 

３．審査請求人○○ ○○は、平成○年○月○日までに、○○○○を提出すること。 

終結予定時期 平成○年○月○日 

その他事項 

 

 

 

 

 

 

１．審理員は、（処分庁等）に対して、弁明書の処分の理由における・・・・・・と

いう記載について、具体的には、審理関係人の・・・・・・・のどの部分が該当す

るのか、という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．審理員は、審査請求人○○ ○○に対して、反論書の・・・・・・の記載につい

て、どのような趣旨であるのか、という質問を行い、・・・・・・という回答を得

た。また、同人に対し、前述の回答の証拠となる資料を平成○年○月○日までに提

出することを求めた。 

注１ 電話による聴取を行った場合は、その旨記載する。また、「出席者」の欄名を「被聴取者」とする。 

注２ 必要に応じて適宜欄を増減する。 
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〔様式例第71号〕口頭意見陳述聴取結果記録書 

口頭意見陳述聴取結果記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

出席者（注１）  

 審査請求人 

（申立人）（注２） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

 参加人 

（申立人）（注２） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人）

 補佐人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 200 番地 

氏名 ○○ ○○（株式会社○○○ ○○部○○課長） 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 52 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

 処分庁等 所属・氏名 △△部△△課長     △△ △△ 

所属・氏名 同課○○係長 □□ □□ 

口頭意見陳述の概要（注１） 

 審査請求人 

○○ ○○ 

１．（処分庁等）の主張する・・・・・・の事実について否定し、・・・・・・が事実

である旨の主張を行った。 

２．処分は、・・・・・・の点で違法であり、処分が取り消されず・・・・・・が進

行すれば、・・・・・・の利益を侵害される旨の主張を行った。 

３．（処分庁等）に、・・・・・・について質問を行った。（処分庁等）は・・・・・・

との回答を行った。 

４．・・・・・・ 

 参加人 

株式会社○○ 

○ 

１．処分は何ら違法な点はなく、取り消されるべきではない旨の主張を行った。 

２．審査請求人○○ ○○が主張する・・・・・・の利益が侵害されることについて

は、・・・・・・の理由により根拠がない旨の主張を行った。 

３．・・・・・・ 

その他事項 

 

 

 

 

 

 

 

１．審理員は、（処分庁等）に対して、争点となっている・・・・・・について、質

問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．審理員は、参加人○○ ○○に対して、争点となっている・・・・・・について、

質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

３．審理員は、審査請求人○○ ○○の申立てにより、参加人株式会社○○○に対し

て、・・・・・・という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

４．・・・・・・ 

５．・・・・・・ 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。 

注２ 口頭意見陳述を申し立てた審理関係人を明示する。  
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〔様式例第72号〕証拠書類等（物件）提出記録書 

証拠書類等（物件）提出記録書 

提出物の名称 １．○○○○（別添○） 

２．△△△△（別添○（写し）） 

提出者 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

提出日 平成  年  月  日（  ） 

その他事項 

 

 

１．審理員は、提出者に対して、○○○○の預かり証（別添○）を交付した。 

２．提出者は、△△△△については、早期返却を希望したため、写しを作成した上で、

これを平成○年○月○日に、配達証明郵便（配達証明書は別添○）により返却した。 

注 行政不服審査法第 33 条の物件の提出に係る記録とする場合は「物件提出記録書」とする。 
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〔様式例第73号〕質問結果記録書 

１ 書面により回答があった場合 

質問結果記録書 

質問書 別添○ 

質問書送付日 平成  年  月  日（  ） 

回答書 別添○ 

回答者 

（審査請求人） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

回答書提出日 平成  年  月  日（  ） 

その他事項 

 

 

 

２ 口頭により質問及び回答を実施した場合 

質問結果記録書 

質問実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

質問実施場所 ○○庁舎第○会議室 

質問者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

回答者（注１）  

 審査請求人 

 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人）

 処分庁等 所属・氏名 △△部△△課長     △△ △△ 

所属・氏名 同課○○係長 □□ □□ 

質問及び回答の

概要 

１．審査請求人○○ ○○から、質問事項・・・・・・ついては・・・・・・という

回答を、質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、それぞれ得た。

２．参加人株式会社○○○から、質問事項・・・・・については・・・・・・という

回答を、質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、それぞれ得た。

３．（処分庁等）から、質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、

質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、それぞれ得た。 

４．審理員は、審査請求人○○ ○○の申立てにより、参加人株式会社○○○に対し

て、・・・・・・という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

５．・・・・・・ 

その他事項 

 

１．平成○年○月○日に、回答者に送付した質問書は別添○、○及び○のとおり。 

 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  
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〔様式例第74号〕参考人陳述聴取結果記録書 

参考人陳述聴取結果記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇） 

参考人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（職業：○○） 

その他出席者（注

１） 

 

審査請求人 

 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人） 

参考人陳述の概

要 

１．審査請求人○○ ○○が主張する・・・・・・の利益が侵害されることについて

は、・・・・・・の理由により明白であること。 

２．（処分庁等）が主張する・・・・・・については、・・・・・・の点で誤りがあり、

事実と相違していること。 

３．・・・・・・ 

その他事項 

 

 

 

１．審理員は、参加人株式会社○○○の要望を踏まえ、参考人に対して、・・・・・・

という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．審理員は、行政不服審査法第 33 条の規定により、参考人に対して、陳述内容及

び上記１の回答の根拠を記載した文書を提出するよう、要請した。 

３．・・・・・・ 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  



- 117 - 

〔様式例第75号〕鑑定結果聴取記録書 

鑑定結果聴取記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

鑑定人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 120 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（職業：○○） 

その他出席者（注

１） 

 

 審査請求人 

 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人）

鑑定結果の概要 １．別添鑑定結果報告書に基づき、審査請求人○○ ○○が主張する・・・・・・に

ついて、鑑定の結果、・・・・・・であることが判明したことを説明。 

２．・・・・・・ 

その他事項 

 

 

１．審理員は、参加人株式会社○○○の要望を踏まえ、鑑定人に対して、・・・・・・

という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．・・・・・・ 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。 

 

 

〔様式例第76号〕検証結果記録書 

検証結果記録書 

検証実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

検証場所 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地 

名称 ○○○○ 

検証実施者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

立会人（注１）  

 審査請求人 

（申立人） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

施設管理者 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地 

氏名 ○○ ○○ 

検証結果の概要 １．○○○○が・・・・・・ であることを確認した。 

２．１の状態について、施設管理者の許可を得て、撮影を行った（別添○）。 

その他事項 当該施設及び周辺の状況は別添図○のとおり。 
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注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  
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５ 裁決書関係 

〔様式例第77号〕裁決書標準様式 

１ 却下する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○市福祉事務所長 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した処分庁による保護廃止決定処分に係る審査請求（事件名や事件

番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求を却下する。 

 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 処分庁は、平成○年○月○日、保護変更決定処分（○○第○号。以下「本件処分」という。）を行

い、同月○日付けの保護変更決定通知書を、審査請求人宅のポストに投函した。 

２ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分について審査請求をした。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は要領を得ないが、本件処分により生活が困窮するため、その取消しを求めて

いるものと解される。このほか、審査請求人は、○○市福祉事務所の担当職員の対応等についても

縷々不服を述べているものと解される。なお、本件処分が違法又は不当である旨の主張はない。 

 

理     由 
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審査庁は、提出された審査請求の適法性について審査した結果、審査請求書において、審査請求の

趣旨が不明確であること、審査請求を行った理由についての記載が要領を得ないこと、処分庁の教示

の有無及びその内容並びに審査請求の年月日の記載がないことにより、当該審査請求を不適法なもの

として、平成○年○月○日に、配達証明郵便により、審査請求人に対して補正を命じたが、審査請求

人は補正期限までに補正を行わなかった。 

以上のとおり、本件審査請求は不適法であることから、行政不服審査法 45 条第１項の規定により、

主文のとおり裁決する。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○県知事  ○○ ○○官印 

 

 

（教示欄） 

  ※〔様式例第○号〕「審査請求の裁決書における教示の例」参照 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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２ 棄却する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○市福祉事務所長 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した処分庁による保護廃止決定処分に係る審査請求（事件名や事件

番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 平成○年○月○日、処分庁は審査請求人世帯に対し、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下

「法」という。）による保護を開始した。 

２ 平成○年○月○日、処分庁は審査請求人に対し、法第 78 条の規定に基づき、「年金・手当等無申

告による」ことを理由に保護費の徴収決定処分（○○第○号。以下「本件徴収処分」という。）を行

った。 

３ 平成○年○月○日、処分庁は本件徴収処分に伴い、法第 27 条の規定に基づき、審査請求人に対し

て文書による指導指示（以下「本件指示」という。）を行うことを決定し、同年○月○日、本件指示

に係る指示書（○○第○号）を審査請求人に交付した。 

４ 平成○年○月○日、審査請求人は処分庁に対し、同月○日から株式会社○○（以下「本件会社」

という。）に就職した旨の届出を行った（同月○日付変更届）。 

また、同日、審査請求人は処分庁に対し収入申告書を提出したが、当該申告書には、稼動収入に

ついての記載は一切なされていなかった。 

５ 平成○年○月○日、処分庁は法第 29 条の規定に基づき、請求外株式会社○○銀行○○支店に審査

請求人に係る預貯金調査を実施したところ、同行からの回答（同年○月○日付。以下「本件回答」

という。）により、同行の審査請求人名義の預金口座（以下「本件口座」という。）に、同年○月○
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日に○○円及び同年○月○日に○○円の本件会社からの未申告の給与収入に係る入金（以下「本件

各入金」という。）がなされていること、また、同年○月○日、同月○日及び同月○日に、これらの

給与収入に係る入金額が引き出されていること等が判明した。 

６ 平成○年○月○日、本件回答により、本件指示の内容が履行されていないことが確認されたこと

から、処分庁は審査請求人に対し、同月○日午後２時を弁明日時として指定し、弁明の機会を付与

する旨記載した「生活保護法第 62 条第４項に基づく弁明機会通知書」（○○第○号。以下「本件弁

明機会通知書」という。）を審査請求人に交付した。 

７ 平成○年○月○日、審査請求人は○○市福祉事務所に来庁し、以下の内容等の弁明を行った。 

平成○年○月及び○月になされた入金（本件各入金）については、当初は研修中だったので、給

与が支払われるとは思っていなかったが、先輩に出るかもしれないと言われ、口座を見たら残高が

増えており、給料かもしれないとは思った。そこで、福祉事務所へ収入申告をしたと思う。 

８ 平成○年○月○日、処分庁は、同月○日付けで本件指示に係る指示義務違反を理由として審査請

求人に係る保護廃止決定処分（○○第○号。以下「本件処分」という。）を行い、同月○日、同内容

を記載した保護廃止決定通知書を、審査請求人宅のポストに投函した。 

９ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、本件各入金については収入申告書を処分庁に提出しているにもかかわらず、

処分庁は不当にこれをもみ消し、指示義務違反を理由に本件処分を行ったものであるから、本件処

分は違法であるとして、その取消しを求める、というものである。 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、本件処分について、法の規定に基づき所要の手続を経た上で行われており、何ら違法

又は不当な点はない旨主張している。また、審査請求人が本件申告書の提出を行い、処分庁がこれ

をもみ消したという審査請求人の主張は事実ではない旨反論している。 

 

理     由 

 

 １ 本件に係る法令等の規定について 

法によれば、被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、すみやか

に、保護の実施機関にその旨を届け出なければならない（第 61 条）旨規定している。 

また、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な

指導又は指示をすることができ（法第 27 条第１項）、被保護者は、これに従わなければならない（法

第 62 条第１項）とされ、被保護者がこの義務に違反したときは、保護の廃止をすることができる（法

第 62 条第３項）ものとされている。なお、法は、この場合、保護の実施機関は、当該被保護者に対

しあらかじめ当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知することにより、弁

明の機会を与えなければならない旨規定している（第 62 条第４項）。 

２ 本件処分について 
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（１）審査請求人は平成○年○月○日に、処分庁より本件指示を受けていたことが認められる（「事案

の概要」３）。 

そして、本件指示は、「年金・手当等無申告による」ことを理由に本件徴収処分がなされたこと

に伴い、処分庁が指示したものであり、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能

力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ

る。」と規定する法４条１項の趣旨及び被保護者に収入の届出義務を課す法第 61 条の規定に沿っ

て行われたものと認められ、これを理由のないものということはできない。 

また、審査請求人に対し収入申告を求める本件指示は、審査請求人の保護継続の可否を判断す

るという保護の目的達成に必要な事柄を直接本人から情報収集しようとするものであり、また、

その内容からみても、審査請求人にとって過度の負担を伴うものとは到底認められない。 

にもかかわらず、審査請求人は、本件会社からの給与に係る本件各入金がなされていることを、

本件各出金において明確に認識しながら収入の申告を行わず、本件指示に従う義務を履行しなか

ったのであるから、法第 62 条第１項の定める指示義務に違反していることは明らかである。 

そうすると、処分庁が、本件指示に係る指示書であらかじめ注意したとおり、法第 27 条第１項

の指示義務違反を理由として法第62条第３項の規定に基づき審査請求人に係る保護を廃止する旨

の本件処分を行ったことに、違法又は不当な点は認められない。 

なお、本件処分に当たって、処分庁は審査請求人に対し、法第 62 条第４項の規定に基づき、あ

らかじめ当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を記した本件弁明機会通知書

を交付することにより、弁明の機会を与えており（「事案の概要」６）、審査請求人も弁明を行っ

ている（「事案の概要」の７）ことからして、手続面での違法についても認めることはできない。

（２）審査請求人は、本件各入金に係る収入申告書（以下「本件申告書」という。）を処分庁に提出し

ているにもかかわらず、本件処分は、処分庁が不当にこれをもみ消してなされたものであり、違

法又は不当である旨主張する。 

しかし、審査請求人が本件申告書の提出を行ったこと及び処分庁がこれをもみ消したことを認

めるに足る証拠は何ら存在せず、審査請求人から、本件申告書を提出したとする日時・方法等、

本件申告書の提出に関する具体的主張も一切なされていない。 

また、本件会社に就職したとする届出自体、本件会社からの給与収入に係る入金を審査請求人

が明確に認識したと認められる本件口座から最初の出金がなされた平成○年○月○日（「事案の概

要」の５）から約１か月が経過した後の同年○月○日になされており、同日に提出された収入申

告書の「（１）働いて得た収入（前３ヶ月）」欄にも、本件各入金に係る記載は一切なされておら

ず（「事案の概要」の４）、さらに、同年○月及び○月に審査請求人が提出した、本件会社からの

給与収入に係る収入申告書については、処分庁がこれを収受し、担当職員により正確に記録され

ている（ケース記録票）こと等からして、審査請求人の主張は措信し難いものと言わざるを得ず、

上記審査請求人の主張のみをもって、本件処分を違法又は不当なものと評価することはできない

ものというほかない。 

（３）なお、審査請求人は、○○市福祉事務所の担当職員の対応等についても縷々不服を述べている

ものと解されるが、こうした理由により本件処分を取り消すべきことを認める法令等の規定は存

在せず、また、仮に事実関係が審査請求人の主張どおりであったとしても、そのことによって本

件処分における法の適用が変わるわけではなく、この点についての審査請求人の主張は、本件処

分の取消しを求める理由としては失当である。 
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 ３ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法 45 条第２項の規定により、主文

のとおり裁決する。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○県知事  ○○ ○○官印 

 

 

（教示欄） 

  ※〔様式例第○号〕「審査請求の裁決書における教示の例」参照 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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３ 認容する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○市長 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した処分庁による戸籍の附票の写し（全部）の交付請求拒否処

分に係る審査請求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求に係る処分を取り消す。 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 平成○年○月○日、審査請求人は、○○市○○部○○課○○係を訪れ、審査請求人に係る戸籍の

附票の写し(全部)の交付を求める「戸籍の附票の写しの請求書」を処分庁に提出（以下「本件請求」

という。）した。なお、当該請求書の「請求理由・使用目的」欄には、「裁判を視野に入れて」との

記載がなされている。 

２ 同日、処分庁は、請求人の元妻である請求外○○○○（以下「○○」という。）に係る「住民基本

台帳事務におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護の支援措置」

として、請求人に対し、本件請求を拒否する旨の処分を口頭にて行った（本件処分）。 

３ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。

 

審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張 

 （１）審査請求人の主張は、処分庁が、本件請求を拒否する理由とした、審査請求人が○○に対して

ドメスティック・バイオレンスを行っているということは事実無根であり、本件処分には理由が

ないことから、違法であるとして、その取消しを求める、というものである。 
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 （２）また、審査請求人は、○○が、審査請求人との和解条項に反して、審査請求人と○○の長女で

ある請求外△△△△（以下「△△」という。）の居所を変更したにもかかわらずこれを審査請求人

に知らせず、さらに、審査請求人が△△と接触することを妨害するため、関係行政機関の担当者

を含む不特定多数の者に対して、審査請求人をドメスティック・バイオレンスの加害者であると

する虚偽の事実を流布しているとした上で、処分庁が当該虚偽事実について、審査請求人の主張

を何ら確認することなく、一方的にドメスティック・バイオレンスの加害者として本件処分を行

ったことは不当である旨の主張を行っている。 

なお、審査請求人から提出された、平成○年○月○日、○○を控訴人とし、審査請求人を被控

訴人とする裁判（○○高等裁判所平成○年(○)第○号）における訴訟上の和解に係る和解調書（以

下「本件和解調書」という。）には、「和解条項」として、請求人と○○が、互いに相手方の人格

や社会的地位（名誉）を尊重し、これを損なわないようにし、また、今後は、互いに干渉しない

こと（６項）、△△の親権者を○○と定め（１項）、○○は、転居等により△△の居所を変更した

ときは、請求人に連絡すること（７項）（以下「本件各和解内容等」という。）が記載されている。 

 ２ 処分庁の主張 

（１）処分庁は、平成○年○月○日に、○○の居住する市の長（以下「本件居住地市長」という。）か

ら受領した、○○が同年○月○日付けで本件居住地市長に提出した「住民基本台帳事務における

支援措置申出書」（以下「本件申出書」という。）の写しにおいて、「相談機関等の意見」欄に、□

□□□名で、「上記申出者の状況に相違ないものと認める。」との記載があることから、○○が、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13 年法律第 31 号。以下「ＤＶ防

止法」という。）第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、審査請求人が加害者であると判断

したことに、何ら違法又は不当な点はない旨主張している。 

（２）また、処分庁は、本件申出書において、「支援を求める事務」の一つとして「戸籍の附票の写し

の交付」が記載され、「併せて支援を求める者（（申出者と）同一の住所を有する者に限る）」とし

て、△△の氏名及び生年月日が記載されている（なお、申出書の「相談機関等の意見」欄に、□

□□□名で、「上記併せて支援を求める者について、申出者を保護するため支援の必要性があるも

のと認める。」と記載されている。）ことに加え、これらの支援措置については、本件居住地市長

が支援の必要性を確認しているものとして、○○及び△△の現住所が記載されている戸籍の附票

の写しに係る本件処分は、住民基本台帳事務処理要領に基づき「不当な目的によることが明らか

なとき」（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号。以下「住基法」という。）第 20 条第５項にお

いて準用する住基法第 12 条第６項）に該当するものとして行ったものであり、何ら違法又は不当

な点はない旨主張している。 

 

理     由 

 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）住基法 

戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、これらの者が

記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写

しの交付を請求することができるとされ（第 20 条第１項）、市町村長は、当該請求が「不当な目

的によることが明らかなとき」は、これを拒むことができるとされている（同条第５項において
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準用する第 12 条第６項）。 

（２）住民基本台帳事務処理要領（以下「要領」という。） 

ア 市町村長は、ＤＶ防止法第１条第２項に規定する被害者（配偶者からの暴力を受けた者）で

あり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの（要領第○）から、

戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置（以下「支援措置」という。）の実施を求める旨の

申出を受け付け、当該申出者が、上記被害者に該当し、かつ、加害者が、当該申出者の住所を

探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、

□□□□等の意見を聴取すること等により確認すること（要領第△）とされている。 

イ また、上記において支援の必要性があることを確認した市町村長（以下「当初受付市町村長」

という。）は、申出者が、他の市町村長に対して併せて支援措置を実施することを求める場合に

は、その旨が併記された申出書の写しを、当該他の市町村長に対して転送することとされ、転

送を受けた他の市町村長は、当初受付市町村長を経由して申出がなされたものとして、支援の

必要性を確認することとされている。 

なお、この場合、当該他の市町村長においては、原則として、当初受付市町村長が支援の必

要性があることを確認したことをもって、当該他の市町村長における支援の必要性もあること

として差し支えないものとされている（要領第□）。 

ウ さらに、市町村長は、戸籍の附票の写しの交付の請求が加害者からなされた場合には、住基

法第 20 条第５項において準用する同法第 12 条第６項にいう「不当な目的」があるものとして、

当該請求を拒否するものとされている（要領第◇）。 

２ 本件処分について 

（１）○○から、当初受付市町村長に当たる本件居住地市長に提出された本件申出書には、処分庁の

主張のとおり、○○がＤＶ防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、「上記申出者の状

況に相違ないものと認める。」旨の□□□□の意見が記載されている。また、本件居住地市長は、

本件申出書の写しを処分庁に転送していることから、本件居住地市長において支援措置を行う必

要性を確認していることが認められる（「審理関係人の主張の要旨」２（２））。 

そして、要領によれば、申出書の転送を受けた市町村長においては、原則として、当初受付市

町村長が支援の必要性があることを確認したことをもって、当該他の市町村長における支援の必

要性もあることとする取扱いとして差し支えないとされていることからすれば、処分庁が、本件

居住地市長から本件申出書の写しの転送を受けたことをもって、処分庁における支援の必要性も

あるとする取扱いとすることとし、本件請求については「不当な目的によることが明らかなとき」

（住基法第 20 条第５項において準用する同法第 12 条第６項）に該当するものとして、本件請求

を拒否する旨の本件処分を行ったことには、無理からぬ面があったことも認めることができる。

（２）しかし、本件審査請求において、審査請求人から、本件処分以前に成立した本件和解調書等の

証拠資料が提出されており、本件和解調書に記載された本件各和解内容等からすれば、○○が、

ＤＶ防止法第１条第２項に規定する（審査請求人を加害者とする）被害者であり、かつ、（加害者

である審査請求人から）暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに該当し、

支援の必要性を認めることができるかについては、本件処分時において、合理的な疑いが存在し

たことを認めることができる。 

そして、本件処分時において、処分庁が、本件各和解内容等をどの程度知り得ていたかは定か

でないが、処分庁が、本件処分に当たり、上記疑いについて何らかの確認を行ったことを認める
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に足る証拠は存在しない。 

（３）したがって、処分庁が、本件申出書に基づき、本件請求を「不当な目的によることが明らかな

とき」（住基法第 20 条第５項において準用する同法第 12 条第６項）に該当するものとしてした本

件処分は、結果的に、要領の定める「支援の必要性」について必要な確認を充分に尽くさないま

まされた瑕疵があり、その余の点について判断するまでもなく、違法な処分であると認められる。 

３ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法 46 条第１項の規定により、

主文のとおり裁決する。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○市長  ○○ ○○官印 

 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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４ 認容する場合（申請拒否処分を取り消し、申請に対して一定の処分をすべき旨を命じる

場合） 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○県知事 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した工場の設置を認可しない旨の処分に係る審査請求（事件名や事

件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求に係る処分を取り消す。 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 審査請求人は、平成○年○月○日付けで、○○県公害防止条例（昭和○年条例第○号。以下「条

例」という。）第○条第１項の規定に基づき、○○市での工場設置の認可を受けるため、処分庁に対

して、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書（以下「本件申請害」という）を処分庁に提出し、

工場設置認可申請（以下「本件申請」という）をした。 

２ 処分庁は、本件申請の内容を検討の上、本件申請に係る工揚（以下「本件工場」という。）から発

生する騒音・振動等が規制基準（条例第○条第１項に規定するもの。以下同じ。）を超えないように

するためには、どのような措置を講ずべきかを審査請求人に指導するとともに、作業場の構造等計

画の一部を変更すべき点について審査請求人と協議した。その内容は別紙のとおりである。 

３ 審査請求人は、上記２の指導及び協議の結果に従い、本件申請に係る工場の建物（作業場）の構

造等の計画を一部変更し、本件申請書の添付書類である作業場の設計図を修正し、新たに構造計算

書を付して、平成○年○月○日に処分庁に提出した。 

４ 処分庁は、条例第○条の規定に基づき、平成○年○月○日付けをもって、審査請求人に対してし

た工場の設置を認可しない旨の処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

５ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 
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審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張 

（１）審査請求人は、処分庁が、条例第○条第３項の規定により、本件工場から発生する騒音・振動

等が同条に定める要件に適合するときは、認可しなければならない義務を有するにもかかわらず、

条例に定める要件以外の、①工場敷地が狭あいなため騒音・振動等が発生するおそれがあること、

②工場設置に対して付近住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対していること、③付近住民

の同意を取得するようにとの市の指示を了承していながら、ほとんどその同意が得られないこと、

④公害工場として、現在地から当該申請地への疎開的要素があるが、申請地も都市化しつつある

現状では、疎開先として不適当であり、他により適当な転出先を求めることが可能であること、

という理由により、本件処分を行ったことは、明らかに条例の適用を誤ったものであり違法であ

ると主張している。 

（２）また、審査請求人は、本県不認可理由について、以下のとおり反論している。 

ア 本県工場の敷地は、工業地域に含まれており、その隣接地を含めて付近にはいくつかの比較

的大きい工場が散在し、本件工場の設置自体が付近住民の環境を悪化させるような要素はない

ことに加え、本件工場の構造について、処分庁の要請を全面的に受け入れて、二重壁、二重窓

等を設置する等の措置を講じ、騒音の防止に関しては、最大限の努力をしようとしていること

から、騒音・振動等の公害を発生させるおそれはない。 

イ 本件工場の設置による公害の発生について、周辺住民の危倶があるとすれぱ、それを払拭し

たうえで工場の操業を開始することが望ましいのはいうまでもないが、周辺住民全ての同意が

得られないからといって、そのことをもって不認可の理由とすることはできない。 

なお、本件の場合、工場敷地の右隣及び裏の各土地及び建物の所有者は、工場の設置に同意

しており、また、左隣の士地及び建物の所有者も、処分庁の認可があれば工場の設置には反対

できない旨述べている。 

   ウ 処分庁は、本件申請に係る工場敷地は公害工場の疎開先として不適当であり、他のより適当

な転出先を求めることが可能であるとしているが、不適当とする根拠及び具体的な転出先は全

く示されておらず、また、上記アのとおり、審査請求人が、処分庁の要請に応じてきたにもか

かわらず、このような理由を本件処分時に付すこと自体、不誠実であり受け入れられない。 

 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件工場の敷地は、非常に狭あいであるため、審査請求人の従来の工場の作業内容か

らみて、フォークリフト、自動車及びプレス機械等から騒音・振動等の公害が発生することは必然

的であるが、このような状態を解消し、条例第○条第３項の要件を完全に充足するためには、工場

の敷地の拡張と建物の全面的改造が必要であり、審査請求人が、認可後においてこれらを完全に実

施するという客観的保証はなく、また、それらが実施されたとしても、必ずしも規制基準を超える

公害が発生しないという保証もないことから、本件申請の段階では、本件工場から発生する公害が

規制基準を超えないとの認定は困難であり、本件工場の設置を認可しなかったことについて、違法

又は不当な点はないと主張している。 

また、処分庁は、本件工場の設置について、周辺住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対し

ている状況に鑑み、事業者がその事業活動に伴って公害を発生させるおそれのあるときは、あらか
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じめ、その被害を受ける周辺の住民からその事業を行うことについての同意を得ることが当然の責

務であることから、審査請求人に対し周辺住民の同意を得るように行政指導し、審査請求人もこれ

を了承したが、結局数名の同意を得たに過ぎず、大多数の付近住民の同意を得られないまま、本件

工場の設置を認可することはできないとも主張している。 

さらに、処分庁は、○○市は、首都圏の住居都市として住宅が急増しつつあり、現在、新たに工

場を設置し得るような状況ではなく、まして本件工場は、公害工場として疎開しようとするもので

あり、その設置は不適当であること、及び、審査請求人は、他に適当な転出先を求めることが可能

であり、あくまでも現在の場所に固執しなけれぱならない事情は認められないことについても主張

している。 

 

理     由 

 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）条例第○条第１項の規定によると、工場を設置しようとする者は、あらかじめ条例の施行規則

で定めるところにより、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して、その認可

を受けなけれぱならないものとされている。 

   そして、知事は、本件申請害の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生する

騒音・振動等が規制基準を超えない等、条例に定める要件に合致するときは、工場の設置の認可

をしなければならないことになっており（同条第３項）、その場合、公害防止のため必要な限度に

おいて条件を付すことができるものとされている（同条第４項）。 

   このように、工場の設置について知事の認可を要することとしているのは、それを規制手段と

して、工場の設置が予定されている時点において、当該工場の位置、建物、施設、工場から発生

する騒音・振動等が、条例に定める規制基準、立地制限その他の遵守事項を充足するか否かをあ

らかじめ審査し、問題のあるものに対し事前に行政指導を行い、それにより工場設置に起因する

公害の発生を未然に防止することを目的としている。 

 そこで、条例は、公害発生の可能性の大きい工場について、特に、このような事前審査を厳密

に行うため、その設置を一般的に禁止し（認可を受けないで工場を設置している者に対しては、

工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとなっており、また、その者に対して適用

されるべき罰則が定められている。条例第○条第２項、同第○条）、条例で定める要件に適合する

ものについてのみ、工場設置の一般的禁止を解除するものとしている。したがって、そこでいう

知事の認可は、講学上のいわゆる許可の性質を有するものである。 

   そうとすると、認可（許可）の申請があつた場合、その許否を決めるには、もっぱら、公害防

止の観点から判断すべきであって、申請に係る工場から発生する騒音・振動等が規制基準を超え

ず、その他申請の内容が条例に定める要件に合致するときは、知事は申請を認可（許可）しなく

てはならない。また、工場の設置計画が条例に定める要件に合致していない場合において、知事

が計画の変更を指示する等、要件に適合するように指導し、それに応じて、工場を設置しようと

する者が、工場の建物の構造を修正する等、申請の内容が補正した場合も、知事は申請を認可し

なくてはならない。 

   なお、この認可（許可）を受けた者は、当該認可に係る工場の設置の工事が完成したときは、

その旨を知事に届出なければならないことになっており、その場合知事は当該工場訟可の内容及
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び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、

その旨を認定しなければならないとされている。そして、工場設置の認可を受けた者も、その認

定を受けた後でなければ、工場の使用を開始することはできない（条例第○条）。さらに、工場が

操業の段階に入った後において、現実に各種の条例違反の状態が生じた場合、これらの違反を是

正させるため、知事は、建物等の改善を命じ又は作業の一時停止を命ずることができることにな

っており（条例第○条）、改善命令を受けた者がその命令に従わないときは、知事は、当該工場の

設置の認可を取消し、工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとされている（条例

第○条）。このような事後の規制手段により、工場の設置認可の実効性を確保している。 

２ 本件工場が、○○県公害防止条例における工場設置の要件に該当するかについて 

（１）条例第○条第３項の要件 

   本件申請がなされた後、処分庁は騒音・振動等の発生を防止するため、本件工場の建物の構造

等の改善について審査請求人を指導し、工場設置の計画の変更について審査請求人と協議を行っ

ていたことが認められる（事案の概要の２及び３）。 

   これらの指導及び協議の内容から判断すると、処分庁は審査請求人に対し、本件工場から発生

する騒音・振動等が規制基準を超えないように、必要な措置を講じさせ、本件申請に係る工場を、

条例第○条第３項に定める要件に適合したものとするため、その計画の変更等につき、事前審査

の段階で行政指導をしたものであることが明らかである。 

   そして、審査請求人は、処分庁の指導に応じて、本件工場の建物の構造につき、ほぼ処分庁の

指示内容のとおりにその設計を変更し、構造計算書とともに、修正した設計図を処分庁に提出し

ている（事案の概要の３及び「１ 審査請求人の主張」（２）ア）。したがって、本件申請は、申

請後、その内容の一部が上記のとおり補正されたものであることが認められるものであり、条例

第○条第３項の要件を満たしていると認められる。 

 なお、仮に、本件工場の工事の完成後の検査の際に、書類上の審査によって行われる認可の時

点では明らかでなかった問題点を発見し、騒音・振動等か規制基準を超えることか明らかになっ

たときや、本件工場の使用を開始した後に、現実に条例違反の状態が発生したときは、その段階

で違反を是正することが可能であることは、前記のとおりである。 

（２）周辺住民の同意等について 

 処分庁としては、設置される工場の周辺住民の意向を十分尊重して、条例の運用に当たるべき

であることはいうまでもないが、条例上、周辺住民の同意を得ること自体は、工場の設置認可の

要件とはされていない。また、工場を設置しようとする場所の人口が急増している等の事情につ

いても、条例上、工場の設置認可の要件とはされていない。 

   したがって、上記の事項を不認可の理由として本件申請を拒否することは、条例の規定の趣旨

に沿うものとはいえない。 

（３）まとめ 

以上のとおり、処分庁が、本件申請が条例第○条第３項に定める要件に合致するかどうかにつ

いては直接判断を示すことなく、本件不認可理由を付して行った本件処分は、条例の規定及びそ

の解釈を誤ってなされた違法な処分であり、本件申請は認可されるべきものであると認められる。 

３ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法 46 条第１項の規定により、

主文のとおり裁決する。 
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（備考）申請に対する一定の処分に関する措置 

 

  なお、本裁決に併せ、行政不服審査法第 46 条第２項第２号の規定により、本件申請を認可する旨の

処分をすることとする。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○県知事  ○○ ○○官印 

 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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６ 教示関係 

〔様式例第78号〕審査請求の裁決書における教示の例 

１ 再審査請求をすることができない場合 

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、〔審査庁

の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔審査庁の所属する国又は地方公共団

体〕を代表する者は○○○○となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理

由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属する国又は

地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

２ 再審査請求をすることができる場合 

１ この裁決に不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して１か月以内

に、○○○○大臣（注）に対して再審査請求をすることができます。 

２ この裁決については、上記１の再審査請求のほか、この裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、〔審査庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔審査庁

の所属する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、裁決の取消しの訴えを提起

することができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理

由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属する国又は

地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、再審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの訴えを提起することはで

きなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの決定があった日の翌日から起算

して１年を経過した後であっても再審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消

しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

注 再審査請求の手続を規定する個別法の規定に応じて変更すること。 
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〔様式例第79号〕再調査の請求の決定書における教示の例 

１ この決定を経た後の本件処分になお不服がある場合（却下の決定である場合は、当該決定が違法で

ある場合に限ります。）には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して１か月以内に、○

○○○に対して審査請求をすることができます。 

２ この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の

所属する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、裁決の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理

由として、この決定の取消しを求めることはできません。 

３ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

 （１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属

する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、提起することができます。 

４ ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの決定があった日の翌日から起算し

て１年を経過した後であっても審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの

訴えを提起することが認められる場合があります。 

注 上記は、審査請求を経なければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の再調査の請求

の決定における教示の例である。 
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〔様式例第80号〕不服申立てをすべき行政庁等の教示の例 

１ 通常の場合 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、〔審査庁〕に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の

所属する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

２ 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、〔審査庁〕に対して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

 （１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属

する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

３ 審査請求及び再調査の請求のいずれもできる場合で、かつ、審査請求を経た後でなけれ

ば取消訴訟の提起ができない場合 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、〔処分庁〕に対する再調査の請求又は〔審査庁〕に対する審査請求のいずれかの不服申立てを

することができます。 

なお、再調査の請求をした場合は、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請

求をすることはできませんが、次のいずれかに該当する場合は、この決定を経ずに審査請求をするこ

とができます。 
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（１）再調査の請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても、〔処分庁〕が当該再調査の請求

につき決定をしないとき 

（２）その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

 （１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属

する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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Ⅰ 不服申立制度とは 
 

（１）不服申立制度 
 

■ 行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が、行政庁にその再審査等を求め

る行為を、一般に、行政上の不服申立て（以下単に「不服申立て」）といいます。 

■ この不服申立てに関する制度（以下「不服申立制度」）は、一般に、行政訴訟と比較

すると、次のような特徴があります。 

○ 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができる 

○ 手数料が不要である 

○ 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理する

ことができる 

○ 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営

を確保することができる 

 

（２）行政不服審査法の概要 
 

■ 行政不服審査法（以下「行審法」）は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政

の適正な運営を確保することを目的として、この不服申立制度の手続等を定める一

般法であり、次のような概要となっています（改正後）。 

【適用の対象】 

・一部の例外を除き、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく

申請に対する不作為。 

【不服申立ての種類】 

・原則は「審査請求」。ただし、個別法に特別の定めがある場合、審査請求の前

に処分庁に対して行う「再調査の請求」や、審査請求後に更に別の行政庁に

対して行う「再審査請求」が可能。 

【不服申立てができる者】 

・処分についての審査請求は「行政庁の処分に不服がある者」。 

・不作為についての審査請求は「法令に基づき行政庁に対して処分についての

申請をした者」。 

【不服申立てができる期間】 

・原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して３月（再調査の

請求の決定を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算

して１月）以内。「正当な理由」がある場合はこれを超過しても認められる。 
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Ⅱ 行政不服審査法改正の概要 
 

法改正の経緯 
 

■ 行政不服審査法は、昭和 37年の制定以来、50 年以上実質的な法改正がありません

でしたが、平成５年の行政手続法の制定（聴聞手続など事前手続の整備）や、平成

16 年の行政事件訴訟法の改正（出訴期間延長、義務付け訴訟の法定など司法救済手

続の充実）など関係法制度の整備・拡充を踏まえ、時代に則した見直しを実施すべ

く、平成 26 年６月に、関連２法とともに改正案が国会に提出され、成立・公布され

ました。 

■ 現在は、平成 28年４月の施行に向けて、各種施行準備を進めています。 

 

主な見直しの内容 
 

■ 改正法では、①公正性の向上、②使いやすさの向上、の観点から、次のような見直

しがなされています。 

見直しの観点 
現行 行政不服審査法 

（昭和 37 年法律第 160 号） 
改正 行政不服審査法 

（平成 26 年法律第 68 号） 

① 

公
正
性 

の
向
上 

審理を行なう者
・規定なし（処分関係者が審理
を行うことがありうる） 

・審理において、職員のうち処分に関与しない
者（審理員）が、両者の主張を公正に審理（審
査庁が審議会等である場合など、審理員が指
名されない場合もあり。） 

第三者による 
点検 

－ 
・裁決について、原則として、有識者から成る第
三者機関（行政不服審査会等）が点検 

審査請求人の
権利 

・関係書類は閲覧が可能 
・関係書類は、閲覧に加え謄写が可能 
・口頭意見陳述での処分庁への質問が可能 

②
使
い
や
す
さ 

の
向
上 

不服申立て 
可能な期間 

・60 日 ・３か月 

不服申立
ての手続
の種類 

原
則 

・上級庁がある→審査請求 
・上級庁がない→異議申立て 

・大臣、首長等への審査請求に一元化 

例
外 

・異議申立て（審査請求に前
置） 

・再審査請求（審査請求後） 

・再調査請求（審査請求前の選択制） 
・再審査請求（審査請求後、出訴前） 

迅速審理の 
工夫 

・－ 
・標準審理期間の設定 
・争点・証拠を事前に整理 

不服申立て 
前置 

・不服申立てに対する裁決を
経た後でなければ出訴ができ
ない旨（不服申立前置）を定
める個別法が 96 

・96 のうち 68 法律で廃止・縮小 
（※関連法により整理） 

 

  

3 

 

Ⅲ 不服申立ての現況 
 

不服申立ての状況 
 

■ 平成 23 年度における、国と地方公共団体の不服申立ての状況（新規不服申立件数）

は、以下のとおりです。 

  国 地方公共団体 

行政不服審査法に基づく不
服申立て 

30,022 件 18,290 件 

異議申立て 9,737 件 (32.4%) 11,844 件 (64.8%) 

審査請求 17,358 件 (57.8%) 6,418 件 (35.1%) 

再審査請求 2,927 件 (9.7%) 28 件 (0.2%) 

行政不服審査法に基づか
ない不服申立て 

32,641 件 1,318 件 

 

不服申立ての内容別内訳 
 

■ 平成 23 年度における、国と地方公共団体の不服申立て件数の内容別内訳は、以下の

とおりです。 

 

 

  

11,390 9,109 2,495
1,675

1,089
4,264

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件国

社会保険関係 国税通則法 労働者災害保険法
出入国管理及び難民認定法 情報公開法 その他

6,835 2,268 1,5491,194
1,015

5,429

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件地方公共団体

情報公開条例 道路交通法 地方税法
介護保険法 生活保護法 その他
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Ⅳ 審査請求の処理体制と手続の流れ 
 

■ 審査請求の処理体制は、以下のとおりです。 

審査庁 
原則として、処分庁等の最上級行政庁が該当。審査請求を受け、それ
に対する応答として、裁決を行う（審理員の指名がない場合には審理
（下記 STEP1 ないし STEP11）も直接行う）。 

審理員 
審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員が該当。審査請求の
審理に当たって中心的な役割を担う。 

処分庁等 
審査請求に係る処分をした（又は審査請求に係る不作為に係る）行政
庁。審査請求に係る処分又は不作為が違法・不当でないことを主張す
る。 

行政不服審査会等 
審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審
査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする。 

 

■ また、不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れは次図のとおりです。本資料で

は、主に審理員の手続（STEP１～13）について解説します。 

 

 

 

  

 

 

注記

上記

審査

ら諮問

記の STEP3

査会等への

問を希望し

ないし STE

諮問から答

ない旨の申

EP11 の実施

答申までに

申出がある
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Ⅰ 審理員の指名 
 

審理員制度の趣旨・手続 
 

■ 審理員は、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす者が、審査請

求に係る審理手続を行うことにより、審理の公正性・透明性を高めるため、新たに

導入されたものです。 

■ 審査庁は、審理員を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知す

ることが求められます。 

 

審理員に指名する職員の範囲等 
 

■ 審理員に指名する職員は、審理に係る事務を、公正かつ迅速に遂行することができ

る者であることが求められます。 

■ 審理員は、審査庁に所属する職員であり、かつ行審法第９条第２項各号に定める除

斥事由（下表）に該当しない者を指名する必要があります。 

① 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に

関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与す

ることとなる者 

② 審査請求人 

③ 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 

④ 審査請求人の代理人 

⑤ ③・④に掲げる者であった者 

⑥ 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監

督人 

⑦ 行審法第13条第１項に規定する利害関係人（審査請求人以外の者であって、

審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし、当該

処分につき利害関係を有するものと認められる者） 

 

■ 上記の除斥事由のほか、法律上の制限はありませんが、処分担当課室等との関係、

裁決担当課室等との関係、処分担当部署との分離が比較的容易であると考えられる

官房・総務部門の職員であること等、所属部署に留意する必要があります。 

■ また、審理員が行う事務の一部を、審理員の指示を受けて他の職員が補助すること

が許されないものではなく、事案の処理に必要な情報の収集・整理等を行わせるた

め、審理員を補助する者（「審理員補助者」）を指定することができます。 
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Ⅱ 審理手続に係る総則的な留意点 
 

審理手続の進行 
 

■ 審理員は、審理手続の実施に際し、簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理

関係人と相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならな

いとされています（行審法第 28条）。具体的には、以下の点に留意が必要です。 

○ 処分庁等の主張に偏ることなく、審理関係人のそれぞれの主張を公平に聴取す

るなど、公正・中立に審理を進めること。 

○ 審理手続の実施、処分等が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否か

についても必要な審理を行うこと。 

○ 簡易迅速な手続の進行に努めること。 

 

審理手続進行中に審査請求が不適法となった場合の対応 
 

■ 審査庁が、審査請求を適法なものであると判断したことにより、以下のような事情

の変化により、審理手続が開始された後に、当該審査請求が不適法となる場合も想

定されます。 

○ 処分庁が審査請求に係る処分を取り消した場合 

○ 不作為庁が当該不作為に係る申請に対する処分を行った場合 

○ 総代の互選命令に共同審査請求人が従わなかった場合 

 

審査庁との関係 
 

■ 審理員は、個別具体的な審査請求事件に係る審理手続について、審査庁からの個別

具体的な指揮監督を受けることはなく、また、審査庁もこれを行ってはなりません。 

■ なお、審査庁が、「審理手続の遅延を防止するため迅速な審理を行うよう努めること」

といったような、審査請求の審理に関して審理員が遵守すべき一般的な事項を定め

ることは妨げられませんが、実際の審理手続の過程において示すことは、審理員に

よる審理手続の公正性について疑念を招くおそれがあり、可能な限り避けるべきと

考えられます。 

■ したがって、審理員が遵守すべき一般的な事項については、あらかじめ明確にして

おく必要があります。 
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Ⅲ 審理関係人 
 

審理関係人の範囲 
 

■ 審理関係人とは、審査請求の審理手続に関与する審理員以外の当事者を総称したも

の（行審法第 28条。以下同じ。）です。 

■ 具体的には、以下のように整理されます。 

審査請求人 

審査請求をした者である。個人や法人のほか、人格なき社団又は財団であっ
ても、代表者又は管理人の定めのあるものは、その名で審査請求をすること
ができる（行審法第 10 条）。また、審査請求は、代理人によってすることがで
き、代理人は、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることがで
きる（行審法 12 条）。 

処分庁等 
処分についての審査請求における処分庁（注１）であり、審査請求の相手方
（訴訟における被告に相当）として、弁明書の作成・提出、証拠書類の提出な
どにより、審査請求に係る処分が違法・不当でないことを主張することになる。 

参加人 

審査請求人のほか、審査請求に係る処分（注２）の根拠となる法令に照らし当
該処分につき利害関係を有するものと認められる者、すなわち、審査請求の
結果に法律上の利害関係を有する者が、審理員の許可を得て、又は審理員
の求めにより、審査請求に参加する（行審法第 13 条） 

注１）不作為についての審査請求の場合は不作為庁。 

注２）不作為についての審査請求の場合は不作為に係る処分。 

注３）上記以外の関係者として、審理手続を進める過程で、審理員の求めに応じ、次のような者が 
審査請求の審理手続に関係する場合がある。 
・審理に必要な書類その他の物件を提出する当該物件の所持人 
・その知っている事実を陳述する参考人 
・鑑定を行う鑑定人 
・検証を行う場所を所有・管理する者 

 

総代と参加人 
 

■ 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、３人を超えない総代を互選する

ことができます（行審法第 11条第１項）。また審理員は、審理手続を円滑に行うた

め必要と認めるときは、総代の互選を命ずることができます（行審法第 11 条第２項）。 

■ 参加人は、利害関係人が参加の許可を求める場合と、審理員が利害関係人に参加を

求める場合があり、次のような者が該当すると考えられます。 

審査請求人と利害
が共通する者 

○原処分によって不利益を被る者 
○不作為に係る申請が認容されることにより、利益を受ける者 

審査請求人と利害
が相反する者 

○原処分の取消し又は変更によって不利益を被る者 
○不作為に係る申請が認容されることにより、不利益を被る者 

  



 

 

 

 

 

Ⅳ 
 

STEP1. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審査請

◯ 審査庁

する。 

◯ 審査請

足しつつ

◯ 不適法

 

イ）弁明書

◯ 相当の

求める。

◯ その際

出すべ

 

◯ 「相当の

出の場

の提出

◯ 審査請

明の手

める。 

◯ これらの

合に備

おくこと

 

審理

処分庁等

請求書の送付

庁から審理員

 

請求書に不備

つ審理を進め

法であることが

書の提出要求

の期間（一般に

。  

、処分の理由

べき相当の期

の期間」内に

場合は審理手

を求めること

請求に係る処

手続を行って

の添付書類に

備え、処分庁等

とが効率的で

理の具

等への審査

付 

として指名後

備がある場合

める。  

が明らかとなっ

求 

には２～３週

由となる事実

間を定め、併

に弁論書が提

手続を終結す

とが適当。 

処分について

いる場合、弁

について審査

等に、当該書

である。 

具体的

査請求書

後、直ちに処

合は、審査請

った場合には

 

週間程度）を定

実を証する書

併せて通知す

提出されない

することがある

て行政手続法

弁明書にこれ

査請求人や参

書類等の閲覧

9 

的手続

書の送付及

処分庁等に審

請求人に確認

は、審理手続

定めて、処分

類その他の物

することが望ま

い場合、更に期

る旨を記載し

法や行政手続

れらに係る調

参加人から閲

覧等の可否に

続 

及び弁明書

審査請求書（

認するなどに

続を終結する

分庁等に弁明

物件の提出

ましい。 

期間を定めて

した書面を送

続条例に基づ

調書や報告書

閲覧等の請求

についての意

書の提出

副本）を送付

より不備を補

。 

明書の提出を

について、提

て、なお未提

付し、弁明書

づく聴聞又弁

書の添付を求

求があった場

意見を聴いて

ﾏﾆｭｱ

 

付

補

行審法第

 

 

 

[関連：STE

 

を

提

提

書

弁

求

場

て

行審法第

様式例４

行審法第

行審法第

 [関連：ST

行審法第

様式例 10
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41 条第２項
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29 条第３項

38 条第２項
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ウ）弁明書の記載内容等に問題がある場合の対応   

◯ 記載する必要がある事項が記載されていない場合、処分庁等に対して、適法な

弁明書を提出するよう、再度要求を行う。  

◯ 記載内容が不十分である場合、該当箇所を指摘した上で、当該箇所を修正し

た弁明書の再提出を求めることが望ましい。処分庁等がこれに応じない場合

は、審理員は、処分庁等への質問により、その内容を確認する。 

 

行審法第 29 条第３項 

 

行審法第 36 条 

エ）弁明書の審査請求人及び参加人への送付   

◯ 処分庁等から弁明書が提出されたときは、弁明書を審査請求人及び参加人に

送付しなければならない。 

◯ 弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。 

◯ その際、反論書等に係る手続と併せて行うことが効率的である。 

 

行審法第 29 条第５項 

 [関連：STEP2] 

 

 

留意点・補足事項等  
  

■ 審理員が審査請求書に不備があると認めた時点で、行審法第９条第１項の規定による審理員を指名した 

旨の通知がまだ発出されていない場合には、運用上の取扱いとしては、審理員が形式審査担当職員に審

査請求書を返戻して再審査を促すことも許容されると考えられる。 

■ 弁明書は、審理員が事案の概要や処分の理由等を把握するために提出を求める書面である。弁明書には、

処分の内容及び理由（不作為についての審査請求の場合は、処分をしていない理由並びに予定される処

分の時期、内容及び理由）を記載しなければならないが、審理員や審査請求人等が処分の内容及び理由

等を明確に認識し得るよう記載される必要がある。 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

STEP2. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）提出に

◯ 弁明書

ことがで

ることが

促すこと

◯ その際

程度の

◯ 同時に

計、意見

計）も示

◯ 反論書

は処分

の合計

◯ 提出期

ば、更に

る旨を記

 

イ）反論書

◯ 反論書

審査請

留意点
  

■ 反論書

参加人

易迅速

ましい

■ 反論書

が処分

■ 反論書

審理

ある。

反論書・

についての通

書の送付の際

できること、②

ができることを

とが効率的で

、証拠書類又

期間が一つ

に、必要となる

見書について

示す。 

書については

分庁等（１通）の

計数の副本を用

期限内に提出

に期間を定め

記載した書面

書及び意見書

書が提出された

請求人及び処

点・補足事項

書は弁明書に

人の意見を、

速かつ公正な

いためである

書において、

分の内容又は

書や意見書に

関係人への質

。 

意見書等

通知 

際には、①審査

②参加人には

を、提出すべ

である。   

又は証拠物

つの目安）を定

る副本の数（反

ては処分庁

は処分庁等（１

の審査請求

用意する。

出されない場

めた上で、な

面を送付し、反

書の送付 

たときは参加

処分庁等に、そ

項等  

に記載された

それぞれ記

な審理のため

る。 

弁明書に記載

は理由につい

において、審

質問（行審法

等提出の促

査請求人には

は審査請求に

べき相当の期

を提出すべ

定め、併せて

反論書につ

等（１通）と審

１通）と参加人

人の人数（総

合、審理のた

なお未提出の

反論書や意

 

加人及び処分

それぞれ副本

た事項に対する

記載した書面で

めには、審理関

載された事項

いての主張（反

審査請求の結論

法第 36 条）等

11 

促し 

は弁明書に対

に係る事件に

期間を定め、

き相当の期

て通知するの

いては処分

審査請求人（

人の人数の合

総代が選任さ

ため必要であ

の場合は審理

意見書の提出

分庁等に、意

本を送付する

る審査請求人

である。 こ

関係人の主張内

項とは直接関

反論）であれ

論に影響を与

等により、適宜

対する反論書

に関する意見

それぞれ通

間（一般には

が望ましい。

庁等（１通）と

（総代の場合

合計数、意見

されている場

あると考えられ

理手続を終結

出を促すことが

意見書が提出

る。  

人の反論を、意

うした書面の

内容が審理の

関連のない新た

れば、適法な

与え得る新た

宜他の審理関

書を提出する

見書を提出す

知し、提出を

は、２～３週間

   

と参加人の合

合は１通）の合

見書について

場合には１通

れるのであれ

結することがあ

が適当。  

出されたときは

意見書は審査

の提出手続が

の冒頭に明ら

たな主張がな

反論書として

な主張や事実

関係人に反論

ﾏﾆｭｱ

 

る

す

を

間

合

合

て

通）

れ

あ

行審法第

[関連：STE

様式例５

 

行審法第

・第３項

[関連：STE

 

 

 

 

 

行審法第

様式例 10

 

は 行審法第

 

査請求に係る事

が設けられてい

かになってい

なされた場合

て取り扱う必

実が提示され

論の機会を付与

ｱﾙｐ10～ 

30 条 

EP1] 

32 条第１項

EP6] 

41 条第２項

0 

30 条第３項

事件に関する

いるのは、簡

いることが望

も、当該主張

必要がある。

れた場合は、

与する必要が

る

簡

望

張

が

 

STEP3. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）争点等

◯ 審査請

の間で

◯ 審理関

事項の

◯ 上記の

点、主張

る。 

 

イ）審理計

◯ 計画的

段取り・

◯ 審理計

連絡し、

 

ウ）審理手

◯ 事件が

あると認

すること

◯ 意見聴

び場所

◯ 審理関

見聴取

◯ 意見聴

理手続

 

 

 

争点の整

等の把握・整

請求書、反論書

主張が対立

関係人が主張

有無につい

の主張書面や

張の根拠、そ

計画の作成

的に審理手続

・実施時期等

計画を策定し

、審理手続の

手続の計画的

複雑であるこ

認める場合に

とができる。

聴取を行なう際

所を指定し、当

関係人が遠隔

取を行うことが

聴取を行ったと

続の期日、場所

整理等 

整理  

書、弁明書、

立している事項

張していない

いても確認を行

や証拠書類等

その後の審理

 

続を進めるため

等を具体的に

したときは、審

の実施につい

的遂行のため

ことその他の

に、審理関係

際は、招集を

当該審理関係

隔地に居住し

ができる。 

ときは、その

所、審理手続

意見書を精

項）を把握す

が、処分等の

行う。   

等を精査し、

理により確認

め、把握・整

に定めた審理

審理手続の予

いて協力を求

めの意見聴取

の事情により審

係人から審理

を求める審理

係人に通知す

しているその他

結果を踏まえ

続の終結予定
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精査し、当該事

する。 

の当否を判断

審理関係人

認する必要が

整理した争点等

理計画を作成

予定時期等を

求めることが望

取  

審理手続を計

理手続の申立

理関係人と調

する。 

他相当と認め

え、遅滞なく

定時期を審理

事案の争点

断する上で審

人の主張の内

がある事項を整

等について、

成することが望

を遅滞なく審

望まれる。  

計画的に遂行

立てに関する

調整を行った上

める場合は、

審理予定を

理関係人に通

（審理関係人

審理が必要な

内容及び対立

整理・検討す

、審理手続の

望ましい。 

審理関係人に

 

行する必要が

る意見を聴取

上で、期日及

電話により意

決定し、各審

通知する。

ﾏﾆｭｱ

 

人
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立

す

 

 

 

 

の

に

行審法第

 

 

 

が

取

及
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審
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エ）記録の作成   

◯ 意見聴取を行ったときは、遅滞なく、当該手続の記録（意見の要旨、質問・回答

の要旨、その他決定内容等）を作成する。 

 

様式例 15 

 

 

 

留意点・補足事項等  
  

■ 争点が整理されなければ、その後の審理で明らかとすべき事項は何か、どのような審理手続を行うべき

かを的確に判断することができないことから、争点等の整理は、簡易迅速かつ公正な審理を行うための

前提となるものである。 

■ イ）における審理計画は、争点等の把握・整理の結果、その後の審理手続の必要性が少ない場合にまで、

作成することを求めるものではない。 

■ 意見聴取については、口頭意見陳述とは異なり、審理関係人全員を招集する必要はなく、審理員が必

要と認める範囲で招集する形でよい。 

■ ウ）における、電話による意見聴取が可能となる「その他相当と認める場合」としては、審理関係人

が出頭を望まない場合や、審理員が当該審理関係人と一対一で通話することにより目的を達すること

ができる場合などが考えられる。 

■ 意見聴取の期日において各審理手続の期日、場所、審理手続の終結予定時期を決定することが可能で

ある場合には、出席した審理関係人に口頭で通知することも可能。 

■ 各審理手続の期日等を通知する際には、証拠書類等の提出や書類その他の物件の提出については、こ

れらを提出すべき相当の期間の終期（物件の提出要求については、これに併せて提出を求める時期）

を通知する。 

 

  

 

STEP4.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）申立て

◯ 審査請

人）に口

◯ 口頭意

◯ 口頭意

加人に

をするよ

◯ 口頭意

応じ許可

◯ これらの

会するこ

 

イ）口頭意

◯ 審理関

数等に

◯ 決定後

帯同の

◯ 上記に

 

ウ）口頭意

◯ 以下に
①
②
③
④

⑤審
⑥

 

○ 申立人

の他相

口頭意見

て等の手続

請求人又は参

口頭で審査請

意見陳述は全

意見陳述の申

に対しても、口

よう促す。 

意見陳述の前

可を申請させ

の確認等は

ことに併せて

意見陳述の期

関係人の都合

に応じた適切な

後、審理関係人

許可申請が

により指定した

意見陳述の実

により口頭意見
出席者の確認
注意事項の説
申立人の意見

④申立人による
回答 
審理員による
口頭意見陳述

人のする陳述

当でないと認

見陳述 

参加人の申立

請求に係る事

全ての審理関

申立てがあっ

口頭意見陳述

前に、申立人

せることが望ま

口頭意見陳

て行うことが効

期日及び場所

合等を事前に

な場所（部屋

人に対して、

がされている場

た場所に口頭

実施 

見陳述の手続
認 
説明 
見陳述 
る処分庁等へ

る出席者に対す
述の終了 

述が、当該審

認める場合は

立てがあった

事件に関する

関係人を招集

った場合には

述の申立ての

に補佐人帯

ましい。  

陳述の期日等

効率的である

所  

に聴取して日

屋）を確保した

、期日及び場

場合は、その

頭意見陳述の

 

続を進行する

への質問及び処

する質問 

査請求の事

は、これを制限
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たときは、当

る意見を述べ

集して行う。 

は、申立人以

の有無を確認

帯同の意向の

等についての

る。 

程調整を行

た上で、期日

場所を通知し

の結果も併せ

の会場を設置

る  

処分庁等から
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エ）記録の作成   

◯ 口頭意見陳述を行ったときは、遅滞なくその記録（申立人の陳述の要旨のほ

か、申立人が処分庁等に対して質問を行ったときや審理員が質問を行ったとき

は、当該質問及びそれに対する回答の要旨）を作成する。 

様式例 16 

 

 

 

 

 

留意点・補足事項等  
  

■ 審査請求は、書面による審理が原則であるが、口頭意見陳述は、その例外として、審査請求人及び参加

人に主張する機会を十分に保障するため、その申立てがあった場合に 行われるものであり、充実した

審理を行うため、全ての審理関係人を招集して行うこととされている。 

■ 事案によっては、口頭意見陳述の期日を準備するに当たり、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（庁

舎管理者との連携等）についても検討する必要がある。 

■ 申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合

は、当該意見を述べる機会を与える必要はない（行審法第 31 条第１項ただし書）。具体的には、申立人

が矯正施設に収容されていて出所の見込みが相当期間ない場合など、当該審査請求の終結予定時期まで

の間に申立人（代理人を含む。）が出頭可能な期日が設定できる見込みがない場合が該当するが、口頭

意見陳述の機会を与えることが困難な事情の有無については、社会通念に照らして、審理員が適切に判

断する必要がある。 

■ 社会通念上、意見を述べる機会を与えることが困難であるとは必ずしもいえないにもかかわらず、審理

員が口頭で意見を述べる機会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手続

上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

■ イ）における補佐人とは、申立人が外国人である等の場合に当該申立人の陳述の補佐をする者に加え、

自然科学的・人文科学的な専門知識をもって審査請求人等を援助する第三者や、審理関係人が法人の

場合における当該法人の事務担当者も含まれる。 

■ 全ての審理関係人が特段の問題なく出席することができる期日等を調整することができない場合に

は、申立人以外の審査請求人又は参加人の一部について、現実的には出席が困難な期日等を指定する

こともやむを得ないものと考えられるが、その場合であっても、可能な限り多くの審理関係人が出席

可能な期日等を設定するよう努めるべきである。 

 

 

  

 

STEP5. 
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けた証拠書類

録の作成 

出日時を記載
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とが効率的で

とともに、当該
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留意点・補足事項等  
  

■ 証拠書類等の提出は、審理関係人にその主張の裏付けとなる資料を提出する機会を保障するものであ 

り、審理員が提出される証拠書類等の受領を拒んで審理手続を終結した場合、行政訴訟等において、当

該審査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。  

 

「相当の期間」の経過後の証拠書類等提出の取扱い 

■ 提出者の故意や重大な過失によらず、提出期間の経過後に新たな事実や証拠書類等が判明したような場

合については、提出期間が経過していることのみをもって、その受領を拒み、当該書類等を考慮するこ

となく審理を終結することは適当でないと考えられる。 

 

審理手続外の証拠書類等の提出の禁止 

■ 審理関係人が、審理員に対して、他の審理関係人にその存在を明らかにしない意図で、非公式に証拠

書類等を提出することは認められず、審理員は、審理関係人がそのような意図を明らかにして証拠書

類を提出し、これを受領した場合であっても、行審法第 32 条の規定により提出された証拠書類等とし

て取り扱う必要がある。 

 

提出人が早期の返還を求めた場合等の取扱い 

■ 提出された証拠書類等については、法律上は、裁決をするまでの間は返還する義務はないが、審理関

係人が業務上の必要その他の事情により早期の返還を求めた場合には、当該証拠書類等の写しを作成

する等により、その後の審理に支障が生じない範囲で、返還するよう努めることが望ましい。 

■ また、当該書類等の内容等を精査した結果、その後の審理手続や行政不服審査会等への諮問の手続に

おいて、不要であることが明らかな場合も、早期に返還することが望ましい。なお、当該書類等の写

しを作成した場合は、作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提出者及び提出日時を当該写し

に記載することとし、事件記録はこの写しにより作成することとする。 

 

 

  

 

STEP6.
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出日時を記録
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連絡する。  

とができる（提
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留意点・補足事項等  
  

■ 審査請求の審理は、審理関係人から提出される主張の内容を記載した書面（弁明書等）や証拠書類等に

よる書面審理が基本となるが、物件の提出要求（[STEP8 参考人の陳述、鑑定又は検証の要求]も同様）

は、審理員が更に調査を行う必要があると判断する場合の手続を整備したものである。 

■ 審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において、申立ての意向が示された場合は、その場で内容等

を確認した上で、口頭による申立てとして処理することが望ましいと考えられる。その場合には、その

場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能。 

 

守秘義務との関係 

■ 処分庁等その他の行政庁に対し物件提出の要求があった場合で、これに応じて物件を提出することが

守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えられる。一般には、守秘義務が課されている

審理員に提出するものであり、提出により直ちに他の審理関係人が知り得ることとなるわけではない

（提出書類の閲覧等要求（行審法第 38 条）については、正当な理由があれば、審理員がこれを拒むこ

とができる）ので、このような取扱いは、守秘義務に抵触することとなる理由が、例えば、特定の職

員だけが知り得る状態を確保する必要のある情報が含まれるといった、機密性の高いものである場合

に限られる。そのため、審理員の物件提出要求に対して、守秘義務に抵触するとしてこれを拒否した

場合には、審理員は、上記について当該行政庁に説明し、当該物件の提出と、その提出を拒む正当な

理由を具体的に提示すること求めるべきである。 

 

証拠書類の早期返還 

■ [STEP5 証拠書類の提出の促し]に準ずる。 
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審理手続を行

に、参考人とし
る。 

確認し判断の資
ができる。 

合は、関係者

等の協力要請

旨を申立人に

付して、その旨

等に審理関係

して通知し、こ

ない場合には

理関係人に、

合、典型的に

出させることに

が必要と認め

行う。 

してその知って

資料を得る必

者に対し、それ

請を行う。 

に通知すること

旨を申立人に

係人の立会い

これに立ち会

は、申立人以

、検証の実施

は、以下のよ

により、手続を

ﾏﾆｭｱ

 

め

て

必

れ

と

に

い

会

以

施

 [関連：ST

 

行審法第

 

行審法第

 

 

 

 

 

 

行審法第

様式例９

 

 

 

 

 

よ

を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱﾙｐ32～ 

TEP3] 

34 条 

35 条 

35 条第２項
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ⅱ) 検証 

◯ 必要に応じ以下のようなことをするのが望ましい。 

・検証の実施に先立ち、検証実施時における立入りが可能な箇所や部外者の立
入制限への対応等について、検証対象場所の管理者等との間で確認する 

・検証に当たり必要な調査を行うことについての許可を求めること等を想定し、検
証対象箇所の管理者等に対して、検証実施時における立会いを求める 

・検証の実施に際し、立会人（申立人及び上記の管理者等）に対して、所要時間
や検証場所の範囲等の確認を行うとともに、申立人に対して、検証場所等での
行動は管理者等の許可が必要であること等についての注意喚起を行う 

・審理員は、上記の要請書と自身の公務員としての身分証明書を携帯する。 
・後日、検証場所の詳細の確認が必要となる可能性等を考慮し、写真を撮影す
る等により記録しておく。 

   

