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１ 全国キャラバン・研修の実施状況  
（１）全国キャラバン・研修の開催趣旨・目的 

行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）は、昭和 37 年の制定以来、50 年以上実

質的な改正が行われていなかったが、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）の制定や平

成 16 年の行政事件訴訟法の改正等、関係法制度の整備･拡充や、国民の公正性への意識

の変化を踏まえ、「公正性の向上」や「使いやすさの向上」等の観点から大幅な見直し

が行われ、平成 26 年第 186 回国会（通常国会）において改正された。 
この改正により、審理員の指名、行政不服審査会等の第三者機関の導入、不服申立て

の審査請求への一元化や審査請求期間の延長等の改正が行われ、これまでの行政不服審

査法とは大きく異なることとなった。 
本調査研究は、改正された行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号、以下「改正法」

という。）の施行が平成 28 年４月に予定されていることを踏まえ、改正法の内容を一般

国民に対して周知することにより、簡易迅速な国民の権利利益の救済手段であることを

再認識する契機とすること、国及び地方公共団体の職員が適切に改正法に対応可能とな

るよう教育・研修を行うことにより、改正法の円滑な導入に資することを目的に実施し

たものである。 
 
（２）全国キャラバン・研修のプログラムと講師 

改正法の平成 28 年４月の施行に向け、地方公共団体等における、関係規程の整備等の

施行準備や職員研修を行う必要があること等を考慮し、多くの地方公共団体の職員の参

加が可能なよう、平成 27 年 9 月から 12 月までの４か月間に全国を９ブロックに分け、

それぞれの中心都市（札幌、仙台、金沢、さいたま、大阪、名古屋、東京、岡山、福岡）

において開催。 
 

今回の全国キャラバン・研修（「新行政不服審査法講演会」）は、改正法の利用主体で

ある一般国民に対する周知を行うことにより、現行の行政不服審査法から改正法への円

滑な移行を図ることを目的の一つとしていることから、午前の部は一般国民を対象とし

たプログラム「行政不服審査法の改正意義」として編成。 
午前の部では、改正意義をできる限り分かり易く解説するため、「新たな不服申立制

度のポイント―行政不服審査法関連三法について」（映像資料 DVD－資料１－）を作成

し教材として使用。 
 

「新行政不服審査法講演会」のプログラム構成 
時間 内容 説明 

10：00 オリエンテーション  
10：05 行政不服審査法の改正意義 改正法の全体像を解説した DVD を視
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時間 内容 説明 
～11：45 （DVD 視聴＋シンポジウム） 聴。その後、有識者等によるシンポジウ

ム（パネルディスカッション）を実施 
（昼休み） 

13：00 
～14：40 

行政不服審査法の審理手続

（解説） 
行政法学者等の有識者による審理手続の

実務を講義形式で解説 
（休憩） 

15：00 
～16：30 

審理手続の実際について（演

習－事例研究―） 
（審理員の役割について） 

具体的事例を用い、参加者から審理員役

を募ることによりロールプレイングを実

施。模擬審理について、講師が講評・解

説 
16：30 （閉会） 

 
また、DVD の視聴後に、改正法の理解を深化させることを目的としたシンポジウムを

開催（概要については「資料２ シンポジウム議事概要」参照）。 
シンポジウムについては、行政不服審査法の改正経緯に詳しい行政法学者をコーディ

ネータに選出。パネリストとして、行政法学者の他、地方公共団体勤務経験者（地方公

共団体の実務に知悉）、税理士、弁護士といった実務経験者、改正法の立案担当者であ

る総務省職員を選定し意見交換を実施。シンポジウムで討論された主なテーマ、コーデ

ィネータ及びパネリストは下記のとおり。 
 

シンポジウムの主要論点 
 

シンポジウムについては、改正法の主要論点である「公正性の向上」や「利便性の向

上」について、利用主体となる一般国民への浸透を図ることを目的として、テーマを選

定。 
 
 テーマ１「公正性の向上」の観点 

審理員制度や行政不服審査会等の導入経緯。今後期待されることを討論 
⇒討論のポイント 
・審理員制度：導入意義、審理員に期待すること、行政運営への影響 
・行政不服審査会等：導入意義、地方公共団体に設けられる審査会に対する期

待、情報公開審査会との相違点 
・審査請求人の権利の拡充：口頭意見陳述における処分庁への質問権の付与、写

しの交付の導入等の効果 
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 テーマ２「利便性の向上（使いやすさ）」等の観点 
不服申立期間の延長等による不服申立人や行政庁への影響、公正性を向上させる

ことによる迅速性への影響等について討論 
⇒討論のポイント 
・不服申立期間等：不服申立期間の延長や不服申立前置の廃止による審査請求

人・行政庁への影響 
・公正性の向上による迅速性への影響：予想される影響、迅速性の確保のための

工夫（争点整理手続、標準審理期間の設定等） 
「会場との意見交換」（15 分程度） 

 
 

「新行政不服審査法講演会」会場別講師一覧  
                               （敬称略・順不同） 

開催日 開催場所 
行政不服審査法の改正意義 

審理手続 
（講演） 

審理手続の

実際 
（演習） 

10 時 05 分～11 時 45 分 13 時~ 
14 時 40 分 

15 時～ 
16 時 30 分 

9 月 18 日(金) 

札幌 

札幌コンベンシ

ョンセンター 
小早川光郎、板垣勝彦、大江裕幸、

青木丈、総務省職員 
大江裕幸 板垣勝彦 

青木丈 
9月25日（金）

仙台 

ハーネル仙台 
 

小早川光郎、大江裕幸、鈴木秀洋、

田中良弘、総務省職員 
大江裕幸 田中良弘 

鈴木秀洋 
9月28日（月）

金沢 

石川県地場産業

振興センター 
高橋滋、板垣勝彦、鈴木庸夫、 
田中良弘、総務省職員 

高橋滋 田中良弘 
鈴木庸夫 

10月28日（水） 

さいたま 

JA共済埼玉ビル 高橋滋、鈴木庸夫、鈴木秀洋、 
松倉佳紀、総務省職員 

高橋滋 鈴木秀洋 
鈴木庸夫 

10月30日（金）

大阪 

大阪YMCA国際

文化センター 
友岡史仁、筑紫圭一、川合敏樹、 
田中良弘、総務省職員 

川合敏樹 
 

田中良弘 
川合敏樹 

11 月 6 日（金） 

名古屋 

名古屋国際セン

ターホール 
友岡史仁、板垣勝彦、北見宏介、 
小林明夫、総務省職員 

北見宏介 北見宏介 
板垣勝彦 

11月 20日（金）

東京 

アリアル会議室

ANNEX 五反田 
小早川光郎、大江裕幸、鈴木秀洋、

田中良弘、総務省職員 
大江裕幸 田中良弘 

鈴木秀洋 
12 月 8 日（火）

岡山 

岡山商工会議所 
 

高橋滋、折橋洋介、宇那木正寛、 
田中良弘、総務省職員 

高橋滋 田中良弘 
折橋洋介 

12月15日（火）

福岡 

㈱電気ビル本館 
 

高橋滋、折橋洋介、宇那木正寛、 
田中良弘、総務省職員 

高橋滋 田中良弘 
折橋洋介 

 ※太字はシンポジウムコーディネーター 
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【参考】 

「新行政不服審査法講演会」講師名簿 

（敬称略、順不同） 

氏名 属性 所属 

小早川 光郎 行政法学者 成蹊大学法科大学院教授・法務研究科長 

高橋 滋 行政法学者 一橋大学国際・公共政策大学院法学研究科教授 

友岡 史仁 行政法学者 日本大学法学部教授 

板垣 勝彦 行政法学者 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 

宇那木 正寛 
自治体勤務経験者 

行政法学者 
鹿児島大学法文学部法政策学科教授 

大江 裕幸 
行政法学者 信州大学学術研究院社会科学系経済学部経済システム

法学科准教授 

折橋 洋介 行政法学者 広島大学大学院社会科学研究科・法学部准教授 

川合 敏樹 行政法学者 國學院大學法学部准教授 

北見 宏介 行政法学者 名城大学法学部応用実務法学科准教授 

小林 明夫 
自治体勤務経験者 

行政法学者 
愛知学院大学法学部教授 

鈴木 庸夫 
自治体勤務経験者 

行政法学者 
明治学院大学大学院法務職研究科教授 

鈴木 秀洋 自治体勤務経験者 文京区男女協働・子ども家庭支援センター担当課長 

筑紫 圭一 行政法学者 上智大学法学部地球環境法学科准教授 

松倉 佳紀 弁護士 弁護士・仙台第一法律事務所 

青木 丈 税理士 （一財）行政管理研究センター客員研究員、税理士 

田中 良弘  
弁護士 

行政法学者 

一橋大学大学院法学研究科特任准教授 

（一財）行政管理研究センター研究員、弁護士 

総務省行政管理局行政手続室担当者 
 

午後の部は行政不服審査法の実際の運用に当たる行政実務担当者への教育研修に主眼

を置いており、「行政不服審査法の審理手続」について講義形式による解説を行った上

で（「資料３ 第Ⅱ部行政不服審査実務担当者講演会（テキスト）、「資料４ 第Ⅱ部行

政不服審査実務担当者講演会（様式例集）」、「資料５ 第Ⅱ部行政不服審査実務担当者

講演会（講師レジュメ）」参照」）、「審理手続の実際について」として特定の審査請求事

案を設定し、ロールプレイング形式による演習を実施（「資料６ ロールプレイングシ

ナリオ」参照）。 
この演習は、審理手続を習得させることを狙いとしたものであり、審理員による審理

の実際を再現し、審理員の事務手続についての具体的なイメージができるものとした。
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演習では、審査請求人、審査庁の役割については当センターの職員が分担し、審理手続

きにおいて重要な役割を果たす審理員役は参加者から募集した。平成 28 年４月からの

改正法の施行に向けて、多くの参加者による審理員役への希望があった。 
 

（３）全国キャラバン・研修への参加状況 

ア）事前周知について 

「新行政不服審査法講演会」の開催に当たっては、当センターのホームページやメー

ルマガジンを活用した周知のほか、全国の地方公共団体、国の出先機関（ブロック機

関）、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等に個別に案内状を送付。また、日本弁

護士連合会等の各士業団体の機関誌を利用し講演会への参加を呼び掛け。 

イ）参加状況 

「新行政不服審査法講演会」の開催地別参加者は、次表のとおり。札幌、仙台会場以

外の会場では定員を上回る参加申込があり、本講演会に対する関心の高さが伺えた。札

幌、仙台の両会場の参加者は定員を下回る状況となったが、これは講演会の広報が８月

中旬からとなり、短期間の周知となったことに起因するものと考えられる。 

 
「新行政不服審査法講演会」の開催地別参加者等一覧 

（単位：人、団体） 

開催日 
場所 

会場 
定員 

参加者 
総数 

参加者の所属別団体数 

総数 
国の出

先機関 
都道

府県 
市

（区） 
町村 

士業

団体 
その他 

9月18日（金） 

札幌 
300 140 68 4 1 25 35 1 2 

9月25日（金） 

仙台 
255 135 66 11 7 29 13 2 4 

9月28日（月） 

金沢 
192 192 45 11 4 19 6 1 4 

10月28日（水） 

さいたま 
315 315 136 11 7 75 16 11 16 

10月30日（金） 

大阪 
300 300 133 12 8 78 14 6 15 

11月6日（金） 

名古屋 
180 180 96 10 5 54 18 1 8 

11月20日（金） 

東京 
260 260 137 16 9 79 11 1 21 

12月8日（火） 

岡山 
210 210 99 14 8 38 21 6 12 
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開催日 
場所 

会場 
定員 

参加者 
総数 

参加者の所属別団体数 

総数 
国の出

先機関 
都道

府県 
市

（区） 
町村 

士業

団体 
その他 

12月15日（火） 

福岡 
240 240 117 11 8 44 27 1 26 

合 計 2,252 1,972 897 100 57 441 161 30 108 
（注）１ 1の団体から複数人が参加した場合があるため、「参加者総数」と「参加者の

所属別団体数」とは一致しない。 
２ 「士業団体」：弁護士会、行政書士会、税理士会のほか、法律事務所、会計事

務所、税理士事務所等を含む。 

３ 「その他」 ：独立行政法人、国立大学法人、一部事務組合、民間企業、一般

国民等 

 
２ 普及・啓発の実施状況  

「新行政不服審査法講演会」の開催に合わせ改正法の普及・啓発を図るため、次の

とおり、当センターの季刊誌及び士業団体が発行する機関誌に新行政不服審査制度の

解説記事を掲載（資料７「普及・啓発実施資料」参照）。 
・『月刊日本行政』№513（2015 年８月 日本行政書士会連合会発行） 
 解説記事「新たな行政不服審査制度の経緯と概要」 

・『税理士界』第 1332 号（2015 年９月 日本税理士会連合会発行） 
  解説記事「新たな行政不服審査制度の概要」 
･ 『季刊行政管理研究』№151（2015 年９月 一般財団法人行政管理研究センター発

行） 
    解説記事「法令解説 行政不服審査法」 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研修及びフォローアップ・アンケートの 
分 析 ・ 検 証 結 果 
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１ 研修の検証結果 
（１）研修の概要 

ア 背景・目的 
平成 28 年４月から施行される改正法は、約 50 年ぶりの大規模な見直しが行われてい

ることから、制度の円滑な移行を図るため、改正法の国会の付帯決議において、「新たな

行政不服審査制度を利用するに当たって必要となる情報を懇切・丁寧に国民・住民に周知

徹底」等することが求められていた。このため、改正法の内容を広く一般国民に周知する

とともに、審査請求事務を担当する国・地方公共団体等の職員が適切な運用を可能とする

よう研修を実施したものである。 
本項は、今回の「新行政不服審査法講演会」のプログラム等についての開催当日のアン

ケートを実施するとともに、一定期間をおいてアンケートを再度実施することにより、研

修効果を検証するものである（アンケートの内容については、「資料８ 「新行政不服審

査法講演会」アンケート・フォローアップアンケート調査票」参照）。 
 

イ 会場別回答者分布 
今回の研修への参加者（1,972 人）のうち、1,260 名（回答率 64％）の回答あり、各会

場の回答率は次図のとおり。なお、一部会場の回答率が低い状況にあった。 
 

  図１ 会場別の回答者率の割合（回答数 1260） 

  

 
ウ 行政不服審査業務従事年数 
回答者の行政不服審査関係への業務従事年数は、１年以下の者が全体の５割以上とな

り、行政不服審査法についての知見が少ない者が多いものと考えられる。 
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  図２ 回答者の行政不服審査業務への従事年数（回答数 1260） 

  

 
エ 研修プログラム別参加状況 
回答者が参加した研修プログラムについては、有効回答率の 78％が、午前・午後と連

続しての参加をしていた。 
 

図３ 回答者が参加したプログラム（回答数 1260） 

  
 
（２）アンケートの検証結果 
ア 研修プラグラム・教材の満足度について 
「教材は実務的で分かり易かった」、「プログラムの構成は、制度全体を理解する上で適
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切であった」について、９割以上が「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」を選

択している。また、「講演会は全体的に満足できるものであった」かについても、９割以

上の人が「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」を選択しており、これは、前述 
（１）ウのとおり 行政不服審査業務従事年数が１年以下の者が５割以上いることか

ら、受講者のニーズと研修プログラム教材の内容が合致したためであると考えられる。 
 

  図４ 研修プログラム及び教材の満足度（回答数 1260） 

 

 
イ 研修内容の理解度について 
「行政不服審査法における審理手続について」、「審理手続の実際について（演習）」に

ついて、回答者の９割以上が「理解できた」、「どちらかと言えば理解できた」を選択して

いる。 
「行政不服審査法の改正の経緯と改正後の制度概要（DVD・シンポジウム）」について、

回答者の８割が「理解できた」、「どちらかと言えば理解できた」としており、従事年数が

短い者であっても理解できるものであったと考えられる。 
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  図５ 研修内容の理解度（回答数 1260） 

  
 
（３）研修に対する意見・要望 

ア 研修内容に関すること 
当日のプログラムについては、午前は、一般国民を対象としたシンポジウムにおいて改

正法の意義や改正点についての理解を求めるためのプログラムとし、午後は、行政機関の

職員等の実務家を中心に講義形式やロールプレイングによる演習を用いた研修とした。 
それぞれの研修についての意見は、次のとおりである。 

 
a）DVD 上映及びシンポジウムについて 

午前、午後のプログラムともに、行政機関の職員等が多数参加していたことから、

一般国民を対象とした「シンポジウムを日程の最後に行う方がよい」等の意見がみ

られた。 
DVD の上映については、今回の上映を機に行政機関における組織内研修に利用

するための配布や貸与を希望する意見もあり、DVD の上映は機を得たものであっ

たと評価できる。（詳細な改善方策は、後述「３ 今後の研修に向けた改善点等」参

照）。 
 

  b）改正法の審理手続について 
午後のプログラムの改正法における審理手続の解説については、「量が膨大なので、

もう少し時間をかけた方が良い」、「質疑時間を多く確保した方がよかった」など、解

説や質疑応答の時間の不足を指摘する意見がみられた。また、改正法の仕組みについ
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ての質疑応答に関して、質疑応答の共有化等を求めるものや、具体的な運用に関する

