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第１章 本調査研究の目的と手法
１．本調査研究の目的
（１）事例収集の必要性
本調査研究は、平成 16 年の行政事件訴訟法（以下、
「行訴法」という。
）改正がもたらし
た行政不服審査制度に関連する重要な変化に関する知見と実例を各府省、地方公共団体等
に提供し、もって我が国の行政手続制度・行政不服審査制度の解釈及びその運用について
の知見を高めていくことを目的としている。
行訴法改正後の事例収集とその分析が、我が国の行政手続制度・行政不服審査制度の解
釈及び運用において喫緊の課題である理由は、以下の二点にある。
ア

平成 16 年行訴法改正がもたらした行政不服審査制度への影響

司法制度改革により実現された行訴法改正は、二つの意味で行政不服審査制度に多大な
影響を与えている。
一つは、行政訴訟における裁判例（下級審判例及び決定を含む。以下同じ。
）のあり方を
大きく変えたことにより、行政不服審査法（以下、
「行審法」という。
）の解釈にも変化を
もたらす可能性である。従来の枠組みによれば不服審査請求ができる処分に該当するか否
か、そして不服審査ができる者の範囲は行訴法と行審法で一致すると考えられてきた。こ
の説を維持する限りで、行訴法の解釈の変化は行審法にも適用されることになる。司法制
度改革以降、最高裁は、改正により解釈指針規定（9 条 2 項）が挿入された原告適格の範囲
だけでなく、直接改正の対象となっていなかった「行政庁の処分」（3 条 1 項）の解釈をも
拡大させる傾向をみせている。さらに、行政手続法（以下、「行手法」という。）違反に関
する裁判例も積み重なり、権利救済を実質化し推進する方向で変化しつつある。
もう一つは、行審法改正の機運を高めたことである。行審法改正については、審議未了
廃案となった第 169 回国会提出法案（平成 20 年４月 11 日提出）においても、また、政権
交代後内閣府に設置された行政救済制度検討チームによる「行政救済制度検討チームとり
まとめ」
（平成 23 年 12 月）においても、行審法は行手法の制定（平成 5 年）や行政事件訴
訟法の抜本改正
（平成 16 年）
との整合性を整理する必要があることが出発点となっている。
さらに、「行政救済制度検討チームとりまとめ」では、審査庁がすべき裁決に関する意見
書を提出する審理官制度を設けることとされている。審理官には「外部登用を含め、行政
に関する高度の専門的知識と十分な経験を有するものを登用」するとされているものの、
審理官を補佐する者や窓口で審査請求人を補助する者はもちろんのこと、実際の行政実務
の運用に当たっても、行訴法改正後の最近の裁判例における変化を把握する必要性は、ま
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すます増大している。
そして行訴法改正で新たに法定された訴訟類型に対応する裁決として、義務付け裁決や
差止裁決、そしてそれらに対応する仮の裁決の導入がうたわれている。この方向性での法
改正が進められ、行政不服審査制度に導入されることとなれば、現行の行審法にはそもそ
も規定として存在しない義務付け・差止めに関する知見を早期に共有する必要に迫られる。
イ

裁決例等の公開・共有・データベース化の不徹底

行審法に基づく審査請求に対する裁決例及び異議申立てに対する決定例（以下、
「裁決例
等」という。
）について、国民や他の行政機関へ向けた共有とフィードバックは、十分にな
されていない状況である。
行政管理研究センターは、平成 18 年度に総務省の委託に基づき「行政不服審査法に基づ
く裁決例に関する調査研究」において、当時公表されている裁決例等の概況を示した。そ
こでは多くの場合で加除式書籍により裁決例等が公表されていることが判明したが、公表
されている裁決例は氷山の一角であることも明らかとなった。検索システムを備えてオン
ライン公開している場合においても、すべての裁決例等が公表されているわけではない。
そのため、特定の紛争を集中的に扱っている弁護士、税理士、支援者等の間では、自助
的な情報共有を行っており、実際の当事者からの情報提供の他、情報公開制度を活用して
事例を収集しているという。
このような状況下では、国民の権利救済について重要な意義を有する裁決例等があった
としても、それが他の行政機関や一般の国民の目に触れることはない。たしかに、裁判例
についてもすべてが公表されるわけではないが、重要な意義を有する裁判例については裁
判所ホームページや各種の公式判例集、商業誌、判例データベース等で検索が可能である
ことに比べると、あまりにも異なっている。そのため、行訴法改正の影響を受けた新たな
進展がある裁決例等があったとしても、それが共有され批評の対象となることは、現在あ
まり期待できない状況である。
（２） 調査研究遂行に当たっての基本的考え方
以上の問題関心から、本調査研究を遂行するに当たっては、行訴法改正以後の重要な裁
判例のみならず、行訴法改正以後の裁決例等を可能な限り収集し、制度の運用上重要なケ
ースを抽出して分析・整理し、当該事例に留まらない影響も含め解説する事例集を作成す
ることで、行政関係者、特に行政不服審査制度に関わる者が知見を高めるために有益な情
報を提供することを目標にする。
特に裁決例等の公開が不十分であるという現状認識と、国民のニーズが高い分野に自助
努力としての情報共有がなされているという観点から、平成 18 年度の「行政不服審査法に
4

基づく裁決例に関する調査研究」では調査対象として含めなかった裁決例等を対象とする。
他方、短い調査期間で最大限制度運用に関する知見の向上に資するため、収集すべき事
例を制度の運用上特に重要な特色を有するものに限定した。具体的には、
（１）行政処分に
該当するか否かについて争われたもの、
（２）行政処分の理由の提示について争われたもの、
（３）不服申立人適格、原告適格の範囲について争われたもの、
（４）審査請求期間の例外
事由の該当性について争われたもの（５）行政処分の義務付けの必要性について争われた
もの、
（６）行政処分の差止めの必要性について争われたものである。
２. 調査方法
以上の観点から、裁判例と裁決例等を以下の方法で収集した。
（１）裁判例
平成 16 年改正後の行訴法を巡る先行調査研究として、既に法務省では，その施行状況の
「改正行政事件訴訟法施行状
検証を行い、これに基づいた検討の結果を取りまとめており1、
況検証研究会」
（以下、
「検証研究会」という。
）が報告書を提出している2。ここでは、本調
査研究とも共通する関心において、改正行訴法の改正項目ごとに改正行訴法施行後に出さ
れた判決・決定を整理・検討するなどし、改施行後の行政訴訟の状況の検証が行われてい
る。本調査研究とも重なる部分として、原告適格、出訴期間、義務付け、差止めについて
包括的な検証が行われているため、参考となる。
本調査研究において裁判例を選定するにあたっては、上記の法務省「検証研究会」報告
書の他、
『判例六法プロフェッショナル 2013 年版』
（有斐閣、2013）3、大橋洋一・斎藤誠・
山本隆司『行政法判例集Ⅰ 総論・組織法（第二版）』
（有斐閣、2006）
、大橋洋一・斎藤誠・
山本隆司（編）
『行政法判例集Ⅱ 救済法』
（有斐閣、2013）
、宇賀克也・交告尚史・山本隆
司（編）『行政判例百選Ⅱ（第 6 版）
』（有斐閣、2012）及び『論究ジュリスト 3 号』（有斐
閣、2012）において取り上げられたものを中心にすることとした。

法務省民事局「改正行政事件訴訟法施行５年後の検討について（平成 24 年 11 月 22 日報
道発表資料）
」
（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00121.html）。
2 改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会『施行状況検証結果報告書』
（平成 24 年 11 月）
（http://www.moj.go.jp/content/000104296.pdf）
。
3 関連する条文に付された裁判例のうち平成 16 年以後のものを対象とした。ただし、理由
提示と行審法の不服申立人適格、不服申立期間・出訴期間については、該当する判例が少
ないためにそれ以前のものも適宜取り上げた。
1
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（２）裁決例等
行政管理研究センターが平成 18 年度に総務省の委託に基づき実施した「行政不服審査法
に基づく裁決例に関する調査研究」で示したように、年次毎にとりまとめた書籍や加除式
書籍により公表されている裁決例等が多く存在する。しかし、多くの年次毎書籍や加除式
書籍は、当該個別法の争点毎に整理されている場合が多く、本調査研究のような手続法・
争訟法に着目した編纂はなされていない。
また、実務上広く参照されている総務省行政管理局（監修）『行政不服審査法事務提要』
（ぎょうせい、加除式）も、平成 16 年以降に採録されている裁決例は建築審査会に係る数
例のみである。
そのため、本調査研究においては、国の各省庁及び都道府県の法務・総務関連部局と、
行政上の不服申立て事例を多数手がけている藤岡毅弁護士（藤岡毅弁護士事務所・東京弁
護士会）、長岡健太郎弁護士（パークアベニュー法律事務所・和歌山弁護士会）に、裁決書
の写しの提供をお願いした。その際、本調査研究が対象とする争点についての絞り込みと、
個人情報保護の観点からのマスキング等、多大なるご尽力をいただいた。
任意での提供をいただいているため、本報告書の事例集部分には、被告及び裁決日は記
載していない。本来、
「事例集」である以上、裁決を特定するために必須の情報ではあるが、
調査方法故の限界があることをご理解いただきたい。
３. 調査結果
（１）収集結果
裁判例については、187 件が集まった。そのうち、上記の参考文献で複数回取り上げられ
た 56 例を事例集に収録するものとし、残りの 131 例については、解説中で取り上げる参考
裁判例とした。
裁決例等については、107 件の提供をいただいた。そのうち、20 例を事例集に収録する
こととし、
残りの 87 例については、
類似事案の解説において概要のみ紹介することとした。
なお、裁決例等の解説のため、裁決例等において引用されている裁判例 2 例も取り上げる
こととした。
なお、収集過程において、提供できない旨のご回答もいただいた。その理由として、「行
政不服審査に関する事務を集中的かつ専門的に処理する組織体制を採用しておらず、各事
案を所管する組織において個別に事務を処理しており、また、現在のところ、各事案につ
いて全庁的に事例の集積を行っていない」という旨の回答を複数の都道府県からいただい
ている。
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（２）報告書の構成
本報告書は、調査の趣旨及び調査方法につき述べた第 1 章、論点毎の事例解説である第 2
章、収集した裁判例の要旨集である第 3 章、裁決例等の要旨集である第 4 章と、検索の便
宜のための裁判例インデックスである第 5 章からなる。
第 2 章以下では、事例として収録することとした 56 例の裁判例と 20 例の裁決例等を中
心に、処分性、理由提示、不服申立適格・原告適格、不服申立期間・出訴期間、義務付け、
差止めの順に、解説と要旨集（
【事案の概要】と【判決（裁決・決定）要旨】
）を掲載した。
それぞれの論点については、主に個別実体法が類似しているものをまとめる観点から、中
見出し、小見出しを付している。
第 3 章の裁判例要旨集に掲載した裁判例には【判例 1】～【判例 56】
（決定についても「判
例」としている点留意されたい）
、解説中で触れるに留めた参考裁判例には、
【判例 R1】～
【判例 R131】の番号を付した。
第 4 章の裁決例等要旨集には【裁決 1】～【裁決 20】
（異議申立てに対する決定について
も「裁決」としている点留意されたい）の番号を付した。さらに、裁決例等において引用
されている裁判例は、
【被引用裁判例 1】～【被引用裁判例 2】として、それぞれ引用した
裁決例等の直後に掲載している。
第 5 章の裁判例・裁決例等インデックスは、掲載した裁判例、参考裁判例、被引用裁判
例を、掲載順（論点毎）に並べたリストである。基本情報の他に、評釈情報を付したので
参考にしていただきたい。なお、本報告書で取り上げた多くの裁判例は最高裁判所ウェブ
サイト（http://www.courts.go.jp/）の裁判例検索からアクセスすることが可能である。第 3
章の記載はあくまで抜粋であるため、原文をぜひご参照いただきたい。
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第２章 事例解説
１．処分性
処分性とは、ある行為が、行訴法 3 条 2 項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に
当たる行為」に該当することをいう。行政上の法形式・行為形式の一つである行政行為が、
処分性を認められる行為の典型である4とされている。
行訴法において、処分性の定義規定は存在しないが、処分性に関するリーディングケー
スである最判昭和 39 年 10 月 29 日（民集 18 巻 8 号 1809 頁）は、取消訴訟の対象となる
行政庁の処分とは、
「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によ
って、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められてい
るものをいう」と判示している。以下、昭和 39 年最判の定式として触れる。
近時、最高裁は、処分性に関する判決を相次いで下している。以下では、大まかな類型
ごとに事例を紹介する。
（１）裁判例
ア

民法上の法律行為

【判例 1】最判平成 23 年 6 月 14 日（裁時 1533 号 24 頁、裁判所ウェブサイト）では、
市営老人福祉施設の民営移管選考における提案書不決定通知が問題になった。通常、双方
の合意に基づいて法的効果が生じる契約の締結は、民法の行為形式によることから、処分
性が否定されている5。本件では、老人福祉施設の民間委託が問題になり、運営を引き継ぐ
事業者の選考公募の応募者に対する不決定通知が争われたところ、これが民法上の契約と
しての性質を有するのかが争いになった。最高裁は、「本件募集は、法令の定めに基づいて
されたものではなく、上告人が本件民間移管に適する事業者を契約の相手方として選考す
るための手法として行ったものである。」「市長がした本件通知は、上告人が、契約の相手
方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに行った事業者の募集
に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知
するものにすぎず、公権力の行使に当たる行為としての性質を有するものではないと解す
るのが相当である。したがって、本件通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たら
ない」と判断した。

4
5

塩野宏『行政法Ⅱ[第五版補訂版]』有斐閣（2013）100 頁。
塩野宏『行政法Ⅱ[第五版補訂版]』有斐閣（2013）104 頁。
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イ

要綱に基づく給付

【判例 2】最判平成 15 年 9 月 4 日（判時 1841 号 89 頁、裁判所ウェブサイト）では、労
災就学援護費支給決定の処分性が肯定された。本件では、就学援護費支給の法的根拠自体
は労働者災害補償保険法（以下、
「法」という。）で定められていたが、支給の対象・額・
手続は「労災就学援護費の支給について」と題する労働省労働基準局長通達とその別添「労
災就学等援護費支給要綱」で定められていた。このため、昭和 39 年最判の定式でいうとこ
ろの「法律上認められているもの」にあたらないのではないかが問題となった。最高裁は、
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被
った場合に、政府が、法第 3 章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福
祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学
援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、
被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労
災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体
的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備している
ことの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な
労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。」と判示して、行政
庁の支給・不支給の判断に処分性を認めたものとして注目されている6。
ウ

通知・勧告

行政庁が一定の事項を相手方に通知するにとどまる場合や、相手方の自発的な履行を求
める行政指導をする場合には、それにより相手方の権利義務に直接変動をもたらさないこ
とになるので、昭和 39 年最判でいうところの「直接国民の権利義務を形成しまたはその範
囲を確定」するわけではなく、処分性が否定されることになる。しかし近年、通知や勧告
の処分性が問題になった最高裁判決が相次いで出されている。そこでは、通知・勧告の法
的効力がいかなるものかが具体的に示されている。
【判例 3】最判平成 16 年 4 月 26 日（民集 58 巻 4 号 989 頁、裁判所ウェブサイト）では、
食品衛生法輸入届に対する違反通知が問題となった。「輸入食品等監視指導業務基準」（厚
生省生活衛生局長通知）によれば、法 16 条所定の食品等の輸入届出に際し、検疫所長が法
に違反すると判断した食品等については、食品衛生法違反通知書により原則として積戻し
若しくは廃棄又は食用外への転用をするよう当該食品等を輸入しようとする者を指導する
こととされている。そして、通関実務においては、検疫所長が食品等を輸入しようとする
者に対し食品衛生法違反通知書を交付した場合には、同人に対し食品等輸入届出済証を交
6

宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）162 頁。
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付せず、税関長に対し食品衛生法違反物件通知書を交付して、当該食品等について輸入許
可を与えないよう求め、これを受けて税関では、関税法基本通達に基づき上記の食品等輸
入届出済証等の添付がない輸入申告書は受理しない取扱いが行われていたために、争いに
なったものである。最高裁は、
「
（食品衛生）法 16 条は、厚生労働大臣が、輸入届出をした
者に対し、その認定判断の結果を告知し、これに応答すべきことを定めていると解するの
が相当」として、厚生労働大臣の応答義務を肯定した上で、
「食品衛生法違反通知書による
本件通知は、法 16 条に根拠を置くものであり、厚生労働大臣の委任を受けた被上告人が、
上告人に対し、本件食品について、法 6 条の規定に違反すると認定し、したがって輸入届
出の手続が完了したことを証する食品等輸入届出済証を交付しないと決定したことを通知
する趣旨のものということができる。そして、本件通知により、上告人は、本件食品につ
いて、関税法 70 条 2 項の「検査の完了又は条件の具備」を税関に証明し、その確認を受け
ることができなくなり、その結果、同条 3 項により輸入の許可も受けられなくなるのであ
り、上記関税法基本通達に基づく通関実務の下で、輸入申告書を提出しても受理されずに
返却されることとなる」と判断した。そして、「本件通知は、上記のような法的効力を有す
るものであって、取消訴訟の対象となると解するのが相当」として、処分性を肯定した。
【判例 4】最判平成 17 年 4 月 14 日（民集 59 巻 3 号 491 頁、裁判所ウェブサイト）では、
所有権保存登記を受けた者が登録免許税法 31 条 2 項により、登録免許税の過誤納金還付通
知をすべき旨の請求を拒否した拒否通知の処分性が争いになった。最高裁は、同項が登録
免許税の過誤納金の還付につき排他的な手続を定めているとはいえない（国税通則法 56 条
で争うことができる）として、それによる処分性は認めなかった。しかし、
「登録免許税法
31 条 2 項は、登記等を受けた者に対し、簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用
することができる地位を保障しているものと解するのが相当」として、「拒否通知は、登記
等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして、抗告
訴訟の対象となる行政処分に当たる」とした。
【判例 5】最判平成 17 年 7 月 15 日（民集 59 巻 6 号 1661 頁、裁判所ウェブサイト）で
は、医療法における病院開設中止勧告の処分性が問題になった。本件では、病院開設許可
自体はなされたものの、その許可処分に「中止勧告にもかかわらず病院を開設した場合に
は、厚生省通知（昭和 62 年 9 月 21 日付け保発第 69 号厚生省保険局長通知）において、保
険医療機関の指定の拒否をすることとされているので、念のため申し添える。」との通告が
添えられていたため、勧告自体を争うこととなった。最高裁は、
「上記の医療法及び健康保
険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと、医療法 30 条の 7 の規定に基づく病院開設
中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる
行政指導として定められているけれども、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場
合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けること
13

ができなくなるという結果をもたらすものということができる。
」としたうえで、保険医療
機関の指定を受けることが出来ない場合、我が国においては病院開設自体が困難になるこ
とを述べて、勧告の処分性を肯定した。
なお、
【判例 R1】最判平成 24 年 2 月 3 日（民集 66 巻 2 号 148 頁、裁判所ウェブサイト）
では、土壌汚染対策法 3 条 2 項（有害物質使用特定施設使用廃止等）の通知の処分性が肯
定された。
エ

内部的行為

通達は上級行政機関の下級行政機関に対する命令であるから、行政内部関係に過ぎず私
人に具体的な法効果を発生させるものではないので、通例、処分性は否定される（最判昭
和 43 年 12 月 24 日民集 22 巻 13 号 3147 頁（墓地埋葬に関する通達））
。しかし、下級審に
おいて、通達であってもその内容が国民の具体的な権利、義務ないしは法律上の利益に重
大な関わりを持つこと、外部にもその影響が及ぶこと、通達そのものを争わなければその
権利救済ができないような場合に、処分性を認めた裁判例が広く知られていた（東京地判
昭和 46 年 11 月 8 日行集 22 巻 11=12 号 1785 頁（計量法に関する通達））。
【判例 6】最判平成 24 年 2 月 9 日（民集 66 巻 2 号 183 頁、裁判所ウェブサイト）では、
都立学校国旗掲揚起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏職務命令が争われた事件において、職務命
令の前提となった都教育長通達の処分性も争われた。最高裁は、
「個々の教職員との関係で
は、本件通達を踏まえた校長の裁量により本件職務命令が発せられ、さらに、その違反に
対して都教委の裁量により懲戒処分がされた場合に、その時点で初めて教職員個人の身分
や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼす行政処分がされるに至るものというべきで
あって、本件通達は、行政組織の内部における上級行政機関である都教委から関係下級行
政機関である都立学校の各校長に対する示達ないし命令にとどまり、それ自体によって教
職員個人の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているも
のとはいえないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない」として、従来の解
釈通り、通達の処分性を否定した。
ただ、この判示箇所に続いて以下の通り、通達の処分性を否定しても権利救済の実効性
が害されていないかどうかについて判示している。
「本件職務命令の違反を理由に懲戒処分を受ける教職員としては、懲戒処分の取消訴訟
等において本件通達を踏まえた本件職務命令の適法性を争い得るほか、後述のように本件
に係る事情の下では事前救済の争訟方法においてもこれを争い得るのであり、本件通達及
び本件職務命令の行政処分性の有無について上記のように解することについて争訟方法の
観点から権利利益の救済の実効性に欠けるところがあるとはいえない。」
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オ

計画

行政計画は、国民に対し権利を制限したり義務を課したりする拘束的計画と、権利制限
や義務の効果を持たない非拘束的計画に大別されるところ、非拘束的計画については処分
性が否定される7。これに対し、拘束的計画については、かつて土地区画整理事業計画につ
き処分性を否定した最大判昭和 41 年 2 月 23 日（民集 20 巻 2 号 271 頁）が知られていた
（いわゆる「青写真判決」
）。その理由としては、事業計画自体では利害関係人の権利にど
のような影響を及ぼすかが必ずしも具体的に確定されていないこと（青写真論）
、権利制限
は計画決定及び公告の附随的効果にすぎないこと（附随的効果論）
、そして計画以後の除却
命令や換地処分等を争えば足り、計画決定時では紛争が成熟していないとしたこと（未成
熟論）があげられていた8。
土地区画整理事業の事業計画決定が争われた【判例 7】最大判平成 20 年 9 月 10 日（民
集 62 巻 8 号 2029 頁、裁判所ウェブサイト）では、青写真判決が変更され、土地区画整理
事業計画の処分性が肯定された。最高裁は、土地区画整理事業計画決定の公告がされると、
「当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響
が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能になる」ことを指摘した上
で、
「特段の事情のない限り、その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそ
のまま進められ、その後の手続として、施行地区内の宅地について換地処分が当然に行わ
れる」という関係を指摘した。そして、
「建築行為等の制限は、このような事業計画の決定
に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生ずることを防ぐために法
的強制力を伴って設けられているのであり、しかも、施行地区内の宅地所有者等は、換地
処分の公告がある日まで、その制限を継続的に課され続ける」ことを指摘した。これらか
ら、
「施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって、前記のような
規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるもの
ということができ、その意味で、その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきで
あり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはで
きない。
」として、事業計画決定による法的効果が具体的であることを認めた。
また、換地処分等の取消訴訟ができるのだから計画自体は争えなくてもよいとした青写
「換地
真判決の論理を、明示的に否定したことも重要視されている9。本判決では最高裁は、
処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は、当該換地処
分等を対象として取消訴訟を提起することができるが、換地処分等がされた段階では、実
7
8
9

宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）166-167 頁。
宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）167-168 頁。
行政訴訟実務研究会（編）
『行政訴訟の実務』
（第一法規、加除式）[中川丈久]174-175 頁。
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際上、既に工事等も進ちょくし、換地計画も具体的に定められるなどしており、その時点
で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には、事業全体に著しい
混乱をもたらすことになりかねない。それゆえ、換地処分等の取消訴訟において、宅地所
有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分等を取
り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決（行訴法 31 条 1 項）がされる可能性
が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起す
ることができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされる
とはいい難い。そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るた
めには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めること
に合理性があるというべきである。
」としている。
カ

条例

法律、法規命令や地方公共団体の条例、規則は、国民に対して法的拘束力を持つ。しか
し、一般的な規範の定立であって、処分性を有すると言うためには、
「直接国民の権利義務
を形成しまたはその範囲を確定すること」が必要であるために、通常は個別具体性に欠け
るために処分性が否定される10。逆に、条例であっても、実質的に見て個別具体性を持つも
のであれば、処分性が肯定される。
【判例 8】最判平成 18 年 7 月 14 日（民集 60 巻 6 号 2369 頁、裁判所ウェブサイト）で
は、旧高根町水道事業水道料金改定条例が問題になった。本件は、同町の住民基本台帳に
記載されていない給水契約者（いわゆる別荘契約者）とそれ以外の給水契約者の基本料金
が区別された改正条例について、別荘契約者が不当な差別に基づくものであるとして提訴
した事案である。供給規定の処分性が肯定されるか否かによって、この訴訟を条例の無効
確認の訴えとして理解すべきなのか、それとも民事訴訟として理解すべきなのかが審級毎
に判断が分かれた。最高裁は、
「抗告訴訟の対象となる行政処分とは、行政庁の処分その他
公権力の行使に当たる行為をいうものである。本件改正条例は、旧高根町が営む簡易水道
事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対しての
み適用されるものではなく、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行
う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の
対象となる行政処分には当たらない」として、処分性を肯定した控訴審判決を破棄し、訴
え却下判決をした。
【判例 9】最判平成 21 年 11 月 26 日（民集 63 巻 9 号 2124 頁、裁判所ウェブサイト）は、
横浜市が市立保育所の廃止を内容とする改正条例を制定したことから、民営化に反対する
10

宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）163 頁。
16

児童とその保護者が改正条例制定行為の取消訴訟を提起した事案である。最高裁は、
「本件
改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待
つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の
児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育
を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その
制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。
」とした。
特に注目されている点は、本件条例の処分性を否定して、当事者訴訟や民事訴訟で争う
こととした場合の不利益について触れていること11である。最高裁は、それらの訴訟では「訴
訟の当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村との間でのみ効力を生ずるにすぎ
ないから、これらを受けた市町村としては当該保育所を存続させるかどうかについての実
際の対応に困難を来すことにもなり、処分の取消判決や執行停止の決定に第三者効（行訴
法 32 条）が認められている取消訴訟において当該条例の制定行為の適法性を争い得るとす
ることには合理性がある。
」と述べて、抗告訴訟における第三者効が紛争の解決に資するこ
とを示したうえで、処分性を肯定した。
【判例 10】東京高判平成 15 年 1 月 30 日（判時 1814 号 44 頁）は、
「東京都における銀
行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」
（東京都外形標準課税条例）の無
効確認請求がなされた事案である。東京高裁は、
「本件条例の制定や施行自体に法律上の争
訟性や抗告訴訟の対象となる行政処分性が認められるためには、本件条例の制定なり施行
によって一審原告らの「具体的な」権利義務や法的地位に対し、
「直接的な」影響を及ぼす
ことが必要であると解される」と最判平成 4 年 11 月 26 日（民集 46 巻 8 号 2658 頁）を引
用した上で、
「地方公共団体における条例の制定なり施行は、一般的な規範を定立すること
を目的とするものであって、条文の文言上その適用対象として規定されている個人や法人
の「具体的な」権利義務や法的地位に「直接的な」影響を及ぼすような内容を持つもので
はない。例外的に、そうした内容を持った条例があり得ることは否定できないが、甲 1 号
証により認められる本件条例の条文の文言や内容を精査してみても、本件条例は、各事業
年度の終了の日における資金の量が 5 兆円以上である銀行業等を行う法人を課税の対象と
して規定するにとどまるのであるから、本件条例の制定・施行が直ちに一審原告らの「具
体的な」権利義務や法的地位に「直接的な」影響を及ぼすものであるとは認められない。
」
と述べて、東京都外形標準課税条例の処分性を否定した。本件では原告は条例が大手都市
銀行をいわば狙い撃ちして制定されたものではないかを争ったが、その主張は排斥されて
いる。

11

宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）164-165 頁。
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キ

応答行為

【判例 11】最判平成 21 年 4 月 17 日（民集 63 巻 4 号 638 頁、裁判所ウェブサイト）で
は、住民票記載申出に対する不記載応答の処分性が職権により判断された。本件では、非
嫡出子との記載を空欄にした出生届が不受理となったため、出生届が受理されていない状
態での住民票記載申出が問題となっていた。最高裁は、
「上告人子につき住民票の記載をす
ることを求める上告人父の申出は、住民基本台帳法（以下「法」という。
）の規定による届
出があった場合に市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長にこれに対する応答義務が課さ
れている（住民基本台帳法施行令（以下「令」という。
）11 条参照）のとは異なり、申出に
対する応答義務が課されておらず、住民票の記載に係る職権の発動を促す法 14 条 2 項所定
の申出とみるほかないものである。したがって、本件応答は、法令に根拠のない事実上の
応答にすぎず、これにより上告人子又は上告人父の権利義務ないし法律上の地位に直接影
響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないと解される」
とした。つまり、法令に根拠のある応答であれば応答義務があり、不記載応答は拒否「処
分」となるところ、出生届が不受理になったまま届け出られていないという本件の事情に
おいては、住民票記載を職権でなすこと自体は妨げられないものの、その申出に応答する
義務がないと判断されたためである12。

12

この点については、
「
「公証行為」に、行政庁の裁量の余地を認許してよいものかどうか、
改めて慎重に検討されなければならない」という批判もある（諸坂佐利「住民票への記載」
『別冊ジュリスト 211 号〔行政判例百選 1 第 6 版〕
』132-133 頁）
。
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（２）裁決例等
行審法 2 条 1 項は、
「公権力の行使に当たる事実上の行為」で、その内容が継続的性質を
有するもの（事実行為）も「処分」に含むと規定するが、「処分」を正面から定義した規定
はない。そのため、
「処分」の意義・範囲については、学説判例に委ねられている。行審法
の「処分」には上記の通り明文で事実行為を含むが行訴法には事実行為についての明文が
ないこと、一部について行審法の適用除外（行審法 4 条 1 項のほか、個別法にて適用除外
や特別な手続が定められている場合がある）があるという規定上の異同13の他は、原則とし
て行訴法における処分性の意義・範囲と区別することなく議論されている14。
ア 不服申立制度の範囲
行政不服審査においては、裁判所とは異なり、審査庁は民事訴訟や当事者訴訟にあたる
ような紛争についての審査権を有しない。すなわち、処分性があるかどうかの判断がその
まま不服申立制度での解決が可能であるかの問題に繋がることになる。また、行審法は処
分に対する不服申立てと不作為についての不服申立て15を認めているところ、処分に対する
不服申立てについて、審査請求の場合の認容裁決の内容としては、全部又は一部の取消（行
審法 40 条 3 項）
、あるいは事実行為については当該事実行為の全部又は一部の撤廃命令（行
審法 40 条 4 項）
、上級行政庁である場合の変更（事実行為については変更を命令するか裁
決で宣言）
（行審法 40 条 5 項）のみを認めていることから、それに当てはまらない審査請
求は却下されることとなる。
異議申立てについても、全部又は一部の取消または変更（行審法 47 条 3 項）
、事実行為
については当該事実行為の全部又は一部の撤廃宣言または変更宣言（行審法 47 条 4 項）の
みが認められているため、それに当てはまらない異議申立ては却下される。
【裁決 1】は、高等学校教諭である X が、Y 県教育委員会から、A 全日制高校から B 通
信制高校への転任を命じられたことに対して行った審査請求に就いての事例である。X は、
転任命令の取消しを求めるほか、X に対する転任の決定が恣意的、意図的、差別的なもので
はなかったのかとの疑念から、転任が決定されるに至った経緯や他の教職員の異動がどの

13

参照、塩野宏『行政法Ⅱ[第五版補訂版]』（有斐閣、2013）19 頁、宇賀克也『行政法概
説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）41 頁。
14 大浜敬吉『行政裁判法 行政法講義Ⅱ』
（岩波書店、2011）346 頁は、「学説・判例の解
釈に委ねる趣旨であるが、基本的に抗告訴訟と問題を共通にしているので、行訴法 3 条 2
項の「処分」
（
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」
）と同様に解してよいであ
ろう」としている。
15 不作為についての不服申立て（行審法 7 条、49 条以下）については、後述する義務付け
との関係で問題になる。
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ような判断の下になされたのかなどの情報の開示を求めた。その際、
「不服申立制度の趣旨
は意に反する不利益な処分を受けたと思う職員が不服を申し立てることを保障する趣旨で
あり、その処分を取り消すことによる明確な法律上の利益が無くても、当該職員が利益を
得ると考えるならば、その不服申立ては適法・正当なものである」等主張した。
これに対し処分庁は、
「
『不利益な処分』とは、行政不服審査法による不服申立てが事後
的救済の制度であり、行政争訟手続の一部を構成するものであることを考慮すれば、ただ
単にその意に反するだけでは足らず、法律上の利益を侵害する処分と解するのが相当であ
り、その判断に当たっては、みだりに個人的事情を導入することなく、地方公務員として
の身分、地位を基準とすべき」として、法律上の不利益が生じているのかどうかを検討し
て、申立てを却下した。また、情報開示等を求めた部分は、審理の対象とはされていない。
このほかにも、河川の氾濫による水害についての損害賠償を求める審査請求や、換地計
画の「認可申請」の取消と情報開示を求める審査請求の事例があったが、いずれにおいて
も処分性を否定されて却下されている。前者については、本来は裁判所にて、国家賠償訴
訟として提訴されるべき事案であり、行政不服審査制度の枠組みを超えるものである。
イ

成熟性

【裁決 2】では、道路交通法違反による点数付加行為の処分性が争いになった。処分庁は、
【被引用裁判例 1】福岡高判平成 18 年 4 月 27 日（判タ 1223 号 141 頁）を引用して、運転
免許の取消又は効力停止処分と結びついて初めてその不利益性が顕在化するため、点数付
加処分それ自体には処分性はないとして、不服申立てを却下した。
【被引用裁判例 1】では、点数付加行為が具体的に引き起こす不利益として、道路運送法
上の個人タクシー事業認可における九州運輸局長の審査基準公示との関係が問題とされた。
しかし、点数付加行為が「国土交通大臣又はその委任を受けた地方運輸局長による個人タ
クシー事業の許可権限の行使を法的に拘束するという関係にはないことは明らか」である
として、事実上の不利益にすぎないと判断されている。
ウ

金銭賦課処分と通知

【裁決 3】では、土地区画整理に伴う換地処分が確定した後、清算金を徴収するための通
知がなされた事案である。請求人は、清算金見直しを求めて審査請求を行った。
審査庁は、清算金額の見直しを求める審査請求を「請求人が審査請求において求めるこ
とができるのは、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号。以下『審査法』という。)第 40
条第 3 項の規定により、処分の全部又は一部の取消しに限られます。よって、当審査庁に
対して、それら以外の事項について求めることはできない」として排斥したうえで、通知
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に対する審査請求とすると「本件通知は、確定した清算金額を任意に通知したものにすぎ
ません。したがって、本件通知は、それ自体何ら法律上の効果を発生させるものではなく、
審査法上の処分に該当するものということはできず、本件通知によって審査法上の不服申
立てをすることはできず、本件審査請求は、不適法」とした。
それに続いて、清算金の額についての不服であることを踏まえて、換地処分についての
審査請求として検討し、不服申立期間が経過しているものとして不適法却下している。
このように金銭賦課を内容とする処分がなされた後、その額の通知について審査請求が
なされることはしばしばあり、他にも、児童扶養手当資格喪失に伴う返納額確定通知や、
国民健康保険受給者一部負担金の差額返還についての返納通知が争われた事例があるが、
いずれも処分性を否定されて却下されている。
エ

生活保護

生活保護に関連する紛争のうち、保護の開始決定、廃止決定、変更決定が処分性を認め
られることは、昭和 39 年最判の定式から争いがない。問題は、それ以外の応答に処分性が
認められるか否かである。
【裁決 4】は、生活保護費変更決定処分と同時に、生活保護の支給方法の変更がなされた
ことを不服とした生活保護受給者 X が審査請求をした事案である。X は審査請求の理由と
して、生活保護費の支給方法が、口座振込から事務所払いに変更された理由に納得がいか
ないこと及び審査請求人は高齢者であることから生活保護費の支給方法を従前の口座振込
に戻してもらいたい旨を述べていた。審査庁は「処分庁が行った本件処分の内容は、介護
保険料加算の認定変更であると認められる」と認定したうえで、支給方法の変更それ自体
については、
「行政不服審査法の対象となる行政庁の処分は公権力の行使として行われる事
実行為を含む法律行為をいうが、生活保護費の支給方法の変更は、生活保護法上の権利や
利益を変更するものではないことから、行政処分に当たらず、審査請求の対象とはならな
い。
」として、処分性を否定して審査請求を却下した。
【裁決 5】は、身体障害者であり生活保護受給者である請求人 X が、
「自動車の保有及び
使用を認めてほしい旨の申請をしたが却下された」と主張して行った審査請求の事案であ
る。審査庁は、生活保護法 11 条において定められている保護の種類についてのみ同法 7 条
及び行政手続法 2 条 3 項にいう申請をなすことができると判断し、
「自動車の保有及び使用」
を認める申請は法律上認められておらず、みなし却下（生活保護法 24 条 1 項、4 項）にあ
たらないとした。すなわち、請求人 X がした申出は法律上の申請ではなく、それに対して
の応答たる処分もまた存在しないということである。
21

これに対して、生活保護法 27 条 1 項の指導・指示については、裁決例と参考裁判例にお
いてややニュアンスの異なる判断がなされている。前提となっている条文を確認すると、
生活保護法 27 条 1 項は「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他
保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
」と規定し、62 条 1 項は「被保
護者は、保護の実施機関が、
（･･･略･･･）又は第 27 条の規定により、被保護者に対し、必
要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
」としたうえで、3 項にお
いて「保護の実施機関は、被保護者が前 2 項の規定による義務に違反したときは、保護の
変更、停止又は廃止をすることができる。
」と規定して、27 条 1 項の指導・指示に反した場
合に、保護の変更、停止、廃止決定をなすことができることを規定している。ただし、生
活保護法施行規則 19 条 1 項は、
「法第 62 条第 3 項に規定する保護の実施機関の権限は、法
第 27 条第 1 項の規定により保護の実施機関が書面によって行った指導又は指示に、被保護
者が従わなかった場合でなければ行使してはならない。
」としているため、保護の実施機関
が実際に権限を行使できるのは、法 27 条 1 項の指導・指示が書面で行われたときのみに限
定されている。
【裁決 6】は生活保護受給者に対する口頭での指導・指示が争われた事案であり、審査庁
は、
「本件指導は、法第 27 条第 1 項の規定によるものであるが、前記認定事実(1)のとおり
口頭による指導又は指示にすぎないから、書面による場合(法第 62 条第 1 項、第 3 項生活
保護法施行規則(昭和 25 年厚生省令第 21 号)第 19 条)と異なり、直接、請求人の権利義務を
形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく、また、公権力
の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有す
るものでもない。
」として、処分性を否定した。
これに対して、
【裁決 7】では、文書による指示の処分性が争われた。X は、生活保護申
請時に車検切れになった車を保有している旨を相談したところ、処分庁の担当者は生活保
護開始決定後に廃棄費用を貯めて廃棄するよう促した。その後、保護開始決定と同時に、
車検切れ状態の自動車を売却・処分することを求める文書指示書が送付されてきたために、
「文書指示書交付処分」の取消す裁決を求めて審査請求を行った。このとき、X は、
【【被引
用裁判例 2】秋田地判平成 5 年 4 月 23 日（行集 44 巻 4=5 号 325 頁、判時 1459 号 48 頁）
を示して、指導指示書の交付は処分に当たると主張した。
【被引用裁判例 2】は、保護費を減額する保護変更処分と同時になされた、保有している
預貯金のうちの一部の使途を弔慰の用途に限定する指導指示（27 条）がなされたことから、
その無効確認を求めた事案である。秋田地裁は、
「
「法 62 条 1 項は、被保護者に対し、法 27
条 1 項に基づく指導指示に従うべき義務を課し、更に、被保護者の右義務違反に対しては
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保護実施機関が保護の変更、停止又は廃止という不利益処分を課する方法により右指導指
示の内容を強制的に実現する手段が予定されていること（法 62 条 3 項）からすれば、右指
導指示に従うべき義務は、被保護者が負う具体的な法的義務というべきであり、これを単
なる一般的努力義務と解することはできない。」として、一般論として法 27 条 1 項の指導
指示に処分性があることを認めた。これに対し、被告は、指導指示の義務違反の場合の不
利益処分は、具体的には、保護実施機関がその裁量により必要な各処分をすることにより
発生するから、指導指示を強制的に実現する手段としては間接的なものにとどまるとして、
指導指示自体は行政指導であると主張したが、秋田地裁はそれを退けて、処分性を認める
判断をしている。その理由は、27 条 1 項の指導指示と 62 条 3 項の関係は被告の言うとお
りではあるものの、
「不利益処分が右遵守義務違反を要件として課せられるものである以上、
指導指示の遵守義務が不利益処分により強制される法的義務であると解する妨げとなるも
のではない」ということ、そして、行政指導と解すべきという主張に対しては、
「本来、行
政指導とは行政庁がその所管にかかる行政事務につき一定の行政目的を達成するために行
う、非権力的方法としての勧告、警告等の事実的な行為を指称するものであるから、法二
七条に基づく指導指示のごとく、明文の法令の根拠に基づき、国民に一定の法的義務を課
する行為がこれに含まれないことは明らか」としている。
ただ、秋田地裁の解釈によっても 27 条に基づく指導指示すべてが処分性を有するもので
はなく、
「場合によっては、その内容が被保護者に対し一般的抽象的に生活上の努力義務を
課するにとどまることもあり得るし、その場合には、右指導指示に従うべき義務の性質が
抽象的な努力義務となることもあり得る。
」としている。
【裁決 7】においては、審査庁は、秋田地裁判決を援用した原告の主張を、当該判決の拘
束力（行訴法 33 条 1 項）は本事例には及ばないとして排斥した。そのうえで、生活保護に
係る事務が法定受託事務であることから、
「国がその責任と権限をもって保護基準や処理基
準等、制度の枠組みを決定し、地方自治体はその基準に従って事務を実施するもの」であ
るところ、指導指示については「生活保護問答集について」(平成 21 年 3 月 31 日付け厚生
労働省社会・援護局保護課長事務連絡)において、
「法第 27 条に規定する指導指示は、被保
護者に受忍義務を負わせるものであるが、それによって国民の権利・義務、その他法律上
の利益に直接影響を及ぼすものではないので不服申立ての対象となる行政庁の処分その他
公権力の行使に当たる行為であるとはいえず、文書でなされるか否かにかかわりなくこれ
に対して不服申立てを提起することはできない。不服申立ての対象となるのは、文書でな
された指導、指示に違反したことにより、保護の変更、停止文は廃止の処分がなされた場
合の当該保護の変更、停止又は廃止の処分である。
」とされていることから、処分性は否定
されると判断した。
生活保護法 27 条 1 項の指導・指示の処分性については議論がつきないところであり、行
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政法の体系書においても判定が困難な例として掲げられている16。
なお、生活保護受給者に対する文書による指導指示の内容としては、【裁決 6】と同様に
車検切れ自動車の売却を求める事例、就労を求める事例、生命保険の解約及び自動車運転
の禁止を求める事例があり、いずれの事例においても、審査庁により処分性が否定されて
審査請求が却下されている。
オ

情報公開

情報公開に関連して、不開示決定及び裁決自体を争うのではなく、審査庁の諮問を受け
て行われた審査会答申書の取消を求めた事例、情報公開開示決定等の期限の延長通知（情
報公開法 10 条 2 項）の取消を求めた事例、開示請求の写しの交付を一部しか行わないとい
う内容の応答の取消を求めた事例があるが、いずれにおいても審査庁により処分性が否定
されている。

宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法【第 3 版】
』(有斐閣、2011）151 頁。この問題につ
き詳細に論じた論文として、太田匡彦「生活保護法 27 条に関する一考察－『行政の行為の
行為形式特定』に関する一例として」小早川光郎・宇賀克也（編）
『行政法の発展と変革（塩
野宏先生古稀記念）
』下巻 595 頁以下がある。
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２．理由の提示
（１）裁判例
理由の提示義務については行政手続法において申請拒否処分につき 8 条、不利益処分に
つき 14 条において定められている。この意義についての判例法理は、行政手続法制定以前
から積み重ねられ、行政手続法制定後の判例に引き継がれている。そして、近年、最高裁
は不利益処分における理由の提示と処分基準の関係について行政手続法制定後はじめて判
断を示した（
【判例 18】一級建築士免許取消訴訟（最判平成 23 年 6 月 7 日（民集 65 巻 4
号 2081 頁、裁判所ウェブサイト）
）
。以下では、行政手続法制定以前から【判例 18】に至
るまでの判例の展開を紹介する。なお、行政手続法制定前は、
「理由付記（附記）」という
用語が使われることが多かった。しかし、行政手続法は理由の提示が口頭でなされる場合
があることを想定しており、現在は理由の「付記」ということばが適切ではないため、「理
由の提示」あるいは「理由提示」という表現が用いられている17。本報告書においては、判
例の引用部分は原文のままとし、それ以外の部分については「理由の提示」
「理由提示」で
統一する。
ア

行政手続法以前の判例

（ア）青色申告の更正処分
【判例 12】最判昭和 37 年 12 月 26 日（民集 16 巻 12 号 2557 頁、裁判所ウェブサイト）
と、
【判例 13】最判昭和 38 年 5 月 31 日（民集 17 巻 4 号 617 頁は、個別法において理由の
提示が義務付けられていた、青色申告の更正処分についての判例である。
【判例 12】は、理由提示の意義を、
「決定機関の判断を慎重ならしめるとともに、審査決
定が審査機関の恣意に流れることのないように、その公正を保障するためと解されるから、
その理由としては、請求人の不服の事由に対応してその結論に到達した過程を明かにしな
ければならない。
」とした。そして、
【判例 13】はそれに加えて、
「法が行政処分に理由を附
記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制す
るとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たもので
あるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消を免かれないものといわなければな
らない」とした。
【判例 13】は、理由提示の程度についても、
「どの程度の記載をなすべきかは処分の性質
と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきであるが、所
得税法（昭和三七年法律六七号による改正前のもの、以下同じ。
）四五条一項の規定は、申
17