ウ）審理手続実施後の手続   

◯ 審理手続を実施したときは、その旨を申立人に通知する。また、関係者が審理

員の協力要請に応じず、審理手続を実施できなかった場合も、その旨を申立人

に通知する。 

◯ 検証について、審理員が申立人以外の審理関係人に検証の実施について通

知をしている場合も、当該審理関係人に通知する。 

 

 

 

 

 

 

エ）審理手続に係る記録の作成   

◯ 参考人陳述及び鑑定の記録並びに検証の記録について、当該審理手続実施

後、遅滞なく作成する。 

 

様式例 19～21 

 

 

 

 

 

留意点・補足事項等  
  

■ 審理員が、申立人による立ち会いが事実上不可能となるような通知をした場合や、申立人に検証に立ち

会う機会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由とし

て取り消される可能性がある（ただし、申立人が立会可能な日時及び場所の通知をしたにもかかわらず、

申立人が検証に立ち会わない場合には、申立人が立会権を放棄したものとして、検証を進めることがで

きる。）。 

■ 参考人陳述等についての秩序維持については、法令上の規定はないが、当該手続の趣旨に照らし相当

でないと認める参考人等の発言を制限するなど，必要な措置を採ることが適当である。 

 

 

 

  



 

 

 

 

STEP9. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）「正当

◯ 審査請

付（以下

ないた

由」の有

イ）提出者

◯ 提出資

可否に

 

ウ）閲覧等

◯ 上記ア

◯ 可否決

（閲覧の

付を認

◯ 当該閲

当な理

 

エ）交付手

◯ 請求者

し、又は

 

オ）閲覧等

◯ 閲覧：上

際、申請

行うこと

◯ 交付：適

 

 

 審査請

な理由」の有

請求人又は参

下「閲覧等」）

めの要件で

有無を確認す

者への意見聴

資料等の閲覧

についての意

等の可否の決

及びイを踏ま

決定後は、速

の場合は閲覧

める旨並びに

閲覧等を認め

由」を通知す

手数料の減免

者に経済的困

は免除するこ

等の実施 

上記ウにより指

請者が指定

とを防止するた

適当と認める

請求人等に

有無の確認

参加人から、審

）を求められ

ある「第三者

する。 

聴取 

覧等をさせよ

見を、書面に

決定及び審査

まえ、当該閲

速やかに当該

覧を認める旨

に交付の方法

めない場合、請

する。 

免 

困難その他特

ことができる。

指定した場所

定した場所及

ため、審理員

る方法（オンラ

による提出

 

審理員に提

れた場合、当該

者の利益を害

 

うとするときは

による照会等

査請求人等へ

閲覧等の求め

該求めをした

旨並びに閲覧

法、費用額及

請求人に対

 

特別な理由が

 

 

所において、

び日時以外

員（又は審理

ラインも可能）

23 

出書類等の

出された書類

該提出書類等

害するおそれ

は、原則とし

等により聴取す

への通知等 

めについての

た審査請求人

覧の日時及び

及び納付方法

して、書面に

があると認め

提出書類等

外での閲覧や

理員補助者）が

）により写し等

の閲覧等

類等の閲覧又

等が、その閲

れ」及び「その

して、提出者か

する。 

 

の可否を決定

人又は参加人

び場所、交付

法）。 

によりその旨

めるときは、手

等の閲覧を行

や提出書類等

が立ち会うこ

等の交付を行

又は写しの交

閲覧等を認め

の他正当な理

から閲覧等の

定する。 

人に通知する

付の場合は交

及びその「正

手数料を減額

行わせる。この

等の破損等を

ことが適当。

行う。 

ﾏﾆｭｱ

 

交

め

理

行審法第

 

[関連：STE

 

 

 

の 行審法第

[関連：STE

様式例 11

 

 

る

交

正

 

行審法第

 

 

 

 

 

額 行審法第

 

 

 

の

を

 

ｱﾙｐ37～ 

38 条第１項

EP5,6] 

38 条第２項

EP5,6] 

 

38 条第３項

38 条第５項

24 

 

留意点・補足事項等  
  

■ 提出者から閲覧等を認めることが適当でない旨の意見が提出された場合であっても、審理員は当該意見

に拘束されるものではなく、閲覧等を拒む「正当な理由」が認められない場合には、これを拒むことは

できない。意見の聴取を行う際に、提出者に対しその旨を明確にしておく。 

■ 提出者から意見を聴くまでもなく、閲覧等を拒むことができる「正当な理由」に該当するか否かにつ

いて判断が可能である場合には、意見を聴く必要はない。 

 

「正当な理由」の例 

■ 具体的には、第三者の個人識別情報が含まれている場合や、閲覧等により、行政機関が行う事務の性

質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている場合など、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律第 14 条各号に規定する不開示事由と重なるものが想定される

が、第三者の個人識別情報が含まれていることが直ちに「正当な理由」に該当するものではなく、例

えば、審査請求に参加していないものの、審査請求に係る処分等に密接に関与している第三者につい

ての個人識別情報については、「正当な理由」に該当しないと判断される場合もあり得ると考えられる。 

■ このほか、写しの交付の対象となる資料が膨大であるため、写しの交付を認めることにより、審理員

の事務負担が過大となり、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合も「正当な理由」

に含まれると考えられる。なお、本手続は、情報公開法等における部分開示を前提とするものではな

いことから、上記の不開示事由に該当する情報を除くことにより、閲覧等が可能となる場合であって

も、その作業負担が過大で、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合は、正当な理由

があるものとして、閲覧等を認めないことも許容され得るものと考えられる。しかしながら、例えば、

上記の不開示事由に該当する情報を除くことが比較的容易な場合には、当該情報の除去（マスキング）

等により閲覧等を認めるべきである。 

 

■ 写しを交付することも可能である提出書類等について、閲覧を受ける者が、カメラでの撮影等を行う

ことについては、庁舎管理上の問題など特段の支障がある場合を除いては、差し支えないものと考え

られるので、閲覧を受けようとする者から申出があった場合等には、適切に対応すること。その際、

庁舎管理上の制約等がある場合には、閲覧を受けようとする者に対して必要に応じ適切な説明がされ

ることが望ましい。 

■ 審査請求人又は参加人が写し等の交付を求める場合で、交付手数料の減免を希望する場合には、交付

の求めに併せて、交付手数料の減免の申請を求めることが望ましい。 

■ 国に所属する行政庁以外が審査庁である場合は、審理員は、交付手数料及びその減免等について、条

例等の定めに従うことになる（行審法第 38 条第６項）。 

 

 

  



 

 

 

 

 

STEP10
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理手

◯ 以下の

身が審

まれる。

・手
合

・争
つ

◯ その場

聴いた

を併合

 

イ）審理手

◯ 併合し

審理を

続を分

◯ その場

が併合

関係人

◯ 併合し

請求事

場合に

する。 

 

 

 

 

0.  審理手

手続の併合 

のような場合に

審理手続を行

 

手続を一括して
合 
争点を共通とす
ついての審理を

場合、プライバ

上で、審理員

した旨を審理

手続の分離 

た複数の審

行うことが適

離する。 

合、必要に応

合の適否を判

人に通知する。

て審理を行

事件において

には、適宜写し

手続の併合

には、審理関

行う複数の審査

て行うことによ

する大量の審査
を一括して行う

バシー保護等

員が併合の適

理関係人に通

査請求事件

適当でないと

応じ各審査請

断し、適当と

。 

っている過程

て、それぞれ証

しを作成する

 

合又は分

関係人のプラ

査請求事件

より審理をより円

査請求など審
うことが効率的

等の観点から

適否を判断し

通知する。 

 

件に係る審理

と認められるに

請求の審理関

と認める場合

程で提出され

証拠書類等と

るなど、その

25 

離 

ライバシーの保

件に係る審理

円滑かつ迅速

審理手続を個別
的である場合 

ら各審査請求

し、適当と認

理手続につい

に至った場合

関係人の意見

合には、審理手

れた証拠書類

として取り扱

後の審理に

保護等を考慮

理手続を併合

速に進めること

別に行うよりも

求の審理関係

める場合には

いて、一の審

合には、併合

見を聴いた上

手続を分離し

類等について

扱うことが適当

に支障が生じ

慮しつつ、自

合することが望

とができる場

当該争点に

係人の意見を

は、審理手続

理手続によ

合した審理手

上で、審理員

した旨を審理

ては、各審査

当と認められる

じないよう対応

ﾏﾆｭｱ

 

自

望

を

続

行審法第

 

 

 

 

 

 

 

 

り

手

員

理

査

る

応

行審法第

 

 

 

 

ｱﾙｐ40～ 

39 条 

39 条 

 

STEP11
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理員

◯ 国民の

要があ

を提出す

◯ この意見

になった

 

 

 

 

留意点
  

■ 執行停

審査請

行の停

■ 執行停

般に想

員が審

に対

 

1.  審理員

員による執行

の権利利益の

ると認める場

する。 

見書には、執

たこと等）を記

点・補足事項

停止は、本案

請求の目的を

停止その他の

停止は、審査

想定されるが

審理を進める

し執行停止を

員による執

行停止の意見

の救済の観点

場合は、審査

執行停止を行

記載する。

項等  

案について認

を達し得ない

の措置を行う

査請求がされ

が、審査請求

る中で執行停

をすべき旨の

 

執行停止の

見書の提出

点から、審理

査庁に対し、直

行う必要性に

認容裁決によ

いことにならな

ものである

れた段階で審査

求がされた段階

停止を行うべき

の意見書を提出

26 

の意見書

 

手続を行な

直ちに執行停

についての説

り処分の取消

ないように、

（行審法第 2

査請求人から

階で審査庁が

き事情が明ら

出することが

う中で執行停

停止をすべき

説明（上記の事

消し等をして

審査庁が処

25 条第２項）

らの申立て等

が執行停止を

らかになる場

ができること

停止をする必

き旨の意見書

事情が明らか

ももはや原状

分の効力、処

。 

を受けて審査

行わなかった

合があり得る

としている

ﾏﾆｭｱ

 

必

書

か

行審法第

様式例 12

 

状回復が困難

処分の執行又

査庁が判断す

た場合であっ

るため、審理

（行審法第 4

ｱﾙｐ42～ 

40 条 

2 

難となるなど、

又は手続の続

することが一

っても、審理

理員が審査庁

0条）。 

、



 

 

 

 

 

STEP12
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理手

◯ 審査請

る。  

◯ 必要な

理関係

状況や

を終結

■以
ず
期

   

■口

   

イ）審理手

◯ 審理手

審理員

し通知す

◯ 審査請

加人に

されてい

し、上記

ことが効

 

留意点  
■ 具体的

審査請

内容に

経て、

に、審

2. 審理手

手続の終結 

請求事件につ

審理を終えた

係人による主張

や審理関係人

することがで

以下の物件に
ず、更に一定の
期間内に当該物

・ 弁明書（行
・ 反論書（行
・ 意見書（行
・ 証拠書類
・ 書類その

口頭意見陳述

手続終結後の

手続を終結した

員意見書及び

する。 

請求人による

による行政不服

いない場合は

記予定時期ま

効率的である

点・補足事項

的に審理手続

請求人等の申

についての判

、審理関係人

審理手続を終

手続の終結

ついて必要な

たとは認めら

張及び立証

人の対応状況

できる。 

について、審理
の期間を示し
物件が提出さ
行審法第 29 条
行審法第 30 条
行審法第 30 条

類等（行審法第
の他の物件（行
述の申立人が正

の手続 

たときは、手

び事件記録を

行政不服審

服審査会等

は、上記の通

までに、これ

る。 

項等  

続を終結する

申立て等を受

判断に影響を

人の主張が尽

終結すること

結 

審理を終えた

られない場合

証の機会が履

況等も考慮し

理員が定めた
て当該物件の
れなかったと
条第２項） 
条第１項） 
条第２項） 

第 32 条第１項
行審法第 33 条
正当な理由な

 

手続の透明性

を審査庁に提

審査会等への

等に諮問しな

通知に併せて

れらの申出をす

時点について

受けて必要と判

を及ぼす事実が

くされ、審理

になると考え
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たと認めると

合であっても、

履行されなかっ

して適当と判

た提出すべき相
の提出を求め
き 

項及び第２項） 
条） 
なくこれに出頭

性を確保する

提出する予定

の諮問を希望

いことについ

て、上記申出

することがで

ては、個々の事

判断した審理

が判明した場

理員が審査庁が

えられる。 

きは、審理手

、以下の手続

った場合で、

断した場合は

相当の期間内
めたにもかかわ

頭しなかったとき

観点から、そ

定時期を審理

望しない旨の

いて反対する

出を行ってい

できる旨の注意

事案に即して

理手続を行い

場合にはその反

がすべき裁決

手続を終結す

続について審

、審理の進行

は、審理手続

内に提出され
わらず、当該

き 

その旨並びに

理関係人に対

の申出又は参

る旨の申出が

いない者に対

意喚起を行

て判断される

、他の審理関

反論等の有無

決の内容につ

ﾏﾆｭｱ

 

す

審

行

続

行審法第

 

行審法第

 

 

 

行審法第

第１号 

 

 

 

行審法第

第２号 

 

 

に

対

参

が

対

う

行審法第

[関連：STE

様式例 13

行審法第

第４号 

 

 

 

ことになるが

関係人が了知し

無を確認する

ついて心証を形

ｱﾙｐ43～ 

41 条第１項

41 条第２項

41 条第２項

41 条第２項

41 条第３項

EP13] 

3 

43 条第１項

が、一般には、

しない裁決の

る等の手続を

形成したとき

、

の

き

 

STEP13
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理員

◯ 審理手

（審理員

◯ 審理員

・審
（行
事
件
及
含

・処
め
当
置
め

   

イ）審査庁

◯ 審査請

成したと

◯ 審査庁

■行

   

3. 審理員

員意見書の作

手続を終結し

員意見書）を

員意見書の記

審理員による審
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審査請求人との関係での留意事項 
 

審理員に指名する職員の範囲 
 

■ 審理員は、審理に係る事務を公正かつ迅速に遂行することができる者である必要か

ら、その指名にあたっては、行審法第９条第２項各号に定める除斥事由にあるよう

に、特に審査請求人との関係に留意する必要があります。 

 

 

審査請求人の各種機会の確保 
 

■ 審査請求人は、処分庁等から審理員に提出された書類等について、行審法第 38 条に

基づき、閲覧等を求めることができます。また、口頭意見陳述などの場において、

審査請求人は処分庁等へ質問をすることなどが認められています。 

■ 審理員は、こうした審理手続において審査請求人が持つ機会を保障するよう、書類

等の提出を受けた場合等の審理手続の各段階において、適宜審査請求人に連絡をす

るなどの配慮が望まれます。 

 

 

申立人に対する判断の提示 
 

■ 審査請求人は、行審法の規定に従って、審理関係人への質問や鑑定、検証等の実施

の申立てを行なうことができます。 

■ 審理員は、こうした審査請求人による申立てがあった場合、必ず申立てに対する判

断を通知するほか、申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に通

知する必要があります。 

 



 

 

 



 

 

研修手法 

～効果的手法の提案～ 

 

 

１．はじめに 

 新たな行政不服審査制度の導入に当たり、国、地方公共団体等の実務担当者に対して、新制度

の概要や審理に係る各段階での具体的な手続・対応、審査請求人への対応方法や留意すべき事項

等を習得させるために研修を行うことは、円滑かつ適切な制度運用を図るために必須であると思

料するため、効果的と思われる研修手法について以下のとおり提案するものである。 

 

 

２．具体的手法 

研修は、受講者が基本的制度を理解し、実務に活用できるようにするため、法制度や審理手続

等について聴講による座学パートと、一定数で構成するグループごとの演習による実践的な知識

を習得するパート（演習の実施概要については、別紙のとおり。）を組み合わせて実施する。 

なお、グループごとの演習では、受講者が「審理員」、「審査請求人」、「処分庁」などの役割に

分かれて模擬的な口頭意見陳述を行うものとする。 

また、演習を通じての感想、問題点等をグループごとに発表させることで、実務で実施する際の注

意点を認識させる。 

 

 

３．研修項目等 
  研修項目と大よその時間配分は下表のとおり。 （休憩含まず１２０分） 

 研修項目 時間(分)※ 

１ 行政不服審査法改正の経緯と改正後の制度概要 １５ 

２ 審理員による審理手続の概要 ５０ 

３ 審査請求人への対応方法や留意すべき事項 １０ 

４ 質問 ５ 

 休 憩 １０ 

５ 

演習（グループワーク） 

・ロールプレイ演習(２０分) 

・演習結果の発表 (１０分) 

３０ 

６ 
終了の挨拶 

・受講者アンケートへの記入 
１０ 

※研修項目や時間は目安。 

 

 

４．効果検証 

受講者に選択及び記述式のアンケートによる調査を実施し、教材及び研修の内容に関する参加

者のニーズを分析の上、今後の効果的な研修の実施に資するよう改善点を整理する。 

 

 

想定されるアンケートの質問項目は下表のとおり。 

 質問項目 回答方式 

１ 

受講者の属性 

・所属先の部署、組織規模 

・行政不服審査制度に関する業務への従事経験年数 

記述式 

２ 

研修内容に対する満足度・理解度 

・教材のわかりやすさ 

・各研修項目にかける時間配分の適性 

・項目別内容への理解度 

・今後、より詳細な説明を希望する内容とその理由（記述式） 

段階評価 

 

記述式 

３ 

開催時期、開催場所等に関する要望 

・希望する開催時期（開催月） 

・開催場所の適性 

記述式 

４ その他の自由意見 記述式 

※質問項目は、研修実施権者において変更があり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙） 

演習（グループワーク）の実施概要 

 

１．演習の実施目的 

座学による説明だけでは審査請求手続の具体的な流れやイメージを理解しづらいことから、所

定の前提条件に基づく口頭意見陳述を模擬的に体験することにより、手続に係るより実践的な知

識の習得を図る。 

 

２．演習の基本的な流れ 

主に次のような流れで実施することを想定する。 

演習内容とタイムスケジュールの確認

各演習テーマの概要の確認

テーマの選択及び参加者の役の決定

ロールプレイの実施

演習結果の発表・共有 （10分）

（13分）

（3分）

（3分）

（1分）
研修講師による
説明（全体会）

班に分かれての
参加者による

グループワーク

各班からの発表
（全体会で共有）

 

 

３．演習の実施に向けた事前準備 

限られた時間の中で演習を円滑に実施するため、演習実施の前提として、事前に次のような準

備を講ずることとする。 

◯資料の事前送付 

・ロールプレイの実施に当たっては、原処分の内容等を理解する十分な時間を確保で

きないこと、効果的なロールプレイを行なうためにはできるだけ口頭意見陳述の具

体的なイメージを持って実施することが望ましいことから、研修の実施の前に演習

テーマ等の資料を配布し、概要を理解してもらう。 

◯事前の班分け等 

・ロールプレイの時間を確保するため、予め参加者の席ごとに班分けをしておく。 

◯その他備品等の準備 

・全体の作業が遅延無く実施できるよう、演習全体の流れ（タイムスケジュール）や、

今現在の作業内容、時刻などは、プロジェクターに表示する。 

・各役を表示する三角札、ホワイトボード、マーカー 等 

 

４．ロールプレイの手法 

本来であれば、原処分や一定の前提条件等を示した上で、どのような進め方や陳述をすべきか

参加者が自ら考えながらロールプレイをするのが望ましいが、行政不服審査制度等に関する参加

者の知見レベルは様々であるとが想定されること、時間も限られることから、一定のシナリオ（台

詞案）を事務局から提示し、台詞の読み合わせを基本として進め、一部の「質問」や「回答」の

 

 

み参加者で考えてもらう等により、口頭意見陳述を模擬的に体験してもらうこととする。 

 

５．演習の進め方・ポイント 

実施項目・時間 進め方・ポイント 

(1)演習内容とタイム

スケジュールの確認 

[１分] 

・演習の目的、(1)～(5)までの作業の流れ、各作業時間を説明する（(1)

～(3)は「事前説明」としてまとめて表示）。 

・特に演習の時間が非常にタイトなため、時間を守って作業等に取り組

んで頂くよう、念を押して説明。 

 

(2)各演習テーマの 

概要の確認 

[３分] 

・演習テーマの概要（該当する法律、原処分の概要、不服申し立ての内

容、主な争点）について説明する。 

(3)テーマの選択及び

参加者の役の決定 

[３分]  

・各班で話し合い、(2)で説明した演習テーマの中から、ロールプレイ

を行うテーマを１つ選ぶとともに、各参加者が担う役割（審査請求人、

審理員、処分庁等）を選ぶよう、指示する。 

【ポイント】 

・研修講師は、適宜会場を回り、各班の話し合いの状況を確認 

・1 分半を過ぎた頃、「そろそろテーマが決まりましたでしょうか」

と全体に向けて声がけし、決定を促す 

・２分を過ぎた頃、「それでは各役割を決めて下さい」と全体に向け

て声がけし、決定を促す 

・（余裕があれば）２分半を過ぎた頃、各班がどのテーマを選んだか

を全体に向けて問いかけ、審理員役に挙手をさせ、状況を把握する 

  

(4)ロールプレイの 

実施 

[13 分] 

・(3)で決めたテーマ・役割に基づき、ロールプレイを実施する。 

・研修講師は、審理員役が各班をファシリテートしロールプレイを進め

るように指示する。 

【ポイント】 

・研修講師は、適宜会場を回り、各班の実施状況を確認（質問等があ

れば適宜対応） 

・全体にシェアすべきことがあれば、都度アナウンスする 

・５分、10 分をそれぞれ過ぎた段階で、経過時間を全体に向けて声

がけし、進行を促す 

  

(5)演習結果の発表 

・共有 

[10 分] 

・最初の３～４分程度は、各班での振り返りの時間とし、審理員役が中

心となって、ロールプレイで迷ったところや悩んだところを各班で話

し合い共有するよう指示する。 

・その後、研修講師が２～３の班を指名し、班での振り返り内容や感想

を全体に向けて発表するよう指示する。 

【ポイント】 

・各班での振り返りの時間に、研修講師は適宜会場を回り、めぼしい

班にあたりを付けておく 

・各班での振り返りや全体に向けた発表の際に、必要に応じて研修講

師から「○○の点はどうだったか」などの問いかけを行う 

  

 

※研修実施権者により適宜変更があり得る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 研修教材 

行政不服審査法における 
審理手続について 

＜テキスト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

「新たな行政不服審査制度の下での審理手続等の手法に係る調査研究」 

審理マニュアル等の策定検討会 
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Ⅰ 不服申立制度とは 
 

（１）不服申立制度 
 

■ 行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が、行政庁にその再審査等を求め

る行為を、一般に、行政上の不服申立て（以下単に「不服申立て」）といいます。 

■ この不服申立てに関する制度（以下「不服申立制度」）は、一般に、行政訴訟と比較

すると、次のような特徴があります。 

○ 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができる 

○ 手数料が不要である 

○ 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理する

ことができる 

○ 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営

を確保することができる 

 

（２）行政不服審査法の概要 
 

■ 行政不服審査法（以下「行審法」）は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政

の適正な運営を確保することを目的として、この不服申立制度の手続等を定める一

般法であり、次のような概要となっています（改正後）。 

【適用の対象】 

・一部の例外を除き、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく

申請に対する不作為。 

【不服申立ての種類】 

・原則は「審査請求」。ただし、個別法に特別の定めがある場合、審査請求の前

に処分庁に対して行う「再調査の請求」や、審査請求後に更に別の行政庁に

対して行う「再審査請求」が可能。 

【不服申立てができる者】 

・処分についての審査請求は「行政庁の処分に不服がある者」。 

・不作為についての審査請求は「法令に基づき行政庁に対して処分についての

申請をした者」。 

【不服申立てができる期間】 

・原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して３月（再調査の

請求の決定を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算

して１月）以内。「正当な理由」がある場合はこれを超過しても認められる。 
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Ⅱ 行政不服審査法改正の概要 
 

法改正の経緯 
 

■ 行政不服審査法は、昭和 37年の制定以来、50年以上実質的な法改正がありません

でしたが、平成５年の行政手続法の制定（聴聞手続など事前手続の整備）や、平成

16年の行政事件訴訟法の改正（出訴期間延長、義務付け訴訟の法定など司法救済手

続の充実）など関係法制度の整備・拡充を踏まえ、時代に則した見直しを実施すべ

く、平成 26年６月に、関連２法とともに改正案が国会に提出され、成立・公布され

ました。 

■ 現在は、平成 28年４月の施行に向けて、各種施行準備を進めています。 

 

主な見直しの内容 
 

■ 改正法では、①公正性の向上、②使いやすさの向上、の観点から、次のような見直

しがなされています。 

見直しの観点 
現行 行政不服審査法 

（昭和 37年法律第 160号） 
改正 行政不服審査法 
（平成 26年法律第 68号） 

① 
公
正
性 

の
向
上 

審理を行なう者 
・規定なし（処分関係者が審理
を行うことがありうる） 

・審理において、職員のうち処分に関与しない
者（審理員）が、両者の主張を公正に審理（審
査庁が審議会等である場合など、審理員が指
名されない場合もあり。） 

第三者による 
点検 

－ 
・裁決について、原則として、有識者から成る第
三者機関（行政不服審査会等）が点検 

審査請求人の
権利 

・関係書類は閲覧が可能 
・関係書類は、閲覧に加え謄写が可能 
・口頭意見陳述での処分庁への質問が可能 

②
使
い
や
す
さ 

の
向
上 

不服申立て 
可能な期間 

・60 日 ・３か月 

不服申立
ての手続
の種類 

原
則 

・上級庁がある→審査請求 
・上級庁がない→異議申立て 

・大臣、首長等への審査請求に一元化 

例
外 

・異議申立て（審査請求に前
置） 
・再審査請求（審査請求後） 

・再調査請求（審査請求前の選択制） 
・再審査請求（審査請求後、出訴前） 

迅速審理の 
工夫 

・－ 
・標準審理期間の設定 
・争点・証拠を事前に整理 

不服申立て 
前置 

・不服申立てに対する裁決を
経た後でなければ出訴ができ
ない旨（不服申立前置）を定
める個別法が 96 

・96 のうち 68 法律で廃止・縮小 
（※関連法により整理） 
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Ⅲ 不服申立ての現況 
 

不服申立ての状況 
 

■ 平成 23年度における、国と地方公共団体の不服申立ての状況（新規不服申立件数）

は、以下のとおりです。 

  国 地方公共団体 

行政不服審査法に基づく不
服申立て 

30,022 件 18,290 件 

  

異議申立て 9,737件 (32.4%) 11,844件 (64.8%) 

審査請求 17,358件 (57.8%) 6,418件 (35.1%) 

再審査請求 2,927件 (9.7%) 28件 (0.2%) 

行政不服審査法に基づか
ない不服申立て 

32,641 件 1,318 件 

 

不服申立ての内容別内訳 
 

■ 平成 23年度における、国と地方公共団体の不服申立て件数の内容別内訳は、以下の

とおりです。 

 

 

  

11,390 9,109 2,495
1,675

1,089

4,264

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件国

社会保険関係 国税通則法 労働者災害保険法
出入国管理及び難民認定法 情報公開法 その他

6,835 2,268 1,549
1,194

1,015

5,429

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件地方公共団体

情報公開条例 道路交通法 地方税法
介護保険法 生活保護法 その他
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Ⅳ 審査請求の処理体制と手続の流れ 
 

■ 審査請求の処理体制は、以下のとおりです。 

審査庁 
原則として、処分庁等の最上級行政庁が該当。審査請求を受け、それ
に対する応答として、裁決を行う（審理員の指名がない場合には審理
（下記 STEP1ないし STEP11）も直接行う）。 

審理員 
審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員が該当。審査請求の
審理に当たって中心的な役割を担う。 

処分庁等 
審査請求に係る処分をした（又は審査請求に係る不作為に係る）行政
庁。審査請求に係る処分又は不作為が違法・不当でないことを主張す
る。 

行政不服審査会等 
審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審
査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする。 

 

■ また、不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れは次図のとおりです。本資料で

は、主に審理員の手続（STEP１～13）について解説します。 
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注記 

上記の STEP3ないし STEP11の実施は、事案による。 

審査会等への諮問から答申までについては、審理員の指名がない場合、審査請求人か

ら諮問を希望しない旨の申出がある場合等、行われない事案もある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 

審理員による審理手続 

 
Ⅰ 審理員の指名 
Ⅱ 審理手続に係る総則的な留意点 
Ⅲ 審理関係人 
Ⅳ 審理の具体的手続 
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Ⅰ 審理員の指名 
 

審理員制度の趣旨・手続 
 

■ 審理員は、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす者が、審査請

求に係る審理手続を行うことにより、審理の公正性・透明性を高めるため、新たに

導入されたものです。 

■ 審査庁は、審理員を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知す

ることが求められます。 

 

審理員に指名する職員の範囲等 
 

■ 審理員に指名する職員は、審理に係る事務を、公正かつ迅速に遂行することができ

る者であることが求められます。 

■ 審理員は、審査庁に所属する職員であり、かつ行審法第９条第２項各号に定める除

斥事由（下表）に該当しない者を指名する必要があります。 

① 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に

関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与す

ることとなる者 

② 審査請求人 

③ 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 

④ 審査請求人の代理人 

⑤ ③・④に掲げる者であった者 

⑥ 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監

督人 

⑦ 行審法第13条第１項に規定する利害関係人（審査請求人以外の者であって、

審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし、当該

処分につき利害関係を有するものと認められる者） 

 

■ 上記の除斥事由のほか、法律上の制限はありませんが、処分担当課室等との関係、

裁決担当課室等との関係、処分担当部署との分離が比較的容易であると考えられる

官房・総務部門の職員であること等、所属部署に留意する必要があります。 

■ また、審理員が行う事務の一部を、審理員の指示を受けて他の職員が補助すること

が許されないものではなく、事案の処理に必要な情報の収集・整理等を行わせるた

め、審理員を補助する者（「審理員補助者」）を指定することができます。 
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Ⅱ 審理手続に係る総則的な留意点 
 

審理手続の進行 
 

■ 審理員は、審理手続の実施に際し、簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理

関係人と相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならな

いとされています（行審法第 28条）。具体的には、以下の点に留意が必要です。 

○ 処分庁等の主張に偏ることなく、審理関係人のそれぞれの主張を公平に聴取す

るなど、公正・中立に審理を進めること。 

○ 審理手続の実施、処分等が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否か

についても必要な審理を行うこと。 

○ 簡易迅速な手続の進行に努めること。 

 

審理手続進行中に審査請求が不適法となった場合の対応 
 

■ 審査庁が、審査請求を適法なものであると判断したことにより、以下のような事情

の変化により、審理手続が開始された後に、当該審査請求が不適法となる場合も想

定されます。 

○ 処分庁が審査請求に係る処分を取り消した場合 

○ 不作為庁が当該不作為に係る申請に対する処分を行った場合 

○ 総代の互選命令に共同審査請求人が従わなかった場合 

 

審査庁との関係 
 

■ 審理員は、個別具体的な審査請求事件に係る審理手続について、審査庁からの個別

具体的な指揮監督を受けることはなく、また、審査庁もこれを行ってはなりません。 

■ なお、審査庁が、「審理手続の遅延を防止するため迅速な審理を行うよう努めること」

といったような、審査請求の審理に関して審理員が遵守すべき一般的な事項を定め

ることは妨げられませんが、実際の審理手続の過程において示すことは、審理員に

よる審理手続の公正性について疑念を招くおそれがあり、可能な限り避けるべきと

考えられます。 

■ したがって、審理員が遵守すべき一般的な事項については、あらかじめ明確にして

おく必要があります。 
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Ⅲ 審理関係人 
 

審理関係人の範囲 
 

■ 審理関係人とは、審査請求の審理手続に関与する審理員以外の当事者を総称したも

の（行審法第 28条。以下同じ。）です。 

■ 具体的には、以下のように整理されます。 

審査請求人 

審査請求をした者である。個人や法人のほか、人格なき社団又は財団であっ
ても、代表者又は管理人の定めのあるものは、その名で審査請求をすること
ができる（行審法第 10条）。また、審査請求は、代理人によってすることがで
き、代理人は、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることがで
きる（行審法 12条）。 

処分庁等 
処分についての審査請求における処分庁（注１）であり、審査請求の相手方
（訴訟における被告に相当）として、弁明書の作成・提出、証拠書類の提出な
どにより、審査請求に係る処分が違法・不当でないことを主張することになる。 

参加人 

審査請求人のほか、審査請求に係る処分（注２）の根拠となる法令に照らし当
該処分につき利害関係を有するものと認められる者、すなわち、審査請求の
結果に法律上の利害関係を有する者が、審理員の許可を得て、又は審理員
の求めにより、審査請求に参加する（行審法第 13条） 

注１）不作為についての審査請求の場合は不作為庁。 

注２）不作為についての審査請求の場合は不作為に係る処分。 

注３）上記以外の関係者として、審理手続を進める過程で、審理員の求めに応じ、次のような者が 
審査請求の審理手続に関係する場合がある。 
・審理に必要な書類その他の物件を提出する当該物件の所持人 
・その知っている事実を陳述する参考人 
・鑑定を行う鑑定人 
・検証を行う場所を所有・管理する者 

 

総代と参加人 
 

■ 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、３人を超えない総代を互選する

ことができます（行審法第 11条第１項）。また審理員は、審理手続を円滑に行うた

め必要と認めるときは、総代の互選を命ずることができます（行審法第 11条第２項）。 

■ 参加人は、利害関係人が参加の許可を求める場合と、審理員が利害関係人に参加を

求める場合があり、次のような者が該当すると考えられます。 

審査請求人と利害
が共通する者 

○原処分によって不利益を被る者 
○不作為に係る申請が認容されることにより、利益を受ける者 

審査請求人と利害
が相反する者 

○原処分の取消し又は変更によって不利益を被る者 
○不作為に係る申請が認容されることにより、不利益を被る者 
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Ⅳ 審理の具体的手続 
 

STEP1. 処分庁等への審査請求書の送付及び弁明書の提出 ﾏﾆｭｱﾙｐ７～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審査請求書の送付   

◯ 審査庁から審理員として指名後、直ちに処分庁等に審査請求書（副本）を送付

する。  

◯ 審査請求書に不備がある場合は、審査請求人に確認するなどにより不備を補

足しつつ審理を進める。  

◯ 不適法であることが明らかとなった場合には、審理手続を終結する。 

 

行審法第 29 条第１項 

 

 

 

[関連：STEP12] 

イ）弁明書の提出要求   

◯ 相当の期間（一般には２～３週間程度）を定めて、処分庁等に弁明書の提出を

求める。  

◯ その際、処分の理由となる事実を証する書類その他の物件の提出について、提

出すべき相当の期間を定め、併せて通知することが望ましい。 
 

◯ 「相当の期間」内に弁論書が提出されない場合、更に期間を定めて、なお未提

出の場合は審理手続を終結することがある旨を記載した書面を送付し、弁明書

の提出を求めることが適当。  

◯ 審査請求に係る処分について行政手続法や行政手続条例に基づく聴聞又弁

明の手続を行っている場合、弁明書にこれらに係る調書や報告書の添付を求

める。 

◯ これらの添付書類について審査請求人や参加人から閲覧等の請求があった場

合に備え、処分庁等に、当該書類等の閲覧等の可否についての意見を聴いて

おくことが効率的である。 

 

行審法第 29 条第２項 

様式例４ 

行審法第 32 条第２項 

行審法第 32 条第３項 

 [関連：STEP5] 

行審法第 41 条第２項 

様式例 10 

 

行審法第 29 条第３項 

 

 

行審法第 38 条第２項 

[関連：STEP９] 

 

 

 

 

 

審理員
処分庁

審査請求書
（副本）の送付

弁明書等の
作成・提出

弁明書等の提出の
促し、期限の通知、
副本の数の通知

（弁明書等受領）

イ

ウ

記載内容の確認

適法な弁明書提出の要求（内容等に問題がある場合）

弁明書の修正の要求（内容が不十分な場合）

ア
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ウ）弁明書の記載内容等に問題がある場合の対応   

◯ 記載する必要がある事項が記載されていない場合、処分庁等に対して、適法な

弁明書を提出するよう、再度要求を行う。  

◯ 記載内容が不十分である場合、該当箇所を指摘した上で、当該箇所を修正し

た弁明書の再提出を求めることが望ましい。処分庁等がこれに応じない場合

は、審理員は、処分庁等への質問により、その内容を確認する。 

 

行審法第 29 条第３項 

 

行審法第 36 条 

エ）弁明書の審査請求人及び参加人への送付   

◯ 処分庁等から弁明書が提出されたときは、弁明書を審査請求人及び参加人に

送付しなければならない。 

◯ 弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。 

◯ その際、反論書等に係る手続と併せて行うことが効率的である。 

 

行審法第 29 条第５項 

 [関連：STEP2] 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 審理員が審査請求書に不備があると認めた時点で、行審法第９条第１項の規定による審理員を指名した 

旨の通知がまだ発出されていない場合には、運用上の取扱いとしては、審理員が形式審査担当職員に審

査請求書を返戻して再審査を促すことも許容されると考えられる。 

■ 弁明書は、審理員が事案の概要や処分の理由等を把握するために提出を求める書面である。弁明書には、

処分の内容及び理由（不作為についての審査請求の場合は、処分をしていない理由並びに予定される処

分の時期、内容及び理由）を記載しなければならないが、審理員や審査請求人等が処分の内容及び理由

等を明確に認識し得るよう記載される必要がある。 
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STEP2. 反論書・意見書等提出の促し ﾏﾆｭｱﾙｐ10～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）提出についての通知   

◯ 弁明書の送付の際には、①審査請求人には弁明書に対する反論書を提出する

ことができること、②参加人には審査請求に係る事件に関する意見書を提出す

ることができることを、提出すべき相当の期間を定め、それぞれ通知し、提出を

促すことが効率的である。   

◯ その際、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間（一般には、２～３週間

程度の期間が一つの目安）を定め、併せて通知するのが望ましい。   

◯ 同時に、必要となる副本の数（反論書については処分庁等（１通）と参加人の合

計、意見書については処分庁等（１通）と審査請求人（総代の場合は１通）の合

計）も示す。 

◯ 反論書については処分庁等（１通）と参加人の人数の合計数、意見書について

は処分庁等（１通）の審査請求人の人数（総代が選任されている場合には１通）

の合計数の副本を用意する。 

◯ 提出期限内に提出されない場合、審理のため必要であると考えられるのであれ

ば、更に期間を定めた上で、なお未提出の場合は審理手続を終結することがあ

る旨を記載した書面を送付し、反論書や意見書の提出を促すことが適当。   

 

行審法第 30 条 

[関連：STEP1] 

様式例５ 

 

行審法第 32 条第１項 

・第３項 

[関連：STEP6] 

 

 

 

 

 

行審法第 41 条第２項 

様式例 10 

イ）反論書及び意見書の送付   

◯ 反論書が提出されたときは参加人及び処分庁等に、意見書が提出されたときは

審査請求人及び処分庁等に、それぞれ副本を送付する。  

行審法第 30 条第３項 

 

留意点・補足事項等    
■ 反論書は弁明書に記載された事項に対する審査請求人の反論を、意見書は審査請求に係る事件に関する

参加人の意見を、それぞれ記載した書面である。 こうした書面の提出手続が設けられているのは、簡

易迅速かつ公正な審理のためには、審理関係人の主張内容が審理の冒頭に明らかになっていることが望

ましいためである。 

■ 反論書において、弁明書に記載された事項とは直接関連のない新たな主張がなされた場合も、当該主張

が処分の内容又は理由についての主張（反論）であれば、適法な反論書として取り扱う必要がある。 

■ 反論書や意見書において、審査請求の結論に影響を与え得る新たな主張や事実が提示された場合は、

審理関係人への質問（行審法第 36条）等により、適宜他の審理関係人に反論の機会を付与する必要が

ある。 

審理員

処分庁等

審査請求人
参加人

反論書・意見書
の作成・提出

弁明書の送付

弁明書の
作成・提出

反論書・意見書
の送付

反論書・意見書
提出の促し、
期限の通知

（弁明書受領）

（反論書・意見書受領）

ア

イ
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STEP3. 争点の整理等 ﾏﾆｭｱﾙｐ12～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）争点等の把握・整理   

◯ 審査請求書、反論書、弁明書、意見書を精査し、当該事案の争点（審理関係人

の間で主張が対立している事項）を把握する。 

◯ 審理関係人が主張していないが、処分等の当否を判断する上で審理が必要な

事項の有無についても確認を行う。   

◯ 上記の主張書面や証拠書類等を精査し、審理関係人の主張の内容及び対立

点、主張の根拠、その後の審理により確認する必要がある事項を整理・検討す

る。 

 

 

 

 

イ）審理計画の作成   

◯ 計画的に審理手続を進めるため、把握・整理した争点等について、審理手続の

段取り・実施時期等を具体的に定めた審理計画を作成することが望ましい。  

◯ 審理計画を策定したときは、審理手続の予定時期等を遅滞なく審理関係人に

連絡し、審理手続の実施について協力を求めることが望まれる。   

 

行審法第 28 条 

 

 

ウ）審理手続の計画的遂行のための意見聴取   

◯ 事件が複雑であることその他の事情により審理手続を計画的に遂行する必要が

あると認める場合に、審理関係人から審理手続の申立てに関する意見を聴取

することができる。 

◯ 意見聴取を行なう際は、招集を求める審理関係人と調整を行った上で、期日及

び場所を指定し、当該審理関係人に通知する。 

◯ 審理関係人が遠隔地に居住しているその他相当と認める場合は、電話により意

見聴取を行うことができる。 

◯ 意見聴取を行ったときは、その結果を踏まえ、遅滞なく審理予定を決定し、各審

理手続の期日、場所、審理手続の終結予定時期を審理関係人に通知する。 

 

 

 

行審法第 36 条 

行審法第 37 条第１項 

 

行審法第 37 条第１項 

様式例６ 

行審法第 37 条第２項 

 

行審法第 37 条第３項 

様式例７ 

審理員

審理関係人

争点の整理

審理手続の
計画的遂行の
ため意見聴取

の実施

精査

審査
請求書

反論書 弁明書 意見書

審理計画の作成

（必要に応じて）

証拠
書類

招集又は
電話による
意見聴取

対応

予定時期等の連絡

記録の作成ア

イ

ウ

エ
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エ）記録の作成   

◯ 意見聴取を行ったときは、遅滞なく、当該手続の記録（意見の要旨、質問・回答

の要旨、その他決定内容等）を作成する。 

 

様式例 15 

 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 争点が整理されなければ、その後の審理で明らかとすべき事項は何か、どのような審理手続を行うべき

かを的確に判断することができないことから、争点等の整理は、簡易迅速かつ公正な審理を行うための

前提となるものである。 

■ イ）における審理計画は、争点等の把握・整理の結果、その後の審理手続の必要性が少ない場合にまで、

作成することを求めるものではない。 

■ 意見聴取については、口頭意見陳述とは異なり、審理関係人全員を招集する必要はなく、審理員が必

要と認める範囲で招集する形でよい。 

■ ウ）における、電話による意見聴取が可能となる「その他相当と認める場合」としては、審理関係人

が出頭を望まない場合や、審理員が当該審理関係人と一対一で通話することにより目的を達すること

ができる場合などが考えられる。 

■ 意見聴取の期日において各審理手続の期日、場所、審理手続の終結予定時期を決定することが可能で

ある場合には、出席した審理関係人に口頭で通知することも可能。 

■ 各審理手続の期日等を通知する際には、証拠書類等の提出や書類その他の物件の提出については、こ

れらを提出すべき相当の期間の終期（物件の提出要求については、これに併せて提出を求める時期）

を通知する。 
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STEP4. 口頭意見陳述 ﾏﾆｭｱﾙｐ16～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）申立て等の手続   

◯ 審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、当該申立てをした者（申立

人）に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与える。 

◯ 口頭意見陳述は全ての審理関係人を招集して行う。 

◯ 口頭意見陳述の申立てがあった場合には、申立人以外の審査請求人及び参

加人に対しても、口頭意見陳述の申立ての有無を確認し、必要に応じて申立て

をするよう促す。  

◯ 口頭意見陳述の前に、申立人に補佐人帯同の意向の有無等を確認し、必要に

応じ許可を申請させることが望ましい。  

◯ これらの確認等は口頭意見陳述の期日等についての審査関係人の都合を照

会することに併せて行うことが効率的である。 

 

行審法第 31 条第１項 

 

行審法第 31 条第２項 

 

 

 

行審法第 31 条第３項 

 

 

 

イ）口頭意見陳述の期日及び場所   

◯ 審理関係人の都合等を事前に聴取して日程調整を行い、招集を求める者の人

数等に応じた適切な場所（部屋）を確保した上で、期日及び場所を指定する。 

◯ 決定後、審理関係人に対して、期日及び場所を通知し、出頭を求める。補佐人

帯同の許可申請がされている場合は、その結果も併せて通知する。 

◯ 上記により指定した場所に口頭意見陳述の会場を設置する。  

 

 

 

様式例８ 

 

 

ウ）口頭意見陳述の実施   

◯ 以下により口頭意見陳述の手続を進行する  
①出席者の確認 
②注意事項の説明 
③申立人の意見陳述 
④申立人による処分庁等への質問及び処分庁等からの
回答 

⑤審理員による出席者に対する質問 
⑥口頭意見陳述の終了 

 

○ 申立人のする陳述が、当該審査請求の事件と関係のない事項にわたる場合そ

の他相当でないと認める場合は、これを制限することができる。 

 

 

行審法第 31 条第１項 

行審法第 31 条第５項 

行審法第 36 条 

[関連:STEP7] 

 

行審法第３１条第４項 

審理員

（申立の受領）

口頭意見陳述の
有無の確認、
申立ての促し

（申立人以外の審査関係人に）
ア

イ

エウ

審査請求人
参加人保佐人帯同の意向

有無の確認
（申立人に）

口頭意見陳述の期日
及び場所の指定

期日及び場所の通知
出頭の要請

会場の設置等準備

（審理関係人全員に）

口頭意見陳述の実施 記録の作成

（申立人）

申立
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エ）記録の作成   

◯ 口頭意見陳述を行ったときは、遅滞なくその記録（申立人の陳述の要旨のほ

か、申立人が処分庁等に対して質問を行ったときや審理員が質問を行ったとき

は、当該質問及びそれに対する回答の要旨）を作成する。 

様式例 16 

 

 

 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 審査請求は、書面による審理が原則であるが、口頭意見陳述は、その例外として、審査請求人及び参加

人に主張する機会を十分に保障するため、その申立てがあった場合に 行われるものであり、充実した

審理を行うため、全ての審理関係人を招集して行うこととされている。 

■ 事案によっては、口頭意見陳述の期日を準備するに当たり、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（庁

舎管理者との連携等）についても検討する必要がある。 

■ 申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合

は、当該意見を述べる機会を与える必要はない（行審法第 31条第１項ただし書）。具体的には、申立人

が矯正施設に収容されていて出所の見込みが相当期間ない場合など、当該審査請求の終結予定時期まで

の間に申立人（代理人を含む。）が出頭可能な期日が設定できる見込みがない場合が該当するが、口頭

意見陳述の機会を与えることが困難な事情の有無については、社会通念に照らして、審理員が適切に判

断する必要がある。 

■ 社会通念上、意見を述べる機会を与えることが困難であるとは必ずしもいえないにもかかわらず、審理

員が口頭で意見を述べる機会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手続

上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

■ イ）における補佐人とは、申立人が外国人である等の場合に当該申立人の陳述の補佐をする者に加え、

自然科学的・人文科学的な専門知識をもって審査請求人等を援助する第三者や、審理関係人が法人の

場合における当該法人の事務担当者も含まれる。 

■ 全ての審理関係人が特段の問題なく出席することができる期日等を調整することができない場合に

は、申立人以外の審査請求人又は参加人の一部について、現実的には出席が困難な期日等を指定する

こともやむを得ないものと考えられるが、その場合であっても、可能な限り多くの審理関係人が出席

可能な期日等を設定するよう努めるべきである。 
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STEP5. 証拠書類等の提出の促し ﾏﾆｭｱﾙｐ24～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）提出手続   

◯ 審査請求人には反論書・意見書の送付の際に、処分庁等には弁明書の提出要

求の際に、それぞれ証拠書類等提出の期限を通知し、提出を促す。  

◯ 提出期限内に提出されない場合、更に期間を定めた上で、なお未提出の場合

は審理手続を終結することがある旨を記載した書面を送付し、反論書や意見書

の提出を促すことが適当。   

◯ 審査請求人や参加人から証拠書類等の閲覧等の請求があった場合は、原則と

して、当該閲覧等について提出者の意見を聴く必要がある。 

◯ そのため、証拠書類等を受領する際に、審査請求人等による閲覧等の可否に

ついての意見及びその理由を併せて書面で提出するよう求めることが効率的で

ある。 

 

行審法第 32 条 

[関連：STEP1,2] 

行審法第 41 条第２項 

様式例 10 

 

行審法第 38 条第２項 

[関連：STEP 9] 

様式例５ 

 

 

イ）提出を受けた後の手続   

◯ 証拠書類等の受領時に、提出者に対して受領した旨を連絡するとともに、当該

書類の閲覧等を求める機会を保障する観点から、他の審理関係人に対しても

その旨を連絡することが望ましい。   

◯ 審査庁は、裁決後、提出を受けた証拠書類等を速やかに提出者に返還しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

行審法第 53 条 

 

ウ）証拠書類等の提出に係る記録の作成   

◯ 当該証拠書類等に提出者、提出日時を記載した書面を添付する。 様式例 17 

 

 

 

  

審理員

証拠書類の
提出

証拠書類提出の促し、
提出期限の通知

（証拠書類受領）

（弁明書提出要求の際に）審査請求人等による
証拠書類の閲覧等可否

についての意見・理由の要求

証拠書類を受領
した旨の連絡 （提出者＋他の審理関係人に）

審理関係人

（裁決後）

（提出者に）

（反論書・意見書送付の際に）

記録の作成

証拠書類の返却

ア

イ

イ
ウ
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留意点・補足事項等    
■ 証拠書類等の提出は、審理関係人にその主張の裏付けとなる資料を提出する機会を保障するものであ 

り、審理員が提出される証拠書類等の受領を拒んで審理手続を終結した場合、行政訴訟等において、当

該審査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。  

 

「相当の期間」の経過後の証拠書類等提出の取扱い 

■ 提出者の故意や重大な過失によらず、提出期間の経過後に新たな事実や証拠書類等が判明したような場

合については、提出期間が経過していることのみをもって、その受領を拒み、当該書類等を考慮するこ

となく審理を終結することは適当でないと考えられる。 

 

審理手続外の証拠書類等の提出の禁止 

■ 審理関係人が、審理員に対して、他の審理関係人にその存在を明らかにしない意図で、非公式に証拠

書類等を提出することは認められず、審理員は、審理関係人がそのような意図を明らかにして証拠書

類を提出し、これを受領した場合であっても、行審法第 32 条の規定により提出された証拠書類等とし

て取り扱う必要がある。 

 

提出人が早期の返還を求めた場合等の取扱い 

■ 提出された証拠書類等については、法律上は、裁決をするまでの間は返還する義務はないが、審理関

係人が業務上の必要その他の事情により早期の返還を求めた場合には、当該証拠書類等の写しを作成

する等により、その後の審理に支障が生じない範囲で、返還するよう努めることが望ましい。 

■ また、当該書類等の内容等を精査した結果、その後の審理手続や行政不服審査会等への諮問の手続に

おいて、不要であることが明らかな場合も、早期に返還することが望ましい。なお、当該書類等の写

しを作成した場合は、作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提出者及び提出日時を当該写し

に記載することとし、事件記録はこの写しにより作成することとする。 
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STEP6. 書類その他の物件の提出要求 ﾏﾆｭｱﾙｐ26～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）物件提出要求の手続   

◯ 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、その必要があると判断

した場合、当該物件の所持人に対し、物件の内容や提出期限等を明示して、

当該物件の提出を求める。 

◯ 提出された物件について閲覧等の請求があった場合に備え、書面の提出時

に、他の審査請求人等による閲覧等の可否についての意見を聴いておくことが

効率的である。 

◯ 申立てを受けて物件提出要求を行う際には、併せてその旨を申立人に通知す

ることが効率的である。申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立

人に通知する必要がある。 

 

行審法第 33 条 

 

 

行審法第 38 条 

 

[関連：STEP9] 

 

 

イ）提出を受けた後の手続   

◯ 物件の受領時に、提出者に対して受領した旨及び必要に応じ当該物件を裁決

までの間留め置く旨を連絡するとともに、当該書類の閲覧等を求める機会を保

障する観点から、他の審理関係人に対してもその旨を連絡する。   

◯ 提出された物件は、審理の必要性に応じて留め置くことができる（提出者からの

返還要求がない限り、原則として裁決までの間）。また、審査庁は、裁決後、提

出を受けた物件を速やかに提出者に返還しなければならない。 

◯ 所持人が審理員の協力要請に応じず、物件が提出されなかった場合は、その

旨を申立人に通知する。 

 

様式例 17 

 

 

行審法第 33 条 

行審法第 53 条 

 

 

 

ウ）物件の提出に係る記録の作成等   

◯ 当該証拠書類等の提出者、提出日時を記録する。 様式例 17 

 

 

 

 

 

審理員
物件の提出

物件提出の要求

他の審査請求人等による
物件の閲覧等可否に
ついての意見等の確認

審理関係人
ア

イ
イ

ウ

（申立人）

申立

申立に対する判断の通知

受領した旨等の連絡

（提出者に）

（物件の所持人、審理関係人全員に）

（物件受領）

記録の作成

証拠書類の返却
（提出者に）

物件の所持人
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留意点・補足事項等    
■ 審査請求の審理は、審理関係人から提出される主張の内容を記載した書面（弁明書等）や証拠書類等に

よる書面審理が基本となるが、物件の提出要求（[STEP8 参考人の陳述、鑑定又は検証の要求]も同様）

は、審理員が更に調査を行う必要があると判断する場合の手続を整備したものである。 

■ 審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において、申立ての意向が示された場合は、その場で内容等

を確認した上で、口頭による申立てとして処理することが望ましいと考えられる。その場合には、その

場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能。 

 

守秘義務との関係 

■ 処分庁等その他の行政庁に対し物件提出の要求があった場合で、これに応じて物件を提出することが

守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えられる。一般には、守秘義務が課されている

審理員に提出するものであり、提出により直ちに他の審理関係人が知り得ることとなるわけではない

（提出書類の閲覧等要求（行審法第 38 条）については、正当な理由があれば、審理員がこれを拒むこ

とができる）ので、このような取扱いは、守秘義務に抵触することとなる理由が、例えば、特定の職

員だけが知り得る状態を確保する必要のある情報が含まれるといった、機密性の高いものである場合

に限られる。そのため、審理員の物件提出要求に対して、守秘義務に抵触するとしてこれを拒否した

場合には、審理員は、上記について当該行政庁に説明し、当該物件の提出と、その提出を拒む正当な

理由を具体的に提示すること求めるべきである。 

 

証拠書類の早期返還 

■ [STEP5 証拠書類の提出の促し]に準ずる。 
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STEP7.  審理関係人への質問 ﾏﾆｭｱﾙｐ29～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）質問の実施   

◯ 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理関係人に質問を

行う必要があると判断した場合、審査請求に係る事件に関し、書面等により審理

関係人に質問する。  

◯ 申立てを受けて質問を行う際には、併せてその旨を申立人に通知することが効

率的である。申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に通知

する必要がある。 

◯ 必要に応じ、審理関係人の出頭を求め質問を行うことも妨げられない。その際

は、出頭を求める審理関係人と調整を行った上で、日時・場所及び聴取者（審

理員等）等を示し、当該審理関係人に通知する。  

 

行審法第 36 条 

 

 

 

 

 

 

 

イ）記録の作成   

◯ 質問を行ったときは、遅滞なくその記録（質問及び回答の年月日、質問内容及

びその回答の要旨を記載）を作成する。ただし、口頭意見陳述その他の審理手

続に際して行われる質問については、当該他の手続に係る記録の一環として

記載することで足りる）。 

様式例 18 

 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 口頭意見陳述や審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において口頭で申立てがなされた場合に

は、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能である。 

 

回答内容の証拠等 

■ 審理関係人から得られた回答について、これを証する資料や証人が存在している場合には、必要に応

じて、回答者に対して証拠書類等の提出を促す等により、これを把握することが望ましい。 

 

処分庁等の回答が守秘義務に抵触する場合 

■ 処分庁等が、質問に回答することが守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えられる。

当該質問が他の審理関係人も同席している場において行われた場合は、審理員は、処分庁等に対して、

守秘義務に抵触しない範囲での回答を促す等の対応をとる。それ以外の場合において、審理員が留意

し対応する事項は[STEP6書類その他の物件の提出要求]と同様である。 

  

審理員

質問への回答

質問の実施

（出頭を求める場合）
日時・場所・聴取者等

の通知 審理関係人

ア

イ

（申立人）

申立

申立に対する判断の通知

記録の作成

（質問の対象者に）
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STEP8.  参考人の陳述、鑑定又は検証の要求 ﾏﾆｭｱﾙｐ32～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）その他の審理手続   

◯ 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、更に調査が必要と認め

る場合に、他に記載している審理手続のほか、以下の審理手続を行う。 
ⅰ) 参考人の陳述及び鑑定の要求 
審理の判断の参考に供するため、適当と認める者に、参考人としてその知って
いる事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 

ⅱ) 検証 
審査請求の審理を進める上で、ある場所の状況を確認し判断の資料を得る必
要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うことができる。 

◯ 上記審理手続を実施する必要性があると判断した場合は、関係者に対し、それ

ぞれ参考人陳述又は鑑定の求め、検証のための立入等の協力要請を行う。 

◯ 申立てを受けて審理手続を行う際には、併せてその旨を申立人に通知すること

が効率的である。申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に

対して通知する必要がある。 

◯ 検証を行うことが可能となった場合及び参考人陳述等に審理関係人の立会い

を認める場合には、その日時及び場所を申立人に対して通知し、これに立ち会

う機会を与える必要がある。 

◯ 審理員の判断により、審理手続を進める上で支障がない場合には、申立人以

外の審理関係人や、職権で検証を実施する場合の審理関係人に、検証の実施

についての通知をするのが望ましい。 

 

 [関連：STEP3] 

 

行審法第 34 条 

 

行審法第 35 条 

 

 

 

 

 

 

行審法第 35 条第２項 

様式例９ 

 

 

 

 

イ）審理手続の実施   

ⅰ) 参考人の陳述及び鑑定の要求 

◯ 相手方の出頭を求めて参考人陳述等を実施する場合、典型的には、以下のよ

うな手順が想定される。  
① 出席者の確認 
② 注意事項の説明 
③ 参考人等からの陳述の聴取 
④ 審理員による質問 
⑤ 参考人陳述等の終了 

◯ 鑑定については、鑑定人に鑑定結果の報告書を提出させることにより、手続を

実施することも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審理員

（検証等を行なう場合）
日時・場所の通知

審理関係人

ア

イ

（申立人）

申立

申立に対する判断の通知

検証を行なう旨の通知参考人陳述、鑑定、検証
への協力の要請

参考人陳述、鑑定、
検証の実施

実施した旨
の通知

記録の作成 エ

ウ
ア

関係者
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ⅱ) 検証 

◯ 必要に応じ以下のようなことをするのが望ましい。 
・検証の実施に先立ち、検証実施時における立入りが可能な箇所や部外者の立
入制限への対応等について、検証対象場所の管理者等との間で確認する 
・検証に当たり必要な調査を行うことについての許可を求めること等を想定し、検
証対象箇所の管理者等に対して、検証実施時における立会いを求める 
・検証の実施に際し、立会人（申立人及び上記の管理者等）に対して、所要時間
や検証場所の範囲等の確認を行うとともに、申立人に対して、検証場所等での
行動は管理者等の許可が必要であること等についての注意喚起を行う 
・審理員は、上記の要請書と自身の公務員としての身分証明書を携帯する。 
・後日、検証場所の詳細の確認が必要となる可能性等を考慮し、写真を撮影す
る等により記録しておく。 

   

ウ）審理手続実施後の手続   

◯ 審理手続を実施したときは、その旨を申立人に通知する。また、関係者が審理

員の協力要請に応じず、審理手続を実施できなかった場合も、その旨を申立人

に通知する。 

◯ 検証について、審理員が申立人以外の審理関係人に検証の実施について通

知をしている場合も、当該審理関係人に通知する。 

 

 

 

 

 

 

エ）審理手続に係る記録の作成   

◯ 参考人陳述及び鑑定の記録並びに検証の記録について、当該審理手続実施

後、遅滞なく作成する。 

 

様式例 19～21 

 

 

 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 審理員が、申立人による立ち会いが事実上不可能となるような通知をした場合や、申立人に検証に立ち

会う機会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由とし

て取り消される可能性がある（ただし、申立人が立会可能な日時及び場所の通知をしたにもかかわらず、

申立人が検証に立ち会わない場合には、申立人が立会権を放棄したものとして、検証を進めることがで

きる。）。 

■ 参考人陳述等についての秩序維持については、法令上の規定はないが、当該手続の趣旨に照らし相当

でないと認める参考人等の発言を制限するなど，必要な措置を採ることが適当である。 
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STEP9.  審査請求人等による提出書類等の閲覧等 ﾏﾆｭｱﾙｐ37～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）「正当な理由」の有無の確認   

◯ 審査請求人又は参加人から、審理員に提出された書類等の閲覧又は写しの交

付（以下「閲覧等」）を求められた場合、当該提出書類等が、その閲覧等を認め

ないための要件である「第三者の利益を害するおそれ」及び「その他正当な理

由」の有無を確認する。 

行審法第 38 条第１項 

 

[関連：STEP5,6] 

 

 

イ）提出者への意見聴取   

◯ 提出資料等の閲覧等をさせようとするときは、原則として、提出者から閲覧等の

可否についての意見を、書面による照会等により聴取する。 

 

行審法第 38 条第２項 

[関連：STEP5,6] 

様式例 11 

 

ウ）閲覧等の可否の決定及び審査請求人等への通知等   

◯ 上記ア及びイを踏まえ、当該閲覧等の求めについての可否を決定する。 

◯ 可否決定後は、速やかに当該求めをした審査請求人又は参加人に通知する

（閲覧の場合は閲覧を認める旨並びに閲覧の日時及び場所、交付の場合は交

付を認める旨並びに交付の方法、費用額及び納付方法）。 

◯ 当該閲覧等を認めない場合、請求人に対して、書面によりその旨及びその「正

当な理由」を通知する。 

 

 

行審法第 38 条第３項 

 

 

 

 

エ）交付手数料の減免   

◯ 請求者に経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、手数料を減額

し、又は免除することができる。 

 

行審法第 38 条第５項 

 

 

オ）閲覧等の実施   

◯ 閲覧：上記ウにより指定した場所において、提出書類等の閲覧を行わせる。この

際、申請者が指定した場所及び日時以外での閲覧や提出書類等の破損等を

行うことを防止するため、審理員（又は審理員補助者）が立ち会うことが適当。 

◯ 交付：適当と認める方法（オンラインも可能）により写し等の交付を行う。 

 

 

 

審理員

提出書類等の
閲覧等の請求

（請求の受領）

（書類等の提出者に）

ア

イ

ウ

審査請求人
参加人

「正当な理由」の
有無の確認

閲覧等可否の決定

提出書類等の閲覧等
可否についての
意見の聴取

決定内容の通知

交付手数料の減免・免除

（必要に応じて）

減免・免除申請

エ閲覧等の実施、
立会 オ物件の所持人

（書類等の提出者に）

イ
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留意点・補足事項等    
■ 提出者から閲覧等を認めることが適当でない旨の意見が提出された場合であっても、審理員は当該意見

に拘束されるものではなく、閲覧等を拒む「正当な理由」が認められない場合には、これを拒むことは

できない。意見の聴取を行う際に、提出者に対しその旨を明確にしておく。 

■ 提出者から意見を聴くまでもなく、閲覧等を拒むことができる「正当な理由」に該当するか否かにつ

いて判断が可能である場合には、意見を聴く必要はない。 

 

「正当な理由」の例 

■ 具体的には、第三者の個人識別情報が含まれている場合や、閲覧等により、行政機関が行う事務の性

質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている場合など、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律第 14条各号に規定する不開示事由と重なるものが想定される

が、第三者の個人識別情報が含まれていることが直ちに「正当な理由」に該当するものではなく、例

えば、審査請求に参加していないものの、審査請求に係る処分等に密接に関与している第三者につい

ての個人識別情報については、「正当な理由」に該当しないと判断される場合もあり得ると考えられる。 

■ このほか、写しの交付の対象となる資料が膨大であるため、写しの交付を認めることにより、審理員

の事務負担が過大となり、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合も「正当な理由」

に含まれると考えられる。なお、本手続は、情報公開法等における部分開示を前提とするものではな

いことから、上記の不開示事由に該当する情報を除くことにより、閲覧等が可能となる場合であって

も、その作業負担が過大で、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合は、正当な理由

があるものとして、閲覧等を認めないことも許容され得るものと考えられる。しかしながら、例えば、

上記の不開示事由に該当する情報を除くことが比較的容易な場合には、当該情報の除去（マスキング）

等により閲覧等を認めるべきである。 

 

■ 写しを交付することも可能である提出書類等について、閲覧を受ける者が、カメラでの撮影等を行う

ことについては、庁舎管理上の問題など特段の支障がある場合を除いては、差し支えないものと考え

られるので、閲覧を受けようとする者から申出があった場合等には、適切に対応すること。その際、

庁舎管理上の制約等がある場合には、閲覧を受けようとする者に対して必要に応じ適切な説明がされ

ることが望ましい。 

■ 審査請求人又は参加人が写し等の交付を求める場合で、交付手数料の減免を希望する場合には、交付

の求めに併せて、交付手数料の減免の申請を求めることが望ましい。 

■ 国に所属する行政庁以外が審査庁である場合は、審理員は、交付手数料及びその減免等について、条

例等の定めに従うことになる（行審法第 38条第６項）。 
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STEP10.  審理手続の併合又は分離 ﾏﾆｭｱﾙｐ40～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理手続の併合   

◯ 以下のような場合には、審理関係人のプライバシーの保護等を考慮しつつ、自

身が審理手続を行う複数の審査請求事件に係る審理手続を併合することが望

まれる。 
・手続を一括して行うことにより審理をより円滑かつ迅速に進めることができる場
合 
・争点を共通とする大量の審査請求など審理手続を個別に行うよりも当該争点に
ついての審理を一括して行うことが効率的である場合 

◯ その場合、プライバシー保護等の観点から各審査請求の審理関係人の意見を

聴いた上で、審理員が併合の適否を判断し、適当と認める場合には、審理手続

を併合した旨を審理関係人に通知する。 

 

行審法第 39 条 

 

 

 

 

 

 

 