質疑応答の場の設置を希望する意見もあった。 
他に、「都道府県、市町村レベルで運用する場合と、一部事務組合で運用する場合

の留意点について解説が欲しかった」「審査庁、審理員、審査会の事務局体制、審理

員の除籍事由の具体的な内容等、小規模自治体では苦慮する面が多くある。小規模自

治体向けの法運用に関するセミナーを希望する」等、団体の規模に応じたきめ細かい

解説を行うことを希望する意見もあった。 
 

c）演習について 
今回の研修では、実際の審理手続内容をロールプレイング形式による演習を行っ

た。この演習については、「具体的な事例や解説がわかりやすかった」、「イメージし

やすくなった」、「とても参考になった」等の評価する意見がみられた。また、更なる

要望として（今後の研修に対しての要望については、後述「３ 今後の研修に向けた

改善点等」参照）、「既に弁明・反論がなされている後の陳述であるため、争点となる

点を明らかにした上で、演習をしてほしかった」等、ロールプレイングの前提となる

情報が不足しているため分かりにくかったとする意見もあった。また、「実際の現場

（特に市民から）にあるであろう不適切な発言などもあると良かった」、「互いに意見

をぶつけ合う場面が必要と考える」等、審査請求の実情を踏まえた内容への改善要望

もみられた。 
今回は、審理手続のうち、口頭意見陳述に焦点を当てたが、争点整理についてもロ

ールプレイングを希望する意見や、他に行政不服審査会の運営に関しても演習を求

める意見もみられた。 
 

イ 制度に関すること 
政令の公布や施行通知等の発出をできるだけ早く行うように求める意見がみられた。

また、「訴訟手続に近づいてきており、簡易迅速な手続が実現するか危惧される」等、法

改正の目的の１つである簡易迅速性がむしろ後退するのではないかという意見もみられ

た。ほかに審査庁の職員である審理員が公平に判断できるような施策を求める意見もみ

られた。 
 
ウ 職員・組織体制等に関すること 
審査請求業務を行うに当たっての、職員や組織体制の整備・運用方法に関する説明を希

望する意見がみられた。 
また、小規模の地方公共団体や一部事務組合等の団体から、審理員や第三者機関等の人

材確保に困難が予想されるとの意見があり、その解決策として「審理員養成講座を開講し

てほしい」等、審理員に対する研修の充実や、「想定問答による具体的な対応方針がほし
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い」、「相談窓口が欲しい」等、具体的な運用マニュアルの作成や問合せ窓口の設置を求め

る意見がみられた。 
他に「条例の雛形を示していただきたい」「自治体規模（都道府県、政令市、中核市、

市、町、村）による体制、組織のモデルイメージを示していただければと思います」等、

地方公共団体における関連例規や組織体制の整備等についてモデルの提示を求める意見

や、「準備が先行している行政庁（地方公共団体）の事例を積極的に情報提供してほしい」

など、各地方公共団体の制度設計や導入状況に関する情報（例えば、第三者機関の設置状

況、審理員の人数・職階・外部登用者数等）の提供を求める意見もみられた。 
 

エ その他 
その他、「『実績の積み重ね』のため、全国の裁決事例を集めた行政実例集」といった、

事例集の作成や、改正法の運用に関する情報の提供を希望する意見がみられた。 
また、今後も継続的に改正法に関する講演会の開催を希望する意見もみられた。 
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２ フォローアップ・アンケート検証結果 
（１）アンケートの概要 
  講演会が各参加者の実務の面にどのような影響を与えたか、どのように活用されたか

という点に重点を置き、その効果を検証することを目的としてアンケートを実施した（ア

ンケートの内容については「資料８ 「新行政不服審査法講演会」アンケート・フォロー

アップアンケート調査票」参照）。講演会（研修）開催から一定期間経過後 1に、メールア

ドレスが確認できる 1,887 人を対象に実施した。アンケートは WEB 上で行い、有効回答

数は 615 人（回答率 33％）であった。本アンケートは上記のように講演会の活用状況を

把握する目的で行ったことから、講演会終了後時期を置いて行ったため、回答率が低かっ

たものと考えられる。 
 
ア 回答者の業務従事年数 
回答者の業務従事年数は、講演会当日に実施したアンケート結果とほぼ同様の傾向を

示しており、１年未満～１年と回答したものが最も多く、回答者全体の６割弱を占めてい

る。 
 

  図６ 回答者の業務従事年数（回答数 615） 

  
 

イ 参加会場別回答者率 
参加会場別回答者率は、札幌を除き概ね参加者数の多い会場（大阪、福岡、東京）の回

答率が高くなっている。また、札幌を除くと回答率が低いのは講演会開催時期の早い会場

となり、講演会終了からアンケートの実施までの期間が空いているほど回答率が低くな

っている。 
                                                   
1 アンケートは平成 28 年 2 月 9 日～19 日に実施した。 
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図７ 参加会場別回答者率（回答数 615） 

  

  
（２）アンケートの検証結果 
ア 講演会参加の動機 
講演会に参加したきっかけ（動機）として、参加者の約 70％が当センター（一般財団

法人行政管理研究センター）の送付した「講演会の案内状を見て」と回答している。次い

で「上司・同僚・友人の勧め」（約 12％）、「当センターの HP を見て」（約 10％）の順に

回答が多かった。また、その他に、総務省や都道府県、税理士会等からの情報提供によっ

て講演会に参加したという回答もあった。 
 

図８ 講演会参加の動機（回答数 615） 

  

 
イ 講演会参加に伴う意識・行動の変化 
「講演会に参加したことにより、審理員に指名されることに対する意識や自分の行動
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が変わりましたか」という質問に対して、「審理員に指名されることに対する意識は変わ

っていない」を選択したものが過半数、「審理員に指名されることへの不安感が和らいだ」

（約 23％）、「実際に審理員を経験したいと思った」（約４％）となっており、今回の研修

により審理員の行う手続についてのイメージはできたものと考えられる。一方、「審理員

に指名されることの不安感が増幅した（指名されたくないと思った）」（約 20％）との意

見もあり、今回の講演会により研修を受けた者であっても、審理員に指名されることに対

する心理的な抵抗感が依然として残っている者もいることから、今回の講演会のプログ

ラムのほかに、審理員に指名されることが予想される者に対して、実際に審理に対応でき

る具体的な内容を含む研修等を実施する必要があると考えられる。 
 

  図９ 講演会参加に伴う意識・行動の変化（回答数 615） 

  
 

ウ 職場への活用 
「講演会で学んだことは、職場で活用できていますか」という質問に対しては、７割以

上が「活用できている」を選択している。 
 

  図 10 講演会内容の活用の有無（回答数 615） 
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また、「活用できている」と回答した者に対して、どのような場面において活用されて

いるのか質問したところ（複数回答可）、「条例の制定」（約 38％）、「要綱、規則、事務処

理要綱等関係規程の作成」（約 26％）が挙げられ、次いで、「職場における研修」（約 15％）、

「研修教材の作成・開発」（約８％）であった。他方、「審理員候補者名簿の作成」を選択

した者は約６％となっているが、その理由として、多くの地方公共団体等ではまだ条例の

制定等、制度化の作業が進められている段階であり、審理員候補者名簿の作成には至って

いないことがその原因と考えられる。 
職場での活用の内容として、都道府県の参加者からは、管内の市町村への助言に活用し

ているという回答がみられたほか、地方議会や審理員候補者への説明資料の作成に活用

しているという回答もみられた。 
フォローアップ・アンケートを行った２月現在、地方公共団体等では行政不服審査法改

正に関する条例や関係規程等の制定作業が進められているが、それに当たって本講演会

の内容が多く活用されているものと考えられる。また同時に職員に対する改正法の内容

の周知も一部の地方公共団体等では始められているが、その際にも本講演会の内容が活

かされていると考えられる。 
 

  図 11 講演会の活用方法（回答数 750） 

  
 

職場における講演会の具体的活用方法については（複数回答可）、「上司、同僚等に個別

に報告した」が最も多く（約 62％）、次いで「研修会の講師を務めた」（約 43％）、「関係

職員に教材のコピーを配布した」（約 35％）となっている。「その他」の具体的な回答と

しては、本講演会で上映した DVD を使用した研修やロールプレイング形式による研修を

行っている等の回答がみられた。 
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図 12 職場における講演会の活用方法（回答数 152） 

  
 

また、「講演会で学んだことは、職場で活用できていますか。」という質問に対して、「活

用できていない」を選択した回答者に対して、その理由を質問したところ（複数回答可）、

「新法が施行されておらず実務に生かす機会がない」（約 37％）、「他の業務に追われ時間

的余裕がない」（約 33％）の順となっている。フォローアップ・アンケートを実施した段

階（平成 28 年２月）では、改正法はまだ施行されておらず、実務面で講演会の内容を活

用する段階には至っていないことが窺われる。他方、「講演会の内容が実務的でなかった」

と回答した者は約 5％と少なかった。他に、行政不服審査に関する案件がないとする回答

もみられた。 
 

図 13 講演会の内容を活用出来なかった理由（回答数 200） 
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エ 今後の研修に対する希望 
「今後、研修会を開催するとした場合、どのような内容の研修を希望されますか」とい

う質問に対して（複数回答可）、「制度の運用の詳細（各種書類作成等の実務）に関する研

修」（約 34％）、「審理員向けの研修」（約 26％）を選択した者が多くみられた。今後、行

政不服審査制度を運用するに当たって書類の作成や審理員への制度周知等、実務面に重

点を置いた研修が求められているものと考えられる。 
また、「小規模自治体向けの研修」（約 18％）、「一部事務組合、広域連合等向けの研修」

（約 6％）を回答する者が一定程度おり、記述回答においても国の行政機関や独立行政法

人の職員を対象とした研修開催の要望がみられたように、団体の性格に応じたきめ細か

な研修へ対応が求められる。 
また、「施行令等の内容についての研修」を選択する者は約 12％となっており、これま

での研修活動等により、法令についての知識はある程度定着しているものと考えられる。 
そのほか、「情報公開制度との関係についての研修」や、「審理員制度が除外されている

審査庁の審理手続の進め方」に関する研修、審査庁や審査会の担当者向けの研修の開催に

関する要望がみられた。また、講演会で使用した教材や DVD の配布・頒布や研修実施た

めのノウハウを提示するなど職員向けの研修の補助に関する要望もみられた。研修の定

期的な開催や、「運用後、一定の期間が経過したときに各自治体等で課題となっているこ

との解決のための研修」等、今後も定期的・継続的に研修の開催を求める意見もみられた。 
 

図 14 今後の研修に対する希望（回答数 1259） 
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オ フォローアップアンケートのまとめ 
改正法の施行を前にして、本講演会の内容は、条例や関係規則の制定、職員への周知な

どに広く活用されている。しかしながら、審理員に指名されることに対して消極的な姿勢

がみられたことから、実務面での不安は依然としてあるものと考えられる。こうした状況

を受けて、地方公共団体等の間では、今後は、制度の運用に重点を置いた研修や審理員向

けの研修を開催することが求められている。審理の現場の具体的なイメージをつかむた

めには、研修においてロールプレイングを用いることも有効であると考える。 
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３ 今後の研修に向けた改善点等 
（１）DVD・教材について 

「１（２）アンケートの検証結果」によれば、本研修で用いた DVD については、制度

解説に特化したものであることから一般職員が求める内容を満たしていること、地方公

共団体において、改正法や新たな行政不服審査制度に関する資料として、概ね分かりやす

く活用が可能であるとの評価を得たものと考えられることから、一般職員を対象とした

今後の研修に用いる DVD としては、改訂の必要性は認められない。 
なお、参加者から「DVD の音声説明が早くてメモが取れなかった」という指摘が見ら

れたことから、その内容の概要を配布する資料に添付することは有益と考えられる。 
研修の配布教材についても、「１（２）アンケートの検証結果」の結果によれば、概ね

分かりやすいとの評価を得たことから抜本的に改訂する必要はないものと考えられる。

なお、参加者から改正法の条文を載せてほしい旨の指摘があった。 
他に、「１（３）研修に対する意見・要望」の項で示したように DVD・教材とも配布や

貸与の要望があった。要望の趣旨として、地方公共団体の内部での研修にも利用したいと

の意見や、本行政不服審査法講演会を契機に DVD の貸与を受け、既に組織内での研修に

おいて DVD を用いた研修を実施している団体も見られ（「２（２）アンケートの検証結

果」）、DVD・教材の配布や貸与の拡大は、各機関における行政不服審査法改正や新たな

行政不服審査制度に関する知識の定着に当たって効果的であると考えられる。 
また、後述のとおり、実務経験者からは「DVD や教材の内容が基礎的すぎる」との指

摘も見られ、より実務に対応し、実践に応用できる審理手続の実際を内容とする教材の作

成が求められる。 
 

（２）研修内容について 
 ア 研修の開催について 

本研修については、参加希望者が多く、定員を超える応募があった（札幌、仙台を除く）。

多数の参加希望者が見られたことから、改正法への関心は高いものと考えられる。今後の

研修に当たっては、東京や大阪等の大都市部での複数回の研修や、各都道府県単位での研

修を実施するなど、研修の開催頻度を増やすことや、参加定員をあらかじめ推測するなど、

きめ細かい研修実施に向けた対応をすることにより、一般国民や改正法に従事する職員

のニーズを把握した研修の実施により、円滑な法制度の定着を図る必要があると考えら

れる。 
  また、「新たな行政不服審査制度に係る普及・啓発及び職員研修の実施結果 １（３）

全国キャラバン・研修への参加状況」の項でも述べたとおり、札幌、仙台の両会場では、

当該「新行政不服審査法講演会」の告知開始後、期間を置かずに実施したため参加者が定

員を下回った。そのため、研修を開催するに当たっては、事前に情報の周知の徹底を図る

ため、開催実施が決定後、十分な公表期間を置くことや、メディアを活用した広報を用い
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て、一般国民や地方公共団体の職員に訴求することが重要と考えられる。 
 
 イ 研修のプログラム全体について 

ａ）研修時間の充実化 
「１（２）アンケートの検証結果」によれば、質疑応答の時間が少なかったとの指

摘が見られたことから、改正法の疑問点を解消するための質疑応答の時間を十分に

確保する必要があると考えられる。 
また、「もう少しゆっくり説明して欲しかった」や「講師の説明をもっと詳細に聞

きたかった」等の指摘もあることから、研修を分割し、改正法についての詳細な説明

を実施するとともに、研修に当てる時間をより長くする必要がある。 
ｂ）研修内容の高度化 

また、今回の研修では行政不服審査業務への従事年数が１年未満の者が過半であ

るが、従事年数５年以上の者も見られた。こうした参加者に対しては、DVD による

制度の説明等は必要なく、実務面についての講義や質疑応答の時間をより多くする

などの要望が出された。また、「２（２）アンケートの検証結果」の項で示したよう

に、今後の研修として「制度の運用の詳細（各種書類作成等の実務）に関する研修」

についての希望や「争点整理のロールプレイングを実施してほしい」との意見も見ら

れることから、審理員が実際に行うであろう、審理関係人から提出された資料を基に

した争点整理や、争点整理を審理員意見書にどのように反映するかといった実務面

に重点を置いた内容の研修も合わせて行うことが制度の円滑な運用に大きく資する

と考えられる。今後の研修に当たっては、一般職員向けの研修だけでなく、ある程度

の実務経験のある職員等を対象とした上級者向けの研修も必要と考えられる。 
また、法改正に携わった者や実務経験者によるシンポジウムや講演を拡充するこ

とも有効と考えられる。 
ｃ）対象主体の規模にあった研修 

「１（３）研修に対する意見・要望」の項で示したように、本研修の参加者の間で、

団体の性格ごとに分けて解説を行うことを希望する意見があったほか、フォローア

ップ・アンケートにおいても、今後の研修として「小規模自治体向けの研修」や「一

部事務組合、広域連合等向けの研修」を希望する意見が出されている（「２（２）ア

ンケートの検証結果」）。 
団体の規模等によって制度の運用方法が異なることは想定されることであり、今

後の研修に当たっては、小規模自治体、一部事務組合、広域連合等というように対象

を限定した内容の研修を行い、各団体等における関連例規や組織体制の整備等につ

いて研修のなかでモデルを提示することも有益と考えられる。 
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ウ 演習（ロールプレイング）について 
演習（ロールプレイング）については、「１（２）アンケートの検証結果」によると、

本研修の参加者の多くは行政不服審査関係の事務を担当していないこと（参加者の 55％
が勤続年数 1 年未満）や不服申立ての審理実績が僅少である団体が多いことから実践に