宇賀克也『行政手続法の解説（第 6 次改訂版）』
（学陽書房、2013）96 頁。
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告にかかる所得の計算が法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その
帳簿の記載を無視して更正されることがない旨を納税者に保障したものであるから、同条
二項が附記すべきものとしている理由には、特に帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料
を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすることを必要とすると解するのが相当」として、
所得税法 45 条 1 項の理由提示の趣旨から、資料の適示と処分の具体的根拠を示すことを求
めた。
もっとも、
【判例 14】最判昭和 60 年 4 月 23 日（民集 39 巻 3 号 850 頁）では、帳簿書類
の記載自身を否認する場合ではない場合には、帳簿記載以上に信憑力のある書類を付すこ
とまでは要さないものの、その場合でも、更正の根拠を前記の更正処分庁の恣意抑制及び
不服申立ての便宜という理由提示制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示すること
を求めた18。
（イ）申請拒否処分への拡張
不利益処分である青色申告の更正処分から始まった理由提示の判例法理は、
【判例 15】最
判昭和 60 年 1 月 22 日（民集 39 巻 1 号 22 頁）において、申請拒否処分である旅券法一般
旅券発給拒否通知にも拡張した。
【判例 15】は、一般論として、
「一般に、法律が行政処分に理由を付記すべきものとして
いる場合に、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規
定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである」と述べて、
【判例 13】を引用した。そ
して、
「旅券法が右のように一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を付記すべきものとして
いるのは、一般旅券の発給を拒否すれば、憲法二二条二項で国民に保障された基本的人権
である外国旅行の自由を制限することになるため、拒否事由の有無についての外務大臣の
判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知
らせることによつて、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべき」と、理
由提示制度の趣旨を明らかにした。そして、旅券法の要求する理由提示の程度について、
「一
般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法
規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知し
うるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによつて当該
規定の適用の基礎となつた事実関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法の要
求する理由付記として十分でないといわなければならない。
」とした。
【判例 14】が帳簿記載以上に信憑力のある資料を適示することについて、記載の否認の
有無で場合分けをしているのは、最判昭和 54 年 4 月 19 日（民集 33 巻 3 号 379 頁）にお
いて、記載を否認している場合に信憑力ある資料の適示を求めていたからである。この判
決と【判例 14】との関係が不明瞭であることについては、深澤龍一郎「青色申告に対する
更正の理由附記」
『別冊ジュリスト 207 号 〔租税判例百選 第 5 版〕
』195 頁を参照された
い。
18
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【判例 16】最判平成 4 年 12 月 10 日（判時 1453 号 116 頁、裁判所ウェブサイト）は、
東京都公文書開示条例に基づく警視庁公文書非開示決定通知書の理由提示について、
【判例
13】を参照したうえで、理由提示の程度につき、
「文書の非開示決定通知書に付記すべき理
由としては、開示請求者において、本条例九条各号所定の非開示事由のどれに該当するの
かをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだ
けでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るよう
な場合は別として、本条例七条四項の要求する理由付記としては十分ではないといわなけ
ればならない。」と判示した。そして、
「単に『東京都公文書の開示等に関する条例第九条
第八号に該当』と付記されたにすぎない本件非開示決定の通知書は、本条例七条四項の定
める理由付記の要件を欠くものというほかはない」として、理由提示が条例 7 条 4 項の要
件を満たさないとして不開示決定を取り消した原審を維持した。
イ

行政手続法成立後
（ア）理由の提示義務

平成 5 年の行政手続法成立（平成 6 年 10 月 1 日施行）後にも、上記の判例法理は下級審
判例において引き継がれた。
【判例 R2】東京地判平成 10 年 2 月 27 日（判時 1660 号 44 頁、
判タ 1015 号 113 頁、裁判所ウェブサイト）では、馬主登録申請拒否処分と行政手続法 8 条
の理由提示義務について、明示的には引用していないが、
【判例 12】
・
【判例 13】と同様に、
「拒否事由の有無の判断についての行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を
抑制するとともに、拒否の理由を申請者に明らかにすることによって、透明性の向上を図
り、併せてその不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきである。右のような
理由提示義務の趣旨に鑑みれば、当該拒否処分が書面によりなされる場合に、当該書面に
より示さなければならない理由としては、いかなる根拠に基づきいかなる法規を適用して
当該申請が拒否されたのかということを、申請者においてその記載自体から了知し得るも
のでなければならず、単に、当該拒否処分の根拠規定を示すだけでは、それによって当該
規定の適用の基礎となった根拠をも当然知り得るような場合は格別、同条一項本文の理由
提示として、不十分というべきである。
」としている。
また、最高裁も、行政手続法が適用された事例ではないが、逗子市情報公開条例におけ
る非公開決定通知の理由提示が問題になった【判例 17】最判平成 11 年 11 月 19 日（民集
53 巻 8 号 1862 頁、裁判所ウェブサイト）において、理由提示の意義について、
「非公開の
理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してそのし意を抑制すると
ともに、非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与
えることを目的としていると解すべきである」として、従来の判例法理を引き継いでいる。
ただし、本件で問題になったのは、非公開決定処分の取消訴訟において別の拒否事由を主
27

張できるかどうか、と言う点であった。その点について最高裁は、「理由通知の定めが、右
の趣旨を超えて、一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を
非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解
すべき根拠はないとみるのが相当」として、理由の差替えを認めなかった原審判決を破棄
差戻している。
（イ）処分基準と理由の提示
理由提示の程度について、ここまでの判例法理においては、処分の根拠となった法律や
施行規則などの「法規」の適用関係を明らかにすることが求められていた。しかし、一級
建築士の免許取消処分の理由提示の程度が問題になった【判例 18】最判平成 23 年 6 月 7
日（民集 65 巻 4 号 2081 頁、裁判所ウェブサイト）においては、最高裁は、法規ではない
「処分基準」の適用関係まで明らかにすることを求めた。当時、建築士に対する懲戒処分
には意見公募手続を経た処分基準が定められており、その内容は懲戒事由の類型毎に処分
のランクを定めるなど、詳細なものであった。しかし、本件免許取消処分の理由提示は、
「あ
なたは、
【7 件の住所】を敷地とする建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基
準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出さ
せた。また、
【5 件の住所】を敷地とする建築物の設計者として、構造計算書に偽装が見ら
れる不適切な設計を行った。このことは、建築士法第 10 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に該当
し、一級建築士に対し社会が期待している品位及び信用を著しく傷つけるものである。」と
いうものであり、処分基準については記載がなかったために、理由提示の程度が問題にな
った。
最高裁は、
「行政手続法 14 条 1 項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名
宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を
制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣
意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨
に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、
上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る
処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因と
なる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
」とこれまでの判例法理に
おいて積み重ねられた理由提示の一般論を述べたうえで、建築士法 10 条 1 項 2 号又は 3 号
の建築士に対する懲戒処分については、手厚い手続を経た上で多様な事例に対応すべく複
雑な処分基準が定められていることを指摘した。
そして、
「建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分
の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件処分基準の適用関係が示されなけれ
ば、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係
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る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって
当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。
」として、
本件の理由提示では、
「本件処分基準の適用関係が全く示されておらず、その複雑な基準の
下では、上告人Ｘ1 において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係
る理由は相応に知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用に
よって免許取消処分が選択されたのかを知ることはできない」として、取消を免れないも
のであるとした。
【判例 18】は、不利益処分の理由提示（行政手続法 14 条）と処分基準の関係について、
重要な先例的価値を有する。
この判旨自体は建築士法 10 条 1 項の処分に限定されておらず、
行政手続法 14 条の適用がある不利益処分で、その処分基準が一般に公にされているもの一
般に及びうるものであることから、行政実務において多大な影響を与えるものであると考
えられる19。
そのうえで、申請拒否処分についての理由提示（行政手続法 8 条）と審査基準との関係
にも適用されるか否かが問題となる。最高裁の考えは必ずしも明らかではないが、従来の
判例法理が申請拒否処分をも対象として形成されてきたものであること、そして審査基準
と処分基準の役割の共通性を鑑みて、審査基準が設定、公表されている場合には、原則と
して申請拒否処分と審査基準の関係にも適用されうるとする解説が複数存在する20。
不利益処分の理由提示と処分基準の関係について、
【判例 18】を引用する下級審判例が既
に現れている。一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分の理由提示の適法性が争われた
【判例 19】大阪地判平成 24 年 6 月 28 日（裁判所ウェブサイト）は、道路運送法 40 条に
基づく一般貸切旅客自動車運送事業許可の取消処分について、二つの審査基準があったに
もかかわらず、「原告が一般貸切旅客自動車運送事業をＢ（以下「Ｂ」という。）にその名
において経営させており、かつ、その態様が反復・計画的なものと認められること」とい
う理由提示しかなかったために問題となった。大阪地裁は、二つの審査基準の適用関係が
不明確であることを指摘した上で、いずれを適用するかによって認められる要件が異なる
こと、許可取消処分が重大な不利益処分であることを踏まえ、「近畿運輸局長が一般貸切旅
客自動車運送事業者に対して、法 33 条違反を理由に許可取消処分を行うに際しては、処分
の原因となる事実関係についてどのような根拠法条や処分基準（処分基準公示ないし個別
基準公示の該当箇所）を適用したかを、処分の名宛人において、本件通知書の記載自体か
19

古田孝夫（最高裁判所調査官）
「時の判例 民事 公にされている処分基準の適用関係を
示さずにされた建築士法（平成 18 年法律第 92 号による改正前のもの）10 条 1 項 2 号及
び 3 号に基づく一級建築士免許取消処分が、行政手続法 14 条 1 項本文の定める理由提示
の要件を欠き、違法であるとされた事例」ジュリスト 1436 号（2012.1）97 頁。
20 北島周作「判例クローズアップ
理由提示の程度と処分基準」法教 373 号（2011.10）
49（57）頁、藤原靜雄「理由付記判例にみる行政手続法制の理論と実務」論究ジュリスト 3
号（2012）67（73）頁。
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ら了知し得る程度に記載しなければならないとともに、法 33 条違反の事実がどの営業所に
おいて現実に行われたものであるかについて具体的に記載して明らかにしなければ、処分
の名宛人においてどのような処分基準の適用によって許可取消処分が選択されたのかを知
ることができないものというべきである。」として、本件通知書の記載では行政手続法 14
条 1 項本文の理由提示として十分ではないとした。
なお、類似の下級審判例（ただし、
【判例 18】以前のもの）として、
【判例 R3】大阪地判
平成 19 年 2 月 13 日（判タ 1253 号 122 頁、裁判所ウェブサイト）がある。ここでは、輸
送施設使用停止命令処分の処分基準と理由付記について判断されており、処分理由を相手
方が知っていたとしても理由提示義務は緩和されないとして、根拠条文しか示さない理由
提示を違法として停止命令処分を取り消した。

30

（２）裁決例等（手続の不当性含む）
裁決例等においては、理由提示の違法により原処分が取り消されるものの他、理由提
示等の違法が主張された事例で、処分の違法性は認められないものの手続が不当であった
ことをもって原処分を取り消した裁決があるため、併せて紹介する。
ア

理由の提示
（ア）生活保護申請却下処分

【裁決 8】は、生活保護申請却下決定の通知書において「稼働能力の不活用による。」と
の理由のみが提示されており、処分の根拠法規が不明であった事案である。審査庁は、
【判
例 13】最判昭和 38 年 5 月 31 日（民集 17 巻 4 号 617 頁）、
【判例 15】最判昭和 60 年 1 月
22 日（民集 39 巻 1 号 22 頁）を参照して、生活保護法 24 条 2 項の理由提示の趣旨を、
「①
申請書に記載されている主張、期待と決定の内容とが相違する場合であっても、当該保護
が法令の定めるところにより最も妥当、適正に決定されたものであることを申請者に十分
理解させるため、②本法における保護の趣旨がどこにあるかを、その決定を通じて申請者
に理解させ、いたずらに申請者を疑心暗鬼に駆り立てることなく、申請者と保護の実施機
関との間において意思の疎通を図らせるため、③もし申請者が不服の申立てをする場合に
は、それが単純、容易に行われるようにするため等である。」と理解して、
「かかる同項の
規定の趣旨に照らすと、保護開始の申請に対する却下処分の通知書に附記すべき理由とし
ては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して保護開始の申請に対する却下処
分がなされたかを、申請者においてその記載自体から了知し得るものでなければならず、
この理由の記載を欠く却下処分は取消しを免れない」とした。そして、本件通知書の理由
提示は生活保護法 24 条 2 項に反して違法なものであるとして原処分を取り消した。
これに対し、
【裁決 9】は、生活実態調査を行った上で「請求人及び母は同一世帯に属し
ており請求人のみの生活保護は適用できない」という理由を付記して行われた却下処分の
理由提示が争われた事件である。本件の特殊事情として、請求人 X は当初、母と同一世帯
であることを前提とする生活保護申請をしており、母の生命保険解約返戻金があるために
申請を取り下げ、改めて単独世帯として申請してきたという事情がある。審査庁は、これ
らの事情を踏まえて、「請求人らは、「母との同一世帯との認定がどのようにされ、どのよ
うな生活実態があり、いかなる理由で生活保護を適用することが適当でないのかを了知し
うる明記のない本件処分は、取消を免れない。
」と主張しているが、上述の事情を鑑みれば、
行政手続法の趣旨を逸脱した違法なものとまでは判断しがたい。
」と判断した。
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（イ）精神障害者保健福祉手帳交付申請却下処分
【裁決 10】は、精神障害者保健福祉手帳交付申請却下処分において、
「もう暫く治療の進
展をみて手帳の再申請をしてください。
」旨の処分の理由が付記されていたところ、異議申
立人が不承認処分には不承認理由が記述されていないとして処分庁に対し再審査を求める
異議申立てをした事案である。本件では、
「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」(厚生省
保健医療局長通知)において、申請書に添付する診断書は、精神保健指定医その他精神障害
の診断又は治療に従事する医師による、精神障害に係る初診日から 6 ヶ月を経過した日以
後におけるものに限られていたことから、処分庁は、
「初診日から 6 ヶ月を経過していない
時点で作成されたもので、それに記載された情報では、法第 45 条第 2 項の規定により手帳
が交付される精神障害の状態にあると判定することができないことから、現在の主治医の
もとでの治療を継続した上で再申請をするよう求め、付記されたものである」として異議
申立てを棄却した。
（ウ）介護給付費支給決定処分と審査基準の明確性
【裁決 11】では、言語障害が軽く審査基準の「著明な言語障害」がないという理由で認
定がなされて介護給付の支給量が定められた介護給付費支給決定について、請求人 X は、
明確な医学的根拠もなく、何を基準としているのかがわからないこと、同じ区内で同等程
度の人が 1 日 24 時間の支給決定を受けているのに、請求人が 1 日 24 時間の支給決定にな
らなかったことが理解できない等の不服があるとして、審査請求をした。審査庁は、審査
基準のいう「著明な言語障害」の判断基準が明確に示されていないこと等を指摘した上で、
そもそも審査基準のうち「著明な不随意運動・言語障害を伴う者」という項目の解釈が、
「著
明な不随意運動かつ言語障害」であるのか、
「著明な不随意運動または言語障害」であるの
かがわからず、十分な説明もないことから、基準の適用が公平かつ適正に行われている者
であるかどうか疑問があるとして、原処分を取り消した。
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イ

手続の不当性

【裁決 12】及び【裁決 13】では、理由付記の違法が主張された事案において、決定に至
るまでの手続において違法とはいえないまでも不当な点があったとして、原処分が取り消
されている。
【裁決 12】は、介護給付費支給決定のうち、外出に係る介護サービスについて、請求人
が特定非営利活動法人の理事長として活動していることを処分庁が「営業活動等の経済活
動にあたる」と判断して介護給付の対象外としたことによって、請求人が望む支給量を得
られていないために審査請求がなされた。審査庁は、「処分庁は、本件については「請求人
が区別を示していない」ため「社会通念上の概念から」介護給付費の対象となる社会参加
活動と、その対象とならない営業活動等の経済活動の区別を判断したとしており、その区
別を行った具体的・合理的な理由、範囲等は示されていない。
」として、理由付記の不備を
指摘した上で、双方に意思疎通が不足していた状況があるとした。そして、処分庁から提
出された支給決定を行った内容に係る積算根拠には、合理性が認められないとして、不当
であると判断し、原処分を一部取り消した。
【裁決 13】は、病気により中途視覚障害を発症したため、地方公務員法(地公法)28 条第
1 項第 2 号「心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合」に該
当するとして分限免職処分を受けた市役所職員が、処分を取り消す審査請求を求めた事案
である。審査庁は、分限免職処分の違法性については、裁量権行使に違法はないとして否
定した。しかし、本件では、医師から「平成 23 年 2 月下旬まで職場復帰の準備のための期
間が必要」との診断書が出ていたにもかかわらず、審査委員会は市役所業務が可能である
か否かの検証を平成 23 年 1 月 27 日からの 5 日間に行ったという事情があった。
そのため、
審査庁は、
「処分者としては、少なくとも平成 23 年 2 月中旬ころまでは市役所内における
職場訓練をさせた上で検証作業を行うべきであったと考えられる。したがって、そのよう
な十分な準備期間を設けずになされた検証の結果を設けずに判断された本件分限免職処分
は、不当な処分と評価せざるを得ず、これに反する原処分庁の主張には理由がない。
」とし
て、分限免職処分の不当性を認めて取り消した。
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３．不服申立適格・原告適格
（１）裁判例
ア

不服申立適格

行審法には不服申立適格についての規定がない。最高裁は、
【判例 20】主婦連ジュース事
件（最判昭和 53 年 3 月 14 日（民集 32 巻 2 号 211 頁）
）において、不当景品類及び不当表
示防止法（以下「景表法」という。
）における不服申立適格について判断し、
【判例 21】最
判昭和 56 年 5 月 14 日（民集 35 巻 4 号 717 頁）において、地方自治法上の不服申立てで
ある地方公共団体議会議員失職決定の不服申立適格について判断しており、これらが行政
上の不服申立て全般についてのリーディングケースとなっている21。
【判例 20】主婦連ジュース事件では、全国各地の消費者団体及び個人を会員とし、ひろ
く消費者の利益の擁護等を主たる目的とする法人格はないが代表者の定めのある社団であ
る主婦連合会が、公正取引規約の認定に対する不服申立適格を有するかが問題となった。
最高裁は、景表法 10 条 6 項の不服申立ても行政上の不服申立ての一種に他ならないのであ
るから、
「一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、当該処分について不服申立
をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護
された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきであ
る。」としたうえで、「右にいう法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の
個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障
されている利益であつて、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行
政権の行使に制約を課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは
区別されるべきものである。
」と判示した。
【判例 21】地方公共団体議会議員失職決定の不服申立適格については、最高裁は、地方
自治法 127 条 4 項が、
127 条 1 項に基づき議会のした決定につき不服があるものについて、
118 条 5 項の規定を準用する形で不服申立てを定めていることを踏まえた上で、そのことか
ら直ちに「法はこの両者の不服申立を完全に同一視し、後者の争訟に適用される法規及び
法理のすべてを前者にも適用すべきことを定めたものと解することは相当でない」と判示
した。その趣旨は、118 条 5 項自体は議会の行う選挙における投票の効力に対する異議であ
って一般の選挙訴訟と同様に民衆訴訟の性格を有するものであるのに対し、127 条 1 項の決
定は、特定の議員についての失職が争われていることから、
「積極的な判定がされた場合に
は当該議員につき議員の職の喪失という法律上の不利益を生ぜしめる点において一般に個
21

参照、塩野宏『行政法Ⅱ[第五版補訂版]』(有斐閣、2013)19-20 頁。
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人の権利を制限し又はこれに義務を課する行政処分と同視せられるべきものであつて、議
会の選挙における投票の効力に関する決定とは著しくその性格を異にして」いることにあ
る。このように区別した上で、127 条 4 項の不服申立については、失職する議員のみに不服
申立の権利があると判断した。
この 2 件については、
「取消訴訟における原告適格において最高裁判所のとる論理そのま
まであって、不服申立てに対する特別の配慮」はなく、このような判例の動向から、
「原告
適格についての考慮事項の法定（平成 16 年の行政事件訴訟法改正による･･･）は、不服申
立て適格の判断についても影響を及ぼしてしかるべきものである」との指摘22がある。
また、
【判例 22】最判平成 18 年 1 月 19 日（民集 60 巻 1 号 65 頁、裁判所ウェブサイト）
は、第二次納税義務者の不服申立適格及び不服申立期間の起算日について判断した判決で
ある。第二次納税義務者制度とは、滞納者である本来の納税義務者が、その国税の法定納
期限の 1 年前の日以後にその財産について第三者に利益を与える処分を行ったために、本
来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる
ときに、利益を受けた当該第三者に対して、利益が現に存する限度において、本来の納税
義務者の滞納に係る国税の第二次納税義務を課している制度である。この制度において、
第二次納税義務者は主たる課税につき不服申立ての利益を有するか、有するとすればいつ
から起算されるかが問題となった。
最高裁は、
「主たる納税義務が主たる課税処分によって確定されるときには、第二次納税
義務の基本的内容は主たる課税処分において定められる」ことから、第二次納税義務の範
囲は主たる課税処分の範囲によって変動し、直接具体的な不利益を被るおそれがあること
を認定し、
「第二次納税義務者は、主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上保護さ
れた利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこれを回
復すべき法律上の利益を有するというべき」として、主たる課税処分に対する不服申立て
の不服申立適格を認めた。そして、
「第二次納税義務者となる者に主たる課税処分に対する
不服申立ての適格を肯定し得るのは、納付告知を受けて第二次納税義務者であることが確
定したか、又は少なくとも第二次納税義務者として納付告知を受けることが確実となった
と客観的に認識し得る時点からであると解される」として、不服申立期間の起算日は第二
次納税義務者自身が納付告知を受けた日の翌日であるとした。
イ

原告適格

行訴法平成 16 年改正において、取消訴訟の原告適格につき 9 条 2 項が新設された。これ
により、第三者（処分又は裁決の相手方以外の者）について原告適格の有無を判断するに
当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、①「当
22