イ）審理手続の分離   

◯ 併合した複数の審査請求事件に係る審理手続について、一の審理手続により

審理を行うことが適当でないと認められるに至った場合には、併合した審理手

続を分離する。 

◯ その場合、必要に応じ各審査請求の審理関係人の意見を聴いた上で、審理員

が併合の適否を判断し、適当と認める場合には、審理手続を分離した旨を審理

関係人に通知する。 

◯ 併合して審理を行っている過程で提出された証拠書類等については、各審査

請求事件において、それぞれ証拠書類等として取り扱うことが適当と認められる

場合には、適宜写しを作成するなど、その後の審理に支障が生じないよう対応

する。 

 

行審法第 39 条 

 

 

 

 

 

 

  

審理員

ア

審理関係人

併合・分離に係る意見聴取

意見提示

併合・分離の決定 併合・分離した旨の通知

イ

ア イ
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STEP11.  審理員による執行停止の意見書 ﾏﾆｭｱﾙｐ42～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理員による執行停止の意見書の提出   

◯ 国民の権利利益の救済の観点から、審理手続を行なう中で執行停止をする必

要があると認める場合は、審査庁に対し、直ちに執行停止をすべき旨の意見書

を提出する。 

◯ この意見書には、執行停止を行う必要性についての説明（上記の事情が明らか

になったこと等）を記載する。 

 

行審法第 40 条 

様式例 12 

 

 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 執行停止は、本案について認容裁決により処分の取消し等をしてももはや原状回復が困難となるなど、

審査請求の目的を達し得ないことにならないように、審査庁が処分の効力、処分の執行又は手続の続

行の停止その他の措置を行うものである（行審法第 25 条第２項）。 

■ 執行停止は、審査請求がされた段階で審査請求人からの申立て等を受けて審査庁が判断することが一

般に想定されるが、審査請求がされた段階で審査庁が執行停止を行わなかった場合であっても、審理

員が審理を進める中で執行停止を行うべき事情が明らかになる場合があり得るため、審理員が審査庁

に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出することができることとしている（行審法第 40条）。 

 

  

審理員 審査庁

執行停止をすべき旨の
意見書の提出

ア
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STEP12. 審理手続の終結 ﾏﾆｭｱﾙｐ43～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理手続の終結   

◯ 審査請求事件について必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結す

る。  

◯ 必要な審理を終えたとは認められない場合であっても、以下の手続について審

理関係人による主張及び立証の機会が履行されなかった場合で、審理の進行

状況や審理関係人の対応状況等も考慮して適当と判断した場合は、審理手続

を終結することができる。 
■以下の物件について、審理員が定めた提出すべき相当の期間内に提出され
ず、更に一定の期間を示して当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該
期間内に当該物件が提出されなかったとき 

   ・ 弁明書（行審法第 29条第２項） 
・ 反論書（行審法第 30条第１項） 
・ 意見書（行審法第 30条第２項） 
・ 証拠書類等（行審法第 32条第１項及び第２項） 
・ 書類その他の物件（行審法第 33条） 

■口頭意見陳述の申立人が正当な理由なくこれに出頭しなかったとき 

   

行審法第 41 条第１項 

 

行審法第 41 条第２項 

 

 

 

行審法第 41 条第２項

第１号 

 

 

 

行審法第 41 条第２項

第２号 

 

イ）審理手続終結後の手続   

◯ 審理手続を終結したときは、手続の透明性を確保する観点から、その旨並びに

審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を審理関係人に対

し通知する。 

◯ 審査請求人による行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出又は参

加人による行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出が

されていない場合は、上記の通知に併せて、上記申出を行っていない者に対

し、上記予定時期までに、これらの申出をすることができる旨の注意喚起を行う

ことが効率的である。 

行審法第 41 条第３項 

[関連：STEP13] 

様式例 13 

行審法第 43 条第１項

第４号 

 

 

 

 

留意点・補足事項等    
■ 具体的に審理手続を終結する時点については、個々の事案に即して判断されることになるが、一般には、

審査請求人等の申立て等を受けて必要と判断した審理手続を行い、他の審理関係人が了知しない裁決の

内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合にはその反論等の有無を確認する等の手続を

経て、審理関係人の主張が尽くされ、審理員が審査庁がすべき裁決の内容について心証を形成したとき

に、審理手続を終結することになると考えられる。 

審理員

審理手続の終結 ア

イ

審理手続終結
の旨の通知

審理員意見書及び事件記録
の提出予定時期の通知

行政不服審査会等への諮問
にかかる意向の申出ができる

旨の注意喚起
（申出が出されてない場合）

審理関係人

（申出を行っていない者に）



28 

 

STEP13. 審理員意見書の作成 ﾏﾆｭｱﾙｐ45～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）審理員意見書の作成   

◯ 審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書

（審理員意見書）を作成する。 

◯ 審理員意見書の記載事項については以下のとおり。 
・審理員による審理の結果を裁決に適正に反映させるという観点からは、裁決
（行審法第 50 条）の原案となり得るものとすることが適当であり、裁決書の記載
事項に対応して、事案の概要及び審理関係人の主張の要旨を整理し、当該事
件の争点を明示した上で、審査請求に対する結論（裁決主文に対応するもの）
及びその理由（事実関係の認定や当該事実関係に対する関係法令の適用を
含む。）を記載することが望ましい。 
・処分についての審査請求において申請拒否処分が違法又は不当であると認
める場合や、不作為についての審査請求において当該不作為が違法又は不
当であると認める場合において、当該申請に対する一定の処分をする旨の措
置（行審法第 46条第２項各号、第 49条第３項各号）をとることが適当であると認
めるときは、当該措置の内容及びその理由を併せて記載する 

   

行審法第 42 条第１項 

様式例 14 

 

イ）審査庁への提出   

◯ 審査請求人等の手続保障及び審理遅滞防止の観点から、審理員意見書を作

成したときは、速やかにこれを事件記録とともに審査庁に提出する。  

◯ 審査庁に提出する必要がある事件記録は以下のとおり。 
■行審法第 41 条第３項に規定されているもの 

・ 審査請求書（行審法第 19条） 
・ 弁明書（行審法第 29条） 
・ その他政令で定めるもの 

   

行審法第 42 条第２項 

 

行審法第 41 条第３項 

 

 

 

審理員

審理員意見書の作成 ア

審査庁

審理員意見書の提出
（事件記録と併せて）

イ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 

審査請求人との 
関係での留意事項 
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審査請求人との関係での留意事項 
 

審理員に指名する職員の範囲 
 

■ 審理員は、審理に係る事務を公正かつ迅速に遂行することができる者である必要か

ら、その指名にあたっては、行審法第９条第２項各号に定める除斥事由にあるよう

に、特に審査請求人との関係に留意する必要があります。 

 

 

審査請求人の各種機会の確保 
 

■ 審査請求人は、処分庁等から審理員に提出された書類等について、行審法第 38条に

基づき、閲覧等を求めることができます。また、口頭意見陳述などの場において、

審査請求人は処分庁等へ質問をすることなどが認められています。 

■ 審理員は、こうした審理手続において審査請求人が持つ機会を保障するよう、書類

等の提出を受けた場合等の審理手続の各段階において、適宜審査請求人に連絡をす

るなどの配慮が望まれます。 

 

 

申立人に対する判断の提示 
 

■ 審査請求人は、行審法の規定に従って、審理関係人への質問や鑑定、検証等の実施

の申立てを行なうことができます。 

■ 審理員は、こうした審査請求人による申立てがあった場合、必ず申立てに対する判

断を通知するほか、申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に通

知する必要があります。 

 



 

 

 



 

 

研修手法 

～効果的手法の提案～ 

 

 

１．はじめに 

 新たな行政不服審査制度の導入に当たり、国、地方公共団体等の実務担当者に対して、新制度

の概要や審理に係る各段階での具体的な手続・対応、審査請求人への対応方法や留意すべき事項

等を習得させるために研修を行うことは、円滑かつ適切な制度運用を図るために必須であると思

料するため、効果的と思われる研修手法について以下のとおり提案するものである。 

 

 

２．具体的手法 

研修は、受講者が基本的制度を理解し、実務に活用できるようにするため、法制度や審理手続

等について聴講による座学パートと、一定数で構成するグループごとの演習による実践的な知識

を習得するパート（演習の実施概要については、別紙のとおり。）を組み合わせて実施する。 

なお、グループごとの演習では、受講者が「審理員」、「審査請求人」、「処分庁」などの役割に

分かれて模擬的な口頭意見陳述を行うものとする。 

また、演習を通じての感想、問題点等をグループごとに発表させることで、実務で実施する際の注

意点を認識させる。 

 

 

３．研修項目等 
  研修項目と大よその時間配分は下表のとおり。 （休憩含まず１２０分） 

 研修項目 時間(分)※ 

１ 行政不服審査法改正の経緯と改正後の制度概要 １５ 

２ 審理員による審理手続の概要 ５０ 

３ 審査請求人への対応方法や留意すべき事項 １０ 

４ 質問 ５ 

 休 憩 １０ 

５ 

演習（グループワーク） 

・ロールプレイ演習(２０分) 

・演習結果の発表 (１０分) 

３０ 

６ 
終了の挨拶 

・受講者アンケートへの記入 
１０ 

※研修項目や時間は目安。 

 

 

４．効果検証 

受講者に選択及び記述式のアンケートによる調査を実施し、教材及び研修の内容に関する参加

者のニーズを分析の上、今後の効果的な研修の実施に資するよう改善点を整理する。 



 

 

想定されるアンケートの質問項目は下表のとおり。 

 質問項目 回答方式 

１ 

受講者の属性 

・所属先の部署、組織規模 

・行政不服審査制度に関する業務への従事経験年数 

記述式 

２ 

研修内容に対する満足度・理解度 

・教材のわかりやすさ 

・各研修項目にかける時間配分の適性 

・項目別内容への理解度 

・今後、より詳細な説明を希望する内容とその理由（記述式） 

段階評価 

 

記述式 

３ 

開催時期、開催場所等に関する要望 

・希望する開催時期（開催月） 

・開催場所の適性 

記述式 

４ その他の自由意見 記述式 

※質問項目は、研修実施権者において変更があり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙） 

演習（グループワーク）の実施概要 

 

１．演習の実施目的 

座学による説明だけでは審査請求手続の具体的な流れやイメージを理解しづらいことから、所

定の前提条件に基づく口頭意見陳述を模擬的に体験することにより、手続に係るより実践的な知

識の習得を図る。 

 

２．演習の基本的な流れ 

主に次のような流れで実施することを想定する。 

演習内容とタイムスケジュールの確認

各演習テーマの概要の確認

テーマの選択及び参加者の役の決定

ロールプレイの実施

演習結果の発表・共有 （10分）

（13分）

（3分）

（3分）

（1分）
研修講師による
説明（全体会）

班に分かれての
参加者による
グループワーク

各班からの発表
（全体会で共有）

 

 

３．演習の実施に向けた事前準備 

限られた時間の中で演習を円滑に実施するため、演習実施の前提として、事前に次のような準

備を講ずることとする。 

◯資料の事前送付 

・ロールプレイの実施に当たっては、原処分の内容等を理解する十分な時間を確保で

きないこと、効果的なロールプレイを行なうためにはできるだけ口頭意見陳述の具

体的なイメージを持って実施することが望ましいことから、研修の実施の前に演習

テーマ等の資料を配布し、概要を理解してもらう。 

◯事前の班分け等 

・ロールプレイの時間を確保するため、予め参加者の席ごとに班分けをしておく。 

◯その他備品等の準備 

・全体の作業が遅延無く実施できるよう、演習全体の流れ（タイムスケジュール）や、

今現在の作業内容、時刻などは、プロジェクターに表示する。 

・各役を表示する三角札、ホワイトボード、マーカー 等 

 

４．ロールプレイの手法 

本来であれば、原処分や一定の前提条件等を示した上で、どのような進め方や陳述をすべきか

参加者が自ら考えながらロールプレイをするのが望ましいが、行政不服審査制度等に関する参加

者の知見レベルは様々であるとが想定されること、時間も限られることから、一定のシナリオ（台

詞案）を事務局から提示し、台詞の読み合わせを基本として進め、一部の「質問」や「回答」の



 

 

み参加者で考えてもらう等により、口頭意見陳述を模擬的に体験してもらうこととする。 

 

５．演習の進め方・ポイント 

実施項目・時間 進め方・ポイント 

(1)演習内容とタイム

スケジュールの確認 

[１分] 

・演習の目的、(1)～(5)までの作業の流れ、各作業時間を説明する（(1)

～(3)は「事前説明」としてまとめて表示）。 

・特に演習の時間が非常にタイトなため、時間を守って作業等に取り組

んで頂くよう、念を押して説明。 

 

(2)各演習テーマの 

概要の確認 

[３分] 

・演習テーマの概要（該当する法律、原処分の概要、不服申し立ての内

容、主な争点）について説明する。 

(3)テーマの選択及び 

参加者の役の決定 

[３分]  

・各班で話し合い、(2)で説明した演習テーマの中から、ロールプレイ

を行うテーマを１つ選ぶとともに、各参加者が担う役割（審査請求人、

審理員、処分庁等）を選ぶよう、指示する。 

【ポイント】 

・研修講師は、適宜会場を回り、各班の話し合いの状況を確認 

・1 分半を過ぎた頃、「そろそろテーマが決まりましたでしょうか」

と全体に向けて声がけし、決定を促す 

・２分を過ぎた頃、「それでは各役割を決めて下さい」と全体に向け

て声がけし、決定を促す 

・（余裕があれば）２分半を過ぎた頃、各班がどのテーマを選んだか

を全体に向けて問いかけ、審理員役に挙手をさせ、状況を把握する 

  

(4)ロールプレイの 

実施 

[13分] 

・(3)で決めたテーマ・役割に基づき、ロールプレイを実施する。 

・研修講師は、審理員役が各班をファシリテートしロールプレイを進め

るように指示する。 

【ポイント】 

・研修講師は、適宜会場を回り、各班の実施状況を確認（質問等があ

れば適宜対応） 

・全体にシェアすべきことがあれば、都度アナウンスする 

・５分、10 分をそれぞれ過ぎた段階で、経過時間を全体に向けて声

がけし、進行を促す 

  

(5)演習結果の発表 

・共有 

[10分] 

・最初の３～４分程度は、各班での振り返りの時間とし、審理員役が中

心となって、ロールプレイで迷ったところや悩んだところを各班で話

し合い共有するよう指示する。 

・その後、研修講師が２～３の班を指名し、班での振り返り内容や感想

を全体に向けて発表するよう指示する。 

【ポイント】 

・各班での振り返りの時間に、研修講師は適宜会場を回り、めぼしい

班にあたりを付けておく 

・各班での振り返りや全体に向けた発表の際に、必要に応じて研修講

師から「○○の点はどうだったか」などの問いかけを行う 

  

 

※研修実施権者により適宜変更があり得る。 



 

【概要】 

１．該当する法律 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） 

 

２．審査請求の背景 

・障害者支援施設への入所に係る使用料について、減免の措置が受けられなかった納入義務者が、その

決定に関し、都道府県知事に対して審査請求を行ったもの 

 

３．審理関係人 

(1)A（申立人） 

・B の母親 

(2)B  

・A の息子（18歳）。重度の知的障害及び身体障害を持っており、E市障害者支援施設に入所中 

(3)C  

・A の配偶者で Bの父親。現在は単身赴任のため E市外に居住 

(4) D弁護士事務所（代理人） 

・A からの依頼により本審査請求を申請 

(5) E市保健福祉課 F（処分庁の代理人） 

・A 及び Bが居住する市の保健福祉課の管理職 

(6) E市保健福祉課 G（処分庁の代理人） 

・A 及び Bが居住する市の保健福祉課の職員。Bの施設入所に係る費用の減免申請手続を担当。 

 

４．事実関係の概要 

・A は、Bの施設入所に当たり、所得に応じて適用される施設入所費用の減免申請を行った。 

・しかし E 市保健福祉課からは、A の世帯は減免の対象となる低所得者には該当しないと判断され、減

免の申請は却下された。 

・所得区分認定に当たっては、障害福祉サービスの受給者が 18 歳未満（施設入所の 18、19 歳も対象）

の場合、その「保護者が属する住民基本台帳上の世帯」を対象として判断される。 

・父親である Cは単身赴任のため E市外に居住し住民票も移しているため、住民基本台帳上の世帯とし

ては Aと Cは別となっていたことから、提出した減免申請書では、Aの所得のみを対象としていた。 

・しかし E 市としては、厚生労働省が過去に示した見解等に基づき、「障害児の保護者が単身赴任のた

め住民票を移しているような場合であっても、障害児と同一世帯であるとみなして世帯の範囲を認定

する」こととしており、Aと Cの両方の所得を対象として、減免の適否を判断した。 

・その結果、A の所得だけでは減免の対象となるが、A と C の所得を合計すると、減免の対象外となる

ことから、Aの申請を却下した。 
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【状況説明資料】 

１．処分に係る制度概要 

 

■障害福祉サービスの月ごとの利用者負担上限 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯(注 1) ０円 

一般１ 
市町村民税

課税世帯 

（障害者の場合） 

所得割 16万円未満(注 2) 

※入所施設利用者（20歳以上）

及びグループホーム利用者を

除く。 

９，３００円 

（障害児の場合） 

所得割 28万円未満(注 3) 

※20歳未満の入所施設利用者

を含む 

通所支援、ホー

ムヘルプ利用 
４，６００円 

入所施設利用

の場合 
９，３００円 

一般２ 上記以外 ３７，２００円 

（注 1）3人世帯で障害者基礎年金 1級受給の場合、収入が概ね 300万円以下の世帯が対象。 

（注 2）収入が概ね 600万円以下の世帯が対象。 

（注 3）収入が概ね 890万円以下の世帯が対象。 

 

■所得を判断する際の世帯の範囲 

種別 世帯の範囲 

１８歳以上の障害者 

(施設に入所する１８、１９歳を除く) 
障害のある方とその配偶者 

障害児 

(施設に入所する１８，１９歳を含む) 
保護者の属する住民基本台帳での世帯 
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２．審査請求人の状況 

 

■Ａさん（Ｂさんの母親）の所得等 

・元々専業主婦であったが、3年前から E市内の事業所にパート勤務 

・パート勤務による収入は年 250万円程度 

 

■Ｃさん（Ｂさんの父親）の所得等 

・5年前から、単身赴任により E市外の会社（支社）に勤務 

・住民票も実住所としている。 

・収入は年 650万円程度 

 

■ＡさんとＣさんの関係等 

・2年前から関係が不仲に。 

・Ｃさんからの仕送りは 2 年前までは定期的に行われていたが、ＡさんとＣさんの関係が冷え込ん

できた 2 年前～半年前の間は不定期となり、減免申請の 1 か月前～現在に至るまでは仕送りはさ

れておらず、実質的に生計も別となる。 

・減免申請手続を行ってから 1か月後に離婚調停手続を開始 
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はしがき 

平成 26 年 6月、制定から 52 年ぶりに不服申立制度を抜本的に改正する行

政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）が公布された。 

この改正により、審査庁が原処分に関与しない職員を審理員に指名し、こ

の審理員が簡易迅速かつ公正に審理を行い、その結果を審理員意見書として

審査庁に提出する審理員制度が導入され、また、審査庁の裁決の判断の妥当

性をチェックするための第三者機関（行政不服審査会等）が新設されるなど、

その簡易迅速性をいかしつつ、より公正な手続の下で権利利益の救済が図ら

れる仕組みに変わることになる。 

改正法は平成 28 年度に施行される予定であるが、新制度の円滑な運用の

ためには、国・地方を問わず、不服申立てに関する事務に携わる職員が、制

度を正しく理解し、適切にその事務を行っていくことが求められる。 

こうしたことから、本検討会では、不服申立てに関する事務に携わる職員

が、適切にその事務を処理する一助となるマニュアルを策定することを目指

し、本年８月から 12 月までの間、合計６回にわたり検討会を開催し、議論

を重ねてきたところである。不服申立制度は、行政庁の処分を幅広く対象と

するものであり、また、国税や社会保険、労働保険のように独自に手続を規

定するものや、個々の手続等について特例を定めるものも少なくない。した

がって、実際の対応は、処分の性質など個々の事案に応じて適切になされる

必要があるが、このマニュアルは、行政不服審査法がそのまま適用される場

合を前提として、審査庁の職員や審理員に指名された職員の対応の標準的な

例を示すことを主眼として策定したものである。 

また、この取りまとめを行う過程では、国及び地方公共団体に対し意見照

会を行い、多忙にも関わらず、忌憚の無い有意義な御意見を頂戴した。この

場をお借りして御協力に感謝申し上げたい。 

 本マニュアルが、国又は地方公共団体における不服申立ての実務の参考と

して活用され、不服申立制度の適切かつ円滑な運用につながる道標になるの

であれば、これに勝る喜びはない。 
 

平成 26 年 12 月 

審理マニュアル等の策定検討会 
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第１編 総論 

 

第１章 不服申立制度の概要 

（１）不服申立てとは 

   処分を受けた者が処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請求

するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を

求める行為を、一般に、行政上の不服申立て（以下単に「不服申立て」という。）という。 

   行政不服審査法（以下「行審法」という。）は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適

正な運営を確保することを目的として、この不服申立てに関する制度（以下「不服申立制度」とい

う。）の手続等を定める一般法である。 

（２）不服申立制度の特徴 

   不服申立制度は、一般に、行政訴訟と比較すると、次のような特徴がある。 

  ○ 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができること 

  ○ 費用がかからないこと（例えば、行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要である。） 

  ○ 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができるこ

と 

  ○ 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保すること

ができること 

（３）不服申立制度の対象 

   行審法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対

する不作為が対象となる（行審法第２条・第３条）。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分の

ほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれる（行審法第１条第

２項）。 

   ただし、行審法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、行審法上

対象外とされているほか（行審法第７条）、処分の根拠等を定める個々の法律（以下「個別法」とい

う。）に行審法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合がある。 

（４）不服申立ての種類 

   行審法に基づく不服申立ての原則は、「審査請求」である（行審法第２条・第３条）。 

   ただし、処分についての不服申立てに関しては、例外的に、個別法に特別の定めがある場合には、

審査請求の前に処分庁に対して行う「再調査の請求」や、審査請求の後に更に別の行政庁に対して

行う「再審査請求」をすることができる（行審法第５条・第６条） 

（５）不服申立てを行うことができる者 

   処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」（行審法第２条）がすることができ
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る。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保

護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請

求をする法律上の利益がある者、すなわち、行政事件訴訟法第９条の定める原告適格を有する者の

具体的範囲と同一である。 

   不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」（行

審法第３条）、すなわち、当該不作為に係る申請をした者のみがすることができる。 

（６）不服申立てをすることができる期間 

   処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月

（再調査の請求の決定を経た場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して１月）

以内にしなければならない（行審法第18条第１項）。ただし、その期間を経過した場合も、「正当な

理由」がある場合には、審査請求が認められる。 

   不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不

作為が継続している間は、いつでもすることができる。 

（７）不服申立手続の流れ 

   行審法における不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れは次ページからの図のとおり。 
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図 1 不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れ（その１）（審査請求～審理員の指名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）図中の点線の枠書き（矢印付き）は、それが指し示す手続の行政不服審査法における根拠条文等

及び本マニュアルにおける解説ページを示している（以下、図２及び図３で同じ。）。 
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処分等 
（申請に対する不作為を含む）

審
査
請
求

処分庁等を経由 

処分等に 
不服がある場合

①法第 2～4、19･20 条 
(P10) 

③運用上の取扱(P10) 

②法第 21 条(P12) 

請求書の受付 

④法第 19 条(P13) 

⑤法第 23 条(P20) 

補
正
命
令 

請求書の補正

適法な請求 
（不適法な請求と明確に

 言えないものを含む）

適法性審査 

不適法な請求 
（補正不可が明白又は

補正をしない場合） 

執行停止 
（審査請求人の申立て

 又は職権により実施）
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立
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⑦法第 25･26 条(P23) 

審理員の指名 
（審査請求人・処分庁

等への通知を含む）

 

（以後､審理員の審理手続）

審理手続を 
経ない却下裁決
（以後、裁決を実施）

⑧法第 9 条(P30) 

⑥法第 24 条(P22) 
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図 2 不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れ（その２）（審理員による審理手続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審理員 審査請求人 
参加人 

処分庁等 

①法第 11 条(P42) 

審理手続の併合・分離 

総代互選 

参加人へ 

②法第 13 条(P44) 

③法第 39 条(P79) 

利害関係人への参加の求め

審査請求書の受領 

審査請求書の送付
弁明書提出要求
証拠提出の促し弁明書の送付 

 反論書(審査請求人) 

･意見書(参加人)の 

提出要求 
証拠提出の促し 

利害関係人による
審理手続参加申請 許可 ④法第 13 条(P43) 

⑤運用上の取扱(P46) 

弁明書等の受領 
⑥法第 29 条(P46) 
⑦法第 32 条(P46) 

⑧法第 30 条(P49) 
⑦法第 32 条(P63) 

⑨運用上の取扱(P51) 

図１から 

⑩法第 37 条(P51) 

審理計画策定 ⑨運用上の取扱(P51) 
 審理手続の期日､終結予定時期等の通知

総代互選命令 

 他の審理手続 

物件の提出 

参考人陳述･鑑定

検証 

 口頭意見陳述（審理関係人の申立てがあった場合必ず実施） 

審理手続終結（審理関係人への手続終結･審理員意見書等提出時期の通知）

事件記録作成 

審理員意見書作成 

審査庁への提出 

審理手続の申立て 

質問 

提出書類等の閲覧等の求め･実施 

⑪法第 31 条(P55) 

⑯法第 38 条(P76) 

⑰法第 41 条(P82) 

⑱法第 42 条(P84) 

⑫法第 33 条(P65) 

⑭法第 35 条(P71) 
立会い機会の付与 

⑬法第 34 条(P71) 

⑮法第 36 条(P68) 

必
要
に
応
じ
て 

争点整理等 反論書・意見書の送付 

審理手続の申立てに関する意見聴取 

反論書等の受領 

⑧法第 30 条(P49) 

申
立
て
又
は
職
権
に
よ
り
実
施 
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図 3 不服申立手続に係る大まかな事務手続の流れ（その３）（審理手続終了～裁決） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査庁 行政不服 
審査会等 

審理員意見書の受領

図２から

裁決案の作成 
①法第 43 条(P86) 

答申 

調査審議 

提出資料の
閲覧等の実施

諮問 

提出資料の
閲覧等の求め

法第 74～77 条 

答申書送付答申書受領 

裁決書の作成 

法第 78 条 

法第 79 条 

②法第 50 条(P96) 

諮
問
を
要
し
な
い
場
合 

図１から

裁決 

事件関係書類の整理等

審査請求人
参加人 

処分庁等 

裁決書の送達
（審査請求人）

裁決書の送付（参加人・処分庁等） 

証拠書類等の返還（審理関係人又は物件を提出した第三者が対象） 

提出資料の 
閲覧等の求め

③法第 44～49 条(P93) 

④法第 51 条(P98) 

認容裁決の 
趣旨に従い 
改めて処分 

法第 52 条 

⑤法第 53 条(P99) 

⑥運用上の取扱(P103) 

不適法な
審査請求
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第２章 審査請求の処理体制等 

１ 審査請求の手続に関係する部署（職員） 

  審査請求の手続には、おおむね次のような部署（職員）が関係することになる。 

（１）処分庁等 

   審査請求に係る処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は審査請求に係る不作為に係る行

政庁（当該不作為に係る申請に対する処分を行うべき行政庁。以下「不作為庁」という。）であり、

審査請求の相手方（訴訟における被告に相当）として、弁明書の作成・提出、証拠書類の提出など

により、審査請求に係る処分又は不作為が違法・不当でないことを主張することになる。 

   実務上は、当該処分を担当する部署などの職員が、これらの事務を処理することになる。 

（２）審査庁 

   審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁等の

上級行政庁が審査庁となる（行審法第４条）。 

   審査請求の形式審査、執行停止、審理員の指名、行政不服審査会等への諮問、裁決等といった個々

の審査請求に係る事務のほか、標準審理期間の設定や審理員候補者名簿の作成、情報提供、処理状

況の公表といった事務も処理する。実務上は、審査請求に対する裁決を担当する部署などの職員が、

これらの事務を処理することとなる。 

（３）審理員 

   行審法においては、審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を「審理員」

として法律上位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担う。 

   行審法第９条第１項の規定により審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員が、その事務を

処理することとなる。 

（４）行政不服審査会等 

   行審法においては、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁に対し、一定の場合を除き、裁

決をしようとする際に行政不服審査会等（行政不服審査会及び行審法第81条により地方公共団体に

置かれる機関をいう。以下同じ。）への諮問を義務付けている（行審法第43条第１項）。 

   行政不服審査会等は、審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請

求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担うものであり、その調査審議は、構成

員である委員等によって行われるが、行政不服審査会等の組織・運営等について定める法令（条例

等）の規定により、その事務局機能を担う部署（国の場合は、総務省に置かれる行政不服審査会の

事務局）の職員が、行政不服審査会等における事務を補佐することになる。 
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２ 審査請求の処理体制 

（１）基本的な考え方 

   行審法においては、その簡易迅速性をいかしつつ、審理の公正性・透明性を高めるため、法律上、

裁決を行う権限と区別して、審理手続を行う権限を審理員に付与し、処分に関与していないなどの

要件を満たす者のうちから指名された審理員が、自らの名において審理手続を行うこととし、処分

庁等が審査庁となる場合も含め、審理を対審的な構造としている。また、裁決の客観性・公正性を

高めるため、一定の場合を除き、審査庁に行政不服審査会等への諮問を義務付けている。 

   このような行審法の趣旨に照らせば、審理が簡易迅速かつ公正に行われ、その結果が適正に裁決

に反映されることが必要であり、処分関係者（行審法第９条第２項第１号に掲げる者（処分に関与

し、又は関与することとなる者（第２編第２章「３ 審理員に指名する職員の範囲等」（４）イ（34

ページ）参照））をいう。以下同じ。）又は処分の起案等の担当課室（以下「処分担当課室」という。）

の意向等によって審理や裁決の公正性が損なわれることがあってはならず、また、上記１に掲げた

審査請求に関係する各部署の体制・分担の在り方についても、各行政機関の実情を踏まえつつ、審

理や裁決の公正性について審査請求人や参加人（第２編第３章「２ 審理関係人」（３）（43ページ）

参照）の疑念を招かないよう配慮することが求められる。 

（２）審査請求に関係する各部署の体制・分担の在り方 

   上記（１）のとおり、行審法において、処分庁等と審査庁、審理員及び行政不服審査会等を法律

上それぞれ別個の主体として位置付けていることを踏まえれば、上記１に掲げた審査請求に関係す

る各部署は、各行政機関の組織体制等の実情や、審理における迅速性や専門性の確保の観点も踏ま

えて可能な限り、それぞれ別個のものとすることが望まれる。また、以下の点が確保されるよう処

理体制を整備することが望まれる。 

  ① 処分関係者の意向等によって審理や裁決、行政不服審査会等による調査審議の公正性が損なわ

れることのないよう、処分関係者が、審理員の行う審理手続のみならず、裁決の判断や行政不服

審査会等の答申の判断に関与することを防止すべきであること。 

  ② 審理や裁決の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招かないよう、処分関係者には該当

しない処分担当課室の職員についても、裁決の判断や裁決書の起案等を担当する課室（以下「裁

決担当課室」という。）や行政不服審査会等の行う事務を補佐する部署（以下「審査会事務局」と

いう。）の職員として裁決や答申の判断に関与することを可能な限り防止すること。 

ア 審査庁として行う事務 

（ア）望ましい在り方 

     審査請求の受付や適法性審査、審理員の指名、裁決等の審査庁としての事務を処理する部署

（職員）については、上記（１）の趣旨に鑑み、当該行政機関の実情等を踏まえつつ、処分関

係者及び処分担当課室、また、審理員や審査会事務局とも別個のものとすることが望まれる。

なお、審査請求が出先機関の処分又はその不作為を対象とする場合において、本庁において当
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該行政分野について当該出先機関を監督する立場にある課室の職員が、当該処分に対する具体

的な指揮命令や助言を行う等、実質的に当該処分の判断に関与しているときは、当該職員が裁

決担当課室や審査会事務局の職員として裁決や答申の判断に関与することは可能な限り防止す

べきである。 

     このため、例えば、官房・総務系統の部局に審査庁としての事務を担当させるといった対応

が考えられる。 

（イ）（ア）によることが困難な場合 

     行政機関の規模や組織体制等によっては、審査庁としての事務を処理するために必要な知見

を有する職員が少ないといった事情から、（ア）によることが困難であり、処分担当課室、審査

会事務局等に審査庁としての事務を担当させる場合も想定されるところである。 

     しかしながら、そのような場合であっても、以下のような対応をとることにより、可能な限

り、審理及び裁決の公正性を確保するとともに、これについて審査請求人や参加人の疑念を招

かないよう努める必要がある。 

    ① 処分担当課室等に担当させる事務を必要 小限にとどめること 

      審査請求に関係する各部署は、可能な限り、別個のものとすることが望ましく、処分担当

課室その他の審査請求に関係する他の部署が審査庁としての事務を担当する場合でも、その

事務は、必要 小限にとどめるべきである。 

    ② 処分関係者や審理員が審査庁としての事務を行うことは可能な限り避けること 

      上記①のように、処分担当課室等が行う事務は 小限のものにとどめる場合であっても、

処分関係者が審査庁としての事務に関与することは、可能な限り避ける必要があり、とりわ

け、裁決の判断に係る事務については、処分関係者以外の者が行うべきである。 

      また、審理員が審査庁として行う裁決の判断に係る事務に関与することは、審理員として

行った審理手続の公正性に疑念を招くおそれがあることから、可能な限り避ける必要がある。 

イ 審理員が行う事務 

    審理員については、審理の公正性・透明性を高めるとの審理員制度の趣旨に照らし、審理の公

正性について審査請求人や参加人の疑念を招くことのないようにする必要がある。 

    そのため、行審法第９条第２項に規定する審理員の除斥事由に該当するとは必ずしもいえない

者であっても、通常の業務遂行に当たって処分担当課室の指揮監督や指導を受ける立場にある職

員については、審理員の指名を避けるなど、審理員と処分担当課室との関係に留意する必要があ

る。具体的には第２編第２章「３ 審理員に指名する職員の範囲等」（２）及び（４）（32ページ）

を参照のこと。 

    なお、実際の運用においては、審査庁の担当職員が、審理関係人（審査請求人及び参加人並び

に処分庁等をいう。以下同じ。）への連絡、提出書類等の管理など、審理員が行う事務を補助する

ことも想定されるが、処分関係者が、これらの事務を行うことは、審理員制度の趣旨を没却する
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ことになりかねないことから、審理員が行う事務を補助する職員（第２編第２章「４ 審理員を

補助する者」（36ページ）参照）についても、審理員と同様に、処分担当課室との関係に留意する

必要がある。 

ウ 行政不服審査会等を補佐する事務 

（ア）望ましい在り方 

     行政不服審査会等は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問を受けて、審理員

が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックする

役割を担うものである。こうした役割に照らせば、当該行政機関の実情等を踏まえつつ、審査

会事務局についても、答申の客観性・公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くことの

ないよう、処分担当課室とは別個のものとすることが求められるとともに、審査庁からの独立

性を確保する観点から、審査庁としての事務を処理する部署とも別個のものとすることが望ま

れる。 

（イ）（ア）によることが困難な場合 

     行政機関の規模や組織体制等によっては、（ア）によることが困難であり、審査庁としての事

務を処理する部署等に行政不服審査会等を補佐する事務を担当させる場合も想定されるところ

である。行政不服審査会等の答申は、有識者等の委員による合議体により 終的な判断がなさ

れるものであるが、運用に当たって裁決担当課室や審理員が答申等の判断を事実上主導するこ

とのないよう努めるなど、裁決の客観性・公正性を高めるとの制度の趣旨を損なわないよう対

応することが望まれる。また、処分担当課室の職員、とりわけ処分関係者が審査会事務局の職

員として答申の作成に関与することは適当でない。 

（３）その他 

   行政機関によっては、当該機関が遂行する事務全般について法的な支援を行う法務担当部署に対

し、処分担当課室が処分の判断について、審理員がその行う審理手続について、裁決担当課室が裁

決の判断について、審査会事務局が行政不服審査会等の行う調査審議について、それぞれ法的な相

談・助言等を求めることも想定されるところである。 

   このような場合に、法務担当部署の職員が、相談・助言等の求めに応ずることが一律に妨げられ

るものではないが、その具体的な内容が、一般的な法的相談・助言を超えて、例えば、審理員意見

書や答申の結論についての実質的な判断を行うこととなるような場合は、処分に関与しない審理員

が自らの名で審理を行うことにより審理の公正性を確保するととともに、第三者機関への諮問によ

り裁決の客観性・公正性を高めるという行審法の趣旨に照らし、適当ではないと考えられる。 
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第２編 審査請求 

 

第１章 審査請求手続 

１ 審査請求の受付 

（１）審査請求書による審査請求 

   審査請求は、個別法（条例に基づく処分については、条例）に口頭ですることができる旨の定め

がある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない（行審法第19条第１項）。 

   審査請求書は、審査請求に必要な事項（行審法第19条第２～５項）が記載された書面であればよ

い。各行政機関において、例えば〔様式例第１号〕のように、参考となる一定の様式を示すことは

可能であるが、当該様式によらない審査請求書が提出された場合であっても、それ自体で審査請求

が不適法となるものではない。 

   審査庁において審査請求の受付事務を担当する職員（以下「審査庁受付担当者」という。）は、審

査請求書が審査庁の事務所に到着したときは、審査請求書に受付印を押す、文書受付簿に記載する

等により、その年月日を記録する（審査請求書が郵送により提出された場合は、審査請求期間の計

算については郵送に要した日数は算入されない（行審法第18条第３項）ことから、消印の日付も記

録することが必要である。）。これは、審査請求が審査請求期間内に行われたか否かの判断材料とな

るものである。なお、審査請求書が審査庁受付担当者に回付するまでに日数を要した場合には、受

付処理をした日ではなく、 初に審査庁の事務所に到達した日に審査請求がされたことになる。 

   また、処分庁等から審査請求書や審査請求録取書が送付された場合や、誤って審査請求先として

教示された行政庁から審査請求書が送付された場合には、審査請求人から提出された審査請求書が

処分庁等又は当該行政庁に到達した日、又は審査請求人から当該処分庁等に陳述がされた日に、審

査請求がされたものとして取り扱われるため、その日を記録する。 

   なお、同種の処分について一定数の審査請求があるなど、当該審査請求事件の処理の効率性を確

保する必要性がある等の場合は、適宜事件番号や事件名等を付すことも考えられる。 

（２）口頭による審査請求 

   個別法（条例に基づく処分については、条例）に口頭で審査請求をすることができる旨の定めが

ある場合において、口頭で審査請求を受けたときは、審査庁受付担当者又は処分庁において陳述を

受ける担当者は、審査請求に必要な事項（行審法第19条第２～５項）を陳述させ、その内容を録取

し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない（行

審法第20条）。なお、審査請求は、これらが行われた日にされたことになる。 

   審査請求録取書の標準的な様式の例は〔様式例第２号〕のとおりである。 

（３）オンラインによる審査請求 

   行政機関等（審査庁となるべき行政庁等）が実施に必要な事項をあらかじめ定めている場合には、

〔図１－①～③〕
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審査請求は、行政機関等の使用に係る電子計算機と審査請求人の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法によって（オンラインで）することもできる（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（以下「オンライン化法」という。）第３条第

１項及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

（以下「オンライン化法施行規則」という。）第４条第１項）。 

   オンラインで審査請求をする場合の具体的な方法等は、行政機関等の定めるところによるが、氏

名又は名称を明らかにする措置（いわゆる本人確認措置。オンライン化法第３条第４項）として、

電子署名及び電子証明書が必要となる（オンライン化法施行規則第４条第２項）。ただし、行政機関

等がこれに代わる方法を指定している場合には、当該方法によって本人確認措置を講ずることも可

能である（同項ただし書）。 

   オンラインで審査請求がされた場合には、審査庁の使用に係る電子計算機（サーバ等）に備えら

れたファイルへの記録がされた時に、審査請求がされたものとみなされる。 

（４）その他の方法による審査請求の処理 

ア 電話 

    電話により審査請求をする旨の陳述があった場合には、審査請求書の提出など適法な方法によ

り、審査請求をするよう求める。 

    なお、口頭により審査請求をすることができる場合には、運用上の取扱いとして、電話による

陳述を口頭による審査請求として録取することを排除するものではないが、その場合は、別途当

該審査請求録取書の内容を陳述人に確認し、押印をさせる必要がある。なお、審査請求は、この

押印をした日にされたことになる。 

イ ＦＡＸ 

    ＦＡＸにより審査請求書が送付された場合には、電話等により審査請求書を適当な方法（郵送

等）により提出するよう求める。その際には、その後の手続を迅速に進める観点から、ＦＡＸに

より記載事項（２「（１）審査請求の方式」（13ページ）参照）に不備がないかを確認し、不備が

ある場合には、当該不備を修正した上で提出するよう求めることが適当である。 

ウ 電子メール等 

    本人確認措置が講じられていない電子メールなど、行政機関等が定める具体的方法に適合しな

い方法によりオンラインで審査請求がされたときや、オンラインで審査請求をすることができな

い場合（行政機関等がオンライン化の実施に必要な定めを設けていない場合）に電子メール等に

よりオンラインで審査請求がされたときは、電話や電子メール等により、審査請求書の提出など

の適法な方法によって審査請求をするよう求める。これらの場合にも、上記イと同様に、記載内

容に不備がある場合には、当該不備を修正した上で提出するよう求めることが適当である。 

なお、審査請求人の便宜を図る観点から、運用上、電子メール等による審査請求の内容を審査

請求書として取り扱うことを排除するものではないが、その場合は、審査請求は、電子メールの
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到達時にされたものとし、また、当該審査請求書について、別途審査請求人等に押印をさせる必

要がある。 

（５）意図不明の請求の処理 

   苦情等と審査請求のどちらに該当するのかが不明確な文書が審査請求書として提出された場合に

は、審査庁受付担当者は、早急に当該文書提出者に対し、不服申立制度の趣旨等を説明して審査請

求の意思の有無を確認する。 

   確認の結果、審査請求の意思があると認められれば、審査請求として取り扱う必要があるが、処

分の取消し等を求めるものではなく、単なる不満や制度そのものの改廃を求めるといった内容であ

る場合には、審査庁受付担当者は、不服申立制度の趣旨を説明した上で、不適法な審査請求として

却下されることになる旨を伝えるとともに、苦情の申出などの他の制度によってより適切に対応し

得るものであると認められる場合には、当該制度の窓口等について情報提供を行うべきである。た

だし、前述の説明を行った後であっても当該文書提出者が審査請求を行う意思が明確であれば、当

該審査請求が不適法であることをもって、審査請求書の提出を受けることを拒むことはできない。 

   なお、前述の説明後、当該文書提出者が審査請求の意思がない旨の意向を示した場合においても、

これらの処理経過については、後日、審査庁受付担当者が不当に審査請求を取下げさせたといった

主張等が行われる可能性を考慮し、記録を作成しておくことが望ましい。 

（６）処分庁等を経由する審査請求 

   審査請求は、処分庁等を経由して行うことが可能であり、この場合における審査請求期間の計算

については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に必要な事項を陳述した日を、処分につい

ての審査請求をした日として取り扱うことになる（行審法第21条）。このため、審査請求書の提出等

を受けた処分庁は、審査請求書の提出等があった年月日の記録を行い、審査請求先となる行政庁に

審査請求書又は審査請求録取書を送付する際に、当該年月日を併せて通知することが必要である。

なお、年月日の記録については、上記（１）に準ずる。 
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２ 審査請求の適法性審査（形式審査） 

  審査庁受付担当者が審査請求書の受付処理を行った後、審査請求が適法であるか否かの審査を行う

職員（以下「形式審査担当職員」という。）は、書面審理等により、以下のとおり、その審査請求が適

法であるか否かの確認を行う。 

（１）審査請求の方式 

   審査請求書に以下の記載事項が全て記載されており、審査請求人（審査請求人が法人その他の社

団若しくは財団である場合にはその代表者又は管理人、総代を互選した場合には総代、代理人によ

って審査請求をする場合には代理人）の押印があることを確認する（行審法第19条、行審令第○条）。

なお、押印について、印鑑に代えて指印とすることに関しては、改正前の行政不服審査法において

も、本人自身がその意思に基づいて審査請求書を作成していることが明白であること、本人が印章

を所有しない等の状況があれば、必ずしも直ちに違法とまでは言えない場合があると解されており、

これは改正後の行審法においても同様である。また、審査請求人が外国人である場合は、署名をも

って押印に代えることができる（外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律（明治32年法律第50

号））。 

ア 審査請求書の記載事項 

    審査請求書の記載事項は、以下の表のとおりである。 

 

表 1 処分についての審査請求書の記載事項 

記載事項 根拠条文 

必ず記載が必要な事項  

 

① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 行審法第19条

第２項第１号 

② 審査請求に係る処分の内容 同項第２号 

③ 審査請求に係る処分（再調査の請求についての決定を経たときは、当該決

定）があったことを知った年月日 

同項第３号 

④ 審査請求の趣旨及び理由 同項第４号 

⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容 同項第５号 

⑥ 審査請求の年月日 同項第６号 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項  

 ① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合  その代表者若しくは管理

人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所 

行審法第19条

第４項 

② 再調査の請求をした日（※）の翌日から起算して３月を経過しても、処分庁 行審法第19条

〔図１－④〕
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が当該再調査の請求につき決定をしない場合において、行審法第５条第２項

第１号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をす

る場合  再調査の請求をした年月日 

（※）行審法第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきこ

とを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日 

第５項第１号

③ 再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

において、行審法第５条第２項第２号の規定により再調査の請求についての

決定を経ないで審査請求をする場合  その正当な理由 

同項第２号 

④ 審査請求期間（※）の経過後において審査請求をする場合 その正当な理由

（※）処分があったことを知った日の翌日から起算して３月・処分があった日の翌日から

起算して１年（行審法第18条第１項本文・第２項本文） 

同項第３号 

     

表 2 不作為についての審査請求書の記載事項 

記載事項 根拠条文 

必ず記載が必要な事項  

 ① 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 行審法第19条

第３項第１号

② 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 同項第２号 

③ 審査請求の年月日 同項第３号 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項  

 ① 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合  その代表者若しくは管理

人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所 

行審法第19条

第４項 

 

イ 審査請求書の添付書類 

    審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にはその代表者又は管理人、総代を選任し

た場合には総代、代理人によって審査請求を行う場合には代理人の資格を証明する書面を添付す

ることが必要である（行審令第○条）。資格を証明する書面とは、具体的には以下のような書面が

該当する。また、審査庁は、必要に応じて、職権でこれらの者が資格を有するかを調査すること

が可能である。 

（ア）審査請求人が法人である場合 

     登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面〔様式例第７号〕 
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（イ）審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものである場合 

     その規約、会則、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面及び

代表者又は管理人の資格を証明する書面〔様式例第７号〕 

（ウ）総代が選任されている場合 

     総代の資格を証明する書面〔様式例第８号〕 

（エ）代理人によって審査請求をする場合 

     委任による代理人 委任状〔様式例第11号〕 

     支配人 商業登記の登記事項証明書等 

     協同組合等の参事 登記事項証明書等 

（２）当該審査請求に係る処分等の存在 

   処分についての審査請求の場合は、審査請求書に記載された「審査請求に係る処分の内容」（行審

法第19条第２項第２号）等により、当該審査請求に係る処分が存在していることを確認する。 

   制度の改廃など特定の処分又は不作為を対象としない抽象的な不服を申し立てている場合や、当

該処分が既に取り消されている場合、公権力の行使に当たる事実上の行為が既に終了している場合

などは、不適法な審査請求となる。 

   不作為についての審査請求の場合は、法令に基づき不作為に係る処分について申請がなされてお

り、かつ、当該申請から相当の期間が経過しているにもかかわらず、当該申請に対する応答として

の処分がなされていないことを確認する。なお、「相当の期間」とは、社会通念上当該申請を処理す

るのに必要とされる期間を意味し、具体的には、個々の事案に即して適切に判断すべきものである

が、法令で申請に対する処分をすべき具体的な期間を定めている場合には、この期間が判断基準と

なる。また、行政手続法に基づく標準処理期間が設定されている場合には、標準処理期間の具体的

な定め方も考慮する必要があるが、特段の条件なく一定の期間を設定している場合は、申請に対す

る処分をするまでに通常要すべき標準的な期間（行政手続法第６条）という標準処理期間の趣旨に

照らせば、この期間を経過していれば、一般には、相当の期間を経過したものとして取り扱うこと

が適当であると考えられる。 

（３）不服申立人適格 

   処分についての審査請求の場合は、審査請求人が「行政庁の処分に不服がある者」（行審法第２条）

であることを確認する。この「不服がある者」とは、当該処分について審査請求をする法律上の利

益がある者、すなわち、行政事件訴訟法第９条に規定する原告適格を有する者の具体的範囲と同一

であり、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害さ

れるおそれのある者と解されている〔 高裁昭和53年３月14日第三小法廷判決・民集32巻２号211頁

（主婦連ジュース不当表示事件）〕。具体的には、当該処分の相手方のほか、処分の相手方以外の者

で当該処分により生命、身体、財産等に著しい不利益を受ける（おそれのある）者などが考えられ

るが、具体的には、個々の事案に即して、当該処分の根拠法令等に照らして判断する必要がある。 
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同条第２項は、この「法律上の利益」の有無の判断について、次のような内容の考慮事項を定め

ており、不服申立人適格の有無についても、これらの事項を考慮して判断する必要がある。 

 

○ 行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）（抄） 

（原告適格） 

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え（以下「取消訴訟」という。）は、当該処分

又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（処分又は裁決の効果が期間の経過

その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法

律上の利益を有する者を含む。）に限り、提起することができる。 

２ 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判

断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、

当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮す

るものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法

令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利

益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反し

てされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を

も勘案するものとする。 

    

不作為についての審査請求の場合は、審査請求人が当該不作為に係る処分について申請をした者

であることを確認する。 

（４）審査請求期間 

   処分についての審査請求については、審査請求がされた日が処分があったことを知った日の翌日

から起算して３月（行審法第18条第１項本文）、処分があった日の翌日から起算して１年（同条第２

項本文）を経過していないことを確認する。なお、審査請求期間を徒過し、かつ、そのことについ

ての正当な理由がない審査請求は、不適法な審査請求として却下されることになる（行審法第24条）。 

ア 審査請求期間の計算 

（ア）「処分があったことを知った日」 

     「処分があったことを知った日」（行審法第18条第１項）とは、処分のあったことを現実に知

った日をいい、当事者が、処分があったことを抽象的に知り得べき状態に置かれた日ではない。

しかしながら、社会通念上処分があったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは、特

別の事情がない限り、処分があったことを知ったものと解すべきものとされる〔 高裁昭和27

年11月20日第一小法廷判決・民集６巻10号1038頁〕。 

     したがって、一般には、郵送等の方法により社会通念上当事者が知り得る状態に置かれたと

きは、特段の事情（反証）がない限り、処分を知ったものと解してよいと考えられる。なお、
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処分が個別の通知でなく告示等により多数の関係者に画一的に告知すべきものされている場合

には、一般には、そのような告知方法が採られている趣旨に鑑み、当該告示等によって処分を

知ったものと解してよいと考えられる。 

     また、「再調査の請求についての決定があったことを知った日」については、当該決定が決定

書の送達によってされることから（行審法第61条において準用する第51条）、特段の事情がない

限り、決定書の送達がされたとき（公示送達（同条第２項ただし書・第３項）の場合には、公

示がされた日の翌日から起算して２週間が経過した時）に、決定があったことを知ったものと

解される。 

（イ）「処分があった日」 

     行審法第18条第２項は、法律関係の早期安定の観点から、当事者が処分があったことを知っ

たか否かにかかわらず、処分があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求

をすることができないこととしている。 

     「処分があった日」とは、処分が効力を生じた日をいう。処分の多くは、相手方に到達した

ときにその効力を生ずることになるので、処分の相手方が審査請求人である場合に「処分があ

った日の翌日から起算して１年」という期間が問題となることは少ないと考えられるが、処分

の相手方以外の第三者が審査請求人である場合には、処分があったことを後になって知ったた

め、「処分があったことを知った日の翌日から起算して３月」以内ではあるが、「処分があった

日の翌日から起算して１年」の経過後に審査請求がなされるケースも想定される。 

（ウ）期間の計算方法 

     審査請求期間の計算については、行審法は「・・・日の翌日から起算して」と規定しており、

初日を算入せず、その翌日から起算する。また、「３月」又は「１年」の期間は、民法第143条

の規定により、暦に従って計算することとなる。 

     例えば、１月20日が「処分があったことを知った日」や「処分があった日」である場合には、

翌日の１月21日が起算日となり、「３月」の期間は当該年の４月20日、「１年」の期間は翌年の

１月20日の終了をもって満了する。 

     なお、審査請求書が郵送により提出された場合は、審査請求期間の計算については送付に要

した日数は算入されない（行審法第18条第３項）ことから、消印の日付等により確認した発送

日をもって計算する。したがって、審査請求書が審査請求期間後に審査庁の事務所に到達した

場合であっても、審査請求書の発送日が審査請求期間内である場合には、適法な審査請求とし

て取り扱うことになる。 

イ 審査請求が審査請求期間経過後になされている場合 

    審査請求が審査請求期間経過後、すなわち、「処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月」又は「処分があった日の翌日から起算して１年」のいずれかを経過した後になされている

場合には、審査請求書の記載事項（行審法第19条第５項第３号。表１中「一定の要件に該当する
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場合に記載が必要な事項」④）である審査請求期間内に審査請求をしなかったことについての正

当な理由（第18条第１項ただし書及び第２項ただし書）の記載を確認する。 

    「正当な理由」の有無については、個別の事案に即して適切に判断されるべきものであるが、

一般には、例えば、行審法第82条に基づく教示がされず、審査請求人が他の方法でも審査請求期

間を知ることができなかったような場合や、誤って長期の審査請求期間が教示され、当該期間内

に審査請求がされた場合などは該当するが、審査請求人の業務の繁忙、病気、出張などの事情は

該当しないと考えられる。 

    なお、審査請求書の記載事項である処分庁の教示の有無及びその内容（行審法第19条第２項第

５号。上記（１）ア（ア）⑤）として、処分庁が法定の期間よりも長い期間を審査請求期間とし

て教示した旨が記載されている場合において、実際に、処分庁が誤って法定の期間よりも長い期

間を審査請求期間として教示していたのであれば、一般に、当該期間内の審査請求は、前述の「正

当な理由」があるものと考えられる。こうしたケースでは、審査請求人が教示の誤りを認識して

おらず、審査請求書に前述の「正当な理由」の記載（行審法第19条第５項第３号）がないことも

想定されるが、この場合は、不適法な審査請求であるとして補正を命じることなく、適法な審査

請求として取り扱うことが適当である。  

（５）審査請求先 

   正しい審査請求先（審査請求をすべき行政庁）に審査請求書が提出されているかを確認する。 

ア 誤った審査請求先に審査請求書が提出された場合 

    誤った審査請求先（審査請求をすべき行政庁以外の行政庁）に審査請求書が提出された場合に

は、審査請求書の記載事項である処分庁の教示の有無及びその内容（行審法第19条第２項第５号。

表１中「必ず記載が必要な事項」⑤）の記載等により、教示がされているか、また、誤った審査

請求先が教示されていないかを確認する。 

（ア）行審法第82条の規定による教示がされていなかった場合 

     処分庁に審査請求書その他の不服申立書が提出された場合には、処分庁の担当職員は、当該

不服申立書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない（行審法第83条第３項）。この

場合には、審査庁となるべき行政庁に不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に

審査請求をしたものとみなされる（同条第４項）。また、当該処分について再調査の請求ができ

る場合であって、処分庁に再調査の請求書が提出されたときは、処分庁が教示をしていなかっ

た場合も、適法な再調査の請求として取り扱うことになる。 

     処分庁又は審査庁となるべき行政庁のいずれでもない行政庁に審査請求書その他の不服申立

書が提出された場合には、当該行政庁の担当職員は、早急に不服申立人に対し、正しい審査請

求先に審査請求書を提出すべきであり、当該行政庁に対する審査請求は不適法な審査請求とし

て却下されることになる旨を説明する（なお、正しい審査請求先が把握できない場合には、処

分庁に対して審査請求書を提出することができる旨を説明する。）。 
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     ただし、当該説明を行った後であっても当該行政庁に審査請求を行う意思が明確であれば、

当該審査請求が不適法であることをもって、審査請求書の提出を受けることを拒むことはでき

ない。 

（イ）誤った審査請求先が教示されていた場合 

     審査請求書の提出を受けた行政庁が、処分庁が誤って審査請求先として教示をした行政庁で

ある場合には、当該行政庁の担当職員は、審査請求書を審査庁となるべき行政庁に送付し、か

つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない（行審法第22条第１項）。 

    この場合には、審査請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときに、初めから審査庁と

なるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる（行審法第22条第５項）。 

     処分庁、審査庁となるべき行政庁又は教示がされた行政庁のいずれでもない行政庁に審査請

求書が提出された場合には、当該行政庁の担当職員は、早急に審査請求人に対し、正しい審査

請求先に審査請求書を提出すべきであり、当該行政庁に対する審査請求は不適法な審査請求と

して却下されることになる旨を説明すること（なお、正しい審査請求先が把握できない場合に

は、処分庁に対して審査請求書を提出することができる旨を説明する。）。 

     ただし、当該説明を行った後であっても当該行政庁に審査請求を行う意思が明確であれば、

当該審査請求が不適法であることをもって、審査請求書の提出を受けることを拒むことはでき

ない。 

（ウ）正しい審査請求先が教示されていた場合 

     正しい審査請求先が教示されていた場合には、早急に審査請求人に対し、正しい審査請求先

に審査請求をすべきであり、当該行政庁に対する審査請求は不適法な審査請求として却下され

ることになる旨を説明する。ただし、前述の説明を行った後であっても審査請求人が当該行政

庁に審査請求を行う意思が明確であれば、当該審査請求が不適法であることをもって、審査請

求書の提出を受けることを拒むことはできない。 

     このほか、正しい審査請求先が審査請求書の宛先として記載されているが、審査請求書が審

査請求をすべき行政庁又は処分庁等以外に提出された場合については、審査請求人にその旨通

知し、審査請求書の返還等の対応をとる。 

イ 正しい審査請求先に審査請求書が提出された場合 

    正しい審査請求先に審査請求書が提出されたが、その宛先が誤って記載されている場合には、

審査請求人に対し、正しい審査請求先を審査請求書の宛先として記載すべき旨を説明し、補正を

命ずることになる（後述「３ 審査請求書の補正」（20ページ）参照）。 
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３ 審査請求書の補正 

（１）補正を要する場合 

   審査請求書に不備があり、行審法第19条の規定に違反する場合は、審査庁受付担当者は、相当の

期間を定めて、審査請求人に対して補正すべきことを命じなければならない（行審法第23条）。 

   審査請求書の不備とは、必要的記載事項や添付書類の漏れや誤りである。また、その内容が要領

を得ないため、対象となる処分や不服の内容が明確でない場合も、審査請求書の不備に該当する。 

   なお、内容が要領を得ない審査請求書については、単に審査請求人に補正を命じるだけでは適切

な補正が行われないことも想定されるため、審査請求人の利便を図り、その後の手続を迅速に進め

る観点から、審査請求人や処分担当部署（処分担当課室が属する部署をいう。以下同じ。）に審査請

求に至る経緯等を聞き取るなどにより対象となる処分等を確認し、必要となる補正の内容を明示し

た上で、補正の手続をとることが望ましい。 

   補正命令に際して定める「相当の期間」とは、当該不備を補正するのに社会通念上必要とされる

期間をいい、社会通念に照らして不十分な期間である場合には、当該補正命令は不適法と解される。 

   補正を命ずる方式について法令上の規定はないが、手続の円滑な進行を図る観点から、書面〔様

式例第３号〕により命じ、「補正書」〔様式例第４号〕に記載させることが望ましい。補正を命じる

書面には、相当の期間内に不備を補正しない場合は、審査庁が、当該審査請求を却下することがで

きる（行審法第24条第１項）旨の注意喚起を行うことが望ましい。 

   また、審査請求人が審査請求書を持参した場合には、審査の迅速化を図るため、可能な限りその

場での任意の補正を求めることが望ましい。持参された審査請求書では審査請求の対象となる処分

等が明確でない場合には、必要に応じ、審査請求の対象と考えられる処分に係る処分担当部署の職

員を立ち会わせ、当該職員と共に審査請求書の確認を行い、必要な補正を求めるという方法も考え

られる。なお、補正箇所には、訂正印や署名を求める等により、審査請求人が補正を行ったことを

明確にすることが望ましい。 

（２）補正を要しない場合 

   処分庁が審査請求先等を誤って教示し、又は教示をしなかった場合で、行審法第22条第１項から

第４項まで又は法第83条第３項の規定により審査請求書その他の不服申立書が審査庁となるべき行

政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる（行審法第22

条第５項、行審法第83条第４項）。このよう場合には、審査庁となるべき行政庁に送付された審査請

求書その他の不服申立書は、もちろん適法な審査請求書とはなっていないが、宛先となる審査請求

先の表示が誤っていても、あるいは、「再調査の請求書」や「不服申立書」と書かれていても、正し

い審査請求先が宛先として表示された「審査請求書」とみなして取り扱われるべきであり、補正を

要しない。 

   また、誤字、脱字、審査請求書上の審査請求の年月日と実際に審査請求書を提出（送付）した日

付の若干の差違等、明白かつ審査請求自体に影響を及ぼさないと認められる軽微な欠陥がある場合

〔図１－⑤〕
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は、補正させる意義に乏しいことから、運用上の取扱いとしては、補正を命じないことも可能であ

る。 
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４ 審理手続を経ないでする却下裁決 

  上記３の補正命令をした場合に、審査請求人が審査庁が定めた相当の期間内に不備を補正しないと

きは、審査庁は、審理手続を経ないで、当該審査請求を却下することができる（行審法第24条第１項）。

また、以下の表のように、審査請求が不適法であって補正できないことが明らかであるときも、同様

に、審査庁は、審理手続を経ないで、当該審査請求を却下することができる（同条第２項）。 

  なお、この場合には、審理員の指名は不要である（行審法第９条第１項ただし書）。 

 

表 3 審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合の例 

標記の例 参考ページ 

・ 審査請求をすることができない処分又は不作為について審査

請求をした場合 

 

・ 制度の改廃など特定の処分又は不作為を対象としない抽象的

な不服を申し立てた場合 

本章「２ 審査請求の適法性審

査（形式審査）」（２）（15ページ）

・ 処分の相手方以外の第三者が審査請求人である場合で、審査

請求をすることについて法律上の利益がないことが明白である

場合 

同節（３）（15ページ） 

・ 審査請求期間を徒過し、かつ、そのことについて正当な理由

がないことが明白である場合 

同節（４）（16ページ） 

・ 審査庁となるべき行政庁以外の行政庁に審査請求をした場合 同節（５）（18ページ） 

   

  一方、不服申立人適格の有無や審査請求期間を徒過した場合の正当な理由の有無などの不服申立要

件が問題となっていて、具体的な審理を実施しなければ判断できないような場合は、審査請求が不適

法であって補正できないことが明らかであるときには該当せず、審理手続を行った上で、判断するこ

とが必要である。なお、社会通念に照らして不十分な期間を定めて補正を命じた上で、審査請求人が

当該期間内に不備を補正しないことをもって審査請求を却下した場合は、行政訴訟において、当該審

査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

 

  

〔図１－⑥〕
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５ 執行停止 

（１）執行停止の意義 

   審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない（行審法第25条第１項）。したが

って、審査請求がされたことによって、処分自体の効力に何らの影響を与えるものではなく、行政

庁は、当該処分を執行することや、当該処分を前提とする後続の処分その他の手続を進めることに

ついて特段の制限を受けるものではない。 

   しかしながら、審査請求の裁決まで処分の執行等を妨げないこととすると、事案によっては、そ

の間の事態の進行に伴い、裁決で処分の取消しや変更がなされても、もはや原状回復が困難となる

など、本来の審査請求の目的を達することができない場合も生じ得る。 

   このようなことから、審査請求人の権利利益を保護するための暫定的な措置として、審査庁は、

必要と認めるときは、処分の執行の停止等の措置（以下「執行停止」という。）をとることができる

こととしている。 

（２）執行停止の態様 

審査庁がとることができる具体的な措置は、処分庁との関係に応じて、以下のとおりとなってい

る（行審法第25条第２項・第３項）。ただし、処分の効力の停止は、処分の効力そのものを停止させ

るという強度の措置であるため、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、する

ことができない（行審法第25条第６項）。 

ア 審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合 

    処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができ

る。 

    なお、「その他の措置」としては、免職処分を仮に停職処分に切り替える場合のように、原処分

に代わる仮の処分をすることによって、処分の効力の停止や処分の執行の停止と同じ効果を生ぜ

させるための措置が挙げられる。 

イ 審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合 

    処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止の措置をとることができる。な

お、この場合の審査庁は、処分庁の上級行政庁のように当該処分に係る行政事務について一般的

に行政責任を有するものではなく、審査請求に対する処理権限を有するにとどまることから、上

記アの場合と異なり、「その他の措置」をとることはできないこととされている。 

（３）執行停止の手続 

   上記（１）の趣旨から、執行停止の要否は、審査請求を受けた際に、審査請求人の申立て等によ

り判断されることが通常であると考えられる。 

   しかしながら、審査請求をして一定の期間が経過した後に審査請求人から執行停止の申立てがあ

った場合や、審理員から執行停止をすべき旨の意見書（行審法第40条）が提出された場合には、そ

の時点で執行停止の要否を判断することとなる。 

〔図１－⑦〕



 