即した審理手続をロールプレイング実演する演習手法も有効と考えられる。 
アンケートから見られる今後の改善点としては、次のとおり、事前の情報提供、実際に

現場で起こりうる場面を想定したシナリオやワークショップ形式による研修が有効と考

えられる。 
ａ）演習資料の事前提供 

「１（３）研修に対する意見・要望」の項で示したように、ロールプレイングの前

提となる情報が不足しているため、事案の全体像が分かりにくとの意見もあること

から、例えば、ホームページを活用し、参加者が事前にシナリオにアクセス可能とす

る等、基礎的な情報を記載した資料を事前に配布することが、参加者の理解を助ける

ために有効と考えられる。 
ｂ）実践を想定したシナリオの提供 

（「１（３）研修に対する意見・要望」）に示したとおり、参加者からは、申立人が

不適切発言をする場面や、申立人と処分庁職員との間で意見をぶつけ合う場面等の

設定の求めがあった。さらに、実際に審理員役を務めた参加者からも複数の審理員に

よる審理の進行についての設定が必要との指摘があったことから、今後の研修では、

演習内容をより審理過程の実際に近づけ、様々な状況を想定したロールプレイング

を行うことが必要と考えられる。。 
ｃ）ワークショップ形式による研修の実施 

また、今回の研修では、時間の制約上審理員役を務める参加者を３名から６名に限

定した。多くの人が審理員役を経験するために、また、審理員に特化した研修を求め

る意見もあることから、参加者の全てが審理員役を務めることが可能なワークショ

ップ形式の研修等も検討する必要があると考えられる。 
ｄ）新たなロールプレイングの内容 

今後のロールプレイングについては、争点整理の方法についてのロールプレイン

グの希望や、他に行政不服審査会の運営に関しても不服申立てがあった際の審査会

や事務局の役割や運営スタイル等のロールプレイングの希望があった。今回の研修

では、審理手続のうち口頭意見陳述に焦点を当てたが、争点整理についてもロールプ

レイング形式の研修も有効と考えられる。 
 
エ 研修後のフォローについて 

本研修終了後も、制度所管省による継続的な支援の希望が出された。そのため、研修

後にフォローアップできる機会を設ける必要がある。また、制度所管省のホームページ
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上等に質疑応答をまとめた Q&A を掲載することや、改正法施行後一定期間が経過した

後に、各団体で課題となっていることに関して質疑応答や議論を交わす研修会等を開

催することも、新たな行政不服審査制度に関する正確な知識の定着のために有効と考

えられる。 
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資料１ 
DVD 教材（映像・音声内容） 

  



 
 

 



 
 

スライド １ 
 

新たな不服申立制度のポイント
～行政不服審査法関連三法について～

平成27年9月
一般財団法人行政管理研究センター

1  

 

新たな不服申立制度のポイント 
～行政不服審査法関連三法について～ 
 
このDVDでは，平成２６年に改正された行政不服審査法関連三法について紹介
し、関連三法によって生まれ変わった、新たな不服申立制度のポイントを解説

します。 

 
 

 

  



 
 

スライド ２ 

 

2

行政不服審査法の改正経緯

改正行政不服審査法のポイント

主要な改正点の概要

第１章

第２章

第３章

 

 

まず初めに、この動画解説による流れについて紹介します。 
第１章では、行政不服審査法に基づく不服申立ての制度、いわゆる「不服申立
制度」の改正の経緯について紹介します。 
第２章では、新たな不服申立制度のポイントを、 
第３章では、主要な改正点について、その概要を解説します。 
以上の項目に沿って解説を行っていきます。 

 

 

 

  



 
 

スライド ３ 

 

3

第１章 行政不服審査法の改正経緯

 

第１章 行政不服審査法の改正経緯 

 
 

 

  



 
 

スライド ４ 

 

不服申立制度とは

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関し，国民が簡

易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て

をすることを可能とする制度

4

他の法律に特別の定めがある場合を除き，

行政不服審査法に基づいて行われる。

 

 

不服申立制度は、国や地方公共団体を問わず、行政庁の処分その他公権力の行
使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対
する不服申立てをすることを可能とする制度です。 
この不服申立制度は、 他の法律に特別の定めがある場合を除き、行政庁の処
分その他公権力の行使に当たる行為に広く適用されます。 

 
 

 

  



 
 

スライド ５ 

 

行政不服審査法の特徴

5

行政事件訴訟法との比較

・簡易迅速な手続
・不当性についても審査

行政手続法との比較

・事後手続

国民の権利利益の救済

行政の適正な運営の確保

行政不服審査法の目的

関連する制度との比較

 

 

次に特徴を解説します。  
行政不服審査法第１条第１項は、行政不服審査法の目的として、 
◆国民の権利利益の救済、と、 
◆行政の適正な運営の確保、を掲げています。 
すなわち、行政不服審査法は、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を目的としていま

す。 
このことから、行政不服審査法は、関連する制度と比べていくつかの特徴を有
しています。 
 



 
 

スライド ６ 
 

6

行政事件訴訟法 行政不服審査法

審 理
行政権からの独立

適正手続に配慮した慎重な証拠調べ
簡易迅速な審理手続

判 断 違法性の判断
違法性の判断、

行政裁量の当・不当も判断

費 用 申立手数料が必要 手数料は不要

行政争訟の特徴

 

 

まず、同じ権利利益救済の手段である行政事件訴訟法と比べると、訴訟では、
適正手続に配慮した慎重な手続で審理されるのに対し、行政不服審査法では、
より簡易迅速な手続で審理が行われるという特徴があります。 
次に、行政事件訴訟法では審理の対象とされた処分などが法律に違反している
かどうかだけが判断されるのに対し、行政不服審査法では、違法性の判断に加

え、その行政処分に関する行政裁量の行使が妥当かどうかも判断される。とい
う特徴があります。 
また、訴訟を提起する場合には訴訟費用が必要ですが、行政不服審査法の場合

は、不服申立てについての手数料がかからない点も特徴です。 
それでは、今回の法改正の経緯について見ていきましょう。 



 
 

スライド ７ 

 

改正

制定

法改正の経緯

7

改正の機運

昭和37年

平成 5年

平成16年

制定

制定

行政不服審査法行政事件訴訟法 行政手続法

行政の公正性・透明性に関する
国民の意識の変化

 

 不服申立制度に関する一般法である行政不服審査法は、行政訴訟に関する一
般法である行政事件訴訟法と同じ、昭和３７年に制定されました。 
 しかし、その後、国民の権利利益救済の充実化に向け、平成１６年に行政事
件訴訟法が抜本的に改正されましたが、行政不服審査法は改正されませんでし

た。 
また、行政処分などに関し、国民の権利利益の保護を図るため、平成５年に

行政手続法が制定されました。 

このように、国民の権利利益の保護や救済に向けた法整備が行われ、行政の公
正性・透明性に関する国民意識も変化する中、昭和３７年の行政不服審査法制
定後，大きな変更が行われなかった行政不服審査法についても、改正が求めら

れるようになったのです。 
そのような中、行政不服審査制度のあり方についての議論が行われるようにな
り、 

 



 
 

スライド ８ 

 

 行政不服審査法（平成26年法律第68号）

 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（平成26年法律第69号）

 行政手続法の一部を改正する法律
（平成26年法律第70号）

8

法改正の経緯

行政不服審査法関連三法の成立 平成26年6月6日

 

 

 平成２６年６月６日、いわゆる行政不服審査法関連三法が成立しました。 
 
関連三法とは、改正行政不服審査法、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、行政手続法の一部を改正する法律の３つの法律をさしま
す。 
 

 

  



 
 

スライド ９ 

 

9

第２章 改正行政不服審査法のポイント

 

 

第２章 改正行政不服審査法のポイント 

 

 

 

  



 
 

スライド 10 

 

改正の目的

関連法制の整備

行政への公正性・透明性に関する国民の意識の変化

① 公正性の向上

② 使いやすさの向上

③ 国民の救済手段の充実・拡大

10

時代の変化を踏まえた
見直し

 

新たな不服申立制度は、従来の制度に比べ、 
①公正性の向上、 
②使いやすさの向上、 
③国民の救済手段の充実・拡大 
の3つの点を重視しております。 
 

それでは、新たな制度を理解するために、従来の制度における構造と問題点に
ついて説明します。 

 

 

 

  



 
 

スライド 11 

 

従来の制度（全体の構造）

異議申立てと審査請求によって

手続保障に差異

裁判所への出訴期間に比べて

不服申立期間が短い

不服申立前置が多数

11

問題点

（出典）総務省資料

6月以内

6月以内

60日以内

6月以内

30日以内

30日以内

60日以内

処分庁

法律で

定める

行政庁

再審査請求

異議申立て

訴 訟

処 分

審査請求
処分庁以外の行政庁

原則は直近上級行政庁

 

 まず、全体の概要ですが、従来の制度では、不服申立ての種類として、処分
庁に対する「異議申立て」と、上級行政庁などに対して行う「審査請求」があ
りました。そして、審査請求を経た後に行う「再審査請求」があり、上級行政
庁の有無や個別法の規定などによって、それぞれの種類を使い分ける必要があ
りました。 
 

 また、不服申立ては処分などがあった日から60日以内に行うこととされてお
り、国民の権利利益救済の保障の観点からは、その期間が短いとの意見もあり
ました。 

 
 さらに、不服申立てと裁判所への出訴は、原則として自由選択制とされてい
たものの、個別法の規定により行政訴訟に先立って不服申立てを義務付ける、

いわゆる不服申立前置（ぜんち）も多く存在していました。 
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従来の制度（審理・裁決）

（出典）総務省資料

12

審査庁の審理手続の公

正性・透明性が欠ける

原処分に関与した職員

が審理手続を行うこと

も排除されない

問題点

処分庁等
（例）出先機関の長

①主張・証拠資料提出

②審理

③裁決

参加人

審 査 庁

（例）大臣、知事、市町村長

※審理を行う者についての規定なし

審査請求人

 

 次に、不服申立てがなされた場合の審理や裁決について、従来の制度を説明
します。 
 

従来の不服申立では、審理手続を行う職員についての定めがなく、不服申立が
行われた処分に関与した職員がその審理手続を行うことも法律上可能となって
いました。 
 

そして、審査庁が裁決するにあたり、審理手続きの適正性や法令解釈を含めた
審査庁の判断の妥当性を担保する仕組みもありませんでした。 

 

 

 

  



 
 

スライド 13 

 

改正のポイント①

13

不服申立ての構造

原則として「審査請求」に一元化

不服申立前置の廃止・縮小

不服申立期間を３か月に延長

 

 

 このような点を解消するため、新たな制度では、不服申立構造について、次
のような改正が行われました。 
 
第一に、異議申立てを廃止し、不服申立ては原則として審査請求に一元化され
ました。 
第二に、従来の不服申立前置の規定を廃止・縮小しました。 

第三に、不服申立ての期間を従来の２か月から3か月に延長しました。 
 

 

 
  



 
 

スライド 14 

 

改正のポイント②

審理員制度の導入

行政不服審査会等への諮問手続の導入

審理手続の充実

迅速な審理の確保

14

審理・裁決

 

また、新たな制度では、審理・裁決について次のような改正が行われました。 
 
第一に、審理の公正性や透明性を高めるため、新たに審理員制度が導入されま
した。 
 

第二に、審査庁の裁決の客観性や公正性を高めるため、行政不服審査会等への諮
問手続が導入されました。 
 

第三に、口頭意見陳述における処分庁への質問や資料のコピー等審理手続にお
ける審査請求人の権利が拡充されました。 
 

第四に、裁決までの期間の目安となる標準審理期間の設定を努力義務とするこ
とや、複雑な事件などの場合にあらかじめ争点等を整理する手続を設けるな
ど、迅速な審理を確保するための規定が設けられました。 
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改正のポイント③

◆ 「処分等の求め」

◆ 「行政指導の中止等の求め」

15

その他（行政手続法の改正）

 

さらに、国民の権利利益救済の手段を充実させるため、行政手続法に 
「処分等の求め」 と「行政指導の中止等の求め」に関する規定が設けられま
した。 
 
これを踏まえ、従来の制度と新たな制度を比較してみましょう。 
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（出典）総務省資料

6月以内

6月以内

60日以内

6月以内

30日以内

30日以内

60日以内

処分庁

法律で

定める

行政庁

再審査請求

審査請求
処分庁以外の行政庁

原則は直近上級行政庁

異議申立て

訴 訟

処 分

従来の制度との比較①

16

従来の制度

（出典）総務省資料

新たな制度

6月以内

3月以内

※

自
由
選
択

3月以内

1月以内

再調査の請求

※

自
由
選
択

1月以内

6月以内

再審査請求

処分庁

訴 訟

処 分

法律で

定める

行政庁

審査請求
原則は最上級行政庁・上級

行政庁がない場合は処分庁

 

 

この図は、全体の構造について、改正前と改正後とを比較したものです。 
 
従来の制度に比べ、新たな制度は、審査請求に一元化されたことによって手続
保障が向上しました。また、例外的に個別法で再調査の請求や再審査請求の手
続が設けられる場合も、その手続を活用するかどうかについては、不服申立人
の自由選択となっています。 
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新たな制度

従来の制度との比較②

17

（出典）総務省資料

処分庁等
（例）出先機関の長

①主張・証拠資料提出

②審理

③裁決

参加人

審査庁

（例）大臣、知事、市町村長

※審理を行う者についての規定なし

審査請求人

従来の制度

（出典）総務省資料

⑤諮問 ⑥答申
⑦裁決

審査庁

審理員

④審理員意見書

処分庁等
（例）出先機関の長

参加人審査請求人

③審理

②主張・証拠資料提出

国：行政不服審査会（総務省）

地方：執行機関の附属機関
行政不服審査会等

（例）大臣、知事、市町村長

①指名

原処分に関与していない

などの除斥事由あり

 

この図は、不服申立から裁決までの流れについて、改正前と改正後とを比較し
たものです。 
 
詳しくは第3章で説明しますが、従来の制度に比べ、新たな制度は、より公正
性の確保に配慮したものとなっています。 
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第３章 主要な改正点の概要

 

第３章 主要な改正点の概要 
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不服申立ての構造

（出典）総務省資料

19

◆原則として「審査請求」に一元化

不服申立期間：３か月以内

裁判所への出訴

不服申立前置の見直し
（廃止・縮小）

（自由選択）

審査請求

（自由選択）

処 分 例 外

再審査請求

（処分庁へ）

再調査の請求

例）国税通則法、関税法、
公害健康被害補償法

例）社会保険（年金等）、
労働保険（労災保険）
等

「異議申立て」

手続の廃止

不服申立てが大量にさ

れる処分等につき

「再調査の請求」

手続を導入（選択制）

 

 

それでは、第二章で紹介した改正のポイントについて、具体的にどのような制
度となったのか見ていきましょう。 
 
まず、新たな制度は、不服申立構造について、原則として審査請求に一元化さ
れました。 
 

 そのため、従来の「異議申立て」手続は廃止され、新たに、不服申立てが大
量にされる処分などについて、「再調査の請求」という手続が設けられまし
た。 

 
この再調査の請求は、簡易迅速に処分庁自身が処分を見直すもので、審査請求
の前に例外的に設けられるものです。また、再調査の請求をするか直接審査請

求をするかは、不服申立人が自由に選択できることになりました。 

 

 



 
 

スライド 20 

 

不服申立ての構造

20

◆不服申立前置の廃止・縮小（整備法）

不服申立期間：３か月以内

裁判所への出訴

不服申立前置の見直し
（廃止・縮小）

（自由選択）

審査請求

（自由選択）

処 分 例 外

再審査請求

（処分庁へ）

再調査の請求

例）国税通則法、関税法、
公害健康被害補償法

例）社会保険（年金等）、
労働保険（労災保険）
等

全
体
で
96
法
律

68法律で

廃止・縮小
（全廃：47法律）

（一部廃止・一部存置：21法律）

二重前置21法律
全て解消

 

 

また、不服申立前置について、整備法は、従来は全体で96あった個別法の規定
を見直し、労働保険徴収法、農地法など、68の法律について、不服申立前置の
規定を廃止・縮小しました。 
また、従来21あった行政訴訟に先立って、審査請求、再審査請求等、2段階で
不服申立を義務付ける二重前置については、すべて解消されました。 
 

 次に、公正性の向上に関する改正について具体的に見ていきましょう。 
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（出典）総務省資料

⑤諮問 ⑥答申
⑦裁決

審査庁

④審理員意見書

処分庁等
（例）出先機関の長

参加人審査請求人

③審理

②主張・証拠資料提出

国：行政不服審査会（総務省）

地方：執行機関の附属機関
行政不服審査会等

（例）大臣、知事、市町村長

①指名

原処分に関与していない

などの除斥事由あり審理員

公正性の向上①

21

① 対象となる処分に関与してい

ない者を審理員とする

② 審査請求人と処分庁の主張を

公正に審査する

③ 裁決に関する意見書を審査庁

に提出する

◆審理員制度の導入

 

 

 まず、新たな不服申立制度では、審理の公正性や透明性を高めるため、審理
員制度が導入されました。 

 
 審理員制度とは、審査庁の職員のうち審査の対象となる処分に関与していな
い職員を審理員として指名し、その審理員に審理手続を主宰させることによ
り、審査請求人と処分庁の主張を公正に審理の上、裁決の基礎となる意見書を

審査庁に提出することで、審理の公正性を確保する仕組みです。 
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（出典）総務省資料

公正性の向上②

22

〔原則〕有識者からなる行政不服審査会

等への諮問を行った上で裁決

〔例外〕原処分又は裁決の際に他の第三

者機関の関与がある場合，審査

請求人が諮問を希望しない場合

など

◆諮問手続の導入

審理員の意見書を
受け取った審査庁は

⑤諮問

（出典）総務省資料

⑥答申
⑦裁決

審査庁

審理員

④審理員意見書

処分庁等
（例）出先機関の長

参加人審査請求人

③審理

②主張・証拠資料提出

国：行政不服審査会（総務省）

地方：執行機関の附属機関
行政不服審査会等

（例）大臣、知事、市町村長

①指名

原処分に関与していない

などの除斥事由あり

 

 