塩野宏『行政法Ⅱ[第五版補訂版]』(有斐閣、2013)20 頁。
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該法令の趣旨及び目的」並びに②「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」
を考慮するものとされた。そして、①を考慮するに当たっては、③「当該法令と目的を共
通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的」をも参酌し、②を考慮するに当たって
は、④「当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることと
なる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度」をも勘案するものとされた。
以下では、改正後に最高裁において原告適格につき判断された事例を解説し、類似の下
級審判決については、参考裁判例（
【判例 R～】と付番してある）として紹介する。類似の
事案を探す際には、巻末のインデックスを参照されたい。
（ア）都市計画
小田急高架化事件最高裁判決として通称されることが多い【判例 23】最大判平成 17 年
12 月 7 日（民集 59 巻 10 号 2645 頁、裁判所ウェブサイト）は、都市計画事業認可につい
て、付近住民の原告適格につき判断した大法廷判決である23。従来原告適格が認められてい
なかった付近住民について、行訴法 9 条 2 項を明示的に引用し、都市計画法と公害防止計
画が関連していることを指摘し、公害防止計画の根拠となる法令である公害対策基本法と、
東京都環境影響評価条例に言及したうえで、
「（都市計画）法は、これらの規定を通じて、
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関す
る事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を
直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益
を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当であ
る」と判断した。
都市計画事業認可や開発許可については、著名な下級審裁判例として、
【判例 R4】～【判
例 R18】があるので、参照されたい。
（イ）公営競技
【判例 24】最判平成 21 年 10 月 15 日（民集 63 巻 8 号 1711 頁、裁判所ウェブサイト）
は、場外車券発売施設設置許可処分について取消訴訟の原告適格が争点になった事件であ
る（施設の名前をとって、
「サテライト大阪判決」と通称されることがある）
。原告には施
設設置予定地から 1000ｍ以内に居住する住民と、約 120ｍ、約 180ｍ、約 200ｍ及び約 800
ｍ離れた場所に、いずれも病院又は診療所を開設する医師らがいたところ、最高裁は結論
としては、施設から 200m 以内で医療施設等を開設する 3 名以外の原告適格を否定し、3
名については差戻審での審理に委ねた。判決理由で最高裁は、「場外施設が設置、運営され
23

最判平成 11 年 11 月 25 日（判時 1698 号 66 頁）を変更した。
36

た場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は、交通、風紀、教育など広い意味での生活
環境の悪化であって、その設置、運営により、直ちに周辺住民等の生命、身体の安全や健
康が脅かされたり、その財産に著しい被害が生じたりすることまでは想定し難いところで
ある。そして、このような生活環境に関する利益は、基本的には公益に属する利益という
べきであって、法令に手掛りとなることが明らかな規定がないにもかかわらず、当然に、
法が周辺住民等において上記のような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益と
しても保護する趣旨を含むと解するのは困難といわざるを得ない。
」と述べた。そして、自
転車競技法及び同法施行規則において定められている位置基準や周辺環境調和基準からは
単に施設周辺に居住する者や医療施設を利用する者の個別的利益を保護する趣旨は読み取
れないとした。
公営競技の施設設置についての著名な下級審裁判例として、【判例 R19】～【判例 R24】
があるので、参照されたい。
（ウ）病院開設
【判例 25】最判平成 19 年 10 月 19 日（集民 226 号 141 頁、判時 1993 号 3 頁、裁判所
ウェブサイト）では、医療法 7 条に基づく病院開設許可の取消訴訟について、既存の医療
施設の医療法人らが原告適格を有するかが争いとなった。最高裁は、
「（医療）法は、都道
府県その他の 7 条の 2 第 1 項各号所定の者が申請した場合を除き、病院の開設許可につい
ては、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が 21 条及び 23 条の規定に基づ
く厚生労働省令の定める要件に適合するときは許可を与えなければならないこと
（7 条 4 項）
、
営利を目的として病院を開設しようとする者に対しては許可を与えないことができること
（同条 5 項）を定めており、許可の要件を定めるこれらの規定は、病院開設の許否の判断
に当たり、当該病院の開設地の付近で医療施設を開設している者等（以下「他施設開設者」
という。
）の利益を考慮することを予定していないことが明らか」として、他施設開設者の
利益は保護されていないと判断した。また、医療法 30 条の 4、30 条の 7 における医療計画
に係る主張についても、
「病院開設の許可の申請が医療計画に定められた「基準病床数に関
する事項」に適合しない場合又は更に当該申請をした者が上記の勧告に従わない場合にも、
そのことを理由に当該申請に対し不許可処分をすることはできない」と解されること、そ
して、医療計画を定めることとした目的、そして法の目的を定める 1 条、医師等の責務を
定める 1 条の 4 の規定からも、
「病院開設の許可に関する法の規定が他施設開設者の利益を
保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることはできず、そのほか、上告人らが本
件開設許可の取消しを求める法律上の利益を有すると解すべき根拠は見いだせない」とし
て、原告適格を否定した。
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（エ）道交法の優良運転者
処分の名宛人以外の第三者だけではなく、名宛人ではあるが従来は取消訴訟で争うこと
ができる利益であるとは必ずしも思われていなかった利益についても、原告適格を認める
最高裁判例が登場した。
【判例 26】最判平成 21 年 2 月 27 日（民集 63 巻 2 号 27 頁、裁判
所ウェブサイト）は、道路交通法（道交法）の優良運転者制度についても、優良運転者た
る法的地位を、運転免許更新処分の取消訴訟で争うことができると判示した。運転免許更
新申請については、有効な運転免許の交付さえあれば、免許証の有効期間を更新すること
により、免許の効力を時間的に延長し、適法に自動車等の運転をすることのできる地位を
その名あて人に継続して保有させる効果が生じるため、優良運転者との記載がなされるか
否かだけを争うことが「法律上の利益」
（行訴法 9 条 1 項）といえるのかが問題となった。
最高裁は、
「免許証の更新を受けようとする者が優良運転者であるか一般運転者であるかに
よって、他の公安委員会を経由した更新申請書の提出の可否並びに更新時講習の講習事項
等及び手数料の額が異なるものとされているが、それらは、いずれも、免許証の更新処分
がされるまでの手続上の要件のみにかかわる事項であって、同更新処分がその名あて人に
もたらした法律上の地位に対する不利益な影響とは解し得ないから、これ自体が同更新処
分の取消しを求める利益の根拠となるものではない。原判決中上記を理由として本件更新
処分取消しの訴えが適法であるというかのような部分は、相当でない」として、原審が処
分性の根拠とした手続的な観点は否定した。しかし、道路交通法及び同法施行規則が、優
良運転者制度によって「優良運転者の実績を賞揚し、優良な運転へと免許証保有者を誘導
して交通事故の防止を図る目的で、優良運転者であることを免許証に記載して公に明らか
にすることとするとともに、優良運転者に対し更新手続上の優遇措置を講じている」こと、
そして制度の沿革をも考慮して、
「同法は、客観的に優良運転者の要件を満たす者に対して
は優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して更新処分を行うということを、単な
る事実上の措置にとどめず、その者の法律上の地位として保障するとの立法政策を、交通
事故の防止を図るという制度の目的を全うするため、特に採用したものと解するのが相当」
として、取消訴訟の原告適格を基礎付ける法律上の利益であるとした。
（オ）その他
下級審判決においては、その他にも様々な原告適格の判断が下されている。
建築関係・都市計画関連の紛争と周辺住民の関係について特に多数の裁判例がある。風
営法の営業所の構造・設備変更承認許可について【判例 R27】、
【判例 R28】
、墓地経営許可
と周辺住民の関係について【判例 R29】、土地収用事業認定について【判例 R30】
、土地区
画整理事業施行認可について【判例 R31】
、仮換地指定における財産区住民、土地区画整理
での市道整備につき「まちづくり権」等を主張する周辺住民につき【判例 R32】、建築確認
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について【判例 R34】
、
【判例 R35】
、
【判例 R36】
、
【判例 R37】
、
【判例 R38】がある。
また、大規模な施設建築等についても、公有水面埋め立てについて、
【判例 R40】
、
【判例
R41】
、
【判例 R42】
、
【判例 R43】
、
【判例 R44】
、航空施設に関して【判例 R45】
、
【判例 R46】
、
【判例 R47】
、鉄道施設につき【判例 R48】
、
【判例 R49】
、
【判例 R50】がある。
さらに、廃棄物処理施設設置許可について【判例 R51】
、
【判例 R52】
、
【判例 R53】
、
【判
例 R54】
、
【判例 R55】
【判例 R56】があり、まちづくり条例との関連が問題になった【判例
R57】
、
【判例 R58】がある。
他にも、タクシー事業運賃変更認可と当該タクシー会社で働く運転手との関係が問題に
なった【判例 R59】
、
【判例 R60】
、特殊車両通行の認定と道路沿道・周辺住民の関係が問題
になった
【判例 R61】
、
市道の路線廃止と日常的な利用者の関係が問題になった【判例 R62】
、
社会福祉法人の解散認可と勤務する社会福祉事業従事者の関係が問題になった【判例 R63】
、
【判例 R64】
、製造たばこ小売販売許可処分と近隣で同許可を受けて同業を営む者の関係が
問題になった【判例 R65】がある。
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（２）裁決例等
ア

処分の名宛人以外の第三者による不服申立て

裁決例においても、処分の名宛て人以外の第三者による不服申立てがなされることがあ
る。この場合、不服申立適格の判断にあたっては、行訴法 9 条 2 項が参考になると考えら
れる。実際の裁決例では、どのような不利益が生じているのかを具体的に判断している。
【裁決 14】は、農地転用許可処分の申請書の貸付人欄に記名押印がある申立人 X が、そ
の記載は申立人以外の何者かが申立人になりすまして記名捺印がなされたと主張して、農
地転用処分の取消請求をした事例である。異議申立てを受けた処分庁は、「（農地）法第 5
条第 1 項に基づく農地転用許可は、農地転用のための所有権移転や賃借権設定を許可する
ものであって、個々の私法上の売買契約や賃貸借契約などを許可するものではない。
」とし
て、実際には「申立人の法律上の権利若しくは法律により保護された利益に何ら消長をき
たすものではな」いから、不服申立適格を欠くとして異議申立てを却下した。
本件に類似した事例として、換地処分の対象である土地の仮登記名義人が換地処分取消
を求めた事例や、港湾運送事業法 18 条 1 項の規定による事業の譲渡認可を受けた会社の株
主が、譲渡認可の取消を求めた事例がある。いずれについても、自己の法律上の権利若し
くは法律により保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがないとして、
審査請求が却下されている。
また、
【裁決 15】は、道路の利用者が、道路法による道路の終日通行止め処分の取消を求
めて審査請求をした事案である。裁決庁は、
「法第 96 条第 2 項の『道路管理者がこの法律
に基づいてした処分に不服がある者』とは、行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）第
4 条第 1 項にいう『行政庁の処分（この法律に基づく処分を除く。）に不服がある者』と同
旨であると解される」としたうえで、「本件処分のように、行政処分によって不特定多数の
者に影響を及ぼすことが考えられる場合に、これらの者が上記の法律上の利益を有する者
に当たるか否かの判断は、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の者の具体的利益を
専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益と
してもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もこ
こでいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵
害されるおそれのある者は、不服申立適格を有するものと解される。そして、当該行政法
規が、不特定多数の者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護す
べきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処
分を通じて保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである。
」とし
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て、行訴法 9 条 2 項と同じ枠組みで判断した。そして、
「法第 96 条第 2 項の規定は、法に
基づく処分によって直接その権利及び利益に影響を受けることが明らかな者であればとも
かく、単に道路を利用する者というような不特定多数の者の不服申立適格を基礎付けるも
のではないというべきである」としつつ、「もっとも、上記のとおり、法が、不特定多数の
者の権利及び利益を個別的利益として保護する趣旨と解し得る明文の規定を置いていない
としても、当該道路が特定個人の生活又は事業等のため必須のものとなっており、当該道
路の通行が禁止されると生活上又は業務上著しい支障が生ずるというような特段の事情が
ある場合には、その者が当該道路を使用する利益は、反射的利益の範囲を超えて法律上個
別的に保護されているものとみるべき」として、例外的場合があり得ることを認めた。た
だし、本件においては、審査請求人については特段の事情が認められないとして、審査請
求を却下している。
本件に類似した事例として、道路占有許可による工事により給水管が損壊されたと主張
する者や、法面の崩落による土砂流入を防ぐ「ふとんカゴ」設置を追認する農地転用許可
処分を不服とする近隣耕作者が審査請求をした事例があったが、いずれも不服申立適格を
否定され却下されている。
イ

不服申立ての利益を欠く場合

処分の名宛て人であっても、正式な手続を踏まえていない場合や、処分自体への不服で
はなく処分に至る過程に対する不服である場合には、不服申立の利益を欠くために、不服
申立てが不適法となる。
（ア）正式な手続を踏まえていない場合
【裁決 16】は、聴聞通知書が到達したにもかかわらず、聴聞期日に出頭せず、陳述書等
も提出しなかった者に対して不利益処分がなされた場合の異議申立てが問題になった。異
議申立てを受けた処分庁は、
「行手法第 27 条第 2 項は、聴聞を経てされた不利益処分につ
いては、当事者は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない旨規定する。
そして、行手法第 23 条の規定により聴聞が終結された場合であっても、その後の不利益処
分は「聴聞を経てされた不利益処分」として、行手法第 27 条第 2 項の異議申立ての制限が
及ぶと解される」として、聴聞期日に出頭しなかったためにその他に手続的な瑕疵のない
まま聴聞が終結されたことから、異議申立て制限にあたるとして不適法却下した。
本件に類似する事案として、生活保護法の生活保護変更申請（生活保護法 24 条 5 項）は
書面で行わなければならない（生活保護法施行規則 2 条 1 項）ところ、引越に係る移送費
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用が必要であったことが後から判明したとして口頭で申し込んだ請求人に対して、
「申請を
行ったことが認められないことから、この審査請求は請求人適格を欠いた不適法なもので
ある」とした事例がある。もっとも、この場合は不服の対象となる処分（例えば、みなし
却下処分等）自体が不存在であると解する余地もある。
（イ）処分自体への不服ではなく処分に至る過程に関する不服である場合
【裁決 17】は、行政機関個人情報保護法 27 条 1 項に基づく訂正請求を行い、全て認容
する訂正決定を受けた請求人 X が、訂正請求に係るプロセス等の開示を求めたのに対し、
処分庁 Y が開示しない旨の回答をしたために、X が原処分である訂正決定の取消しを求め
る審査請求をした事例である。審査庁は、全部認容処分である以上、
「その処分によって審
査請求人の権利又は法律上の利益が侵害されているとは言えず、本件審査請求の利益はな
い」として、審査請求を却下した。
なお、本件に類似する事案として、介護扶助決定自体には不服がないが、
「認定調査員の
調査方法に不服がある」としてなされた審査請求の事例がある。
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４．不服申立期間・出訴期間
（１）裁判例
ア

不服申立期間

行審法 14 条 1 項本文は、
「審査請求は、処分があつたことを知った日の翌日から起算し
て 60 日以内（当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定
があつたことを知つた日の翌日から起算して 30 日以内）に、しなければならない。
」と規
定する。その例外は、1 項但書において「天災その他審査請求をしなかつたことについてや
むをえない理由があるときは、この限りでない」とされており、その審査請求は、やむを
えない理由がやんだ日の翌日から起算して 1 週間以内にしなければならない（2 項）
。
また、処分（当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決
定）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過したときは、することができない
（3 項本文）
。
これについても例外があり、
「正当な理由があるとき」は認められる（3 項但書）
。
また、異議申立てについても、処分があつたことを知った日の翌日から起算して 60 日以
内（45 条）とされており、例外規定についても審査請求の規定が準用されている（48 条）
。
前述した【判例 22】最判平成 18 年 1 月 19 日（民集 60 巻 1 号 65 頁、裁判所ウェブサイ
ト）は、第二次納税義務者の不服申立適格及び不服申立期間の起算日について判断した判
決である。
最高裁は、
「第二次納税義務者となる者に主たる課税処分に対する不服申立ての適格を肯
定し得るのは、納付告知を受けて第二次納税義務者であることが確定したか、又は少なく
とも第二次納税義務者として納付告知を受けることが確実となったと客観的に認識し得る
時点からであると解される」として、不服申立期間の起算日は第二次納税義務者自身が納
付告知を受けた日の翌日であるとした。
【判例 27】最判平成 14 年 10 月 24 日（民集 56 巻 8 号 1903 頁、裁判所ウェブサイト）
は、都市計画事業認可の告示と「処分があったことを知った日」
（行審法 14 条 1 項本文）
の関係が問題となった。ここでは、控訴審と最高裁の判断が分かれている。控訴審は「処
分の効力を受ける者が処分のあったことを現実に知った日を意味し、都市計画事業の認可
についてはその告示の日とする旨の特別の規定はないから、X が本件認可を現実に知った日
を認定して審査請求の適否を判断すべきであり、本件裁決は違法である」と判断して審査
請求期間の徒過を理由に審査請求を却下する旨の裁決を取り消した。しかし、最高裁は、
「都
市計画事業の認可は」･･･「都市計画事業を円滑に進めるためには、その認可の効力を関係
権利者の全員に同時に及ぼす必要がある一方で、一般に、その全員を確実に把握して同時
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期に個別の通知を到達させることが極めて困難であり、かつ、同認可が特定の事業地を対
象として行ういわば対物的な処分の性質を有することから、これを特定の個人を名あて人
として行わないものとした上、告示という方法により画一的に関係権利者等にこれを告知
することとしたもの」として、告示という方法の意義を確認したうえで、
「都市計画法にお
ける都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権
利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんが
みて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、告示があった日をいうと解す
るのが相当である」とした。これは、一般論としては最高裁昭和 27 年 11 月 20 日（民集 6
巻 10 号 1038 頁）がとった「行政不服審査法 14 条 1 項本文の規定する「処分があったこ
とを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が
処分のあったことを現実に知った日のことをいい、処分があったことを知り得たというだ
けでは足りない」という枠組みを維持しつつも、法が告示による告知を認めている場合に
は、その趣旨から、告示があった日を指すとしたものである。
イ

行訴法の出訴期間

取消訴訟の出訴期間については、行訴法 14 条 1 項、3 項が定めている。平成 16 年改正
で、
「取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から 3 箇月以内に提起しなければ
ならない」としていたのを 6 か月に延長し（14 条 1 項本文）
、処分又は裁決があったことを
知った日から 6 か月の出訴期間について、従来は不変期間とされていたのを改め、出訴期
間内に取消訴訟を提起しなかったことについて正当な理由があるときは、適法な訴えとし
て取り扱うこととする救済規定の挿入（同項但書）がなされた。また、審査請求があった
場合の処分の取消しの訴えの出訴期間の起算点を裁決があったことを知った日の翌日とす
る（同条第 3 項）ことで、初日不算入となり、起算日規定が統一された。なお、処分又は
裁決の取消しを求める民衆訴訟及び機関訴訟も同様とされている（同法第 43 条第 1 項）
。
【判例 28】最判昭和 51 年 5 月 6 日（民集 30 巻 4 号 541 頁、裁判所ウェブサイト）は平
成 16 年改正前の事例であるが、意義申し立てに対する決定（異議決定）を争う取消訴訟の
出訴期間について、たとえ原処分に対する審査請求について裁決があったとしても、異議
申立てに対する決定を知った日または異議申立てに対する決定の日から起算すべきとした
判決である。本判決が当時の行訴法 14 条 4 項（現在の 3 項に対応するが、初日を参入する
点が異なる）の適用を排除して、審査請求棄却裁決のあったことを知った日からの起算を
許さなかった理由は、国税通則法の規定にある。
国税通則法 75 条 1 項 1 号は税務署長がした処分については当該税務署長に対する異議申
立てを認めており、3 項はその異議申立てに対する決定（異議決定）に対し不服がある場合
には、国税審判所所長に対する審査請求を認めている。そして、これらの異議申立て・審
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査請求についてした処分については更なる不服申立ては 76 条 1 号で禁止されている。そし
て、このことが原処分の取消訴訟・審査請求では原処分の違法のみが主張されうるのであ
り異議決定についての違法は主張できないということからも実質的に正当化されるとして
いる24。
【判例 29】東京地判平成 22 年 9 月 29 日（判時 2108 号 38 頁、裁判所ウェブサイト）は、
固定資産税課税台帳の登録価格についての争いか否かが解釈上明らかではなかった場合の
出訴期間が問題になった事案である。なぜなら、本件では、原告の不服が固定資産課税台
帳に登録された価格についてのもの（審査申出事項）に当たるとすれば、地方税法 434 条 2
項によりいわゆる裁決主義が採用され、当該不服については委員会の決定の取消しの訴え
の方法のみによって争うことができるとされているため、B 事件の訴えは、賦課決定処分の
決定書正本の送付を受けてから 6 ヶ月を超えた後に提起された B 事件が正しい訴えとなる
が、逆に、審査申出事項に当たらないとすれば、当該不服は原処分ともいうべき賦課決定
処分（本件各処分）の取消しの訴えによって争われることになり、決定書送付から 6 ヶ月
以内に提起された A 事件で争うべきということになるからである。
裁判所は、行訴法 20 条が、
「処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却
した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六
条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、ま
た、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決
の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
」として、誤って原処分の違法を
理由とする裁決の取消の訴えを提起する者を救済する規定が置かれていることの趣旨をも
考慮して、行訴法 14 条 1 項但書の出訴期間を遵守できなかったことにつき「正当な理由」
がある場合にあたるとした。
なお、行訴法改正後に、正当な理由該当性が争われた事案としては、研究所設置許可処
分につき話し合いがもたれていたにもかかわらず 9 ヶ月後に提訴された場合についての【判
例 R67】がある。ただし、本件では正当な理由があったとはいえないとして、訴えは却下
された。