- 24 - 

   執行停止の具体的な手続は、次のとおりである。 

ア 審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁である場合 

    審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁である場合には、執行停止は、審査請求人からの申立

てがあった場合のほか、審査庁の職権によってもすることができる。 

（ア）審査請求人の申立て 

     執行停止の申立ての方式については、法令上の定めはないが、手続の円滑な進行を図るため、

審査請求人から書面の提出を求める。様式の例は〔様式例第22号〕のとおりであるが、審査請

求の際に併せて執行停止の申立てをする場合には、審査請求書に執行停止を求める旨を付記し

て申立てをすることも許容される。 

（イ）審理員による執行停止をすべき旨の意見書の提出 

     審査請求を受けた際に執行停止をしなかった場合でも、審理員が、審理手続を行う過程で、

執行停止をすることが必要であると判断し、その旨の意見書が提出される場合がある（行審法

第40条）。 

     なお、標記意見書は、審査庁の判断を拘束するものではないが、審査庁は、審理員制度の趣

旨に照らして、当該意見書の内容を踏まえて適切に判断する必要がある。 

（ウ）執行停止の要否の判断 

     審査請求人から上記（ア）の申立てがあったとき、又は審理員から上記（イ）の意見書が提

出されたときは、審査庁の担当職員は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければ

ならない（行審法第25条第７項）。また、申立てがない場合であっても、審査庁は、審査請求を

受けた際に、職権により執行停止をする必要がないか否かを判断すべきである。 

     執行停止をすることができる要件は、「必要があると認める場合」（行審法第25条第２項）と

されており、個々の事案に即して、執行停止によって損なわれる公益を考慮しつつ、審査請求

人の権利利益の保護の観点から、柔軟に判断することが求められる。なお、義務的に執行停止

をしなければならない場合がある（後述（４）参照）。 

（エ）審査請求人等への通知 

     執行停止をする旨の決定をしたときは、その旨を審理関係人（審理員が審理手続を開始した

後は、審理員にも）に通知し、また、審査請求人から申立てがあった場合において、執行停止

をしない旨の決定をしたときも、その旨及びその理由を審査請求人に通知する〔様式例第24号・

第25号〕。なお、処分庁以外の者に対する上記通知は、電子メール等の利用による通知も可能で

ある。 

イ 審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合 

    審査庁が処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、執行停止は、審査請求人

からの申立てがあった場合にのみ、することができる。 
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（ア）審査請求人の申立て 

     執行停止の申立てについては、上記ア（ア）と同様である。 

     なお、審査庁の職権による執行停止はできないことから、審理員から執行停止をすべき旨の

意見書が提出されること（上記ア（イ））は想定されない（仮に意見書が提出された場合も、審

査請求人の申立てがない限り、執行停止をすることはできない。）。 

（イ）執行停止の要否の判断 

     審査請求人から上記（ア）の申立てがあったときは、審査庁の担当職員は、速やかに、執行

停止をするかどうかを決定しなければならない（行審法第25条第７項）。 

     執行停止をすることができる要件等については、上記ア（ウ）と同様である。 

（ウ）処分庁への意見聴取 

     処分庁又は処分庁の上級行政庁のいずれでもない審査庁が執行停止をしようとするときは、

処分庁の意見を聴かなければならない（行審法第25条第３項）。ただし、審査庁は、提出された

処分庁の意見に拘束されるものではない。 

この意見の聴取の方式については、法令上の定めはないが、書面で行うことが望ましい〔様

式例第23号〕。ただし、上記（イ）のとおり、審査庁は速やかに執行停止をするかどうかを決定

しなければならないことから、相当の期間内に書面による回答の提出が見込まれない場合等に

は、口頭（電話等）や電子メール等により処分庁の担当部署の意見を聴取することも許容され

ると考えられる。 

（エ）審査請求人等への通知 

     執行停止をするかどうかの決定をしたときの通知については、上記ア（エ）と同様である。 

（４）義務的執行停止 

   審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によ

り生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしな

ければならない（行審法第25条第４項ただし書）。 

   この場合において、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程

度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされて

いる（行審法第25条第５項）。 

   ただし、上記の要件を満たす場合であっても、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると

き」又は「本案に理由がないとみえるとき」は、執行停止をする必要はない（行審法第25条第４項）。

これは、義務的執行停止の例外事由を定めるものであり、そもそも審査庁は「必要があると認める

場合」には執行停止をすることができることから（行審法第25条第２項・第３項）、上記の「公共の

福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」等に該当しても、なお「必要がある」と認められる

場合に、執行停止をすることが一切許されないというものではない。 

   なお、旧法と異なり、「処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあるとき」については、
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義務的執行停止の例外事由ではなくなっている。 

（５）執行停止の取消し 

   執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった

とき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる（行審法第

26条）。 

   これは、執行停止をした後の事情の変更により、執行停止をそのまま継続することが適当でない

と認められるに至った場合には、執行停止を取り消すことができることとするものであり、例えば、

執行停止をした後の審理の進行により、本案について理由がないとみえるに至った場合や、その後

の状況の変化により執行停止を継続した場合の公益への影響が大きくなった場合などが考えられる。 

   執行停止の取消しについては、処分庁などの審理関係人による申立ては法令上認められておらず、

審査庁の職権により判断されることになる。なお、執行停止を取り消した場合には、上記（３）ア

（エ）に準じて、審理関係人等に通知する。 
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６ 審理手続の承継 

  審査請求人の死亡、合併などがあった場合に審理手続を終了させることは、審査請求の目的である

処分に係る権利を承継した者の権利救済や行政の適正な運営の確保という観点に鑑みて適当でないこ

とから、このような場合には、審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の

地位を承継することとしている。 

（１）審査請求人の死亡、合併等による地位の承継 

ア 審査請求人が死亡した場合 

    審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利

を承継した者が、審査請求人の地位を承継する（行審法第15条第１項）。一般には、相続人（当該

権利について相続人として特定された者があるときはその者）がこれに該当する。また、「法令に

より審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者」とは、例えば、生活保護法第10条の規

定により世帯員が承継するというように、法令により相続人以外の者が承継する場合を意味する。

なお、承継人が２人以上ある場合には、そのうち１人に対する通知その他の行為は、全員に対し

てされたものとみなされる（行審法第15条第５項）。 

イ 審査請求人について合併等があった場合 

    法人その他の社団又は財団（以下「法人等」という。）である審査請求人について合併又は分割

（審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。）があったときは、合併後存続

する法人等若しくは合併により設立された法人等又は分割により当該権利を承継した法人等が、

審査請求人の地位を承継する（行審法第15条第２項）。 

ウ 審査請求人の地位の承継の届出 

    審査請求人の地位の承継は、前述ア及びイの審査請求人の死亡、合併等により当然に効力が生

ずるが、審査庁や審理員に地位の承継があったことを把握されなければ、審理の遅滞を招くおそ

れがある。そのため、審査請求人の地位を承継した者は、権利の承継等を証明する書面を添付し

て、書面〔様式例第18号〕でその旨を審査庁に届け出なければならないこととしている（行審法

第15条第３項）。 

    具体的には、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、

死亡による権利の承継を証する書面（従前の審査請求人が死亡した事実及び当該承継人が相続人

である事実を証する戸籍記載事項証明書等）を添付し、合併後存続する法人等、合併により設立

された法人等又は分割により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した法人は、合併の事

実又は分割による権利の承継を証する書面（合併の事実を証する商業・法人登記の登記事項証明

書等）を添付する。 

    また、法定されてはいないが、審査庁は審査請求人の地位の承継についての届出がされたとき

には、その旨を他の審理関係人及び審理員（指名されている場合）に通知する〔様式例第19号〕

ことが望ましい。 
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    なお、届出がされず、審査庁や審理員に地位の承継があったことが把握されない場合には、審

査庁等からの通知は被承継者に対してされることとなるが、このように届出がされる前に被承継

者に宛ててされた通知が承継者に到達したときには、当該通知が承継者に対してされたものとし

て効力を有する（行審法第15条第４項）。 

エ その他留意事項 

    審査庁の担当者又は審理員は、例えば、審査請求人と連絡が取れなくなる等の状況の変化があ

った場合には、必要に応じ、審査請求人の地位の承継の有無についての確認を行い、承継があっ

たことが判明した場合は、承継人に対して、上記ウの届出を行うよう求める。 

    このような場合において、審査請求人の地位を承継した者が、審査請求を継続する意思を有し

ないときは、審査請求の取下げ（本章「７ 審査請求の取下げ」（29ページ参照））を行うよう求

める。 

    また、審査請求人の死亡等が判明したが、その地位を承継する者がおらず、審査請求人が不存

在であることが明らかである場合は、運用上、審査請求の取下げがあった場合に準じた対応（本

章「７ 審査請求の取下げ」（29ページ）参照）をとることとする。この場合、取下げの書面に代

えて、審査請求人が不存在となった経緯についての記録を作成し、これを含む当該事案に係る関

係書類を整理し、裁決担当課室に引き渡すとともに、審理関係人に対して、審査請求人が存在し

なくなったことにより審査請求手続を終了する旨の連絡を行う。 

このほか、審査庁又は審理員は、審査請求人の地位の承継があった場合は、必要に応じ、口頭

意見陳述等の期日を変更するなど、承継後の審査請求人が審理に適切に対応できるよう配慮する

ことが望ましい。 

（２）審査請求の目的である処分に係る権利の譲渡による地位の承継 

   特定の権利についての譲受けがあった場合には、その承継関係に争いが生ずる可能性があること

から、これを明確にするため、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の

許可を得て、審査請求人の地位を承継することとしている（行審法第15条第６項） 

   許可申請の方式については、法令上の規定はないが、上記の趣旨に照らせば、書面の提出を求め

ることが適当である〔様式例第20号〕。また、審査庁は、その事実を証明する書面（例えば、処分に

係る不動産の登記事項証明書等）の提出を求め、当該権利の承継関係について争いが生ずる可能性

がないことを確認した上で、地位の承継の許可〔様式例第21号〕を行う必要がある。
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７ 審査請求の取下げ 

（１）取下げの手続 

   審査請求人は、裁決があるまでは、書面により、いつでも審査請求を取り下げることができる（行

審法第27条）。審査請求を取り下げる旨の書面は審査庁に提出する〔様式例第５号〕。なお、審理員

による審理手続が行われている場合は、申出人の利便性を図る観点から、実務上は、審理員を経由

して提出することも可能とすべきである。 

   書面により取下げを行わせるのは、審査請求を取り下げた場合、初めから審査請求がなかったの

と同じ状態になり、取下げの時が審査請求期間経過後であれば、もはや審査請求では処分を争い得

なくなることから、後で取下げの有無について問題を生じないようにするためである。 

   この観点から、取下げの書面については、後でその内容や真正性について争いが生じないよう、

複数の審査請求がされている場合などには、取下げの対象を明確にさせる必要があり、また、審査

請求人（審査請求人が法人等であるときは代表者又は管理人）又は代理人の押印や署名を求めるな

どの対応をとることが望まれる。 

このほか、代理人によって取下げをする場合は、審査請求人から特別の委任を受けていることが

必要であり（行審法第12条第２項）、当該代理人の資格を証明する書面（行審令第○条）〔様式例第

11号〕を取下げの書面に添付させる等により提出させ、確認を行う必要がある。 

   なお、審査請求の取下げには、他の審理関係人の同意を要しない。 

（２）取下げの通知等 

   審査庁受付担当職員は、審査請求を取り下げる旨の書面の提出を受けた場合において、審理員に

よる審理手続が開始されているときは、審理員に当該書面を回付する。審理員は、審査請求が取り

下げられた旨を参加人及び処分庁等に通知する〔様式例第６号〕とともに、遅滞なく審査請求書そ

の他の当該事案に係る関係書類を整理し、裁決担当課室に引き渡す。 

   実務上、審査請求人から審理員に審査請求を取り下げる旨の書面が提出されたときは、審理員は、

その旨を裁決担当課室に連絡するとともに参加人及び処分庁等に通知し、遅滞なく当該事案に係る

関係書類を整理し、裁決担当課室に引き渡す。 

（３）その他 

   審査請求が取り下げられた場合であっても、審査請求期間（行審法第18条第１項・第２項）内で

あれば、審査請求を取り下げた者が改めて審査請求することは排除されない。 

   なお、審査請求人が審査請求の趣旨（審査請求で求める請求の範囲）を変更することを希望する

ことも想定されるが、審査請求の対象となる処分を後続の処分など他の処分に変更したり、審査請

求の対象に他の処分を追加することは、新たな審査請求の提起と同じことになるので、この場合は、

（他の処分に変更する場合には既にされた審査請求を取り下げさせた上で）新たに審査請求をさせ

ることが必要となる。 
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第２章 審理員の指名 

１ 審理員制度の趣旨 

  行審法は、審査請求の審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関する手続に関与していない等

一定の要件を満たす「審理員」が第２章第３節に規定する審査請求の審理を行うことを法律で明確に

規定している。 

  すなわち、審理員は、弁明書等の主張の内容を記載した書面や証拠書類等の提出を求める、口頭意

見陳述の審理を指揮する、鑑定等の採否を決定するなどの権限を法律上付与されており、単に審査庁

の事務を補佐する形で審理手続に係る事務処理を行うのではなく、個別の事件に関する審理手続につ

いては、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行うとともに、審理の結果を、審

査庁がすべき裁決についての意見書である審理員意見書として審査庁に提出する役割を担うものであ

る。 

 

２ 手続の概要 

（１）指名 

   審査庁（の担当職員）は、審査請求の適法性審査（第１章「２ 審査請求の適法性審査（形式審

査）」（13ページ）参照）の結果、審理手続を経ないで審査請求を却下する場合（第１章「４ 審理

手続を経ないでする却下裁決」（22ページ）参照）に該当しない場合には、審査庁に所属する職員（審

理員候補者名簿（第５編第１章「２ 審理員候補者名簿の作成」（126ページ）参照）を作成してい

る場合は、当該名簿に掲載されている者）のうちから、審理手続を行う者（審理員）を指名する（行

審法第９条第１項）。 

   なお、指名する者の人数については、１事件につき１名を指名することが基本となると考えられ

るが、事件が複雑である等の事情から、１名の審理員に処理させることが適当でないと認められる

場合には、複数の審理員を指名することも可能である。 

   審理員の指名の方式については、法令上の定めはないが、審理員に指名した事実を明確にする観

点から、書面を交付することにより行うことが望ましい〔様式例第26号〕。この書面には、当該事件

について事件名・事件番号を付与している場合（第２編第１章「１ 審査請求の受付」（１）（10ペ

ージ）参照）は、これらを併せて記載する。ただし、審査請求人等への通知を書面で行うことから

（後述（２）参照）、指名行為自体を書面で行わなくても、審理員に指名した事実について争いが生

ずるおそれがないような場合には、実務上の取扱いとして、書面の交付は行わず、口頭や電子メー

ル等により行うことも可能である。なお、審理員に指名することにより、当該職員に審理員として

審理手続を行う職務及び権限が付与されるので、審理員業務に係る職務命令等を別途発令する必要

はない。 

   また、審査庁の担当職員は、審理員を指名するときは、あわせて、審査請求書等を審理員に引き

〔図１－⑧〕
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継ぐとともに、審理員を補助する者（本章「４ 審理員を補助する者」（36ページ）参照）が存在し

ている場合は、その旨伝達する。なお、審査請求書等については、執行停止の申立てがなされた場

合等に必要となることもあり得ることから、必要に応じ、これらのコピーを作成し、保有しておく。 

（２）審査請求人及び処分庁等への通知 

   審査庁は、審理員を指名した場合は、その旨を審査請求人及び処分庁等（審査庁以外の処分庁等

に限る）に通知する（行審法第９条第１項）。通知の内容は、審理員の氏名、所属部署及び役職であ

るが、当該事件につき事件名・事件番号を付与している場合（第２編第１章「１ 審査請求の受付」

（１）（10ページ）参照）には、それらも併せて通知する〔様式例第27号〕。 

   なお、審査請求人等から、事実上審理員の忌避の申出があった場合については、法令上は訴訟に

おける裁判官の忌避に相当する規定はないので、当該申出に対する決定や応答を行わなければなら

ないものではない。ただし、除斥事由（行審法第９条第２項。後述「３ 審理員に指名する職員の

範囲等」（４）（34ページ）参照）に該当する事実が判明した場合などに、当該審理員に引き続き審

理手続を行わせることは適当でないことから、審査庁の担当職員は、必要に応じて申出の内容を精

査し、その結果、当該審理員に引き続き審理手続を行わせることが適当でないと認めるときは、当

該審理員の指名の取消し（本章「５ 審理員の交代」（１）（37ページ）参照）等の措置をとる。 
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３ 審理員に指名する職員の範囲等 

（１）審理員として求められる資質等 

   審理員は、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす者が、審査請求に係る審理

手続を行うことにより、審理の公正性・透明性を高めるため、新たに導入されたものである。 

   審理員は、指名を受けた審査請求事件について、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名にお

いて審理を行うものであり、具体的には、次のような事務を自らの判断で処理することとなる。 

 

表 4 審理員が行う主な事務 

・ 審査請求への利害関係人の参加（参加人）の要否の判断 

・ 総代の互選命令の要否の判断 

・ 審理計画の決定 

・ 弁明書等の主張内容を記載した書面や証拠書類等の提出の求め 

・ 争点及び証拠の整理 

・ 口頭意見陳述の主宰 

・ 参考人陳述、鑑定、検証等の採否の決定 

・ 提出書類等の閲覧・交付の適否の判断 

・ 審理手続の併合・分離の要否の判断 

・ 審理手続の終結の判断 

・ 審理手続の結果の整理（事件記録の作成等） 

・ 審理員意見書（審査庁がすべき裁決に関する意見書）の作成 

 

   このため、審理員に指名する職員は、上記のような事務を、公正かつ迅速に遂行することができ

る者であることが求められる。 

（２）審理員に指名する職員の所属部署等 

   審理員に指名する職員については、審査庁に所属する職員（審理員候補者名簿（第５編第１章「２ 

審理員候補者名簿の作成」（126ページ）参照）を作成している場合は、当該名簿に掲載されている

者）であり、かつ、除斥事由（行審法第９条第２項。後述（４）参照）に該当する者以外の者であ

れば、法律上の制限はないが、上記（１）を踏まえると、以下の点に留意する必要がある。 

ア 処分担当課室等との関係 

    処分担当課室に所属する職員や、通常の業務遂行において処分関係者の指揮監督・指導等を受

ける立場にある職員を審理員に指名することは、審理の公正性について審査請求人や参加人の疑

念を招きかねず、審理の公正性・透明性を高めるとの審理員制度の趣旨に照らし、適当でないも

のと考えられる。 

    また、処分担当課室ではないが、処分担当部署において総務・総括等の事務を担当する課室（当
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該各部局の総務課等）の職員や、出先機関の処分等に関する審査請求の場合に当該処分等に係る

事務処理について当該機関を指導監督する立場にある本省庁の職員が、当該処分の判断に影響を

与えている場合についても、同様の観点から、一般には、当該職員を審理員に指名することは避

けることが望ましいものと考えられる。 

    他方、迅速かつ適切に審理を進める観点からは、審理員が審査請求の対象となった処分等に係

る行政分野について、専門的な知識・経験を有していることが望ましい面もあり、処分担当部署

に在籍経験がある者全てが一律に排除されるものではないが、上記の観点を踏まえ、適切に判断

する必要がある。 

イ 裁決担当課室等との関係 

    裁決を行う権限と区別して、審理手続を行う権限を審理員に付与している行審法の趣旨に照ら

せば、各行政機関の実情等を踏まえつつ、行政不服審査会等への諮問や裁決書の作成・起案等の

審査庁としての事務は、処分関係者でも審理員でもない者によって処理されることが望まれる。 

行政機関の規模や組織体制等によっては、これによることが困難であり、裁決担当課室の職員

を審理員に指名する場合も想定されるが、この場合においても、審理手続を行う審理員の制度を

審査庁とは別に設けた趣旨に鑑み、審理・裁決の公正性が損なわれることのないように留意する

とともに、特に、審理手続において審理員が審査庁と一体であったとの審査請求人や参加人の疑

念、ひいては審理の公正性に対する疑念を招くことのないよう留意する必要がある。また、この

場合は、処分関係者の意向等によって、審理・裁決の公正性が損なわれ、又はそのような疑念を

招くことのないよう、処分関係者等と裁決担当課署とが別個のものとされている必要もある。 

    このほか、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問を受けて、審理員が行った審理

手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックするという行政不服

審査会等の役割に照らせば、その事務を補佐する事務は、処分関係者でも審理員でもない者によ

って処理されることが望ましく、審査会事務局の職員を審理員として指名することについても、

裁決担当課室の職員と同様に、審理・裁決の公正性が損なわれ、又はそのような疑念を招くこと

のないよう留意する必要がある。 

ウ 想定される所属部署 

    上記ア及びイを踏まえれば、典型的には、処分担当課室等と別個のものとすることが比較的容

易であると考えられる官房・総務系統の部局の職員を審理員に指名することが想定される。また、

複数の部署にそれぞれ審理員候補者を定めておき、事案に応じて、処分担当課室に所属する職員

以外の候補者から審理員を指名することも考えられる。 

    このほか、審理員については、弁護士等外部の有識者を任期付職員等として任用した上で指名

する方法も想定されるところであるが、この場合は、当該処分等に関する専門的知識等を有する

ことが望ましいという観点から、当該有識者と併せ専門知識を有する当該行政庁の一般職員を審

理員に指名することで、これを補うという方法も考えられる。 



 

- 34 - 

（３）審理員に指名する職員のランク等 

   審理員は、上記（１）のような事務を自らの判断で処理するものであり、その結果として審査庁

に提出される審理員意見書は、審理関係人に送付される（行審法第43条第３項、第50条第２項）。 

   したがって、審理員に指名する者は、これらの事務の処理について適切な判断を下すことができ

る者である必要がある。そのため、一般には、高度な判断をすることができる管理職級の職員がふ

さわしいものと考えられるが、これらの事務の処理について適切な判断を下すことができる者であ

れば、それ以下のランク（課長補佐等）の職員を指名することも可能である。 

   また、審査庁の判断により、審理員として、管理職級の職員にそれ以下のランクの職員を組み合

わせて指名することにより、その専門的知識の活用を図るという方法も考えられる。 

（４）除斥事由 

ア 除斥事由の内容 

    審理員は、行審法第９条第２項各号に定める除斥事由に該当しない者を指名する必要がある。

除斥事由は、以下の表のとおりである。 

表 5 行審法第９条第２項各号に定める除斥事由 

① 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又

は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者（下記イ参照）

② 審査請求人 

③ 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 

④ 審査請求人の代理人 

⑤ ③・④に掲げる者であった者 

⑥ 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 

⑦ 行審法第13条第１項に規定する利害関係人（審査請求人以外の者であって、審査請求に係

る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし、当該処分につき利害関係を有する

ものと認められる者） 

 

イ 処分等に関与した者の考え方 

    行審法第９条第２項第１項の「処分」又は「決定」（この項において「処分等」という）に関与

した者（申請についての不作為に係る審査請求の場合に、当該申請に係る処分に関与することと

なる者を含む。この項において以下同じ。）の範囲は、基本的には、処分等についての審査、判断

に関する事務を実質的に行った者や、その事務を直接的又は間接的に指揮監督した者である。実

際に処分等に関与した者に該当するかどうかの具体的な判断は、個々の事案に即して、個々の職

員ごとに判断されることになるが、具体例としては、一般に、以下のような者が挙げられる。 
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表 6 行審法第９条第２項第１号の処分等に関与した者の具体例 

① 処分等を行うために立入検査、事実認定等を行った者 

② 処分等に係る聴聞を主宰した者（行政手続法第19条） 

③ 処分等の決定書を起案した者 

④ 処分等の決定権者 

⑤ 処分等に係る稟議書に押印した者 

⑥ 処分等に係る協議に参加した者 

⑦ 処分等の決定に関する相談等に応じ、当該処分等に特化した意見や法令解釈を示した者 

（※処分等に関する相談等に対し、単に一般的な法令解釈等を示した場合は含まれない。） 

     

    処分等に関与した者の範囲についての考え方は上記のとおりであり、ある職員が所属している

部署が処分等を行っていることにより、直ちに当該職員を処分等に関与した者に該当することに

なるものではない。 

しかし、除斥事由に該当しない場合であっても、例えば、処分関係者の前任者として処分担当

課室の業務を担当していた職員等を審理員に指名することは、一般には、処分担当者の意向等に

よって審理の公正性が損なわれるとの審査請求人の疑念を招きかねず、避けることが望ましいと

考えられる。 

    また、審理の公正性・透明性を高めるという審理員制度の趣旨に鑑みれば、処分担当課室とし

て当該審査請求に係る処分等に関して審査請求人からの照会や相談等に対応した者や、審査請求

人が過去に受けた（当該審査請求に係る処分等ではない）処分等に関与した者といった過去に審

査請求人と何らかの関係がある者については、除斥事由には該当しないものの、審理員に指名す

ることは避けるべきであると考えられる。 

    なお、審理員の除斥事由等については、親族関係等、外形的に確認が困難である場合もあり得

ることから、審査庁は、審理員の指名に先立ち、必要に応じ、審理員として指名しようとする者

についての除斥事由の該当の有無を、適宜確認する。 
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４ 審理員を補助する者 

（１）審理員補助者の位置付け 

   審理員は、審査庁の指揮を受けることなく、自らの判断により審理を行い、審理の結果を、審理

員意見書としてまとめ、審査庁に提出する職務を担うものである。実務上、審理員が行う事務の一

部を、審理員の指示を受けて他の職員が補助することが許されないものではないが、審理の進行や

審理員意見書の作成等、法律上審理員に付与された権限の行使に係る事務が実質的に審理員を補助

する者（以下「審理員補助者」という。）の判断により行われることは、審理員制度の趣旨を没却す

るものであり、適当でない。 

   なお、審理員補助者が行う業務としては、例えば次のようなものが想定される。 

   ① 当該事案の処理に必要な各種情報の収集・整理 

   ② 審理関係人等から提出される書類等の整理・保管 

   ③ 審理関係人等との審理手続の日程調整（対応可能な日時・場所の確認など） 

   ④ 審理員の判断・指示に従って行われる各種通知文書の作成・発送 

   ⑤ 口頭意見陳述等関係者を招集して行う審理手続における会場設営、秩序維持の必要性が生じ

た場合の対応の検討等 

   ⑥ 審理手続の記録（調書等）等の原案の作成 

（２）審理員補助者の指定 

   審理員補助者については、審理員の場合と同様、当該職員が審理手続を補助することにより、審

理の公正性が損なわれ、又はそのような審査請求人や参加人の疑念を招くことは適当でない。 

   そのため、審理員の除斥事由に該当する者が補助者となることは適当でない。また、それ以外の

者についても、実際に補助する具体的な業務の内容も踏まえつつ、審理員の指名を避けるべき者（本

章「３ 審理員に指名する職員の範囲等」（４）イ（34ページ）参照）の考え方に照らして判断する

必要がある。 

   審理員補助者の所属部署等については、一般には、当該審査請求について審査庁として行う事務

を担当する部署の職員が行うことが想定されるが、行政庁の実情に応じ、審理員として指名された

職員の部下を活用する方法も考えられる。なお、審理員補助者の指定に当たっては、必要に応じ、

審理員の補助業務を兼務させる旨等の必要な職務命令を発出する。 
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５ 審理員の交代 

（１）交代に係る手続 

   審理員に指名された者が指名時に除斥事由に該当していたことが事後判明した場合は、その指名

を取り消すことが必要である。 

このほか、事故等やむを得ない事情により長期間にわたり審理手続を進めることができなくなっ

た審理員については、審理手続の遅延を防ぐ観点から、その指名を取り消すことが望ましいと考え

られる。 

なお、一般には、審理手続の終結までに通常要する期間内に人事異動等により審理員の職務を行

うことが困難となることが見込まれる職員を審理員に指名することは、簡易迅速かつ公正な審理を

実現する観点からは、望ましいものとはいえないが、特定の役職にある者を審理員に指名する場合

など、行政機関の組織体制等の事情により、やむを得ない場合、人事異動等を理由としてその指名

を取り消すことも可能である。また、審理員が人事異動等により審査庁に所属する職員でなくなっ

た場合は、その指名を取り消すことが必要であるほか、審理員が人事異動により処分担当部署に配

属された場合は、審理の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くおそれがあることから、

その指名を可能な限り取り消すことが望ましいと考えられる。 

   審理員の指名を取り消す場合には、審理手続の遅延を防ぐため、速やかに後任の審理員を指名す

る必要がある。ただし、複数の審理員を指名して審理手続を進めており、新たな審理員を指名しな

くても審理手続の進行に支障が生じない場合には、後任の審理員を指名しないことも可能である。 

   新たに指名を受けた審理員は、それまでの審理手続を引き継ぐこととなるが、この場合には、事

件記録、証拠書類等の引継ぎを受け、それらの不備の有無を確認する必要がある。また、実務上困

難な場合を除き、前任の審理員から、審理経過についての説明を聴取する。 

（２）交代の通知 

上記により審理員の交代があった場合は、新たに指名された審理員についての通知（本章「２ 手

続の概要」（２）（31ページ）参照）に併せて、前任の審理員の指名が取り消された旨を通知する〔様

式例第27号〕。この通知は、審査請求人と処分庁等に対して行うほか、審査請求に参加人（行審法第

13条）がいる場合は、これに対しても行う。 

   また、前任の審理員による審理手続において、証拠書類等の提出を受けている場合や、行審法第

33条の規定により提出された書類その他の物件を留め置いている場合は、これらの提出者に対して、

新たに指名された審理員から、審理員の交代に伴い提出済の証拠書類等の管理担当者も変更されて

いる旨を通知する。  
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６ 留意事項 

（１）審査庁が合議制機関である場合 

   審査庁が、行政事務について優れた識見を有する委員で構成され、公正かつ慎重な判断に基づい

て処理せしめることを目的として設置されている合議制機関（行審法第９条第１項各号）である場

合は、審査請求の審理及び判断についても公正かつ慎重に行われることが制度上担保されていると

考えられることから、審理員の指名を要しないこととしている（行審法第９条第１項ただし書き）。 

   この場合は、審査庁が審理手続を実施することになるが、具体的に審理手続を処理する体制等に

ついては、当該合議制機関の議事・議決の方法によることになる。また、当該審査庁の職員（合議

制機関の構成員を含む。）に口頭意見陳述、参考人陳述、検証、質問、審理手続の申立てに関する意

見の聴取の手続を行わせることも可能である（行審法第９条第４項）が、この場合には、本章「３ 

審理員に指名する職員の範囲等」（２）（32ページ）に準じて、審理の公正性が損なわれ、又はその

ような審査請求人や参加人の疑念を招くことのないよう対応する必要がある。 

（２）条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 

   条例に基づく処分については、条例で特別の定めを設け、当該処分に係る審査請求の審理手続に

おいて、審理員を指名しないとすることができることとしている（行審法第９条第１項ただし書き）。 

   これは、例えば、情報公開条例に基づく処分について、地方公共団体の情報公開審査会が実質的

な審理を行っている場合などは、審理員を指名しないと条例で定めるといった場合などを想定した

ものであり、具体的にどのような処分等について審理員の指名を不要とするかについては、各地方

公共団体において適切に判断すべきものであるが、特段の事情なく単に審理手続を簡略にするため

に特別の定めを設けることは、審理員制度の趣旨に照らし適当でなく、審理員の指名を不要とする

ことについて一定の合理性が求められる。 

   なお、上記の特別の定めを条例に設けた場合には、審査庁が行審法第２章第３節に規定する審理

手続を実施することが必要となる。 

（３）審理員の指名と審理手続の併合等との関係 

   審査庁は、審理手続を併合することが想定され得る複数の審査請求がなされた場合には、同一の

審理員を指名するなど、審理手続の併合の可能性等も考慮して指名を行うことが望まれる。これは、

審理手続を併合した複数の審査請求のうち一部の審査請求を担当していた審理員が併合後の審理手

続を行うこととした場合には、担当していた部分以外の部分について詳細を一から把握する必要が

生じるなど、審理の遅延を招くおそれがあるためである。 

（４）審理員を複数指名した場合の審理手続 

   審理員が複数指名された場合には、審理手続を効率的に進めるため、必要に応じ、口頭意見陳述

や参考人陳述等の個々の審理手続を特定の審理員が行うなど、審理員間で審理手続を分担して実施

することも可能である。この場合、審理手続を担当した審理員が他の審理員に当該審理手続の結果

を報告するなどにより、審理員間で情報の共有を図る必要がある。なお、審理員意見書については、
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審理員の合議により審査請求に対する判断を決定するなど、全ての審理員が関与して作成すること

が必要である（第２編第３章「15 審理員意見書」（１）（84ページ）参照）。 
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第３章 審理手続 

１ 総則的な留意点 

（１）審理手続の進行 

   審理員は、審理手続の実施に際し、簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理関係人と相互

に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない（行審法第28条）。 

   具体的には、以下の事項に留意する必要がある。 

  ア 処分庁等の主張に偏ることなく、審理関係人のそれぞれの主張を公平に聴取するなど、公正・

中立に審理を進めること。 

    例えば、審理関係人が了知しない事実等に基づいて審査庁がすべき裁決の内容について判断す

ることは避けるべきであり、審理員が職権で実施する場合など、審査請求人等の立会いなく行わ

れた参考人の陳述、鑑定、検証、質問等の審理手続等の結果、他の審理関係人が了知しない裁決

の内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合には、審理手続の結果を当該審理関係

人に通知すること等により必要な範囲で当該事実を示し、その反論の機会を与える必要がある。 

    また、審理手続以外の場において、非公式に事件に関する主張等を聴くことは適当でなく、審

理関係人がそのような主張等を行う場合には、公式の手続によって当該主張等を行わせ、他の審

理関係人に適切に反論の機会を与える必要がある。 

  イ 審理手続の実施に当たっては、処分等が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かに

ついても必要な審理を行うこと。 

    例えば、処分等の前提となった事実認定や法律解釈等が合理的かつ適正になされているかにつ

いては、処分庁等の通達などの内部基準の合理性を含めて、適切に調査・確認を行う必要がある。

また、審理関係人の主張している事実については、それを証明する根拠の有無についても調査を

行う必要がある。 

    なお、審理の範囲については、審査請求人が主張する審査請求の理由に限られず、当該処分の

当否を判断するために必要な範囲全般に及ぶものであり、審査請求人が主張していない点につい

ても、必要に応じ、職権により調査を行う。 

  ウ 簡易迅速な手続の進行に努めること。 

    例えば、口頭意見陳述の申立てなど、審理手続に係る申立てに対しては、審理員は速やかに対

応するべきである。 

    また、審理手続の申立てに関する意見聴取（行審法第37条）の活用等により、審理計画を作成

して審理関係人と共有して、その協力を求めるなど、審理を計画的に進めるべきである。 

    このほか、審理関係人に対して、迅速かつ公正な手続のためには、反論書等や証拠書類等の早

期提出等の協力が欠かせない旨、機会を捉えて通知することが望ましい。なお、審理関係人が提

出期限までに反論書等や証拠書類等を提出しないなど、審理手続の進行への協力が得られない場
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合には、更なる期限を設定して提出を求め、状況に応じて、提出がない場合には、審理手続を終

結する（行審法第41条第２項）など、審理の著しい遅滞を招くことがないよう対応する必要があ

る。 

もちろん、審理員自身も、審理関係人に対する通知や連絡を確実に行い、情報伝達の不徹底に

よる審理手続の遅延を生じさせないよう細心の注意を払う必要がある。 

（２）審理手続の進行中に審査請求が不適法となった場合の対応 

   審査庁が、審査請求を適法なものであると判断したものの、以下のような事情の変化により、審

理手続が開始された後に、当該審査請求が不適法となる場合も想定される。 

① 処分庁が審査請求に係る処分を取り消した場合 

② 不作為庁が当該不作為に係る申請に対する処分を行った場合 

③ 総代の互選命令に共同審査請求人が従わなかった場合 

   このような場合には、当該審査請求が不適法であることが明らかとなることにより、必要な審理

を終えたといえるから、審理員は、審理手続を終結させ、審理関係人に審理手続を終結した旨等必

要な通知を行う（行審法第41条）（本章「14 審理手続の終結」（３）（82ページ）参照）とともに、

審査請求を却下すべき旨の審理員意見書を作成し、審査庁に提出する。 

（３）審査庁との関係 

   行審法は、審理手続に関する権限を審理員に帰属させており、審理員は、審査請求の審理手続に

ついては、自らの判断によりこれらの権限を行使するものである。したがって、個別具体的な審査

請求事件に係る審理手続について、審査庁からの個別具体的な指揮監督を受けることはなく、また、

審査庁もこれを行ってはならない。 

   なお、審査庁が、「不服申立人適格の判断に当たっては行政事件訴訟法第９条第２項の考慮事項を

考慮すること」、「審理関係人に対する通知は書面で行うこと」、「審理関係人に対して、適宜、審理

手続の実施時期や終結時期の見通しを示すこと」、「審理手続の遅延を防止するため迅速な審理を行

うよう努めること」といったような、審査請求の審理に関して審理員が遵守すべき一般的な事項を

定めることは、妨げられない。 

しかし、審理員が実際に審理手続を行っている過程でこうした事項を審理員に示すことは、審理

員による審理手続の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くおそれがあることから、可能

な限り避けるべきであり、審理員が遵守すべき一般的な事項については、あらかじめ明確にしてお

く必要がある。 

   なお、審理員に指名された職員が、審理手続とは別に当該職員の通常業務として行う事務につい

ては、行審法とは無関係であり、審理員に指名される前と同様に、当該事務を指揮監督する立場に

ある行政庁（行審法上の審査庁）の指揮監督を受けることになる。 
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２ 審理関係人 

  審理関係人とは、審査請求の審理手続に関与する審理員以外の当事者である、審査請求人、参加人

及び処分庁等を総称したもの（行審法第28条。以下同じ。）である。 

（１）審理関係人の具体的範囲等 

ア 審査請求人 

    審査請求をした者である。個人や法人のほか、人格なき社団又は財団であっても、代表者又は

管理人の定めのあるものは、その名で審査請求をすることができる（行審法第10条）。なお、審査

請求に係る処分の相手方でない者が審査請求人となる場合（第１章「２ 審査請求の適法性審査

（形式審査）」（３）（15ページ）参照）もある。 

    なお、具体的な手続は、総代（行審法第11条。後述（２））や代理人（行審法第12条）を通じて

行われる場合がある。代理人を選任し、又は解任した場合は、その資格を書面〔様式例第11号〕

で証明しなければならない（行審令第○条）。 

イ 参加人 

    審査請求人のほか、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該

処分につき利害関係を有するものと認められる者、すなわち、審査請求の結果に法律上の利害関

係を有する者が、審理員の許可を得て、又は審理員の求めにより、審査請求に参加することにな

る（行審法第13条。本節（３）参照）。 

    なお、具体的な手続は、代理人（行審法第13条第４項）を通じて行われる場合がある。 

ウ 処分庁等 

    処分庁又は不作為庁であり、審査請求の相手方（訴訟における被告に相当）となる（第１編第

２章「１ 審査請求の手続に関係する部署（職員）」（１）（6 ページ）参照）。 

（２）総代 

   多数人が共同して審査請求をしようとするときは、３人を超えない総代を互選することができる

とされている（行審法第11条第１項）。総代は、共同審査請求人全員の代表であり、審査請求の取下

げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる権限を有している。総代が選任さ

れたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する行為を行うこととなり、また、

共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、１人の総代に対してすれば足りるものとさ

れている（行審法第11条第３項・第４項）。 

   総代の選任については、総代の性質から、原則として全員の同意（総代の解任の場合は、当該総

代以外の全員の同意）を要すると解される。総代の資格を証明する書面〔様式例第８号〕を確認す

る際は、この点に注意する必要がある。なお、総代を解任した場合も書面による届出が必要である

（行審令第○条）〔様式例第８号〕。 

   また、審理員は、審理手続を円滑に行うため必要と認めるときは、総代の互選を命ずることがで

きる（行審法第11条第２項）。総代互選命令の方法については、法令上特に規定はないが、一定期間

〔図２－①〕
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内に総代を互選することを命じる旨の命令書〔様式例第９号〕を共同審査請求人全員に交付するこ

とにより行う。この場合の具体的な期限の設定については、個々の事案に応じて判断されることと

なるが、一般には、２週間程度の期間が目安になるものと考えられる。 

   審理員から総代の互選を命じられた共同審査請求人は、総代を互選の上、審理員にこれを通知す

る〔様式例第10号〕。共同審査請求人が命令に従わないときは、当該審査請求は、不適法な審査請求

となるが、この場合の対応は、本章「１ 総則的な留意点」（２）（41ページ）のとおりである。 

（３）参加人 

ア 利害関係人が参加の許可を求める場合 

（ア）参加の許可申請 

     利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる（行審法第13条

第１項）。この利害関係人とは、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に

照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者であり（同項）、具体的には、次の

ような者が該当すると考えられる。 

 

表 7 利害関係人の具体例 

審査請求人と

利害が共通す

る者 

○原処分によって不利益を被る者 

（例）審査請求人とともに審査請求に係る処分の相手方となった者 

   開発許可等の許認可によって不利益を被る近隣住民 

○不作為に係る申請が認容されることにより、利益を受ける者 

（例）審査請求人と共同で不作為に係る申請をした者 

審査請求人と

利害が相反す

る者 

○原処分の取消し又は変更によって不利益を被る者 

（例）処分の相手方以外の者が審査請求人である場合の当該処分の相手方 

   許認可等の取消処分の取消しによって不利益を被る近隣住民 

○不作為に係る申請が認容されることにより、不利益を被る者 

（例）開発許可等の許認可によって不利益を被る近隣住民 

 

     利害関係人による審査請求への参加の許可申請については、法令上特段の規定はないが、申

請者に対し、審査請求に係る処分等の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有す

ることについて説明を記載した申請書〔様式例第 12 号〕を審理員に提出するよう求めることと

する。 

     審査請求への参加の許可申請があった場合には、審理員は、公正な手続の下での国民の権利

利益の救済を図るという法の趣旨を踏まえ、利害関係人に該当すると認められるときは、一般

に、参加を許可することが適当である。しかし、利害関係人に該当する場合であっても、総代

の互選を命じた（行審法第11条第２項）後、一部の共同審査請求人が審査請求を取り下げた上

〔図２－④〕
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で利害関係人として審査請求への参加を求めるなど総代制度の潜脱となるような場合や、参加

の許可申請が多人数に上るため全ての者に参加を認めるといたずらに審理の遅延を来すおそれ

があるなど簡易迅速かつ公正に審理を行う観点から支障が生ずると認められる場合には、許可

しないことも許容される。 

（イ）申請者に対する通知 

     審理員は、法令上の規定はないが、申請者に対する当該審査請求手続への参加の許可の結果

を文書により通知する。当該通知は、主文、理由、申請者の氏名又は名称及び住所又は居所（法

人にあってはさらに代表者の氏名）、代理人の氏名並びに決定の年月日を記載した書面をもって

行う〔様式例第13号〕。 

イ 審理員が利害関係人に参加を求める場合 

    審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを

求めることができる（行審法第13条第２項）〔様式例第14号〕。具体的にどの範囲の利害関係人に

参加を求めるかについては、簡易迅速かつ公正に審理を行う観点から、審理員において適切に判

断する必要があるが、審査請求が処分の相手方以外の第三者からされたものである場合には、当

該処分の相手方の参加を求めるべきである。 

    なお、審理員が審査請求への参加を求めた場合には、その承諾を要することなく、参加人とし

ての地位を有することになると解されるが、参加の求めを受けた者が代理人によって参加するこ

とを希望する場合には、上記（１）アと同様に、代理人の資格を証する書面の提出を求める。 

ウ 参加の取下げ 

    参加人は、参加の取下げをすることができる。 

    参加の取下げの方式については、法令上の規定はないが、後でその真正性について争いが生じ

ないよう、審査請求の取下げと同様に、参加人（参加人が法人等であるときは代表者又は管理人、

代理人によって取下げをする場合には代理人）からの書面〔様式例第16号〕に加え、押印や署名

を求めるなどの対応をとることが望まれる。また、代理人によって取下げをする場合は、参加人

から特別の委任を受けていることが必要である（行審法第13条第４項）。 

エ 参加の取消し 

    審理員は、参加を許可し又は参加を求めた後において、当該参加人が利害関係人でなくなった

場合や著しく審理に支障があると認める場合など、当該参加人が引き続き審査請求に参加するこ

とが適当でないと認める場合には、当該参加（の許可）を取り消すことができる。 

オ 審理関係人に対する手続 

    審理員は、参加人が審理手続に参加することになったとき、又は参加の取下げ若しくは取消し

があったときは、その旨を、他の審理関係人に通知する〔様式例第15号・第17号〕こととする。 

    なお、審理員は、参加人が審理手続に参加したときは、審査請求書の写しを送付するとともに、

既に弁明書や反論書が提出されている場合には、当該書面の写しを送付する。 

〔図２－②〕
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（４）審理関係人以外の関係者 

以上の審理関係人のほか、審理手続を進める過程で、審理員の求めに応じ、次のような者が審査

請求の審理手続に関係する場合がある。 

  ① 審理に必要な書類その他の物件を提出する当該物件の所持人（本章「８ 書類その他の物件の

提出要求」（65ページ）参照） 

  ② その知っている事実を陳述する参考人（本章「10 その他の審理手続」（71ページ）参照） 

  ③ 鑑定を行う鑑定人（本章「10 その他の審理手続」（71ページ）参照） 

  ④ 検証を行う場所を所有・管理する者（本章「10 その他の審理手続」（71ページ）参照） 
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３ 処分庁等への審査請求書の送付及び弁明書の提出 

（１）審査請求書の送付 

   審理員は、審査庁から審理員として指名されたときは、処分庁等が審査庁である場合を除き、直

ちに、処分庁等に審査請求書を送付しなければならない（行審法第29条第１項）。 

   なお、行審法上は想定されていないが、実務上、審理員が審査請求書に不備があると認める場合

が生じたときは、審理員は、審査請求人に不備のあった内容について確認するなどにより、不備を

補足しつつ、審理を進めるべきである。確認等を行った結果、不適法であることが明らかとなった

場合には、本章「１ 総則的な留意点」（２）（41 ページ）と同様に、審理手続を終結する。ただし、

審理員が審査請求書に不備があると認めた時点で、行審法第９条第１項の規定による審理員を指名

した旨の通知がまだ発出されていない場合には、運用上の取扱いとしては、審理員が形式審査担当

職員に審査請求書を返戻して再審査を促すことも許容されると考えられる。 

（２）弁明書の提出要求 

   審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に弁明書の提出を求めることとなる（行審法第29条第

２項）。「相当の期間」とは、社会通念上当該書面を作成するのに必要とされる期間であり、審理の

迅速化の要請も考慮しつつ、当該審査請求に係る処分の性質等に応じた適切な期間を設定する必要

がある。具体的な期間については、個々の事案に応じて判断されることとなるが、一般には、２～

３週間程度の期間が一つの目安になるものと考えられる。 

   弁明書の提出要求を行う時期については、法令上の規定はないが、審理員の指名を受けた後遅滞

なく行うべきであり、審査請求書の送付の際に弁明書の提出を求める書面〔様式例第28号〕を添付

することが効率的であると考えられる。ただし、審査請求書の送付は「直ちに」行わなければなら

ないことから、弁明書の提出要求のために審査請求書の送付が遅延することは許されず、弁明書の

提出要求の準備（「相当の期間」の設定等）に時間を要する場合には、審査請求書の送付とは別に行

うこととなる。 

   弁明書の提出要求に当たっては、審理の迅速性を確保するため、処分の理由となる事実を証する

書類その他の物件の提出（行審法第32条第２項）を提出すべき相当の期間（同条第３項）を定め、

併せて通知することが望ましい（本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（１）（63ページ）

参照）。 

   なお、「相当の期間」内に弁明書が提出されない場合は、更に期間を定めて、当該期間内に弁明書

が提出されない場合は審理手続を終結することがある旨（行審法第41条第２項）を記載した書面〔様

式例第57号〕により弁明書の提出を求めることが適当である。 

（３）弁明書の記載事項等 

ア 処分についての審査請求に対する弁明書 

    処分についての審査請求に対する弁明書には、「処分の内容及び理由」を記載しなければならな

い（行審法第29条第３項）。これは、審理員が当該処分が違法又は不当でないかを判断するために、

〔図２－⑤⑥〕

〔図２－⑦〕
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また、審査請求人及び参加人が処分庁の主張に対して有効かつ適切な反論をするために必要であ

るためである。 

    この趣旨に照らし、弁明書の記載の程度は、抽象的・一般的なものでは不十分であり、審理員

等が処分の内容及び理由を明確に認識し得るよう、根拠となる法令の条項を示してその内容を明

示した上で、当該処分要件に該当するその原因となる事実が明示されている必要がある。審査基

準（行政手続法第５条）や処分基準（行政手続法第12条）を公にしている場合には、これらの基

準の適用関係についても明示する必要がある〔 高裁平成23年６月７日第三小法廷判決・民集第

65巻４号2081頁参照〕。なお、弁明書に併せて当該事実を証する書類その他の物件を提出する（行

審法第32条第２項）場合には、当該提出物件との対応関係が分かるように記載されることが望ま

しい。 

    また、審査請求書等に処分が違法又は不当であることを理由付ける具体的な内容が記載されて

いる場合には、処分が違法又は不当のいずれでもないことの根拠となる事実も、「処分の内容及び

理由」に含まれるものとして、記載されなければならない。 

    一方、処分時においても、原則として、処分の内容及び理由を示さなければならないことから

（行政手続法第８条、第14条）、処分の決定書における理由の記載が、上記の程度に明示されてお

り、弁明書の提出時点で処分段階の説明に更に付記する事項がない場合には、例えば、弁明書に

処分の決定書を添付し、弁明書は、「処分の決定書に記載のとおり」等と記載することも可能であ

ると考えられる。 

イ 不作為についての審査請求に対する弁明書 

    不作為についての審査請求に対する弁明書には、「処分をしていない理由並びに予定される処分

の時期、内容及び理由」を記載しなければならない（行審法第29条第３項）。 

    「処分をしていない理由」の記載に当たっては、当該申請がどのような処理の段階にあるかと

いった審査の進行状況を明示し、審査に時間を要する事情が生じていれば当該事情を明らかにす

るなどして、処分をするまでに至っていない原因となる事実を記載する必要がある。このため、

例えば「業務の輻輳による遅延」といった抽象的な記載は適当ではない。 

    「予定される処分の時期」とは、弁明書の提出時点における時間的な観点からの予定時期であ

り、例えば、「標準処理期間どおりにいけば、○月△日ぐらいであるが、本件の場合は□日程度遅

れる見込み」といった記載が考えられる。なお、「未定」等の予定時期を示さない記載は可能な限

り避けるべきである。 

    「予定される処分の内容及び理由」とは、弁明書の提出時点において予定されている処分の内

容及び理由であり、処分についての審査請求についての弁明書における「処分の内容及び理由」

と同様に、審理員等が予定される処分の内容及び理由を明確に認識し得るものであることが必要

であるが、いまだ処分をしていない段階であるため、審査の進行状況等によっては、具体的に記

載することが困難な場合も考えられる。このような場合は、その時点でできる限り具体的な記載
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をすることが求められるが、状況により「内容及び理由」を明示できない場合は、これを明示で

きない理由を記載する必要がある。 

（４）弁明書に添付する書面 

   審査請求に係る処分が不利益処分である場合には、原則として、行政手続法に基づく聴聞又は弁

明の手続を経て当該処分が行われており（行政手続法第13条）、行政庁には、聴聞が行われた場合は、

聴聞主宰者から聴聞調書及び報告書が提出され（同法第24条第１項及び第３項）、また、弁明の手続

を経た場合は、通常、処分の相手方となるべき者から弁明書が提出されている（行政手続法第29条

第１項）。処分庁は、当該不利益処分について上記の聴聞調書及び報告書又は弁明書を保有している

場合には、当該書面を上記（１）の弁明書に添付しなければならない（行審法第29条第４項）。 

   なお、これらの書面は、審査請求人及び参加人による閲覧等の対象であり、この閲覧等の請求が

あった場合は、審理員は、当該閲覧等について処分庁の意見を聴かなければならない（行審法第38

条）ことから、運用上、書面の提出時に、審査請求人等による閲覧等の可否についての意見を聴い

ておくことが効率的であると考えられる。その場合、具体的な方法としては、これらの書面を提出

する際に、審査請求人等による閲覧等の可否についての意見及びその理由を併せて提出〔様式例第

28号・第29号〕するよう求めることが考えられる。 

（５）弁明書の記載内容等に問題がある場合の審理員の対応 

ア 記載する必要がある事項が記載されていない場合 

    この場合は、適法な弁明書の提出があったとはいえないので、審理員は、処分庁等に対して、

適法な弁明書を提出するよう、再度要求を行う。なお、提出期限については、 初の弁明書の提

出要求の際に付した「相当の期間」の 終日とすることが適当であると考えられる。提出期限内

に弁明書が提出されない場合の対応は、本節（２）のとおりである。 

イ 記載内容が不十分である場合 

    審理員は、審査請求人等が有効かつ適切な反論を行う機会を確保する観点から、記載内容が不

十分であると判断する箇所を指摘した上で、当該箇所を修正した弁明書の再提出を求める（提出

期限は上記アに準ずる。）ことが望ましい。処分庁等がこれに応じない場合は、審理員は、処分庁

等への質問（行審法第36条）により、その内容を確認することとする。 

（６）弁明書の審査請求人及び参加人への送付 

   処分庁等から弁明書が提出されたときは、審理員は、弁明書を審査請求人及び参加人に送付しな

ければならない（行審法第29条第５項）。送付は提出後速やかに行うべきであり、審理の迅速性を確

保するため、反論書等に係る手続と併せて行うことが効率的であると考えられる（後述「４ 反論

書・意見書」（１）（49ページ）参照）。 
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４ 反論書・意見書 

  審査請求人は、弁明書に対する反論書を、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見書を、それ

ぞれ提出することができ、審理員は、これらの書類を提出すべき相当の期間を定めることができる（行

審法第30条）。これは、簡易迅速かつ公正な審理のためには、審理関係人の主張内容が審理の冒頭に明

らかになっていることが望ましいことから、その主張の内容を記載した書面の提出手続を整備したも

のであり、審理の遅滞を防ぐ観点から、審理員に、その提出期限の設定権限を与えたものである。こ

のような趣旨を踏まえ、審理員は、提出期限を定めてこれらの書面の提出を審理関係人に促すことが

望ましい。 

（１）提出手続 

ア 反論書等の提出についての通知 

    反論書及び意見書については、審理員が、審査請求人及び参加人に弁明書を送付する際に、 

   ① 審査請求人には弁明書に対する反論書を提出することができること 

   ② 参加人には審査請求に係る事件に関する意見書を提出することができること 

   を、提出すべき相当の期間を定めてそれぞれ通知し、これらの提出を促すことが効率的であると

考えられる。 

    具体的には、当該弁明書の送付の際に反論書等の提出期限等を記載した書面〔様式例第30号〕

を添付するという方法が考えられる。「相当の期間」とは、社会通念上当該書面を作成するのに必

要とされる期間であり、審理の迅速化の要請も考慮しつつ、審査請求に係る処分の性質や、審査

請求人等の状況も踏まえ適切な期間を設定する必要がある。具体的な期間については、個々の事

案に応じて判断されることとなるが、一般には、２～３週間程度の期間が一つの目安になるもの

と考えられる。 

    この通知に当たっては、審理の迅速性を確保するため、証拠書類又は証拠物（行審法第32条第

１項）を提出すべき相当の期間（同条第３項）を定め、併せて通知することが望ましい（本章「７ 

審理関係人による証拠書類等の提出」（１）（63ページ）参照）。 

    なお、提出期限内に反論書や意見書が提出されない場合において、審理に当たって審査請求人

や参加人の主張を把握する必要があると認めるときは、更に期間を定めて、当該期間内に反論書

等が提出されない場合は審理手続を終結することがある旨（行審法第41条第２項）を記載した書

面〔様式例第57号〕により、反論書や意見書の提出を促すことが適当であると考えられる。 

イ 反論書及び意見書の処分庁等への送付 

    審理員は、反論書が提出されたときは参加人及び処分庁等に、意見書が提出されたときは審査

請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない（行審法第30条第３項）。送付は、提出

後速やかに行うべきである。 

（２）留意点 

   反論書において、弁明書に記載された事項とは直接関連のない新たな主張がなされた場合も、当

〔図２－⑧〕
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該主張が処分の内容又は理由についての主張（反論）であれば、適法な反論書として取り扱う必要

がある。 

   なお、行審法上、反論書等に対する審理関係人の再反論の手続は特に設けられていないが、審理

員は、提出された反論書や意見書の内容を精査し、審査請求の結論に影響を与え得る新たな主張や

事実が提示された場合は、審理関係人への質問（行審法第36条）として、書面等で当該主張に対す

る見解や当該事実の認否を質問するなどにより、他の審理関係人の反論の機会を付与する必要があ

る。 
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５ 争点の整理等 

（１）争点の把握・整理 

ア 争点等の把握 

    行審法における審理手続は、審査請求人と処分庁等（及び参加人）が主張及び証拠を提出し、

これを基に審理員が意見書を作成するという構造をとることから、審理員には、これを迅速に行

うため、審理を計画的に進めることが求められる。 

    このため、審理員は、審査請求人の主張については審査請求書及び反論書を、処分庁等の主張

については弁明書を、参加人の主張については意見書を、それぞれ精査し、当該事案の争点、す

なわち、審理関係人の間で主張が対立している事項を把握する。あわせて、審理関係人が主張し

ていないが、処分等の当否を判断する上で審理が必要な事項の有無についても確認を行う。 

イ 争点等の整理 

    審理員は、審理関係人から提出されている上記アの各種書面や証拠書類等を精査し、争点につ

いての審理関係人の主張の内容及び対立点、これらの主張がどのような根拠によりなされている

かということを整理する。 

    また、審理員は、それぞれの主張の内容やそれを根拠付ける資料の有無等、その後の審理によ

り確認する必要がある事項の有無を検討する。審理員は、その後の審理手続において、これらの

事項が明らかになるよう、審理を進めることとなる。 

（２）審理計画の作成 

   審理員は、（１）イの検討結果により明らかとなった争点等について、その審理手続の進行に資す

るよう、どのような審理手続をどの時期に行うかを整理し、審理手続の実施時期等を具体化した審

理計画を作成する。これは、法定の手続ではないが、これにより、計画的な審理手続を進行するこ

とが可能になることから、作成することが望ましい。ただし、上記（１）の結果、その後の審理手

続の必要性が少ない場合にまで、この審理計画を作成することを求めるものではない。 

   審理員は、審理計画を作成したときは、後述（３）ウに準じて審理手続の予定時期等を遅滞なく

審理関係人に連絡し、審理手続の実施について協力を求めることが望まれる。 

（３）審理手続の計画的遂行（審理手続の申立てに関する意見聴取） 

   審理員は、事件が複雑であることその他の事情により審理手続を計画的に遂行する必要があると

認める場合に、審理関係人から審理手続の申立てに関する意見（審理手続（表８ 申立てに関する

意見聴取を行う審理手続（53ページ）参照）の申立ての意向の有無、申立ての内容及び理由等）を

聴取することができ（行審法第37条第１項）、審理関係人が遠隔地に居住している等の場合は、電話

により意見聴取を行うことができる（同条第２項）。「その他の事情」としては、例えば、審査請求

の趣旨及び理由にあいまいな部分があるため、その後とるべき審理手続を決定することができない

場合などが考えられる。 

   これは、複雑な事件であったり、審理関係人の主張内容があいまいであるなどの事情により、（１）

〔図２－⑨〕

〔図２－⑨〕

〔図２－⑩〕
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の検討のみでは、その争点等を正確に把握・整理することが困難であり、あるいは審理手続の必要

性や順序について的確に判断できず審理計画が策定できない場合に、どの審理手続をどのような順

序で実施するかということを定めるため、審理員に、審理関係人を招集し、意見聴取を行う権限を

与えたものである。簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理手続は計画的に進めることが求

められる（行審法第28条）ことから、審理員は、上記の場合における争点整理等、この意見聴取手

続を活用して計画的に審理を行うことが望まれる。 

   また、審理員は、この意見聴取手続を行ったときは、その後の審理手続が計画的になされるよう、

遅滞なく、審理手続の期日及び場所と、審理手続の終結予定時期を決定し、これらを審理関係人に

通知することとされている（行審法第37条第３項）。 

ア 意見聴取の実施 

（ア）審理関係人を招集して行う聴取 

     審理員は、招集を求める審理関係人の都合等を事前に聴取して日程調整を行った上で、期日

及び場所を指定し、当該審理関係人に通知する〔様式例第33号〕。なお、口頭意見陳述とは異な

り、審理関係人全員を招集する必要はなく、審理員が必要と認める範囲で招集を行えばよい。 

     意見聴取の期日における具体的な進行方法については、個々の事案に応じ、審理員が適切に

判断すべきであるが、典型的には、以下のような手順で進められることが想定される。 

    ① 出席者の確認 

      審理員は、出席者に対して、身分証明書の提示を求める等により、当該出席者が審理関係

人であることについて確認を行う。なお、出席者以外の者による傍聴希望があった場合は、

口頭意見陳述における取扱い（本章「６ 口頭意見陳述」（３）ア（59 ページ）参照）も参考

にしつつ、審理員が適宜判断する。 

② 注意事項の説明 

      審理員は、意見聴取手続の冒頭において、手続における注意事項についての説明を行うも

のとする。想定される事項は、審理の妨げとなる発言等を制限することがあること、録音・

撮影を禁止すること、電話の発着信等を禁止すること、その他審理員の指示に従うこと等が

考えられる。また、審理関係人の発言内容を公にすることは、その後の審理関係人の発言を

萎縮させ、審理手続の迅速かつ適切な進行を妨げるおそれもあることから、必要に応じ、意

見聴取手続の内容をみだりに公にしないよう要請することも想定される。 

    ③ 審理関係人からの意見聴取 

      審理員は、招集した審理関係人から、以下の審理手続の実施について申立て（行審法第 32

条に規定する証拠書類等の提出」については提出）を行う意向があるか否かを聴取するとと

もに、これらの意向がある場合には、その内容及び理由を聴取する。複数の審理関係人を招

集した場合には、審理員が聴取順を定めて、順次聴取を行う。 
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表 8 申立てに関する意見聴取を行う審理手続 

審理手続 根拠条文 本章における参考ページ 

・口頭意見陳述 行審法第31条 「６ 口頭意見陳述」（55ページ） 

・証拠書類等の提出 行審法第32条 「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」

（63ページ） 

・物件の提出要求 行審法第33条 「８ 書類その他の物件の提出要求」（65ペー

ジ） 

・審理関係人に対する質問 行審法第36条 「９ 審理関係人への質問」（68ページ） 

・参考人の陳述及び鑑定 行審法第34条 「10 その他の審理手続」（71ページ） 

・検証 行審法第35条 「10 その他の審理手続」（71ページ） 

       

    ④ 審理員による出席者に対する質問 

      審理員は、争点及び証拠の整理のため、必要に応じ、審理関係人への質問（行審法第 36 条）

により、出席した審理関係人に対し質問を行う。この際、審理関係人の対応が必要な手続に

ついては対応が可能な日程、証拠書類等の提出については提出が可能な時期など、その後の

審理計画の検討に当たって必要な事項についても、併せて質問を行うことが効率的である。 

      また、出席した審理関係人から他の審理関係人に対する質問の意向が示された場合には、

口頭による審理関係人への質問の申立てとして取扱い、争点等の整理のため適当と認める場

合には、適宜質問を行う。 

    ⑤ 秩序維持 

      意見聴取の際の秩序維持については、法令上の規定はないが、審理員は、審理関係人が争

点についての主張を行うなど、意見聴取の趣旨に照らし相当でないと認める場合は、その発

言を制限するなど、秩序維持のため必要な措置をとることが適当である（本章「６ 口頭意

見陳述」（３）の秩序維持についての記載（61 ページ）も参考とされたい）。 

    ⑥ 意見聴取の終了 

      以上の意見聴取及び質問を終えた場合は、審理員は、意見聴取を終了する旨を宣言するこ

とにより、意見聴取手続を終了する。 

（イ）電話による聴取 

     審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、審理員

及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法、すなわち、電話による通

話の方法により、審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる（行審法第37条第

２項）。「その他相当と認める場合」としては、審理関係人が出席を望まない場合や、審理員が

当該審理関係人と一対一で通話することにより目的を達することができる場合などが考えられ
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る。 

     電話による意見聴取の具体的な進行方法については、個々の事案に応じ、審理員が適切に判

断すべきであるが、典型的には、以下のような手順で進められることが想定される。 

    ① 通話者等の確認 

      審理員は、まず、本人確認のため、通話者及び通話先の場所を確認する。 

    ② 審理関係人からの意見聴取 

      審理員は、通話者の審理関係人から、上記（ア）③と同様に意見聴取を行う。 

    ③ 審理員による通話者に対する質問 

      審理員は、争点及び証拠の整理のため、必要に応じ、上記（ア）④と同様に、審理関係人

への質問（行審法第 36 条）により、通話者の審理関係人に対し質問を行う。 

    ④ 意見聴取の終了 

      以上の意見聴取及び質問を終えた場合は、審理員は、意見聴取を終了する旨を通話者に伝

え、意見聴取手続を終了する。 

イ 審理予定の決定 

    審理員は、意見聴取を行ったときは、その結果を踏まえ、遅滞なく、上記（２）と同様に、ど

のような審理手続をどの時期に行うかを整理して、審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終

結予定時期を決定する。決定するまでの具体的な期間は、個々の事案によって異なることとなる

が、迅速に審理を進める観点から、可能な限り、数日中に決定するよう努めるべきである。 

ウ 審理関係人への通知 

    審理員は、上記イにより決定した各審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結予定時期を

審理関係人に通知する〔様式例第34号〕。ただし、意見聴取の期日においてこれらを決定し、審理

関係人に通知することが可能である場合には、出席した審理関係人に対しては、口頭で通知する

ことも可能である。 

    なお、通知する際には、証拠書類等の提出や書類その他の物件の提出については、これらを提

出すべき相当の期間の終期（物件の提出要求については、これに併せて提出を求める時期）を通

知する。 

（４）記録の作成 

   審理員は、意見聴取を行ったときは、遅滞なく、当該手続の記録を作成する。 

   具体的には、審理関係人から聴取した意見の要旨のほか、審理員が質問を行ったときは当該質問

及びそれに対する回答の要旨、その場で審理手続の期日等を決定した場合にはその決定内容を記録

する。様式の例としては〔様式例第70号〕のとおり。 

  

 

- 55 - 

６ 口頭意見陳述 

  行審法は、審査請求人及び参加人に主張する機会を十分に与えるため、書面主義の例外として、口

頭意見陳述の機会を設けており、充実した審理とするため、申立人による処分庁等への質問を認め、

全ての審理関係人を招集してさせるものとしている（行審法第31条）。口頭意見陳述の大まかな事務手

続の流れは以下の図のとおり。 

 

図 4 口頭意見陳述の大まかな事務手続の流れ 
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〔図２－⑪〕
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口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない（行審法第31条第