また、審査庁の裁決の客観性や公正性を高めるため、行政不服審査会等への諮
問手続が導入されました。 
 
審理員の意見書を受け取った審査庁は、原則として、有識者からなる行政不服
審査会等に諮問し、その答申を踏まえて裁決を行います。ただし、既存の第三
者機関が事前、事後の段階で関与している場合や、審査請求人が行政不服審査

会等の諮問を希望しないなどの場合を除きます。 
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公正性の向上③
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（出典）総務省資料

◆諮問手続の導入

〔国〕総務省に設置

〔地方公共団体〕

 単独で常時設置

 共同設置

 他団体への委託

 事件ごとに設置

行政不服審査会等

（出典）総務省資料

⑤諮問 ⑥答申
⑦裁決

審査庁

審理員

④審理員意見書

処分庁等
（例）出先機関の長

参加人審査請求人

③審理

②主張・証拠資料提出

国：行政不服審査会（総務省）

地方：執行機関の附属機関

（例）大臣、知事、市町村長

①指名

原処分に関与していない

などの除斥事由あり

 

 

なお、この行政不服審査会等については、国については総務省に設置され、地
方公共団体については執行機関の附属機関として設置されますが、地方公共団
体の多様性に配慮し、単独で常時設置する方法のほか、他の地方公共団体と共
同設置する方法や、他の地方公共団体に委託する方法、事件ごとに設置する方
法が可能です。 
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参加人審査請求人

（出典）総務省資料

⑤諮問 ⑥答申
⑦裁決

審査庁

審理員

④審理員意見書

処分庁等
（例）出先機関の長

③審理

②主張・証拠資料提出

国：行政不服審査会（総務省）

地方：執行機関の附属機関
行政不服審査会等

（例）大臣、知事、市町村長

①指名

原処分に関与していない

などの除斥事由あり

公正性の向上④

24

◆審査請求人の権利の拡充

 証拠書類等の閲覧・コピー

 口頭意見陳述における

処分庁への質問

 

 

そのほか、審査請求人の権利の拡充として、証拠書類等については、閲覧だけ
でなくコピーも可能となり、また、口頭意見陳述において、処分庁へ質問する
ことが可能となりました。 
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使いやすさの向上

25

迅速な

審理の確保
 標準処理期間を定める努力義務

 争点及び証拠の事前整理手続

審査請求への

一元化
不服申立前置の

廃止・縮小

不服申立期間の

延長
従来の60日から
３か月に延長

 
 

次に、使いやすさの向上に関する改正については、これまでに述べた審査請求
への一元化や不服申立前置の廃止・縮小のほか、不服申立期間が従来の60日か
ら3か月に延長されたこと、迅速な審理の確保を図るため、標準処理期間を定
める努力義務が課せられたことや、審理の際の争点及び証拠の事前整理手続が
設けられたことなどが挙げられます。 
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国民の権利利益の救済手段の充実・拡大

26

行政手続法第３６条の３

処分等の求め

法令に違反する事実につき，権

限を有する行政機関に対し，そ

の是正のためにされるべき処分

又は行政指導を求める手続

※平成27年4月1日から施行

行政指導の中止等の求め

行政指導を受けた者が，当該行

政指導が法律の要件に適合しな

いと思料する場合に，行政指導

の中止等を求める手続

※平成27年4月1日から施行

行政手続法第３６条の２

 

 

最後に、国民の権利利益の救済手段の充実・拡大として、これまでに述べた点
のほか、行政手続法第36条の3に処分等の求めに関する規定が、同法第36条の
2に行政指導の中止等の求めに関する規定が設けられました。 
 
処分等の求めとは、法令に違反する事実を発見した国民が、権限を有する行政
機関に対し、その是正のためにされるべき処分又は行政指導を求める手続で

す。 
 
また、行政指導の中止等の求めとは、行政指導を受けた者が、その行政指導が

法令上の要件に適合しないと考える場合に、その中止等を求める手続きです。 
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終わりに

① 公正性の向上

② 使いやすさの向上

③ 国民の救済手段の充実・拡大

国民の権利利益の救済を図るとともに，

行政の適切な運営を確保することが目的

 

 

これで、新たな不服申立制度のポイントについての説明を終わります。 
 
新たな不服申立制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適切な
運営の確保を目的として、 
①公正性の向上、 
②使いやすさの向上、 

③国民の救済手段の充実・拡大 
の観点から、従来の制度を抜本的に見直したものです。 
 

 

 

  



 
 

スライド 28 

 

平成27年9月
一般財団法人行政管理研究センター

28

新たな不服申立制度

公正で使いやすい，国民のための制度
として機能することが期待されています。

 

 

新たな不服申立制度は、公正で使いやすい、国民のための制度として機能する
ことが期待されています。 
 
以上で新たな不服申立制度についての説明を終わります。 
 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

資料２ 
シンポジウム議事概要 

  



 
 

 



 

 
 

「行政不服審査法の改正意義」に関するシンポジウムは、一般国民を対象にして、パネラ

ーの発言等を通じて、新たな行政不服審査制度の基本的考え方の理解の促進に資すること

を狙いとしたものである。そのため、シンポジウムの運営は、各会場とも法改正の主眼であ

る①公正性の向上及び②利便性の向上に焦点を当てた意見交換が行われた。シンポジウム

において出された意見の概要は概ね次のとおりである。 
 
【各会場におけるコーディネータ】 

コーディネータは以下の有識者３名が務めた。 
小早川光郎氏：札幌会場、仙台会場、東京会場 
高橋 滋 氏：石川会場、さいたま会場、岡山会場、福岡会場 
友岡 史仁氏：大阪会場、名古屋会場 

 
【パネラーの自己紹介】 

各会場ともまず意見交換に先立ち、パネラ―から自己紹介を兼ねてそれぞれの立場（研

究者、行政実務者、弁護士等ユーザー、制度立案者等）から本制度に対する評価、思い入

れ、期待等について発言が行われ、その後、本題である具体的テーマに関する意見交換に

移行した。 
 

【テーマ１：公正性の向上について】 
  今回の法改正により手続的整備が行われたことによる公正性の向上について評価する

意見が出された一方、各会場とも審理員制度、行政不服審査会等第三者機関に関する課題

や意見等が多く出された。その概要は次のとおりである。 
 
（審理員制度） 
・行政不服審査は、違法性に限らず当不当についても判断するものである。当不当の判断に

は、法制度だけでなく事務手続等マニュアル等についても熟知し、実際の事務運用にまで

遡って判断する必要があり、この点は現場でも悩ましい問題である。今回の制度改正によ

り、証拠書類等裁判類似の多くの書面が提出されてくる。また、裁判において、どのよう

な書類に基づきどのような判断を行ったのか、調べることにより、経験値を上げていくこ

とも大切である。 
・改正法では、審理員制度や第三者機関への諮問手続の制度が導入されて公正性の向上が図

られている。第三者機関については，情報公開・個人情報保護審査会の運用経験を生かす

ことができると考えるが、審理員制度については運用経験のない制度である。しかし、公

正性の確保には審理員が大きな役割を担うことから、審理員制度をうまく機能させてい

くことが重要になる。 
 



 

 
 

（公平性の確保） 
・審理員制度については、審理員の独立性がどこまで確保されるか、第三者性をどこまで確

保されるかがこれからの課題である。 
・審理員は、事実関係を的確に把握し、争点を明確にする必要がある。しかし、申立人は話

を誇張することがあり、争点（論点）を明確に把握することが困難になる場合も生ずる。 
・公正性が確保されているか否かは、第三者から見て公正性が確保されている必要がある。

申立人は、行政に不信感を持っている。審理員といえども同じ穴の狢（むじな）と思って

いる。審理員が審査庁の職員と話をしている場面を申立人が目撃すれば、申立人はそれだ

けで審理員に不信感を持ってしまう。些細なことであるが気を付けなければいけないこ

とである。 
・公正性と迅速性についてであるが、公正性を担保するために迅速性をある程度犠牲にして

もやむを得ないかなとも思う。公正性を確保しつつ、迅速性を担保するためには、審理の

計画化が必要となる。 
 
（行政に対する不信感の払拭） 
・今回の改正により、審理員制度、行政不服審査会制度など行政の中に対審構造というか裁

判類似制度が導入されることになる。行政の現場にとっては大きな緊張感が生ずる。これ

が公正性を高めていくものとなる。 
・法第 14 条に情報提供に関する規定が設けられた。審査請求人に対する情報提供を丁寧に

行うことにより、行政に対する不信感を払拭することにもつながる。 
 
（審理員の選定） 
・外部から任用した任期付・非常勤職員（弁護士等）を審理員候補者に選定することも考え

られるが、①審理員は行政実務に関してある程度見識を持っている必要がある、②弁護士

等は行政不服審査会等を通じてその知見を活用すべきである、③OJT の観点から内部の

職員を審理員にした方が良い、等の点から外部からの任用に消極的な意見もある。 

 
（第三者機関と審理員制度） 
・行政不服審査会は、審理員の後見人的な役割を期待されているのではないか、と理解して

いる。 
・審理員の意見書と行政不服審査会の答申とが対立する場合もあり得るが、このような場合

であっても制度が形骸化しないよう運用することが大切。 
 
（第三者機関の共同設置） 
・行政不服審査会の設置について、人口の少ない小規模町村の対応の仕方と一つとして共同

設置の方法があるが、この場合は、不服申立てを受けたところと異なるところで審査を行



 

 
 

うこととなるので、この方式には消極的である。 
・第三者機関については、共同設置や事件ごとの設置の道が開かれているが、特段の経験も

ないままその都度の設置でうまくいくのか悩ましい問題がある。 
・第三者機関の共同設置に当たっては、住民との関係等、地方公共団体が置かれた状況を踏

まえてどのような形態がベストなのか判断する必要がある。 
 
【テーマ２：利便性の向上】 
  本テーマについては、各会場とも今回の法改正による利便性の向上を期待する意見が

多くあがった。しかしその一方で、それに伴う行政機関の負担の増加等に対する課題につ

いても多くのパネラーが言及している。 
 
（不服申立前置の廃止、不服申立期間の延長に伴う変化） 
・今回の法改正により不服申立期間が延長されたこと、不服申立前置が緩和されたことか

ら、利便性が向上された。このことにより間違いなく不服申立件数は増加すると考えられ

る。行政側としてはそれなりの体制の整備を行う必要がある。 
・行政不服審査制度は国民にとっては利便性の高い制度であるが、行政機関の職員にとって

は負担を強いられる制度である。特に、迅速な審理の確保のために標準審理期間の設定や

争点の事前整理手続等が必要となるので、計画的に審理を進める必要がある。 
・今回の改正により、不服申立前置制度が見直されたことにより、不服申立人及び行政の双

方にとって効率性が確保された。 
・今回の法改正によって不服申立前置の廃止・縮小が行われたが、この点は自由選択主義の

徹底として評価することができる。ただ、実際には、裁判を嫌う国民性等から、不服申立

は減らないのではないかと思われる。 
・不服申立てが審査請求に一元化されたことにより、申立人は、異議の申立てから更に審査

請求を行う必要もなくなり利便性の向上につながっている。 
 
（公平性と利便性） 
・不服申立期間が 60 日から３カ月に延長されたこと、証拠書類の謄写ができるようになっ

たことは、申立人側からみれば大きな改革であり、利便性が向上した。他方、公正性を確

保しようとすれば、一般的に手続が重厚なものにならざるを得ない。公正性と利便性とは、

ともすれば矛盾することとなる。公正性を確保しつつ利便性を確保することは、事務局に

とっては大変難しいことである。 
・今回の法改正によって行政不服審査制度は国民にとっての利便性が大きく増したが、この

点について、さらに国民に対して丁寧に説明する必要がある。この点は公平性を確保する

という観点からも意味があると思われる。 

 



 

 
 

（その他） 
・今回の法改正を契機として、行政不服審査に関する人員確保の努力を行ってほしい。 
・行政不服審査制度は、裁決内容がデータベース化されることが検討される等、行政側にと

っても利便性が向上する面もある。 
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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「不服申立て」という。）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」という。）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（不服申立てをする際の

手数料も不要） 
○ 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、その概要は次のとおりです

（改正後）。 

【適用の対象】 

・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。 
【不服申立人適格】（不服申立てをすることができる者） 

・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」。 
・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」。 
【不服申立期間】（不服申立てをすることができる期間） 

・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（※）。た

だし、正当な理由がある場合には、この期間の経過後にも認められる。 
（※）上記のほか、処分等があった日の翌日から起算して１年を経過していないことも必要である。 
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Ⅱ 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。

 

 

国 件 

 

地方公共団体 件 

11,390 9,190 2,495 
1,675 

1,089 4,264 

6,835 2,268 1,549 1,194 
1,015 

5,429 
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Ⅲ 行政不服審査法の改正概要 
 

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（出訴期間の延長、義務付けの訴え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３月に、関連法案とともに改

正案が国会に提出され、同年６月に成立・公布されました。 
■ 現在は、平成28年度の施行に向けて、各種の準備作業を進めています。 

 

主な改正内容 
 

■ 改正行政不服審査法（以下「法」という。）では、①公正性の向上、②使いやすさの向上など

の観点から、次のような改正がなされました。 

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 

審理を行う者 
・規定なし（処分関係者が審

理を行うことがあり得る） 

・職員のうち処分に関与しない者（審理員）
が審理手続を行う（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 
チェック 

－ 
・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）がチェ
ック 

審査請求人の
手続保障 

・関係書類は閲覧が可能 
・関係書類は、閲覧に加え写し等の交付が可

能 
・口頭意見陳述での処分庁等への質問が可能 

②
使
い
や
す
さ
の
向
上 

不服申立期間 ・60日 ・３か月 

不服申立
ての種類 

原
則 

処分庁等に 
・上級庁がある→審査請求 
・上級庁がない→異議申立て 

・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） 

・再調査の請求（審査請求前の選択制） 
・再審査請求（審査請求後） 

審理の迅速性 
の確保 

・－ 
・標準審理期間の設定 
・争点・証拠を事前に整理 

不服申立前置 

・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 
（※整備法により整理） 
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Ⅳ 審査請求の手続の流れ 
 

■ 審査請求の手続には、おおむね次の行政庁（職員）が関係することになります。 

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～STEP11）も行う）。 

審理員 
審査庁から審理手続を行う者として指名を受けた審査庁に所属する職

員。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。 

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、審査請求の大まかな手続の流れは次図のとおりです。本資料では、主に審理員が行う手

続（STEP１～STEP13）について解説します。 
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＜注＞ 

上記のSTEP２～STEP11の手続の実施の要否は、事案による。 
また、審査会等への諮問（から答申まで）の手続については、審理員が指名されない場合など、行

われない事案もある。 
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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などの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、原則として、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

しなければなりません（法９条１項）。 
 

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、審理手続に係る事務を、適切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、法９条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 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、審査庁の組織体制等の実情に応じ、例えば、直接処分を行った部署に

所属する職員以外の者から指名するよう努めるなど、審理の公正性・透明性の向上という審理

員制度の趣旨にも配慮した対応がとられることが望まれます。 
■ なお、実務上は、審理員の指示の下、提出書類の整理・保管、文書の発送などその事務を補助

させるため、審理員を補助する者（「審理員補助者」）を指定することもあり得ます。 
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Ⅱ 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（法

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。 
【具体例】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、当該審理関係人に適切に反論の機会を与える。 

○ 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。 
【具体例】審理関係人が主張していない点についても、当該処分等の当否を判断するため

必要な場合には、職権により調査を行う。 

○ 簡易迅速な手続の進行に努めること。 
【具体例】争点の整理等により計画的に審理手続を行うよう努めるとともに、審理関係人

に対しても、審理手続の予定時期を遅滞なく連絡するなどにより、審理手続の計

画的な進行について協力を求める。 

 

審査庁との関係 
 

■ 審理員は、個々の事件に関する個別具体的な審理手続については、審査庁からの指揮監督を受

けることなく、自らの名において、審理を行うことになります。 
■ なお、審査庁が、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（例：「審理関係

人に対する通知は書面で行うこと」、「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」など）を示すことは妨げられませんが、審理の公正性について疑念を招くことのな

いよう、可能な限り、あらかじめ明確にしておく必要があります。 
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Ⅲ 審理関係人に係る手続 
 

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（法28
条。以下同じ。）です。 

■ 具体的には、以下の者が挙げられます。 

審査請求人 

審査請求をした者である。 

なお、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（法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、当該審査

請求に関する一切の行為（原則として、審査請求の取下げを除く。）をす

ることができる（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

提出等を行う。 

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（法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）審理関係人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 

 
  



 

10 
 

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

ます（法11条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（同条２項）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア）総代の互選命令   

◯ 総代が選任されていない場合で、総代の互選が必要と認めるときは、共同審

査請求人に、総代の互選を命ずる。 
法11条２項 

【運用例】一定の期間（例：２週間程度）を定め、その期間内に総代を互選すること

を命ずる旨の命令書を共同審査請求人全員に交付して行う。 

様式例１ 

イ・ウ）互選の通知・資格の有無等の確認   

◯ 共同審査請求人から総代の互選の通知を受けたときは、添付された書面等に

より、総代の資格の有無を確認する。 

施行令 

様式例２ 

エ）解任の届出   

◯ 共同審査請求人が総代を解任した場合には、その旨の届出を求め、資格の喪

失の有無を確認する。 

法11条６項 

施行令 

様式例３ 

 
【参考】    

＜総代互選の効果＞ 

■ 総代は、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（法11条３項）、

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になる（同条４項）。 
■ 共同審査請求人に対する通知その他の行為は、１人の総代にすれば足りる（法11条５項）。 
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参加人 
 