24

本判決の理解及び現行法の下での適用について参照、西田幸介「異議申立てに対する決
定と出訴期間」
『別冊ジュリスト 212 号［行政判例百選Ⅱ（第 6 版）
］
』390 頁。
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（２）裁決例等
ア 「やむを得ない理由」該当性
裁決例等においては、行審法 14 条 1 項但書の「天災その他審査請求をしなかつたことに
ついてやむをえない理由があるとき」該当性について主に争われている。
【裁決 18】は、病により集合郵便受けを見に行けない状態にあったと主張する生活保護
受給者に対し、玄関内部に保護停止処分通知書が投函された場合の「やむを得ない理由」
該当性が争いになった。審査庁は、最判昭和 27 年 11 月 20 日を引用して、「処分があった
ことを知った日」とは、当事者が書類の交付等により、処分の存在を現実に知った日のこ
とであるが、処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等、社会通念上処分のあっ
たことが当事者の知りうべき状態に置かれたときは、反証のない限りその処分のあったこ
とを知ったものと推定され」るとした上で、東京地判昭和 45 年 5 月 27 日（行集 21 巻 5
号 836 頁）を引用し、
「同項ただし書に規定する「やむをえない理由」とは、一般に審査請
求人が審査の請求をするにつき通常用いられると期待される注意をもってしても避けるこ
とができない客観的な事由であると解される」とし、東京地判昭和 53 年 2 月 16 日（訟務
月報 24 巻 5 号 1143 頁）を引用して「単に審査請求人の主観的な事情では足りず、客観的
な障害が存することを要する」としている。
そして、本件においては請求人は病を抱えてはいたものの在宅していたこと、集合郵便
受けではなく玄関ドアの郵便受けから玄関内部へ投函されたものであることから、
「処分が
あったことを知った日」が投函された日であるとの推認は覆されないとした。そして、行
審法 14 条 1 項ただし書の「やむを得ない事情があるとき」に該当するか否かの判断につい
ては、室内において米を炊く行為等は可能であったことを請求人が自認しているため、「や
むを得ない理由」に当たらないと判断した。
なお、東京地判昭和 45 年 5 月 27 日（行集 21 巻 5 号 836 頁）は、行政庁が審査請求期
間を教示しなかったために審査請求期間を経過した場合についての判決であり、東京地裁
は「審査請求期間を徒過したのは、その主張するごとく、被告恩給局長が異議の決定をす
るに際し、行政不服審査法四七条五項の規定に違反してその決定書に審査請求期間を教示
しなかつたため、先に受領した裁定書に記載されていた一年の異議申立期間が審査請求の
期間についてもそのまま妥当するものと誤信したことによるとしても、およそ、行政庁の
不教示は、行政庁が誤つた教示をした場合と異なり、審査請求人に対し積極的に誤信の原
因を与えるものではないから、行政庁が教示義務に違反して審査請求期間を教示しなかつ
たところから審査請求人が審査請求期間について誤信をしたとしても、それは、所詮、法
の不知に基因するものというべきであるので、かかる場合を、行政庁が誤つた審査請求期
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間を教示したことにより審査請求人がその旨誤信した場合と同一に取り扱うことはできな
い」とした事案である。
また、東京地判昭和 53 年 2 月 16 日（訟務月報 24 巻 5 号 1143 頁）は、国税通則法 77
条 3 項にいう不服申立期間徒過についての「やむを得ない理由があるとき」についての判
決であり、東京地裁は「右不服申立期間を設けた趣旨が租税法律関係の早期確定を図ると
いう点にあることに照らすと、単に不服申立人の主観的な事情では足りず、申立人が不服
申立てをしようとしても、その責めに帰すべからざる事由によりこれをなすことが不可能
と認められるような客観的な事情の存在を意味するものと解するのが相当である。
」として、
原告が主張した「青色申告承認取消処分によってやむなくいわゆる白色の申告書により提
出せざるを得なかったこと」や「そのことの故に本件各更正処分に対しては理由附記のな
いことを理由に争う余地が全くなかったこと」等の事情は、主観的事情にすぎないとして
「やむを得ない理由」該当性を否定したものである。この結論は控訴審である東京高判昭
和 53 年 7 月 31 日（訟務月報 24 巻 11 号 2428 頁）においても維持されている。
他に行訴法 14 条 1 項但書の「やむを得ない事情」該当性が争われた事例として、配偶者
が入院したことを主張する者、
「仮換地指定処分を拒否する旨」を処分庁に対し伝えていた
と主張する者の例があったが、いずれについても主観的事情にすぎないとして否定されて
いる。
イ 当初の処分書に教示が付されていなかった場合の起算日
【裁決 19】は、教示が付されていない処分と同一の処分がなされた場合の不服申立期間
の起算日が争いになった。審査請求人 X が処分庁から国民健康保険一部負担金免除不承認
決定処分を受けたところ、当初の処分書には教示が付されていなかったため、抗議をした
ところ、処分に係る文言は前回と同一であり、「国保法第 91 条の規定により国民健康保険
審査会に審査請求できる旨」との教示が付された処分書(日付は前回同様)が送付されたため、
一度目の処分書を受け取った日から起算すべきか、二度目の処分書が送付された日を起算
日とするかが争われた。なお、二度目の処分書にも、審査請求をすることができる期間は
教示されていなかった。
審査庁は、
「審査請求人は、最初の処分書に教示が全くないにもかかわらず、処分庁に教
示がないことを抗議」したのであるから、「審査請求人が教示や審査請求制度について審査
請求を行うにつき必要な知識を有していることを示すもの」であり、
「審査請求期間の起算
点について独自の見解によることなく判断を誤らなければ教示がなくても適法に審査請求
は行いえたものと推認されるのであり、教示がないことが特段審査請求人に不利益を及ぼ
したものとは考えられない」として、不利益は生じていないとした。
さらに、教示の有無が処分の判断基準とは何ら関わりが無いことを述べた上で、行審法
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58 条は教示をしなかった場合の救済として、処分をした行政庁に審査請求書を提出すれば
そのときに正当な審査庁に審査請求がされたものとみなし、その限度で審査請求期間の徒
過を救済することとしているのであるにすぎないから、教示の懈怠が不服申立期間の進行
を止めるものではないとしている。そこで参照されている裁判例は、それぞれ、東京高判
昭和 55 年 12 月 24 日（行集 31 巻 12 号 2675 頁）は教示の懈怠を違法事由とすることはで
きないとした原審を維持した判決であり、最判昭和 48 年 6 月 21 日（最高裁判所裁判集民
事 109 号 403 頁）は「行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合
に、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべき根拠はな」いと判断した判決であり、
最判昭和 61 年 6 月 19 日（判時 1206 号 21 頁）は、
「教示をしなかった場合の救済として、
処分をした行政庁に不服申立書を提出すればそのときに正当な審査庁に不服申立がされた
ものとみなし、その限度で不服申立期間の徒過を救済することとしているものであって（58
条）
、同法が不服申立期間の進行を止めるという救済方法を採用したものと解すべき根拠は
ない」と述べた判決である。
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５．義務付け
（１）裁判例
平成 16 年改正後の行訴法は、①非申請型の処分の義務付けの訴え（行政事件訴訟法 3 条
6 項 1 号）と、②申請型の処分の義務付けの訴え（同項 2 号）とに分けた上で、新たに義務
付け訴訟の制度を創設した。そして、それぞれについて、次のとおり、訴訟要件等を定め
ている。
まず、①の非申請型の義務付けの訴えについては、
「一定の処分がされないことにより重
大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」
に該当することが必要とされている（37 条の 2 第 1 項）
。
また、②の申請型の義務付けの訴えについては、
「当該法令に基づく申請又は審査請求に
対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと」又は「当該法令に基づく申請又
は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は
裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること」が必要とされ
ており、さらに、申請拒否処分取消訴訟（無効等確認訴訟）あるいは不作為の違法確認訴
訟の併合提起が必要とされている（37 条の 3 第 1 項、第 2 項、第 3 項）
。
そして、義務付けの訴えにおいて、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決（義務
付け判決）を裁判所がするためには、「行政庁がその処分（若しくは裁決）をすべきである
ことがその処分（若しくは裁決）の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ」
るとき又は「行政庁がその処分（若しくは裁決）をしないことがその裁量権の範囲を超え
若しくはその濫用となると認められるとき」であることが必要とされている（37 条の 2 第
5 項・37 条の 3 第 5 項）
。
また、②の申請型の義務付けの訴えについて、通常、義務付けの訴えと併合された取消
訴訟（無効等確認訴訟）又は不作為の違法確認訴訟については、通常は「併合して提起さ
れた義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしな
ければならない」
（37 条の 3 第 4 項）
。しかし、例外があり、
「裁判所は、審理の状況その他
の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速
な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができ
る」とされている（同条第 6 項）
。この場合の取消判決をどのように呼び習わすかについて
は定まった用語法がないため、本事例集においては、単独取消判決と呼ぶこととする。
さらに、改正法は、義務付けの訴えに対応して、本案判決前における仮の救済の制度と
して仮の義務付けを新設した。
仮の義務付けの要件としては、①義務付けの訴えの提起があった場合であることに加え、
②「その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのでき
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ない損害を避けるため緊急の必要があ」ること、③「本案について理由があるとみえる」
ことのいずれにも該当することが必要である（第 37 条の 5 第 1 項）
。
他方で、
「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」ときには、仮の義務付けを
することはできないとされる（同条第 3 項）
。
以下では、改正法施行後に登場した裁判例を、非申請型義務付け訴訟、申請型義務付け
訴訟、申請型義務付け訴訟の仮の義務付け申立ての順にとりあげる。なお、処分の名宛人
以外の第三者が提起する非申請型の処分についての仮の義務付けについては、公表された
事例が少ないため、本事例集の対象外としている25。
ア

非申請型義務付け訴訟
（ア）住民票記載

【判例 30】東京地判平成 19 年 5 月 31 日（判時 1981 号 9 頁）および【判例 32】東京高
判平成 19 年 11 月 5 日（判タ 1227 号 67 頁、裁判所ウェブサイト）は、住民票への職権に
よる記載をなすよう行政庁に義務付ける旨を命じることを求めた事案である。本件で住民
票が作成されていない理由は、法律上の婚姻をしていないカップルが、子の出生届を「嫡
出でない子」として届け出ることを回避しようとして、出生届が不受理になったことにあ
る。この出生届不受理処分が違法ではないことは家庭裁判所への不服申立てにおいて確定
しているため、原告らは職権による住民票の作成を求めていた。
第一審【判例 30】の東京地裁は、原告 A（子）についてのみ原告適格を認め、「原告 A
の住民票の記載をしない処分」を取消し、行訴法 3 条 6 項 1 号、37 条の 2 の非申請型義務
付け訴訟として、
「原告 A の訴えに基づき、処分行政庁は、原告 A の住民票を作成せよ」と
の判決をした。まず、住民基本台帳法の規定は、法定による届出の他にも職権による記載
等を行う権限を与えていること（法 8 条）等から、職権記載を禁止する趣旨ではないとし
たうえで、住民票の作成をしないこととした処分は裁量権の逸脱濫用にあたるとして違法
だと判断したうえで、非申請型義務付け訴訟の判断に入っている。本件が「非申請型」に
当たる理由は、職権による記載であって、法律上の申請に基づく記載を求めているわけで
はないからである。そして、「重大な損害を生じるおそれ」
「その損害を避けるために他に
適当な方法がない」ことに該当すると認め、実体要件についても、「本件においては、処分
行政庁が、原告子の住民票の記載（作成）をすべきであったということができ、処分行政
25

法務省改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会『施行状況検証結果報告書』
（http://www.moj.go.jp/content/000104296.pdf）58 頁には、
「処分の名あて人以外の第三
者が提起する非申請型の処分についての仮の義務付けについては、そもそも公表された事
例に乏しかった（なお、公表されてはいないものの、現に却下されている例はあるとの指
摘もされた。
）
」との記述がある。
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庁がこれをしないことは、裁量権の逸脱又は濫用である」とした。
しかし、控訴審【判例 31】の東京高裁は、住民基本台帳法における出生により記載がさ
れるべき場合は「施行令 12 条 2 項 1 号がその手続を定めているものであって、市町村長が
出生届を受理することにより、その後の手続は職権によって住民票に出生した子の記載を
することとされているものと解することができる」として、
「2 条各項以外の場合において
職権記載することは予定されていないというべき」であるから、記載をしないことが違法
であるとはいえないとしたため、
「本件住民票の記載をしない本件処分は前記のとおり適法
なものと認められるのであり、是正すべき違法状態が存在しないのであるから、上記義務
付けを求める訴えに理由のないことは明らかである」と判断された。また、
「重大な損害が
生じるおそれ」についても、
「住民登録あるいは住民票がなくても手続において煩瑣な点が
あり得るとしても、これらがある者と同じ扱いがされる場合が多いと認められる」という
ように判断が覆され、不適法却下となった。
（イ）在留特別許可
【判例 32】名古屋地判平成 22 年 12 月 9 日（判タ 1367 号 124 頁、裁判所ウェブサイト）
は、在留特別許可義務付け訴訟が非申請型義務付け訴訟として判断された事案である。
まず、在留特別許可を求める義務付け訴訟が、非申請型に当たるかどうかが問題となる。
出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）の仕組みとして、在留特別許可（入
管法 50 条 1 項）は、「法務大臣は、前条第 3 項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がな
いと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留
を特別に許可することができる。」としている。在留特別許可はあくまで 49 条 1 項の「異
議の申出」に理由がないときになされることから、この異議の申出が「申請」に当たるの
かが問題となる。
【判例 32】は非申請型義務付け訴訟と判断した。その理由は、
「同項の異議の申出は、当
該外国人が退去強制対象者に該当するとの入国審査官の認定に誤りがないとする特別審理
官の判定に異議がある場合に行われる不服申立ての方法として規定されているものであっ
て、これが在留特別許可を求める申請権としての性質を併せ有するものと解することはで
きない」からである。
次に、非申請型義務付け訴訟としての要件が問題となる。本件では、原告らは「異議の
申出に理由がない旨の裁決」
（入管法 49 条 1 項）の取消訴訟と、在留特別許可の付与の義
務付け訴訟を両方提起していた。裁判所は、裁決取消訴訟について認容しつつ、非申請型
義務付け訴訟については、
「原告らは、本件義務付けの訴えを提起しなくとも、本件各裁決
の取消訴訟の勝訴判決の後に改めてされる法務大臣等の裁決により、本邦での在留資格を
得るという目的を達することができるはずである」として、
「その損害を避けるため他に適
当な方法がない」
（行訴法 37 条の 2 第 1 項）と言う要件を満たさないと判断した。
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在留特別許可の付与の義務付けを非申請型と捉えて棄却・却下する裁判例は他にも存在
し（
【判例 R68】
、
【判例 R70】
、
【判例 R71】）
、裁判例の多数を占めている。これに対し、申
請型と判断した裁判例は一例ある（
【判例 38】
）が、控訴審において非申請型であると捉え
直されている。
（ウ）産業廃棄物処分場に対する是正命令と代執行
【判例 33】福岡高判平成 23 年 2 月 7 日（判時 2122 号 45 頁、裁判所ウェブサイト）は、
産業廃棄物処分場を管理する A 社に対する是正命令（廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃掃法）19 条の 5 第 1 項）を発すること、そして県による代執行（法 19 条の 8 第 1 項）
の義務付けを周辺住民が求めた事案の控訴審判決である。福岡高裁は、是正命令発令の義
務付けについては請求を認容したが、県による代執行の義務付けについては請求を棄却し
た。県による最高裁への上告は棄却され、上告受理申立ても不受理となったため、本件は
非申請型義務付け訴訟を認容した判決が、最高裁においても維持された初の事例である。
まず、
「重大な損害が生じるおそれ」については、
「鉛で汚染された地下水が X らを含む
本件処分場の周辺住民の生命、健康に損害を生ずるおそれがあるものと認められる。そし
て、生命、健康に生じる損害は、その性質上回復が著しく困難」であるとして認められた。
そして、
「他に適当な方法がないとき」に当たるかについては、A 社への民事訴訟との関係
が問題になった。裁判所は、
「損害を生じさせるおそれのある直接の原因が第三者の行為に
あるため、その第三者に対して直接民事上の請求をすることによってある程度の権利救済
を図ることが可能であるという場合であっても、直ちにそのことだけで「他に適当な方法」
（行政事件訴訟法 37 条の 2 第 1 項）があるとはいえない」として、A 社が実質上破産しか
かっていること等をかんがみて、
「損害を避けることができる具体的な可能性は認め難い」
と判断している。
そのうえで、代執行と措置命令について結論が分かれた理由は廃掃法の構造にある。代
執行については、措置命令が発せられていない状態であるため、措置命令を発していない
場合でも適用可能な廃掃法 19 条の 8 第 1 項 4 号に当たる場合かが問題となったが、認めら
れなかった。これに対し、措置命令の義務付けの可否については、措置命令をしないこと
は裁量権の範囲を超え若しくはその濫用に当たるものと判断された。ここで、措置命令を
しても A 社が経営上相当の打撃を受けていることから、損害回避可能性がないのではない
かという問題についても触れており、
「Y 県知事が本件措置命令をしたにもかかわらず A が
支障の除去等の措置を講じない等の場合には、Y 県知事は、法 19 条の 8 第 1 項 1 号に基づ
き、本件代執行をすることができる。前判示のとおり、Y 県知事は、現時点においては本件
代執行をすることができないのであるから、本件措置命令をすることによって本件代執行
も可能となり得ることをも考慮して、本件措置命令によって上記損害を回避することがで
きるというべきである。
」と述べている。
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廃棄物処分場に対する是正命令の義務付け訴訟としては、
【判例 33】とその第一審判決【判
例 R72】の他にも、
【判例 R73】
、
【判例 R74】がある。
（エ）その他
非申請型の義務付け訴訟としては他にも、建築基準法の是正命令発令の義務付けを求め
た【判例 R75】～【判例 R82】
、固定資産税課税台帳の職権による修正・登録の義務付けを
求めた【判例 R83】
、
【判例 R84】
、独占禁止法の課徴金納付命令取消の義務付けを求めた【判
例 R85】
、所得税・消費税の更正処分の義務付けを求めた【判例 R86】がある。
イ

申請型義務付け訴訟
（ア）情報公開

【判例 34】東京高判平成 23 年 9 月 29 日（裁判所ウェブサイト、判時 2142 号 3 頁）は、
いわゆる沖縄返還協定「密約」文書についての情報公開請求をした原告が不開示決定を受
けたため、不開示決定の取消と開示の義務付けを求めた事案である。第一審（【判例 R87】
東京地判平成 22 年 4 月 9 日判時 2076 号 19 頁）は、不開示決定の取消請求と開示義務付
け請求の双方を認容したが、東京高裁は原判決を破棄して不開示決定取消訴訟を棄却し、
義務付けの訴えを却下した。本件では、外務省が文書不存在を理由に不開示決定をしたた
め、対象文書を現在保有しているのか否かが争われていたところ、東京高裁は「昭和 46 年
6 月頃、外務省が本件各文書 1 を行政文書として保有するに至ったことが認められることを
前提としても、その後 35 年が経過した本件処分 1 の時点において、外務省が本件各文書 1
を保有していたと推認する前提を欠き、また推認することを妨げる特段の事情があるとい
うべき」とした。そして、不開示決定が違法ではないため、義務付けの訴えについては、
「行
政庁に対し本件各文書 1 及び 2 を開示する旨の処分を求める旨の情報公開法に基づく開示
請求がされた場合において、当該行政庁がその開示をすべきにもかかわらずこれがされな
いとして、その開示処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟である（行訴法 3 条 6 項 2
号）ところ、かかる申請型義務付けの訴えは、行訴法 37 条の 3 第 1 項に定める要件のいず
れかに該当するときに限り、提起することができる」ため、
「本件各処分はいずれも適法で
あって、取り消されるべきものに当たらないから、本件各義務付けを求める訴えは、いず
れも行訴法 37 条の 3 第 1 項の要件のいずれにも該当せず、不適法」として却下された。
情報公開をめぐっては、省エネ法の定期報告書不開示部分開示決定義務付け訴訟（【判例
R88】
、
【判例 R89】
、
【判例 R90】
）
、服役中の受刑者による刑務所内診療録開示義務付け訴
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訟での【判例 R91】
）も参照されたい。
（イ）保育園入園承諾
【判例 35】東京地判平成 18 年 10 月 25 日（判時 1956 号 62 頁、裁判所ウェブサイト）
は、気管切開手術を受けてカニューレという器具を装着している児童について、保育園入
園申込を承諾しない処分がなされたため、処分の取消と入園承諾の義務付けが求められた
事件である。裁判所は、
「原告 B の保育所での保育が困難であって、児童福祉法 24 条 1 項
ただし書にいう「やむを得ない事由」があると判断した処分行政庁の判断は、上記事情を
考慮すべきであるにもかかわらず考慮しなかったという点において、裁量の範囲を超え、
又はその裁量権を濫用したもの」として、不承諾処分を取り消すとともに、保育園承諾の
義務付けを、以下のように述べて認めた。
「原告 A がした原告 B の保育園入園申込みを不承諾とした本件各処分は取り消され
るべきものであり、保育園入園の承諾の義務付けと共に併合提起された本件各処分の
取消しの訴えに係る請求には理由があると認められ、また、処分行政庁が C 保育園、
D 保育園、E 保育園、F 保育園又は G 保育園のうちいずれかの保育園への入園を承諾
しないことは、処分行政庁の裁量権の範囲を超え、又はその濫用となると認められる。
したがって、行政事件訴訟法 37 条の 3 第 5 項の規定に基づき、処分行政庁に対し、
原告Ｂにつき C 保育園、D 保育園、E 保育園、F 保育園又は G 保育園のうちいずれか
の保育園への入園を承諾すべき旨を命ずる判決をするのが相当であるというべきであ
る。
」
この判示は、行訴法 37 条の 3 が「一定の処分をすべき旨を命ずる判決」としていること
から、
「一定」の範囲内に、複数の保育園を含めたものである。いずれを選択すべきかは判
決を受けた行政庁に委ねられている。
なお、本件においては仮の義務付け決定（後述の【判例 40】
）があり、既に仮の承諾があ
ったため、
【判例 35】判決時において既に児童は C 保育園に通園していた。
（ウ）タクシー運賃変更認可
【判例 36】大阪地判平成 21 年 9 月 25 日（判時 2071 号 20 頁）及び【判例 37】大阪高
判平成 22 年 9 月 9 日（判時 2108 号 21 頁、裁判所ウェブサイト）は、個人タクシー事業
を営む原告が道路交通法の運賃・料金変更認可申請をしたところ、却下されたために、認
可申請却下処分の取消と認可の義務付けを求めて提訴した事件の第一審判決と控訴審判決
である。なお、本件では申請却下処分の取消については先行して単独取消判決（行訴法 37
条の 3 第 6 項）
（
【判例 39】
、後述する）が下されており、その後改めて行われた再却下処分
の取消請求と当初から提訴されていた義務付けについて判断されている。
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【判例 36】で大阪地裁は、
【判例 39】で示された判断枠組み及び法と審査基準の解釈に
依拠して判断し、再却下処分が取り消されるべきと判断した。そして、義務付けの訴えに
ついても、
「本件再却下処分において、道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3 号の要件に適合しない
とした近畿運輸局長の判断には裁量権の逸脱又は濫用があったというべきところ、本件再
却下処分後の事情に関しては原被告ともに特段の主張立証はなく、現時点において、同法 9
条の 3 第 2 項 3 号の要件に適合しないとして本件申請を認可しないことは、その裁量権の
逸脱又は濫用になると認められる」として、再却下処分時ではなく現時点においての判断
であることを前提としつつも、特段の主張がないとして、判決時においても裁量権の逸脱
濫用が認められ、義務付け請求もまた認められるとした。さらに、義務付けるべき内容に
ついては、
「行訴法 37 条の 3 第 5 項に基づき、近畿運輸局長に対し、本件申請の認可をす
べき旨を命じるのが相当である（ただし、本件申請の認可に付すべき条件の有無及び内容
については、なお近畿運輸局長の裁量判断にゆだねられるというべきである。）」として、
行政庁の判断に委ねられるべき部分について言及している。
しかし控訴審判決である【判例 37】で大阪高裁は、【判例 36】を取り消して取消請求を
棄却し、義務付けの訴えを却下する判決をした。判断が覆った要因は、
【判例 39】で示され
た判断枠組みの具体的当てはめにおいて、事実の法的評価が覆ったことにある。このこと
につき、原告は【判例 39】の判決の効果としての拘束力（行訴法 33 条 1 項、2 項）に反す
るとの主張をした。しかし、大阪高裁は「行政訴訟における取消判決の拘束力は、判決主
文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断について生じるものであるところ（最
高裁判所平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・民集 46 巻 4 号 245 頁参照）
、」･･･「前判決
が本件却下処分を違法と判断した理由は、近畿運輸局長が考慮すべき諸事情を十分に斟酌
しないで本件却下処分をしたことにあったのであるから、同局長が前判決が考慮事項とし
て挙げた事項を考慮した上で行った本件再却下処分は、前判決の拘束力に反するものでは
なく、本件訴訟における控訴人の主張及びこれに対する前記当裁判所の判断も前判決と抵
触するものではない。
」として、その主張を退けている。
なお、控訴審の係属中に道路交通法が改正されており、もし仮に控訴審判決で取消請求
が認容されていたとすると、義務付け判決についての違法性判断の基準時が問題になって
いた事案であった。
（エ）在留特別許可
【判例 38】東京地判平成 20 年 2 月 29 日（判時 2013 号 61 頁、裁判所ウェブサイト）は、
入管法の在留特別許可を求める義務付け訴訟を、申請型義務付け訴訟とした上で、請求を
認容した判決である（ただし、控訴審判決により取り消された）
。東京地裁は、申請型と理
解すべき理由として、
「法は、法 49 条 1 項の異議の申出権を法 50 条 1 項の在留特別許可を
求める申請権としての性質を併せ有するものとして規定し、かつ、当該申請に対しては在
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留特別許可を付与するか否かの応答をすべき義務を法務大臣に課したものと解するのが自
然である」としている。
本件においては、
「内縁関係が婚姻の本質に適合する実質を備えていると認められるにも
かかわらず、これを誤認したか、又はこれを過少に評価することによって、原告に在留特
別許可を付与しないとの判断をしたもの」･･･「上記の判断は、重要な事実に誤認があるた
めに全く事実の基礎を欠く判断、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くために社会
通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかな判断として、裁量権の逸脱、濫用となる
というべき」として、裁決を取消した上で、
「本件裁決の取消しを求める原告の請求には理
由があり、かつ、前記三に説示したところに加え、前記認定のとおり、原告と A が平成 18
年 11 月 8 日に婚姻の届出をしたことにより、現在（口頭弁論終結時）では、原告と A との
間に法律上の婚姻関係が成立していることが認められることをも併せ考慮すれば、東京入
管局長が原告に対して在留特別許可をしないことは、その裁量権の逸脱、濫用になると認
められる」というように、判決時においても在留特別許可をしないことが違法であるとし
た。
そして、付すべき条件についても、
「在留特別許可に係る在留資格及び在留期間等の条件
については、法五〇条二項及び法施行規則四四条二項によれば、東京入管局長の裁量によ
り、原告の請求に係る在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間三年との条件のほか、在留
資格「永住者」、在留期間無期限との条件、あるいは、在留資格「日本人の配偶者等」、在
留期間一年との条件などを附することも可能であるというべきであって、その内容が一義
的に定まるものではないから、原告の在留特別許可の義務付けの請求（前記第一の四）に
ついては、これに附すべき条件を指定する部分を除いて認容するのが相当」と判示してい
る。
（オ）その他
その他の申請型義務付け訴訟の例として、有効期間 5 年の運転免許証交付が争われた【判
例 R92】、豚舎への通路敷設を目的とする市管理水路利用許可義務付けについての【判例
R93】
、年金支給についての【判例 R94】、水俣病認定について【判例 R95】
、
【判例 R96】
、
被爆者手帳交付について【判例 R97】
、うつ病自殺労災認定につき【判例 R98】がある。
（カ）単独取消判決
【判例 39】大阪地判平成 19 年 3 月 14 日（判タ 1252 号 189 頁）では、
【判例 36】に先
行して、タクシー運賃変更認可拒否処分取消訴訟・認可処分義務付け訴訟において、併合
してなされた二つの訴えを切り離して行訴法 37 条の 3 第 6 項の取消請求についてのみ認容
判決（単独取消判決）がなされた。
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大阪地裁は行訴法 37 条の 3 第 6 項の意義として、
「行政事件訴訟法 37 条の 3 第 6 項は、
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、同条 3 項各号に定める訴え（申請却下処
分等の取消訴訟等）についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると
認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる旨規定している。この
規定の趣旨は、申請却下処分等の取消訴訟等が判決をするのに熟しているにもかかわらず
義務付けの訴えに係る請求に理由があるか否かについての審理を続けた場合、当該義務付
けの訴えに係る処分等の内容の専門性、技術性等のため審理が遅延し迅速かつ適切な救済
が得られない場合が考えられることから、同条 4 項の規定の例外として、取消訴訟等につ
いてのみ終局判決をすることができるとしたものである」と述べた。そして、本件におい
ては、
「本件認可申請が同項 3 号の基準に適合するか否かという判断は、その性質上、専門
的、技術的な知識経験と公益上の判断を要するもの」であり、かつ、
「本件認可申請が同号
の基準に適合するか否かを判断するために必要な上記の諸事情に係る事実関係を認定する
ために必要かつ十分な主張、立証が尽くされていないところ、本件義務付けの訴えに係る
請求に理由があるか否かについての審理を続けたとしても、事案の内容、性質や当事者の
主張、立証経過等にかんがみると、当該請求に理由があるか否かについての判断に必要か
つ十分な主張、立証が尽くされることを直ちに期待することも困難というべきである」と
して、単独取消判決をしたものである。ここでは、
「国土交通大臣ないしその権限の委任を
受けた近畿運輸局長は、道路運送法 9 条の 3 の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業
の旅客の運賃及び料金の設定又は変更に係る認可権限を有する者として、専門的、技術的
な知識経験を有し、判断の基礎となる事情に精通している」として、行政庁による再判断
をすることのほうが、より迅速な争訟の解決に資すると期待されていた。
他に行訴法 37 条の 3 第 6 項を適用した例としては、長崎県被爆者健康管理手帳交付につ
いて単独取消判決をした【判例 R99】
、難民認定を受けていたイラン人に対する国籍を理由
とする研究生入学不許可決定無効確認・入学許可義務付け訴訟につき無効確認判決のみを
した【判例 R100】がある。
ウ