１項）。申立ての方式や時期についての法令上の規定はないが、審理手続の円滑な進行を図る観点

からは、一般には、書面〔様式例第35号〕の提出を求めることが適当であると考えられるが、審

理手続の申立てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」（３）（51ページ）参照）等の場で

意見陳述の希望が示されたといった場合には、その場で内容等を確認した上で、口頭による申立

てとして処理することが望ましいと考えられる。 

    ただし、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると

認められる場合は、当該意見を述べる機会を与える必要はない（行審法第31条第１項ただし書）。

具体的には、申立人が矯正施設に収容されていて出所の見込みが相当期間ない場合など、当該審

査請求の終結予定時期までの間に申立人（代理人を含む。）が出席可能な期日が設定できる見込み

がない場合が該当するが、口頭意見陳述の機会を与えることが困難な事情の有無については、社

会通念に照らして、審理員が適切に判断する必要がある。また、この場合、審理員は、申立人に

口頭意見陳述を実施しない旨通知する〔様式例第37号〕。なお、社会通念上、意見を述べる機会を

与えることが困難であるとは必ずしもいえないにもかかわらず、審理員が口頭で意見を述べる機

会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手続上の瑕疵を理由とし

て取り消される可能性がある。 

    なお、これは審査請求人又は参加人に繰り返し口頭意見陳述を行う権利を付与するものではな

いことから、口頭意見陳述を申し立てて意見を陳述した者が、再度口頭意見陳述を申し立てた場

合であっても、これに対応する必要はない。ただし、審理員が特に必要性を認める場合に、再度

口頭意見陳述を実施することを妨げるものではなく、具体的には、口頭意見陳述の後に審理員が

交代し、交代後の審理員が口頭意見陳述の実施の必要性を認める場合等が考えられる。 

イ 他の審査請求人等への確認 

    口頭意見陳述は全ての審理関係人を招集して行う必要がある（行審法第31条第２項）が、口頭

意見陳述に際して、申立人以外の審査請求人又は参加人は、法律上、申立人のように審査請求に

係る事件に関する意見を述べる機会や処分庁等に対して質問を発する権利が付与されるものでは

ない。 

    このため、口頭意見陳述の期日における審理を充実かつ効果的なものとするとともに、審理手

続の円滑な進行を図る観点から、口頭意見陳述の申立てがあった場合には、申立人以外の審査請

求人及び参加人に対しても、申立人との上記の相違を説明した上で、口頭意見陳述の申立ての有

無を確認し、必要に応じて申立てをするよう促す。これは、口頭意見陳述の期日等についての審

理関係人の都合を照会する（後述（２）ア（ア）参照）ことに併せて行うことが効率的であると

考えられる。 

ウ 補佐人帯同の許可申請 

    口頭意見陳述の申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる（行審
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法第31条第３項）。この補佐人とは、申立人が外国人である等の場合に当該申立人の陳述の補佐を

する者に加え、自然科学的・人文科学的な専門知識をもって審査請求人等を援助する第三者や、

申立人が法人の場合における当該法人の事務担当者も含まれる。補佐人帯同の許可申請は、補佐

人の氏名、住所、補佐人を必要とする理由等について記載した書面にて行わせる〔様式例第36号〕。

また、補佐人帯同の許可申請がない場合であっても、口頭意見陳述の当日に申立人が補佐人を帯

同した上で、その許可を申請するという事態を避ける観点から、事前に補佐人帯同の意向の有無

等を確認し、必要に応じ許可を申請させることが望ましい（事前に申請がなく、口頭意見陳述の

当日に申立人が補佐人を帯同した場合の対応は本節（３）（59ページ）を参照。）。 

    補佐人の帯同を許可するか否かは、審理員の判断に委ねられるが、申立人の精神的・身体的状

況等から判断して、審理を進める上で適当と認められる場合には、当然に許可をすべきものと考

えられる。 

    なお、法律上、申立人以外の審査請求人及び参加人については、補佐人とともに出席する権利

は認められていないが、口頭意見陳述に際して審理員から質問がされる場合も考えられることか

ら、運用上の取扱いとしては、申立人の場合と同様に、補佐人の出席を認めることが適当である。

そのため、口頭意見陳述を行う場合には、これらの申立人以外の審査請求人及び参加人に対して

も、補佐人帯同の有無を確認し、法人である審査請求人等が事務担当者の出席を希望するような

場合には、必要に応じてこれを認めることが必要である。 

    これらの確認等は、口頭意見陳述の期日等についての審理関係人の都合を照会する（後述（２）

ア（ア）参照）ことに併せて行うことが効率的であると考えられる。 

（２）口頭意見陳述の期日及び場所 

ア 期日及び場所の指定に係る手続 

（ア）期日等の調整 

     口頭意見陳述は、全ての審理関係人を招集して行うものである（行審法第31条第２項）こと

から、審理員は、全ての審理関係人が出席することが可能な期日及び場所を指定することが求

められる。 

     このため、審理員は、審理関係人の都合等を事前に聴取して日程調整を行い、招集を求める

者の人数等に応じた適切な場所（部屋）を確保した上で、期日及び場所を指定する。なお、全

ての審理関係人が特段の問題なく出席することができる期日等を調整することができない場合

には、申立人以外の審査請求人又は参加人の一部について、現実的には出席が困難な期日等を

指定することもやむを得ないものと考えられるが、その場合であっても、可能な限り多くの審

理関係人が出席可能な期日等を設定するよう努めるべきである。 

（イ）期日等の通知 

     期日及び場所を決定したときは、審理員は、審理関係人に対して、期日及び場所を通知し〔様

式例第37号〕、出席を求めることとする。補佐人帯同の許可申請がされている場合は、その結果
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も併せて通知する。 

     指定した期日及び場所に申立人以外の審査請求人又は参加人が出席しない場合であっても、

口頭意見陳述を実施することは可能であり、改めて口頭意見陳述の機会を与える必要はない。

なお、申立人が口頭意見陳述に正当な理由なく出席しない場合は、審理手続を終結させること

ができる（行審法第41条第２項第２号）こととなっており、このことは、申立人に対する期日

等の通知において、併せて記載し、注意喚起を行うものとする。 

（ウ）遠隔地に所在する審査請求人又は参加人への対応 

     審査請求人又は参加人が遠隔地に所在している等の事情により、審査庁に赴くことが困難で

ある場合は、これらの者の利便性の高い場所を口頭意見陳述の開催場所として指定し、審理員

が当該開催場所に赴くという方法といった、遠隔地に所在する審査請求人又は参加人の利便性

に配慮した対応をとることも可能である。 

イ 口頭意見陳述の会場の準備 

    上記アにより指定した場所に口頭意見陳述の会場を設置する。この設置方法は、典型的には、

以下の図のようなものとなることが想定される。なお、記録要員等を陪席させる場合は、以下の

図とは別のテーブルを設置し、これを使用させる。また、録音に必要となる機材も準備する。 

 

        図 5 口頭意見陳述会場の配置（例） 
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   ○ ○ ○    

         

審査請求人Ａ ○      ○  

代理人Ａ ○      ○  

      ○ 処分庁等 

審査請求人Ｂ ○      ○  

補佐人Ｂ ○      ○  

             

   ○○

 

○○

 

○○   

   参
加
人
Ａ 

補
佐
人
Ａ 

 

参
加
人
Ｂ 

代
理
人
Ｂ 

 

参
加
人
Ｃ 

補
佐
人
Ｃ 

   

 

    このほか、準備作業として想定されるものとしては、出席者の入館事前登録手続（庁舎管理上

必要な場合）や、出席者を会場まで案内する要員を配置すること等が考えられる。また、事案に

よっては、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（庁舎管理者（審理手続を庁舎外で実施してい

る場合は当該施設の管理者）との連携等）についても検討する必要がある。 
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（３）口頭意見陳述の実施 

ア 出席者の確認 

    審理員は、口頭意見陳述手続に先立ち、出席者の確認を行う。審理員は、出席者に対して、身

分証明書の提示を求める等により、当該出席者が審理関係人又はその補佐人であることについて

確認を行う。 

また、出席者以外の者が会場に現れた場合については、審理員が適宜対応を行うこと。なお、

出席者以外の者として想定されるものは、以下のとおり。 

（ア）事前に申請のない補佐人 

     補佐人帯同の許可申請の時期や方式については法令上の定めはないので、口頭意見陳述の当

日に申立人が補佐人を帯同し、出席の許可を求める場合も想定される（上記（１）ウ参照）。こ

の場合には、記載例を示してその場で申請書の作成を求める等により申請の手続をとらせた上

で、速やかに可否について判断する。 

（イ）申立人の介助者 

     申立人の精神的・身体的状況から判断し、介助者が必要であると判断される場合は、介助者

に対して、口頭意見陳述に立ち会うことを認めることは可能である。ただし、補佐人でない介

助者は、当該事件に関して発言その他一切の行為を行うことはできない。 

（ウ）総代以外の共同審査請求人 

     総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する

行為をすることができる（行審法第11条第４項）ことから、これらの者は口頭意見陳述におい

て発言することはできない。ただし、これらの共同審査請求人が口頭意見陳述への陪席（傍聴）

を希望する場合には、審理員の判断により、その陪席（傍聴）を認めることは妨げられない。 

（エ）その他の者（申立人の支援者、マスコミ関係者等） 

     口頭意見陳述では、個々の国民の権利義務に関わる処分等の違法・不当が争われるという性

質上、個人情報等を取り扱うことが想定されることに加え、充実かつ効果的に審理を行うこと

が求められることから、一般には、口頭意見陳述を公開で行うことは望ましいものではないと

考えられる。個々の事案に応じ、審理員の判断により、口頭意見陳述を公開とし、その他の者

の傍聴を認めることも可能であるが、その際には、審理関係人の意向も確認した上で判断する

必要がある。また、この場合においては、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（本節（２）

イ参照）についても検討しておく必要がある。 

イ 手続の進行 

    審理員は、以下により、口頭意見陳述の手続を進行する。 

（ア）注意事項の説明 

     審理員は、口頭意見陳述手続の冒頭において、手続における注意事項についての説明を行う

ものとする。想定される事項は、審理の妨げとなる発言や、申立人による相当でない発言を制
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限することがあること、発言は要点を押さえ簡潔に行うこと、録音・撮影を禁止すること、電

話の発着信等を禁止すること、その他審理員の指示に従うこと等が考えられる。また、審理関

係人の発言内容を公にすることは、その後の審理関係人の発言を萎縮させ、審理手続の迅速か

つ適切な進行を妨げるおそれがあることから、必要に応じ、意見聴取手続の内容をみだりに公

にしないよう要請することも想定される。 

（イ）申立人の意見陳述 

     審理員は、申立人等に、審査請求に係る事件に関する意見を陳述させる。なお、不服申立人

適格や審査請求期間を徒過した正当な理由の有無などの審査請求の適法要件が問題となってい

るが、不適法であることが必ずしも明らかでないため、審理手続を経ないでする却下裁決（行

審法第24条）の対象とならず、審理手続が行われる場合には、「審査請求に係る事件に関する意

見」には、原処分の違法・不当についての意見のほか、不服申立人適格や審査請求期間を徒過

した正当な理由などの審査請求の適法性についての意見も含まれる。 

     申立人が複数存在している場合は、審理員が陳述順を定めて、順次陳述を行わせる。     

申立人の陳述中に、補佐人が適宜発言を補佐することは差し支えないが、他の出席者によるそ

の陳述を妨げる発言等（陳述に対する質問を含む。）は制限する（下記（オ）参照）。 

     審理員は、処分庁等への質問を含め、申立人の主張等の内容が出尽くした頃を見計らい、申

立人に陳述の終了を促す。申立人が陳述を終えず、事件に関係のない事項にわたり発言を始め

た場合や既に陳述された内容を繰り返すような場合は、その発言を制限し（行審法第31条第４

項）、陳述を終了させることができる（下記（オ）参照）。 

（ウ）申立人等による処分庁等への質問及び処分庁等からの回答 

     上記陳述中に、申立人が、審理員に対して、処分庁等への質問を行う許可を求めた場合は、

適宜これを許可し、処分庁等の出席者に回答させる（下記ウ参照）。 

（エ）審理員による出席者に対する質問 

     行審法上は、申立人の陳述等に対し他の審理関係人が反論・質問をする手続は特に設けられ

ていないが、審理員は、効率的かつ充実した審理を行うため、審理関係人への質問（行審法第

36条）として、他の審理関係人に対し、申立人の陳述内容及び処分庁等の回答内容についての

見解を質問し、その反論等を促す。また、審査請求の争点（本章「５ 争点の整理等」（１）（51

ページ）参照）についての審理関係人の主張を明らかにする必要があると認める場合等には、

その他の事項についての見解を質問し、その主張を聴く。さらに、これらの質問に対する審理

関係人の回答についても同様に、必要に応じ、他の審理関係人の反論等を促す。 

     また、申立人以外の審査請求人及び参加人に対し、他の審理関係人への質問を求める事項の

有無を確認し、質問を求める事項がある場合には、口頭による審理関係人への質問の申立てと

して取扱い、適宜当該質問を行うなど、効率的かつ充実した審理を行うよう努める。 
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（オ）秩序維持 

     審理員は、申立人のする陳述が、当該審査請求の事件と関係のない事項にわたる場合その他

相当でないと認める場合は、これを制限することができる（行審法第31条第４項）。その他相当

でない場合とは、意見陳述が既に陳述された内容の繰り返しに過ぎない場合や、陳述者の発言

が審理の争点に対する審理員の見解についての質疑である場合、喧噪にわたる場合などが挙げ

られる。 

     また、法令上規定はないが、審理員に上記のとおり発言を制限できる権限が与えられている

ことに鑑みれば、上記に該当しない審理手続の妨げとなる審理関係人の発言（他の陳述者の陳

述を妨げる発言（陳述に対する質問を含む）、陳述を終了した申立人や申立人以外の者が審理員

からの質問への回答以外に自らの意思で行う発言）等についても、審理員が制限することがで

きるものと解される。 

さらに、審理関係人が、上記の発言等を制限する旨の審理員の指示に従わず、その言動に照

らし、当該審理関係人を退去させることが庁舎管理等の観点からやむを得ないと認められる場

合は、審理員は、庁舎管理者（審理手続を庁舎外で実施している場合は当該施設の管理者）と

も連携し、当該審理関係人の退去等必要な措置をとる。 

（カ）口頭意見陳述の終了 

     全ての申立人の陳述が終了し、審理員が所要の質問を終えた場合は、審理員は、口頭意見陳

述を終了する旨を宣言することにより、口頭意見陳述を終了する。 

ウ 申立人等による処分庁等への質問及び処分庁等からの回答 

（ア）質問の許可 

     口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁

等に対して、質問を発することができる（行審法第31条第５項）とされている。 

     質問について、審理員の許可を要することとしているのは、質問が不当に多発され質問権が

濫用されることで、審理に混乱を来すおそれがあることに配慮したものであり、例えば、事件

に関係のない事項についての質問等相当でない質問については、これを許可しないことも許容

される。ただし、このようなおそれがない場合に、質問を許可しないことは適当でない。 

     なお、審理員が、運用上の取扱いとして、口頭意見陳述の期日における審理を効率的に進め

る観点から、申立人に対して、事前に質問内容を書面等により提出を求めることは妨げられな

いが、口頭意見陳述の期日における審理において、事前に提出されていない質問であることを

理由として、質問を許可しないことは許されない。 

（イ）処分庁等からの回答 

     申立人の質問に対しては、法律上、処分庁等の回答義務についての明示的な規定はないが、

処分庁等は審理において協力すべき責務（行審法第28条）を有しており、申立人の質問権が規

定された趣旨に鑑みれば、処分庁等が質問に対して適切に回答すべきことは当然であり、処分
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庁等の回答は、原則として口頭意見陳述の場で行われるべきである。回答に調査を要するなど

の事情によりその場で回答することが困難である場合には、後日、回答することもやむを得な

いものと考えられるが、この場合には、審理員は、回答の方法、期限等を定めて、処分庁等に

示すものとする。 

     なお、質問に回答することが守秘義務に抵触する場合は、処分庁等が回答を拒否することも

考えられるが、このような場合には、審理員は、処分庁等に対して、守秘義務に抵触しない範

囲での回答を促す等の対応をとるべきである。 

（ウ）処分庁等の出席者 

     処分庁等については、一般には、その補助機関たる職員が出席することとなり、具体的に出

席する者は処分庁等の判断に委ねられるが、申立人の処分庁等に対する質問の実効性を担保す

る観点から、原処分の担当者など、申立人が発する審査請求に係る事件に関する質問に適切に

回答し得る者を出席させる必要がある。 

     なお、処分庁等の出席者の範囲は、本来、あくまで処分庁等に所属する職員に限られるが、

運用上の取扱いとしては、例えば、出先機関の処分についての審査請求で、当該処分の前提と

なった通達の適法性が問題となっている場合のように、処分庁等の職員のみでは申立人の質問

に必ずしも適切に対応することができないと認められる場合には、質問の実効性を担保する観

点から、その上級行政庁の職員が、処分庁等の職員を補佐してともに出席することを認めるこ

ともあり得る。 

（４）記録の作成 

   審理員は、口頭意見陳述を行ったときは、遅滞なく、当該手続の記録を作成する。具体的には、

申立人の陳述の要旨のほか、申立人が処分庁等に対して質問を行ったときや審理員が質問を行った

ときは、当該質問及びそれに対する回答の要旨を記録する〔様式例第71号〕。 

なお、後日、発言内容等の詳細について確認が必要となる可能性を考慮し、ＩＣレコーダ等の録

音機材を使用して、口頭意見陳述の内容を録音しておくことが望ましい（出席者が反対する場合に

は、録音する趣旨等を説明して理解を求める等の対応をとる。）。 
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７ 審理関係人による証拠書類等の提出 

  審査請求人又は参加人は、それぞれの主張を理由付けるため、証拠書類又は証拠物を提出すること

ができる（行審法第32条第１項）。具体的には、例えば、事実を知る者がその内容を記述した書面や、

原処分の対象となった施設・場所等を撮影した写真などが挙げられる。 

  また、処分庁等は、処分が適法・相当であることを裏付けるため、当該処分の理由となる事実を証

する書類その他の物件を提出することができる（行審法第32条第２項）。具体的には、原処分の判断を

するに当たり職権で実施した調査の結果などが挙げられる。 

  ただし、審理員が、これらの書類その他の物件（以下「証拠書類等」という。）を提出すべき相当の

期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない（行審法第32条）。 

（１）提出手続 

   証拠書類等の提出時期については、法令上の規定はないが、審理の迅速性を確保するため、他の

審理手続と併せて提出期限を示すことが効率的であると考えられる。 

具体的には、弁明書の提出要求に際して、審理員が、処分庁等に対し証拠書類等を提出すべき相

当の期間（提出期限）を定めて通知し、その提出を促す（本章「３ 処分庁等への審査請求書の送

付及び弁明書の提出」（１）（46ページ）参照）。）という方法がある。また、これと同様に、提出さ

れた弁明書の送付に際して、審理員が、審査請求人又は参加人に対し反論書又は意見書とともに提

出期限を定めて通知し、証拠書類等の提出を促す（本章「４ 反論書・意見書」（２）ア（49ページ）

参照）という方法がある。 

   このほか、審理手続の申立てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」（３）（51ページ）参

照）等に際して、審理関係人に対して、証拠書類等の提出の意向の有無及び提出可能時期について

意見を聴取し、これを踏まえ、証拠書類等を提出すべき相当の期間を定めて通知する、という方法

も考えられる。 

   なお、提出期限内に証拠書類等が提出されない場合において、審理に当たってこれらを把握する

必要があると認めるときは、更に期間を定めて、当該期間内に証拠書類等が提出されない場合は審

理手続を終結することがある旨（行審法第41条第２項）を記載した書面〔様式例第57号〕により、

その提出を促すことが適当であると考えられる。 

また、証拠書類等は、審査請求人及び参加人による閲覧等の対象であることから、弁明書の添付

書類（本章「３ 処分庁等への審査請求書の送付及び弁明書の提出」（４）（48ページ）参照）と同

様に、運用上、証拠書類等の提出時に、他の審査請求人等による閲覧等の可否についての意見を聴

いておくことが効率的であると考えられる〔様式例第30号・第31号〕。 

（２）提出を受けた後の手続 

   審理員は、証拠書類等の提出を受けたときは、提出者に対して受領した旨を連絡する〔様式例第

43号〕とともに、他の審査請求人又は参加人に当該書類の閲覧等を求める（行審法第38条）機会を

保障する観点から、他の審理関係人に対し、その旨を連絡する〔様式例第32号〕ことが望ましい。

〔図２－⑦〕
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また、提出を受けた証拠書類等については、審査庁は、裁決をした後、速やかに提出者に返還しな

ければならないこととされており（行審法第53条）、返還までの間、適切に管理する必要があること

から、提出された証拠書類等が多数に及ぶ場合などは、その後の整理、特定等の便宜を考慮し、当

該証拠書類等の写しを作成することや、整理番号を付すことも考えられる。 

   なお、審理員が提出される証拠書類等の受領を裁量により拒むことはできないことから、証拠書

類等の受領を拒んで審理手続を終結した場合、行政訴訟において、当該審査請求に対する裁決が手

続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

（３）証拠書類等の提出に係る記録の作成 

   審理員は、証拠書類等に提出者、提出日時を記載した書面を添付し、記録とする〔様式例第72号〕。 

（４）その他留意点 

ア 「相当の期間」の経過後の証拠書類等提出の取扱い 

    審理員は、証拠書類等を提出すべき相当の期間を定め、かつ、その期間を経過した後には、証

拠書類等の提出を拒むことができると解されているが、提出者の故意や重大な過失によらず、提

出期間の経過後に新たな事実や証拠書類等が判明したような場合については、提出期間が経過し

ていることのみをもって、その受領を拒み、当該書類等を考慮することなく審理を終結すること

は適当でないと考えられる。 

イ 審理手続外の証拠書類等の提出の禁止 

    審理関係人が、審理員に対して、他の審理関係人にその存在を明らかにしない意図で、非公式

に証拠書類等を提出することは認められない。審理員は、審理関係人がそのような意図を明らか

にして証拠書類を提出した場合であっても、これが行審法第32条の規定により提出された証拠書

類等として取り扱われることと、審査請求人又は参加人による閲覧等の対象となることを明示し

た上で、受領することが必要である。 

ウ 提出人が早期の返還を求めた場合等の取扱い 

    提出された証拠書類等については、法律上は、裁決をするまでの間は返還する義務はないが、

審理関係人が業務上の必要その他の事情により早期の返還を求めた場合には、当該証拠書類等の

写しを作成する等により、その後の審理に支障が生じない範囲で、返還するよう努めることが望

ましい。また、当該書類等の内容等を精査した結果、その後の審理手続や行政不服審査会等への

諮問の手続において、不要であることが明らかな場合も、早期に返還することが望ましい。 

    なお、当該書類等の写しを作成した場合は、写しの作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類

等の提出者及び提出日時を当該写しに記載することとし、上記（３）の事件記録はこの写しによ

り作成することとする。 
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８ 書類その他の物件の提出要求 

  審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対

し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる（行審法第33条）。この物件とは、具

体的には、例えば、審査請求人が審査請求に係る処分の対象物である土地の占有を申し出た場合の相

手方の承諾書や、健康上の理由により営業停止処分を受けた審査請求人のカルテなどが挙げられるが、

審理関係人が所持する関係書類等も含まれる。 

また、この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる（行審法第33条）。

これは、審理関係人からの証拠書類等の提出があっても、審理員が更に物件の収集を必要と認める場

合に、その提出を求めるものである。 

（１）物件提出要求の手続 

ア 審査請求人等からの申立て 

    審査請求人又は参加人がする申立ての方式については、法令上の規定はないが、審理手続の円

滑な進行を図る観点からは、一般には、書面〔様式例第38号〕の提出を求め、その際に、その必

要性（どのような証拠を得るために物件の提出を求めるのか等）についても説明させることが適

当であると考えられる。ただし、審理手続の申立てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」

（３）（51ページ）参照）等の場において、申立ての意向が示された場合は、その場で内容等を確

認した上で、口頭による申立てとして処理することが望ましいと考えられる。 

イ 所持人への物件提出の求め 

    審理員は、上記アの申立てがあった場合又は更に調査が必要と認める場合で、物件提出を求め

る必要性があると判断した場合は、当該物件の所持人に対し、提出を求める物件の内容、提出す

べき相当の期間（提出期限）等を明示して、当該物件の提出を求める。要請及び回答書の様式例

は〔様式例第40号〕のとおり。 

また、提出された物件は、審査請求人及び参加人による閲覧等の対象であり、この閲覧等の請

求があった場合は、審理員は、当該閲覧等について提出者の意見を聴かなければならない（行審

法第38条）ことから、運用上、物件の提出時に、他の審査請求人等による閲覧等の可否について

の意見を聴いておくことが効率的であると考えられる。その場合、具体的な方法としては、上記

の通知において、物件を提出する際に、審査請求人等による閲覧等の可否についての意見及びそ

の理由を併せて提出〔様式例第40号・第41号〕するよう求めることが考えられる。 

ウ 申立人への通知 

    審理員は、申立てに対する判断を必ず示さなければならない。申立てを受けて物件提出要求を

行う場合は、上記イの提出の求めをする際に、併せて申立人に対して通知することが効率的であ

ると考えられる。また、申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に対して通知

する必要がある〔様式例第39号〕。なお、審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において口頭

で申立てがなされた場合には、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能である。 

〔図２－⑫〕
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（２）提出を受けた後の手続 

ア 物件受領についての通知 

    提出を受けた物件については、審査庁は、裁決をした後、速やかに提出者に返還しなければな

らないこととされている（行審法第53条）。審理員は、物件の提出を受けたときは、提出者に対し

て、これを受領した旨及び必要に応じ当該物件を裁決までの間留め置く旨を連絡する〔様式例第

43号〕とともに、審査請求人又は参加人に当該物件の閲覧等を求める（行審法第38条）機会を保

障する観点から、これらの者に対し、その旨を連絡することが望ましい。また、所持人が審理員

の協力要請に応じず、物件が提出されなかった場合は、その旨を申立人に通知する〔様式例第42

号〕。 

イ 物件の留置 

    審理員は、提出された物件を、審理の必要性に応じて留め置くことができる（行審法第33条）。

運用に当たっては、当該物件の提出者からの返還要求がない限り、原則として、裁決までの間当

該物件を留め置くことが想定される。また、提出を受けた物件については、審査庁は、裁決をし

た後、速やかに提出者に返還しなければならないこととされており（行審法第53条）、返還までの

間、適切に管理する必要があることから、提出された物件が多数に及ぶ場合等には、証拠書類等

と同様に整理番号を付す（本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（２）（63ページ参照））

ことも考えられる。 

なお、当該物件の提出者が業務上の必要その他の事情により早期の返還を求めた場合は、審理

員は、任意の協力により提出されるものであることを踏まえ、当該物件の写しを作成する、写し

が作成できないものについては速やかに必要な調査を実施する等により、その後の審理に支障が

生じないよう留意しつつ、返還するよう努めることが望ましい。また、当該書類等の写しを作成

した場合は、写しの作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提出者及び提出日時を当該写

しに記載する。 

（３）物件の提出に係る記録の作成 

   審理員は、当該物件に提出者、提出日時を記載した書面を添付し、記録とする〔様式例第72号〕。

当該物件を返還した場合は、上記（２）イの写し（上記の写しが作成できない物件については、当

該物件の調査結果（必要に応じて写真を添付））を用いる。 

（４）その他留意点 

ア 守秘義務との関係 

    処分庁等その他の行政庁に対し物件提出の要求があった場合で、これに応じて物件を提出する

ことが守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えられる。ただし、一般には、守秘

義務が課されている審理員に提出するものであり、提出により直ちに他の審理関係人が知り得る

こととなるわけではない（提出書類の閲覧等要求（行審法第38条）については、正当な理由があ

れば、審理員がこれを拒むことができる）ので、このような取扱いは、守秘義務に抵触すること
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となる理由が、例えば、特定の職員だけが知り得る状態を確保する必要のある情報が含まれると

いった、機密性の高いものである場合に限られる。 

    そのため、審理員の物件提出要求に対して、守秘義務に抵触するとしてこれを拒否した場合に

は、審理員は、上記について当該行政庁に説明し、当該物件の提出と、その提出を拒む正当な理

由を具体的に提示すること求めるべきである。 

イ 証拠書類の早期返還 

    本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（４）ウ（64ページ）に準ずる。 
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９ 審理関係人への質問 

  審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審

理関係人に質問することができる（行審法第36条）。これは、審理を効果的・効率的に進めるため、審

理員に、審理関係人の主張の趣旨・内容等について質問し、その説明を求める権限を認めたものであ

り、審査請求人等に対する手続保障の観点から設けられている口頭意見陳述における申立人の処分庁

等に対する質問（行審法第31条第５項）とは異なる。 

  具体的には、口頭意見陳述の申立てがない場合に審理関係人の主張を明確にしようとする場合や、

反論書等で示された他の審理関係人の主張や参考人陳述等の手続で判明した事実等に対する反論を促

す場合に、書面等により審理関係人に質問することが典型的な例として挙げられる。また、口頭意見

陳述において、申立人の陳述内容及び処分庁等の回答内容について他の審理関係人への反論等を促す

場合や（本章「６ 口頭意見陳述」（３）イ（60ページ）参照）、審理手続の申立てに関する意見聴取

において、争点等を効率的に整理するため招集した審理関係人の主張の内容等を明確にしようとする

場合（本章「５ 争点の整理等」（３）（52ページ）参照）に、口頭により当該審理関係人に質問する

ことも、この審理関係人に対する質問に含まれる。 

（１）申立て等の手続 

ア 審査請求人等からの申立て 

    審査請求人又は参加人がする申立ての方式については、法令上の規定はないが、本章「８ 書

類その他の物件の提出要求」（１）（65ページ参照）と同様に取り扱うことが望ましい〔様式例第

44号〕。また、口頭意見陳述（本章「６ 口頭意見陳述」（３）イ（60ページ）や審理手続の申立

てに関する意見聴取（本章「５ 争点の整理等」（３）（52ページ）参照）等の場において、質問

をして欲しいという意向が示された場合は、その場で内容等を確認した上で、口頭による申立て

として処理することが望ましいと考えられる。 

イ 質問の実施 

    審理員は、上記アの申立てがあった場合又は更に調査が必要と認める場合で、審理関係人に質

問を行う必要性があると判断した場合は、当該審理関係人に質問を行う。質問の方式については、

法令上の規定はなく、他の審理手続の場において活用する場合（後述（２）参照）を除いては、

一般に、書面〔様式例第46号〕により質問事項及びその回答期限を示し、回答を求めることが適

当であると考えられるが、必要に応じ、当該審理関係人の出席を求め、質問を行うことも妨げら

れない。 

ウ 申立人等への通知 

    審理員は、申立てに対する判断を必ず示さなければならない。申立てを受けて質問を行う場合

は、上記イの質問を行う際に、併せて申立人に対して通知することが効率的であると考えられる。

また、申立てを認めない場合は、理由を付して、その旨を申立人に対して通知する必要がある〔様

式例第45号〕。なお、口頭意見陳述や審理手続の申立てに関する意見聴取等の場において口頭で申

〔図２－⑮〕
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立てがなされた場合には、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可能である。 

    また、審理関係人の出席を求めて質問を行う場合には、出席を求める審理関係人の都合等を事

前に聴取して日程等の調整を行った上で、質問を実施する日時・場所及び聴取者（審理員等）等

を示して出席するよう通知する〔様式例第46号〕。 

（２）他の審理手続等における活用 

   審理員は、審理関係人への質問の手続が、迅速かつ充実した審理を図る観点から、以下の活用方

法も想定されていることに留意し、職権による質問の実施を積極的に活用することが望ましい。 

ア 審理手続の充実等 

    行審法上、口頭意見陳述における申立人の処分庁等に対する質問（行審法第31条第５項）以外

には、審理手続において審理関係人が他の審理関係人に対して口頭で反論や質問をする手続は特

に設けられていない。そのため、本節冒頭でも述べたとおり、他の審理関係人への反論等を促す

場合や争点等を効率的に整理しようとする場合などには、審理員は、審理関係人に対する質問を

活用し、審理を効果的・効率的に進めることが求められる。 

なお、これらの審理手続において、審理関係人が他の審理関係人に質問を行うことを求めた場

合（事実上その場で質問を発した場合を含む。）には、審理員は、その内容等に鑑み適当と認める

ときは、口頭で審理員に対して質問の申立てがあったものとして取り扱い、審理員から当該他の

審理関係人に対して質問を行うことになる。 

イ その他質問権を行使する場合 

    本章「１ 総則的な留意点」（１）ア（40ページ参照）で述べたとおり、審理手続の結果、他の

審理関係人が了知しない裁決の内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合には、当

該事実について他の審理関係人の反論の機会を保障するため、審理の迅速性の観点にも留意しつ

つ、その事実を含む審理手続の結果を当該審理関係人に示した上で、当該審理関係人に対し、当

該事実の認否や反論の有無等について質問を行うこととなる。 

（３）記録の作成 

   審理員は、質問を行ったときは、遅滞なく、これを作成する。ただし、口頭意見陳述その他の審

理手続に際して行われる質問については、当該他の手続に係る記録の一環として記載することで足

り、質問についての記録を別に作成することを要しない。具体的には、質問及び回答の年月日、質

問に内容及びその回答の要旨を記載する。様式の例としては〔様式例第73号〕のとおり。なお、質

問を口頭で行った場合には、後日、発言内容等の詳細の確認が必要となる可能性を考慮し、ＩＣレ

コーダ等の録音機材を使用して、審理手続の場におけるやり取りの内容を録音しておくことが望ま

しい。 

（４）留意点 

ア 回答内容の証拠等 

    質問の結果、審理関係人から得られた回答について、これを証する資料や証人が存在している
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場合には、必要に応じて、回答者に対して証拠書類等の提出を促し、また、物件の提出要求手続

や参考人陳述の手続を活用する等により、これを把握することが望ましい。 

イ 処分庁等の回答が守秘義務に抵触する場合 

    処分庁等が、質問に回答することが守秘義務に抵触するおそれがあると主張することも考えら

れる。当該質問が他の審理関係人も同席している場において行われた場合は、審理員は、処分庁

等に対して、守秘義務に抵触しない範囲での回答を促す等の対応をとる。それ以外の場合におい

て、審理員が留意し対応する事項は本章「８ 書類その他の物件の提出要求」（４）（66ページ参

照）と同様である。 
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10 その他の審理手続 

（１）審理手続の種類 

   審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、本章の「５ 争点の整理等」（51

ページ参照）から「９ 審理関係人への質問」（68 ページ参照）に記載した審理手続のほか、以下の

審理手続を行うことができる。 

ア 参考人の陳述及び鑑定の要求（行審法第34条） 

審理員が、その判断の参考に供するため、適当と認める者に、参考人としてその知っている事

実の陳述を求め、又は鑑定を求める手続である。適当と認める者とは、具体的には、例えば、審

査請求人を診察した医師や、審査請求に係る処分の対象物の価値等を鑑定することができる者な

どが挙げられる。 

イ 検証（行審法第35条） 

必要な場所につき、検証をする手続である。これは、審査請求の審理を進める上で、ある場所

の状況を確認し判断の資料を得る必要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うというも

のである。「場所」とは、具体的には、例えば、用地買収における土地や、営業停止処分に係る事

業所などが挙げられる。なお、この手続は、審理員に、必要と認める場所に強制的に立ち入る権

限を付与するものではなく、当該場所の管理者等の協力を得て実施する必要がある。 

（２）審理手続の実施に係る手続 

ア 審査請求人等からの申立て 

    審査請求人又は参加人がする申立ての方式については、法令上の規定はないが、本章「８ 書

類その他の物件の提出要求」（１）（65ページ参照）と同様に取り扱うことが望ましい〔様式例第

47号・第53号〕。 

イ 審理手続の実施についての検討 

    審理員は、上記アの申立てがあった場合又は更に調査が必要と認める場合には、簡易迅速かつ

公正に審理を行う観点から、審理手続を実施する必要があるかどうかについて検討を行う（※）。 

※ 審理関係人ではない第三者が関与する審理手続について 

参考人の陳述及び鑑定の要求、検証並びに物件の提出要求（所持人が審理関係人でない場合）の審理手続は、

審理において協力すべき責務を有する審理関係人（行審法第 28 条）ではない第三者が対象であり、当該第三者

の任意の協力により実施が可能となるものである。そのため、審理手続の実施について協力を得られないおそ

れもあり（特に、協力を求める審理手続の内容が当該第三者の負担を伴う場合）、協力が得られた場合であって

も、日程調整を始めとする審理手続実施の調整のための期間や、鑑定については鑑定人が鑑定を行うための期

間が必要となる。 

  これらを踏まえれば、審理を迅速に進める観点からは、第三者が関係する審理手続について、当該審理手続

以外の方法により、当該審理手続と同等程度の結果をより迅速に得られる場合は、当該方法についても検討す

〔図２－⑬⑭〕
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ることが適当である。具体的には、例えば、鑑定について、審理関係人が自ら依頼して行った鑑定結果を証拠

書類等として提出することを求めることや、検証について、審理関係人にその対象となる場所の写真等を証拠

書類等として提出することを求めることなどが考えられる。このような代替的な方法をとることが困難であり、

又は審理の公正性の確保等の観点から適当でない場合で、当該審理手続を実施する必要があると審理員が判断

するときに、当該審理手続を実施することとなる。 

 

ウ 審理手続実施のための協力要請 

    審理員は、上記イの検討の結果、当該審理手続を実施する必要性があると判断した場合は、以

下のとおり関係者への協力要請を行う。 

（ア）参考人陳述又は鑑定の求め 

     審理員は、適当と認める者に参考人陳述又は鑑定を求める。参考人陳述又は鑑定を誰に求め

るかについては、審理員の判断に委ねられ、申立人が参考人又は鑑定人を指定して申立てをし

た場合であっても、合理的な理由がある場合には、異なる者に参考人陳述又は鑑定を求めるこ

とも許容されるが、審理の公正性について審査請求人や参加人の疑念を招くことのないよう留

意する必要がある。 

     要請は、相手方の都合等を事前に聴取して日程等の調整を行った上で、陳述又は鑑定を求め

る内容、陳述等の聴取を実施する日時・場所及び陳述等の聴取者（審理員等）、鑑定結果の提出

期限等を明示して行う。特に、鑑定については、効果的に鑑定を行う観点から、どのような事

項について鑑定を求めるのかを具体的かつ明確に特定することが求められる。このほか、交通

費や鑑定料等、依頼に伴う費用の支弁の有無・方法等については、各行政庁の基準に従い、併

せてこれを記載する。また、審理員の判断により、参考人陳述等に審理関係人の立会いを認め

ることも可能であるが、この場合には、依頼を行う際に、その旨を明示する。要請及び回答書

の様式例は〔様式第 49 号〕のとおり。 

（イ）検証のための管理者等への立入要請 

     検証を行う対象となる場所に管理者等が存在する場合は、当該管理者等に対して、検証のた

めの立入り等について協力要請を行う。依頼は、相手方の都合等を事前に聴取して日程等の調

整を行った上で、立入りを行う場所と日時、立入りを行う者（審理員等及び申立人）の氏名等

を明示して行う。要請及び回答書の様式例は〔様式第 55 号〕のとおり。 

エ 申立人への通知 

    審理員は、申立てに対する判断を必ず示さなければならない。申立てを受けて審理手続を実施

する場合は、上記イの協力要請をする際に、併せて申立人に対して回答を通知することが効率的

であると考えられる。また、申立てを認めない場合は、理由を付した回答を申立人に対して通知

する必要がある〔様式例第48号・第54号〕。なお、審理手続の申立てに関する意見聴取等の場にお

いて口頭で申立てがなされた場合には、その場で口頭により申立てに対する判断を示すことも可
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能である。 

    なお、検証については、これを行うことが可能となった場合、その日時及び場所を申立人に対

して通知〔様式例第56号〕し、これに立ち会う機会を与える（行審法第35条第２項）必要がある。

審理員が、申立人による立会いが事実上不可能となるような通知をした場合（例えば、検証の対

象となる場所が申立人の居住地から遠距離であるにもかかわらず、通知を検証の実施直前に行う

等）や、申立人に検証に立ち会う機会を与えない場合は、行政訴訟において、当該審査請求に対

する裁決が手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある（ただし、申立人が立会可能な

日時及び場所の通知をしたにもかかわらず、申立人が検証に立ち会わない場合には、申立人が立

会権を放棄したものとして、検証を進めることができる。）。申立人以外の審理関係人や、職権で

検証を実施する場合の審理関係人に、検証の実施についての通知をする義務はないが、審理員の

判断により、審理手続を進める上で支障がない場合には、通知〔様式例第56号〕するのが望まし

いと考えられる。 

    このほか、参考人陳述等に審理関係人の立会いを認める場合にも、当該手続の日時・場所の確

定後、速やかに、これを審理関係人に通知〔様式例第 50 号〕する。 

オ 審理手続の実施 

（ア）参考人の陳述及び鑑定の要求（参考人等に出席を求める場合） 

     参考人等の出席を求めて参考人陳述等を実施する場合の具体的な進行方法については、個々

の事案に応じ、審理員が適切に判断すべきであるが、典型的には、以下のような手順で進めら

れることが想定される。 

    ① 出席者の確認 

      審理員は、審理手続に先立ち、出席者の確認を行う。審理員は、出席者に対して、身分証

明書の提示を求める等により、当該出席者が参考人又は鑑定人であることについて確認を行

う。また、審理関係人の立会いを認めた場合には、これらの者についての確認も行う。 

      出席者以外の者が会場に現れた場合については、審理員が適宜対応を行うこと。 

② 注意事項の説明 

      審理員は、参考人陳述等の冒頭において、手続における注意事項についての説明を行うも

のとする。想定される事項は、参考人等は事件についての意見を陳述することができないこ

と、審理の妨げとなる発言等を制限することがあること、録音・撮影を禁止すること、電話

の発着信等を禁止すること、その他審理員の指示に従うこと等が考えられる。また、審理関

係人の立会いを認める場合は、審査請求の直接の当事者ではない参考人等のプライバシー保

護等の観点から、必要に応じ、参考人等の発言内容をみだりに公けにしないよう要請するこ

とも想定される。 

    ③ 参考人等からの陳述の聴取 

      審理員は、招集した参考人又は鑑定人から、その知っている事実又は鑑定の結果を聴取す
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る。複数の参考人等を招集した場合には、審理員が聴取順を定めて、順次聴取を行う。なお、

これらの手続は、参考人等が当該事件について有する意見の陳述を求めるものではない（⑤

参照）。 

    ④ 審理員による質問 

      審理員は、必要に応じ、参考人等に対して質問を行う。なお、この質問は、第三者である

参考人に対し、審理員が参考人陳述等の目的を達成するために付随的に行うものであり、口

頭意見陳述（行審法第31条）や審理関係人への質問（行審法第36条）とは異なり、審査請求

人又は参加人が直接質問を発し、又は審理員に質問の申立てを行うことは法律上認められて

いないが、審理関係人の立会いを認めた場合には、審理員が、その判断により、審理関係人

に対し参考人等への質問事項の有無・内容を確認（質問）し、その結果を踏まえ、審理員が

適当と認めた事項について参考人に質問を行うことは妨げられない。 

    ⑤ 秩序維持 

      参考人陳述等の際の秩序維持については、法令上の規定はないが、審理員は、参考人等が

審査請求の争点についての主張を行うなど、当該手続の趣旨に照らし相当でないと認める場

合は、その発言を制限するなど、秩序維持のため必要な措置をとることが適当である（本章

「６ 口頭意見陳述」（３）の秩序維持についての記載（61ページ）も参考とされたい。）。 

    ⑥ 参考人陳述等の終了 

      以上の陳述の聴取及び質問を終えた場合は、参考人陳述等を終了する旨を宣言し、当該審

理手続を終了する。 

（イ）鑑定の要求（鑑定結果報告書の提出による場合） 

     鑑定については、鑑定人に鑑定結果の報告書〔様式例第51号〕を提出させることにより、手

続を実施することも可能である。 

（ウ）検証 

     審理員は、検証の実施に先立ち、検証実施時における立入りが可能な箇所や部外者の立入制

限への対応等について、必要に応じ、検証対象場所の管理者等との間で確認を行う。また、検

証に当たり必要な調査を行うことについての許可を求めること等を想定し、検証対象箇所の管

理者等に対して、検証実施時における立会いを求めることが望ましい。 

     審理員は、検証の実施に際し、立会人（申立人及び上記の管理者等）に対して、所要時間や

検証場所の範囲等の確認を行うとともに、申立人に対して、検証場所等での行動は管理者等の

許可が必要であること等についての注意喚起を行う。また、審理員は、上記（２）ウ（イ）の

要請書と自身の公務員としての身分証明書を携帯する。 

     また、後日、検証場所の詳細の確認が必要となる可能性等を考慮し、写真を撮影する等によ

り記録しておくことが望ましい。 
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（３）審理手続実施後の手続 

審理員は、審理手続を実施したときは、その旨を申立人に通知する。また、関係者が審理員の協

力要請に応じず、審理手続を実施できなかった場合も、その旨を申立人に通知する〔様式例第 52 号・

第 56 号〕。なお、検証について、審理員が申立人以外の審理関係人に検証の実施について通知をし

ている場合においては、上記を当該審理関係人にも通知する。〔様式例第 56 号〕。 

さらに、審理手続の結果、他の審理関係人が了知しない裁決の内容についての判断に影響を及ぼ

す事実が判明した場合の対応は、本章「９ 審理関係人への質問」（２）イ（69 ページ参照）と同様

である。 

（４）審理手続に係る記録の作成 

   審理員は、参考人陳述及び鑑定の記録並びに検証の記録については、当該審理手続実施後、遅滞

なく、当該手続の記録を作成する。具体的な作成方法は以下のとおり。 

ア 参考人陳述及び鑑定の要求 

    審理員は、参考人陳述については、その陳述の要旨のほか、審理員が質問を行ったときは、当

該質問及びそれに対する回答の要旨を、鑑定については、鑑定を求めた事項及びその結果の要旨

（口頭で聴取した場合には、その聴取内容の要旨）を、それぞれ記録する。鑑定結果報告書があ

る場合は、これも記録に添付する。様式の例としては〔様式例第74号・第75号〕のとおり。 

    なお、参考人陳述及び口頭で聴取した鑑定結果については、後日、発言内容等の詳細の確認が

必要となる可能性を考慮し、ＩＣレコーダ等の録音機材を使用して、審理手続の場におけるやり

取りの内容を録音しておくことが望ましい。 

イ 検証 

    審理員は、検証を行った日時、検証を行った場所、当該場所の現況等（必要に応じ写真を添付）

を記載する。様式の例としては〔様式例第76号〕のとおり。 
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11 審査請求人等による提出書類等の閲覧等 

   審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に提出された書類その他の物件

（提出書類等）の閲覧又は写しの交付（以下「閲覧等」という。）を求めることができ、審理員は、

正当な理由がある場合を除いては、これを拒むことができない（行審法第38条第１項）。これは、審

査請求人又は参加人の手続保障の充実を図る見地から、審査請求人又は参加人が審査請求の審理に

おいて適切に主張・立証することができるよう、認められるものである。 

（１）審査請求人又は参加人による求め 

   審査請求人又は参加人がする閲覧等の求めの方式については、法令上の規定はないが、審理手続

の円滑な進行を図る観点からは、一般には、閲覧等を求める提出書類等の範囲を記載した書面〔様

式例第58号〕の提出を求めることが適当であると考えられる。これは、当該書面の閲覧等を認める

ことができない理由の検討や、提出者への意見聴取を行うためにも、あらかじめ、申請書面の記載

事項により対象となる証拠書類等の範囲を把握することが必要となるためである。   

（２）閲覧等を拒むことができる「正当な理由」の有無の確認 

   審理員は、上記申請書面の記載事項による対象となる提出書類等の範囲の把握後、当該提出書類

等が、その閲覧等を認めないための要件である「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があると認めるとき」（行審法第38条第１項）に該当しているかどうかについて、

確認を行う。 

   この要件には、具体的には、第三者の個人識別情報が含まれている場合や、閲覧等により、行政

機関が行う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている

場合など、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第14条各号に規定する不開示事由と重

なるものが想定されるが、第三者の個人識別情報が含まれていることが直ちに「正当な理由」に該

当するものではなく、例えば、審査請求に参加していないものの、審査請求に係る処分等に密接に

関与している第三者についての個人識別情報については、「正当な理由」に該当しないと判断される

場合もあり得ると考えられる。 

このほか、写しの交付の対象となる資料が膨大であるため、写しの交付を認めることにより、審

理員の事務負担が過大となり、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合も「正当な

理由」に含まれると考えられる。なお、本手続は、情報公開法等における部分開示を前提とするも

のではないことから、上記の不開示事由に該当する情報を除くことにより、閲覧等が可能となる場

合であっても、その作業負担が過大で、迅速な審理手続の遂行に著しい支障を生じるような場合は、

正当な理由があるものとして、閲覧等を認めないことも許容され得るものと考えられる。しかしな

がら、例えば、上記の不開示事由に該当する情報を除くことが比較的容易な場合には、当該情報の

除去（マスキング）等により閲覧等を認めるべきである。 

（３）提出者への意見聴取 

   審理員は、提出資料等の閲覧をさせ、又は提出資料等の写し等の交付をしようとするときは、原

〔図２－⑯〕
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則として、当該提出資料等の提出者から、閲覧等の可否についての意見を聴取しなければならない

（行審法第38条第２項）。ただし、審理員がその必要がないと認めるとき、具体的には、提出者から

意見を聴くまでもなく、閲覧等を拒むことができる「正当な理由」に該当するか否かについて判断

が可能である場合には、意見を聴く必要はない。 

   この意見の聴取の方式については、法令上の規定はないが、閲覧等の求めに対する決定を迅速に

行う観点から、当該求めがあった際に、提出者に対し、一定の回答期限を付して、求めがあった提

出書類等についての閲覧等の可否についての意見及びその理由を提出するよう、書面〔様式例第59

号〕により照会することが適当であると考えられる。ただし、提出書類等の提出時に、提出者から、

当該資料の審査請求人又は参加人による閲覧等の可否についての意見及びその理由が提出されてい

る場合（本章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（１）（63ページ）及び「８ 書類その他

の物件の提出要求」（１）イ（65ページ）参照）は、改めて提出者から意見を聴く必要はない。 

   なお、審理員は、提出された提出者の意見に拘束されるものではないことから、意見の聴取を行

う際には、提出者に対しその旨を明確にしておく。 

（４）閲覧等の可否の決定及び審査請求人等への通知等 

   審理員は、上記（２）及び（３）を踏まえ、当該閲覧等の求めについての可否を決定する。なお、

提出者から閲覧等を認めることが適当でない旨の意見が提出された場合であっても、審理員は、当

該意見に拘束されるものではなく、閲覧等を拒む「正当な理由」が認められない場合には、これを

拒むことはできない。 

   閲覧等の求めの可否を決定したときは、審理員は、速やかに当該求めをした審査請求人又は参加

人に通知する。閲覧等を認めることとした場合に通知する内容は、閲覧の場合には、閲覧を認める

旨並びに閲覧を行わせる日時及び場所（行審法第38条第３項）であり、交付の場合には、交付を認

める旨並びに交付の方法、交付に要する費用（交付手数料及び送付による交付の場合における送付

費用）の額及び納付方法である〔様式例第60号〕。また、本節（２）のマスキング等を実施した提出

書類等の閲覧等を認める場合は、その旨についても併せて通知する。 

   また、当該閲覧等を認めないこととした場合、審理員は、当該求めをした審査請求人等に対して、

書面〔様式例第60号〕により、その旨及びその「正当な理由」を通知する。 

（５）交付手数料の減免 

   審理員は、請求者に経済的困難その他特別な理由があると審理員が認めるときは、手数料を減額

し、又は免除することができる（行審法第38条第５項）。 

   なお、国に所属する行政庁以外が審査庁である場合は、審理員は、交付手数料及びその減免等に

ついて、条例等の定めに従うことになる（行審法第38条第６項）。 

（６）閲覧等の実施 

ア 閲覧 

    審理員は、上記（４）により指定した場所において、提出書類等の閲覧を行わせる。この際、
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審理員又は審理員補助者は、閲覧等の求めをした審査請求人等が、指定した場所及び日時以外で

の閲覧や当該提出書類等の破損等を行うことを防止するため、立ち会うことが適当である。 

    なお、写しを交付することも可能である提出書類等について、閲覧を受ける者が、カメラでの

撮影等を行うことについては、庁舎管理上の問題など特段の支障がある場合を除いては、差し支

えないものと考えられるので、閲覧を受けようとする者から申出があった場合等には、適切に対

応すること。その際、庁舎管理上の制約等がある場合には、閲覧を受けようとする者に対して必

要に応じ適切な説明がされることが望ましい。 

イ 写しの交付 

    審理員は、上記（４）を受けて、写し等の交付を行う。写しの交付方法については、審理員が

適当と認める方法（審査庁があらかじめ交付の方法を定めている場合には、当該方法）によるこ

ととなり、情報公開法における開示請求のように、交付を受ける者の自由な選択を前提とするも

のではないが、交付を受ける者の希望に応じ、柔軟に対応することが望まれる。 

    なお、オンライン化法第４条を適用し、当該行政機関のあらかじめ定めるところにより、審理

員がオンラインによって交付を行うことも可能であり、この場合には、交付を求められた写し等

の書面に係る電磁的記録を交付することになる。 
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12 審理手続の併合又は分離 

   審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合さ

れた数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる（行審法第39条）。これは、審理の円滑

かつ迅速な進行と手続経済の観点から、個々の審査請求事件の関連性、審理手続の進行状況等を踏

まえて行われるものである。 

（１）審理手続の併合 

ア 併合が望ましい場合 

    審理員は、自身が審理手続を行う複数の審査請求事件が、以下に該当する場合等、一の審理手

続により審理を行うことが適当と認められる場合には、審理関係人のプライバシーの保護等を考

慮しつつ、これらの審査請求に係る審理手続を併合することが望まれる。 

・ 複数の審査請求に係る処分等が相互に関連しており証拠書類等が共通する場合や、審理関係

人が共通しており口頭意見陳述等の手続を一括して行うことが効率的である場合など、手続を

一括して行うことにより審理をより円滑かつ迅速に進めることができる場合 

・ 争点を共通とする大量の審査請求（例えば、支給基準の変更や施設の未整備を違法とするも

のが考えられる）など審理手続を個別に行うよりも当該争点についての審理を一括して行うこ

とが効率的である場合 

イ 併合の手続 

    審理手続を併合する場合の具体的な手続については、法令上の規定はないが、運用上は、プラ

イバシー保護等の観点から、各審査請求の審理関係人の意見を聴いた上（各審査請求が、同じ審

査請求人により行われている場合等意見を聴取する意義が乏しい場合を除く）で、審理員が併合

の適否を判断し、併合が適当と認める場合には、審理手続を併合した旨を審理関係人に通知する

〔様式例第62号〕ことが考えられる。 

ウ 併合の効果 

    審理手続を併合した場合には、以下のような効果が生ずる。ただし、併合は、審理手続の終結

までの間、一の手続により審理を行うものであるが、裁決は審査庁が行うものであることから、

審理員の判断で数個の審査請求に係る審理手続を併合した場合でも、当然に一の事件として裁決

をすることになるものではない。 

   ・ 併合前の各審査請求についての参加人は、併合審理される審査請求全体の参加人として取り

扱われ、他の審査請求事件に係る審理手続の申立てや物件の閲覧等の請求も可能となる。 

   ・ 併合審理される数個の審査請求についての弁明書等の主張内容を記載した書面は、これらの

審査請求全体に共通のものとして提出され、共通の審理資料として活用される。なお、審理員

は、併合後に、審理関係人が所持していない弁明書等（当該審理関係人が参加していなかった

併合前の審査請求に係る弁明書等）を送付する必要がある。 

   ・ 併合前に一の審査請求について提出された証拠書類等の物件は、併合された審査請求全体に

〔図２－③〕
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共通の審理資料として活用される。 

（２）審理手続の分離 

   審理員は、併合した複数の審査請求事件に係る審理手続について、一の審理手続により審理を行

うことが適当でないと認められるに至った場合には、併合した審理手続を分離する。 

   具体的には、一部の審査請求事件について必要な審理を終えたと認められるに至った場合や、審

理手続の進行に伴って、各事件の争点等が区々となり、一の手続により審理を進めるメリットが失

われた場合などが想定されるが、個々の事案に応じて、審理員が適切に判断することになる。 

   審理手続を分離する場合には、必要に応じ審理関係人の意見を聴いた上で、審理員が分離の適否

を判断し、分離が適当であると認められる場合には、審理手続を分離した旨を審理関係人に通知す

る〔様式例第63号〕ことが考えられる。 

   なお、審理手続を分離した場合には、併合して審理を行っている過程で提出された証拠書類等に

ついては、各審査請求事件において、それぞれ証拠書類等として取り扱うことが適当と認められる

場合には、適宜写しを作成するなど、その後の審理に支障が生じないよう対応する必要がある。な

お、当該書類等の写しを作成した場合は、写しの作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提

出者及び提出日時を当該写しに記載する。 
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13 審理員による執行停止の意見書 

   審理員は、国民の権利利益の救済の観点から、審理手続を行う中で執行停止をする必要があると

認める場合には、審査庁に対し、職権で、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる（行

審法第40条）。 

   これは、審理手続に入る以前の段階において、審査請求人から執行停止の申立てがされていない

か、又は、審査請求人による執行停止の申立てを審査庁が認めなかったという場合であっても、審

理員による審理手続において、執行停止を行うべき事情が明らかになる場合があることを想定した

ものである。 

   審理員は、執行停止をすべき旨の意見書を提出すべき場合に該当した場合は、上記の観点から、

直ちに意見書を提出するものとし、この意見書には、執行停止を行う必要性についての説明（上記

の事情が明らかになったこと等）を記載することとする〔様式例第64号〕。 
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14 審理手続の終結 

（１）原則 

   審理員は、当該審査請求事件について必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結する

（行審法第41条第１項）。なお、具体的に審理手続を終結する時点については、個々の事案に即して

判断されることになるが、一般には、審査請求人等の申立て等を受けて必要と判断した審理手続を

行い、他の審理関係人が了知しない裁決の内容についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合

にはその反論等の有無を確認する等の手続を経て、審理関係人の主張が尽くされ、審理員が審査庁

がすべき裁決の内容について心証を形成したときに、審理手続を終結することになると考えられる。 

（２）例外 

   審理員は、必要な審理を終えたとは認められない場合であっても、以下の表の手続について、審

理関係人に主張及び立証の機会を与えたにもかかわらず、その機会が履行されなかった場合は、審

理手続を終結することができる（同条第２項）。 

 

表 9 審理手続を終結することができる場合 

以下の物件について、審理員が定めた提出すべき相当の期間内に提出されず、更に一定の期間を

示して当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該物件が提出されなかったとき

（行審法第41条第２項第１号） 

 

弁明書（行審法第29条第２項） 

反論書（行審法第30条第１項） 

意見書（行審法第30条第２項） 

証拠書類等（行審法第32条第１項及び第２項） 

書類その他の物件（行審法第33条） 

口頭意見陳述（行審法第31条）の申立人が正当な理由なくこれに出頭しなかったとき（行審法第

41条第２項第２号） 

 

   ただし、これらの要件に該当することのみをもって審理手続を終結することは適当でなく、審理

員は、審理の進行状況や審理関係人の対応状況等も考慮して、審理手続を終結することが適当かど

うかを判断する必要がある。例えば、一部の参加人だけが提出期限内に証拠書類等を提出しない場

合は、審理手続を続行するという判断をすることもあり得る。 

また、行審法第33条に基づく物件の提出要求については、審理関係人ではない第三者が対象とな

ることも想定されているが、上記の趣旨に照らし、当該第三者が提出に応じないことを理由として、

審理手続を終結することは適当でない。 

（３）審理手続終結後の手続 

   審理員は、審理手続を終結したときは、手続の透明性を確保する観点から、その旨並びに審理員

〔図２－⑰〕
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意見書及び事件記録（本章「15 審理員意見書」（２）（84ページ）参照）を審査庁に提出する予定

時期（変更した場合は新たな予定時期）を審理関係人に対し通知する（行審法第41条第３項）〔様式

例第65号〕。 

   また、この時点で、審査請求人による行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出又は参加

人による行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出（行審法第43条第１項第４

号。第２編第４章「２ 諮問が不要となる場合」（２）（89ページ）参照）がされていない場合は、

運用上、上記の通知に併せて、上記申出を行っていない者に対して、上記予定時期までに、これら

の申出をすることができる旨の注意喚起〔様式例第66号〕を行う（参加人からの申出がされている

場合を除く）ことが効率的であると考えられる。 
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15 審理員意見書 

（１）審理員意見書の作成 

   審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書（審理員

意見書）を作成しなければならない（行審法第42条第１項）。審理員が複数指名されている場合は、

合議を行うなど全ての審理員が関与して作成する。なお、審理員意見書の作成時期を「直ちに」で

はなく「遅滞なく」としている趣旨は、審理員意見書の作成には、一般に少なくとも数日程度の期

間を要すると考えられるためである。 

   審理員意見書の記載事項については、法令上の規定はないが、審理員による審理の結果を裁決に

適正に反映させるという観点からは、裁決（行審法第50条）の原案となり得るものとすることが適

当であり、裁決書の記載事項に対応して、事案の概要及び審理関係人の主張の要旨を整理し、当該

事件の争点を明示した上で、審査請求に対する結論（裁決主文に対応するもの）及びその理由（事

実関係の認定や当該事実関係に対する関係法令の適用を含む。）を記載することが望ましい。 

また、処分についての審査請求において申請拒否処分が違法又は不当であると認める場合や、不

作為についての審査請求において当該不作為が違法又は不当であると認める場合において、当該申

請に対する一定の処分をする旨の措置（行審法第46条第２項各号、第49条第３項各号）をとること

が適当であると認めるときは、当該措置の内容及びその理由を審理員意見書に併せて記載する（第

２編第５章「３ 裁決書」（１）（96ページ）参照）。 

このほか、審理員意見書には、審理員の署名又は押印を付すことにより、本人の意思に基づいて

作成されたものであることを明らかにすることが望ましい。 

   これらの審理員意見書について、記載事項に必要な要素や記載の程度を含む、標準的な様式の例

は〔様式例第69号〕のとおりである。 

（２）審査庁への提出 

   審理員は、審査請求人等の手続保障及び審理遅滞防止の観点から、審理員意見書を作成したとき

は、「速やかに」、これを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない（行審法第42条第２項）。

基本的には、審理員意見書を作成後直ちに提出することが望まれるが、なお事件記録の整理等を要

するなどの事情により、直ちに提出することができない場合には、事件記録が整い次第提出すべき

である。 

   なお、審査庁に提出する必要がある事件記録は以下のとおりである（行審法第41条第３項及び行

審令第○10条）。 

 

表 10 審査請求手続における事件記録 

事件記録 左の記録に係る審理手続等の根拠条文 

行審法第41条第３項に規定されているもの  

〔図２－⑱〕
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 ・審査請求書 行審法第19条 

・弁明書 行審法第29条 

事件記録として政令で定めるもの【Ｐ】 
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第４章 行政不服審査会等への諮問 

１ 諮問の概要等 

  行政不服審査会等への諮問は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適

正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の立場からチェックす

るものである。 

（１）諮問先となる機関 

   審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局である庁の長である場合は総務省に置かれる行

政不服審査会に、審査庁が地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合）

の長（組合の場合は、長、管理者又は理事会）である場合は、行審法第 81 条により当該地方公共団

体に置かれる附属機関に、それぞれ諮問を行う（行審法第 43 条第１項）。 

   なお、審査庁が外局としての委員会や審議会等、上記以外の行政庁である場合は、行政不服審査

会等に諮問を行う必要はない。 

（２）諮問の内容等 

ア 時期等 

    審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときに諮問を行う（下記「２ 諮問が不要となる場合」

の場合を除く。）（行審法第 43 条第１項）。審査庁は、諮問を行うに当たっては、審理員意見書の

内容を精査して審査庁がしようとする裁決の内容についての考え方を整理する必要があることか

ら、審理員意見書の提出から諮問までには一定の期間（少なくとも一週間程度の期間）を要する

と考えられるが、迅速に裁決を行う観点から、審理員意見書が提出されたときは、個々の事案に

応じて、可能な限り迅速に諮問を行う必要がある。 

イ 諮問書 

行政不服審査会等への諮問は、審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックするもの

であり、行政不服審査会等の定めるところにより、諮問書又はその添付書類において、審査庁と

してしようとする裁決についての考え方、具体的には、裁決の主文（行審法第 50 条第１項第１号）

とその理由（同項第４号）に相当する内容を明らかにして行う。審査庁は、審理員意見書及び事

件記録の内容を踏まえ、上記アのとおり速やかに諮問書等を作成する必要がある。なお、審査請

求の一部を認容する裁決をしようとする場合（行審法第 43 条第１項第７号・第８号に規定する諮

問除外理由（本章「２ 諮問が不要となる場合」（５）（91 ページ）参照）に該当しない場合）に

おいて、事実上の行為について撤廃・変更の措置をとることや、申請に対する一定の処分に関す

る措置をとることが適当と認める場合には、その旨も明らかにする必要がある。 

ウ 添付書類 

行政不服審査会等への諮問は、審理員意見書及び事件記録（第２編第３章「15 審理員意見書」

（84 ページ）参照）の写しを添えて行う（行審法第 43 条第２項）。 

〔図３－①〕
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また、行政不服審査会等の定めるところにより、その他の添付書類（例えば、総代互選書や委

任状等が想定される。）の提出が必要となる場合には、当該資料を添付する。なお、審査庁は、行

政不服審査会等が行う調査（行審法第 74 条）に対応するため、当該資料のコピーを作成し、保有

しておく必要がある。 

（３）審理関係人への通知等 

審査庁は、行政不服審査会等に諮問をした場合は、審理関係人に対して、諮問をした旨を通知す

るとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない（行審法第43条第３項）〔様式例第68号〕。

この通知は、審査請求人又は参加人が、行政不服審査会等に対し、意見陳述や主張書面等の提出を

適切に行う機会を確保する等の観点から行うものであるため、審査庁は、諮問後速やかに通知を行

う必要がある。 

（４）行政不服審査会等における調査審議手続 

行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れは以下の図のとおりである（行政不服審

査会における調査審議手続の規定は地方公共団体に置かれる第三者機関についても準用される（行

審法第81条第３項））。 

 

 図 6 行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れ 
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（※）国に置かれる行政不服審査会の場合（地方公共団体に置かれる機関については、条例等で定めるところによること

となる。）。 

 