■ 利害関係人は、審理員の許可を得て審査請求に参加することができます（法13条１項）。ま

た、審理員は、必要と認める場合には、利害関係人に審査請求への参加を求めることができま

す（法13条２項）。これらにより審査請求に参加する者を、参加人といいます。なお、参加

は、代理人によってすることもできます（法13条３項）。 
■ 参加が認められる利害関係人とは、具体的には、次のような者が考えられます。 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア）利害関係人からの参加の許可申請   

◯ 利害関係人から参加の求めがあった場合には、参加の許可申請を求め、その

適否を判断し、申請者に対し、許可申請の諾否を通知する。 

法13条１項 

 

【運用例】参加の許可申請の際は、審査請求に係る処分（又は不作為に係る処分）に

ついて利害関係を有することの説明を記載した申請書の提出を求める。 
     申請の諾否の通知は、その旨を記載した文書を申請者に交付して行う。 

様式例４ 

 

様式例５ 

イ）審理員からの参加の求め   

◯ 審査請求への参加が必要と認める場合には、利害関係人に対し、審査請求へ

の参加を求める 

法13条２項 

 

【運用例】参加の求めは、当該利害関係人に対しその旨の文書を交付して行う。 様式例６ 

ウ）代理人の資格の有無の確認   

◯ 代理人によって審査請求に参加する場合には、その資格を証する書面（委任

状等）の提出を求め、資格の有無を確認する。 

法13条３項 

施行令 

様式例７ 
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エ）参加の取下げ等   

◯ 参加人からの参加の取下げについては、その旨を記載した書面の提出を求め

る。代理人による場合には、特別の委任の有無を確認する。 

法13条４項 

施行令 

様式例８ 

◯ 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、

その参加を取り消し、その旨を参加人に通知する。 

様式例９ 

オ）他の審理関係人への通知   

◯ 利害関係人が参加人となったときや、参加の取下げ等があったときは、その

旨を他の審理関係人に通知する。 

様式例10・11 

 
【参考】    

＜利害関係人の範囲＞ 

■ 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と認められる者をいう（法13条１項）。具体的にどの範囲の利害関係人に参加を認

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適切に判断する必要があるが、審査請求が

第三者からされたものである場合には、一般には、処分の相手方の参加を求める。 
＜代理人の権限＞ 

■ 代理人は、審査請求への参加に関する一切の行為をすることができるが、参加の取下げについては、特

別の委任がなければ、することができない（法13条４項）。 
＜参加の求めの効果＞ 

■ 審理員が利害関係人に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。 
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Ⅳ 具体的な審理手続 
 

STEP1. 審査請求書の送付・弁明書の求め 法29条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 弁明書は、処分庁等が審査請求に係る処分の内容及び理由（不作為については、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）を記載した書面であり（法29条３

項）、審理員が事案の概要等を把握し、審査請求に係る処分又は不作為が違法又は不当でない

かを判断するため、提出を求めるものです。 
■ 弁明書は、審理の公正性・透明性を確保し、審査請求人等が十分に主張できるようにする観点

から、審査請求人等に送付することとされています（法29条５項）。 
 

手続・運用 
 

ア）審査請求書の送付   

◯ 審査庁から審理員として指名を受けた後、直ちに処分庁等に審査請求書の副

本を送付する（処分庁等が審査庁である場合を除く。）。 

法29条１項 

施行令 

イ）弁明書の提出要求   

◯ 弁明書の提出期限（提出すべき相当の期間）を定めて、処分庁等に弁明書の

提出を求める。 

法29条２項 

【運用例】審査請求書の送付の際に、提出期限（例：２～３週間）を定めて、弁明書

の提出を求める旨を通知して行う。 
様式例12 

     審理の迅速性を確保する観点から、証拠書類等（処分の理由となる事実

を証する書類その他の物件）の提出期限（提出すべき相当の期間）を定め、

併せて通知することも考えられる。 

法32条２・３項 
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ウ）弁明書の確認   

◯ 処分庁等から弁明書が提出されたときは、提出通数、記載事項等に問題がな

いか確認し、必要に応じ、不足分を追加提出するよう求めるなどの対応をとる。 
法29条３項 

施行令 

【運用例】提出期限内に弁論書が提出されない場合には、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を記

載した書面を送付し、弁明書の提出を求める。 

法41条２項１号 

様式例13 

     審査請求に係る処分について行政手続法による聴聞・弁明の手続を行って

いる場合には、これらに係る調書や報告書・弁明書の添付が必要となるが、

これらの添付書面の提出時には、審査請求人や参加人から閲覧等の求めが

あった場合に備え、処分庁等に、当該書面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。 

法29条４項 

法38条２項 

様式例14 

[関連：STEP9] 

エ）弁明書の送付   

◯ 弁明書が提出された場合は、その副本を審査請求人及び参加人に送付する。 法29条５項 

施行令 

[関連：STEP2] 

 
【参考】    

＜審査請求書に不備がある場合＞ 

■ 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、審理を進めることになる。 
＜弁明書の記載事項＞ 

■ 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。 
＜弁明書に形式上の不備がある場合＞ 

■ 弁明書は、審査請求人及び参加人に送付され、反論書や意見書を作成する際の基礎となるものであるこ

とに照らせば、記載すべき事項が記載されていないなどの形式上の不備がある場合には、当該不備を修

正した弁明書の再提出を求める等の対応が考えられる。 
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STEP2. 反論書・意見書 法30条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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（法30条１・２項）であり、簡易迅速かつ公

正な審理のため、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、その提出手続が設けられているものです。 
■ 審理員が、反論書又は意見書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

ければなりません（法30条１項ただし書・２項ただし書）。 
 

手続・運用 
 

ア）提出期限の通知   

◯ 必要に応じて、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

きる旨を、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

できる旨を、それぞれ、提出期限（提出すべき相当の期間）を定めて通知する。 

法30条 

様式例15、16 

【運用例】弁明書の送付の際に、提出期限（例：２～３週間）を定めて、反論書等の

提出ができる旨を通知して行う。 
 [関連：STEP1] 

     審理の迅速性を確保する観点から、証拠書類又は証拠物の提出期限（提

出すべき相当の期間）を定め、併せて通知することも考えられる。 

法32条１・３項 
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イ）提出通数等の確認等   

○ 反論書又は意見書が提出されたときは、提出通数等に問題がないか確認し、

必要に応じ、不足分を追加提出するよう求めるなどの対応をとる。 

 

 

【運用例】提出期限内に反論書や意見書が提出されないが、審理に当たって必要で

あると考えられる場合には、必要に応じ、更に期間を定めて、当該期間内に

提出されない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、これらの提出を促す。 

法41条２項 

様式例13 

ウ）反論書・意見書の送付   

◯ 反論書が提出された場合は参加人及び処分庁等に、意見書が提出された場合

は審査請求人及び処分庁等に、それぞれ副本を送付する。 

法30条３項 

施行令 

 
【参考】    

＜反論書等により新たな主張や事実が提示された場合＞ 

■ 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、他

の審理関係人に反論の機会を求めるなどの対応をとる。 
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STEP3. 争点の整理等 法37条等 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 審理員は、簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、争点等を整理し、審理手続を計画的に進

めることが求められます。 
■ そのため、事件が複雑である場合等には、必要に応じ、審理関係人から審理手続の申立てに関

する意見聴取を行うことができることとされています（法37条）。 
 

手続・運用 
 

ア）争点の把握・整理   

◯ 審査請求書、反論書、弁明書、意見書や、審理関係人から提出された証拠書

類等を精査して、審理関係人の主張の内容やその根拠を把握し、当該事案の争

点（主張の対立点等）を整理する。 

 

 

 

イ）審理計画の検討・整理   

◯ 整理した争点等を踏まえ、その後の審理手続の進行に資するよう、どのよう

な手続をどの時期に行うかを検討・整理する。 

法28条 

 

【運用例】個々の審理手続の予定時期を示すことが可能な場合には、その予定時期

等を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。 
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ウ）審理手続の申立てに関する意見聴取   

◯ 事件が複雑である場合など、審理手続を計画的に遂行するため必要があると

認めるときは、審理手続の申立てに関する意見聴取を行う。 

法37条１・２項 

 

◯ 意見聴取を行う場合には、招集を求める審理関係人の都合等を踏まえて日程

調整を行い、期日及び場所を決定し、当該審理関係人に通知する。 

法37条１項 

様式例17 

◯ 審理関係人が遠隔地に居住している場合など、相当と認める場合には、電話

により意見聴取を行うことができる。 

法37条２項 

 

○ 出席した（又は電話の相手方である）審理関係人から、審理手続について申

立て（証拠書類等については提出）を行う意向があるか否かを聴取する。 

 

◯ 意見聴取を行ったときは、遅滞なく、その記録（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18 

エ）審理予定の決定・通知   

◯ 意見聴取を行ったときは、その結果を踏まえ、遅滞なく、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

終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知する。 

法37条３項 

様式例19 

 
【参考】    

＜意見聴取を求める審理関係人の範囲＞ 

■ 審理手続の申立てに関する意見聴取は、口頭意見陳述とは異なり、必ずしも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行う形でよい。 
＜電話により意見聴取を行う場合の例＞ 

■ 電話により意見聴取を行うことができる「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。 
＜審理予定の通知＞ 

■ 審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結の予定時期の通知は、意見聴取の期日において決定す

ることが可能である場合には、出席した審理関係人に対しては、その場で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 法31条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 口頭意見陳述の手続は、書面による審理が原則である審査請求の例外として、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、設けられています（法31条１項）。 
■ 充実した審理を行うため、口頭意見陳述は全ての審理関係人を招集して行うこととされており

（法31条２項）、また、申立人は、処分庁等に質問を発することができることとされています

（同条５項）。 
 

手続・運用 
 

ア）口頭意見陳述の申立て   

○ 口頭意見陳述の申立てがあった場合は、その機会を与えることが困難である

場合を除き、口頭意見陳述を実施する。 

法31条１項 

【運用例】申立ては、審理手続の円滑な進行を図る観点から、書面の提出を求める。

ただし、審理手続の申立てに関する意見聴取の場でその意向が示された場

合等には、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

する方法も考えられる。 

様式例20 

[関連：STEP3] 

イ）審理関係人の日程等の確認   

◯ 口頭意見陳述の申立てがあった場合には、必要に応じて、審理関係人の都合

等を聴取する。 

法31条１項 

 

【運用例】審理関係人の都合等を聴取する際、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併せて確認し、必要に応じて

申立てをするよう促すことが効率的である。 
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ウ）補佐人の帯同の許可申請   

◯ 必要に応じ、事前に、申立人に補佐人帯同の意向の有無等を確認し、許可の

申請を求める。 

法31条３項 

【運用例】補佐人の帯同の意向がある場合には、補佐人の指名、補佐人を必要とする

理由等を記載した書面の提出を求める。 
様式例21 

エ）期日及び場所の指定   

◯ 審理関係人の都合等を踏まえて日程調整を行い、審理関係人等の人数に応じ

た適切な場所（部屋）を確保した上で、期日及び場所を決定し、審理関係人に

通知する。補佐人帯同の許可申請がされている場合は、その結果も併せて通知

する。 

法31条２項 

【運用例】申立人等への通知は、書面により行う。 様式例22 

◯ 申立人への期日等の通知には、口頭意見陳述に正当な理由なく出席しない場

合は、審理手続を終結する場合があることを併せて記載し、注意喚起を行う。 

 

オ）口頭意見陳述の実施   

◯ 指定した場所に口頭意見陳述の会場を設置し、例えば、次のような手順で口

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 

 

 

 

法31条１項 

 

 

法31条５項 

法36条 

[関連:STEP7] 

◯ 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。 

法３１条４項 

カ）記録の作成   

◯ 口頭意見陳述を行ったときは、遅滞なく、その記録を作成する。  

【運用例】申立人の陳述の要旨のほか、申立人が処分庁等に対して行った質問や審

理員が審理関係人に対して行った質問の要旨及びそれらに対する回答の要

旨を記録する。 

様式例23 

 
【参考】    

＜口頭意見陳述を行わなくてもよい場合＞ 

■ 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（法31条１項ただし書）。 
  例えば、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これに該当するが、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。 
＜遠隔地に所在する審理関係人等への配慮＞ 

■ 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、審査庁の事務所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場所として指定して審理員が赴く、いわ

ゆるテレビ会議システムを活用するといった、審査請求人等の利便性に配慮した対応をとることも可

能である。 
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＜期日及び場所の設定＞ 

■ 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

もやむを得ないと考えられるが、その場合も、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。 
＜補佐人の具体例＞ 

■ 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、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

人の事務担当者などが該当する。 
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STEP5. 審理関係人による証拠書類等の提出 法32条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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（法32条１項）、処分庁等は、処分等が適法・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ます（同条２項）。 
■ 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りません（法32条３項）。 
 

手続・運用 
 

ア）提出期限の設定・通

知 

  

◯ 証拠書類等については、審理の迅速性を確保するため、他の審理手続と併せ

て証拠書類等の提出期限（提出すべき相当の期間）を示すことが効率的である。 

法32条３条 

[関連：STEP1,2] 

【運用例】例えば、次のような方法で提出期限を示すことが考えられる。  

    ・弁明書の提出要求の際に、処分庁等に対し提出期限を定めて通知する。 
    ・提出された弁明書の送付に際して、審査請求人等に対し提出期限を定め

て通知する。 

 

     また、証拠書類等の提出時に、他の審査請求人等による当該書類の閲覧

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。 
法38条２項 

様式例24 

[関連：STEP9] 
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イ）証拠書類等の提出   

◯ 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ほ

か、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。 

様式例25、26 

【運用例】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

必要であると認めるときは、更に期間を定めた上で、当該期間内に提出さ

れない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、

その提出を促す。 

法41条２項 

様式例13 

 

ウ）記録の作成   

◯ 提出された証拠書類等については、記録として保管する。  

【運用例】提出された証拠書類等に提出者、提出日時を記載した書面を添付して保

管する。 
様式例27 

 
【参考】    

＜提出期限後に提出される場合＞ 

■ 証拠書類等の提出期限を定めた場合には、その期間が経過した後は、受領を拒むことができると解され

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。 
＜非公式な提出意向があった場合＞ 

■ 審理関係人から非公式な証拠書類等の提出の意向があった場合等は、法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旨を明示した上で、受領する。 
＜提出書類等の管理＞ 

■ 提出された証拠書類等については、審査庁は、裁決後、速やかに提出人に返還しなければならず（法53
条）、返還までの間、適切に管理する必要がある。 

  なお、証拠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は、早期に返還することが望ましい。 
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STEP6. 書類その他の物件の提出要求 法33条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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ます（法33条）。 
 

手続・運用 
 

ア）手続の開始   

◯ 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、その物件の提出を求める。 

法33条 

【運用例】申立ては、審理手続の円滑な進行を図る観点から、書面の提出を求める。

ただし、口頭意見陳述や審理手続の申立てに関する意見聴取の場でその意

向が示された場合等には、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方法も考えられる（この場合には、その場で口頭で申

立てに対する判断を示すことも可能）。 

様式例28 

イ）申立人への通知   

◯ 申立てを受け、物件提出を求める必要性について判断した場合は、その結果

を申立人に通知する。 

法31条１項 

様式例29 

ウ）所持人への物件の提出の求

め 
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◯ 申立てがあった場合で物件提出を求める必要性があると判断したとき、又は

職権により物件提出を求めることとした場合は、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。 

法33条 

 

 

【運用例】所持人への物件提出の求めは、文書により行う。 

     また、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

の意見を提出するよう求めることが効率的である。 

様式例30 

法38条 

様式例31 

[関連：STEP9] 

エ）所持人からの物件の提出   

◯ 物件の提出を受けたときは、提出者に対して受領した旨及び必要に応じ裁決

までの間留め置く旨を連絡するほか、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。 

様式例25、32 

 

 

◯ 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32 

 

【運用例】提出期限内に提出されない場合において、審理に当たって必要であると

認めるときは、更に期間を定めた上で、書面により、必要に応じ、当該期間

内に提出されない場合は審理手続を終結することがある旨を記載して、物

件の提出を促す。 

法41条２項 

様式例13 

オ）記録の作成   

◯ 提出された物件については、記録として保管する。  

【運用例】提出された物件に提出者、提出日時を記載した書面を添付して保管する。 様式例25 

 
【参考】    

＜処分庁等の行政庁が提出を拒んだ場合＞ 

■ 物件の所持人である処分庁等その他の行政庁が、守秘義務に抵触するおそれがあるとして提出を拒ん

だ場合には、一般に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旨を説明し、再度提出を促すことが考えられる。 
＜提出物件の管理＞ 

■ 審理員は提出された物件を留め置くことができるが（法33条後段）、裁決後、速やかに提出人に返還し

なければならず（法53条）、返還までの間、適切に管理する必要がある。 
  なお、物件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は、早期に返還することが望ましい。 
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STEP7. 審理関係人への質問 法36条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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ます（法36条）。 
 

手続・運用 
 

ア）手続の開始   

○ 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。 

法36条 

【運用例】他の審理手続と別に単独で行う方法のほか、口頭意見陳述や審理手続の

申立てに関する意見聴取など、他の審理手続に際して行うことも可能であ

る。 

[関連：STEP3,4] 