仮の義務付け申立て（申請型）
（ア）就園・就学指定等

【判例 40】東京地決平成 18 年 1 月 25 日（判時 1931 号 10 頁、裁判所ウェブサイト）は、
【判例 35】カニューレ装着児童の保育園入園承諾義務付け訴訟（東京地判平成 18 年 10 月
25 日（判時 1956 号 62 頁、裁判所ウェブサイト）
）を本案訴訟とする、仮の義務付け申立
てである。東京地裁は、償うことのできない損害を避けるために緊急の必要があるときの
要件の存否について、
「本案訴訟の判決の確定を待っていては、B は、保育園に入園して保
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育を受ける機会を喪失する可能性が高いということができる。子供にとって、幼児期は、
その健康かつ安全な生活のために必要な習慣を身につけたり、自主的、自律的な精神をは
ぐくんだり、集団生活を経験することによって社会生活をしていく上での素養を身につけ
たりするなどの重要な時期であるということができるから、子供にとって、幼児期におい
てどのような環境においてどのような生活を送るかはその子供の心身の成長、発達のため
に重要な事柄である。したがって、相手方が B の保育園への入園を許可する旨の処分をし
ないことによって、B が保育園に入園して保育を受ける機会を喪失するという損害は、その
性質上、原状回復ないし金銭賠償による填補が不能な損害であるというべきである」と述
べて、償うことのできない損害を避けるために緊急の必要があると認めた。
そして、本案について理由があるとみえるときの要件の存否については、執行停止の要
件である「本案について理由がないとみえるとき」
（行訴法 25 条 4 項）よりもさらに厳格
であり、
「仮の義務付けの裁判の段階において、積極的に、本案について理由があると認め
得ることが必要であると解すべき」としたうえで、本件においては「以上の認定判断を前
提とする限り、B の普通保育園での適切な保育が困難であって、児童福祉法二四条一項ただ
し書にいう「やむを得ない事由」があると判断した Y 市福祉事務所長の判断は、裁量の範
囲を超え又はその濫用となるものというべき」として、
「処分行政庁は、申立人に対し、申
立人の長女である B につき、Ａ保育園、Ｂ保育園、Ｃ保育園、Ｄ保育園、又はＥ保育園の
うち、いずれかの保育園への入園を仮に承諾せよ」という主文の申立認容決定をした。
障害を有する児童・生徒の就園・就学に関しては仮の義務付け申立てが頻繁に行われて
おり、
【判例 R102】～【判例 R106】を参照されたい。
（イ）公の施設利用
【判例 41】岡山地決平成 19 年 10 月 15 日（判時 1994 号 26 頁、裁判所ウェブサイト）
では、朝鮮民族社会の連携、朝日友好親善等を目的とした歌劇団が、岡山シンフォニーホ
ール使用許可を求めた仮の義務付け申立てについての判断がなされた。岡山地裁は、
「行政
事件訴訟法 37 条の 5 第 1 項所定の「償うことのできない損害」とは、一般に、執行停止の
要件である同法 25 条 2 項所定の「重大な損害」よりも損害の性質及び程度が著しい損害を
いうが、金銭賠償ができない損害に限らず、金銭賠償のみによって損害を甘受させること
が社会通念上著しく不相当と評価される損害を含むと解されている」としたうえで、
「本件
公演を実施できなくなることにより、申立人は、上記のとおりの財産的損害や精神的苦痛
を被るほか、憲法によって保障された基本的自由が侵害されることになる」･･･「精神的苦
痛や基本的自由の侵害に対する損害は、もともとその算定が甚だ困難であるため、懲罰的
賠償が許容されない現行法制のもとでは、低額の慰謝料が認容されるにとどまる蓋然性が
高」く、
「本件公演が実施できなくなることによって被る申立人の損害は、金銭賠償のみに
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よって損害を甘受させることが社会通念上著しく不相当と評価されるということができる
から、申立人に生じる損害は、同法 37 条の 5 第 1 項所定の「その義務付けの訴えに係る処
分がされないことにより生ずる償うことのできない損害」に当たると認めるのが相当であ
る」とした。そして、「本案について理由があるとみえるとき」の判断については、
「本件
公演が実施された場合に、警察の適切な警備によってもなお混乱を防止することができな
い事態が生ずることが客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されるものとは認め
難く、本件条例 3 条 3 号所定の「管理上支障があるとき」に該当しないものというべきで
ある」として、本案について理由があるとみえるとした。
（ウ）タクシー運賃変更認可
【判例 42】名古屋地決平成 22 年 11 月 8 日（判タ 1358 号 94 頁、裁判所ウェブサイト）
は、道路運送法 9 条の 3 の運賃及び料金設定認可申請を却下された事業者が、却下処分の
取消と認可処分の義務付けに合わせて、認可処分の仮の義務付けを求めた事案である。名
古屋地裁は、期間の制限及び条件（違反時の短縮、月次報告の提出等）を付して仮の義務
付け請求を認容した。
「本案につき理由があるとみえるとき」の判断に当たって、申請書の
記載から、
「申立人が申請した運賃は、法 9 条の 3 第 2 項 1 号の「能率的な経営の下におけ
る適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」に適合するものであると一応認めら
れる」としたうえで、
「本件においては、法 9 条の 3 第 2 項所定の基準のうち、これまでに
判示したとおり 1 号の要件は充足している。次に、2 号及び 4 号の要件については、相手方
においても積極的に争っておらず、また、申立人がこれらの要件に抵触する行為をしてい
ることをうかがわせる証拠もない。さらに、3 号については、原認可がされて約 1 年 5 か月
経過したが、申立人が原認可により認められている現行運賃による営業を継続しているこ
とにより、名古屋交通圏のタクシー事業者の間で不当な競争や混乱が引き起こされている
ことをうかがわせる証拠はない。そうすると、本件申請は、法 9 条の 3 第 2 項所定の要件
を満たしているものと一応認められる」とした。また、
「償うことの出来ない損害」に営業
上の利益が当たるかが問題となったが、これについても、「現在、原認可に係る運賃の実施
期間の終期は、平成 22 年 11 月 10 日まで延伸されているが、処分行政庁は、同年 8 月 11
日付けで、本件申請を却下しているので、同年 11 月 10 日が経過すると、申立人はタクシ
ー事業を行うことができなくなり、その影響は、法人である申立人の営業活動ができなく
なり倒産の危機が現実的になることにとどまらず、その従業員の収入が途絶えることにも
つながる。申立人の置かれたこのような状況は、上記の要件に該当すると認められる」と
した。なお、決定に付された条件は、原決定にもともと付されていた条件であり、裁判所
は「本件において、この条件を除外して仮の義務付けを認める必要性はないから、同様の
条件を付すことにする」と述べている。
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タクシー運賃変更認可についての仮の義務付け決定については、【判例 R107】、【判例
R108】も参照されたい。
（エ）生活保護
【判例 43】那覇地決平成 21 年 12 月 22 日（判タ 1234 号 87 頁、裁判所ウェブサイト）
及び【判例 44】福岡高裁那覇支決平成 22 年 3 月 19 日（判タ 1234 号 84 頁、裁判所ウェブ
サイト）は、生活保護開始決定の仮の義務付けが申し立てられた事案についての第一審及
び抗告審である。本件では、生活保護は適用されないとする「生活保護行政を適正に運営
するための手引について」
（平成 18 年 3 月 30 日社援保発第 0330001 号厚生労働省社会・
援護局保護課長通知。以下「本件手引」という。
）に従った本件却下処分の適法性が争いに
なっている。
【判例 43】で那覇地裁は、扶助の内容及び金額を一部に指定したうえで期間の開始時期
を扶助毎に区切り、終期を本案事件の第一審判決が言い渡されるまでの間に限定した仮の
開始決定義務付けを認容した。
「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性につ
いて」については、
「申立人の年齢や健康状態等も考慮すれば、遅くとも平成 21 年 12 月以
降の生活扶助、住宅扶助及び医療扶助については、これらが支給されないことによる損害
を金銭賠償のみによって甘受させることが社会通念上著しく不合理であることは明らか」
としつつ、それ以前の扶助については、既に経過した期間についての扶助であることを鑑
みて、
「既に経過した同年 11 月までの各扶助のうち、その不支給が現在における申立人の
急迫状況として継続している部分、すなわち、申立人の医療機関に対する未払の医療費に
相当する医療扶助及び申立人が家主に対して支払を怠っている同年 10 月以降の家賃（甲
17）に相当する住宅扶助については、これらが支給されないことによる損害を金銭賠償の
みによって甘受させることは社会通念上著しく不合理であると評価できる」とした。引き
続く「本案について理由があるとみえる」か否かについても、実質的に踏み込んだ判断を
している。
抗告審決定である【判例 44】においても、原決定が維持されている。
（オ）その他
仮の義務付け申立てが争われた事例として、入管法上の仮滞在許可につき【判例 R109】
、
在留特別許可につき【判例 R110】
、住民登録につき【判例 R111】
、市議会リコールの手続
について【判例 R112】がある。
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（２）裁決例等
行審法の枠組みでは、法令に基づく申請に対して不作為がある場合の不服申立て（行審
法 49 条以下）が認められている。ここでの「不作為」とは、
「行政庁が法令に基づく申請
に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかか
わらず、これをしないこと」
（行審法 2 条 2 項）と定義されているため、行訴法との対応で
言えば、申請型の不作為違法確認訴訟に当たる部分だけが規定されていることになる。
不作為についての審査請求に対する認容裁決の内容は、
「不作為についての審査請求が理
由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対するなんらかの行為
をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する」
（行審法 51 条 3 項）である。
「なんらかの行為」を誰が判断するか、申請の許否の具体的判断については、立案関係者
によれば、不作為庁がなすべきとされている26。
不作為についての異議申立てに対する認容決定の内容は、「不作為庁は、不作為について
の異議申立てがあつた日の翌日から起算して 20 日以内に、申請に対するなんらかの行為を
するか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない」
（行審法 50 条 2 項）である。
【裁決 20】は、行政書士に対する措置要求をした者に対する調査の結果及び懲戒処分を
しない旨の通知が争われた異議申立てである。行政書士法（以下、
「法」という。
）第 14 条
の 3 第 1 項は、
「何人も、行政書士又は行政書士法人について第 14 条又は前条第 1 項若し
くは第 2 項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人
の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとる
ことを求めることができる。
」と規定し、2 項は、
「前項の規定による通知があつたときは、
同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
」と規
定している。
異議申立てを受けた処分庁は、
「異議申立人が本件請求をしたにもかかわらず、知事が法
に基づく懲戒処分をしない不作為があると主張してその是正を求めようとする趣旨」と理
解した上で、
「私人のした申請が法令に基づくものであるというためには、法令上、私人が
行政庁に対し一定の事件について処分その他公権力の行使に当たる行為をすべき旨を要求
する具体的な請求権を有するものと認められることが必要であり、当該申請が単に行政庁
の職権発動を促すにとどまる場合には、法律上で定められた申告等であっても、法令に基
づく申請には当たらない」として、本件で問題になった法 14 条の 3 の規定も、
「広く一般
26

参照、加藤泰守「行政庁の不作為に対する救済」田中二郎、原龍之助、柳瀬良幹（編）
『行
政法講座第 3 巻行政救済』
（有斐閣、1965）138-139 頁。なお、不作為に関する審査庁は直
近の上級庁に限られていることから、指揮監督権限として行審法の手続外で特定の処分を
命じることができるのではないかという立法論上の問題がある。参照、室井力他（編）『コ
ンメンタール行政法Ⅰ 行政手続法・行政不服審査法（第２版）』
（日本評論社、2008）514
頁[佐伯祐二]。
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国民に違反事実を通知することを認め、都道府県知事がこのような通知によっても行政書
士の監督権限を発動することができる道を開いたもので、都道府県知事の懲戒処分の職権
発動を促す端緒に関する規定であるにとどまり、同条の規定によって、当該通知者に対し
て、都道府県知事が適当な措置をとることを求める具体的請求権までをも付与した趣旨で
はないと解される」として、不適法なものだと判断した。
もし申立人 X が行審法による行政上の不服申立てではなく、裁判所に義務付け訴訟とし
て提起しようとするならば、本件は非申請型（行訴法 3 条 6 項 1 号、37 条の 2）として取
り扱われるべきと考えられる。
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６．差止め
（１）裁判例
平成 16 年改正後の行訴法は，差止めの訴えを「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきで
ないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決を
してはならない旨を命ずることを求める訴訟」と規定しており（行訴法 3 条 7 項）
、差止め
の訴えの要件を満たしているか否かについて裁判所の判断が可能な程度に特定された「一
定の処分又は裁決」が対象とされ、かつ、行政庁がそのような処分又は裁決をしようとし
ているという蓋然性が必要とされている。
訴訟要件として、
「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれが
ある場合に限り」提起することができ、その場合であっても｢その損害を避けるため他に適
当な方法があるとき｣は提起することができないとされている（行訴法 37 条の 4 第 1 項）。
そして、裁判所が行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決（差止
判決）をするためには、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき，「行政庁がその処分
若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明
らかであると認められ」るとき又は「行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁
量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」であることが必要とされて
いる（行訴法 37 条の 4 第 5 項）
。
さらに、改正法は、新たな抗告訴訟の類型として差止めの訴えを設けたことに対応して、
国民の権利利益の実効的な救済手続の整備を図る観点から、本案判決前における仮の救済
の制度として仮の差止めを新設した。
仮の差止めの要件としては，①差止めの訴えの提起があった場合であることに加え、②
「その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損
害を避けるため緊急の必要があ」ること、③「本案について理由があるとみえる」ことの
いずれにも該当することが必要である（37 条の 5 第 2 項）
。加えて、
「公共の福祉に重大な
影響を及ぼすおそれがある」ときには、仮の差止めはできない（同条第 3 項）
。
執行停止（行訴法 25 条）に比べて要件が加重されているのは，仮の差止めが、行政庁が
処分をしていないにもかかわらず、裁判所が処分をしてはならない旨を直接命ずる裁判で
あり、しかも本案判決において求める結果と同じ内容を本案判決前に仮に命ずる裁判であ
ることから、そのような重大な効力を有する裁判をするに当たっては、それにふさわしい
仮の救済の必要性が認められることを要件とする趣旨である27とされている。

27

小林久起『行政事件訴訟法』
（商事法務、2004)189 頁。
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ア

差止訴訟
（ア）懲戒処分

【判例 45】最判平成 24 年 2 月 9 日（民集 66 巻 2 号 183 頁、裁判所ウェブサイト）は、
改正法施行後に差止めの訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」について最高裁が
初めて判断基準を示し、その要件該当性を肯定した事案である。式典において国旗掲揚・
国歌斉唱すること等を内容とする通達が学校長宛に発せられていたところ、都立高校の教
職員らが、被上告人東京都を相手として、それぞれ、〔1〕各所属校の卒業式や入学式等の
式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱する義務のないこと及びピアノ
伴奏をする義務のないことの確認を求め、〔2〕上記国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し
ないこと若しくは斉唱しないこと又はピアノ伴奏をしないことを理由とする懲戒処分の差
止め等を求めた。最高裁は、差止めの訴え、無名抗告訴訟としての予防訴訟、行政処分以
外の不利益を予防する公法上の当事者訴訟の 3 つに分けて判断した。そのうち、差止めの
訴えについては、
「免職、停職、減給又は戒告の各処分の差止めを求める請求を内容とする
もの」と理解した上で、免職処分については、処分がされる蓋然性を欠くとして、不適法
却下とした。残りの免職処分以外の懲戒処分（停職、減給又は戒告の各処分）について、
実質的な判断をしている28。
最高裁は、行訴法 37 条の 4 第 1 項、第 2 項について、
「行政庁が処分をする前に裁判所
が事前にその適法性を判断して差止めを命ずるのは、国民の権利利益の実効的な救済及び
司法と行政の権能の適切な均衡の双方の観点から、そのような判断と措置を事前に行わな
ければならないだけの救済の必要性がある場合であることを要するものと解される。した
がって、差止めの訴えの訴訟要件としての上記「重大な損害を生ずるおそれ」があると認
められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後
に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けること
ができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を
受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。
」と述べた。その上
で、本件においては、
「通達を踏まえて懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険
が現に存在する状況の下では、事案の性質等のために取消訴訟等の判決確定に至るまでに
相応の期間を要している間に、毎年度 2 回以上の各式典を契機として上記のように懲戒処
山本隆司「行政処分差止訴訟および義務不存在確認の適法性」論究ジュリスト 3 号(2012)
117(124)頁は、原告が「すべての懲戒処分」の差止めを請求しているのに対し、最高裁が各
処分の差止めとして分割したことについて、批判している。このような分割を行うと、「懲
戒処分の量定が比例原則に適合するか、つまり当該懲戒処分が重すぎないか」という違法
事由が追加されてしまうが、それについては本件では未だ具体的に判断出来る状況ではな
いから、分割した上で減給処分や停職処分につき原告が個別具体的な事情の特定及び主張
立証をしていないとして棄却することは、最高裁の「独り相撲」であるとする。