２ 諮問が不要となる場合 

（１）処分や裁決について第三者機関の議を経ている場合 

審査請求に係る処分が他の法令等の規定に基づき第三者機関の議を経てされている場合（行審法

第 43 条第１項第１号）や、処分についての不服申立ての手続において、法律等の規定に基づき第三

者機関の議を経て裁決をしようとする場合（同項第２号）、審査請求に係る申請又は不作為について

の一定の処分（第２編第５章「２ 裁決の態様」（４）（94 ページ）参照）に関して第三者機関の議

を経て裁決をしようとする場合（同項第３号）には、それらの手続により処分又は裁決の判断の客

観性・公正性が確保されていることから、行政不服審査法に基づく行政不服審査会等への諮問を不

要としている。 

なお、上記の第三者機関とは、具体的には以下のとおりである。 

 

表 11 行審法第 43 条第１項第１号及び第２号の機関 

１ 行審法第９条第１項各号に掲げる機関 

 ① 内閣府設置法第49条第１項若しくは第２項又は国家行政組織法第３条第２項に規定する委

員会（外局としての委員会） 

② 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第８条に規定する機関（いわゆる

審議会等） 

③ 地方自治法第138条の４第１項に規定する委員会若しくは委員又は同条第３項に規定する

機関（附属機関） 

２ 地方公共団体の議会 

３ これらの機関に類するものとして政令で定めるもの【Ｐ】 

  

 

 

 

 

 

   また、審査庁が第三者機関（行審法第９条第１項各号に掲げる機関）である場合は、有識者で構

成される合議体により公正かつ慎重に判断が行われることが制度上担保されていると考えられるこ

とから、行政不服審査会等への諮問は不要となる。 
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（２）審査請求人が行政不服審査会等への諮問を希望しない場合 

ア 諮問を希望しない旨の申出 

    審査請求人が行政不服審査会等の手続を経ることなく迅速な裁決を望む場合は、簡易迅速かつ

公正な手続により国民の権利利益の救済を図るという制度の趣旨に照らし、諮問を不要としてい

る（行審法第 43 条第１項第４号）。 

    申出の方式についての法令上の規定はないが、後日に当該申出の有無についての認識が相違す

ることを防止する観点から、書面〔様式例第 67 号〕の提出を求めることが適当である。当該書面

は、諮問を行う審査庁に提出するものであるが、審理員による審理手続が行われている場合は、

申出人の利便性を図る観点から、審理員を経由して提出することも可能とすべきである。 

    なお、審査請求人から上記申出が行われていない場合は、実務上、審理手続の終結時の審理関

係人への通知の際、審理員意見書の提出予定時期を提出期限の目安として示した上で、審査請求

人に対して上記申出の意向がある場合には、速やかに申出を行うよう注意喚起（第２編第３章「14 

審理手続の終結」（３）（82 ページ）参照）することが効率的であると考えられる。 

イ 諮問しないことについて反対する旨の申出 

    参加人がいる場合には、審査請求人のみならず参加人の手続保障にも配慮が必要であることか

ら、審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をした場合であっても、参加人が諮問を希望し、審

査請求人の申出に反対する申出を行った場合には、行政不服審査会等に諮問しなければならない

（行審法第 43 条第１項第４号）。 

    審査庁の担当職員（又は審理員）は、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出を受けた場合

は、参加人に対して、行政不服審査会等への諮問をしないことについて反対する意向の有無につ

いて、適宜期限を設定した上で、確認を行い、反対する意向がある場合にはその旨の書面〔様式

例第 67 号〕により申出を行うよう求めることが適当である。また、審理手続の終結までの間に審

査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がない場合には、審理員は、審理

手続の終結時の通知の際、審査請求人に対する上記アの注意喚起と並行して、参加人に対しても、

審理員意見書の提出予定時期を提出期限の目安として示した上で、審査請求人が諮問を要しない

場合の申出をした場合でも行政不服審査会等への諮問を希望する場合には、速やかに申出を行う

よう注意喚起することが適当である。なお、いずれの場合も、期限内に申出がされない場合は、

申出がないものとしてその後の手続を進めることになる。 

（３）行政不服審査会等が諮問を要しないものと認めたものである場合 

   処分要件が明確であり、かつ、その適合性が客観的に判断される処分についての審査請求など、

行政不服審査会等の議を経る意義に乏しい事案等については、当該行政不服審査会等が諮問を要し

ないと認めることにより、諮問手続を不要としている（行審法第 43 条第１項第５号）。諮問手続を

不要とする事案の具体的な範囲については、それぞれの行政不服審査会等が、個々の審査請求の事

件について調査審議を行い、答申を集積することを通じて、定型化・類型化し、これをあらかじめ
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審査庁に対して示す、という方法により、明らかにされていくことが想定されるが、典型的なもの

としては、例えば、以下の表のような事案が考えられる。 

   

表 12 行政不服審査会等への諮問が不要となると考えられる事案（例） 

① 法令において数量的指標その他の客観的基準により明確に要件が定められており、当該要件

の適合性が、（権限を有する行政庁が作成する証明書や計測・実験などにより）客観的に判断さ

れる処分に係る事案 

② 行政不服審査会等において、調査審議を重ねる中で、先例となる類似の事件についての答申

が蓄積され、調査審議しても明らかに同じ結果になるものなど、処分の類型や審査請求の趣旨

及び理由等に照らし、行政不服審査会等の関与を要しないと認める事案 

③ 他の法律の規定により、軽微な処分や形式的・機械的な判断により決定される処分であるな

どの理由から、当該法律の規定により諮問を受けるべき機関が諮問を要しないものと認めた処

分（※）に係る事案 

（※ このような処分は、上記（１）に該当しないことから、行審法上は、行政不服審査会等への諮問が必要と

なるが、本来諮問を受ける機関が諮問を要しないものとした処分についてまで、行政不服審査会等の諮問を

経る必要はないと考えられる） 

④ 審査庁が処分庁等又はその上級行政庁のいずれでもない場合に、申請に対する処分又はその

不作為に係る審査請求事案について、申請の全部を認容する場合（当該申請の全部を認容する

ことについて反対する旨の意見書の提出等がある場合を除く）（※） 

 （※ 申請に対する処分又はその不作為に係る審査請求は、審査庁が処分庁等又はその上級行政庁である場合は、

審査庁が当該審査請求を認容する裁決に加え、行審法第 46 条第２項又は同法第 49 条第３項の規定により、

当該申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容する措置をとることをもって、審査請求の全てを認容した

こととなり、行政不服審査会等への諮問は不要となる（行審法第 43 条第１項第８号）が、審査庁が処分庁

等又はその上級行政庁のいずれでもなく、当該申請に対して一定の処分をすべき旨を命ずる権限が付与され

ていない場合は、申請の全部を認容しても、行審法第 43 条第１項第８号の適用がなく、行政不服審査会等

への諮問が必要となる。しかし、申請の全部を認容する場合は、審査庁は審査請求人の権利利益を 大限の

救済する措置を取ることとなるため、このような場合にまで行政不服審査会等の諮問を経る必要はないと考

えられる） 

 

（４）審査請求が不適法であり、却下する場合 

   審査請求が不適法であり、却下する場合（行審法第 43 条第１項第６号）は、処分の当否について

の判断はなされず、審査請求の適法要件について判断されるにとどまるため、行政不服審査会等の

議を経る意義に乏しいと考えられることから、行政不服審査会等への諮問は不要としている。 
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（５）審査請求の全部を認容する場合 

   審査請求の全部が認容される下記ア・イに該当する場合には、審査請求人の権利利益が完全に救

済されるため、行政不服審査会等が審査庁の判断の妥当性等を改めてチェックする必要性がないと

考えられることから、行政不服審査会等への諮問は不要としている。ただし、参加人が、意見書や

口頭意見陳述において、審査請求の全部を認容することに反対する旨の意見を提出している場合は、

参加人の権利利益にも配慮した審理が必要なことから、行政不服審査会等に諮問することとしてい

る。なお、審査請求の一部の認容にとどまる場合には、当然、行政不服審査会等への諮問が必要と

なる。 

ア 処分（申請拒否処分を除く）についての審査請求の場合（行審法第43条第１項第７号） 

    この場合には、審査請求に係る処分の全部が取り消され、又は事実上の行為の全部が撤廃され

る場合に、行政不服審査会等への諮問が不要となる。 

イ 申請拒否処分又は不作為についての審査請求の場合（行審法第43条第１項第８号） 

    審査請求の対象がいわゆる申請拒否処分又は不作為である場合においては、審査請求人が本来

求めているのは申請の全部を認容する処分であるが、例えば、申請拒否処分を取り消しただけで

は、裁決の趣旨に反しない範囲内で、処分庁が異なる理由により再度申請を拒否する処分をする

ことも妨げられず、当該処分の全部の取消しや当該不作為が違法又は不当である旨の宣言にとど

まる場合には、審査請求人の権利利益の救済が完全に図られるとはいえない。そのため、この場

合には、申請に対する一定の処分を行うことを命じる等の措置（行審法第 46 条第２項等。第２編

第５章「２ 裁決の態様」（４）（94 ページ）参照）として、申請の全部を認容する処分をする旨

の措置をとることとする場合に、行政不服審査会等へ諮問を不要としている。 
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第５章 裁決 

１ 裁決の時期 

  審査庁は、以下の場合は、遅滞なく裁決をしなければならない（行審法第 44 条）。 

  ① 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき 

② 行政不服審査会等への諮問が不要な場合において審理員意見書が提出されたとき（下記③の場

合を除く） 

  ③ 裁決をするに先立って、審議会等の議を経たとき 

  また、審理員の指名を要しない場合は、行政不服審査会等への諮問を行う必要がないことから、審

理手続を終結したときに、裁決をすることとなる（行審法第９条第３項において読み替えて適用する

第 44 条）。 

裁決は、審査庁としての審査請求に対する 終的な結論であり、その判断には一定の期間（少なく

とも数日程度の期間）を要すると考えられることから「遅滞なく」行うものとしているが、個々の事

案に応じて、可能な限り迅速に裁決を行う必要がある。 

このほか、行審法第 24 条に基づき審査請求を却下する場合（第２編第１章「４ 審理手続を経ない

でする却下裁決」（22 ページ）参照）も、裁決が必要となる。 
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２ 裁決の態様 

  審査庁は、審査請求に係る処分又は不作為の違法性及び不当性を判断し、その結果に基づき裁決を

行う。なお、その判断に当たっては、審査請求人が主張する個々の理由の当否に限らず、当該処分又

は不作為そのものの当否を判断すべきであり、審理員から提出された審理員意見書を踏まえるととも

に、行政不服審査会等の諮問機関への諮問手続を経る場合には、その答申を尊重して判断を行う必要

がある。 

  なお、審理員意見書や行政不服審査会等の答申は法的に審査庁の判断を拘束するものではないが、

審理員や行政不服審査会等の判断と異なる判断をする場合、具体的には、裁決の主文（本章「３ 裁

決書」（１）（96 ページ）参照）が審理員意見書、行政不服審査会等の答申書又は裁決等について審議

会等の議を経た場合における当該審議会等の答申書と異なる内容である場合は、その異なることとな

った理由を裁決書に記載しなければならない（行審法第 50 条第１項第４号）。 

裁決の態様は以下のとおりである。 

（１）却下裁決 

   却下裁決は、審査請求が不適法であると審査庁が認める場合に、本案の審理を拒絶するという判

断を示すものである（行審法第 45 条第１項、行審法第 49 条第１項）。 

   審査請求が不適法であることが明らかである場合には、審理手続を経ないで却下裁決をすること

になる（行審法第 24 条。第２編第１章「４ 審理手続を経ないでする却下裁決」（22 ページ）参照）。

また、不服申立要件（審査請求の適法性）が問題となっていて、具体的な審理を実施しなければ判

断できないような場合は、審理手続を行い、その結果、審査請求が不適法であると認める場合に、

却下裁決を行うことになる。なお、この場合においては、行政不服審査会等への諮問は不要である

（第２編第４章「２ 諮問が不要となる場合」（４）（90 ページ）参照）。 

（２）棄却裁決 

   棄却裁決は、審査請求に係る処分又は不作為が違法又は不当のいずれでもないと審査庁が認める

場合に、審査請求に係る処分又は不作為を是認するという判断を示すものである（行審法第 45 条第

２項、第 49 条第２項）。 

ア 事情裁決 

    処分についての審査請求については、審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもない場

合のほか、当該処分が違法又は不当であるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利

益に著しい障害を生ずる場合（例えば、学校設置基準を満たさない私立学校認可申請に対してさ

れた認可は違法であるが、審査請求時に既に当該学校が開校しており、当該認可の取消しが当該

学校の在籍生徒や関係者に与える影響が甚大である場合が考えられる。）において、審査請求人が

受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上で、

処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、当該審査請求を

棄却することができる（いわゆる事情裁決）。 

〔図３－③〕
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    事情裁決を行う場合には、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなけれ

ばならない（行審法第 45 条第３項） 

イ 不作為についての棄却裁決 

    不作為についての審査請求の場合は、当該不作為が「相当の期間」を経過しているがそのこと

を正当化する特段の事由があると審査庁が認める場合に、当該不作為は違法又は不当のいずれで

もないとして、棄却裁決を行うことになる（行審法第 49 条第２項）。 

（３）認容裁決 

ア 処分（事実上の行為を除く。）についての裁決 

    審査請求が理由がある場合、すなわち、審査庁が審査請求に係る処分が違法又は不当であると

認める場合は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、

審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合は、処分庁に対する一般監督権や

処分権限を有しないことから、当該処分を変更することはできない（行審法第 46 条第１項）。 

    なお、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない（行審法第 48 条）。 

イ 事実上の行為についての裁決 

    審査請求が理由がある場合、すなわち、審査庁が審査請求に係る公権力の行使に当たる事実上

の行為が違法又は不当であると認める場合は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である

旨を宣言するとともに、当該事実上の行為について、以下の措置を講じる（行審法第 47 条）。 

   ① 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合は、処分庁に対して、当該事実上の行為の全部若し

くは一部の撤廃又は変更を命じる。 

   ② 審査庁が処分庁の上級行政庁でない場合は、処分庁に対して、当該事実上の行為の全部又は

一部の撤廃を命じる。 

   ③ 審査庁が処分庁である場合は、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又は変更す

る。 

    なお、審査庁は、審査請求人の不利益に当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこ

れを変更することはできない（行審法第 48 条）。 

ウ 不作為についての裁決 

    審査請求が理由がある場合、すなわち、当該不作為に係る申請から相当の期間が経過し、かつ、

そのことを正当化する特段の事由も認められない場合は、審査庁は、当該不作為が違法又は不当

であると宣言する。（行審法第 49 条第３項） 

（４）申請に対する一定の処分に関する措置 

ア 処分についての審査請求 

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処

分（いわゆる申請拒否処分）についての審査請求に対する裁決において、当該処分の全部又は一

部を取り消す場合には、争訟の一回的解決の観点から、処分庁の上級行政庁として処分庁に当該
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申請に対する一定の処分をすべき旨を命じ、又は処分庁として当該一定の処分をすることができ

る（行審法第 46 条第２項）。 

これは、申請拒否処分についての審査請求は、一般に、申請の認容を求めて提起されるもので

あることから、争訟の一回的解決を図る観点から、申請拒否処分を取り消すことにとどまらず、

申請に対する応答内容を確定させることができるようにするものであり、審査庁は、基本的に、

一定の処分をすべきか否かを判断することが求められる。 

なお、当該一定の処分の根拠となる個別法令において、第三者機関に対する諮問手続や、関係

行政機関との協議等その他の事前手続をとるべき旨の定めが設けられており、上記の一定の処分

に関する措置をとるために必要があると認める場合は、審査庁が、当該個別法令に規定する手続

をとることができる（行審法第 46 条第３項及び第４項）。 

イ 不作為についての審査請求 

不作為庁の上級行政庁又は不作為庁である審査庁は、不作為についての審査請求に対する裁決

において当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する場合には、争訟の一回的解決の観点から、

不作為庁の上級行政庁として不作為庁に当該申請に対する一定の処分をすべき旨を命じ、又は不

作為庁として当該一定の処分をすることができる（行審法第 49 条第３項）。 

不作為についての審査請求は、一般に、申請の認容を求めて提起されるものであるが、不作為

が違法又は不当である旨を宣言する裁決は不作為庁の事務処理を促すにとどまるものであるため、

争訟の一回的解決を図る観点から、不作為の違法又は不当の宣言にとどまらず、申請に対する応

答内容を確定させることができるようにするものであり、審査庁は、基本的に、一定の処分をす

べきか否かを判断することが求められる。 

なお、当該一定の処分の根拠となる個別法令において、第三者機関に対する諮問手続や、関係

行政機関との協議等その他の事前手続をとるべき旨の定めが設けられており、上記の一定の処分

に関する措置をとるために必要があると認める場合は、審査庁が、当該個別法令に規定する手続

をとることができる（行審法第 49 条第４項及び第５項）。 
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３ 裁決書 

（１）裁決書の記載内容 

   裁決は、主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し、審査庁が記名押印をし

た裁決書により行う必要がある（行審法第 50 条第１項）。これらを欠く裁決書によりされた裁決は、

裁決の取消しを求める訴訟において、手続上の瑕疵を理由として取り消される可能性がある。 

上記の事項の詳細については以下のとおりであり、また、裁決書の標準的な例は〔様式例第 77 号〕

のとおりである。なお、審査庁の認識、判断が審理員意見書又は行政不服審査会等の答申書の内容

の一部又は全部と同様となる事項がある場合には、当該事項の記載に当たり審理員意見書又は答申

書の該当部分を引用する形で記載することも可能である。ただし、この場合であっても、審査請求

人等に適切に裁決書の内容を了知させる観点から、引用部分を改めて明記する、審理員意見書等の

該当部分を添付するなどにより、裁決書の内容把握に他の書面を参照する必要が生じないよう配慮

することが望まれる。 

ア 主文 

    審査請求についての結論を示すものであり、典型的には「本件審査請求を却下する」、「本件審

査請求を棄却する」、「本件審査請求に係る処分を取り消す」、「（処分庁）が（処分の文書番号）を

もってした（原処分）を、（変更後の処分）に変更する」、「（事実上の行為）（不作為）は違法であ

る」等の文言となる。 

    なお、事実上の行為を撤廃・変更する措置や申請に対する一定の処分をする措置をとる場合に

は、裁決そのものとは別に当該措置をとる必要があることから、裁決の主文には記載しない。た

だし、審査請求の審理の結果として当該措置をとる判断に至ったことは、裁決書においても明確

に示されるべきである（エ参照）。 

イ 事案の概要 

    審査請求に係る処分等の内容など、当該事案のおおよその内容・要点をまとめたものであり、

審査請求に係る事件の事実関係等を明らかにするよう記載する。 

ウ 審理関係人の主張の要旨 

    審査請求人、参加人及び処分庁等のそれぞれの主張の主な内容であり、審査請求に係る事件の

争点を明らかにするよう記載する。 

    なお、審査請求が不適法であり、審理手続を経ないで却下する場合においては、審査請求書で

把握できる範囲で記載すれば足りる。 

エ 理由 

    審査庁の判断の理由を明らかにするものであり、審査庁が審査請求に係る処分又は不作為につ

いて、適法又は違法、あるいは相当又は不当とした判断の根拠を、審査請求人に理解できる程度

に具体的に記載する必要がある。また、審査庁が審理員意見書や行政不服審査会等の答申書と異

なる内容の主文で裁決をする場合には、判断過程の透明性を確保し、審理関係人への説明を尽く

〔図３－②〕
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す観点から、異なることとなった理由を記載しなければならない。 

オ 申請に対する一定の処分に関する措置 

    事実上の行為を撤廃し、若しくは変更すべき旨を命じ、又は事実上の行為を撤廃し、若しくは

変更する措置（行審法第 47 条各号）をとる場合や、申請に対して一定の処分をすべき旨を命じ、

若しくは当該処分をする措置（行審法第 46 条第２項各号・第 49 条第３項各号）をとる場合には、

判断過程の透明性を確保するとともに、審査請求人の便宜に資する観点から、当該措置の内容及

びその理由についても、裁決書に主文とは別に、付記すべきである。ただし、これらの措置は裁

決そのものではなく、また、裁決書は審査請求人を名宛人とするものであることから、裁決書に

「当該処分をすべき旨を命ずる」旨を記載することによって当然に効力が発生するものではなく、

裁決書への記載とは別に、処分庁等に命ずる行為が必要である。 

カ その他必要な事項 

    法令上規定はないが、裁決の名宛人となる審査請求人の氏名や裁決の年月日は、当然に記載し

なければならない。 

また、裁決書の真正性を担保するため、審査庁は裁決書に記名押印しなければならない（行審

法第 50 条第１項柱書）。 

（２）その他裁決書に必要な事項 

ア 審理員意見書の添付 

    行審法第43条第１項各号の規定により、行政不服審査会等への諮問を要しない場合においては、

審理員意見書が審理関係人に送付されていないことから、裁決書にこれを添付することが必要で

ある（行審法第 50 条第２項）。 

イ 再審査請求をすることができる旨等の教示 

    審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をするこ

とができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示し

なければならないこととされている（行審法第 50 条第３項）。この教示は、適法に再審査請求を

することができる場合を対象とするものであり、一般には、審査請求を却下し、若しくは棄却し、

又はその一部を認容するものである場合に、行うことになる。 

    なお、裁決が審査請求の全部を認容するものである場合であっても、審査請求人が処分の相手

方以外の者である場合や審査請求人と利害が相反する参加人がいる場合には、当該処分の相手方

又は参加人から適法に再審査請求がされることも考えられる。このような場合、この項の規定に

よる教示の対象とはならないが、裁決書は処分の相手方や参加人にも送付される（行審法第 51 条

第４項）から、その送付の際に、運用上、再審査請求に関する教示がなされることが望ましいと

考えられる。 

    このほか、裁決書には、行政事件訴訟法第 46 条に基づき、当該裁決に係る取消訴訟の被告とす

べき者、出訴期間等についての教示を行うことも必要である〔様式例第 78 号〕。 
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４ 裁決書の送達 

（１）送達方法 

   裁決は、送達された時に、その効力を生ずる（行審法第 51 条第１項）。「送達」とは、訴訟法等に

おける、手続に必要な書類を法定の方式に従って当事者や関係人に交付し、又はこれらの者にその

交付を受ける機会を与える行為をいい、行審法では、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付す

ることによってする（同条第２項）という方式をとっている。 

   なお、送達を受けるべき者とは、一般には審査請求人であるが、処分の相手方以外の者のした審

査請求について認容裁決をする場合には、当該処分の効力に変更があることを当該処分の相手方に

了知させる必要があることから、審査請求人に加えて処分の相手方に送達された時に、裁決の効力

を生ずることとしている（同条第１項）。 

送達の方法としては、これらの者に対して、謄本（文書の原本と同一の文字、符号を用いて原本

の内容を完全に写し取った書面）として、運用上、審査庁が原本と相違ないことを記名押印を付し

て証した書面を、郵送や送達を受けるべき者に直接交付する等の方法により行うことが典型的であ

ると考えられる。郵送により送付を行う場合は、送達時点を明確にする観点から、配達証明郵便に

よることが望ましい。 

   また、審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び審査庁以外の処分庁等に送付する（同条第４項）。な

お、処分の相手方が審査請求に参加していない場合には、審査請求を却下し、又は棄却する裁決に

ついても、運用上、裁決書の謄本を処分の相手方に送付することが望ましい。 

（２）公示送達 

   送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合は、

公示の方法によってすることができる（行審法第 51 条第２項ただし書）。公示送達の要件である「所

在が知れない」とは、その者について関係書類の調査、実地調査等を行っても、なお送達すべき場

所が不明な場合をいい、例えば、郵送した裁決書の謄本が宛先不明で返送されたことのみをもって

該当するものではない。また、もう一つの要件である「その他裁決書の謄本を送付することができ

ない場合」とは、例えば、審査請求人又は処分の相手方が戦場その他郵送もできない場所にあって、

しかも国内に受領代理人が定められていないような場合が考えられる。 

   公示の方法は、審査庁が、掲示場への掲示と官報等への掲載をともに行うこととしており、掲載

する内容は、裁決の内容又はその要旨ではなく、「審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送

達を受けるべき者に交付する」というもので足りる（同条第３項） 

 

 

  

〔図３－④〕
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第６章 その他 

１ 証拠書類等の返還 

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、証拠書類等、書類その他の物件（行審法第 32 条）及び提

出要求に応じて提出された書類その他の物件（同法第 33 条）をその提出人に返還しなければならない

こととされている（同法第 53 条）。ただし、提出者が所有権を放棄した書類等や、その返還を望まな

い書類等については、返還する必要はない。なお、審査庁は、裁決前であっても、提出人等の権利保

護のために、当該提出物件が不要になったときは、速やかに証拠書類等を返還することが望まれる。 

また、審査庁は、証拠書類等の返還に当たり、後日、裁決の取消しを求める訴訟が提起される可能

性を考慮して、写しを作成の上、事件記録として保管しておくことが適切であると考えられる。この

証拠書類等の写しを作成した場合は、作成日時及び作成者の氏名並びに当該書類等の提出者及び提出

日時を当該写しに記載する。 

 

  

〔図３－⑤〕
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２ 電子的方法の利用 

  審査請求の審理を進める過程では、第４章までに述べたとおり、数多くのやりとりが審査庁（又は

審理員）と審理関係人の間で行われる。これらのやりとりを全て書面の送付（郵送）によって行うこ

ととした場合には、送付に要する期間だけで、相当な期間に上ることも考えられる。そのため、審理

関係人との間で電子メールによる送受信が可能であるなど、電子的な方法によってやりとりを行うこ

とが可能な場合には、積極的にこれを活用して、審理の迅速化・効率化を図ることも可能である。 

  例えば、法令上の定めはなく運用上行う手続や、法令上必要となる手続ではあるが法令上書面で行

うことが義務付けられていないもの（例えば、法令上は単に「通知する」とされている場合）につい

ては、電子メール等を利用して行うことが可能であり、それぞれの手続の性質等も勘案しつつ、その

活用を図ることが考えられる。 

  これらの手続のうち、電子メール等を利用しても、審理関係人の手続保障等の観点から特に問題は

ないと考えられるものとして、例えば、次のようなものが挙げられる。 

 

表 13 電子的方法を利用することが可能であると考えられる手続 

手続名 第２編第３章における参照ページ 

審理員による手続  

 ① 利害関係者の審理手続参加又はその取下げに

ついての審理関係人への通知 

「２ 審理関係人」（３）（44ページ） 

② 審理計画策定時における審理関係人への審理

手続の予定時期等の連絡 

「５ 争点の整理等」（２）（３）（51ページ）

③ 口頭意見陳述の期日及び場所の通知 「６ 口頭意見陳述」（２）（57ページ） 

④ 証拠書類等又は物件の提出者への受領通知及

び審理関係人への受領についての連絡 

「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」

（２）（63ページ） 

「８ 書類その他の物件の提出要求」（２）

（66ページ） 

⑤ 審理手続実施の申立人への回答 「８ 書類その他の物件の提出要求」（１）

（65ページ） 

「９ 審理関係人への質問」（１）（68ページ）

「10 その他の審理手続」（３）（72ページ）

⑥ 物件の提出要求 「８ 書類その他の物件の提出要求」（１）

（65ページ） 

⑦ 質問の要求 「９ 審理関係人への質問」（１）（68ページ）

⑧ 参考人陳述又は鑑定の求め 「10 その他の審理手続」（２）（72ページ）
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⑨ 参考人陳述等に審理関係人を立ち会わせる場

合の、審理関係人への日時・場所の通知 

「10 その他の審理手続」（２）（72ページ） 

⑩ 検証のための立入依頼 

⑪ 検証日時及び場所の申立人又はその他審理関

係人への通知 

⑫ 参考人陳述等の審理手続を終了した旨等の通

知 

「10 その他の審理手続」（３）（75ページ） 

 

⑬ 検証場所の管理者等が検証に応じなかった場

合の申立人等への連絡 

⑭ 審査請求人等による提出書類等の閲覧等の可

否についての提出者の意見等の照会 

「11 審査請求人等による提出書類等の閲

覧等」（３）（76ページ） 

⑮ 審理手続の併合・分離についての審理関係人へ

の通知 

「12 審理手続の併合又は分離」（１）（２）

（79ページ） 

⑯ 審理員が決定した提出期限内に証拠書類等提

出されない場合における催促状 

「３ 処分庁等への審査請求書の送付及び

弁明書の提出」（２）（46 ページ） 

「４ 反論書・意見書」（１）（49 ページ） 

「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」

（１）（63 ページ） 

⑰ 審理手続終結及び審理員意見書等の審査庁へ

の提出予定時期についての審理関係人への通知 

「14 審理手続の終結」（３）（82ページ） 

審理関係人等による手続  

 ① 審理手続実施の申立て 「６ 口頭意見陳述」（１）（55 ページ） 

「８ 書類その他の物件の提出要求」（１）

（65 ページ） 

「９ 審理関係人への質問」（１）（68 ペー

ジ） 

「10 その他の審理手続」（２）（71 ページ） 

② 口頭意見陳述における補佐人帯同の許可申請 「６ 口頭意見陳述」（１）（56ページ） 

③ 口頭意見陳述において受けた質問に対して処

分庁等が後日に行う回答 

「６ 口頭意見陳述」（３）（60ページ） 

④ 審査請求人等による提出書類等の閲覧等の可

否についての提出者の意見等 

「11 審査請求人等による提出書類等の閲

覧等」（３）（76ページ） 

 



 

- 102 - 

  また、行審法上「審査請求書」、「弁明書」など書面によって行うこととされている手続については、

オンライン化法及びオンライン化法施行規則第３条の適用対象となっており【Ｐ】、審査庁等（オンラ

イン化法上の「行政機関等」）がその実施に必要な事項を定めることにより、オンライン化法第３条や

第４条の規定によるオンライン送付が可能となる。ただし、記名、署名、押印等が法令上必要とされ

る手続を行う場合、行政機関等に対して行われる通知をオンラインで行う場合は、電子署名その他の

氏名又は名称を明らかにする措置（オンライン化法第３条第４項・第４条第４項等）が必要となる。 
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３ 事件関係書類の整理・保存 

  審査庁は、審査請求に係る事件の関係書類を適切に整理し、保存する必要がある。なお、国の行政

機関においては、公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）において、個人又は法人の

権利義務の得喪及びその経緯について、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並び

に当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作

成しなければならないとされており（同法第４条）、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切

な保存に資するよう、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書を行政文書ファイルにまとめなけ

ればならないとされている（同法第５条第２項）。 

  審査庁は、特に事件関係書類の種類が多い等の場合は、これらの散逸を防ぎ、適切な保存及び利用

を確保する観点から、書類の内容に応じて適宜区分して整理・保存することが望ましく、例えば、次

の区分により分類し、各区分に属する書類をおおむね下記の順序で編てつするということが考えられ

る（なお、この例により書類を編てつする場合であっても、特定の書類が大部に及ぶ場合にこれを別

冊とする、複数の審査請求の審理手続を併合（本編第３章「12 審理手続の併合又は分離」（79 ページ）

参照）した場合にこれらをまとめて編てつする等、適宜適切に対応することが望まれる。）。 

なお、上記のうち、電子メール等を利用した通知（本章「２ 電子的方法の利用」（100 ページ）参

照）により実施したものは、当該電子メールの内容をプリントアウトしたものを編てつするという方

法によることが可能である。 

（１）審理手続に関する記録 

主張に関する書面等、提出書類等並びに調書及び重要な手続に関する記録の三分類とし、その順

につづる。 

ア 主張に関する書面等 

審理関係人の主張を明らかにする次のような書類を時系列に並べつづり込む。ただし、関連す

る書類は一括してつづり込む。 

① 審査請求書及びその補正書又は審査請求録取書 

② 弁明書（添付書類を含む。） 

③ 反論書 

④ 意見書 

イ 提出書類等 

    提出書類等（行審法第 32 条及び 33 条）は、審査請求人からの提出物、処分庁等からの提出物、

参加人等からの提出物及びその他の関係者からの提出物の順に、かつ、時系列に並べ（整理番号

を付している場合は、番号の順に）つづり込む。 

ウ 調書及び重要な手続に関する記録 

    争点の整理、手続の経過を明らかにする次のような書類を時系列に並べつづり込む。 

① 審理手続の申立てに関する意見聴取の記録 

〔図３－⑤〕
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② 口頭意見陳述の記録 

③ 参考人の陳述の記録 

④ 鑑定の記録（鑑定結果報告書を含む。） 

⑤ 検証の記録 

⑥ 審理関係人への質問の記録 

⑦ 審理手続の分離又は併合の決定書の写し 

⑧ 審理関係人に対する審理手続終結等の通知書の写し 

⑨ 審査請求取下書 

（２）裁決に関する記録 

ア 審理員意見書 

イ 行政不服審査会等関連書面 

① 行政不服審査会等への諮問書 

② 行政不服審査会等に提出した主張書面 

③ 行政不服審査会等に提出した資料（事件記録の写しを除く。） 

④ 行政不服審査会等の答申書 

ウ 裁決書等 

① 裁決書（裁決書の決定のための稟議書（決裁原議）を含む。） 

② 裁決書謄本の配達証明書等又は裁決の公示送達関係書類（官報等） 

（３）それ以外の記録 

上記（１）及び（２）につづる書類以外の次のような書類をアからウまでに分け、その順に、か

つ、関係する書類ごとに時系列に並べつづり込む。 

ア 資格証明等関係書類 

次のような書類を、審査請求人、参加人（①及び③）の順につづり込む。 

① 法人の代表者等の資格を証明する書面（商業登記簿謄本等） 

② 総代の資格を証明する書面（総代の解任届を含む。） 

③ 代理権を証明する書面（委任状、解任届、辞任届等を含む。） 

④ 審査請求人の権利の承継等についての届出 

⑤ 審査請求人の権利の承継等を証する書面 

イ 執行停止関係書類 

① 執行停止の申立書 

② 執行停止をすべき旨の意見書 

③ 執行停止決定・取消通知書の写し 

ウ その他手続上の書類 

① 補正命令書の写し 
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② 審理員指名通知書 

③ 利害関係人の参加許可申請書（参加許可申請取下げ書を含む。）及び参加許可決定書の写し 

④ 利害関係人に対する審査請求への参加の求めの写し 

⑤ 処分庁への弁明書提出要求書の写し 

⑥ 審査請求人又は参加人への反論書等提出期限の通知書の写し 

⑦ 審理関係人に対する口頭意見陳述への出席要請書の写し 

⑧ 口頭意見陳述における補佐人帯同許可申請書及び決定通知書の写し 

⑨ 審理関係人に対するその他審理手続への出席要請書の写し 

⑩ 物件提出要求、参考人陳述及び鑑定の要求、検証に係る申立書及び要請書の写し 

⑪ 証拠書類等の受領書の写し 

⑫ その他審理関係人に対する通知書の写し 

⑬ 提出資料等の関覧・謄写の請求書及び決定通知書の写し 

⑭ その他手続上の書類  
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第３編 再調査の請求 

 

第１章 再調査の請求の概要 

  再調査の請求は、要件事実の認定の当否に係る不服申立てが大量に行われる処分等のように、申立

てを契機として、事案・内容等を把握している（できる）処分担当者等が改めて当該処分を見直す意

義が認められる特別な類型について、審査請求の前段階で、より簡略な手続により処分を再調査する

ことにより、国民の権利利益の迅速な救済を図るとともに、審査庁の負担軽減に資することを企図す

る手続である。 

  このようなことから、再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる

処分について、個別法（条例は含まれない。）に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合

に限り、することができることとされている（行審法第５条第１項）。具体的には、再調査の請求をす

ることができる旨の定めが置かれている個別法は、次の法律に限られている。 

  なお、旧法における「異議申立て」は、原則として審査請求に一元化されている。 

 

表 14 再調査の請求をすることができる処分 

個別法 対象となる処分（処分庁） 

国税通則法 国税に関する法律に基づく処分 

（税務署長、国税局長又は税関長） 

関税法 関税に関する法律の規定による処分（税関長） 

とん税法・特別とん税法 

 （注）関税法を準用 

とん税・特別とん税の確定又は徴収に関する処分 

（税関長） 

公害健康被害の補償等に関する法律 認定又は補償給付の支給に関する処分（都道府県知事）

 

（１）再調査の請求をすることができる者 

   再調査の請求は、処分についての審査請求と同じく、「処分に不服がある者」がすることができる

（行審法第５条第１項）。 

（２）再調査の請求先 

   再調査の請求は、処分庁である（行審法第５条第１項）。 

（３）再調査の請求をすることができる期間（再調査の請求期間） 

   再調査の請求期間は、審査請求期間と同一内容であり、原則として、処分があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内、また、処分があった日から１年以内にしなければならないが（行

審法第54条第１項本文・第２項本文）、その期間を経過した場合も、「正当な理由」がある場合には、

再調査の請求が認められる（同条第１項ただし書・第２項ただし書）。 
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（４）審査請求との関係 

   処分に不服がある者は、その選択により、再調査の請求又は審査請求のいずれかの不服申立てを

することができ、再調査の請求を経ずに、直接に審査請求をすることも可能である。 

   ただし、当該処分について審査請求をしたときは、再調査の請求をすることはできず（行審法第

５条第１項ただし書）、再調査の請求をしたときは、請求から３月が経過しても決定がない場合等を

除き、その決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない（同条第２項）とされており、

両者を並行提起することはできない。  
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第２章 再調査の請求の諸手続 

１ 再調査の請求手続 

（１）再調査の請求の方式 

   再調査の請求の方式は、審査請求と同様に、個別法に口頭ですることができる旨の定めがある場

合を除き、再調査の請求書を提出してしなければならない（準用後の行審法第19条第１項）。なお、

再調査の請求をすることができる旨を定めている個別法で、実際に口頭ですることができる旨の定

めを置いているものはない。 

   その方式・手続等は、基本的に審査請求と同様である（第２編第１章「１ 審査請求の受付」（１）

～（３）（10ページ）参照）。 

（２）再調査の請求の適法性審査（形式審査） 

   再審査請求の適法性審査（形式審査）についても、処分についての審査請求の場合と原則として

同一である。 

   再調査の請求については、誤った再調査の請求先を教示した場合の救済措置（行審法第22条第１

項）は設けられていないが、適切に教示がされなかったことにより処分庁以外の行政庁に再調査の

請求書が提出された場合には、担当職員は、早急に再調査の請求人に対し、処分庁に再調査の請求

書を提出すべきであり、当該行政庁に対する再調査の請求は不適法な再調査の請求として却下され

ることになる旨を説明する。（その他の事項については、第２編第１章「２ 審査請求の適法性審査

（形式審査）」（５）（18ページ）参照） 

   また、再調査の請求ができる処分であっても、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることも

可能であることから、処分時の教示（第５編第２章「１ 処分時の教示」（128ページ）参照）にお

いて、直接審査請求をすることも可能である旨の教示がされなかったことにより、処分庁に再調査

の請求がされた場合には、処分庁の受付担当職員は、直接審査請求をすることも可能である旨を再

調査の請求人に説明した上で、審査請求を希望する場合には、その者の申立て（行審法第22条第４

項）により、再調査の請求書等の関係書類を審査庁となるべき行政庁に送付する。 

   一方、再調査の請求をすることができる処分について、誤って再調査の請求をすることができる

旨の教示がされなかったことにより、審査請求がされた場合には、審査庁の受付担当職員は、同様

に、再調査の請求をすることも可能である旨を審査請求人に説明した上で、再調査の請求を希望す

る場合には、その者の申立て（行審法第55条第１項）により、審査請求書等を処分庁に送付する。 

   これらの場合には、送付先となる審査庁となるべき行政庁又は処分庁に関係書類が送付されたと

きに、それぞれ、初めから適法に審査請求又は再調査の請求がされたものとみなされる（行審法第

22条第５項・第55条第３項）。 

（３）その他の再調査の請求手続 

   再調査の請求書の補正や、審理手続を経ないでする却下、執行停止、審理手続の承継、再調査の
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請求の取下げなど、その他の再調査の請求手続についても、処分についての審査請求の場合と、原

則として同一である（第２編「第１章 審査請求手続」３～７（20ページ）参照）。 

   なお、再調査の請求については、審理員の指名を要しないことから、執行停止をすべき旨の審理

員の意見書の提出の手続はない。 
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２ 審理手続 

  再調査の請求は、審査請求の前段階で、事案・内容等を把握している（できる）処分担当者等が改

めて処分を見直すことにより、国民の権利利益の迅速な救済を図る手続である（「第１章 再調査の請

求の概要」（106ページ）参照）ことから、審理手続については、審査請求よりも簡略な手続としてい

る。 

  なお、処分庁は、再調査の請求を受けて処分を見直すに当たり、行審法に基づく手続のほか、当該

処分の根拠法令等に基づいて調査を行うことも可能である。 

（１）審理手続を行う者 

   再調査の請求については、審理手続を行う者について法律上特段の規定を置いておらず、処分担

当者が手続を行うことも妨げられない。 

   しかしながら、簡易迅速な事案の処理の観点から特段の問題がない場合には、実際の処分担当者

ではない者が審理を行うことが望ましい。 

（２）口頭意見陳述 

   再調査の請求では、再調査の請求書を契機として処分庁が処分を改めて見直す手続であることか

ら、処分庁の弁明書や再調査の請求人の反論書、参加人の意見書といった審理関係人の書面による

主張の手続は設けていないが、再調査の請求人等の手続保障の観点から、審査請求と同様に、再調

査の請求人又は参加人の申立てがあったときは、口頭意見陳述を行わなければならないこととして

いる（準用後の行審法第31条第１項）。 

   再調査の請求における口頭意見陳述は、再調査の請求人及び参加人を招集して行われ（準用後の

行審法第31条第２項）、申立人の処分庁に対する質問権は規定していないが、その他の手続について

は、基本的に審査請求と同様である（第２編第３章「６ 口頭意見陳述」（55ページ）参照）。 

（３）証拠書類等の提出 

   再調査の請求においては、処分庁からの証拠書類等の提出の手続は設けていないが、再調査の請

求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができ（準用後の行審法第32条）、その手続

は、審査請求と同様である（第２編第３章「７ 審理関係人による証拠書類等の提出」（63ページ）

参照）。 

（４）審理手続の併合・分離 

   審理手続の併合又は分離については、審査請求の場合と同様である（第２編第３章「12 審理手

続の併合又は分離」（79ページ）参照）。 

   なお、参考人の陳述及び鑑定の要求や、検証、質問、提出資料等の閲覧等、審理手続の終結、審

理員意見書の作成など、審査請求において設けられているその他の審理手続（行審法第33条～第38

条、第40条～第42条）は、簡略な再調査の請求においては、設けられていない。 

（５）３月を経過しても決定に至らない場合の通知 

   再調査の請求をした場合でも、請求をした日（補正命令があった場合には、当該補正した日）の
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翌日から起算して３月を経過しても決定がない場合には、再調査の請求人は、当該決定を経ずに、

審査請求をすることができる（行審法第５条第２項第１号）。 

   これを実質的に担保する観点から、処分庁は、再調査の請求があった日（補正命令をした場合に

は、当該補正がされた日）の翌日から起算して３月を経過しても、当該再調査の請求がなお係属し

ている場合（決定に至っていない場合）には、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をする

ことができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない（行審法第57条）。 

   なお、再調査の請求人が、当該処分について、決定を経ずに審査請求をした場合には、原則とし

て、再調査の請求は取り下げられたものとみなされる（行審法第56条）。 
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３ 決定 

  再調査の請求は、以上のように処分庁が簡略な手続で処分を見直す手続であることから、再調査の

請求に対する処分庁の 終的な判断は、審査請求や再審査請求における「裁決」ではなく、「決定」と

されている。 

  決定の態様、手続等については、基本的に処分についての審査請求の裁決と同様である（第２編「第

５章 裁決」（92ページ）・第６章「１ 証拠書類等の返還」（99ページ）参照）が、簡略な手続である

という制度の趣旨から、次のような点について、処分についての審査請求の裁決と異なる取扱いとし

ている。 

（１）決定の時期 

   審査請求とは異なり、決定の時期については、法律上は特段の規定を置いていない。ただし、制

度の趣旨に照らし、処分庁は、必要な調査を終えたときは、遅滞なく決定をすべきである。 

（２）決定の態様等 

   決定の態様等については、基本的には、審査庁が処分庁である場合の処分についての審査請求の

裁決と同様であるが、以下の点で違いがある。 

  ① 事情裁決（第２編第５章「２ 裁決の態様」（２）（93ページ）参照）に相当する規定を置いて

いないこと 

  ② 申請拒否処分を取り消す場合の申請に対する一定の処分に関する措置（第２編第５章「２ 裁

決の態様」（４）（ア）（94ページ）参照）に相当する規定を置いていないこと 

（３）決定書 

   決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならないことと

されている（行審法第60条第１項）。主文及び理由の記載の程度等については、審査請求における裁

決書の記載事項と同様である（第２編第５章「３ 裁決書」（１）ア及びエ（96ページ）参照）。 

   また、決定書には、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨（却下の決定

である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨）並び

に審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない（行審

法第60条第２項）〔様式例第79号〕。ただし、決定が、処分の全部を取り消し、又は撤廃する内容で

ある場合には、対象となる処分がなくなることから、この教示をする必要はない。 
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第４編 再審査請求 

 

第１章 再審査請求の概要 

１ 再審査請求をすることができる場合 

  再審査請求は、個別法（条例は含まれない。）に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合

に、することができる（行審法第６条第１項）。これは、専門技術性を有する第三者機関が審理・裁決

を行う場合等、審査請求の裁決を経た後の救済手続を設ける意義が認められるものに限る趣旨である。 

（１）再審査請求をすることができる者 

   再審査請求は、「処分についての審査請求の裁決に不服がある者」（行審法第６条第１項）がする

ことができる。この「不服がある者」とは、審査請求と同様、再審査請求をする法律上の利益があ

る者を意味するものであり、審査請求の段階における審理関係人以外の者も含まれ得る。 

（２）再審査請求の対象 

   再審査請求は、審査請求の裁決（以下「原裁決」という。）又は当該審査請求に係る処分（以下「原

処分」という。）のいずれかを対象として行う（行審法第６条第２項）。原裁決と原処分のいずれを

対象とするかは、再審査請求人の選択に委ねられるが、例えば、審査請求を棄却する裁決（原処分

を維持する裁決）を不服とする場合には原処分を対象として再審査請求をすることが合理的であり、

原処分を取り消す裁決を不服とする場合には（原処分が取り消され存在しないため）原裁決を対象

として再審査請求をすることになる。 

 

図 7 再審査請求の構成（例） 

〔原裁決を対象とする再審査請求〕 

 

              再審査請求 

             （原裁決の取消し）

         

 
 

  （原処分を取り消す原裁決⇒原処分は消滅）

 

〔原処分を対象とする再審査請求〕 

 

                           再審査請求 

            （原処分の取消し）  

             

 

 

      

（審査請求を棄却する原裁決⇒原処分は存続） 

 

（３）再審査請求先 

   再審査請求は、再審査請求をすることができる旨を定める個別法に定められた行政庁に対して行

う。例えば、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）では地方公務員災害補償基金に置かれ

裁決庁 再審査請求人

再審査庁 

審理員 

裁決庁 

再審査請求人 

再審査庁 

審理員 

処分庁 

審理 審理 審理
審理
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る地方公務員災害補償基金審査会が再審査請求先となり（同法第51条第２項）、生活保護法（昭和25

年法律第144号）では厚生労働大臣が再審査請求先となる（同法第66条第１項）。 

（４）再審査請求をすることができる期間（再審査請求期間） 

   再審査請求は、原則として、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して１月以内にしな

ければならない（行審法第 62 条第１項）。ただし、審査請求と同様、その期間を経過した場合も、「正

当な理由」がある場合には、再審査請求が認められる（同項ただし書）また、客観的再審査請求期

間は、審査請求と同様に、原裁決があった日の翌日から起算して１年以内となっている（同条第２

項）。 

  

 

- 115 - 

２ 再審査請求の手続に関係する部署（職員） 

  再審査請求の手続には、おおむね次のような部署（職員）が関係することになる（本章「１ 再審

査請求をすることができる場合」（２）の図７（113ページ）も参照）。なお、再審査請求においては、

審査請求の裁決までの段階で行政不服審査会等その他の第三者機関の議を経ていることから、行政不

服審査会等への諮問は義務付けられていない。 

（１）裁決庁等 

   原裁決をした行政庁（以下「裁決庁」という。）又は原処分をした行政庁（処分庁）をいう。原裁

決を対象とする再審査請求の場合は裁決庁が、原処分を対象とする再審査請求の場合は処分庁が、

再審査請求の相手方（訴訟における被告に相当）として、証拠書類の提出などにより、再審査請求

の対象とされた原裁決又は原処分（以下「原裁決等」という。）が違法・不当でないことを主張する

ことになる。 

   実務上は、原裁決又は原処分を担当した部署の職員などが、これらの事務を処理することになる。 

（２）再審査庁 

   再審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁である（本章「１ 再審査請求

をすることができる場合」（３）（113ページ）参照）。 

   再審査請求の形式審査、執行停止、審理員の指名、裁決等といった個々の審査請求に係る事務の

ほか、標準審理期間の設定や審理員候補者名簿の作成、情報提供、処理状況の公表といった事務も

処理する。実務上は、再審査請求に対する裁決を担当する部署などの職員が、これらの事務を処理

することとなる。 

（３）審理員 

   再審査請求においても、審理の公正性・透明性を高めるため、再審査請求の審理を行う職員を「審

理員」として法律上位置付けており、審理員が、実際の再審査請求の審理に当たって中心的な役割

を担う。 

   行審法第 66条第１項準用後の第９条第１項の規定により再審査庁から指名を受けた再審査庁に所

属する職員が、その事務を処理することとなる。  
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第２章 再審査請求手続 

１ 再審査請求の受付 

（１）再審査請求の方式 

   再審査請求は、個別法に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、再審査請求書を提

出してしなければならない（準用後の行審法第19条第１項）。 

   再審査請求に必要な事項（準用後の行審法第19条第２項、第４項及び第５項第３号）が記載され

た書面であればよい。その方式・手続等は、基本的に審査請求と同様である（第２編第１章「１ 審

査請求の受付」（１）～（３）（10ページ）参照）。 

（２）裁決庁等を経由する審査請求 

   再審査請求は、原裁決と原処分のいずれを対象とするかにかかわらず、裁決庁又は処分庁のいず

れを経由して行うことも可能であり、この場合における再審査請求期間の計算については、裁決庁

等に再審査請求書を提出し、又は必要な事項を陳述した日を、再審査請求をした日として取り扱う

ことになる（準用後の行審法第21条）。 

   再審査請求書の提出等を受けた裁決庁等の手続は、審査請求と同様である（第２編第１章「１ 審

査請求の受付」（６）（12ページ）参照）。 
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２ 再審査請求の適法性審査（形式審査） 

  再審査請求の適法性審査（形式審査）についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２

編第１章「２ 審査請求の適法性審査（形式審査）」（13ページ）参照）。ただし、詳細については、次

のように審査請求とは異なる部分もある。 

（１）再審査請求書の記載事項 

   再審査請求書において記載が必要となる事項は以下の表のとおりである。 

 

表 15 再審査請求書の記載事項 

記載事項 根拠条文 

必ず記載が必要な事項  

 ①再審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 準用後の行審法第19条第２項第１号 

②再審査請求に係る処分の内容 準用後の行審法第19条第２項第２号 

③原裁決があったことを知った年月日 準用後の行審法第19条第２項第３号 

④再審査請求の趣旨及び理由 準用後の行審法第19条第２項第４号 

⑤裁決庁の教示の有無及びその内容 準用後の行審法第19条第２項第５号 

⑥再審査請求の年月日 準用後の行審法第19条第２項第６号 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項  

 ①再審査請求人が法人その他の社団若しくは財団であ

る場合、総代を互選した場合又は代理人によって再

審査請求をする場合  その代表者若しくは管理

人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所 

準用後の行審法第19条第４項 

②再審査請求期間（※）の経過後において審査請求をす

る場合  その正当な理由 

（※）原裁決があったことを知った日の翌日から起算して１

月・原裁決があった日の翌日から起算して１年（行審法

第62条第１項本文・第２項本文） 

準用後の行審法第19条第５項第３号 

 

（２）再審査請求先の確認 

   再審査請求については、誤った教示をした場合や教示をしなかった場合の救済措置（行審法第22

条・第83条）は設けられていないが、適切に教示がされなかったことにより再審査庁でない行政庁

に再審査請求書が提出された場合には、担当職員は、早急に再審査請求人に対し、正しい再審査請

求先に再審査請求書を提出すべきであり、当該行政庁に対する再審査請求は不適法な再審査請求と

して却下されることになる旨を説明する（なお、正しい再審査請求先が把握できない場合には、裁
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決庁又は処分庁に対して再審査請求書を提出することができる旨を説明する。）。（その他の事項につ

いては、第２編第１章「２ 審査請求の適法性審査（形式審査）」（５）（18ページ）参照） 

 

３ 再審査請求書の補正 

  再審査請求書の補正については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「３ 審

査請求書の補正」（20ページ）参照）。 

 

４ 審理手続を経ないでする却下裁決 

  審理手続を経ないでする却下裁決についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第

１章「４ 審理手続を経ないでする却下裁決」（22ページ）参照）。 

 

５ 執行停止 

  執行停止についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「５ 執行停止」（23

ページ）参照）が、再審査請求は、裁決庁等の上級行政庁や裁決庁等が再審査庁となることを想定し

た手続ではないため、審査庁が処分庁等の上級行政庁又は処分庁等のいずれでもない場合の執行停止

と同様の手続としている。 

  そのため、再審査庁は、再審査請求人の申立てがある場合に限り、裁決庁等の意見を聴いて、執行

停止をすることができ（職権ですることはできない。）、また、とることができる具体的な措置は、原

裁決等の効力、原裁決等の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止の措置となる（「その他の措置」

をとることはできない。）（準用後の行審法第25条第３項）。なお、「原裁決等」とは、原処分を対象と

する再審査請求の場合には原処分、原裁決を対象とする再審査請求の場合には原裁決を意味するが、

原裁決について行う執行停止としては、例えば、原裁決が原処分を変更する内容である場合で変更後

の処分を前提とする後続の手続の進行により著しい損害が生ずるときに当該手続の続行を停止するこ

とや、原裁決が原処分を取り消す内容である場合で原処分の取消しにより著しい損害が生ずるときに

原裁決の効力を停止することが考えられる。 

 

６ 審理手続の承継 

  審理手続の承継についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「６ 審理手

続の承継」（27ページ）参照）。 

 

７ 再審査請求の取下げ 

  再審査得請求の取下げについても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第１章「７ 審

査請求の取下げ」（29ページ）参照）。  
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第３章 審理員の指名 

  行審法は、再審査請求についても、審理の公正性・透明性を高めるため、原裁決等に関与していな

い等一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行うこととしている。 

  審理員の指名等の手続については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編「第２章 審

理員の指名」（30ページ）参照）。ただし、詳細については、次のように審査請求とは異なる部分もあ

る。 

（１）指名をした旨の通知 

   再審査庁は、審理員を指名した場合は、その旨を再審査請求人及び裁決庁等に通知する（準用後

の行審法第９条第１項）。「裁決庁等」とは、再審査請求の対象が原裁決である場合には裁決庁、対

象が原処分である場合には処分庁を意味するものであり、例えば、原処分を対象とする再審査請求

の場合に、裁決庁にも通知することが義務付けられるものではない。 

（２）審理員の除斥事由 

   再審査庁は、準用後の行審法第９条第２項各号に定める除斥事由に該当しない者を指名する必要

がある。除斥事由の内容は、基本的に審査請求の場合と同様であるが（第２編第２章「３ 審理員

に指名する職員の範囲等」（４）（34ページ）参照）、処分に関与しない者（行審法第９条第２項第１

号）については、「原裁決に係る審査請求に係る処分、当該処分に係る再調査の請求についての決定

又は原裁決に関与した者」（準用後の行審法第９条第２項第１号）であり、再審査請求の対象が原裁

決と原処分のいずれであるかにかかわらず、原裁決又は原処分のいずれかに関与した者は、審理員

に指名することはできない。なお、この「原裁決に関与した者」とは、例えば、審理員やその補助

者として審査請求の審理手続に関わった者、行政不服審査会等において当該事案に係る調査審議に

関わった委員や事務局の職員、審査庁において原裁決の起案・決裁に関わった者などが該当する。 
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第４章 審理手続 

  再審査請求の審理手続は、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編「第３章 審理手続」（40

ページ）参照）。ただし、詳細については、次のように審査請求とは異なる部分もある。 

 

１ 再審査請求書の送付及び裁決書の送付 

（１）再審査請求書の送付 

   審理員は、再審査庁から審理員として指名されたときは、直ちに、裁決庁等に再審査請求書を送

付しなければならない（準用後の行審法第29条第１項）。この再審査請求書の送付は、再審査請求の

対象が原裁決である場合には裁決庁、対象が原処分である場合には処分庁に対して行う。 

 

（２）裁決書の送付 

   再審査請求については、裁決庁等からの弁明書の提出及び再審査請求人からの反論書の提出の手

続は設けておらず、これに相当するものとして、原裁決に係る裁決書の提出の手続を設けている（行

審法第63条）。 

   このため、審理員（再審査庁が行審法第66条第１項において読み替えて準用する第９条第１項各

号に掲げる機関である場合は、当該再審査庁（以下「委員会等である再審査庁」という。））は、原

裁決をした行政庁に対して、原裁決に係る裁決書の送付を求める（行審法第63条）。 

   また、裁決書の送付を求める時期については、法令上特に規定はないが、裁決庁等への再審査請

求書の送付と並行して行うことが適当であり、再審査請求の対象が原裁決である場合には、裁決庁

に再審査請求書を送付するのに併せて、原裁決に係る裁決書の送付を求めることが効率的である。 

   なお、裁決書の提出については、法律上、提出すべき相当の期間を定めることとはしていないが、

これは弁明書のように新たに作成するものではなく、提出に一定の期間を要するものではないため

であり、提出を求められた裁決庁は、直ちに裁決書を送付する必要がある。 

   提出された裁決書については、法律上、審理関係人（再審査請求人、参加人及び裁決庁等）への

送付の手続は設けられていないが、再審査請求人又は参加人が、審査請求において審査請求人又は

参加人のいずれでもなかった場合には、審査請求の裁決の際に裁決書の送付を受けていないことか

ら、審理員は、提出された裁決書の写しを送付する。 

 

２ 意見書 

  再審査請求においても、参加人は、再審査請求に係る事件に関する意見書を提出することができ、

審理員は、意見書を提出すべき相当の期間を定めることができる（準用後の行審法第30条第２項）。こ

れは、審査請求には参加していなかった利害関係人が再審査請求に参加する場合を考慮し、その書面

による主張の手続を整備したものである。 
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  審理員は、審理の遅滞を防ぐ観点から、提出期限を定めて意見書の提出を参加人に促すことが望ま

しく（第２編第３章「４ 反論書・意見書」（49ページ）参照）、具体的には、裁決書の送付を求める

のに並行して、参加人に意見書を提出すべき相当の期間を通知することが効率的であると考えられる。 

  なお、当該期間内に意見書が提出されない場合であって、審理に当たって参加人の主張を把握する

必要があると認めるときは、更に期間を定めて、当該期間内に意見書が提出されない場合は審理手続

を終結することがある旨（準用後の行審法第41条第２項）を記載した書面〔様式例第57号〕により、

意見書の提出を促すことが適当であると考えられる。 

  審理員は、意見書が提出されたときは再審査請求人及び裁決庁等に、それぞれ送付しなければなら

ない（準用後の行審法第30条第３項）。送付は、提出後速やかに行うべきである。 

  なお、意見書において、再審査請求の結論に影響を与え得る新たな主張や事実が提示された場合は、

審理関係人への質問（準用後の行審法第36条）等により、適宜他の審理関係人の反論の機会を付与す

る必要がある。 

 

３ 争点の整理等 

  争点の整理等については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「５ 争点の整

理等」（51ページ）参照）。 

 

４ 口頭意見陳述 

  口頭意見陳述については、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「６ 口頭意見

陳述」（55ページ）参照）が、再審査請求が原裁決を対象とする場合には、口頭意見陳述に出席し、ま

た、申立人が質問を発することができるのは、処分庁ではなく裁決庁となる。 

 

５ 証拠書類等の提出 

  証拠書類等の提出についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「７ 審理

関係人による証拠書類等の提出」（63ページ）参照）が、再審査請求においては、弁明書や反論書の提

出手続がないが、審理の迅速性を確保するため、裁決書の送付を求めるのに並行して、審理関係人に

証拠書類等を提出すべき相当の期間（提出期限）を定めて通知し、その提出を促すことが効率的であ

ると考えられる（本章「２ 意見書」（120ページ）も参照）。再審査請求が原裁決を対象とする場合に

は、裁決庁に対しては、再審査請求書の送付（本章「１ 再審査請求書の送付及び裁決書の送付」（１）

（120ページ）参照）の際に通知することも可能である。 

 

６ 書類その他の物件の提出要求 

  物件の提出要求についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「８ 書類そ

の他の物件の提出要求」（65ページ）参照）が、審査請求の審理段階で、事件記録（第２編第３章「15 
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審理員意見書」（２）（84ページ）参照）が審査庁に提出されていることから、審理員は、審理の迅速

性を確保するため、全ての物件について改めて所持人に提出を求めるのではなく、事件記録に含まれ

ている物件については、裁決庁に事件記録の必要部分の写しの提出を求めることが効率的であると考

えられる。 

 

７ その他の審理手続 

  参考人の陳述及び鑑定の要求や、検証、質問、提出資料等の閲覧等、審理手続の併合又は分離につ

いては、基本的に審査請求の場合と同様である（第２編「第３章 審理手続」９～13（68ページ）参

照）。 

 

８ 審理手続の終結 

  審理手続の終結についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「14 審理手

続の終結」（82ページ）参照）が、弁明書及び反論書が提出されない場合の審理手続の終結（行審法第

41条第２項第１号イ・ロ）は適用されないこと、また、行政不服審査会等への諮問に係る申出の手続

がない点で、審査請求と異なる。 

 

９ 審理員意見書 

  審理員意見書の提出についても、基本的には審査請求の場合と同様である（第２編第３章「15 審

理員意見書」（84ページ）参照）。また、事件記録の具体的内容は次のとおりであり、審理手続の違い

（本章「１ 再審査請求書の送付及び裁決書の送付」（２）（120ページ）参照）から、審査請求におい

て事件記録とされている弁明書（その添付書類を含む。）及び反論書が含まれず、裁決庁から提出され

る原裁決に係る裁決書が含まれる点で、審査請求と異なる。 

 

表 16 再審査請求手続における事件記録 

事件記録 左の記録に係る審理手続等の根拠条文 

準用後の行審法第41条第３項に規定されているもの  

 ・再審査請求書 準用後の行審法第19条 

・原裁決に係る裁決書 行審法第63条 

事件記録として政令で定めるもの【Ｐ】 
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第５章 裁決 

  裁決の態様、手続等については、基本的に処分についての審査請求の裁決と同様である（第２編「第

５章 裁決」（92 ページ）・第６章「１ 証拠書類等の返還」（99 ページ）参照）。 

  ただし、具体的には、次のような点で、処分についての審査請求の裁決と違いがある。 

（１）裁決の時期 

   再審査庁は、審理員意見書が提出されたとき（委員会等である再審査庁にあっては、審理手続を

終結したとき）は、遅滞なく、裁決をしなければならない（準用後の行審法第 44 条）。なお、再審

査請求においては、審査請求の裁決までの段階で行政不服審査会等その他の第三者機関の議を経て

いることから、行政不服審査会等への諮問は義務付けられていない。 

（２）裁決の態様等 

   再審査請求は、裁決庁等の上級行政庁や裁決庁等が再審査庁となることを想定した手続ではない

ため、審査庁が処分庁等の上級行政庁又は処分庁等のいずれでもない場合の裁決と同様の手続とな

っている。そのため、再審査請求を認容する場合は、原裁決等の全部又は一部を取り消す（事実上

の行為の場合は、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる）にとどまり、原裁決

等の変更や、申請に対する一定の処分をすべき旨を命ずる措置は認められていない（行審法第65条）。 

   再審査請求が理由があるか否かは、再審査請求の対象となった原処分又は原裁決が違法又は不当

であるかに照らして判断される。ただし、審査請求を却下し、又は棄却した原裁決の取消しを求め

る再審査請求において、原処分が違法又は不当のいずれでもない場合は、原裁決が手続上の瑕疵等

により違法又は不当であったとしても、これを取り消して再び審査請求をやり直す実益がない（当

該審査請求を棄却するという結論は変わらないため）ことから、当該再審査請求を棄却する（行審

法第64条第３項）。この場合には、裁決の理由として、原裁決が違法又は不当であるが、原処分が違

法又は不当のいずれでもない旨が記載される必要がある。 

（３）裁決書 

   裁決書には、審理員の指名を要しない場合（再審査庁が委員会等である再審査庁である場合）を

除き、審理員意見書を添付する（準用後の行審法第50条第２項）。 

   また、裁決書の送付は、再審査請求の対象が原処分と原裁決のいずれであるかにかかわらず、処

分庁及び裁決庁の両者に対して行う必要がある（準用後の行審法第51条第４項）。 

   なお、更なる不服申立ての教示については、行審法上の規定はないが、個別法により再審査請求

の後の更なる不服申立手続が設けられている場合には、行審法第50条第３項に準じて、不服申立先

等の事項を教示すべきである。 
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第５編 その他 

 

第１章 審査庁があらかじめ措置する事項 

１ 標準審理期間の設定 

   審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の救済を図る観点から、行政手続法第６条に規定する

標準処理期間と同様の規定を設け、審理期間の目安を定めることを審査庁となるべき行政庁の努力

義務とするとともに、標準審理期間を定めたときは、これを公にしなければならないこととしてい

る。 

（１）設定方法 

ア 対象となる期間 

    標準審理期間として定める期間は、「審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対す

る裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間」である（行審法第16条）。 

    「審査請求がその事務所に到達」した時とは、審査請求が審査庁となる行政庁の事務所（文書

受付業務を担当する部局）に物理的に到着し、了知可能な状態に置かれる、すなわち審査請求が

当該部局の支配圏内に置かれる時点をいう。 

また、「通常要すべき標準的な期間」とは、審査請求が通常（適法）であり、かつ、審査庁側の

審理体制等も通常であることを前提として必要となる期間を意味するものであり、行審法第43条

の規定により行政不服審査会等への諮問を行う場合における諮問から答申を得るまでに要する期

間も含まれるが、不適法な審査請求について審査請求書の補正に要する期間は含まれない。 

なお、「標準的な」とは、簡易迅速かつ公正な審理を実現すべきであるとの趣旨に照らし、審査

請求に対する応答としてふさわしい合理的な範囲内であることを意味する。 

イ 設定に当たっての留意点 

   ① 標準審理期間は、日、月等をもって、具体的な期間として定めることが望ましいが、そのよ

うな設定が困難な場合には、一定の幅をもった期間として定めることのほか、当該審査請求の

性質に応じ、例えば次のような工夫を行うことにより、可能な限り審査請求の処理に要する目

安として何らかの期間を示すよう努めること。 

    ・ 審査請求の対象となる処分等の類型によって審理期間が異なる場合には、審査請求を類型

化し、それぞれの類型ごとに標準審理期間を定めること。 

    ・ 審査請求の内容によって審理期間に相当のバラつきがある場合であっても、審査請求の過

半が一定の期間内に裁決されるものであるときは、その期間を標準審理期間として定めるこ

と。 

    ・ 口頭意見陳述を実施するか否かなど、審理関係人の審理手続の申立ての有無等の事情によ

って審理に要する期間が変動する場合には、当該事情により変動する期間があることを特記
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した上で、当該期間を除いた裁決までに要する期間を定めること。 