     申立ては、審理手続の円滑な進行を図る観点から、書面の提出を求める。

ただし、審理手続の申立てに関する意見聴取等の場でその意向が示された

場合等には、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

理する方法も考えられる（この場合には、その場で口頭で申立てに対する

判断を示すことも可能）。 

様式例33 

イ）申立人への通知   

○ 申立てを受け、質問を行う必要性について判断した場合は、その結果を申立

人に通知する。 
様式例34 

ウ）質問の実施   

○ 申立てがあった場合で質問を行う必要があると判断したとき、又は職権によ

り質問を行うこととした場合は、当該審理関係人に質問する。 

法36条 

【運用例】他の審理手続の場において質問を行う場合を除いては、一般に、書面によ

り質問事項及びその回答期限を示し、回答を求める。 

様式例35 
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     審理関係人の出席を求め質問を行う場合には、出席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）等を示して出席を

求め、質問を実施する。 

 

 

エ）記録の作成   

◯ 質問を行ったときは、遅滞なくその記録を作成する。 

 （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。） 

 

 

【運用例】質問及び回答の年月日、質問及びその回答の要旨を記載する。 様式例36 

 
【参考】    

＜質問の活用＞ 

■ 審理関係人の主張の内容等を明確にしようとする場合や、審理関係人の主張等について他の審理関係

人の反論を促す場合などに、質問を活用して、審理を効率的・効果的に進めることが考えられる。 
＜回答についての補足調査＞ 

■ 審理関係人から得られた回答については、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、これを証する資料等を把握することが考えられる。 
＜守秘義務等との関係＞ 

■ 処分庁等に対する質問を、他の審理関係人も同席している場において行う場合には、必要に応じ、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。 
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STEP8. その他の審理手続 法34・35条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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、適当と認める者に参考人陳

述や鑑定を求め、又は必要な場所につき検証を行うことができます（法34・35条）。 
 

手続・運用 
 

ア）手続の開始   

◯ 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、適当と

認める者に参考人陳述や鑑定を求め、又は必要な場所につき検証を行う。 
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。 

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。 

 

 

 

法34条 

 

 

法35条 

 

【運用例】申立ては、審理手続の円滑な進行を図る観点から、書面の提出を求める。

ただし、審理手続の申立てに関する意見聴取等の場でその意向が示された

場合等には、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

理する方法も考えられる（この場合には、その場で口頭で申立てに対する

判断を示すことも可能）。 

様式例37、38 

イ）申立人への通知   

◯ 申立てを受け、参考人の陳述や鑑定を求め、又は検証を行う必要性につい

て判断した場合は、その結果を申立人に通知する。 

 [関連：STEP3] 

様式例39、40 

◯ 申立てを受けて検証を行う場合には、申立人に、検証を行う日時及び場所

を通知する。 

様式例41 
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【運用例】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場合

には、その日時及び場所を審理関係人に通知する。また、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等にも通知をするの

が望ましい。 

法35条２項 

様式例42 

ウ）手続の実施   

ⅰ)参考人の陳述及び鑑定の要求 

◯ 参考人陳述又は鑑定を行うこととした場合には、その相手方となる関係者

に、それぞれ協力を求め、手続を実施する。 

◯ 関係人の出頭を求めて参考人陳述や鑑定を実施する場合には、例えば、次

のような手順で手続を進行する。  
① 期日及び場所の指定 
② 出席者の確認 
③ 注意事項の説明 
④ 参考人等からの陳述・鑑定結果の聴取 
⑤ 審理員による質問 
⑥ 参考人陳述等の終了 

 

 

様式例43 

【運用例】陳述書や鑑定結果の報告書を提出を求めることにより、手続を実施する

ことも可能である。 
 

ⅱ)検証 

◯ 検証を行うこととした場合は、関係者（検証対象場所の管理者等）に協力

を求め、手続を実施する。 

 

様式例44 

【運用例】検証の実施に当たっては、必要に応じ、検証対象場所の管理者の立会いを

求める、実施時に立会人等に対し所要時間や検証場所の範囲について確認す

る等の対応を行う。 
     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。 

 

エ）記録の作成   

◯ 手続を行ったときは、遅滞なく、その記録を作成する。 様式例45～47 

【運用例】関係者の出頭を求めて参考人陳述や鑑定を実施した場合には、関係人の

陳述の要旨のほか、審理員の質問及びそれに対する回答の要旨を記載す

る。 
     陳述書や鑑定結果の報告書を提出を求めた場合には、提出者、提出日時

を記載した書面を添付して保管する。 
     検証を行った場合には、その日時、対象となった場所、当該場所の現況

等を記載する。 

 

 
【参考】    

＜検証の申立人が出頭しない場合＞ 

■ 検証の実施に際し、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。 
＜参考人陳述等における秩序維持＞ 

■ 関係人の出頭を求めて参考人陳述や鑑定を行う際には、当該手続の趣旨に照らし相当でないと認める

関係人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。 
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STEP9. 審査請求人等による提出書類等の閲覧等 法38条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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（法

38条１項前段）、審理員は、正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができません

（同項後段）。 
 

手続・運用 
 

ア）審査請求人又は参加人からの求め   

◯ 交付の求めについては、対象となる証拠書類等を特定するに足る事項等を

記載した書面の提出を求める。 

法38条１項・施行令 

 
【運用例】閲覧の求めについても、審理手続の円滑な進行を図る観点から、同様に、

書面の提出を求めることが適当である。 
様式例48 

◯ 審査請求人等が提出書類等の交付に係る手数料の減免を求める意向を示し

ている場合には、手数料減免申請の書面及び経済的困難等の状況にあること

を証明する書面の提出を求める。 

法38条４～６項 

様式例48 

イ）「正当な理由」の有無の確認   

◯ 閲覧等の求めがあった提出書類等が、その閲覧等を認めないことができる

「第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるとき」

に該当しているかどうかについて、確認を行う。 

法38条１項 

 

ウ）提出者への意見聴取   

◯ 閲覧等を認めることが適当と認める場合には、原則として、提出人に対し、

求めがあった提出書類等の閲覧等の可否についての意見を聴取する。 

法38条２項 

[関連：STEP1,5,6] 
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【運用例】提出人に対し、一定の回答期限を付して、意見及びその理由を提出する

よう、書面により照会する。 
様式例49 

エ）閲覧等の可否の決定及び審査請求人等への通知等   

◯ 上記イ及びウを踏まえ、閲覧等の求めについての可否を決定し、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。 

◯ その際、閲覧の日時及び場所を指定する場合には当該日時及び場所を、交

付を認める場合には交付の方法、費用額及び納付方法等を、手数料の減免を

求められていた場合には減免の可否を、併せて通知する。 

 

 

法38条３項 

 

 

【運用例】通知は、書面により行い、閲覧等を認めない場合等には、その旨及びそ

の「正当な理由」を記載する。 
様式例50 

オ）閲覧等の実施   

◯ 上記エの決定の内容に沿って、閲覧等を実施する。  

【運用例】提出書類等の閲覧をさせる際、指定した場所以外での閲覧や提出書類等

の破損等を防止するため、審理員（又は審理員補助者）が立ち会う。 
 

 
【参考】    

＜提出者の意見＞ 

■ 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。 
  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、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。 
＜「正当な理由」の範囲＞ 

■ 「正当な理由」に該当する例としては、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、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についても、「正当な

理由」に該当し得るものと考えられる。 
＜閲覧時の対応＞ 

■ 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。 
＜交付手数料＞ 

■ 交付手数料の額・納付方法やその減免については、地方公共団体に所属する行政庁が審査庁である場合

は条例の、国・地方公共団体以外の行政庁が審査庁である場合は当該審査庁の定めるところによること

になる（法38条６項）。 
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STEP10. 審理手続の併合又は分離 法39条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 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ます（法39条）。 
 

手続・運用 
 

ア）審理手続の併合   

◯ 審理員は、自身が審理手続を行う複数の審査請求事件が、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。 

法39条 

 
【運用例】審理手続を併合する場合として、例えば、次のような場合が考えられる。 

・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 

 

 

  

     審理手続を併合する際には、プライバシー保護等の観点から、意見を聴

取する意義が乏しい場合を除き、各審査請求の審理関係人の意見を聴く。 
 

◯ 審理手続を併合した場合には、その旨を審理関係人に通知する。 様式例51 

【運用例】必要に応じ、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）の写しを送付す

る。 
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イ）審理手続の分離   

◯ 併合した審理手続について、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、審理手続を分離する。 

法39条 

◯ 審理手続を分離したときは、その旨を審理関係人に通知する。 様式例52 

【運用例】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。 
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STEP11. 審理員による執行停止の意見書 法40条 
  

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 審理員は、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ます（法40
条）。 

 

手続・運用 
 
◯ 審理員は、執行停止をすることが必要であると認めた場合は、速やかに、

執行停止の内容及びその必要性についての説明を記載した意見書を提出す

る。 

法40条 

様式例53 

 

【運用例】審理員が執行停止の意見書を提出する場合としては、審査庁が審理手続に

入る以前の段階では執行停止を行わなかったが、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った場合などが想定される。 

 

 
【参考】    

＜執行停止の意義＞ 

■ 執行停止は、裁決で処分の取消し等があっても、もはや原状回復が困難となるなど、本来の審査請求の

目的を達し得ないことにならないように、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、審査庁が処分の効力、処分の執行の停止等の措置を行うものである（法25条２項）。 
＜審査庁の判断＞ 

■ 執行停止の意見書の提出を受けた審査庁は、当該意見書の内容を踏まえつつ、執行停止を行う必要性を

判断し、これを行う必要性を認める場合は、職権により執行停止を行う。 
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STEP12. 審理手続の終結 法41条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 審理手続は、原則として、必要な審理を終えたと認めるときに、終結することになります（法

41条１項）。 
■ 手続の透明性を確保する観点から、審理手続を終結したときは、その旨並びに審理員意見書等

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こととされています（法41条３

項）。 
 

手続・運用 
 

ア）審理手続の終結   

◯ 審理員は、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。 

法41条１項 

 

◯ 必要な審理を終えたとは認められない場合であっても、審理員は、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

い場合（具体的には、次のいずれかに該当する場合）には、審理手続を終結す

ることができる。 

 

法41条２項 

■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（法29条２項） 
・反論書（法30条１項） 
・意見書（法30条２項） 
・証拠書類等（法32条１項・２項） 
・書類その他の物件（法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 
 

法41条２項１号 

 

 

 

 

 

 

 

法41条２項２号 
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イ）審理関係人への通知   

◯ 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、その旨等

を審理関係人に対し通知する。 

法41条３項 

[関連：STEP13] 

【運用例】審理手続を終結した旨、審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する

予定時期を記載した書面により行う。 
様式例54 

 

     審理手続を終結した時点で、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がされていない場合（参加人からの申出

がされている場合を除く）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。 

法43条１項４号 

様式例55 

 

 

 
【参考】    

＜審理手続を終結する時点＞ 

■ 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。 
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STEP13. 審理員意見書 法42条 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 

■ 審理手続の結果を適切に裁決に反映させるため、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（法42条１項）、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こととされています（同条２項）。 
 

手続・運用 
 

ア）審理員意見書の作成   

◯ 審理員は、審理手続の終結後、その結果を整理し、審査庁がすべき裁決の

内容を記載した審理員意見書を作成する。 

法42条１項 

 

【運用例】裁決（法50条）の原案となり得るよう、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。 
     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（法46条２項各号、49条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。 

様式例56 
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イ）審理員意見書等の提出   

◯ 審理員意見書の作成と並行して、事件記録となる資料を整理する。 

■事件記録に該当する資料 
・ 審査請求書（法19条） 
・ 審査請求録取書（法20条） 
・ 弁明書（法29条２項） 
・ 弁明書の添付書面として提出された聴聞調書等（法29条４項） 
・ 反論書・意見書（法30条） 
・ 口頭意見陳述、参考人陳述、鑑定、質問等の手続の記録（法31条等） 
・ 提出された証拠書類、物件等（法32条・33条） 

 

法41条３項・施行令 

 

 

 

[関連：STEP1] 

 

[関連：STEP2] 

[関連：STEP3,4,7,8] 

[関連：STEP5,6] 

◯ 審理員意見書を作成し、事件記録が整ったときは、速やかに、その他の手

続的な書類その他の物件とともに、審査庁に提出する。 

法42条２項・施行令 
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〔様式例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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〔様式例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３〕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３条第２項の規定により、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４〕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５〕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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〔様式例６〕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７〕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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〔様式例８〕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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〔様式例９〕審査請求参加許可取消書 

 
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10〕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11〕審査請求参加取消通知書 

 
事 務 連 絡  
平成○年○月○日   

 
（処分庁等） ○○ ○○ 殿 
（審理関係人）○○ ○○ 殿 
 

審理員 ○○ ○○        
 

参加の許可の取消しについて（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）について、参加人としていた下記の者は、平成○

年○月○日付けをもってその参加の許可を取り消したので、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12〕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13〕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14〕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15〕反論書提出期限設定通知書 

 
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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〔様式例16〕意見書提出期限設定通知書 

 
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17〕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18〕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19〕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20〕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21〕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22〕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23〕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24〕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25〕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26〕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27〕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28〕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29〕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30〕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31〕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32〕物件提出通知書 

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33〕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34〕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 
   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 

 
  



 

- 40 - 

〔様式例35〕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 ○○ ○○ 

 
 
  



 

- 42 - 

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36〕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37〕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38〕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39〕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40〕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41〕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42〕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43〕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。 
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 ６ 出頭に要する経費の支給 
   交通費実費 
   ○○○○ 
   （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 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 
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   鑑定依頼料 ○○○円 
   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44〕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45〕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46〕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（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47〕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。 
注１ 必要に応じて適宜欄を増減する。  
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〔様式例48〕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 

 
３ 提出書類等の写しの交付等に係る手数料の減免について（注３） 

   私は、以下の理由により、提出書類等の写しの交付等に係る手数料を納付する資力がないため、

行政不服審査法施行令第８条第２項の規定による当該手数料の減免を併せて申請します。 
 （１）理由 
    私は、生活保護法に基づく扶助を受ける必要がある程度に、経済的に困難な状況にあるため。 
 （２）添付書類（手数料を納める資力がない事実を証明する書面） 
    生活保護法に基づく保護決定通知書の写し 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 請求内容によって適宜記載を取捨選択すること。 
注３ 提出書類等の写しの交付等に係る手数料の減免を申請する場合に記載すること。また、理由及び添

付書類についての記載は一例である。  
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〔様式例49〕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50〕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。 
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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） 
 （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。 
 

５ 提出書類等の写しの交付等に係る手数料の減免について（注３） 
申請のあった、提出書類等の写しの交付等に係る手数料の減免については、上記の手数料から

最大 2,000 円を減額する（注４）（・・・・・・の理由によりこれを認めない。）。 
 

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。 
注３ 提出書類等の写しの交付等に係る手数料の減免の申請があった場合に記載すること。 
注４ 手数料の総額が減額の金額以下となる場合は、「上記の手数料を免除する。」と記載する。 
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〔様式例51〕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52〕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53〕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54〕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55〕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 65 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 67 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 65 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 67 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 65 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 67 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。 
  



 

- 73 - 

〔様式例56〕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



 

- 74 - 

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。 
 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 
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      「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
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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。 
  



 

- 77 - 

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。 
 

第２ 審理関係人の主張の要旨 
１ 審査請求人の主張 
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（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
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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。 
 

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
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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（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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新行政不服審査法講演会 

 

行政不服審査法の審理手続 

 

信州大学准教授 

大江 裕幸 

１ 行政上の不服申立制度の意義と現状 

（１）意義 

「速い」（簡易迅速な手続），「安い」（手数料不要），「うまい」（不当性審査，行政の適正な運営の確保，裁

判所の負担緩和） 
（２）現状 

安いが… 
→「速い」「うまい」制度にするための改正 

２ 行政不服審査法の改正と手続の流れ 

（１）改正のポイント 

①公正性の向上 

審理員による審理手続の導入 
第三者機関（行政不服審査会等）への諮問手続の導入 
審査請求人の手続保障の向上（書類の閲覧・謄写権，口頭意見陳述の際の処分庁等への質問権等） 
②使いやすさの向上 

不服申立期間の延長（60 日→3 か月） 
不服申立ての種類の一元化（原則としての審査請求，例外としての再調査の請求・再審査請求） 
審理の迅速性の確保のための仕組み（標準審理期間の設定，争点・証拠の事前整理） 
不服申立前置の廃止・縮小 
（２）手続の流れ 

審査請求書の受付・適法性審査 
 （補正命令→却下） 
審理員による審理手続 
 審理員の指名…審理員意見書の作成・審査庁への提出 
行政不服審査会等への諮問手続 
 行政不服審査会等への諮問…答申の受領 
審査庁による裁決 
 裁決書の送達・送付 
 証拠書類等の返還 
３ 審理員による審理手続 

（１）審理員の指名（9条） 

①審理員制度の趣旨 

審理の公正性・透明性の向上のための制度 
※審理員の指名を要しない場合（9 条 1 項ただし書） 
②審理員に指名する職員の範囲等 

「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」等の除外（9 条 2 項） 
審理の公正性・透明性の向上という趣旨を踏まえ，審査庁の組織体制の実情に応じた対応が必要 
※努力義務としての審理員候補者名簿の作成・公表（17 条） 
※弁護士等外部有識者の登用の可性 
（２）総則的な留意点 
①審理手続の進行 