28
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分が反復継続的かつ累積加重的にされていくと事後的な損害の回復が著しく困難になるこ
とを考慮すると、本件通達を踏まえた本件職務命令の違反を理由として一連の累次の懲戒
処分がされることにより生ずる損害は、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止
の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものであるとはいえず、
処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なもの
である」とした。
このほか、本判決については無名抗告訴訟や当事者訴訟との相互関係や、差止めの訴え
の本案判断についての具体的な枠組みが示されているが、紙幅の関係から解説を省略する。
事例集における抜粋及びインデックス記載の評釈類を参照されたい。
（イ）公有水面埋め立て
【判例 46】広島地判平成 21 年 10 月 1 日（判時 2060 号 3 頁、裁判所ウェブサイト）は、
鞆の浦水域の公有水面埋立免許付与の差止訴訟につき、周辺住民の請求を認容した判決で
ある。広島地裁は周辺住民の原告適格を景観利益に基づいて認めた上で、重大な損害を生
ずるおそれ」の有無については、執行停止との関係を踏まえて、
「差止訴訟が、処分又は裁
決がなされた後に当該処分等の取消しの訴えを提起し、当該処分等につき執行停止を受け
たとしても、それだけでは十分な権利利益の救済が得られない場合において、事前の救済
方法として、国民の権利利益の実効的な救済を図ることを目的とした訴訟類型であること
からすれば、処分等の取消しの訴えを提起し、当該処分等につき執行停止を受けることで
権利利益の救済が得られるような性質の損害であれば、そのような損害は同条 1 項の「重
大な損害」とはいえないと解すべきである。
」と述べた。その上で、景観利益については、
「本件埋立免許がなされた後、取消しの訴えを提起した上で執行停止の申立てをしたとし
ても、直ちに執行停止の判断がなされるとは考え難い」こと、また「景観利益は、生命・
身体等といった権利とはその性質を異にするものの、日々の生活に密接に関連した利益と
いえること、景観利益は、一度損なわれたならば、金銭賠償によって回復することは困難
な性質のものであること」などを総合考慮して、
「本件埋立免許がされることにより重大な
損害を生ずるおそれがあると認めるのが相当である」とした。
本案勝訴要件である行訴法 37 条の 4 第 5 項所定の明らかな法令違背及び裁量権の逸脱又
は濫用の有無については、関連法規である瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」
という。
）の趣旨も踏まえながら、
「広島県知事は、本件埋立免許が『国土利用上適正且合
理的』であるか否かを判断するに当たっては、本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事
業が A の景観に及ぼす影響と、本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事業の必要性及び
公共性の高さとを比較衡量の上、瀬戸内海の良好な景観をできるだけ保全するという瀬戸
内法の趣旨を踏まえつつ、合理的に判断すべきであり、その判断が不合理であるといえる
場合には、本件埋立免許をすることは、裁量権を逸脱した違法な行為に当たるというべき」
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として、本件の事情の下では、裁量権の範囲を超えた場合に当たるとした。
（ウ）鉄道走行
【判例 47】東京地判平成 20 年 1 月 29 日（判時 2000 号 27 頁）は、
「当該工事により完
成した高架鉄道施設に小田急電鉄が鉄道を複々線で走行させることを許す被告が行う処分
一切の差止め」という内容の差止請求につき、請求内容の特定性が問題になった事件であ
る。東京地裁は、
「本件差止請求に係る訴えは、行訴法三条七項にいう差止めの訴えである。
同項によれば、差止めの訴えとは、
「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわ
らずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならな
い旨を命ずる訴訟」をいう。そして、ここにいう「一定の処分又は裁決」とは、その表現
からも分かるとおり、処分又は裁決の内容が具体的一義的に特定していることまでは要求
していないものの、行訴法三七条の四の定める差止めの訴えの要件について裁判所が判断
することができる程度にまでは特定している必要があることはいうまでもない」という一
般論を述べた。その上でさらに裁判所は、本件においては、地方運輸局長が有する権限に
属する処分は鉄道の走行に関係するものだけでも５つあり、しかもこれらに尽きるとは限
らないから、
「裁判所としては、被告の権限に属する上記アからオまでの処分のうちどの処
分を審理の対象として取上げるべきかを知ることさえできないのであり、行訴法三七条の
四の定める差止めの訴えの要件について判断することは到底できない。したがって、本件
差止請求の対象は、行訴法三条七項の定める「一定の処分」には当たらないというほかな
い」として、
「一定の処分」としての特定がなされていないと判断した。
（エ）保険医抹消取消
【判例 48】大阪地判平成 20 年 1 月 31 日（判タ 1268 号 152 頁、裁判所ウェブサイト）
は、保険医療機関指定取消処分・保険医登録取消処分の差止めが争われた事件である。主
たる争点は、本件各処分によって生じる大幅な収入の減少や歯科医師及び医療機関として
の社会的評価、信用性の失墜等が「重大な損害」に当たるかどうか、そして保険医療機関
指定取消処分・保険医登録取消処分の違法性である。裁判所は、前者について、「「重大な
損害」とは、それを避けるために事前救済を認める必要がある損害をいうと解すべきであ
り、当該損害がその処分後に執行停止を受けることにより避けることができるような性質
のものであるときは、
「重大な損害」には該当しないと解すべき」として、執行停止によっ
て損害発生を防ぎうるかについても検討した。本件各処分により、「患者数が大幅に減少し
た場合、原告らが、その開設する歯科医院を、現状の形態のまま維持することは不可能で
あり、経営が破綻するおそれもあるというべき」であり、仮に執行停止がなされたとして
も、
「本件各処分によって低下、失墜した原告らの歯科医師としての社会的評価や信用が直
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ちに回復することは考えにくく、他の歯科医院に転院した患者が、再び原告らの歯科医院
に戻る可能性は低いことはもとより、新規の患者が増える可能性も低いと解される」とし
て、損害を「取消訴訟の提起や執行停止などの事後的救済手段によって十分に回復するこ
とは困難であるというべき」とした。しかし、保険医療機関指定取消処分・保険医登録取
消処分の違法性については、原告らの主張は退けられ、請求棄却判決が下された。
（オ）その他
他に差止めの訴えが争われた下級審判例として、近隣住民による建築確認処分差止訴訟
につき【判例 R115】、建設廃材中間処理のための産業廃棄物処分業許可の差止訴訟につき
【判例 R116】及び【判例 R117】
、運転免許停止処分の差止訴訟につき【判例 R118】及び
【判例 R119】
、工事施工停止命令の差止訴訟につき【判例 R120】
、事業認定の差止につき
【判例 R121】
、受刑者に対する調髪処分差止訴訟につき【判例 R122】
、一般労働派遣事業
許可取消処分差止訴訟につき【判例 R123】
、電力線搬送通信設備の型式指定及び許可等の
差止訴訟につき【判例 R124】及び【判例 R125】がある。
イ

仮の差止め申立て
（ア）保育所廃止

【判例 49】神戸地決平成 19 年 2 月 27 日（賃金と社会保障 1442 号 57 頁、裁判所ウェブ
サイト）及び【判例 50】大阪高決平成 19 年 3 月 27 日（裁判所ウェブサイト）では、市立
保育所に入所していた児童及び保護者らが、その市立保育所を廃止する内容の条例制定の
差止を求めて提訴し、併せて仮の差止めを申し立てた。ここでは、「償うことのできない損
害を避けるための緊急の必要性」の有無と「本案について理由があるとみえる」か否かが
争いになった。
【判例 49】の神戸地裁は、
「本案事件における差止判決を待っていたのでは「償うことの
できない損害」を生ずるおそれがあって、これを避けるために緊急の必要があることを要
件とするものであるから、
「償うことのできない損害」とは、差止訴訟の要件である「一定
の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」
（同法 37 条の 4
第 1 項）よりも損害の回復の困難の程度が著しい場合をいうものと解すべきであり、金銭
賠償が不可能な損害が発生する場合のほか、社会通念に照らして金銭賠償のみによること
が著しく不相当と認められるような場合を指すものと解される」とした。
本件においては、
「償うことのできない損害の有無を判断するに当たっては、本件条例の
改正に伴って相手方が措置することを予定している民間移管の内容や円滑な移管のために
とられる予定の引継ぎや共同保育等のスケジュール等の諸般の事情を前提とした上で、市
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立保育所としての本件保育所の廃止が保育児童やその保護者らに与える影響について勘案
すべき」だとした。そして、
「相手方から本件法人への円滑な引継ぎのために行われる共同
保育の計画の期間、内容及び実行可能性等について計画自体において問題があることは明
らかであり、前記のような極めて不十分で実質的にみれば無きに等しい性急な共同保育を
経ただけで市立保育所としての本件保育所を廃止しこれを民間移管することは、申立人ら
の保育所選択に関する法的利益を侵害するものであり、社会通念に照らして金銭賠償のみ
によることが著しく不相当と認められるものというべきである」と判断した。
「本案について理由があるとみえるとき」にあたるか否かについては、廃止についての
判断は当該市町村の政策的な裁量判断に委ねられるとしつつも、
「相手方から本件法人への
円滑な引継ぎのために行われる共同保育の計画の期間、内容及び実行可能性等については
計画自体において問題があり、前記のような極めて不十分で実質的にみれば無きに等しい
性急な共同保育を経ただけで市立保育所としての本件保育所を廃止しこれを民間移管する
ことは、申立人らの保育所選択権を、相手方に与えられた裁量権を逸脱又は濫用して侵害
するものといわざるを得ず、本案について理由があるとみえる場合に当たる」とした。
【判例 49】の神戸地裁決定を受けて、抗告審までの間に、Y 市は条例改正案を撤回し、
第二次改正案を議案として提出することとした。そのため、抗告審である【判例 50】では、
そうすると、本件申立ての対象行為である本件改正条例の制定が、抗告人によってされる
ことがないのは確定的である」･･･「というべきである。
」として、原決定である【判例 49】
は取り消された。
（イ）住民票職権消除
【判例 51】大阪地決平成 19 年 2 月 20 日（裁判所ウェブサイト）及び【判例 52】大阪
高決平成 19 年 3 月 1 日（賃金と社会保障 1448 号 58 頁、裁判所ウェブサイト）では、A
を住所として西成区の住民基本台帳に住民として記録されているが実際には主に A 周辺の
簡易宿所で生活している者が、住民票の消除処分の差止めを求め、同時に、消除処分の仮
の差止めを求めた。
大阪地裁は、まず本案訴訟である差止の訴えが適法な訴えとして提起されていることが
仮の差止の適法要件としても必要であると解したうえで、本案訴訟の要件につき一つ一つ
判断した。まず、
「重大な損害を生ずるおそれ」について、大阪市議会議員選挙での選挙権
の行使がきわめて困難になると言わざるを得ないとして、消除処分がされることにより重
大な損害を生ずるおそれがあるというべきとした。次に、
「その損害を避けるため他に適当
な方法があるとき」についても、他の適当な方法を見いだすこともできないとして該当性
を認めた。
次に、仮の差止め申立て自体の要件についての判断として、
「償うことのできない損害を
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避けるため緊急の必要がある」か否かについては、
「重大な損害が生じるおそれ」について
の判断に即して肯定した。しかし、
「本案について理由があるとみえる」かについては、
「A
所在地が申立人の生活の本拠、すなわち申立人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、
全生活の中心であるとは到底いえない」として否定し、原告がした信義則の主張も排斥し
た。
これに対して、抗告審である【判例 52】の大阪高裁は、住所としての実態を有する場所
が簡易宿所にあることは認めたうえで、そこでの住民登録が支障なく行われるという保証
が得られない現状においては、「「少なくとも、上記の相手方と簡易宿所業者の組合との調
整がまとまり、その調整が抗告人ら住民に周知されるまでは、A を住所とみる余地も十分あ
「本案について理由があるとみえるとき」に当たると判断した。ま
るというべき」として、
た、
「仮に、抗告人の住所として A を認めることができないとき、相手方の本件消除処分が
信義則により許されないか否かについて検討する」として、信義則の主張を認めて仮の差
止申立を認容した。
（ウ）退去強制令書
【判例 53】大阪地決平成 18 年 12 月 12 日（判タ 1236 号 140 頁）は、入管法上の退去
強制令書発付処分の差止めと仮の差止めが求められた事案である。ここでは、執行停止と
仮の差止めの関係が問題になった。大阪地裁は、
「退去強制令書の送還部分の執行によって
被る不利益は、処分がされた後に取消訴訟を提起し、その執行停止の決定を得ることによ
り回避することができるし、収容部分の執行によって被る不利益は、申立人の主張する各
事実を前提としたとしても、償うことのできない損害に該当するものとはいえず、社会通
念上、金銭賠償による回復をもって満足することもやむを得ないというべきである」と述
べたうえで、
「退去強制令書の執行のうち収容部分について執行停止が認められないとすれ
ば、それは収容部分の執行によって当該外国人の受ける不利益が「処分の執行（中略）に
より生ずる重大な損害」
（行政事件訴訟法 25 条 2 項）に該当しないと判断されるからであ
るから、これより要件が厳格である仮の差止めを発令する根拠とはなり得ない。また、前
記のとおり、仮の差止めは、当該処分がされた後に提起した取消訴訟の判決ないし執行停
止決定を待っていたのでは「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあり、これを避
けるために緊急の必要がある場合であることを要件としているのであるから、退去強制令
書発付処分がされた後、収容部分及び送還部分の各側面についての執行につきとり得る救
済方法を具体的に検討することには何ら問題はない。したがって、申立人の上記主張はい
ずれも採用できない」として、仮の差止め申立を却下した。

69

（エ）公有水面埋め立て
【判例 54】広島地決平成 20 年 2 月 29 日（判時 2045 号 98 頁、裁判所ウェブサイト）は、
公有水面埋め立て免許付与の仮の差止めが申し立てられた事案であり、周辺住民の申立適
格が認められるか、
「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要」があるかが争点
となった。広島地裁は、公水法と瀬戸内法の規定から、景観利益に基づいて、歴史的町並
みゾーン内の居住者についてのみ、法的保護に値する景観利益を有するものとして、本件
埋立免許についての仮の差止め申立適格を認めた。しかし、
「償うことのできない損害を避
けるための緊急の必要」については、「景観利益については、本件埋立てが着工されれば、
焚場の埋立てなどが行われ、直ちに鞆の浦及びその周辺の景観が害され、しかも、いった
ん害された景観を原状に回復することは著しく困難である」としつつ、本件では、「本件埋
立免許がなされた場合、埋立工事は、早くとも本件埋立免許後 1 か月程度を経過してから
着手され、場合によっては 2 か月程度が経過してから着工されることが予測される。この
点に加えて、本件の本案である差止訴訟は、既に当裁判所に係属し、弁論期日が重ねられ、
景観利益に関する当事者の主張及び書証による立証はほぼ尽くされていることを併せ考慮
すると、景観利益を法律上の利益とする申立人らは、本件埋立免許がなされた場合、直ち
に差止訴訟を取消訴訟に変更し、それと同時に執行停止の申立てをし、本件埋立てが着工
される前に執行停止の申立てに対する許否の決定を受けることが十分可能であるといえ
る」として、緊急の必要性を否定し、申立てを却下した。
（オ）産廃処理業許可
【判例 55】大阪地決平成 17 年 7 月 25 日（判タ 1221 号 260 頁、裁判所ウェブサイト）
では、建設廃材中間処理のための産業廃棄物処分業許可処分の仮の差止めを、周辺住民と
隣接敷地で食品加工業を営む業者が申し立てた。大阪地裁は、申立適格については、
「廃棄
物処理法の趣旨、目的等からすれば、廃棄物処理法 14 条 6 項の規定が、上記範囲内におい
て生活する者の生命、身体の安全等とは別に、当該範囲内において個々人が有する所有権、
事業を営む者の営業上の利益その他の財産上の権利、利益をも保護すべきものとする趣旨
をも含むものと解することはできない」として、住民の申立適格は認めたものの、食品加
工業者の申立適格は否定した。そして、住民の申立てにつき、「償うことのできない損害を
避けるため緊急の必要」があるということができるかについては、健康を著しく害するよ
うな性質であると認められるような疎明はなされていないとして否定した。
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（カ）ぱちんこ遊技場営業許可
【判例 56】大阪地決平成 18 年 8 月 10 日（判タ 1224 号 236 頁、裁判所ウェブサイト）
では、風営法上のぱちんこ遊技場営業許可について、近隣の歯科医院管理者が仮の差止め
申立てをした。ここでは「処分…がされることにより生ずる償うことのできない損害を避
けるため緊急の必要」があるかが争点となった。
裁判所は一般論として、「「処分…がされることにより生ずる償うことのできない損害を
避けるため緊急の必要」があるといえるためには、ひとたび違法な処分がされてしまえば、
当該私人の法律上保護された利益が侵害され、その侵害を回復するに後の金銭賠償による
ことが不可能であるか、これによることが著しく不相当と認められることが必要であり、
損害を回復するために金銭賠償によることが不相当でない場合や、処分が後に取消判決に
よって取り消され、又は執行停止の決定により処分の効力、処分の続行又は処分の継続が
停止されることによって損害が回復されるような場合には、上記緊急の必要性は認められ
ないというべきである」と述べた。
そして、本件においては、
「仮に本件申請について許可処分がされ、それが違法なもので
あったとしても、それによって直ちに本件診療所周辺の環境が不可逆的に著しく悪化する
とはいえず、営業許可がされ、本件営業所の営業が開始された後においても、その後取消
訴訟によって営業許可が取り消され、あるいは執行停止によって営業許可の効力が停止さ
れれば、その時点で本件営業所は営業ができなくなり、当該許可処分以前の環境を回復す
ることは可能であると解される」として、緊急の必要があるとはいえないとした。
（キ）その他
他に仮の差止め申立てが争われた事件として、マンション建設の開発許可及び建築確認
仮の差止申立てにつき【判例 R126】及び【判例 R127】、保険医登録処分につき【判例 R128】
、
介護老人保健施設業務停止命令等につき【判例 R129】、司法書士の 3 ヶ月業務停止命令に
つき【判例 R130】
、他のタクシー事業者が新規参入する際の事業経営許可処分・運賃認可
処分の仮の差止申立てにつき【判例 R131】
、市議会解散請求に基づく解散の投票のための
投票期日の告示等一切の投票事務の執行仮差止申立てにつき【判例 R132】がある。
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（２）裁決例等
行審法上、行政処分がなされる前の段階にそれを差し止める旨の審査請求等を認める規
定は存在しない。また、実際に裁決例としても収集できなかった。そのため、本事例集で
は差止についての裁決例は採録していない。
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第３章
裁判例要旨集
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第３章 裁判例要旨集
【凡例】
第２章事例解説においてとりあげた裁判例（判決および決定）につき、
【事案の概要】、
【判
旨（決定要旨）
】を収録した。

【事案の概要】
、
【判決要旨（決定要旨）
】における下線は、編集者による。

【判例 X】 概要
裁判所名・判決（決定）年月日（掲載誌）
【事案の概要】
【判旨（決定要旨）
】 論点についての結論及び主文についての解説
裁判例の抜粋

なお、第５章において、掲載番号、項目、裁判所、判決（決定）年月日、概要、論点につ
いての結論に加えて、評釈情報を記載したリストとして掲載しているため、適宜参照して
いただきたい。そこでは、参考裁判例（
【判例 R】
）も第２章掲載順に収録している。
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１．処分性
ア

民法上の法律行為

【判例 1】市営老人福祉施設の民営移管選考における提案書不決定通知
最判平成 23 年 6 月 14 日（裁時 1533 号 24 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
A 市が自ら設置し管理する老人福祉施設の資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業
者の選考のための公募において、設立準備中の社会福祉法人が、提案書を提出してこれに
応募したところ、A 市長から提案について決定に至らなかった旨の通知を受けたことから、
上記法人の理事又は理事長の就任予定者である原告らが、上記通知が抗告訴訟の対象とな
る行政処分に当たることを前提にその取消し等を求めている事案である。原審は行政処分
性があると判断。
【判旨】処分性を否定して、原判決取消、控訴棄却（訴え却下した第一審判決を支持）
「前記事実関係によれば、本件民間移管は、上告人と受託事業者との間で、上告人が受託
事業者に対し本件建物等を無償で譲渡し本件土地を貸し付け、受託事業者が移管条件に従
い当該施設を老人福祉施設として経営することを約する旨の契約（以下「本件契約」とい
う。
）を締結することにより行うことが予定されていたものというべきである。本件募集要
綱では、上告人は受託事業者の決定後においても移管条件が遵守される見込みがないと判
断するときはその決定を取り消すことができるとされており、本件契約においても、これ
と同様の条項が定められれば解除権が留保されるほか、本件土地の貸付けには、公益上の
理由による解除権が留保されており（地方自治法 238 条の 5 第 4 項、238 条の 4 第 5 項）
、
本件土地の貸付け及び本件建物等の無償譲渡には、用途指定違反を理由とする解除権が留
保され得るが（同法 238 条の 5 第 6 項、7 項）
、本件契約を締結するか否かは相手方の意思
に委ねられているのであるから、そのような留保によって本件契約の契約としての性格に
本質的な変化が生ずるものではない。
そして、本件契約は、上告人が価格の高低のみを比較することによって本件民間移管に
適する相手方を選定することができる性質のものではないから、地方自治法施行令 167 条
の 2 第 1 項 2 号にいう「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」と
して、随意契約の方法により締結することができるものである。また、A 市公の施設に係る
指定管理者の指定手続に関する条例及び同条例施行規則は、上告人の設置する公の施設に
係る地方自治法 244 条の 2 第 3 項所定の指定管理者の指定の手続について定めたものであ
って（同条例 1 条参照）
、本件契約の締結及びその手続につき適用されるものではない。そ
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うすると、本件募集は、法令の定めに基づいてされたものではなく、上告人が本件民間移
管に適する事業者を契約の相手方として選考するための手法として行ったものである。
以上によれば、A 市長がした本件通知は、上告人が、契約の相手方となる事業者を選考す
るための手法として法令の定めに基づかずに行った事業者の募集に応募した者に対し、そ
の者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎず、公権
力の行使に当たる行為としての性質を有するものではないと解するのが相当である。した
がって、本件通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである（最
高裁昭和 33 年（オ）第 784 号同 35 年 7 月 12 日第三小法廷判決・民集 14 巻 9 号 1744 頁、
最高裁昭和 42 年（行ツ）第 52 号同 46 年 1 月 20 日大法廷判決・民集 25 巻 1 号 1 頁参照）
。」
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イ

要綱に基づく給付

【判例 2】労災就学援護費支給決定
最判平成 15 年 9 月 4 日（判時 1841 号 89 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金の受給権者である原告が、国に対
し、外国の大学に進学した子の学資に係る労災就学援護費の支給申請をしたところ、被上
告人から、同大学が労災就学援護費の支給対象となる学校教育法 1 条所定の学校に当たら
ないとして、労災就学援護費を支給しない旨の決定（以下「本件決定」という。
）を受けた
ため、その取消しを求める事案である。
原審は、本件決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に該当せず、本件訴えは不適法であ
るとして、これと同一の理由により本件訴えを却下した第一審判決に対する上告人の控訴
を棄却した。
【判旨】原判決破棄、第一審判決取消、事案を第一審に差戻し。
「法 23 条 1 項 2 号は、政府は、労働福祉事業として、遺族の就学の援護等、被災労働者及
びその遺族の援護を図るために必要な事業を行うことができると規定し、同条 2 項は、労
働福祉事業の実施に関して必要な基準は労働省令で定めると規定している。これを受けて、
労働省令である労働者災害補償保険法施行規則（平成 12 年労働省令第 2 号による改正前の
もの）1 条 3 項は、労災就学援護費の支給に関する事務は、事業場の所在地を管轄する労働
基準監督署長が行うと規定している。そして、「労災就学援護費の支給について」と題する
労働省労働基準局長通達（昭和 45 年 10 月 27 日基発第 774 号）は、労災就学援護費は法
23 条の労働福祉事業として設けられたものであることを明らかにした上、その別添「労災
就学等援護費支給要綱」において、労災就学援護費の支給対象者、支給額、支給期間、欠
格事由、支給手続等を定めており、所定の要件を具備する者に対し、所定額の労災就学援
護費を支給すること、労災就学援護費の支給を受けようとする者は、労災就学等援護費支
給申請書を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければ
ならず、同署長は、同申請書を受け取ったときは、支給、不支給等を決定し、その旨を申
請者に通知しなければならないこととされている。
このような労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務
災害等を被った場合に、政府が、法第 3 章の規定に基づいて行う保険給付を補完するため
に、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対し
て労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。
そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所
定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられている
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が、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備
していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて
具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根
拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺
族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象とな
る行政処分に当たるものと解するのが相当である。論旨は理由がある。」
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ウ