   ② 標準審理期間のうち、行政不服審査会等への諮問から答申までに要する期間については、行

政不服審査会等においてその標準的な期間を示すことにより、審査庁となるべき行政庁が当該

期間を含めて標準審理期間を設定することができるようにすることが求められる。ただし、そ

の場合であっても、審査請求の全部が認容される場合や審査請求人が希望しない場合など、行

政不服審査会等への諮問が不要となる場合もあることから、行政不服審査会等に諮問を行う場

合と行わない場合に分けて定めることが望ましいこと。 

   ③ 不作為についての審査請求についても、申請を認容するか否かを審理の大きな柱とするもの

となり、その審理手続は、申請拒否処分についての審査請求と同様となると考えられることか

ら、申請拒否処分についての審査請求に係る標準処理期間を不作為についての審査請求にも共

通するものとして位置付けることも可能であること。 

   ④ また、審査庁となるべき行政庁及び行政不服審査会等は、審査請求の処理実績を踏まえ、適

宜、標準審理期間の設定を見直すこと。 

（２）標準審理期間を公にする方法 

   「公にする」とは、審査請求人に対して秘密にしないという趣旨であり、その具体的な方法につ

いては、審査庁となるべき行政庁の判断に委ねられるが、「目安」を定める趣旨に照らし、単に審査

請求書の提出先機関である審査庁となるべき行政庁又は処分庁の事務所（窓口）における備付け（掲

示板等への掲示等）を行うのみならず、これらの行政庁のウェブサイトに掲載するなどにより、審

査請求をしようとする者が広く知り得るような措置を講ずることが望ましい。 

（３）留意点 

   標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定められるものであり、その期間内に裁決を

しなければならない義務を審査庁に課すものではない。したがって、その期間の経過をもって直ち

に違法な不作為や裁決の手続上の瑕疵に当たることにはなるものではないが、審理計画を審理関係

人にも共有するなどにより、迅速な審理に努めていることが理解されるよう、適切に対応すること

が望ましい。 

   このほか、再調査の請求及び再審査請求についても同様に、標準審理期間の設定が努力義務とさ

れており（行審法第61条及び第66条第１項において行審法第16条を準用）、上記に準じて、標準審理

期間を設定するよう努める必要がある。 

   また、標準審理期間の設定が困難である場合には、必要に応じ、その理由を審査請求人等に対し

て説明できるよう、受付担当職員等に対して、徹底を図ることが望ましい。 

   なお、法令等により当該審査請求に対する裁決をすべき期間が定められている場合についても、

裁決すべき期間と標準審理期間はその性質を異にするものであり、標準審理期間の対象外となるも

のではない（裁決をすべき期間と同期間を標準審理期間として設定することは妨げられない。）。 
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２ 審理員候補者名簿の作成 

（１）規定の趣旨 

   審査請求をしようとする者にとっては、どのような職員が審理員に指名されるかは重要な関心事

項であり、また、審理員として指名される職員をあらかじめ公にしておくことにより、その指名手

続の公正性及び透明性をより徹底することができるとも考えられることから、審査庁となるべき行

政庁に対して、審理員となるべき者の名簿の作成に努めるべき旨を規定したものである。 

（２）作成方法 

   審理員となることが想定される者については、第２編第２章「３ 審理員に指名する職員の範囲

等」（32ページ）を参照のこと。 

   名簿の具体的な記載方法は、各行政庁の判断に委ねられるものであるが、必ずしも審理員となる

べき者の氏名を具体的に特定して記載しなければならないものではなく、例えば、審理員の指名に

ついて、審査請求に係る処分等の類型ごとに、どの部局課に所属するどの役職にある者を審理員と

して指名するかを決定する方法を採る場合には、審査請求に係る処分等の類型ごとに「○○部△△

課長にある職員」という形で名簿に記載することが考えられる。 

 

図 8 審理員となるべき者の名簿（例） 

処分等の分類 所属部局 審理員となるべき者 備考 

○○省の行う処分全般 

（以下に掲げる処分等

を除く） 

大臣官房 ○○課長にある職員  

○○課企画官 ○山○男  

○○課企画官 ○川○子  

◎◎課長にある職員  

◎◎課企画官(●●担当)にある職員  

◎◎課課長補佐（●●担当）にある職

員 

 

☆☆官にある職員 全員(３名)が対象

△△に関する処分 △△局 △△課長にある職員  

▲▲課長 ○原○子  

□□に関する処分又は

その不作為 

政策統括官

（□□担当） 

□□企画管理官付（●●担当）にある

職員 

□□審理官にある職員 

 

～ ～ ～ ～ 

 

   なお、条例、規則等において、特定の職にある者を審理員に指名する旨を定めた場合には、当該
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条例、規則等における当該定めは審理員候補者名簿に該当すると考えられるが、例えば「関係する

他の職を占める者」というように、具体的な職が特定されない場合には、審理員候補者名簿には該

当しない。 

（３）名簿を公にする方法 

   標準審理期間を公にする方法と同様である（本章「１ 標準審理期間の設定」（２）（125ページ）

参照）。なお、条例、規則等において、特定の職にある者を審理員に指名する旨を定めた場合には、

当該条例等の公布等をもって、名簿を公にしたこととなる。 
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第２章 情報提供等 

１ 処分時の教示 

  行審法では、不服申立制度が十分に活用され、国民の権利利益の救済が図られるよう、処分につい

て不服申立てによる救済を受けることができる旨を教え示す教示の制度を設けている（行審法第82条）。 

  この教示制度は、行政不服審査法に基づく審査請求又は再調査の請求をすることができる処分に限

らず、他の法令に基づく独自の不服申立て（例：鉱業法等に基づく公害等調整委員会に対する裁定の

申請）をすることができる処分についても、対象となる。 

（１）処分の相手方への教示 

ア 教示をしなければいけない場合 

    「審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分」

を書面で行う場合（オンラインで行う場合を含む。）には、処分をする行政庁は、処分の相手方に

対して、不服申立てについての教示をしなければならない（行審法第82条第１項）。 

    口頭で処分を行う場合（事実上の行為を行う場合を含む。）には、法律上教示は義務付けられて

いないが、不服申立ての便宜を考慮し、状況に応じて、口頭で教示するなど、適切な対応がとら

れることが望ましい。 

    なお、申請に対する処分について申請どおりの処分をする場合には、一般に、当該処分の相手

方には不服申立ての利益はないと考えられるから、当該処分は不服申立てをすることができる処

分には当たらず、教示を要しないと考えられる。 

イ 教示する事項 

    教示しなければならない事項は、次のとおりである〔様式例第80号〕。 

   ① 当該処分につき不服申立てをすることができる旨 

     法律上は、不服申立ての種類についての明文の規定はないが、その後の手続を円滑に進める

観点から、不服申立ての種類（名称）を教示すべきである。 

   ② 不服申立てをすべき行政庁 

     不服申立先となる行政庁の名称を具体的に示さなければならない。 

   ③ 不服申立てをすることができる期間 

     不服申立てをすることができる期間を具体的に教示する。 

     なお、客観的審査請求期間（行審法第18条第２項）や「正当な理由」（同条第１項ただし書、

同条第２項ただし書）は、主観的審査請求期間（同条第１項本文）が遵守されれば問題となら

ないが、これらも併せて教示することが望ましい。 

ウ 教示の方式 

    教示は、処分をする際に、書面でしなければならない。一般には、処分の相手方に交付する当

該処分の決定書（通知書）に、教示が必要な事項（上記イ①～③）を付記することが合理的であ
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ると考えられるが、当該事項の記載を失念した場合は、処分庁は、速やかに当該事項を記載した

書面を交付してこれを追完する必要がある。 

    教示がされなかった場合には、不服申立人は、処分庁に不服申立書を提出することにより、適

法に不服申立てを提起することができる（行審法第83条。第２編第１章「２ 審査請求の適法性

審査（形式審査）」（５）（18ページ）参照）。 

（２）利害関係人への教示 

ア 教示をしなければいけない場合 

    処分の相手方以外の利害関係人には、上記（１）の教示はなされないが、処分庁に対して教示

を求めることができる。「利害関係人」とは、当該処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき

利害関係を有するものと認められる者をいう（行審法第13条第１項。第２編第３章「２ 審理関

係人」（３）（43ページ）参照）。口頭による処分などで、処分の際に教示がなかった場合には、処

分の相手方も含まれる。 

    行政庁は、利害関係人から教示を求められた場合には、不服申立てについての教示をしなけれ

ばならない（行審法第82条第２項）。 

イ 教示する事項 

   ① 当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか 

     「当該処分」とは、あらゆる処分を対象とするものであり、不服申立てができる処分である

か否かは問わず、処分が書面でされるか口頭でされるかも問わない。非継続的な事実上の行為

も含まれる。 

   ② 不服申立てをすべき行政庁（当該処分が不服申立てをすることができるものである場合） 

   ③ 不服申立てをすることができる期間（当該処分が不服申立てをすることができるものである

場合） 

ウ 教示の方式 

    この場合には、教示を求められる処分やその状況は様々であることから、書面ですることは義

務付けられておらず、口頭ですることも可能である。ただし、教示を求めた者が書面による教示

を求めたときは、その教示は書面でしなければならない（行審法第82条第３項）。 

    なお、行政庁は、教示の求めを受けたときは、速やかに教示すべきである。 

 

  



 

- 130 - 

２ 不服申立てをしようとする者等に対する情報提供 

  行審法では、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の便宜を図る観点から、不服申

立てに対して裁決その他の処分（以下「裁決等」という。）を行う権限を有する行政庁は、これらの者

の求めに応じ、個々の不服申立てが円滑にされるために必要な情報の提供に努めなければならないこ

ととしている（行審法第84条）。 

  この情報の提供の求めは、審査請求をしようとする者が電話で手続等の概要について情報提供を求

める、行政庁の事務所に来所して受付担当職員に審査請求書の記載方法について助言を求める、審理

員に対して審理手続の申立ての方式について問い合わせるなど、様々な状況でなされることが想定さ

れるが、単に求められた情報のみを提供するにとどまらず、関連するその他の情報を併せて提供する

など、不服申立てをしようとする者等の便宜を考慮して、丁寧な対応をとることが望ましい。 

  提供される情報については不服申立てをしようとする者等の求めの内容等を踏まえ、各行政庁にお

いて判断されることになるが、想定されるものとしては、以下の事項に係る情報が挙げられる。 

ア 不服申立てをしようとする者に対し提供することが想定される情報の例 

  ・不服申立書の記載の程度・目安 

  ・当該不服申立てにおける標準審理期間 

  ・当該不服申立てにおける審理手続の基本的な流れ 

  （反論書・証拠書類等の提出、口頭意見陳述・参考人の陳述・鑑定・検証・審理関係人への質問・

物件の閲覧等ができる旨、第三者機関への諮問、裁決） 

  ・執行停止や口頭意見陳述の申立ての具体的手続・方式 

イ 不服申立てをした者に対し提供することが想定される情報の例 

  ・反論書や証拠書類等の提出の具体的手続 

  ・参考人の陳述、鑑定、検証等の申立ての具体的手続・方式 

  ・提出書類等の閲覧等の求めの具体的手続・方式 

  ・不服申立ての取下げの具体的手続・方式 

  ・審理手続終結時期の見通し、裁決の時期の見通し 
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３ 不服申立ての処理状況の公表 

  行審法では、不服申立制度の運用状況について国民に対する説明責任を果たすとともに、不服申立

てをしようとする者の予見可能性を高める観点から、裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の

内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないこ

ととしている（行審法第85条）。 

  裁決等は、不服申立てに対する行政庁の 終的な判断を示すものであり、国民に対する説明責任を

果たすとともに、国民の予見可能性を高める観点から、審理関係人等の個人情報の保護等にも留意し

つつ、可能な限り、その内容を公表することが望ましい。 

  また、不服申立ての処理状況としては、不服申立ての処理状況についての透明性を確保する観点か

ら、単に当該行政庁における不服申立ての処理件数の合計数を示すのみでは十分でなく、処分の類型

（根拠法令）ごとの不服申立件数、処理件数、処理内容（認容、棄却等の別）、処理期間などの情報を

公表することが望ましい。 

  これらの具体的な公表の方法については、各行政庁の判断に委ねられるが、一般には、裁決等の内

容や年度ごとの処理状況について、各機関のウェブサイト（ホームページ）にデータを掲載するなど

の方法が考えられる。 
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１ 審査請求手続関係 

〔様式例第１号〕審査請求書 

１ 処分についての審査請求の場合 

 

審査請求書 

平成○年○月○日  

                                     （審査請求年月日） 

   （審査庁） ○○ ○○殿 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査請求人が法人等の場合】 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

 株式会社○○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

【審査請求人が総代を互選した場合】 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

 総代 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 20 番地 

 ○○ ○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

 ○○ ○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

 ○○ ○○ 

         （以下、全員連記） 

 

【審査請求を代理人がする場合】 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

代理人 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 
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次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人に対する○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場

合は併せて記載することが望ましい）
（注１） 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

   平成○年○月○日 

 

３ 審査請求の趣旨 

「１記載の処分を取り消す」との裁決を求める。 

 

４ 審査請求の理由（例） 

（１） （処分に至る経緯等を記載の上）（処分庁）から１に記載するの処分を受けた。 

（２） （処分庁は）、その理由を、･･･････のためとしている。 

（３） しかしながら、本件処分は、･･･････であるから、○○法第○条の規定に違反しており、違

法である。 

（４） 本件処分により、審査請求人は、（法的権利又は利益）を侵害されている。 

（５） 以上の点から、本件処分の取消しを求めるため、本審査請求を提起した。 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により、（審査庁）に審査請求をするこ

とができます」との教示があった。 

 

 ６ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

  （１）添付書類  ○○ １通（注２） 

  （２）証拠書類等 ○○ １通（注３） 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 添付書類としては、例えば、総代や法人の代表者等の資格を証明する書面、委任状等がある。 

注３ 審査請求に係る処分の通知書の写しを添付する場合は、こちらに記載する。 
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２ 不作為についての審査請求の場合 

 

審査請求書 

平成○年○月○日  

                                     （審査請求年月日） 

   （審査庁） ○○ ○○殿 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 

審査請求人は、平成○年○月○日、（不作為庁）に対して、○○法第○条の規定による○○○を求

める申請をした。 

 

 ２ 審査請求の趣旨 

   １記載の申請について、速やかに許可（許可等の記載は、上記求めの内容に応じて適宜変更する）の処分をする

よう求める。 

 

３ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

  （１）添付書類（注１）  ○○ １通 

  （２）証拠書類等（注２） ○○ １通 

 

注１ 添付書類としては、例えば、総代や法人の代表者等の資格を証明する書面、委任状等がある。 

注２ 当該不作為に係る処分についての申請書の写しを添付する場合は、こちらに記載する。 
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〔様式例第２号〕審査請求録取書 

 

審査請求録取書 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○殿 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人に対する○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場

合は併せて記載することが望ましい）
（注） 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

   平成○年○月○日 

 

３ 審査請求の趣旨 

「１記載の処分を取り消す」との裁決を求める。 

 

４ 審査請求の理由（例） 

（１） （処分に至る経緯等を記載の上）（処分庁）から○○の処分を受けた。 

（２） （処分庁は）、その理由を、･･･････のためとしている。 

（３） しかしながら、本件処分は、･･･････であるから、○○法第○条の規定に違反しており、違

法である。 

（４） 本件処分により、審査請求人は、（法的権利又は利益）を侵害されている。 

（５） 以上の点から、本件処分の取消しを求めるため、本審査請求を提起した。 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により、（審査庁）に審査請求をするこ

とができます」との教示があった。 

 

 ６ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

  （１）添付書類  ○○ １通 

  （２）証拠物件等 ○○ １通 
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上記のとおり口頭による審査請求があったので、平成○年○月○日、（審査庁）において録取し、審査

請求人に読み聞かせたところ、誤りのないことを確認して署名押印した。 

 

  平成○年○月○日 （録取書作成担当者名及びその所属部署） 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第３号〕補正命令書 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（審査請求人）殿 

（審査庁） ○○ ○○官印    

 

審査請求書の補正について 

 

平成○年○月○日付けで貴殿から提出のあった審査請求は、下記の事項について不備があり、不適法

であるため、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 23 条の規定により、平成○年○月○日までに

補正するよう命じます。 

 なお、上記期限までに補正しないときは、行政不服審査法第 24 条第１項の規定により、貴殿の審査請

求を却下することがあるので、御承知おきください。 

 

記 

 

 １ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

 ２ 審査請求の趣旨 

  

注 上記の記載内容は一例である。 

 

  



- 7 - 

〔様式例第４号〕補正書 

 

補正書 

平成○年○月○日  

 

（審査庁）○○ ○○ 殿 

 

審査請求人  

○○ ○○ ㊞    

 

 平成○年○月○日付け（文書番号）をもって補正を命ぜられた事項について、下記のとおり補正しま

す。 

記 

 

 １ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ２ 審査請求の趣旨 

   「（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人に対する○○に関する処分を取り消す」との裁

決を求める。 

注 上記の記載内容は一例である。 
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〔様式例第５号〕審査請求取下書 

 

審査請求取下書 

平成○年○月○日   

 

（審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人 ○○ ○○ ㊞    

 

 行政不服審査法第 27 条の規定により、下記の審査請求を取り下げます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい）
（注）

 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第６号〕審査請求取下通知書 

 

事 務 連 絡  

平成○年○月○日  

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

（参加人） ○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○    

 

審査請求の取下げについて（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもって、下記の審査請求が取り下げられたので、通知する（します）。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

３ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 
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〔様式例第７号〕代表者・管理人資格証明書及び資格喪失届 

１ 資格証明書 

 

代表者（管理人）資格証明書 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

                             ○○ ○○ 

 

上記の者は、別紙の登記事項証明書（規約の抄本）のとおり、株式会社○○○（○○○会）の代表者

（管理人）であることを証明する。 

 

審査請求人 Ａ県Ｂ市Ｃ町 30 番地 

株式会社○○○ ㊞    

 

注 括弧書きは管理人の証明書とする場合 

 

２ 資格喪失届 

代表者（管理人）資格喪失届 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁）○○ ○○ 殿 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人 株式会社○○○ ㊞    

 

下記の者は、株式会社○○○の（○○○会）代表者（管理人）の資格を平成○年○月○日限り失った

ので、行政不服審査法施行令第○条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

○○ ○○ 

 

注１ 届出先は、審理員が指名され、かつ審理手続終結前である場合は審理員となり、それ以外の場合

は審査庁となる。 

注２ 括弧書きは管理人の喪失届とする場合  
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〔様式例第８号〕総代互選書等 

１ 総代互選書 

 

総代互選書 

 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地      

 ○○ ○○           

 

 私たちは、下記の事項を行わせるため、上記の者を総代に選任しました。 

 

記 

 

 平成○年○月○日をもって、（処分庁）が（処分の名宛人）に対して行った、○○に関する処分（当該処

分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注１）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一

切の事項 

 

  平成○年○月○日 

 

                        審査請求人 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地（注２）    

○○ ○○ ㊞（総代本人も含む）  

Ａ県Ｂ市Ｄ町 20 番地      

 ○○ ○○ ㊞         

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地      

○○ ○○ ㊞     

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地      

 ○○ ○○ ㊞         

 （以下、全員連記のこと）

 以上 ○名   

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 審査請求書の提出後に本互選書を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不要である。 
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２ 総代解任届 

 

総代解任届 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁）○○ ○○ 殿 

   審理員 ○○ ○○ 殿（注１） 

 

審査請求人 

○○ ○○ ㊞          

 ○○ ○○ ㊞          

○○ ○○ ㊞     

○○ ○○ ㊞          

 （以下、全員連記のこと） 

 

 以上 ○名    

 

 私たちは、先に総代に選任して下記の事項を行わせた○○ ○○を、都合により平成○年○月○日付

けをもって解任しましたので、行政不服審査法施行令第○条の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

 平成○年○月○日をもって、（処分庁）が（処分の名宛人）に対して行った、○○に関する処分（当該処

分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注２）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一

切の事項 

 

注１ 届出先は、審理員が指名され、かつ審理手続終結前である場合は審理員となり、それ以外の場合

は審査庁となる。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

 

  



- 13 - 

〔様式例第９号〕総代互選命令書等 

１ 総代互選命令書 

 

平成○年○月○日   

 

（審査請求人）殿 

 （全員連記のこと） 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

総代の互選について 

 

平成○年○月○日付けをもって（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて

記載）について、平成○年○月○日付けをもって提出のあった審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記

載）の審理に必要があるので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 11 条第２項の規定により、

３人以内の総代を平成○年○月○日までに互選するよう命じます。 
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２ 総代互選通知書 

 

総代互選通知書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人 

○○ ○○ ㊞          

○○ ○○ ㊞          

○○ ○○ ㊞     

 ○○ ○○ ㊞          

 （以下、全員連記のこと） 

 

 以上 ○名    

 

 平成○年○月○日付け文書をもって互選を命ぜられた総代については、下記の者を選任しましたので

通知します。 

 

記 

 

   ○○ ○○ 

   ○○ ○○ 
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〔様式例第10号〕総代選出通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

（参加人） ○○ ○○ 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

総代の選出について（通知） 

 

（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対

する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）については、平成○年○月○日付けをもって下記の者

が総代に選任されたので、通知する（します）。 

 

記 

 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地       

   ○○ ○○ 
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〔様式例第11号〕委任状等 

１ 委任状 

 

委任状 

 

私は、Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 弁護士○○ ○○を代理人と定めて、下記の権限を委任する。 

 

記 

 

平成○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載することが望ましい）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一切の権限 

  

 

  平成○年○月○日 

 

           Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞    

 

注１ 審査請求書又は審査請求参加許可申請書の提出後に本状を提出する場合は、審査請求人又は参加

人の住所等の標記は不要である。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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２ 審査請求の取下げをさせる際の委任状 

 

委任状 

 

私は、Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 弁護士○○ ○○を代理人と定めて、下記の権限を委任する。 

 

記 

 

平成○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載することが望ましい）
（注１）につき、（審査庁）に対してした審査請求の取下げに関する権限 

 

  平成○年○月○日 

 

           Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地（注２） 

審査請求人 ○○ ○○ ㊞     

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 審査請求書の提出後に本状を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不要である。 

注３ 上記１及び２の内容を、一通の委任状に含めることは、差し支えない。 
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３ 代理人解任届 

 

代理人解任届 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁）○○ ○○ 殿 

   審理員 ○○ ○○ 殿（注 1） 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞        

 

 私は、弁護士○○ ○○を下記事項について、代理人に選任していましたが、都合により平成○年○

月○日付けをもって解任しましたので、行政不服審査法施行令第○条の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

 平成○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載することが望ましい）
（注 2）につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一切の権限 

 

注１ 届出先は、審理員が指名され、かつ審理手続終結前である場合は審理員となり、それ以外の場合

は審査庁となる。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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〔様式例第12号〕審査請求参加許可申請書 

 

参加許可申請書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地       

○○ ○○ ㊞          

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

 

 下記のとおり、審査請求に参加したいので、行政不服審査法第 13 条第１項の規定により許可を申請し

ます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注 1）についての審査請求 

   

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 参加の理由（注2） 

   申請人は、審査請求人が取消しを求めている○○の処分により、（法的権利又は利益）を受けた者

であり、審査請求の裁決の内容について重大な利害関係を有するため。 

 

 ５ 添付書類（ある場合） 

   ○○○○ １通 

   ○○○○ １通 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 参加の理由欄の記載は一例である。 
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〔様式例第13号〕審査請求参加許可等決定書 

１ 許可する場合 

 

平成○年○月○日   

 

（申立人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審査請求への参加について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出された、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを併せて記載）に係る

利害関係人としての参加について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 13 条第１項の規定によ

り、許可します。 

 

 

２ 許可しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

（申立人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審査請求への参加について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から申請された、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを併せて記載）への参

加については、以下の理由により、不許可とします。 

 

理由 

 審査請求が提起されている処分は、○○に関するものであり、審査請求の裁決の内容がどのような

ものであっても、これにより、貴殿が不利益を被るとは認めがたいものであるため。 

 

注 理由欄の記載は一例である。 
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３ 許可を取り消す場合 

 

平成○年○月○日  

 

（参加人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審査請求への参加の取消しについて（通知） 

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって通知した、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関

する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）へ

の参加の許可については、以下の理由により、取り消します。 

 

理由 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第14号〕職権による審査請求参加要求書 

 

平成○年○月○日   

 

（参加要求対象者）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審査請求への参加について（通知） 

 

下記の審査請求について、利害関係人である貴殿に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 13

条第２項の規定により、参加人として、当該審査請求への参加を求めます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）についての審査請求 

  （事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 利害関係人として参加を求める理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（注） 

 

注 参加要求対象者が参加人となる理由を把握できるよう、審査請求に係る処分等の内容と、これにつ

いての利害関係の態様について、詳細に記載することが望ましい。 

  



- 23 - 

〔様式例第15号〕審査請求参加通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

（審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

審理員 ○○ ○○    

 

審査請求の参加人について（通知） 

 

下記の者を、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併

せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）の参加人としたので、通知する（します）。

 

記 

 

 参加人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 
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〔様式例第16号〕審査請求参加取下書 

 

参加取下書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

参加人 ○○ ○○ ㊞        

 

 平成○年○月○日付けをもって許可のあった下記の審査請求への参加について、下記の理由によりこ

れを取り下げます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 取下げの理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第17号〕審査請求参加取下げ等通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

（審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

審理員 ○○ ○○    

 

審査請求の参加人の取下げ（取消し）について（通知） 

 

（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対

する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関し、平成○年○月○日付け事務連絡をもって通知

した下記の参加人の参加が（を）平成○年○月○日付をもって取り下げられた（取り消した）ので、通

知する（します）。 

 

記 

 

 参加人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 
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〔様式例第18号〕審査請求人地位承継届出書 

１ 自然人の場合 

 

審査請求人地位承継届出書 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 55 番地      

承継人 ○○ ○○ ㊞         

 

 下記のとおり、審査請求人の地位を承継したので、行政不服審査法第 15 条第３項の規定により届け出

ます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 被承継人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

 ４ 地位承継の理由 

   被承継人の死亡（平成○年○月○日） 

 

 ５ 添付書類 

   戸籍謄本 １通 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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２ 法人の場合 

 

審査請求人地位承継届出書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

                            株式会社○○○ 

                              代表取締役 ○○ ○○ ㊞    

 

 下記のとおり、審査請求人の地位を承継したので、行政不服審査法第 15 条第３項の規定により届け出

ます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 被承継人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 35 番地 

株式会社◇◇◇       

代表取締役 ○○ ○○ 

 

 ４ 地位承継の理由 

   株式会社◇◇◇と株式会社○○○とが合併したため（平成○年○月○日） 

 

 ５ 添付書類 

  （１）株式会社◇◇◇及び株式会社○○○間で締結された合併に関する協定書の写し 

  （２）株式会社◇◇◇株主総会における合併承認決議録の写し 

  （３）株式会社○○○株主総会における合併承認決議録の写し 

  （４）株式会社◇◇◇の解散登記に関する登記事項証明書 

  （３）株式会社○○○の変更登記に関する登記事項証明書 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第19号〕審査請求人地位承継通知書 

 

事 務 連 絡   

平成○年○月○日   

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

（審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○     

 

審査請求人の地位の承継について（通知） 

 

（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対

する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、下記のとおり審査請求人の地位の承継があ

ったので、通知する（します）。 

 

記 

 

１ 承継人の住所及び指名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 55 番地 

○○ ○○ 

 

 ２ 地位の承継の理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ３ 承継年月日 

 平成○年○月○日（注） 

 

注 承継許可の場合には、承継を許可した年月日が承継年月日となる。 
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〔様式例第20号〕審査請求人地位承継許可申請書 

 

審査請求人地位承継許可申請書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁）○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

                            株式会社○○○ 

                             代表取締役 ○○ ○○ ㊞   

 

 下記のとおり、処分に係る権利を譲り受けたので、行政不服審査法第 15 条第６項の規定により、審査

請求人の地位の承継の許可を申請します。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注 1）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 被承継人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 35 番地 

株式会社◇◇◇       

代表取締役 ○○ ○○ 

 

 ４ 地位承継の理由（注 2） 

   建築基準法第９条第１項の規定に基づく建築物の使用禁止処分を受けた工場を平成○年○月○日

に買い受けたので、速やかに工場の操業を開始したいため。 

 

 ５ 添付書類 

   売買契約書の写し 

   登記事項証明書 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 地位承継の理由の欄の記載は一例である。 
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〔様式例第21号〕審査請求人地位承継許可決定書 

１ 許可する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（申請者）殿 

 

 審査庁 ○○ ○○官印      

 

審査請求人の地位の承継の許可について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から申請のあった審査請求人の地位の承継については、許可します。 

 

 

２ 許可しない場合 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（申請者）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印      

 

審査請求への地位の承継の許可について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から申請のあった審査請求人の地位の承継については、以下の理由により、

不許可とします。 

 

理由 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第22号〕執行停止申立書 

 

執行停止申立書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地（注 1）   

審査請求人 ○○ ○○ ㊞        

 

 行政不服審査法第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり執行停止を申し立てます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注２）についての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

３ 申立ての理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ４ 添付書類 

   ○○○○ 

 

注１ 審査請求書の提出後に本申立書を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不要である。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 
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〔様式例第23号〕執行停止に係る意見聴取書 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁等） ○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○官印     

 

執行停止に関する意見書の提出について（意見照会） 

 

平成○年○月○日付けをもって、（審査請求人）より、下記のとおり執行停止の申立てがあったので、

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第３項の規定により、これに対する意見書を、平成○

年○月○日までに提出するよう求めます。なお、期限内に意見書の提出がない場合は、意見がないもの

として取り扱います。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

 ２ 執行停止申立ての理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第24号〕執行停止決定書等 

１ 申立てにより執行停止を行う場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印    

 

執行停止申立てに対する決定について（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもって執行停止の申立てのあった（申立て対象処分）については、行政不服

審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり決定したので、

通知します。 

 

記 

  

１ 平成○年○月○日から○月○日までの○日間執行を停止する。 

２ （付帯条件がある場合は記載する） 

 

２ 執行停止の申立てを認めない場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

 

     （審査庁） ○○ ○○官印    

 

執行停止申立てに対する決定について（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもって執行停止申立てのあった（申立て対象処分）については、下記の理由

により、その執行を停止しないこととしたので、通知します。 

 

記 

 

 理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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３ 審理関係人（処分庁を除く。）に対する通知（職権により執行停止を行う場合を含む。） 

 

（ 文 書 番 号 ）    

  平成○年○月○日   

 

（審理関係人）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印     

 

執行停止について（通知） 

 

平成○年○月○日付けをもってされた（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分（当

該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関し、行政

不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり決定したの

で、通知します。 

 

記 

  

１ 平成○年○月○日から○月○日までの○日間執行を停止する。 

２ （付帯条件がある場合は記載する）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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４ 執行停止を取り消す場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審理関係人）殿 

 

 （審査庁） ○○ ○○官印    

 

執行停止の取消しについて（通知） 

 

平成○年○月○日付け（文書番号）をもって通知した、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○

に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記

載）に係る（執行停止となる処分）の執行停止については、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第

26 条の規定により、下記のとおり取り消したので、通知します。 

 

記 

  

 １ 取消内容 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

２ 理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第25号〕執行停止決定通知書 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁） ○○ ○○ 殿 

 

（審査庁） ○○ ○○官印     

 

執行停止について（通知） 

 

下記の審査請求に係る処分について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 25 条第２項（第３

項）の規定により、下記のとおり決定したので、通知する。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

 ２ 審査請求年月日 

平成○年○月○日 

 

 ３ 決定の内容 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○執行を停止する（執行を停止しない）。 

   （執行停止の条件があれば併せて記載する。） 

 

注 処分庁が審査庁である場合には、本通知は不要である。 
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２ 審理員関係 

〔様式例第26号〕審理員指名書 

１ 指名書 

 

審理員指名書 

 

平成○年○月○日  

 

○○ ○○ 殿 

 

 （審査庁）○○ ○○     

 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第９条第１項の規定に基づき、下記の審査請求について、

同法が定める審理手続を行う者である審理員に指名する。 

なお、当該審査請求については、他に（所属部署及び職名）○○ ○○を審理員に指名した。（注） 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

 （処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

 （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

３ 審査請求年月日 

  平成○年○月○日 

 

注 審理員を複数指名している場合に記載する。  
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２ 指名取消書 

 

審理員指名取消書 

 

平成○年○月○日   

 

○○ ○○ 殿 

 

 （審査庁）○○ ○○      

 

平成○年○月○日付け審理員指名書により、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号があ

る場合は併せて記載）についての審査請求（事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載）について、

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第９条第１項の規定に基づき行った指名は、以下の理由によ

り取り消す。 

 

理由 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第27号〕審理員指名通知書 

１ 指名通知書（審査請求人用） 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

 

 （審査庁）○○ ○○官印     

 

審理員の指名（等）について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出のあった審査請求について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第９条第１項に基づき、同法が定める審理手続を行う者である審理員として、下記の者を指名した

ので、通知します。 

また、本件審査請求については、以後「（事件名）（事件番号）」と記載することとしたので、御承知お

きください。（注１） 

 

記 

 

審理員  （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

 

（必要に応じて、連絡先として、所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、

メールアドレス（注２）等を記載する） 

 

注１ この一文は、審査請求事件に事件名及び事件番号を付し、これを審査請求人に通知する場合に記

載する。 

注２ メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定された

メールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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２ 指名通知書（処分庁等用） 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

 

 （審査庁）○○ ○○官印      

 

審理員の指名（等）について（通知） 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第

９条第１項に基づき、同法が定める審理手続を行う者である審理員として、下記の者を指名したので、

通知する。 

 また、本件審査請求については、名称を「（事件名）（事件番号）」としたので、併せて通知する。（注１） 

 

記 

 

審理員 （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

連絡先：（所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、メールアドレ

ス（注２）等を記載） 

 

注１ この一文は、審査請求事件に事件名及び事件番号を付し、これを処分庁等に通知する場合に記載

する。 

注２ メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定された

メールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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３ 審理員の指名の取り消しに伴い審理員が改めて指名された場合（審査請求人等用） 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人等）様 

 

 （審査庁）○○ ○○官印     

 

審理員の指名について（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿（参加人への通知では「審査請求人○○ ○○」）から提出のあった審査請求（事件名・事件

番号がある場合はこれらを記載）について、審理員に指名していた○○ ○○の指名を取り消し、新たに下記の

者を審理員として指名したので、通知します。 

また、審理員の交代に伴い、お預かりした証拠書類等についても、下記の者が管理することとなった

ことを申し添えます。 

 

記 

 

審理員  （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

 

（必要に応じて、連絡先として、所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、

メールアドレス（注）等を記載する） 

 

注 メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定されたメ

ールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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４ 審理員の指名の取り消しに伴い審理員が改めて指名された場合（処分庁等用） 

 

（ 文 書 番 号 ）    

平成○年○月○日   

 

（処分庁等）○○ ○○殿 

 

 （審査庁）○○ ○○官印      

 

審理員の指名について（通知） 

 

平成○年○月○日に審査請求人○○ ○○から提出のあった審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを

記載）について、審理員に指名していた○○ ○○の指名を取り消し、新たに下記の者を審理員として指

名したので、通知する。 

また、下記の者が、貴庁から提出された書類等の管理を新たに担当することを、併せて通知する。 

 

記 

 

審理員 （所属部署及び職名）○○ ○○（複数指名した場合は全員連記する） 

 

連絡先：（所属部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号、メールアドレ

ス（注）等を記載） 

 

 

注 メールアドレスを記載する場合は、組織共用のメールアドレスなど、職員個人単位で設定されたメ

ールアドレス以外のメールアドレスを記載することが望ましい。 
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３ 審理手続関係 

〔様式例第28号〕弁明書提出要求書 

１ 処分庁等が審査庁とは異なる行政庁である場合 

 

平成○年○月○日  

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審査請求書の送付及び弁明書の提出について 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、行政不服

審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 29 条の規定により、別添のとおり審査請求書（副本）を送付するの

で、当該審査請求に対する弁明書正副○通を平成○年○月○日までに提出することを求める。なお、同

法第 29 条第４項に掲げる書面を保有している場合は、弁明書に添付されたい。 

 

また、行政不服審査法第 32 条第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の

物件を提出する場合には、平成○年○月○日までに提出されたい。 

 

なお、行政不服審査法第 29 条第４項に掲げる書面及び同法第 32 条第２項の物件は、同法第 38 条第１

項に基づき、審査請求人又は参加人による閲覧等の請求の対象とされているので、その提出にあたって

は、これらの閲覧等を行うことについての貴庁の意見を付されたい。ただし、閲覧等の請求に対する審

理員の判断が、貴庁の意見と異なる場合があることをあらかじめ申し添える。 

 

 

  

- 44 - 

２ 処分庁等が審査庁と同一の行政庁である場合 

 

平成○年○月○日   

 

（処分庁等）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

弁明書の提出について 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る弁明書正副○

通を平成○年○月○日までに提出することを求める。なお、同法第 29 条第４項に掲げる書面を保有して

いる場合は、弁明書に添付されたい。 

 

また、行政不服審査法第 32 条第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の

物件を提出する場合には、平成○年○月○日までに提出されたい。 

 

なお、行政不服審査法第 29 条第４項に掲げる書面及び同法第 32 条第２項の物件は、同法第 38 条第１

項に基づき、審査請求人又は参加人による閲覧等の請求の対象とされているので、その提出にあたって

は、これらの閲覧等を行うことについての貴庁の意見を付されたい。ただし、閲覧等の請求に対する審

理員の判断が、貴庁の意見と異なる場合があることをあらかじめ申し添える。 
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〔様式例第29号〕弁明書提出通知書 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 （処分庁等）○○ ○○官印     

 

弁明書の提出について 

 

平成○年○月○日付け（文書番号）をもって提出要求のあった、（審査請求人）から提起された（処分

庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号が

ある場合はこれらを記載）に対する弁明書等を、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 29 条第５項の規

定により、下記のとおり提出いたします。 

 

記 

 

  １ 弁明書 正副○通（別添） 

  ２ 添付書類 ○○○○ １通（別添１） 

         △△△△ １通（別添２） 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、審査請求人又は参加人

が閲覧等を行うことは、○○○○については差し支えないが、△△△△については・・・により、

認めるべきではない。ただし、△△△△のうち、□□□□に関する箇所（別添３参照）を除いた

部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。（注） 

 

注 この文は添付書類の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたい。 
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〔様式例第30号〕反論書等提出期限設定通知書 

１ 審査請求人用 

 

平成○年○月○日   

 

（審査請求人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

弁明書の送付及び反論書等の提出について 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出された、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある

場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、行政不服審査法（平成

26 年法律第 68 号）第 29 条第５項の規定により、別添のとおり弁明書（副本）を送付します。 

 

また、行政不服審査法第 30 条第１項の規定により弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書

面（反論書）を提出する場合には平成○年○月○日までに、同法第 32 条第１項の規定により証拠書類又

は証拠物を提出する場合には平成○年○月○日までに、それぞれ提出してください。 

 

なお、上記の証拠書類又は証拠物は、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、他の審査請求人又は参

加人による閲覧等の請求の対象となっておりますので、証拠書類又は証拠物の提出にあたっては、これ

らの閲覧等を行うことについての貴殿の意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対する審理員

の判断が、貴殿の意見と異なる場合があることを御承知おきください。 
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２ 参加人用 

 

平成○年○月○日  

 

（参加人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

弁明書の送付及び意見書等の提出について 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）について、行政不服

審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 29 条第５項の規定により、別添のとおり弁明書（副本）を送付しま

す。 

 

また、行政不服審査法第30条第２項の規定により審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面（意

見書）を提出する場合には平成○年○月○日までに、同法第 32 条第１項の規定により証拠書類又は証拠

物を提出する場合には平成○年○月○日までに、それぞれ提出してください。 

 

なお、上記の証拠書類又は証拠物は、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、他の審査請求人又は参

加人による閲覧等の請求の対象となっておりますので、証拠書類又は証拠物の提出にあたっては、これ

らの閲覧等を行うことについての貴殿の意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対する審理員

の判断が、貴殿の意見と異なる場合があることを御承知おきください。 
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〔様式例第31号〕証拠書類等送付通知書 

１ 審査請求人及び参加人用 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

証拠書類等の提出について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）に対する審

査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載してもよい）に関して、行政不服審査法第 32 条第１項の規定に

より、証拠書類及び証拠物を別添のとおり提出します。 

 

記 

 

  １ 証拠書類 

（１）○○○○ １通 

  （２）△△△△ １通 

  ２ 証拠物 

（１）◇◇◇◇ １個 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、（審査請求人又は参加

人）が閲覧等を行うことは、○○○○及び◇◇◇◇については差し支えないが、△△△△につい

ては・・・により、認めるべきではない。（注） 

 

注 この文は添付書類等の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたい。 
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２ 処分庁等用 

 

事 務 連 絡  

平成○年○月○日  

 

審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 （処分庁等）○○ ○○      

 

当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件の提出について 

 

平成○年○月○日付けをもって（審査請求人）から提起された、（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、

行政不服審査法第 32 条（平成 26 年法律第 68 号）第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証

する下記物件を別添のとおり提出します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、審査請求人又は参加人

が閲覧等を行うことは、○○○○及び◇◇◇◇については差し支えないが、△△△△について

は・・・により、認めるべきではない。（注） 

 

注 この文は添付物件の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたい。 

  

- 50 - 

〔様式例第32号〕証拠書類等提出通知書 

１ 証拠書類等 

 

事 務 連 絡   

平成○年○月○日   

 

（審査請求人・参加人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ 

 

証拠書類等の提出について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、（提出者）から、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 32

条第１項の規定により、下記のとおり証拠書類及び証拠物が提出されたので、通知します。 

 

記 

 

  １ 証拠書類 

（１）○○○○ １通 

  （２）△△△△ １通 

  ２ 証拠物 

（１）◇◇◇◇ １個 
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２ 事実を証する書類その他の物件 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（審査請求人・参加人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ 

 

証拠書類等の提出について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、（処分庁等）から、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第

32 条第２項の規定により、下記のとおり物件が提出されたので、通知します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 
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〔様式例第33号〕意見聴取期日出席要請書 

 

平成○年○月○日   

 

（審理関係人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 37 条第１項の規定

により審理手続の申立てに関する意見聴取を下記のとおり実施することとしたので、出席してください。 

 

記 

 

  開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 
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〔様式例第34号〕審理手続期日等通知書 

平成○年○月○日  

 

（審理関係人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

審理手続の期日等及び審理手続の終結予定時期について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 37 条第３項の規定

により、審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結予定時期について、下記のとおり決定したので、

通知します（する）。 

 

記 

 

 １ 審理手続の期日及び場所 

 （１）口頭意見陳述 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 

 （２）参考人の陳述 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 

   （参考人は○○ ○○とし、○○○○○○○○○○○○についての陳述を求める。） 

 （３）物件の提出 

    平成○年○月○日までに、○○ ○○に対して○○○○○○○の提出を求める。 

    また、行政不服審査法第 32 条第１項又は第２項の規定により証拠書類若しくは証拠物又は処分

の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出する場合には、平成○年○月○日までに提出

されたい（してください）。 

 

 ２ 審理手続の終結予定時期 

   平成○年○月上旬 

 

注 上記の審理手続の期日及び場所は一例である。 
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〔様式例第35号〕口頭意見陳述申立書 

 

口頭意見陳述申立書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞      

 

 行政不服審査法第 31 条第１項の規定により、下記のとおり口頭による意見陳述を申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 口頭による意見陳述を希望する日時及び場所 

   平成○年○月○日から同年○月○日までの間 午後○時から午後○時の間 

   ○○庁舎 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第36号〕補佐人帯同許可申請書 

 

補佐人帯同許可申請書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり補佐人帯同の許可を受けたいので、行政不服審査法第 31 条第３項の規定により申請しま

す。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 補佐人帯同を必要とする理由 

   陳述の内容が○○に関する専門的な事項に及ぶため、○○である○○ ○○に補佐してもらうこ

とによって、陳述をより明確にすることができるため。 

 

 ４ 補佐人の住所、氏名及び職業 

  Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

○○ ○○ 

   （職業） 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第37号〕口頭意見陳述実施等通知書 

１ 申立人への通知 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

口頭意見陳述の実施（等）について 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る口頭による意見陳述について

は、下記のとおり実施することとしたので、出席してください。なお、貴殿がこの口頭による意見陳述

に正当な理由なく出席しない場合は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 41 条第２項第２号の

規定により、審理手続を終結させることがあるので、御承知おきください。 

また、平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、上記の口頭による意見陳述に係る補佐

人○○ ○○の帯同を許可する（下記の理由により許可しない）こととしたので、併せて通知します。（注） 

 

記 

 

  １ 開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

  ２ 補佐人の帯同を認めない理由（補佐人帯同の許可申請があり、これを認めない場合）
（注） 

    本件審査請求の理由からは、○○である補佐人による補佐の必要性は認められないため。 

 

注 補佐人帯同の許可申請があった場合に記載する。 
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２ 申立人以外への通知 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

口頭意見陳述の実施について（通知） 

 

審査請求人○○ ○○及び参加人○○ ○○（申立人の数だけ列挙）から申立てのあった、○○に関する処

分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る

口頭による意見陳述については、下記のとおり実施することとしたので、出席してください。 

 

記 

 

  開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

  

３ 口頭意見陳述を開催しない場合の通知 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

口頭意見陳述の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る口頭による意見陳述について

は、以下の理由により、実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第38号〕物件提出要求実施申立書 

 

物件提出要求申立書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり物件の提出を求めたいので、行政不服審査法第 33 条第１項の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 提出を求める物件の名称及び数量 

   ○○○○ ○通（個） 

 

 ５ 提出を求める物件の所有者の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地       

○○ ○○ 

 

 ６ 提出を求める理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第39号〕物件提出要求申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件提出要求の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る物件提出要求については、実施す

ることとしたので、通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件提出要求の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る物件提出の要求については、以下

の理由により実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第40号〕物件提出要求書及び回答書 

１ 物件提出要求書 

 

平成○年○月○日   

 

（物件の所持人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件の提出について（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 33 条の規

定により、下記のとおり物件の提出をお願いします。つきましては、同封の物件提出依頼回答書に、必

要な事項を記載して、平成○年○月○日までにお送りください。 

また、物件の提出に際しては、物件送付通知書（同封の様式を参照願います）を添付してください。 

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 提出を求める物件の名称及び数量 

 ○○○○ ○通 

 

 ４ 提出を求める物件の提出期限 

   平成○年○月○日 

 

 ５ 提出を求める物件の提出先 

   Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地  

   （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

連絡先：（上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 
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２ 回答書 

 

物件提出依頼回答書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地      

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る審理のための

物件を提出することについては、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  承諾します。 

 

  拒否する。 

 

   注 一方を消してください。 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した回答書を同封する。 
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〔様式例第41号〕物件送付通知書 

 

物件送付通知書 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地       

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関する下記の物件

を、行政不服審査法第 33 条の規定により別添のとおり提出します。 

 

記 

 

１ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

    なお、提出した物件について、行政不服審査法第 38 条第１項に基づき、（審査請求人又は参加

人）が閲覧等を行うことは、○○○○及び◇◇◇◇については差し支えないが、△△△△につい

ては・・・により、認めるべきではない。 

 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した通知書及びその様式を同封する。なお、

通知書については、提出物件の名称及び数量と、提出物件の閲覧等についての意見（上記なお書き）

は空白とする。 
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〔様式例第42号〕物件提出等通知書 

１ 物件の提出があった場合 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

（審査請求人・参加人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ 

物件の提出について（通知） 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、（提出者）から、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 33

条の規定により、下記のとおり物件が提出されたので、通知します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

 

２ 物件が提出されなかった場合 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

物件提出要求について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る物件提出要求については、当該

物件の所持人から提出を拒否する旨の通知がありましたので、通知します。 
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〔様式例第43号〕提出書類等預かり証 

 

提出書類等預かり証 

平成○年○月○日   

 

（提出書類等の提出者）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、下記のとおり、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 32

条第１項の規定による証拠書類及び証拠物（注）を預かりました。 

 

記 

 

  １ ○○○○ １通 

  ２ △△△△ １通 

  ３ ◇◇◇◇ １個 

 

注 この預かり証は、提出書類等をあなたに返還するときに必要となりますので、それまで大切に保管

してください。 

注 提出を受けた物件等に応じて、根拠条文及び物件名を適宜変更すること。 
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〔様式例第44号〕質問申立書 

 

質問申立書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり審理関係人への質問を求めたいので、行政不服審査法第36条の規定により申し立てます。

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

申立人と同じ 

 

 ４ 質問の対象となる審理関係人 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ５ 質問事項 

  （１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  （２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ６ 質問を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第45号〕質問申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

質問の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る（審理関係人）に対する質問につ

いては、実施することとしたので、通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

質問の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る（審理関係人）に対する質問につ

いては、以下の理由により実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第46号〕質問書等及び回答書 

１ 文書による回答を求める場合の質問書 

 

平成○年○月○日  

 

（審理関係人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

質問書の送付について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 36 条の規定により、下記の質問事項について、平成○年○月○日までに文書で回答するよう求め

ます。 

 

記 

 

 １ 質問事項 

  （１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  （２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 注 上記の文書は、同封の回答書様式を参考として、作成してください。 
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２ 期日を開催して質問を行う場合の出席要請書 

 

平成○年○月○日   

 

（審理関係人）殿 

 

                         審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

質問の実施について 

 

（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・

事件番号がある場合はこれらを記載）の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 36 条の規定により、下記のとおり質問を実施しますので、出席してください。 

 

記 

 

 １ 実施日時及び場所 

   平成○年○月○日 午後○時 

   ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

 ２ 質問事項 

  （１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  （２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ３ 陳述を聴取する者の氏名等 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

参加人 ○○ ○○ 
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３ 回答書 

 

回答書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

   審査請求人（参加人）（処分庁等） ○○ ○○ ㊞   

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に

係る質問については、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 質問事項（１）について 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

２ 質問事項（２）について 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第47号〕参考人陳述等申立書 

１ 参考人陳述申立書 

 

参考人陳述申立書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞      

 

 下記のとおり参考人の陳述を求めたいので、行政不服審査法第 34 条の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 参考人の住所、氏名及び職業 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地       

○○ ○○ 

（職業） 

 

 ５ 参考人の陳述を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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２ 鑑定申立書 

 

鑑定申立書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり鑑定を求めたいので、行政不服審査法第 34 条の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 鑑定を求める者の住所、氏名及び職業 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 120 番地       

○○ ○○ 

（職業） 

 

 ５ 鑑定を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第48号〕参考人陳述等申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

参考人陳述（鑑定）の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）の要求につい

ては、実施することとしたので、通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

参考人陳述（鑑定）の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）の要求につい

ては、以下の理由により実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第49号〕参考人陳述等依頼書及び回答書 

１ 参考人陳述の依頼 

 

平成○年○月○日  

 

（参考人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

参考人としての陳述について（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 34 条の規

定により、下記のとおり参考人としてその知っている事実についての陳述をお願いします。つきまして

は、同封の参考人陳述依頼回答書に、必要な事項を記載して、平成○年○月○日までにお送りください。

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 陳述を求める主な内容 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について 

 

 ４ 陳述を聴取する日時及び場所 

   平成○年○月○日 午後○時 

   Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

 ５ 陳述を聴取する者の氏名等（注） 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

このほか、本件審査請求の審査請求人、参加人及び処分庁等（担当者）が立会いを希望する場合、

これを認めることとする予定である。 

 

 ６ 出頭に要する経費の支給 

   交通費実費 
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   ○○○○ 

   （当日は、経費支給の手続をお願いしますので、印鑑を御用意ください。） 

 

 〔本件連絡先〕 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

  （上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 

 

注 審理関係人については、参考人陳述への立会いを認める場合に記載する。 
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２ 鑑定の依頼 

 

平成○年○月○日  

 

（鑑定人） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

鑑定について（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 34 条の規

定により、下記のとおり鑑定をお願いします。つきましては、同封の鑑定依頼回答書に、必要な事項を

記載して、平成○年○月○日までにお送りください。 

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 鑑定を求める主な内容 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について 

 

 ４ 鑑定結果の報告方法 

   以下の日時及び場所において、鑑定結果報告書により報告すること。（注１） 

   平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

 ５ 陳述を聴取する者の氏名等（注２） 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

このほか、本件審査請求の審査請求人、参加人及び処分庁等（担当者）が立会いを希望する場合、

これを認めることとする予定である。 

 

 ６ 陳述に要する経費の支給 

   鑑定依頼料 ○○○円 
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   交通費及び鑑定の実施に要した経費 実費 

   （当日は、経費支給の手続をお願いしますので、印鑑を御用意ください。） 

 

 〔本件連絡先〕 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

  （上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 

 

注１ 期限を示して鑑定結果報告書を提出させるという方法によることも差し支えない。 

注２ 審理関係人については、参考人陳述への立会いを認める場合に記載する。 
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３ 回答書 

 

参考人陳述（鑑定）依頼回答書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地      

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る審理のための

陳述（鑑定）については、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  承諾します。 

  次の条件をつけて承諾します。（条件：（例）聴取日時を平成○年○月○日午後○時と変更すること。） 

  拒否する。 

 

   注 該当事項を残してあとは消してください。 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した回答書を交付する。 
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〔様式例第50号〕参考人陳述等実施通知書 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （審理関係人）○○ ○○ 殿 

 

 審理員 ○○ ○○     

 

参考人陳述（鑑定）の実施について（通知） 

 

審査請求人○○ ○○から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）

についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）については、下記に

よって実施することとしたので、通知します（する）。 

また、貴殿がこの参考人陳述（鑑定）への立会いを希望する場合、これを認めることとしたので、併

せて通知します（する）。 

 

記 

 

  開催日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 
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〔様式例第51号〕鑑定結果報告書 

 

鑑定結果報告書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 120 番地      

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載しても

よい）に関する鑑定結果を、行政不服審査法第 34 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 鑑定事項 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について 

 

 ２ 鑑定の結果 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第52号〕参考人陳述等結果通知書 

１ 実施した場合 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○      

 

参考人陳述（鑑定）の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）については、

下記によって実施したので、通知します。 

 

記 

 

  聴取（鑑定結果報告）の実施日時及び場所（注） 

    平成○年○月○日 午後○時 

    Ａ県Ａ市Ｂ一丁目１番地 ○○庁舎第○会議室（○階） 

 

注 期限を示して鑑定結果報告書を提出させた場合は、同報告書の提出日時を記載する。 

 

２ 実施しなかった場合 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

参考人陳述（鑑定）の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は併せて記載）に係る参考人陳述（鑑定）については、

参考人（鑑定人）から拒否する旨の通知があり、これを実施することができなかったので、通知します。 
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〔様式例第53号〕検証申立書 

 

検証申立書 

平成○年○月○日  

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 下記のとおり参考人の陳述を求めたいので、行政不服審査法第 34 条の規定により申し立てます。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ４ 検証を行う場所の住所等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 

 

 ５ 検証を必要とする理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ６ 検証を希望する日時 

   平成○年○月○日 午前○時 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 

 

  

- 82 - 

〔様式例第54号〕検証申立てに対する回答書 

１ 承認する場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

検証の申立てについて（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、実施することと

したので、通知します。なお、検証の日時等については、おって通知します。 

 

 

２ 承認しない場合 

 

平成○年○月○日   

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

検証申立てに対する決定について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せ

て記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、以下の理由によ

り実施しないこととしたので、通知します。 

 

  理由 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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〔様式例第55号〕検証実施依頼書及び回答書 

１ 検証実施依頼書 

 

平成○年○月○日  

 

（検証場所の施設管理者） 殿 

 

審理員 ○○ ○○ ㊞    

 

検証のための立入りについて（依頼） 

 

審査請求の審理のために必要がありますので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 35 条の規

定により、下記のとおり検証のための立入りを承諾されるようお願いします。つきましては、同封の検

証立入依頼回答書に、必要な事項を記載して、平成○年○月○日までにお送りください。 

 

記 

 

１ 審査請求 

  平成○年○月○日付をもってした○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）について

の審査請求 

（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載） 

 

２ 審査請求人の住所又は居所及び氏名 

  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

 

 ３ 検証を行う場所の住所等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 

 

 ４ 検証を行う日時 

   平成○年○月○日 午後○時 

 

 ５ 検証を行う者の氏名等（注２） 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

   審理員のほか、（所属及び役職名）の○○ ○○が、審理員の検証を補助する者として立ち入る。

  

６ 立会人の住所及び氏名 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 50 番地       

○○ ○○ 
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 〔本件連絡先〕 

  （審理員が通常在席している部署の名称） 審理員 ○○ ○○ 

  （上記部署の電話番号及びファクシミリ番号、審理員補助者の内線番号等を記載） 

 

 

２ 回答書 

 

検証立入依頼回答書 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地       

○○ ○○ ㊞     

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって依頼のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証のための

立入りについては、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  承諾します。 

 

  次の条件をつけて承諾します。（条件：（例）検証日時を平成○年○月○日午後○時と変更すること。） 

 

  拒否する。 

 

   注 該当事項を残してあとは消してください。 

注 提出者には、審理員において記入ができる部分を記載した回答書を交付する。 
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〔様式例第56号〕検証実施通知書 

１ 申立人への通知（実施する場合） 

 

平成○年○月○日  

 

   （申立人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

検証の実施について（通知） 

 

貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求

（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、下記によって実施することとしたので、通

知します。 

また、貴殿は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 35 条の規定により、下記検証に立ち会う

ことができることを、併せて通知します。 

 

記 

 

  検証を実施する日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 

 

 

２ 申立人への通知（実施できなかった場合） 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

   （申立人） 殿 

 

 審理員 ○○ ○○     

 

検証の実施について（通知） 

 

平成○年○月○日をもって、貴殿から申立てのあった、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は

併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に係る検証については、当該検証場

所の管理人から拒否する旨の通知があり、これを実施することができなかったので、通知します。 
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３ その他審理関係人への通知 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （申立人以外の審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○      

 

検証の実施について（通知） 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）に係る検証を下記によって実施することとしたので、通知します。 

 

記 

 

  検証を実施する日時及び場所 

    平成○年○月○日 午後○時 

 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地に所在する○○○○ 
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〔様式例第57号〕書類提出等催促書 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

物件の提出期限の再設定について 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）に関して、平成○年○月○日付け事務連絡により下記のとおり提出を求めた物件については、

平成○年○月○日までに提出（注１）してください。 

なお、上記期限までに物件が提出されない場合は、行政不服審査法第 41 条第２項の規定により、審理

手続を終結することがありますので、御承知おきください。 

 

記 

 

  提出を求めた物件及びその提出期限（注２） 

  （１）反論書 平成○年○月○日 

（２）証拠書類又は証拠物 平成○年○月○日 

 

注１ 複数の提出期限を定める場合は、「○○については平成○年○月○日までに、△△については平成

○年○月○日までに、それぞれ提出」といった記載とする。 

注２ 本催促書の対象となる物件は、行審法第 41 条第２項第１号に記載されている以下の物件である。 

１ 弁明書（行審法第 29 条第２項） 

２ 反論書（行審法第 30 条第１項後段） 

３ 意見書（行審法第 30 条第２項後段） 

４ 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件（行審法第 32 条第３項） 

５ 書類その他の物件（行審法第 33 条前段） 
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〔様式例第58号〕提出書類等閲覧等請求書 

 

提出書類等閲覧等請求書 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 行政不服審査法第 38 条第１項の規定により、○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載す

ることが望ましい）
（注１）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合はこちらを記載してもよい）の審理手続におい

て提出された下記の書類の閲覧及び写し等の交付（注１）を求めます。 

 

記 

 

 １ 閲覧を求める提出書類等（注２） 

（１）（処分庁等）が提出した○○○○及び○○○○ 

（２）参考人○○ ○○が提出した○○○○、△△△△及び◇◇◇◇ 

 （３）参考人△△ △△が提出した○○○○ 

 

 ２ 写し等の交付を求める提出書類等（注２） 

（１）（処分庁等）が提出した△△△△、△△△△、△△△△及び△△△△ 

（２）上記１の閲覧時に私が写し等の交付の必要があると判断した提出書類等 

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

注２ 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 
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〔様式例第59号〕提出書類等の閲覧等に関する意見聴取書等 

１ 意見聴取書 

 

平成○年○月○日  

 

   （提出書類等の提出者）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

提出書類等の閲覧等について 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）に関して、（審査請求人又は参加人）○○ ○○から、貴殿（貴庁）の提出書類等について、

下記のとおり閲覧及び写し等の交付（注）の請求を受けたことから、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第 38 条第２項の規定により、当該閲覧及び写し等の交付を行うことについての貴殿の意見を聴取す

るので、同封の回答書に必要な事項を記載して、平成○年○月○日までに提出してください（すること）。

なお、閲覧等の請求に対する審理員の判断が、貴殿（貴庁）の意見と異なる場合があることを御承知

おきください（留意すること）。 

 

記 

 

１ 閲覧の請求があった提出書類等（注） 

○○○○、△△△△及び◇◇◇◇ 

 

 ２ 写し等の交付の請求があった提出書類等（注） 

上記１の閲覧時に謄写の必要があると判断した提出書類等 

 

注 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 
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２ 回答書 

 

平成○年○月○日   

 

   審理員 ○○ ○○ 殿 

 

審査請求人（参加人）（処分庁等） ○○ ○○ ㊞     

 

提出書類等の閲覧等について（回答） 

 

平成○年○月○日付け事務連絡をもって照会のあった、（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載し

てもよい）に関して、（審査請求人又は参加人）○○ ○○から請求のあった、私（当庁）の提出書類等に

対する閲覧及び写し等の交付についての意見を、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

  １ ○○○○ 

  閲覧及び写し等の交付を行うことは差し支えない。 

  ２ △△△△  

    閲覧及び写し等の交付を行うことは、・・・により、認めるべきではない。ただし、△△△△の

うち、□□□□に関する箇所（別添参照）を除いた部分については、閲覧等を行うことは差し支

えない。 

３ ◇◇◇◇  

閲覧を行うことは差し支えない。また、本提出書類等は証拠物であり写し等の交付はできない

が、これを撮影することは差し支えない。 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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〔様式例第60号〕提出書類等閲覧等請求についての回答書 

 

平成○年○月○日  

 

   （請求者）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

提出書類等の閲覧等の求めについて（通知） 

 

平成○年○月○日に貴殿から提出された、（審査請求人）による（処分庁）が行った○○に関する処分

（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを併せて記載）に係る

提出書類等の閲覧等（注１）の求めについては、下記のとおり決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 閲覧について（注１） 

（１）（処分庁等）が提出した○○○○及び○○○○について 

   いずれも、閲覧を認める。 

（２）参考人○○ ○○が提出した○○○○、△△△△及び◇◇◇◇について 

    ○○○○及び◇◇◇◇は閲覧を認める。 

△△△△については・・・・・・の理由により閲覧を認めない。ただし、前述の理由に該当す

る部分を除いて作成した写しの閲覧は認める。 

 （３）参考人△△ △△が提出した○○○○について 

   いずれも閲覧を認める。 

 

 ２ 写し等の交付について（注１） 

（１）（処分庁等）が提出した△△△△、△△△△、△△△△及び△△△△ 

   いずれも、写し等の交付等を認める。 

（２）写し等の交付の申請において明示されていなかった提出書類等 

   申請時に「閲覧時に私が写し等の交付の必要があると判断した提出書類等」との記載により、

対象が明示されていなかった提出書類等に対して、写し等の交付の請求があった場合は、次のと

おりとする。 

（処分庁等）、参考人△△ △△が提出した書類及び参考人○○ ○○が提出した○○○○につ

いては、いずれも、写し等の交付を認める。また、参考人△△ △△が提出した◇◇◇◇は証拠

物であり写し等の交付はできないが、これを撮影することを認める。 

参考人△△ △△が提出した△△△△については・・・・・・の理由により写し等の交付を認

めない。ただし、前述の理由に該当する部分を除いて作成した写し等の交付は認める。 

 

３ 閲覧及び写し等の交付を実施する日時及び場所について（注１） 
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 （１）閲覧 

    平成○年○月○日 午前○時～午前○時 

    東京都千代田霞が関○丁目○－○ 中央合同庁舎第○号館第○会議室（○階） 

   （上記時間内に全ての書類の閲覧が終了しなかった場合は、翌日の午前○時～午前○時に、同じ

場所において、残りの書類の閲覧を行うものとする。）（注２） 

 （２）写し等の交付 

申請時に写し等の交付の請求があった提出書類については、上記閲覧の終了後に交付する。 

写し等の交付の申請において明示されていなかった提出書類等のうち、上記閲覧の終了後、写

し等の交付の請求があったものについては、平成○年○月○日午前○時に中央合同庁舎第○号館

○○省○○局○○課（東京都千代田霞が関○丁目○－○）において交付する。また、これらにつ

いては、郵送による交付（別途送付料が必要となる）を行うことも可能であるので、郵送による

交付を希望する場合は、写しの等の交付時に請求すること。 

 

４ 写し等の交付に係る手数料及び納付方法について（注１） 

 （１）写し等の交付手数料等 

    申請時に明示のあった処分庁等の提出書類等 ○○○○円 

写し等の交付の申請において明示されていなかった提出書類等について、写し等の交付を認め

ることとした全ての提出書類等の写し等の交付を行う場合 ○○○○円 

上記の全ての写し等を郵送による交付を希望する場合の送付に要する費用 ○○○○円 

 （２）納付方法 

    平成○年○月○日に交付する提出書類等謄写交付手数料納付書の収入印紙貼付欄に、確定後の

交付手数料に相当する収入印紙を貼付する。 

 