公正・中立な審理 
不当性審査 



 

 

簡易迅速な手続の進行 
②審査庁との関係 

個々の事件に関する個別具体的な審理手続についての審査庁による指揮監督の禁止 
（３）審理関係人に係る手続 

①審理関係人（28条） 

審査請求人 
処分庁等（処分庁および不作為庁・4 条参照） 
参加人（利害関係人・13 条） 
 審理員の許可により審査請求手続に参加する 
 審査請求人と利害が共通する者・審査請求人と利害が相反する者 
②総代（11条） 

③代理人（12条） 

（４）具体的な審理手続 

①審査請求書・弁明書・反論書・意見書 

※提出を求める際の期間設定 
②争点の整理等（審理手続の計画的遂行・37条） 

③口頭意見陳述（31条） 

審査請求人または参加人の申立てがあった場合には原則として実施 
審理員による発言制限，審理員の許可に基づく申立人の質問権 
④事案解明のための手続 

証拠書類等の提出（32 条），物件の提出要求（33 条），参考人の陳述および鑑定の要求（34 条），検証（35
条），審理関係人への質問（36 条） 
⑤審査請求人等による提出書類等の閲覧・謄写（38条） 

「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き」以外は拒否できない 
提出書類等の提出人の意見聴取 
謄写権の保障 
⑥審理手続の併合または分離（39条） 

⑦審理員による執行停止の意見書（40条） 

⑧審理手続の終結（41条） 

⑨審理員意見書（42条） 

「審査庁がすべき裁決に関する意見書」の作成，審査庁への提出（事件記録とともに） 
※単なる意見ではなく，裁決の基礎となしうるものとすることが望ましい 
 →裁決の記載事項（50 条 1 項）を意識する必要 
（５）審理の際の留意事項 

審理関係人の手続保障 
迅速性の確保 
不当性審査の実施 
職権探知 
 審査請求では，審理関係人の主張に拘束されず，あらゆる角度から審理を行うことが可能 

「不意打ち」にならないよう，審理関係人の主張しない事実に基づき判断する場合には，審理関係人へ

の質問（36 条）を活用し，意見を求めることが望ましい 
申請拒否処分についての審査請求，不作為についての審査請求を認容する場合の「一定の処分」（46 条 2 項，

49 条 3 項） 
拒否処分を取り消し，不作為が違法であると宣言するだけでなく，申請に対して「一定の処分」をすべ

きものと認める場合には，「一定の処分」を命じ，または自ら行うという措置を取るべきことについて

も，審理員意見書に記載することが求められる 
  



 

 

新行政不服審査法講演会・第 2 部「行政不服審査法における審理手続」 
一橋大学     高橋 滋 

 
Ⅰ 行政不服審査制度の概要 
 

① 現況‐必ずしも活発でない。 
② 改正の経緯 制度・運用上の問題点、行政手続法の制定、行政事件訴訟法の改正 
③ 改正の概要（午前中のパネルディスカッション） 

 ④ 手続の流れ‐前提となる諸概念→審査庁、審理員、処分庁等、行政不服審査会等 
 
Ⅱ 審理員による審理手続（概説） 
 
〔1〕審理員の指名 
① 審理員 
旧法との比較における行審法の特色の一つは、審理員の制度が新設されたことである

（行審 9 条）。審査請求がされた場合、審査庁は、審査庁に所属する職員から審理員を

指名するとともに、その旨を、審査請求人・処分庁等に通知しなければならない(行審 9
条 1 項)。 
審査庁となるべき行政庁は、審理員となる者の名簿を作成するよう努めるとともに、

作成したときは、当該行政庁及び処分庁等の事務所等に備え付ける等の方法により公に

する義務がある(行審 17 条)。 
② 審理員の要件 
審理手続は、原則的に、審理員が行うものとされている。この場合、審理員は審査請

求に係る処分等に関与した者以外の者でなければならない（行審 9 条 2 項 1 号）。 
ただし、例外がある（行審 9 条 1 項ただし書）。地方公共団体の場合、 

（ⅰ）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、 

（ⅱ）法 24 条の規定に基づき審理手続を経ないで却下する場合、 

(ⅲ) 地方自治法 138 条の 4 第 1 項に規定する委員会・委員または同条 3 項に規定する機関（自治紛争

処理委員等）が審査庁である場合。 

 
〔2〕総則的な留意点（⇒P29） 
① 審理手続の進行（前提としての審理関係人の概念⇒P29） 

（ⅰ）公正・中立な審理（職権の正しい行使） 
  ・審理関係人の了知していない事項の取り扱い 
  ・不当性の審理 
（ⅱ）簡易迅速な審理 



 

 

  行審法は、審理の公正・迅速な実施を確保するための規定を設けるほか、審理員等

に必要な権限を付与している。 
（a）審理手続の計画的な進行（行審 28 条⇒P28）。 
（b）標準審理期間の設定の努力義務、公にする義務（行審 16 条⇒P21）。 
（c）審理の計画的な遂行の必要があると認める場合（行審 37 条 1 項⇒P37）。 
（d）審理員は、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 41 条 1 項⇒P55）。 
弁明書、反論書等の書類その他の物件が提出されず、一定の期間を指定して提出を求めたにもか

かわらず、期間内に物件が提出されなかった場合、審理手続を終結することができる 

（行審 41 条 2 項⇒P55）。 

〔3〕総代・参加人 
  ① 総代（多数人の場合に参照、今回は略） 
  ② 参加人  利害関係人の概念が重要である（⇒P31） 

利害を共通にする参加人、利害が相反する参加人を理解して置く必要がある。 
 
Ⅲ 具体的な審理手続（その 1） 
 
〔1〕STEP1  審査請求書の送付・弁明書の求め（⇒P33） 
〔2〕STEP2  反論書・意見書（提出期限の通知⇒P15） 
〔3〕STEP3  争点の整理（審理手続の計画的進行、審理の計画的な遂行の必要がある

認める場合。前出） 
〔4〕STEP4  口頭意見陳述（行審 31 条 1 項⇒P39）。 

機会を与えることが困難である場合を除き、口頭意見陳述の機会が付与される。

口頭意見陳述には全ての審理関係人が出席する。意見陳述において、口頭意見陳述

の申立人は、審理員の許可を得て、補佐人を帯同することや、処分庁等に対し、質問

を発することができる（行審 31 条 2 項・3 項・5 項）。 
〔5〕STEP5  審理関係人による証拠書類等の提出（⇒P42） 
    処分庁等にも証拠書類等の提出の権利が認められる（行審 32 条 2 項）。 
〔6〕STEP6  書類その他の物件の提出要求（⇒P44・45） 

物件の所持人には処分庁等が含まれる。 
〔7〕STEP7  関係人への質問（⇒P46） 
〔8〕STEP8 その他の審理手続（⇒P48） 

参考人の陳述・鑑定、 
検証、検証を実施した場合に申立人は検証に立ち合うことができる。 

 
 



 

 

〔9〕STEP9 審査請求人等による提出書類等の閲覧（⇒P50） 
審査請求人・参加人からの提出書類等の閲覧・交付の求め。この場合、第 3 者の

利害を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、審理員

は、閲覧・交付を拒むことはできない（行審 38 条 1 項）。 
提出書類等とは、（α）弁明書の添付書類、（β）審査請求人・関係人、処分庁等から提出された

証拠書類等、（γ）審査員の職権または審査請求人等の申立てに基づいてされた審理員の提出要求

に応じ、提出された書類その他の物件である。 

〔10〕STEP10 審理手続の併合又は分離（⇒P52） 
争点を共通とする大量の手続等 

 
Ⅳ 具体的な審理手続（その 2） 
 
〔1〕STEP11 審理員による執行停止の意見書（⇒P54） 
〔2〕STEP12  審理手続の終結 

・審理員は、必要な審理を終えたと認めるときに、終結できる（行審 41 条 1 項）。 
・審理員は、審理員は、審理関係者に対し、審理を終結した旨、及び、審理員意見書・

事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする（予定時期を変更した場

合も同じ。行審法 41 条 3 項）。 
〔3〕STEP13  審理員意見書（⇒P57） 

・審理員は、審査庁がすべき裁決に関する審理員意見書を遅滞なく作成し、速やかに事

件記録とともに審査庁に提出しなければならない（行審 42 条 1 項・2 項）。 
 
Ⅴ 審理手続の終了後の手続 
 
〔1〕第３者機関への諮問 
審査庁は、審理員の意見書が提出されたとき、原則として、国の場合には行政不服審

査会に、地方公共団体の場合には、地方公共団体の執行機関の附属機関として置かれた

機関（共同設置、事務委託等の場合を含む）、あるいは事件ごとに設置されるところの

機関に、諮問しなければならない（行審 43 条 1 項、81 条）。 
例外はある（行審 43 条 1 項各号）。例えば，（ⅰ）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たとき（4 号）、（ⅱ）行政不服審査会等が、国民の権利利益及び行政運営への影

響の程度等を勘案して、諮問を要しないと認めたとき（5 号）、（ⅲ）審査請求が不適法であり、却下

するとき（6 号）等の場合には、諮問を要しない。 

 

 

 



 

 

〔2〕行政不服審査会等 
 ① 地方の場合 
（ⅰ）執行機関の附属機関として、当該機関を置く（行審 81 条 1 項）。 
（ⅱ）不適当又は困難であると認められるときは、条例で定めるところにより、事件

ごとに、当該機関を置くこととすることができる（行審 81 条 2 項）。 
（ⅲ）複数の地方公共団体による共同設置の形態も可能であるとされている（行審 81

条 4 項。自治 252 条の 7 第 1 項）ほか、地方自治法に定めのある事務委託（自治

252 条の 14 第 1 項）、事務の代替執行（自治 252 条の 16 の 2）、一部事務組合・

広域連合の設置（自治 284 条）等を用いて、これらの機関を置くこともできるも

のと解されている。 
 ② 審理手続（地方の手続への準用。行審 81 条 3 項） 
（ⅰ）行政不服審査会等は、審査関係人に対し、書面・資料の提出を求め、事実の陳

述・鑑定を求める等の調査をする（行審 74 条）。 
（ⅱ）行政不服審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、口頭で意見を述べ

る機会を与えなければならない（ただし、必要がないと認めるときは、この限り

ではない。行審 75 条 1 項本文及びただし書）。 
（ⅲ）審査関係人は、主張書面または資料を提出できる（行審 76 条）。 
（ⅳ）審査関係人は、審査会に提出された主張書面・資料の閲覧・写しの交付を求め

ることができる（第 3 者の利益を害するおそれがあると認められる場合等の正当

な理由があるとき以外は閲覧・写しの交付を拒むことはできない。行審 78 条 1
項。さらに、行審 78 条 2 項以下）。 

〔3〕行政不服審査会等の答申及び答申の公表 
行政不服審査会等は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求

人・参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとされる（行審 79
条）。 

  
  
以上のように、審理員の審理手続の後に、行政不服審査会等の調査審議の手続があり、当

該行政不服審査会等の答申に基づき、裁決がされることとなる。 
 
審理員の審理手続、行政不服審査会等の調査審議の手続が設けられることに、行審法の審

査請求の手続の最大の特長がある。 
 
 
                                以上 

  



 

 

行政不服審査法における審理手続 

 

川合敏樹（國學院大學） 

 

１．行政不服審査法（旧法）の制定・改正の経緯と同法をめぐる現状 

 

 【行政不服審査法 1 条】 

①  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対

して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権

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する。  

②  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特

別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 

 

 

２．改正後の行政不服審査法（新法）のポイント・特長 

２．１．使いやすさ（利便性）の向上 

 不服申立ての類型の整理（原則として審査請求手続への一本化（＋再調査・再審査請求））。 

 審査請求期間の延長（60 日 → 3 か月）。 

 簡易・迅速性の向上（標準処理期間の設定など）。 

 不服申立前置の廃止・整理。 

 

２．２．公正性・透明性の向上 

 審理員による審理手続の創設。 

 第三者機関（行政不服審査会等）への諮問手続の創設。 

 審査請求人の手続保障の強化（口頭意見陳述での質問権、閲覧請求権の対象拡大など）。 

 情報提供の努力義務化。 

 

２．３．手続の流れの概要 

（１） 審査請求書の提出と受付。 

（２） 審理員による審理手続の実施（→ 詳細は下記参照）。 

（３） 第三者機関（行政不服審査会等）への諮問の実施。 

（４） 審査庁等による裁決。 

 

 

３．審理員による審理手続 

３．１．審理員の指名 

 審理の公正性・透明性向上のための「審理員」とは？ 

 特に「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」は除外（9 条 2

項。努力義務として候補者名簿の作成（17 条））。 

 

 



 

 

３．２．総論的な留意点 

 公正・中立な審理手続の実施。 

 簡易・迅速な審理手続の実施。 

 

３．３． 審理関係人に関する手続 

 審査請求人 ＋ 審査庁等 ＋ 参加人（13 条） ＝ 審理関係人（28 条）。 

 その他、総代（11 条）や代理人（12 条）。 

 

 

４．具体的な審理手続 

４．１．審理員による審理手続 

（１） 審査請求書の送付、弁明書の要求（29 条）。 

（２） 反論書・意見書の提出（30 条）。 

（３） 争点の整理（36 条・37 条）。 

（４） 口頭意見陳述の実施（31 条）。 

（５） 審理関係人による証拠書類等の提出（32 条）。 

（６） 書類その他の物件の提出の要求（33 条）。 

（７） 関係人への質問（36 条）。 

（８） 参考人の陳述・鑑定の要求、検証（34 条・35 条）。 

（９） 審査請求人等による提出書類等の閲覧等（38 条）。 

（１０）審理手続の併合・分離（39 条）。 

（１１）審理員による執行停止の意見書の提出（40 条）。 

（１２）審理手続の終結（41 条）。 

（１３）審理員による意見書の提出（42 条）。 

 

４．２．審理員による審理手続後の手続 

（１） 第三者機関（行政不服審査会等）への諮問手続（43 条。例外あり）。 

 国 → 行政不服審査会への諮問。 

 地方公共団体 

→ 執行機関の附属機関として置くほかに、事件ごとの設置や共同設置等も可能 

（81 条 1 項・2 項）。 

  調査審議手続の準用規定として 81 条 3 項。 

 

（２） 審査庁等による裁決（44 条以下）。 

 

 

以上 

  



 

 

第 2 部：行政不服審査法における審理手続 
 

 
北見 宏介（名城大学法学部） 

 
はじめに 

 
 ・旧行政不服審査法：昭和 37 年生まれ（三沢光晴・武藤敬司・松田聖子・藤井フミヤ） 
 ・なぜ行政不服審査法は改正されたのか 
 ・身内による審査は信頼されているか？ 
（・第 1 部でみた改正の概要と、そこでの論点から →テキスト第 1 章） 
 
 
Ⅰ．審理員による審理手続 →テキスト第 2 章 
 
 ・登場人物：審理関係人＝処分庁等（被告役） 
             審査請求人（原告役） 
             参加人         と、代理人 ← 行政書士法も改正 
       審理員（裁判官役） 

……「処分に関与」していたらダメ（at 27） 
            → 1 人任せはできない？（聴聞を経て審査請求、など） 

              聴聞手続に関する金沢地裁平成 26 年 9 月 29 日判決 
              忌避手続などはない 
              審理員補助者を指定することも「あり得ます」（？） 
          目指すべき進行は、公正中立かつ簡易迅速に（※誰のための簡易迅速か？） 

職権審理も不当性審査も 
 
 ・審理員の具体的な審理手続 → at 23, 33- 
  （STEP1～2）：審査請求書の受け取り 
          → 処分庁等への弁明書の提出要求（＋「証拠も準備しといてね」） 
          → 弁明書の審査請求人・参加人への送付 
           （＋「反論（意見）がありましたらお出し下さい。証拠などもご用意下さい」） 
          → 審査請求人からの反論書・参加人からの意見書受け取り 
           □書類の不備のチェック □後の STEP のことも早めに通知 
           □十分な書面作成期間の設定 
    （STEP3）：争点等の整理 



 

 

          → 審理計画の検討 
          → 審理計画の審理関係人への送付と意見聴取 → 計画の決定 

（「こんなスケジュールでどうでしょう？」） 
    （STEP4）：口頭意見陳述の申立てがあった場合 
          → 調整の上で開催 

※旧 25 条 1 項との比較でも、審査請求人等の権利が狭まったと解することには問題 

※地理的な配慮もするべき（国の行政不服審査会でも出張を予定） at 20 

          → 当日の質問と回答等について記録を作成 
 
    （STEP5）：審査請求人からの証拠等の受け取り 

（特に問題がなければ期間経過後も受け取り） 
          → 受け取りを審理関係人に通知。きちんと管理・記録、後で返還 
  （STEP6～8）：書類等の提出要求（の申立て）・審理関係人への質問（の申立て） 
          参考人陳述・検証等（の申立て） 
          → 申立てがあった場合には、要否の判断をして結果を通知 
          → 協力要請、実施 
          → 実施したことの通知、記録の作成 
    （STEP9）：審査請求人等からの閲覧請求 （≒情報公開の開示決定に向けた手順） 
          → 拒否する正当な理由があるかの確認、物件提出人等へのうかがい 
          → 閲覧の決定、通知 
          → 閲覧、複写の実施 
 （STEP12～13）：必要な審理を終えたと認める場合、審理関係人の主張がない場合等 
          → 審理手続を終了し、意見書提出の時期等を審理関係人に通知 