注１ 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 

注２ 閲覧対象となる提出書類等が大量であり、閲覧期間の延長が予想される場合に記載する。 
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〔様式例第61号〕提出書類等の写しの交付手数料納付書 

 

提出書類等謄写手数料等納付書 

平成○年○月○日  

 

   （審査庁）○○ ○○ 殿 

 

 審査請求人（参加人） ○○ ○○ ㊞     

 

 平成○年○月○日付け審理員○○ ○○発「提出書類等の閲覧等の求めについて（通知）」により認め

られた、下記の書類等の写し等の交付に係る手数料等として、下記の金額を収入印紙（注１）により納付し

ます。 

 

記 

 

 １ 納付金額（注２） 

   ○○○○円（郵送による交付に要する費用○○○○円を含む）（注３） 

 

 ２ 交付対象書類及び枚数（注２） 

  （１）○○○○ ○枚 

  （２）○○○○ ○枚 

 

 

 

注１ この記載は、審査庁が国の機関が審査庁で「収入印紙」を納付方法とする場合の例である。審査

庁が定める納付方法に応じて、適宜記載を変更されたい。 

注２ 納付金額、交付対象書類及び枚数は、審理員において記入し、請求者に確認を求める。 

注３ 括弧書きは、請求者が郵送による交付を希望する場合に記載する 

  

…
…

収入印紙貼付欄（注１） 
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〔様式例第62号〕審理手続併合等通知書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞      

 

審理手続の併合について（通知） 

 

下記の審査請求に係る審理手続は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 39 条の規定により、

これらを併合することとしたので、通知します（する）。 

 

記 

 

 １ 審理手続を併合する審査請求 

（１）審査請求の件名 

  （処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

  （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

（２）審査請求人の住所又は居所及び氏名 

   Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

（３）審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ２ 審理手続を併合する審査請求 

  （※ 以下、審査請求ごとに上記１と同様の内容を記載する） 

 

 ３ 審理手続を併合する審査請求 

 

 

 

 

  

…
…
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〔様式例第63号〕審理手続分離通知書 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審理手続の分離決定について（通知） 

 

平成○年○月○日付け文書をもって通知した、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 39 条の規

定により併合した審理手続から、下記の審査請求に係る審理手続を分離することとしたので、通知しま

す（する）。 

 

記 

 

 １ 審理手続を分離する審査請求 

（１）審査請求の件名 

  （処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求 

  （事件名や事件番号を審理関係人に通知している場合は、これらを記載） 

（２）審査請求人の住所又は居所及び氏名 

   Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

（３）審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ２ 審理手続を分離する審査請求 

  （※ 以下、審査請求ごとに上記１と同様の内容を記載する） 

 

 ３ 審理手続を分離する審査請求 

    

 

 

 

 

  

…
…
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〔様式例第64号〕執行停止についての意見書 

 

執行停止についての意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

平成○年○月○日に提出された、（審査請求人）からの（処分庁）が行った○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に関して、下記のと

おり当該処分の執行停止をすべきであると認められるので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）

第 40 条の規定に基づき、執行停止をすべき旨の意見書として提出する。 

 

記 

 

 １ 必要と認める執行停止の内容 

   本件審査請求の裁決があるまで、当該処分の全部の執行を停止すること。（注１） 

 

 ２ 執行停止すべきである理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

注１ 上記の記載内容は一例である。 
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〔様式例第65号〕審理員意見書等提出予定時期通知書 

 

平成○年○月○日  

 

   （審理関係人）殿 

 

 審理員 ○○ ○○ ㊞     

 

審理手続の終結等について（通知） 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）についての審理手続を終結したので、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 41 条第３

項の規定により通知します（する）。 

また、同項の審理員意見書及び事件記録を（審査庁）に提出する予定時期は、平成○年○月○日とし

たので、併せて通知します（する）。 
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〔様式例第66号〕行政不服審査会等への諮問に関する申出についての注意喚起書 

１ 審査請求人用 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （審査請求人）殿（注１） 

 

 審理員 ○○ ○○       

 

行政不服審査会等への諮問に関する申出について 

 

本件審査請求について、（審査庁）は、審理員意見書の提出後、（行政不服審査会等の名称）に諮問を

行うこととなっておりますが、貴殿がこの諮問を希望しない場合は、行政不服審査法第 43 条第１項第４

号に規定する申出をすることができます。 

貴殿が、上記の申出を行う場合は、別添の様式（注２）を参考に申出書を作成し、平成○年○月○日（注３）

までに、（審査庁）に提出いただきますよう、お願いいたします。なお、上記期限までに申出書の提出が

ない場合は、貴殿からの行政不服審査法第 43 条第１項第４号に規定する申出はないものとして取り扱わ

せていただきますので、御承知おきください。 

 

注１ 本状は、行審法第 43 条第１項第４号の行政不服審査会等への諮問に関する申出をしていない審査

請求人に対して審理員意見書等提出予定時期通知書〔様式例第○号〕を送付する際に同封する。 

注２ 別添の様式とは、行政不服審査会等への諮問に関する申出書〔様式例第○号〕の１である。 

注３ 通常は、審査庁への審理員意見書の提出時期となる。 
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２ 参加人用（審査請求人が行審法第43条第１項第４号の申出をしている場合） 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日  

 

   （参加人）殿（注１） 

 

 審理員 ○○ ○○      

 

行政不服審査会等への諮問に関する申出について 

 

本件審査請求については、（審査請求人）から、行政不服審査法第 43 条第１項第４号の規定により、（行

政不服審査会等の名称）への諮問を希望しない旨の申出がされています。 

貴殿が、上記の審査請求人による申出に反対する場合は、別添の様式（注２）を参考に申出書を作成し、

平成○年○月○日（注３）までに、（審査庁）に提出いただきますよう、お願いいたします。なお、上記期

限までに申出書の提出がない場合は、貴殿からの行政不服審査法第 43 条第１項第４号に規定する申出は

ないものとして取り扱わせていただきますので、御承知おきください。 

 

注１ 本状は、審査請求人が行審法第 43 条第１項第４号の行政不服審査会等への諮問に関する申出をし

ており、かつ参加人が上記規定の申出をしていない場合に、当該参加人に対して審理員意見書等提

出予定時期通知書〔様式例第○号〕を送付する際に同封する。 

注２ 別添の様式とは、行政不服審査会等への諮問に関する申出書〔様式例第○号〕の２である。 

注３ 通常は、審査庁への審理員意見書の提出時期となる。 
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３ 参加人用（審査請求人が行審法第43条第１項第４号の申出をしていない場合） 

 

事 務 連 絡 

平成○年○月○日   

 

   （参加人）殿（注１） 

 

 審理員 ○○ ○○       

 

行政不服審査会等への諮問に関する申出について 

 

本件審査請求について、（審査庁）は、審理員意見書の提出後、（行政不服審査会等の名称）に諮問を

行うこととなっておりますが、（審査請求人）がこの諮問を希望しない場合は、行政不服審査法第 43 条

第１項第４号の規定する申出により、（行政不服審査会等の名称）への諮問を行わないこととなります。 

貴殿が、審査請求人から上記の申出がされた場合において、これに反対する場合は、別添の様式（注２）

を参考に申出書を作成し、平成○年○月○日（注３）までに、（審査庁）に提出いただきますよう、お願い

いたします。なお、上記期限までに申出書の提出がない場合は、貴殿からの行政不服審査法第 43 条第１

項第４号に規定する申出はないものとして取り扱わせていただきますので、御承知おきください。 

 

注１ 本状は、審査請求人及び参加人がともに行審法第 43 条第１項第４号の行政不服審査会等への諮問

に関する申出をしていない場合に、当該参加人に対して審理員意見書等提出予定時期通知書〔様式

例第○号〕を送付する際に同封する。 

注２ 別添の様式とは、行政不服審査会等への諮問に関する申出書〔様式例第○号〕の２である。 

注３ 通常は、審査庁への審理員意見書の提出時期となる。 
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〔様式例第67号〕行政不服審査会等への諮問に関する申出書 

１ 審査請求人による申出書 

 

（行政不服審査会等の名称）への諮問についての申出書 

平成○年○月○日  

 

  （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

   審査請求人 ○○ ○○ ㊞      

 

 私は、下記の審査請求に係る（行政不服審査会等の名称）への諮問を希望しないので、行政不服審査

法第 43 条第１項第４号の規定により、その旨の申出をします。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

申出人と同じ 

 

注 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をすること

も差し支えない。 
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２ 参加人による申出書 

 

（行政不服審査会等の名称）への諮問についての申出書 

平成○年○月○日   

 

  （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

 参加人 ○○ ○○ ㊞       

 

 私は、下記の審査請求に係る（行政不服審査会等の名称）への諮問をしないことについて反対する（注

１）ので、行政不服審査法第 43 条第１項第４号の規定により、その旨の申出をします。 

 

記 

 

 １ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注）についての審査請求 

   （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

 ２ 審査請求年月日 

   平成○年○月○日 

 

 ３ 審査請求人の住所、氏名等 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地       

○○ ○○ 

 

注１ 審査請求人が行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出をしていない段階で、参加人が当

該申出があった場合でもこれに反対することを申し出る場合は、「諮問を審査請求人が希望しない場

合、これについて反対する」と記載する。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をするこ

とも差し支えない。 

 

  



- 103 - 

〔様式例第68号〕行政不服審査会等への諮問についての通知書 

 

（ 文 書 番 号 ）   

平成○年○月○日  

 

（審査請求人）殿 

（審査庁） ○○ ○○官印    

 

（行政不服審査会等の名称）への諮問等について（通知） 

 

○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）についての審査請求（事件名・事件番号がある場合は

これらを記載）について、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 43 条第１項の規定により、（行政不

服審査会等の名称）に諮問をしたので、同条第３項の規定により、通知するとともに、審理員意見書の

写しを送付します（する）。 

 

注 審理員意見書の写しを添付する（併せて諮問書の写しを添付してもよい）。 
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〔様式例第69号〕審理員意見書 

１ 棄却されるべき旨の意見書 

 

審理員意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 42 条第２項の規定に基づき、審査請求人○○ ○○が平

成○年○月○日に提起した処分庁○○市長による平成○年度分の固定資産税及び都市計画税の賦課処分

についての審査請求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）の裁決に関する意見を提出する。 

 

 

第１ 事案の概要 

１ 平成○年○月○日、○○市税事務所の担当職員（以下「担当職員」という。）は、別紙物件目録記

載の土地（以下「本件土地」という。）の現地調査を実施し、本件土地は、①前面道路との間に側溝

と縁石があり、整備された前面道路の外部に所在していること、②請求人所有の○○市○○○丁目

○番○の土地（地積○．○平方メートル。以下「○番○の土地」といい、本件土地と併せて「本件

各土地」という。）と同一平面上で区切られてはいるものの、同一の高さで同種類の石貼りがされて

いること、③審査請求人所有の自転車及び原動機付自転車が置かれていることを確認した。 

２ 平成○年○月○日、担当職員が、現地調査を実施し、本件土地の現在の状況が、前記１の現地調

査時点の状況と変更のないことを確認した。 

３ 平成○年○月○日、処分庁は、本件各土地に係る平成○年度分の固定資産税及び都市計画税（以

下「固定資産税等」という。）の賦課処分（納税通知書番号○○○○。以下「本件処分」という。）

を行い、同日付けで請求人に通知した。 

４ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、本件土地が、７年前本件住宅を購入した際、住宅斡旋者が市税事務所に赴

き説明し、その後、現地調査を受けた上でセットバックと認められ公共の用に供する道路として非

課税となった土地であり、その利用状況も過去７年間不変であるにもかかわらず、今回、塀がある

こと、また、自転車、スクーターが置いてあり道路には見えないことという理由により本件処分が

なされたことは、これまでの経緯を無視し、法の適用を誤ったものであり、違法であるとして、そ

の取消しを求める、というものである。 
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 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件土地は、本件賦課期日現在、その現況に鑑み「道路であって所有者において一般

的利用について何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供さ

れている」ものとして、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。）第 348 条第２項

第５号が定める「公共の用に供する道路」として認定することはできないことから、本件処分は、

法令の規定及びその解釈に従い適正になされたものであり、何ら違法又は不当な点は存在しない旨

主張している。 

また、平成○年度における固定資産税等は、本件賦課期日（平成○年１月１日）現在の現況にお

いて課されるものであり、過去非課税とされていたこと等についての審査請求人の主張は失当であ

る旨反論している。 

 

第３ 理由 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）法第 348 条第２項第５号は、公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地については、固定

資産税を課すことができない旨規定している（法第 702 条の２第２項の規定により都市計画税に

ついても同様。）。 

ここにいう「公共の用に供する道路」とは、「道路であって所有者において一般的利用について

何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供されているもの」

（大阪地方裁判所昭和 53 年４月 25 日判決・判例タイムズ 369 号 303 頁）をいうものとされてい

る。 

（２）また、法第 359 条は、固定資産税について、当該年度の初日の属する年の１月１日を賦課期日

（固定資産税等に関する課税客体、納税義務者、非課税の範囲、課税標準等の課税要件を確定さ

れる基準となる日）とする旨規定する（法第702条の６の規定により都市計画税についても同様。）。

（３）○○市においては、「固定資産税及び都市計画税の課税事務の取扱いについて（通達）」（平成○

年○月○日付○○第○号○○長通達）により、固定資産税等の課税事務の取扱いについては、「固

定資産税及び都市計画税課税事務提要」（以下「事務提要」という。）によるものとされていると

ころ、事務提要によると「公共の用に供する道路」とは、原則として道路法にいう道路（高速自

動車国道、一般国道、県道、市町村道）をいうが、その他のものであっても、何ら制約を設けず

不特定多数人の利用に供されているもので、次の全ての条件に該当するものについては、道路法

にいう道路に準ずるものとして、これに含めるものとされている（事務提要第○章第○節第○）。

   （ア）及び（イ） 略 

   （ウ）客観的に道路として認定できるもの 

      「客観的に道路として認定できるもの」とは、道路の形態を有し、道路と宅地等が塀、Ｌ形

側溝及び縁石等により明確に区分され、道路以外の用に供されていないこと（具体的には、

庭や駐車場等として併用利用をしていないこと、道路部分の上空に建築物が存在しないこと、

道路部分が原則として敷地面積に含まれていないものであること。）をいう。 

（４）また、事務提要によると、「「公共の用に供する道路」とは、上記（３）に該当するものをいう

が、以下に掲げる各土地についてはそれぞれ公共性が高いものとして、これに含める」とされて

いる（事務提要第○章第○節第○）。 

   （ア）２以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されている土地（以下「共用私道」と
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いう。）のうち次の要件を具備するもの 

ａ 道路幅員が４ｍ以上あるもの（新たに築造される場合とする。従前から存在していた道

路の場合は幅員 1.8ｍ以上とする。） 

ｂ 客観的に道路として認定できるもの 

ｃ 特定の関係人のみの通行を許可したり、一定の時間帯のみの通行を認めるなどの表示、

門扉等の施設を設置するなど、当該共用私道の公共性を排除する私権の主張をしていない

もの 

上記の認定に当たり「２以上の家屋の用に供され」ているとは、家屋の利用状況が住宅か

非住宅であるかを問わず、この２以上の家屋が当該共用私道に沿接しており、その家屋への

通行のため当該道路が使われていることをいう。 

また、「専ら通行のために使用されている土地」とは、通行以外の用に利用されていないこ

とをいうものであり、「客観的に道路として認定できるもの」とは、上記（３）（ウ）と同様

である。 

   （イ）市町村が整備した細街路等の拡幅部分又は建築基準法第 42 条第２項、第３項及び第５項の

規定により設けられた拡幅部分若しくは同法第43条第１項ただし書きの適用により建築を許

可するにあたり条件とされた拡幅部分で、上記（３）（公共の用に供する道路）又は（４）（ア）

（共用私道）と一体となって道路の効用を果たしているもの 

      なお、拡幅部分と敷地が塀等により明確に区分され、かつ、当該部分を庭等に積極的に利

用していない場合に限り、舗装等の道路整備が未了であってもこれに含める。 

   （ウ） 略 

（５）上記（３）及び（４）に記載した事務提要における「公共の用に供する道路」の認定要件は、

法第 348 条第２項第５号の解釈運用指針として、合理性を認めることができるものである。 

２ 本件土地が、事務提要にいう「公共の用に供する道路」の要件に該当するか否かについて 

（１）本件処分に係る賦課期日（平成○年１月１日。以下「本件賦課期日」という。）現在、本件土地

は前面道路とは側溝と縁石で区切られ、○番○の土地と同一の高さで同種類の石貼りがされ、「拡

幅部分と敷地が塀等により明確に区分され」ているとは認められず（上記１（３）（ウ）)、また、

「上記（３）（公共の用に供する道路）又は（４）（ア）（共用私道）と一体になって道路の効用を

果たしているもの」とも認められない（上記１（４）（イ））。 

そうすると、本件土地は、本件賦課期日現在、「道路であって所有者において一般的利用につい

て何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供されている」

ものとして、法第 348 条第２項第５号が定める「公共の用に供する道路」として認定することは

できない。 

したがって、本件処分は、法令の規定及びその解釈に従い適正になされたものであり、何ら違

法又は不当な点は存在しない。 

（２）審査請求人は、本件土地は、市税事務所職員の現地調査を受けた上でセットバック部分と認め

られ、過去７年間利用状況は不変で非課税とされてきたにもかかわらず、本件処分がなされたこ

とには納得できない旨を主張する。 

しかし、本件処分に係る平成○年度における固定資産税等は、本件賦課期日（平成○年１月１

日）現在の現況において課されるものであり、そして、本件賦課期日現在、本件土地が、非課税

対象となる「公共の用に供する道路」に該当する状況になかったことは前述（２（１））のとおり
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であるから、過去非課税とされていたこと等について述べる請求人の主張は、本件処分の取消し

を求める理由としては、採用することはできない。 

３ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法 45 条第２項の規定により、棄

却されるべきである。 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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２ 認容すべき旨の意見書（申請に対して一定の処分をすべき旨の意見を付す場合） 

 

審理員意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 42 条第２項の規定に基づき、審査請求人○○ ○○が平

成○年○月○日に提起した処分庁○○県知事による工場の設置を認可しない旨の処分についての審査請

求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）の裁決に関する意見を提出する。 

 

 

第１ 事案の概要 

１ 審査請求人は、平成○年○月○日付けで、○○県公害防止条例（昭和○年条例第○号。以下「条

例」という。）第○条第１項の規定に基づき、○○市での工場設置の認可を受けるため、処分庁に対

して、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書（以下「本件申請害」という）を処分庁に提出し、

工場設置認可申請（以下「本件申請」という）をした。 

２ 処分庁は、本件申請の内容を検討の上、本件申請に係る工揚（以下「本件工場」という。）から発

生する騒音・振動等が規制基準（条例第○条第１項に規定するもの。以下同じ。）を超えないように

するためには、どのような措置を講ずべきかを審査請求人に指導するとともに、作業場の構造等計

画の一部を変更すべき点について審査請求人と協議した。その内容は別紙のとおりである。 

３ 審査請求人は、上記２の指導及び協議の結果に従い、本件申請に係る工場の建物（作業場）の構

造等の計画を一部変更し、本件申請書の添付書類である作業場の設計図を修正し、新たに構造計算

書を付して、平成○年○月○日に処分庁に提出した。 

４ 処分庁は、条例第○条の規定に基づき、平成○年○月○日付けをもって、審査請求人に対してし

た工場の設置を認可しない旨の処分（以下「本件処分」という。）を行った。なお、処分庁は、本件

処分の理由（以下「本件不認可理由」という。）として、①工場敷地が狭あいなため騒音・振動等が

発生するおそれがあること、②工場設置に対して付近住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対

していること、③付近住民の同意を取得するようにとの市の指示を了承していながら、ほとんどそ

の同意が得られないこと、④公害工場として、現在地から当該申請地への疎開的要素があるが、申

請地も都市化しつつある現状では、疎開先として不適当であり、他のより適当な転出先を求めるこ

とが可能であることの４点を挙げている。 

５ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 
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第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

（１）審査請求人は、処分庁が、条例第○条第３項の規定により、本件工場から発生する騒音・振動

等が同条に定める要件に適合するときは、申請を認可しなければならない義務を有するにもかか

わらず、条例に定める要件以外の、本件不認可理由により、本件処分を行ったことは、明らかに

条例の適用を誤ったものであり違法であると主張している。 

（２）また、審査請求人は、本件不認可理由について、以下のとおり反論している。 

ア 本県工場の敷地は、工業地域に含まれており、その隣接地を含めて付近にはいくつかの比較

的大きい工場が散在し、本件工場の設置自体が付近住民の環境を悪化させるような要素はない

ことに加え、本件工場の構造について、処分庁の要請を全面的に受け入れて、二重壁、二重窓

等を設置する等の措置を講じ、騒音の防止に関しては、最大限の努力をしようとしていること

から、騒音・振動等の公害を発生させるおそれはない。 

イ 本件工場の設置による公害の発生について、周辺住民の危倶があるとすれぱ、それを払拭し

たうえで工場の操業を開始することが望ましいのはいうまでもないが、周辺住民全ての同意が

得られないからといって、そのことをもって不認可の理由とすることはできない。 

なお、本件の場合、工場敷地の右隣及び裏の各土地及び建物の所有者は、工場の設置に同意

しており、また、左隣の士地及び建物の所有者も、処分庁の認可があれば工場の設置には反対

できない旨述べている。 

   ウ 処分庁は、本件申請に係る工場敷地は公害工場の疎開先として不適当であり、他のより適当

な転出先を求めることが可能であるとしているが、不適当とする根拠及び具体的な転出先は全

く示されておらず、また、上記アのとおり、審査請求人が、処分庁の要請に応じてきたにもか

かわらず、このような理由を本件処分時に付すこと自体、不誠実であり受け入れられない。 

 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件工場の敷地は、非常に狭あいであるため、審査請求人の従来の工場の作業内容か

らみて、フォークリフト、自動車及びプレス機械等から騒音・振動等の公害が発生することは必然

的であるが、このような状態を解消し、条例第○条第３項の要件を完全に充足するためには、工場

の敷地の拡張と建物の全面的改造が必要であり、審査請求人が、認可後においてこれらを完全に実

施するという客観的保証はなく、また、それらが実施されたとしても、必ずしも規制基準を超える

公害が発生しないという保証もないことから、本件申請の段階では、本件工場から発生する公害が

規制基準を超えないとの認定は困難であり、本件工場の設置を認可しなかったことについて、違法

又は不当な点はないと主張している。 

また、処分庁は、本件工場の設置について、周辺住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対し

ている状況に鑑み、事業者がその事業活動に伴って公害を発生させるおそれのあるときは、あらか

じめ、その被害を受ける周辺の住民からその事業を行うことについての同意を得ることが当然の責

務であることから、審査請求人に対し周辺住民の同意を得るように行政指導し、審査請求人もこれ

を了承したが、結局数名の同意を得たに過ぎず、大多数の付近住民の同意を得られないまま、本件

工場の設置を認可することはできないとも主張している。 

さらに、処分庁は、○○市は、首都圏の住居都市として住宅が急増しつつあり、現在、新たに工

場を設置し得るような状況ではなく、まして本件工場は、公害工場として疎開しようとするもので

あり、その設置は不適当であること、及び、審査請求人は、他に適当な転出先を求めることが可能
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であり、あくまでも現在の場所に固執しなけれぱならない事情は認められないことについても主張

している。 

 

第３ 理由 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）条例第○条第１項の規定によると、工場を設置しようとする者は、あらかじめ条例の施行規則

で定めるところにより、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して、その認可

を受けなけれぱならないものとされている。 

   そして、知事は、本件申請害の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生する

騒音・振動等が規制基準を超えない等、条例に定める要件に合致するときは、工場の設置の認可

をしなければならないことになっており（同条第３項）、その場合、公害防止のため必要な限度に

おいて条件を付すことができるものとされている（同条第４項）。 

   このように、工場の設置について知事の認可を要することとしているのは、それを規制手段と

して、工場の設置が予定されている時点において、当該工場の位置、建物、施設、工場から発生

する騒音・振動等が、条例に定める規制基準、立地制限その他の遵守事項を充足するか否かをあ

らかじめ審査し、問題のあるものに対し事前に行政指導を行い、それにより工場設置に起因する

公害の発生を未然に防止することを目的としている。 

 そこで、条例は、公害発生の可能性の大きい工場について、特に、このような事前審査を厳密

に行うため、その設置を一般的に禁止し（認可を受けないで工場を設置している者に対しては、

工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとなっており、また、その者に対して適用

されるべき罰則が定められている。条例第○条第２項、同第○条）、条例で定める要件に適合する

ものについてのみ、工場設置の一般的禁止を解除するものとしている。したがって、そこでいう

知事の認可は、講学上のいわゆる許可の性質を有するものである。 

   そうとすると、認可（許可）の申請があつた場合、その許否を決めるには、もっぱら、公害防

止の観点から判断すべきであって、申請に係る工場から発生する騒音・振動等が規制基準を超え

ず、その他申請の内容が条例に定める要件に合致するときは、知事は申請を認可（許可）しなく

てはならない。また、工場の設置計画が条例に定める要件に合致していない場合において、知事

が計画の変更を指示する等、要件に適合するように指導し、それに応じて、工場を設置しようと

する者が、工場の建物の構造を修正する等、申請の内容を補正した場合も、知事は申請を認可し

なくてはならない。 

   なお、この認可（許可）を受けた者は、当該認可に係る工場の設置の工事が完成したときは、

その旨を知事に届出なければならないことになっており、その場合知事は当該工場の認可の内容

及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、

その旨を認定しなければならないとされている。そして、工場設置の認可を受けた者も、その認

定を受けた後でなければ、工場の使用を開始することはできない（条例第○条）。さらに、工場が

操業の段階に入った後において、現実に各種の条例違反の状態が生じた場合、これらの違反を是

正させるため、知事は、建物等の改善を命じ又は作業の一時停止を命ずることができることにな

っており（条例第○条）、改善命令を受けた者がその命令に従わないときは、知事は、当該工場の

設置の認可を取消し、工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとされている（条例

第○条）。このような事後の規制手段により、工場の設置認可の実効性を確保している。 
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２ 本件工場が、○○県公害防止条例における工場設置の要件に該当するかについて 

（１）条例第○条第３項の要件 

   本件申請がなされた後、処分庁は騒音・振動等の発生を防止するため、本件工場の建物の構造

等の改善について審査請求人を指導し、工場設置の計画の変更について審査請求人と協議を行っ

ていたことが認められる（第１・２及び３）。 

   これらの指導及び協議の内容から判断すると、処分庁は審査請求人に対し、本件工場から発生

する騒音・振動等が規制基準を超えないように、必要な措置を講じさせ、本件申請に係る工場を、

条例第○条第３項に定める要件に適合したものとするため、その計画の変更等につき、事前審査

の段階で行政指導をしたものであることが明らかである。 

   そして、審査請求人は、処分庁の指導に応じて、本件工場の建物の構造につき、ほぼ処分庁の

指示内容のとおりにその設計を変更し、構造計算書とともに、修正した設計図を処分庁に提出し

ている（第１・３及び第２・１（２）ア）。したがって、本件申請は、申請後、その内容の一部が

上記のとおり補正されたものであることが認められるものであり、条例第○条第３項の要件を満

たしていると認められる。 

 なお、仮に、本件工場の工事の完成後の検査の際に、書類上の審査によって行われる認可の時

点では明らかでなかった問題点を発見し、騒音・振動等か規制基準を超えることか明らかになっ

たときや、本件工場の使用を開始した後に、現実に条例違反の状態が発生したときは、その段階

で違反を是正することが可能であることは、前記のとおりである。 

（２）周辺住民の同意等について 

 処分庁としては、設置される工場の周辺住民の意向を十分尊重して、条例の運用に当たるべき

であることはいうまでもないが、条例上、周辺住民の同意を得ること自体は、工場の設置認可の

要件とはされていない。また、工場を設置しようとする場所の人口が急増している等の事情につ

いても、条例上、工場の設置認可の要件とはされていない。 

したがって、上記の事項を不認可の理由として本件申請を拒否することは、条例の規定の趣旨

に沿うものとはいえない。 

 （３）まとめ 

以上のとおり、処分庁が、本件申請が条例第○条第３項に定める要件に合致するかどうかにつ

いては直接判断を示すことなく、本件不認可理由を付して行った本件処分は、条例の規定及びそ

の解釈を誤ってなされた違法な処分であり、本件申請は認可されるべきものであると認められる。

 

第４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法 46 条第１項の規定により、

本件処分は取り消されるべきである。 

また、裁決に併せ、行政不服審査法第 46 条第２項第２号の規定により、本件申請を認可する旨の

処分をすることが適当である。 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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４ 審理手続記録関係 

〔様式例第70号〕意見聴取結果記録書 

審理手続の申立てに関する意見聴取結果記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室（注１） 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇） 

出席者（注１）（注２）  

審査請求人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人） 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 52 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

処分庁等 所属・氏名 △△部△△課長     △△ △△ 

所属・氏名 同課○○係長 □□ □□ 

審理手続の申立てに関する意見の概要（注２） 

審査請求人 

○○ ○○ 

１．行審法第 31 条の規定による口頭意見陳述を、平成○年○月○日から同年○月○

日の午後○時から午後○時の間に、○○庁舎にて実施するよう、申し立てる。 

２．行審法第 32 条の規定により、（処分庁等）に対して、○○○○の提出を求めるこ

とを申し立てる。 

３．行審法第 34 条の規定による参考人陳述を申し立てる予定。 

参加人 

○○ ○○ 

１．審査請求人○○ ○○が申し立てた口頭意見陳述には、平成○年○月○日午後○

時にしか出席できない。 

審理手続について聴取時に決定した事項（注２） 

実施する審理

手続 

１．口頭意見陳述を、平成○年○月○日午後○時から、○○庁舎にて実施すること。 

２．（処分庁等）は、平成○年○月○日までに、○○○○を提出すること。 

３．審査請求人○○ ○○は、平成○年○月○日までに、○○○○を提出すること。 

終結予定時期 平成○年○月○日 

その他事項 

 

 

 

 

 

 

１．審理員は、（処分庁等）に対して、弁明書の処分の理由における・・・・・・と

いう記載について、具体的には、審理関係人の・・・・・・・のどの部分が該当す

るのか、という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．審理員は、審査請求人○○ ○○に対して、反論書の・・・・・・の記載につい

て、どのような趣旨であるのか、という質問を行い、・・・・・・という回答を得

た。また、同人に対し、前述の回答の証拠となる資料を平成○年○月○日までに提

出することを求めた。 

注１ 電話による聴取を行った場合は、その旨記載する。また、「出席者」の欄名を「被聴取者」とする。 

注２ 必要に応じて適宜欄を増減する。 
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〔様式例第71号〕口頭意見陳述聴取結果記録書 

口頭意見陳述聴取結果記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

出席者（注１）  

 審査請求人 

（申立人）（注２） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

 参加人 

（申立人）（注２） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人）

 補佐人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 200 番地 

氏名 ○○ ○○（株式会社○○○ ○○部○○課長） 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 52 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

 処分庁等 所属・氏名 △△部△△課長     △△ △△ 

所属・氏名 同課○○係長 □□ □□ 

口頭意見陳述の概要（注１） 

 審査請求人 

○○ ○○ 

１．（処分庁等）の主張する・・・・・・の事実について否定し、・・・・・・が事実

である旨の主張を行った。 

２．処分は、・・・・・・の点で違法であり、処分が取り消されず・・・・・・が進

行すれば、・・・・・・の利益を侵害される旨の主張を行った。 

３．（処分庁等）に、・・・・・・について質問を行った。（処分庁等）は・・・・・・

との回答を行った。 

４．・・・・・・ 

 参加人 

株式会社○○ 

○ 

１．処分は何ら違法な点はなく、取り消されるべきではない旨の主張を行った。 

２．審査請求人○○ ○○が主張する・・・・・・の利益が侵害されることについて

は、・・・・・・の理由により根拠がない旨の主張を行った。 

３．・・・・・・ 

その他事項 

 

 

 

 

 

 

 

１．審理員は、（処分庁等）に対して、争点となっている・・・・・・について、質

問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．審理員は、参加人○○ ○○に対して、争点となっている・・・・・・について、

質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

３．審理員は、審査請求人○○ ○○の申立てにより、参加人株式会社○○○に対し

て、・・・・・・という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

４．・・・・・・ 

５．・・・・・・ 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。 

注２ 口頭意見陳述を申し立てた審理関係人を明示する。  
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〔様式例第72号〕証拠書類等（物件）提出記録書 

証拠書類等（物件）提出記録書 

提出物の名称 １．○○○○（別添○） 

２．△△△△（別添○（写し）） 

提出者 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 100 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

提出日 平成  年  月  日（  ） 

その他事項 

 

 

１．審理員は、提出者に対して、○○○○の預かり証（別添○）を交付した。 

２．提出者は、△△△△については、早期返却を希望したため、写しを作成した上で、

これを平成○年○月○日に、配達証明郵便（配達証明書は別添○）により返却した。 

注 行政不服審査法第 33 条の物件の提出に係る記録とする場合は「物件提出記録書」とする。 
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〔様式例第73号〕質問結果記録書 

１ 書面により回答があった場合 

質問結果記録書 

質問書 別添○ 

質問書送付日 平成  年  月  日（  ） 

回答書 別添○ 

回答者 

（審査請求人） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

回答書提出日 平成  年  月  日（  ） 

その他事項 

 

 

 

２ 口頭により質問及び回答を実施した場合 

質問結果記録書 

質問実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

質問実施場所 ○○庁舎第○会議室 

質問者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

回答者（注１）  

 審査請求人 

 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人）

 処分庁等 所属・氏名 △△部△△課長     △△ △△ 

所属・氏名 同課○○係長 □□ □□ 

質問及び回答の

概要 

１．審査請求人○○ ○○から、質問事項・・・・・・ついては・・・・・・という

回答を、質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、それぞれ得た。

２．参加人株式会社○○○から、質問事項・・・・・については・・・・・・という

回答を、質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、それぞれ得た。

３．（処分庁等）から、質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、

質問事項・・・・・については・・・・・・という回答を、それぞれ得た。 

４．審理員は、審査請求人○○ ○○の申立てにより、参加人株式会社○○○に対し

て、・・・・・・という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

５．・・・・・・ 

その他事項 

 

１．平成○年○月○日に、回答者に送付した質問書は別添○、○及び○のとおり。 

 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  
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〔様式例第74号〕参考人陳述聴取結果記録書 

参考人陳述聴取結果記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇） 

参考人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 110 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（職業：○○） 

その他出席者（注

１） 

 

審査請求人 

 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人） 

参考人陳述の概

要 

１．審査請求人○○ ○○が主張する・・・・・・の利益が侵害されることについて

は、・・・・・・の理由により明白であること。 

２．（処分庁等）が主張する・・・・・・については、・・・・・・の点で誤りがあり、

事実と相違していること。 

３．・・・・・・ 

その他事項 

 

 

 

１．審理員は、参加人株式会社○○○の要望を踏まえ、参考人に対して、・・・・・・

という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．審理員は、行政不服審査法第 33 条の規定により、参考人に対して、陳述内容及

び上記１の回答の根拠を記載した文書を提出するよう、要請した。 

３．・・・・・・ 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  
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〔様式例第75号〕鑑定結果聴取記録書 

鑑定結果聴取記録書 

聴取実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

聴取実施場所 ○○庁舎第○会議室 

聴取者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

鑑定人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 120 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（職業：○○） 

その他出席者（注

１） 

 

 審査請求人 

 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

参加人 住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

氏名・名称 ○○ ○○（申立人株式会社○○○（Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地）の代理人）

鑑定結果の概要 １．別添鑑定結果報告書に基づき、審査請求人○○ ○○が主張する・・・・・・に

ついて、鑑定の結果、・・・・・・であることが判明したことを説明。 

２．・・・・・・ 

その他事項 

 

 

１．審理員は、参加人株式会社○○○の要望を踏まえ、鑑定人に対して、・・・・・・

という質問を行い、・・・・・・という回答を得た。 

２．・・・・・・ 

注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。 

 

 

〔様式例第76号〕検証結果記録書 

検証結果記録書 

検証実施日時 平成  年  月  日（  ）   時  分～   時   分 

検証場所 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地 

名称 ○○○○ 

検証実施者 審理員 ○○ ○○（他、補助者として○○部○○課 △△ △△及び◇◇ ◇◇）

立会人（注１）  

 審査請求人 

（申立人） 

住所・居所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

氏名・名称 ○○ ○○ 

施設管理者 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 130 番地 

氏名 ○○ ○○ 

検証結果の概要 １．○○○○が・・・・・・ であることを確認した。 

２．１の状態について、施設管理者の許可を得て、撮影を行った（別添○）。 

その他事項 当該施設及び周辺の状況は別添図○のとおり。 
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注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  
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５ 裁決書関係 

〔様式例第77号〕裁決書標準様式 

１ 却下する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○市福祉事務所長 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した処分庁による保護廃止決定処分に係る審査請求（事件名や事件

番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求を却下する。 

 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 処分庁は、平成○年○月○日、保護変更決定処分（○○第○号。以下「本件処分」という。）を行

い、同月○日付けの保護変更決定通知書を、審査請求人宅のポストに投函した。 

２ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分について審査請求をした。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は要領を得ないが、本件処分により生活が困窮するため、その取消しを求めて

いるものと解される。このほか、審査請求人は、○○市福祉事務所の担当職員の対応等についても

縷々不服を述べているものと解される。なお、本件処分が違法又は不当である旨の主張はない。 

 

理     由 
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審査庁は、提出された審査請求の適法性について審査した結果、審査請求書において、審査請求の

趣旨が不明確であること、審査請求を行った理由についての記載が要領を得ないこと、処分庁の教示

の有無及びその内容並びに審査請求の年月日の記載がないことにより、当該審査請求を不適法なもの

として、平成○年○月○日に、配達証明郵便により、審査請求人に対して補正を命じたが、審査請求

人は補正期限までに補正を行わなかった。 

以上のとおり、本件審査請求は不適法であることから、行政不服審査法 45 条第１項の規定により、

主文のとおり裁決する。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○県知事  ○○ ○○官印 

 

 

（教示欄） 

  ※〔様式例第○号〕「審査請求の裁決書における教示の例」参照 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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２ 棄却する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○市福祉事務所長 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した処分庁による保護廃止決定処分に係る審査請求（事件名や事件

番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 平成○年○月○日、処分庁は審査請求人世帯に対し、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下

「法」という。）による保護を開始した。 

２ 平成○年○月○日、処分庁は審査請求人に対し、法第 78 条の規定に基づき、「年金・手当等無申

告による」ことを理由に保護費の徴収決定処分（○○第○号。以下「本件徴収処分」という。）を行

った。 

３ 平成○年○月○日、処分庁は本件徴収処分に伴い、法第 27 条の規定に基づき、審査請求人に対し

て文書による指導指示（以下「本件指示」という。）を行うことを決定し、同年○月○日、本件指示

に係る指示書（○○第○号）を審査請求人に交付した。 

４ 平成○年○月○日、審査請求人は処分庁に対し、同月○日から株式会社○○（以下「本件会社」

という。）に就職した旨の届出を行った（同月○日付変更届）。 

また、同日、審査請求人は処分庁に対し収入申告書を提出したが、当該申告書には、稼動収入に

ついての記載は一切なされていなかった。 

５ 平成○年○月○日、処分庁は法第 29 条の規定に基づき、請求外株式会社○○銀行○○支店に審査

請求人に係る預貯金調査を実施したところ、同行からの回答（同年○月○日付。以下「本件回答」

という。）により、同行の審査請求人名義の預金口座（以下「本件口座」という。）に、同年○月○
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日に○○円及び同年○月○日に○○円の本件会社からの未申告の給与収入に係る入金（以下「本件

各入金」という。）がなされていること、また、同年○月○日、同月○日及び同月○日に、これらの

給与収入に係る入金額が引き出されていること等が判明した。 

６ 平成○年○月○日、本件回答により、本件指示の内容が履行されていないことが確認されたこと

から、処分庁は審査請求人に対し、同月○日午後２時を弁明日時として指定し、弁明の機会を付与

する旨記載した「生活保護法第 62 条第４項に基づく弁明機会通知書」（○○第○号。以下「本件弁

明機会通知書」という。）を審査請求人に交付した。 

７ 平成○年○月○日、審査請求人は○○市福祉事務所に来庁し、以下の内容等の弁明を行った。 

平成○年○月及び○月になされた入金（本件各入金）については、当初は研修中だったので、給

与が支払われるとは思っていなかったが、先輩に出るかもしれないと言われ、口座を見たら残高が

増えており、給料かもしれないとは思った。そこで、福祉事務所へ収入申告をしたと思う。 

８ 平成○年○月○日、処分庁は、同月○日付けで本件指示に係る指示義務違反を理由として審査請

求人に係る保護廃止決定処分（○○第○号。以下「本件処分」という。）を行い、同月○日、同内容

を記載した保護廃止決定通知書を、審査請求人宅のポストに投函した。 

９ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、本件各入金については収入申告書を処分庁に提出しているにもかかわらず、

処分庁は不当にこれをもみ消し、指示義務違反を理由に本件処分を行ったものであるから、本件処

分は違法であるとして、その取消しを求める、というものである。 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、本件処分について、法の規定に基づき所要の手続を経た上で行われており、何ら違法

又は不当な点はない旨主張している。また、審査請求人が本件申告書の提出を行い、処分庁がこれ

をもみ消したという審査請求人の主張は事実ではない旨反論している。 

 

理     由 

 

 １ 本件に係る法令等の規定について 

法によれば、被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、すみやか

に、保護の実施機関にその旨を届け出なければならない（第 61 条）旨規定している。 

また、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な

指導又は指示をすることができ（法第 27 条第１項）、被保護者は、これに従わなければならない（法

第 62 条第１項）とされ、被保護者がこの義務に違反したときは、保護の廃止をすることができる（法

第 62 条第３項）ものとされている。なお、法は、この場合、保護の実施機関は、当該被保護者に対

しあらかじめ当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知することにより、弁

明の機会を与えなければならない旨規定している（第 62 条第４項）。 

２ 本件処分について 
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（１）審査請求人は平成○年○月○日に、処分庁より本件指示を受けていたことが認められる（「事案

の概要」３）。 

そして、本件指示は、「年金・手当等無申告による」ことを理由に本件徴収処分がなされたこと

に伴い、処分庁が指示したものであり、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能

力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ

る。」と規定する法４条１項の趣旨及び被保護者に収入の届出義務を課す法第 61 条の規定に沿っ

て行われたものと認められ、これを理由のないものということはできない。 

また、審査請求人に対し収入申告を求める本件指示は、審査請求人の保護継続の可否を判断す

るという保護の目的達成に必要な事柄を直接本人から情報収集しようとするものであり、また、

その内容からみても、審査請求人にとって過度の負担を伴うものとは到底認められない。 

にもかかわらず、審査請求人は、本件会社からの給与に係る本件各入金がなされていることを、

本件各出金において明確に認識しながら収入の申告を行わず、本件指示に従う義務を履行しなか

ったのであるから、法第 62 条第１項の定める指示義務に違反していることは明らかである。 

そうすると、処分庁が、本件指示に係る指示書であらかじめ注意したとおり、法第 27 条第１項

の指示義務違反を理由として法第62条第３項の規定に基づき審査請求人に係る保護を廃止する旨

の本件処分を行ったことに、違法又は不当な点は認められない。 

なお、本件処分に当たって、処分庁は審査請求人に対し、法第 62 条第４項の規定に基づき、あ

らかじめ当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を記した本件弁明機会通知書

を交付することにより、弁明の機会を与えており（「事案の概要」６）、審査請求人も弁明を行っ

ている（「事案の概要」の７）ことからして、手続面での違法についても認めることはできない。

（２）審査請求人は、本件各入金に係る収入申告書（以下「本件申告書」という。）を処分庁に提出し

ているにもかかわらず、本件処分は、処分庁が不当にこれをもみ消してなされたものであり、違

法又は不当である旨主張する。 

しかし、審査請求人が本件申告書の提出を行ったこと及び処分庁がこれをもみ消したことを認

めるに足る証拠は何ら存在せず、審査請求人から、本件申告書を提出したとする日時・方法等、

本件申告書の提出に関する具体的主張も一切なされていない。 

また、本件会社に就職したとする届出自体、本件会社からの給与収入に係る入金を審査請求人

が明確に認識したと認められる本件口座から最初の出金がなされた平成○年○月○日（「事案の概

要」の５）から約１か月が経過した後の同年○月○日になされており、同日に提出された収入申

告書の「（１）働いて得た収入（前３ヶ月）」欄にも、本件各入金に係る記載は一切なされておら

ず（「事案の概要」の４）、さらに、同年○月及び○月に審査請求人が提出した、本件会社からの

給与収入に係る収入申告書については、処分庁がこれを収受し、担当職員により正確に記録され

ている（ケース記録票）こと等からして、審査請求人の主張は措信し難いものと言わざるを得ず、

上記審査請求人の主張のみをもって、本件処分を違法又は不当なものと評価することはできない

ものというほかない。 

（３）なお、審査請求人は、○○市福祉事務所の担当職員の対応等についても縷々不服を述べている

ものと解されるが、こうした理由により本件処分を取り消すべきことを認める法令等の規定は存

在せず、また、仮に事実関係が審査請求人の主張どおりであったとしても、そのことによって本

件処分における法の適用が変わるわけではなく、この点についての審査請求人の主張は、本件処

分の取消しを求める理由としては失当である。 
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 ３ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法 45 条第２項の規定により、主文

のとおり裁決する。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○県知事  ○○ ○○官印 

 

 

（教示欄） 

  ※〔様式例第○号〕「審査請求の裁決書における教示の例」参照 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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３ 認容する場合 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○市長 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した処分庁による戸籍の附票の写し（全部）の交付請求拒否処

分に係る審査請求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求に係る処分を取り消す。 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 平成○年○月○日、審査請求人は、○○市○○部○○課○○係を訪れ、審査請求人に係る戸籍の

附票の写し(全部)の交付を求める「戸籍の附票の写しの請求書」を処分庁に提出（以下「本件請求」

という。）した。なお、当該請求書の「請求理由・使用目的」欄には、「裁判を視野に入れて」との

記載がなされている。 

２ 同日、処分庁は、請求人の元妻である請求外○○○○（以下「○○」という。）に係る「住民基本

台帳事務におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護の支援措置」

として、請求人に対し、本件請求を拒否する旨の処分を口頭にて行った（本件処分）。 

３ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。

 

審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張 

 （１）審査請求人の主張は、処分庁が、本件請求を拒否する理由とした、審査請求人が○○に対して

ドメスティック・バイオレンスを行っているということは事実無根であり、本件処分には理由が

ないことから、違法であるとして、その取消しを求める、というものである。 
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 （２）また、審査請求人は、○○が、審査請求人との和解条項に反して、審査請求人と○○の長女で

ある請求外△△△△（以下「△△」という。）の居所を変更したにもかかわらずこれを審査請求人

に知らせず、さらに、審査請求人が△△と接触することを妨害するため、関係行政機関の担当者

を含む不特定多数の者に対して、審査請求人をドメスティック・バイオレンスの加害者であると

する虚偽の事実を流布しているとした上で、処分庁が当該虚偽事実について、審査請求人の主張

を何ら確認することなく、一方的にドメスティック・バイオレンスの加害者として本件処分を行

ったことは不当である旨の主張を行っている。 

なお、審査請求人から提出された、平成○年○月○日、○○を控訴人とし、審査請求人を被控

訴人とする裁判（○○高等裁判所平成○年(○)第○号）における訴訟上の和解に係る和解調書（以

下「本件和解調書」という。）には、「和解条項」として、請求人と○○が、互いに相手方の人格

や社会的地位（名誉）を尊重し、これを損なわないようにし、また、今後は、互いに干渉しない

こと（６項）、△△の親権者を○○と定め（１項）、○○は、転居等により△△の居所を変更した

ときは、請求人に連絡すること（７項）（以下「本件各和解内容等」という。）が記載されている。 

 ２ 処分庁の主張 

（１）処分庁は、平成○年○月○日に、○○の居住する市の長（以下「本件居住地市長」という。）か

ら受領した、○○が同年○月○日付けで本件居住地市長に提出した「住民基本台帳事務における

支援措置申出書」（以下「本件申出書」という。）の写しにおいて、「相談機関等の意見」欄に、□

□□□名で、「上記申出者の状況に相違ないものと認める。」との記載があることから、○○が、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13 年法律第 31 号。以下「ＤＶ防

止法」という。）第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、審査請求人が加害者であると判断

したことに、何ら違法又は不当な点はない旨主張している。 

（２）また、処分庁は、本件申出書において、「支援を求める事務」の一つとして「戸籍の附票の写し

の交付」が記載され、「併せて支援を求める者（（申出者と）同一の住所を有する者に限る）」とし

て、△△の氏名及び生年月日が記載されている（なお、申出書の「相談機関等の意見」欄に、□

□□□名で、「上記併せて支援を求める者について、申出者を保護するため支援の必要性があるも

のと認める。」と記載されている。）ことに加え、これらの支援措置については、本件居住地市長

が支援の必要性を確認しているものとして、○○及び△△の現住所が記載されている戸籍の附票

の写しに係る本件処分は、住民基本台帳事務処理要領に基づき「不当な目的によることが明らか

なとき」（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号。以下「住基法」という。）第 20 条第５項にお

いて準用する住基法第 12 条第６項）に該当するものとして行ったものであり、何ら違法又は不当

な点はない旨主張している。 

 

理     由 

 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）住基法 

戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、これらの者が

記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写

しの交付を請求することができるとされ（第 20 条第１項）、市町村長は、当該請求が「不当な目

的によることが明らかなとき」は、これを拒むことができるとされている（同条第５項において
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準用する第 12 条第６項）。 

（２）住民基本台帳事務処理要領（以下「要領」という。） 

ア 市町村長は、ＤＶ防止法第１条第２項に規定する被害者（配偶者からの暴力を受けた者）で

あり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの（要領第○）から、

戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置（以下「支援措置」という。）の実施を求める旨の

申出を受け付け、当該申出者が、上記被害者に該当し、かつ、加害者が、当該申出者の住所を

探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、

□□□□等の意見を聴取すること等により確認すること（要領第△）とされている。 

イ また、上記において支援の必要性があることを確認した市町村長（以下「当初受付市町村長」

という。）は、申出者が、他の市町村長に対して併せて支援措置を実施することを求める場合に

は、その旨が併記された申出書の写しを、当該他の市町村長に対して転送することとされ、転

送を受けた他の市町村長は、当初受付市町村長を経由して申出がなされたものとして、支援の

必要性を確認することとされている。 

なお、この場合、当該他の市町村長においては、原則として、当初受付市町村長が支援の必

要性があることを確認したことをもって、当該他の市町村長における支援の必要性もあること

として差し支えないものとされている（要領第□）。 

ウ さらに、市町村長は、戸籍の附票の写しの交付の請求が加害者からなされた場合には、住基

法第 20 条第５項において準用する同法第 12 条第６項にいう「不当な目的」があるものとして、

当該請求を拒否するものとされている（要領第◇）。 

２ 本件処分について 

（１）○○から、当初受付市町村長に当たる本件居住地市長に提出された本件申出書には、処分庁の

主張のとおり、○○がＤＶ防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、「上記申出者の状

況に相違ないものと認める。」旨の□□□□の意見が記載されている。また、本件居住地市長は、

本件申出書の写しを処分庁に転送していることから、本件居住地市長において支援措置を行う必

要性を確認していることが認められる（「審理関係人の主張の要旨」２（２））。 

そして、要領によれば、申出書の転送を受けた市町村長においては、原則として、当初受付市

町村長が支援の必要性があることを確認したことをもって、当該他の市町村長における支援の必

要性もあることとする取扱いとして差し支えないとされていることからすれば、処分庁が、本件

居住地市長から本件申出書の写しの転送を受けたことをもって、処分庁における支援の必要性も

あるとする取扱いとすることとし、本件請求については「不当な目的によることが明らかなとき」

（住基法第 20 条第５項において準用する同法第 12 条第６項）に該当するものとして、本件請求

を拒否する旨の本件処分を行ったことには、無理からぬ面があったことも認めることができる。

（２）しかし、本件審査請求において、審査請求人から、本件処分以前に成立した本件和解調書等の

証拠資料が提出されており、本件和解調書に記載された本件各和解内容等からすれば、○○が、

ＤＶ防止法第１条第２項に規定する（審査請求人を加害者とする）被害者であり、かつ、（加害者

である審査請求人から）暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに該当し、

支援の必要性を認めることができるかについては、本件処分時において、合理的な疑いが存在し

たことを認めることができる。 

そして、本件処分時において、処分庁が、本件各和解内容等をどの程度知り得ていたかは定か

でないが、処分庁が、本件処分に当たり、上記疑いについて何らかの確認を行ったことを認める
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に足る証拠は存在しない。 

（３）したがって、処分庁が、本件申出書に基づき、本件請求を「不当な目的によることが明らかな

とき」（住基法第 20 条第５項において準用する同法第 12 条第６項）に該当するものとしてした本

件処分は、結果的に、要領の定める「支援の必要性」について必要な確認を充分に尽くさないま

まされた瑕疵があり、その余の点について判断するまでもなく、違法な処分であると認められる。 

３ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法 46 条第１項の規定により、

主文のとおり裁決する。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○市長  ○○ ○○官印 

 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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４ 認容する場合（申請拒否処分を取り消し、申請に対して一定の処分をすべき旨を命じる

場合） 

 

（ 文 書 番 号 ）   

 

 

裁   決   書 

 

 

○○県○○市○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○ 

 

処 分 庁 ○○県知事 

 

 

審査請求人が平成○年○月○日に提起した工場の設置を認可しない旨の処分に係る審査請求（事件名や事

件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）について、次のとおり裁決する。 

 

主     文 

 

本件審査請求に係る処分を取り消す。 

 

事 案 の 概 要  

 

１ 審査請求人は、平成○年○月○日付けで、○○県公害防止条例（昭和○年条例第○号。以下「条

例」という。）第○条第１項の規定に基づき、○○市での工場設置の認可を受けるため、処分庁に対

して、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書（以下「本件申請害」という）を処分庁に提出し、

工場設置認可申請（以下「本件申請」という）をした。 

２ 処分庁は、本件申請の内容を検討の上、本件申請に係る工揚（以下「本件工場」という。）から発

生する騒音・振動等が規制基準（条例第○条第１項に規定するもの。以下同じ。）を超えないように

するためには、どのような措置を講ずべきかを審査請求人に指導するとともに、作業場の構造等計

画の一部を変更すべき点について審査請求人と協議した。その内容は別紙のとおりである。 

３ 審査請求人は、上記２の指導及び協議の結果に従い、本件申請に係る工場の建物（作業場）の構

造等の計画を一部変更し、本件申請書の添付書類である作業場の設計図を修正し、新たに構造計算

書を付して、平成○年○月○日に処分庁に提出した。 

４ 処分庁は、条例第○条の規定に基づき、平成○年○月○日付けをもって、審査請求人に対してし

た工場の設置を認可しない旨の処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

５ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 
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審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張 

（１）審査請求人は、処分庁が、条例第○条第３項の規定により、本件工場から発生する騒音・振動

等が同条に定める要件に適合するときは、認可しなければならない義務を有するにもかかわらず、

条例に定める要件以外の、①工場敷地が狭あいなため騒音・振動等が発生するおそれがあること、

②工場設置に対して付近住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対していること、③付近住民

の同意を取得するようにとの市の指示を了承していながら、ほとんどその同意が得られないこと、

④公害工場として、現在地から当該申請地への疎開的要素があるが、申請地も都市化しつつある

現状では、疎開先として不適当であり、他により適当な転出先を求めることが可能であること、

という理由により、本件処分を行ったことは、明らかに条例の適用を誤ったものであり違法であ

ると主張している。 

（２）また、審査請求人は、本県不認可理由について、以下のとおり反論している。 

ア 本県工場の敷地は、工業地域に含まれており、その隣接地を含めて付近にはいくつかの比較

的大きい工場が散在し、本件工場の設置自体が付近住民の環境を悪化させるような要素はない

ことに加え、本件工場の構造について、処分庁の要請を全面的に受け入れて、二重壁、二重窓

等を設置する等の措置を講じ、騒音の防止に関しては、最大限の努力をしようとしていること

から、騒音・振動等の公害を発生させるおそれはない。 

イ 本件工場の設置による公害の発生について、周辺住民の危倶があるとすれぱ、それを払拭し

たうえで工場の操業を開始することが望ましいのはいうまでもないが、周辺住民全ての同意が

得られないからといって、そのことをもって不認可の理由とすることはできない。 

なお、本件の場合、工場敷地の右隣及び裏の各土地及び建物の所有者は、工場の設置に同意

しており、また、左隣の士地及び建物の所有者も、処分庁の認可があれば工場の設置には反対

できない旨述べている。 

   ウ 処分庁は、本件申請に係る工場敷地は公害工場の疎開先として不適当であり、他のより適当

な転出先を求めることが可能であるとしているが、不適当とする根拠及び具体的な転出先は全

く示されておらず、また、上記アのとおり、審査請求人が、処分庁の要請に応じてきたにもか

かわらず、このような理由を本件処分時に付すこと自体、不誠実であり受け入れられない。 

 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件工場の敷地は、非常に狭あいであるため、審査請求人の従来の工場の作業内容か

らみて、フォークリフト、自動車及びプレス機械等から騒音・振動等の公害が発生することは必然

的であるが、このような状態を解消し、条例第○条第３項の要件を完全に充足するためには、工場

の敷地の拡張と建物の全面的改造が必要であり、審査請求人が、認可後においてこれらを完全に実

施するという客観的保証はなく、また、それらが実施されたとしても、必ずしも規制基準を超える

公害が発生しないという保証もないことから、本件申請の段階では、本件工場から発生する公害が

規制基準を超えないとの認定は困難であり、本件工場の設置を認可しなかったことについて、違法

又は不当な点はないと主張している。 

また、処分庁は、本件工場の設置について、周辺住民の大多数が生活環境の破壊を理由に反対し

ている状況に鑑み、事業者がその事業活動に伴って公害を発生させるおそれのあるときは、あらか
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じめ、その被害を受ける周辺の住民からその事業を行うことについての同意を得ることが当然の責

務であることから、審査請求人に対し周辺住民の同意を得るように行政指導し、審査請求人もこれ

を了承したが、結局数名の同意を得たに過ぎず、大多数の付近住民の同意を得られないまま、本件

工場の設置を認可することはできないとも主張している。 

さらに、処分庁は、○○市は、首都圏の住居都市として住宅が急増しつつあり、現在、新たに工

場を設置し得るような状況ではなく、まして本件工場は、公害工場として疎開しようとするもので

あり、その設置は不適当であること、及び、審査請求人は、他に適当な転出先を求めることが可能

であり、あくまでも現在の場所に固執しなけれぱならない事情は認められないことについても主張

している。 

 

理     由 

 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）条例第○条第１項の規定によると、工場を設置しようとする者は、あらかじめ条例の施行規則

で定めるところにより、同条第２項に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して、その認可

を受けなけれぱならないものとされている。 

   そして、知事は、本件申請害の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生する

騒音・振動等が規制基準を超えない等、条例に定める要件に合致するときは、工場の設置の認可

をしなければならないことになっており（同条第３項）、その場合、公害防止のため必要な限度に

おいて条件を付すことができるものとされている（同条第４項）。 

   このように、工場の設置について知事の認可を要することとしているのは、それを規制手段と

して、工場の設置が予定されている時点において、当該工場の位置、建物、施設、工場から発生

する騒音・振動等が、条例に定める規制基準、立地制限その他の遵守事項を充足するか否かをあ

らかじめ審査し、問題のあるものに対し事前に行政指導を行い、それにより工場設置に起因する

公害の発生を未然に防止することを目的としている。 

 そこで、条例は、公害発生の可能性の大きい工場について、特に、このような事前審査を厳密

に行うため、その設置を一般的に禁止し（認可を受けないで工場を設置している者に対しては、

工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとなっており、また、その者に対して適用

されるべき罰則が定められている。条例第○条第２項、同第○条）、条例で定める要件に適合する

ものについてのみ、工場設置の一般的禁止を解除するものとしている。したがって、そこでいう

知事の認可は、講学上のいわゆる許可の性質を有するものである。 

   そうとすると、認可（許可）の申請があつた場合、その許否を決めるには、もっぱら、公害防

止の観点から判断すべきであって、申請に係る工場から発生する騒音・振動等が規制基準を超え

ず、その他申請の内容が条例に定める要件に合致するときは、知事は申請を認可（許可）しなく

てはならない。また、工場の設置計画が条例に定める要件に合致していない場合において、知事

が計画の変更を指示する等、要件に適合するように指導し、それに応じて、工場を設置しようと

する者が、工場の建物の構造を修正する等、申請の内容が補正した場合も、知事は申請を認可し

なくてはならない。 

   なお、この認可（許可）を受けた者は、当該認可に係る工場の設置の工事が完成したときは、

その旨を知事に届出なければならないことになっており、その場合知事は当該工場訟可の内容及
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び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、

その旨を認定しなければならないとされている。そして、工場設置の認可を受けた者も、その認

定を受けた後でなければ、工場の使用を開始することはできない（条例第○条）。さらに、工場が

操業の段階に入った後において、現実に各種の条例違反の状態が生じた場合、これらの違反を是

正させるため、知事は、建物等の改善を命じ又は作業の一時停止を命ずることができることにな

っており（条例第○条）、改善命令を受けた者がその命令に従わないときは、知事は、当該工場の

設置の認可を取消し、工場の移転又は操業の停止を命ずることができることとされている（条例

第○条）。このような事後の規制手段により、工場の設置認可の実効性を確保している。 

２ 本件工場が、○○県公害防止条例における工場設置の要件に該当するかについて 

（１）条例第○条第３項の要件 

   本件申請がなされた後、処分庁は騒音・振動等の発生を防止するため、本件工場の建物の構造

等の改善について審査請求人を指導し、工場設置の計画の変更について審査請求人と協議を行っ

ていたことが認められる（事案の概要の２及び３）。 

   これらの指導及び協議の内容から判断すると、処分庁は審査請求人に対し、本件工場から発生

する騒音・振動等が規制基準を超えないように、必要な措置を講じさせ、本件申請に係る工場を、

条例第○条第３項に定める要件に適合したものとするため、その計画の変更等につき、事前審査

の段階で行政指導をしたものであることが明らかである。 

   そして、審査請求人は、処分庁の指導に応じて、本件工場の建物の構造につき、ほぼ処分庁の

指示内容のとおりにその設計を変更し、構造計算書とともに、修正した設計図を処分庁に提出し

ている（事案の概要の３及び「１ 審査請求人の主張」（２）ア）。したがって、本件申請は、申

請後、その内容の一部が上記のとおり補正されたものであることが認められるものであり、条例

第○条第３項の要件を満たしていると認められる。 

 なお、仮に、本件工場の工事の完成後の検査の際に、書類上の審査によって行われる認可の時

点では明らかでなかった問題点を発見し、騒音・振動等か規制基準を超えることか明らかになっ

たときや、本件工場の使用を開始した後に、現実に条例違反の状態が発生したときは、その段階

で違反を是正することが可能であることは、前記のとおりである。 

（２）周辺住民の同意等について 

 処分庁としては、設置される工場の周辺住民の意向を十分尊重して、条例の運用に当たるべき

であることはいうまでもないが、条例上、周辺住民の同意を得ること自体は、工場の設置認可の

要件とはされていない。また、工場を設置しようとする場所の人口が急増している等の事情につ

いても、条例上、工場の設置認可の要件とはされていない。 

   したがって、上記の事項を不認可の理由として本件申請を拒否することは、条例の規定の趣旨

に沿うものとはいえない。 

（３）まとめ 

以上のとおり、処分庁が、本件申請が条例第○条第３項に定める要件に合致するかどうかにつ

いては直接判断を示すことなく、本件不認可理由を付して行った本件処分は、条例の規定及びそ

の解釈を誤ってなされた違法な処分であり、本件申請は認可されるべきものであると認められる。 

３ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法 46 条第１項の規定により、

主文のとおり裁決する。 
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（備考）申請に対する一定の処分に関する措置 

 

  なお、本裁決に併せ、行政不服審査法第 46 条第２項第２号の規定により、本件申請を認可する旨の

処分をすることとする。 

 

 

平成○年○月○日 

 

審査庁 ○○県知事  ○○ ○○官印 

 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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６ 教示関係 

〔様式例第78号〕審査請求の裁決書における教示の例 

１ 再審査請求をすることができない場合 

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、〔審査庁

の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔審査庁の所属する国又は地方公共団

体〕を代表する者は○○○○となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理

由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属する国又は

地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

２ 再審査請求をすることができる場合 

１ この裁決に不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して１か月以内

に、○○○○大臣（注）に対して再審査請求をすることができます。 

２ この裁決については、上記１の再審査請求のほか、この裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、〔審査庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔審査庁

の所属する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、裁決の取消しの訴えを提起

することができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理

由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属する国又は

地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、再審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの訴えを提起することはで

きなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの決定があった日の翌日から起算

して１年を経過した後であっても再審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消

しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

注 再審査請求の手続を規定する個別法の規定に応じて変更すること。 
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〔様式例第79号〕再調査の請求の決定書における教示の例 

１ この決定を経た後の本件処分になお不服がある場合（却下の決定である場合は、当該決定が違法で

ある場合に限ります。）には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して１か月以内に、○

○○○に対して審査請求をすることができます。 

２ この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の

所属する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、裁決の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理

由として、この決定の取消しを求めることはできません。 

３ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

 （１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属

する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、提起することができます。 

４ ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの決定があった日の翌日から起算し

て１年を経過した後であっても審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの

訴えを提起することが認められる場合があります。 

注 上記は、審査請求を経なければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の再調査の請求

の決定における教示の例である。 
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〔様式例第80号〕不服申立てをすべき行政庁等の教示の例 

１ 通常の場合 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、〔審査庁〕に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の

所属する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

２ 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、〔審査庁〕に対して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

 （１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属

する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

３ 審査請求及び再調査の請求のいずれもできる場合で、かつ、審査請求を経た後でなけれ

ば取消訴訟の提起ができない場合 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、〔処分庁〕に対する再調査の請求又は〔審査庁〕に対する審査請求のいずれかの不服申立てを

することができます。 

なお、再調査の請求をした場合は、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請

求をすることはできませんが、次のいずれかに該当する場合は、この決定を経ずに審査請求をするこ

とができます。 
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（１）再調査の請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても、〔処分庁〕が当該再調査の請求

につき決定をしないとき 

（２）その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができませんが、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

 （１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  なお、上記の場合の処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、〔処分庁の所属する国又は地方公共団体〕を被告として（訴訟において〔処分庁の所属

する国又は地方公共団体〕を代表する者は○○○○となります。）、提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理

由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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