（＋「規定通りに第三者機関に諮問する予定ですが、いいですか？」） 
          → 審理員意見書を作成、記録とともに提出 
 
Ⅱ．行政不服審査会等による審査手続 

 
・審理員意見書を受け取った審査庁は、第三者機関に諮問を行う 
（別個の第三者機関が関与する場合には手続の適用はなし） 

 
（国の第三者機関） 

―― 総務省に設置される行政不服審査会（委員は 9 人＋非常勤の専門委員） 
―― 最高裁に似たしくみ（3 つの合議体と、全員による合議体） 
―― 各（小）合議体に配置されることが予定された常勤委員（3 人まで）が、 

遠隔地に出張することが念頭に置かれている 



 

 

（自治体の第三者機関） 
―― 首長の附属機関として設置される（このため事務局体制をどうするかが論点） 
―― 事件ごとの設置や複数自治体による共同設置等も可能 

 
・行政不服審査会等の審査手続 
―― 審理員意見書と記録を資料とした審査がベース 
―― 審査関係人への資料提出等の要求や必要な調査を行うことが可能（法 74 条） 
―― 審査関係人は主張書面・資料を提出することが可能（法 76 条） 

 
 
おわりに 

 
 ・制度と人的運用 
 ・試されているのは、「反省できる行政」 
 ・使え（われ）る制度にしていくためには？ 
 
  



 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

資料６ 

ロールプレイングシナリオ 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

審理手続の実際について（演習 ―事例研究―） 

～審理員の役割について～ 

 
 
１．審査請求の内容 
  障害者支援施設への入所に係る使用料につき，減免措置を受けられなかった納入義務

者が，減免申請を却下した決定を不服として県知事に対し審査請求を行った。 
 
２．関係者 
 ① 山田真理子 … 本審査請求の申立人。太郎の母親。行審市内で太郎と同居している。 
 ② 山田太郎  … 重度の障害を有しており，行審市の障害者支援施設に入所中。17 歳。 
 ③ 山田徹 … 太郎の父親。現在は単身で行審市外に居住している。 
 ④ 加藤一郎  … 申立人の代理人（弁護士）。 
 ⑤ 行審市   … 処分庁。 
 ⑥ 西村剛 … 行審市の代理人（行審市保健福祉課職員）。本件減免申請の担当者。 
 
３．事案の概要 
・ 申立人は，障害を抱えた息子（太郎）の障害者支援施設への入所にあたり，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。 
・ 上記の減免申請を受けた行審市保健福祉課は，申立人の世帯の所得区分が，減免の対

象となる低所得者に該当しないと判断し，同申請を却下した。 
・ 所得区分認定にあたっては，障害福祉サービスの受給者が 18 歳未満の場合，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。 
・ 太郎の父である徹は，行審市外で単身居住し，住民基本台帳上も申立人とは別世帯と

なっており，行審市に提出された申請書にも，申立人の所得のみが記載されていた。 
・ 行審市は，過去に厚生労働省が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には，当該保護者も同一世帯とみなされる」と

判断し，申立人と徹の所得を合算して所得区分認定を行った。 
・ 太郎の施設入所費用は，申立人だけの所得であれば減免の対象となるが，徹の所得と

合算された場合，減免の対象外である。 
  



 

 
 

基本シナリオ 
 

審査請求人の申立てにより，口頭意見陳述が行われることとなった。なお，上記３に記

載した事実のほか，いずれの当事者からも主張・立証はなされていないこととする。 
 
Part.1 意見陳述 
 
【審理員】 
 これより，審査請求に係る口頭意見陳述手続を始めます。 
 最初に，口頭意見陳述における注意事項を述べますので，よく聞いてください。 
 まず，審理の妨げとなる発言や，相当でない発言は制限されることがあります。また，

発言は要点を押さえて簡潔に行ってください。簡潔でない発言を長時間にわたって行う場

合にも，発言が制限される場合があります。 
 次に，ここでの録音や撮影，電話の発着信などは禁止されています。このほか，意見陳

述の進行に関しては，私の指示に従っていただきます。各当事者が禁止事項を守らない場

合や，私の指示に従わない場合は，この手続を中止することがありますので，注意してく

ださい。 
 また，ここで話した内容については，発言者が誰かに関係なく，みだりに公にしないよ

うお願いします。これは，発言内容が公にされることが前提となると，率直な意見を述べ

ることができなくなるおそれがあるためです。本日の意見陳述が有意義なものとなるよ

う，ご協力をお願いします。 
 それでは，まず申立人側から意見陳述をしてもらいますが，各当事者は，発言をする場

合には，私の許可を得た上で発言するようにしてください。では，申立人代理人，陳述を

お願いします。 
 
【申立人代理人】 
 申立人代理人の加藤です。今回の審査請求に関し，陳述いたします。 
 本件は，審査請求人である山田真理子さんの長男の太郎さんが障害者施設に入所する

際，施設使用料の納入義務者である真理子さんが，入所費用の減免を申し立てたのに対

し，行審市から却下されたため，それを不服として審査請求をした事案です。 
 まず，審査請求の前提についてですが，本件施設の使用料については，障害者総合支援

法及び行審市障害者支援施設等費用徴収条例に基づき，所得区分に応じて一定の減免が可

能とされています。 
 次に，所得区分についてですが，太郎さんは 18 歳未満ですので，保護者が属する住民

基本台帳上の世帯を対象に認定されることと定められています。太郎さんの保護者は，母

親である真理子さんと，父親である徹さんですが，徹さんは，太郎さんと別居しており，



 

 
 

住民票も移動させていますから，住民基本台帳上も別世帯となっています。さらに，真理

子さんと徹さんは現在離婚調停中であり，婚姻関係は実質的に破たんしております。 
 以上のことから，真理子さんは，本件減免申請にあたり，真理子さんの所得及び資産の

みを申請書に記載しましたが，処分庁は，徹さんも同一世帯とみなして所得区分を認定

し，減免申請を却下しました。 
 この処分庁の判断は，法的根拠に基づかない違法なものと考えられますし，実質的に

も，真理子さんや太郎さんの生活実態にそぐわない不当な判断ですから，審査請求人は，

本件処分を取り消した上で，所得区分の認定を見直すことを求めます。 
 
【審理員】 
 それでは，処分庁代理人，本件処分に対する処分庁の見解を述べてください。 
  
【処分庁代理人】 
 行審市保健福祉課の西村です。処分庁の代理人として，本件処分に対する処分庁の見解

を述べます。 
 障害者支援施設の使用料については，障害者の所得区分に応じて減免の対象となるか否

かが判断されます。本件の場合，太郎さんは 18 歳未満ですので，所得区分については，

その保護者の属する住民基本台帳上の世帯の所得に基づいて認定されます。 
 その場合の「世帯」の考え方ですが，当市では，保護者が複数いる場合，そのうち 1 名

が別居しており，住民票を移している場合であっても，同一の世帯であるとみなして所得

区分の認定を行っております。これは，所得区分の認定にあたり，いずれの保護者と同居

しているかによって所得区分認定が異なるという不公平な結果を解消するためのもので

す。この考え方は，障害者総合支援法の前身である障害者自立支援法の施行にあたって設

けられた自治体担当者会議において，厚生労働省から公式に示されたものです。 
本件における所得区分の認定も，この厚生労働省の見解に沿って行われており，真理子

さんの所得に別居中の徹さんの所得を合算しますと，太郎さんの属する「世帯」の所得区

分は「一般２」に該当することから，施設使用料の免除対象である「生活保護」や「低所

得」はもちろん，減額の対象である「一般１」にも該当しません。したがって，本件減免

申請を却下した処分庁の判断に違法性はなく，また，妥当なものだと考えます。 
 

― Part.1 終了 ― 
  



 

 
 

Part.2 申立人からの質問 
 
【審理員】 
 ただいまの処分庁からの説明について，申立人代理人から，追加で陳述や質問はありま

すか。 
 
【申立人代理人】 
 はい。まず，厚生労働省の見解について，申立人の見解を述べます。別居中の保護者も

同一世帯とみなして所得区分を認定すべきとする厚生労働省の見解は，法的拘束力を有し

ない単なる技術的助言に留まるものであり，法律上の根拠はありません。 
 次に，仮に，一般的に「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」に別居中の保護者が含

まれるとしても，本件の具体的な状況に照らせば，徹さんを同一世帯として所得区分を認

定することは不当だと考えます。すなわち，本件においては，真理子さんと徹さんは，未

だ正式に離婚していないものの，現在家庭裁判所で離婚調停中であり，その婚姻関係は実

質的に破たんしています。実際，現在では徹さんから真理子さんへは仕送りはなされてい

ません。離婚が成立した時点で，徹さんは太郎さんの形式上の保護者でもなくなるものと

考えられます。 
 これらの事情にかんがみれば，本件において，徹さんを太郎さんと同一世帯とみなす意

義はなく，実態に反する不当な判断だと思われますが，この点につきどうお考えなのか，

処分庁の見解を求めます。 
 
【審理員】 
 今の申立人の質問について，処分庁はどうお考えですか。 
 
【処分庁代理人】  
 まず，厚生労働省の見解についてですが，別居中の保護者を同一世帯とみなす理由は，

同居する保護者によって所得区分認定が異なることのないようにするためであり，処分庁

としても，正当なものと考えます。 
また，本件申請者の個別具体的な状況については，ご家庭ごとに様々な事情があること

は処分庁としても理解しております。しかし，本件処分についていえば，先ほど申立人代

理人が述べた現在の状況と，本件処分時における状況には，若干の違いがあると思われま

すので，その点について補足して説明したいと思いますが，よろしいでしょうか。 
 
【審理員】 
 どうぞ。 
 



 

 
 

【処分庁代理人】 
 先ほどの申立人代理人の陳述によりますと，現在，申立人は離婚調停中であり，山田徹

さんからは仕送りもなされていないということでした。しかし，本件減免申請がなされた

当時は，離婚調停は未だ申し立てられておりませんでしたし，提出された通帳の写しか

ら，不定期ではあったものの，山田徹さんから申立人に仕送りがなされていたことが確認

できました。そのため，処分庁としては，山田徹さんを太郎さんと同一世帯であると判断

したものであり，少なくとも本件処分当時は，処分庁の判断は妥当なものであったと思料

します。 
 
― Part.2 終了 ― 
 
 
Part.3 審理員からの質問等 
 
【審理員】 
 ほかに何か意見等はございますか。 
 
【処分庁代理人】 
 よろしいでしょうか。 
 
【審理員】 
 どうぞ。 
 
【処分庁代理人】 
 処分庁としては，先ほど申し上げたとおり，本件処分当時の状況からは，所得区分を

「一般２」と認定して減免申請を却下した処分庁の判断は妥当なものであったと考えま

す。しかしながら，申立人は現在離婚調停中ということですので，離婚が成立した後であ

れば，所得区分の認定が変わり減免が認められる可能性は十分にあると思われます。処分

庁としては，離婚が成立した後に再度減免申請をしていただければ，あらためて基準にの

っとり所得区分を認定したうえで，減免の適否を判断したいと考えております。 
 
【審理員】 
 いまの処分庁の意見に対して，申立人代理人はなにか述べておくことはありますか。 
 
 
 



 

 
 

【申立人代理人】 
 処分庁は，離婚成立後であれば減免が認められる可能性はあると言いますが，申立人と

しては，正式に離婚が成立する前であっても，実質的に婚姻関係が破綻している場合に

は，減免申請を却下することは不当であると思料します。また，本件申請に係る減免が認

められなければ，離婚成立後にあらためて申請して減免が認められたとしても，それまで

の間の費用については，実態として所得区分が低所得者に該当するにもかかわらず，一般

世帯と同様に申立人が全額を負担しなければなりません。このようなことは，障害者総合

支援法が低所得者に減免を認めた趣旨に反するものと思われます。 
 
【審理員】 
（審理員からの質問等がなければ）ほかになにか意見等はありますか。 
 ないようでしたら，これで口頭意見陳述を終了します。 
おつかれさまでした。 

 
― Part.3 終了 ― 
 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

資料７ 

普及・啓発実施資料 
  



 

 
 

 



 

 
 

１ 『月刊日本行政』（2015 年 8 月 No.513 日本行政書士会連合会発行） 
 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 

２ 『税理士界』（2015 年 9 月第 1332 号 日本税理士界連合会発行） 
 

 
 



 

 
 

３ 『季刊行政管理研究』（2015 年 9 月 No.151 号 一般財団法人行政管理研究センター発行） 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

資料８ 
「新行政不服審査法講演会」 

アンケート・フォローアップアンケート 
調査票 

  



 

 
 

  



 

 
 

『新行政不服審査法講演会』（札幌会場）アンケート 
 
参加者ご自身についてご記入ください。 
所属組織・部署名  行政不服審査業務従事年数     年 
参加プログラム ①午前のみ参加 ②午後のみ参加 ③午前・午後ともに参加 

 
１ プログラム及び教材について 
（１） 設問①～③の事項について、以下の１～４の中から該当する番号を○で囲んでください。 
１そう思う  ２どちらかといえばそう思う  ３どちらかといえばそう思わない  ４そう思わない 
（設問） 
① 教材は実務的で分かり易かった １ ２ ３ ４ 
② プログラムの構成は、制度全体を理解する上で適切であった １ ２ ３ ４ 
③ 講演会は全体的に満足できるものであった １ ２ ３ ４ 

 
（２） 上記設問において、「３どちらかといえばそう思わない」 「４そう思わない」と答えられた方に伺い

ます。そう思わなかった点はどのような内容でしょうか？具体的に記載してください。 
 

 

 

 
２ 理解度について 
（１） 設問①～③の事項について、以下の１～４の中から該当する番号を○で囲んでください。 
１理解できた ２どちらかといえば理解できた ３どちらかといえば理解できなかった ４理解できなかった 

（設問） 
① 行政不服審査法改正の経緯と改正後の制度概要（DVD・シンポジウム） １ ２ ３ ４ 
② 行政不服審査法における審理手続について １ ２ ３ ４ 
③ 審理手続の実際について（演習） １ ２ ３ ４ 

 
（２） 上記設問において、「３どちらかといえば理解できなかった」 「４理解できなかった」と答えられた

方に伺います。理解できなかったのはどのような事項でしょうか？具体的に記載してください。 
 

 

 
 
３ その他 

「新行政不服審査法」の円滑な導入に向けての意見・要望があれば具体的に記載してください。 
 

 

 

御協力ありがとうございました。 



 

 
 

「新たな行政不服審法の解説講演会」（フォローアップ・アンケート）質問票 

 

団体・所属部署名  

業務従事年数※ 1.１年未満 2.１年 3.２～３年 4.４～５年 5.６～９年 6.１０年以上 

参加会場 1.札幌 2.仙台 3.金沢 4.さいたま 5.名古屋 6.大阪 7.東京 8.岡山 9.福岡 

ご担当者名  

ご連絡先 Ｅ-メールアドレス： 

電話：             ＦＡＸ： 

※業務従事年数とは、行政不服審査業務に従事した年数を合算したものを指します。 

 

問１ 講演会に参加されたきっかけ（動機）は何ですか。 

１ 講演会の案内状を見て ２ 上司・同僚・友人の勧め ３ 当センターのＨＰを見て 

４ その他（                                      ） 

 

問２ 講演会に参加したことにより、審理員に指名されることに対する意識や自分の行動が変わりましたか。 

１ 審理員に指名されることの不安感が和らいだ ２ 実際に審理員を経験したいと思った  

３ 審理員に指名されることの不安感が増幅した（指名されたくないと思った）  

４ 審理員に指名されることに対する意識は変わっていない  

 

問３ 講演会で学んだことは、職場で活用できていますか。 

1 活用できている ２ 活用できていない  

※「１活用できている」と答えた方は問4へ、「２活用できていない」と答えた方は問5へ進んで下さい。 

 

問４ 講演会で学んだことをどのような場面で活用しましたか。（複数回答可） 

１ 職場における研修 ２ 研修教材の作成・開発 ３ 審理員候補者名簿の作成 ４ 条例の制定 

５ 要綱、規則、事務処理要領等関係規程の作成  

６ その他（                                     ） 

 

問４－１ 問４で「１職場における研修」と答えた方に伺います。研修での具体的活用方法について伺います。 

１ 研修会の講師を務めた ２ 関係職員に教材のコピーを配布した ３ 上司、同僚等に個別に報告した 

４ その他（                                     ） 

 

問５ 講演会で学んだことを活用できていない理由は何ですか。（複数回答可） 

１ 新法が施行されておらず実務に生かす機会がない  ２ 講演会の内容が実務的でなかった  

３ 新法の施行準備を担当する部局に所属していない ４ 他の業務に追われ時間的余裕がない 

５ その他（                                       ） 

 

問６ 今後、研修会を開催するとした場合、どのような内容の研修を希望されますか。（複数回答可） 

１ 審理員向けの研修 ２ 制度の運用の詳細（各種書類作成等の実務）に関する研修 ３ 施行令等の内容

についての研修 ４小規模自治体向けの研修 ５ 一部事務組合、広域連合等向けの研修  

６ その他（                                       ） 

ご協力ありがとうございました。
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