通知・勧告

【判例 3】食品衛生法輸入届に対する違反通知
最判平成 16 年 4 月 26 日（民集 58 巻 4 号 989 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、上告人が冷凍スモークマグロ切り身 100ｋｇ（以下「本件食品」という。）を輸
入しようとしたところ、検疫所長から食品衛生法 6 条に違反する旨の通知（以下「本件通
知」という。
）を受けたため、その取消しを求める事案である。
「輸入食品等監視指導業務基準」
（厚生省生活衛生局長通知）によれば、法 16 条所定の
食品等の輸入届出に際し、検疫所長が法に違反すると判断した食品等については、食品衛
生法違反通知書により原則として積戻し若しくは廃棄又は食用外への転用をするよう当該
食品等を輸入しようとする者を指導することとされている。そして、通関実務においては、
検疫所長が食品等を輸入しようとする者に対し食品衛生法違反通知書を交付した場合には、
同人に対し食品等輸入届出済証を交付せず、税関長に対し食品衛生法違反物件通知書を交
付して、当該食品等について輸入許可を与えないよう求め、これを受けて税関では、関税
法基本通達に基づき上記の食品等輸入届出済証等の添付がない輸入申告書は受理しない取
扱いが行われている。
第一審、原審ともに、処分性を否定して訴え却下。
【判旨】原判決破棄、第一審判決取消し、事案を第一審に差戻し。（横尾和子裁判官反対意
見あり）
「
（1）･･･法は厚生労働大臣に対して食品等の安全を確保する責任と権限を付与していると
ころ、法 16 条は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等を輸入しようとする者は、
厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に輸入届出をしなければなら
ないと規定しているのであるから、同条は、厚生労働大臣に対し輸入届出に係る食品等が
法に違反するかどうかを認定判断する権限を付与していると解される。そうであるとすれ
ば、法 16 条は、厚生労働大臣が、輸入届出をした者に対し、その認定判断の結果を告知し、
これに応答すべきことを定めていると解するのが相当である。
（2）ところで、食品衛生法施行規則 15 条は、法 16 条の輸入届出は所轄の検疫所長に対し
て輸入届出書を提出して行うべきことを規定しているが、･･･輸入食品等監視指導業務基準
によると、検疫所長は、食品等を輸入しようとする者に対し、当該食品等が、法の規定に
適合すると判断したときは食品等輸入届出済証を交付し、これに違反すると判断したとき
は食品衛生法違反通知書を交付することとされている。このような食品等輸入届出済証の
交付は厚生労働大臣の委任を受けて検疫所長が行う当該食品等が法に違反しない旨の応答
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であり、食品衛生法違反通知書の交付はこれに違反する旨の応答であって、これらは、前
記（1）の法 16 条が定める輸入届出をした者に対する応答が具体化されたものであると解
される。
（3）一方、関税法 70 条 2 項は、
「他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条
件の具備を必要とする貨物については、第 67 条（輸出又は輸入の許可）の検査その他輸出
申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具
備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
」と規定しているところ、ここにい
う「当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備」は、食品等の輸入に関していえば、
法 16 条の規定による輸入届出を行い、法の規定に違反しないとの厚生労働大臣の認定判断
を受けて、輸入届出の手続を完了したことを指すと解され、税関に対して同条の輸入届出
の手続が完了したことを証明し、
その確認を受けなければ、
関税法 70 条 3 項の規定により、
当該食品等の輸入は許可されないものと解される。関税法基本通達 70－3－1 が、関税法
70 条 2 項の規定の適用に関し、法 6 条等の規定については、
「第 16 条の規定により厚生労
働省、食品衛生監視員が交付する「食品等輸入届出書」の届出済証」により、関税法 70 条
2 項に規定する「検査の完了又は条件の具備」を証明させるとし、関税法基本通達 67－3－
6、67－1－9 が、輸入申告書に食品等輸入届出済証等の証明書類の添付がないときは、輸
入申告書の受理を行わず、申告者に返却すると規定しているのも、上記解釈と同じ趣旨を
明らかにしたものである。
（4）そうすると、食品衛生法違反通知書による本件通知は、法 16 条に根拠を置くもので
あり、厚生労働大臣の委任を受けた被上告人が、上告人に対し、本件食品について、法 6
条の規定に違反すると認定し、したがって輸入届出の手続が完了したことを証する食品等
輸入届出済証を交付しないと決定したことを通知する趣旨のものということができる。そ
して、本件通知により、上告人は、本件食品について、関税法 70 条 2 項の「検査の完了又
は条件の具備」を税関に証明し、その確認を受けることができなくなり、その結果、同条 3
項により輸入の許可も受けられなくなるのであり、上記関税法基本通達に基づく通関実務
の下で、輸入申告書を提出しても受理されずに返却されることとなるのである。
（5）したがって、本件通知は、上記のような法的効力を有するものであって、取消訴訟の
対象となると解するのが相当である。論旨は理由がある。」
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【判例 4】過誤納金還付通知拒否通知
最判平成 17 年 4 月 14 日（民集 59 巻 3 号 491 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
地震により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築した建物について所有
権保存登記の申請をした際に納付した原告が、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関
係法律の臨時特例に関する法律による登録免許税の免税措置が適用されることを理由に、
登記官に対し、所轄税務署長に対して登録免許税法 31 条 1 項の過誤納金還付通知をすべき
旨の請求をした。登記官は、登録免許税の過誤納がなく、所轄税務署長に対して登録免許
税法 31 条 1 項の通知をすることはできない旨の通知（以下「本件拒否通知」という。）を
したため、原告が本件拒否通知の取消しを請求する事案である。原審は処分に当たらない
として訴え却下。
【判旨】処分性は認めた（泉徳治裁判官反対意見あり）が、結論においては上告棄却。
「本件拒否通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした原審の判断は、是認
することができない。その理由は、次のとおりである。
（1）登録免許税については、納税義務は登記の時に成立し、納付すべき税額は納税義務の
成立と同時に特別の手続を要しないで確定する（国税通則法（平成 11 年法律第 10 号によ
る改正前のもの。以下同じ。
）15 条 2 項 14 号、3 項 6 号）。そこで、登録免許税の納税義務
者は、過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合には、そのことによって当然に還
付請求権を取得し、同法 56 条、74 条により 5 年間は過誤納金の還付を受けることができ
るのであり（登録免許税法 31 条 6 項 4 号参照）、その還付がされないときは、還付金請求
訴訟を提起することができる。
この点につき登録免許税法 31 条 1 項は、同項各号のいずれかに該当する事実があるとき
は、登記機関が職権で遅滞なく所轄税務署長に過誤納金の還付に関する通知をしなければ
ならないことを規定している。･･･同条 2 項は、登記等を受けた者が登記機関に申し出て上
記の通知をすべき旨の請求をすることができることとし、登記等を受けた者が職権で行わ
れる上記の通知の手続を利用して簡易迅速に過誤納金の還付を受けることができるように
している。
同条 1 項及び 2 項の趣旨は、上記のとおり、過誤納金の還付が円滑に行われるようにす
るために簡便な手続を設けることにある。同項が上記の請求につき 1 年の期間制限を定め
ているのも、登記等を受けた者が上記の簡便な手続を利用するについてその期間を画する
趣旨であるにすぎないのであって、当該期間経過後は還付請求権が存在していても一切そ
の行使をすることができず、登録免許税の還付を請求するには専ら同項所定の手続によら
なければならないこととする手続の排他性を定めるものであるということはできない。」
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「そうすると、同項が登録免許税の過誤納金の還付につき排他的な手続を定めていること
を理由に、同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知が抗告訴訟の
対象となる行政処分に当たると解することはできないといわざるを得ない。
」
「
（2）しかしながら、上述したところにかんがみると、登録免許税法 31 条 2 項は、登記等
を受けた者に対し、簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができる地
位を保障しているものと解するのが相当である。そして、同項に基づく還付通知をすべき
旨の請求に対してされた拒否通知は、登記機関が還付通知を行わず、還付手続を執らない
ことを明らかにするものであって、これにより、登記等を受けた者は、簡易迅速に還付を
受けることができる手続を利用することができなくなる。そうすると、上記の拒否通知は、
登記等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして、
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。」
[国に対する還付請求が原審において棄却され確定していることから、訴えの利益が消滅し
たとして本件訴えを却下した原審を支持し上告棄却とした。]
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【判例 5】医療法病院開設中止勧告
最判平成 17 年 7 月 15 日（民集 59 巻 6 号 1661 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X は、病院の開設を計画し、県知事 Y に対し病院開設に係る医療法（平成 9 年法律
第 125 号による改正前のもの。以下同じ。）7 条 1 項の病院開設許可申請を行ったところ、
Y は医療法 30 条の 7 の規定に基づき「A 医療圏における病院の病床数が、B 県地域医療計
画に定める当該医療圏の必要病床数に達しているため」という理由で、本件申請に係る病
院の開設を中止するよう勧告した（以下、この勧告を「本件勧告」という。
）。これをうけ
た X は本件勧告を拒否する文書を送付した。その後、Y は本件申請について許可する旨の
処分（以下「本件許可処分」という。）をし、同時に、「医療法を遵守し、富山県地域医療
計画の達成の推進に協力すること」等の遵守事項の記載に加えて「中止勧告にもかかわら
ず病院を開設した場合には、厚生省通知（昭和 62 年 9 月 21 日付け保発第 69 号厚生省保険
局長通知）において、保険医療機関の指定の拒否をすることとされているので、念のため
申し添える。
」と通告した。
本件は、X が、本件勧告は医療法 30 条の 7 に反するもので違法であり、また、本件通告
部分のある文書と共にされた本件許可処分は本件勧告に従わない場合には保険医療機関の
指定申請を拒否することを予告するいわば負担付きの許可であると主張して、Y に対し、本
件勧告の取消し又は「本件許可処分中の中止勧告部分」と X が主張する本件通告部分の取
消しを請求する事案である。
原審は本件勧告、本件通告部分のいずれについても処分性を否定し、訴えを却下した。
【判旨】最高裁は本件通告部分については原審の判断を維持し訴え却下。勧告について、
以下のように述べて、処分性を肯定して事案を第一審に差し戻した。
「（1）医療法は、病院を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けな
ければならない旨を定めているところ（7 条 1 項）
、都道府県知事は、一定の要件に適合す
る限り、病院開設の許可を与えなければならないが（同条 3 項）、医療計画の達成の推進の
ために特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院開設申請者等
に対し、病院の開設、病床数の増加等に関し勧告することができる（30 条の 7）。そして、
医療法上は、上記の勧告に従わない場合にも、そのことを理由に病院開設の不許可等の不
利益処分がされることはない。
他方、健康保険法（平成 10 年法律第 109 号による改正前のもの）43 条ノ 3 第 2 項は、
都道府県知事は、保険医療機関等の指定の申請があった場合に、一定の事由があるときは、
その指定を拒むことができると規定しているが、この拒否事由の定めの中には、
「保険医療
機関等トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」との定めがあり、昭和 62 年保険局長通
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知において、
「医療法第三十条の七の規定に基づき、都道府県知事が医療計画達成の推進の
ため特に必要があるものとして勧告を行ったにもかかわらず、病院開設が行われ、当該病
院から保険医療機関の指定申請があった場合にあっては、健康保険法四十三条ノ三第二項
に規定する『著シク不適当ト認ムルモノナルトキ』に該当するものとして、地方社会保険
医療協議会に対し、指定拒否の諮問を行うこと」とされていた（なお、平成 10 年法律第 109
号による改正後の健康保険法（平成 11 年法律第 87 号による改正前のもの）43 条ノ 3 第 4
項 2 号は、医療法 30 条の 7 の規定による都道府県知事の勧告を受けてこれに従わない場合
には、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて保険医療機関の指定を行うことができ
る旨を規定するに至った。
）
。
（2）上記の医療法及び健康保険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと、医療法 30
条の 7 の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこ
れに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども、当該勧告を受け
た者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保
険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということがで
きる。そして、いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、
国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく、保険医療機関の指定を
受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、保険医
療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体を断念せざるを得
ないことになる。このような医療法 30 条の 7 の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医
療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考
えると、この勧告は、行政事件訴訟法 3 条 2 項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使
に当たる行為」に当たると解するのが相当である。後に保険医療機関の指定拒否処分の効
力を抗告訴訟によって争うことができるとしても、そのことは上記の結論を左右するもの
ではない。
したがって、本件勧告は、行政事件訴訟法 3 条 2 項の「行政庁の処分その他公権力の行
使に当たる行為」に当たるというべきである。
5

以上のとおりであるから、本件通告部分の取消しを求める訴えを却下すべきものとした

原審の判断は是認することができるが、本件勧告の取消しを求める訴えを却下すべきもの
とした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上
記の限度で理由があり、原判決のうち本件勧告の取消請求に関する部分を破棄し、同部分
につき第一審判決を取消して本件を富山地方裁判所に差し戻すとともに、上告人のその余
の上告を棄却すべきである。
」
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エ

内部的行為

【判例 6】都立学校国旗掲揚起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏職務命令
最判平成 24 年 2 月 9 日（民集 66 巻 2 号 183 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、東京都立の高等学校又は特別支援学校（以下、「都立高校」）の教職員として勤
務する在職者（音楽科担当の教職員を含む。
）である X らが、旧行訴法（平成 16 年改正前）
の下で被上告人東京都教育委員会を相手とし、上記改正後の行政事件訴訟法（以下「行訴
法」という。
）の下で被上告人東京都を相手として、それぞれ、
〔1〕各所属校の卒業式や入
学式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱する義務のないこと及
びピアノ伴奏をする義務のないことの確認を求め、〔2〕上記国歌斉唱の際に国旗に向かっ
て起立しないこと若しくは斉唱しないこと又はピアノ伴奏をしないことを理由とする懲戒
処分の差止め等を求めた事案である。[国家賠償部分については本要旨集では取り上げな
い。]
経緯の概略は以下の通りである。都教委の教育長は、都立学校の各校長宛てに、
「学習指
導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること、入学式、卒業式等の実施に当
たっては、式典会場の舞台壇上正面に国旗を掲揚し、教職員は式典会場の指定された席で
国旗に向かって起立して国歌を斉唱し、その斉唱はピアノ伴奏等により行うなど、所定の
実施指針のとおり行うものとすること、教職員がこれらの内容に沿った校長の職務命令に
従わない場合は服務上の責任を問われることを教職員に周知すること」等を内容とする通
達（
「本件通達」
）を発出した。
都立学校の各校長は、本件通達を踏まえ、その発出後に行われた卒業式や入学式等の式
典に際し、その都度、多数の教職員に対し、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱
することを命ずる旨の職務命令を発し、相当数の音楽科担当の教職員に対し、国歌斉唱の
際にピアノ伴奏をすることを命ずる旨の職務命令を発した（以下、将来発せられるものを
含め、このような職務命令を併せて「本件職務命令」という。）
。本件通達の発出後、都立
学校の卒業式や入学式等の式典において各所属校の校長の本件職務命令に従わず国歌斉唱
の際に起立しないなどの職務命令違反をした多数の教職員に対し、懲戒処分をした。その
懲戒処分は、過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず再び同様の非違行為
を行った場合には量定を加重するという処分量定の方針に従い、おおむね、1 回目は戒告、
2 回目及び 3 回目は減給、4 回目以降は停職となっており、過去に他の懲戒処分歴のある教
職員に対してはより重い処分量定がされているが、免職処分はされていない。
本件は旧行訴法の下での無名抗告訴訟として提起されたところ、改正法の施行に伴い、
いかなる訴訟類型を選択すべきかが問題となった。
第一審判決【判例 R114】
（東京地判平成 18 年 9 月 21 日（判時 1952 号 44 頁、裁判所ウ
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ェブサイト）は抗告訴訟・国家賠償訴訟いずれについても原告の請求を認容したが、控訴
審判決【判例 R113】
（東京高判平成 23 年 1 月 28 日（判時 2113 号 30 頁、裁判所ウェブサ
イト）
）は、第一審判決を取消し、無名抗告訴訟については本件通達に処分性があり、その
取消訴訟が最も適切な訴訟であるとして訴えを却下した。
【判旨】以下、本件通達の処分性についての判断を抜粋する。[差止めの訴えについての判
断は【判例 45】として後述する。]
「
（2）本件通達は、前記第 1 の 2（2）の内容等から明らかなとおり、地方教育行政の組織
及び運営に関する法律 23 条 5 号所定の学校の教育課程、学習指導等に関する管理及び執行
の権限に基づき、学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委が関係下級行政機関
である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したも
のであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件職務命令の発出を待たずに
当該通達自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件通達
には、前記第 1 の 2（2）のとおり、各校長に対し、本件職務命令の発出の必要性を基礎付
ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの
周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が
必要に応じて職務命令により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本
件職務命令の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの
範囲の教職員に対し本件職務命令を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個
別的な事情に応じて各校長の裁量に委ねられているものと解される。そして、本件通達で
は、上記のとおり、本件職務命令の違反について教職員の責任を問う方法も、懲戒処分に
限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問
責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の裁量によることが
前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校
長への指導の内容等を勘案しても、本件通達それ自体の文言や性質等に則したこれらの裁
量の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件通達をもって、本件職務命
令と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件職務命令を受ける教職員
に条件付きで懲戒処分を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。
そうすると、個々の教職員との関係では、本件通達を踏まえた校長の裁量により本件職
務命令が発せられ、さらに、その違反に対して都教委の裁量により懲戒処分がされた場合
に、その時点で初めて教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼす行
政処分がされるに至るものというべきであって、本件通達は、行政組織の内部における上
級行政機関である都教委から関係下級行政機関である都立学校の各校長に対する示達ない
し命令にとどまり、それ自体によって教職員個人の権利義務を直接形成し又はその範囲を
確定することが法律上認められているものとはいえないから、抗告訴訟の対象となる行政
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処分には当たらないというべきである（最高裁昭和 39 年（行ツ）第 87 号同 43 年 12 月 24
日第三小法廷判決・民集 22 巻 13 号 3147 頁参照）
。また、本件職務命令も、教科とともに
教育課程を構成する特別活動である都立学校の儀式的行事における教育公務員としての職
務の遂行の在り方に関する校長の上司としての職務上の指示を内容とするものであって、
教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、抗告
訴訟の対象となる行政処分には当たらないと解される。なお、本件職務命令の違反を理由
に懲戒処分を受ける教職員としては、懲戒処分の取消訴訟等において本件通達を踏まえた
本件職務命令の適法性を争い得るほか、後述のように本件に係る事情の下では事前救済の
争訟方法においてもこれを争い得るのであり、本件通達及び本件職務命令の行政処分性の
有無について上記のように解することについて争訟方法の観点から権利利益の救済の実効
性に欠けるところがあるとはいえない。
」
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【判例 7】浜松市土地区画整理事業の事業計画決定
最大判平成 20 年 9 月 10 日（民集 62 巻 8 号 2029 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
被告 Y 市は、土地区画整理法（平成 17 年法律第 34 号による改正前のもの。以下「法」
という。
）52 条 1 項の規定に基づき、A 県知事に対し、本件土地区画整理事業の事業計画に
おいて定める設計の概要について認可を申請し、同知事からその認可を受けた。Y 市は、同
項の規定により、本件土地区画整理事業の事業計画の決定（以下「本件事業計画の決定」
という。
）をし、その公告がされた。
原告 X らは、本件土地区画整理事業の施行地区内に土地を所有している者であり、本件
土地区画整理事業は公共施設の整備改善及び宅地の利用増進という法所定の事業目的を欠
くものであるなどと主張して、本件事業計画の決定の取消しを求めた。
第一審・原審ともに、本件事業計画の決定の処分性を否定し、訴えを却下した。
【判旨】処分性を肯定し、事案を第一審に差し戻す。
「（1）ア

市町村は、土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及

び事業計画を定めなければならず（法 52 条 1 項）
、事業計画が定められた場合においては、
市町村長は、遅滞なく、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定
める事項を公告しなければならない（法 55 条 9 項）。そして、この公告がされると、換地
処分の公告がある日まで、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるお
それがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を
行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならず（法 76 条 1 項）、これに違反した者がある場合
には、都道府県知事は、当該違反者又はその承継者に対し、当該土地の原状回復等を命ず
ることができ（同条 4 項）、この命令に違反した者に対しては刑罰が科される（法 140
条）
。･･･」
「また、土地区画整理事業の事業計画は、施行地区（施行地区を工区に分ける場合には施
行地区及び工区）
、設計の概要、事業施行期間及び資金計画という当該土地区画整理事業の
基礎的事項を一般的に定めるものであるが（法 54 条、6 条 1 項）
、･･･事業計画が決定され
ると、当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる
影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能になるのである。そし
て、土地区画整理事業の事業計画については、いったんその決定がされると、特段の事情
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のない限り、その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ、
その後の手続として、施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになる。
前記の建築行為等の制限は、このような事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障
害となるおそれのある事態が生ずることを防ぐために法的強制力を伴って設けられている
のであり、しかも、施行地区内の宅地所有者等は、換地処分の公告がある日まで、その制
限を継続的に課され続けるのである。
そうすると、施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって、前
記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立た
されるものということができ、その意味で、その法的地位に直接的な影響が生ずるものと
いうべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないとい
うことはできない。
」
「イ

もとより、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所

有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができるが、換地処分等
がされた段階では、実際上、既に工事等も進ちょくし、換地計画も具体的に定められるな
どしており、その時点で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合に
は、事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。それゆえ、換地処分等の取消
訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、
当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決（行政事件訴訟
法 31 条 1 項）がされる可能性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを
対象として取消訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対
する救済が十分に果たされるとはいい難い。そうすると、事業計画の適否が争われる場合、
実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取
消訴訟の提起を認めることに合理性があるというべきである。
（2）以上によれば、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区
内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足
りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見
ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって、上記事
業計画の決定は、行政事件訴訟法 3 条 2 項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当
たる行為」に当たると解するのが相当である。
これと異なる趣旨をいう最高裁昭和 37 年（オ）第 122 号同 41 年 2 月 23 日大法廷判決・
民集 20 巻 2 号 271 頁及び最高裁平成 3 年（行ツ）第 208 号同 4 年 10 月 6 日第三小法廷判
決・裁判集民事 166 号 41 頁は、いずれも変更すべきである。
」
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【判例 8】旧高根町水道事業水道料金改定条例
最判平成 18 年 7 月 14 日（民集 60 巻 6 号 2369 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X らは、いずれも山梨県の旧高根町（被告は合併により訴訟上の地位を引き継いだ
Y 市）の住民基本台帳に記録されていなかった者であるが、同町の区域内に別荘を所有し、
同町との間で給水契約を締結していた。
旧高根町は、平成 10 年 4 月 1 日、高根町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例（平
成 10 年高根町条例第 24 号。以下「本件改正条例」という。
）を施行し、水道料金を原判決
別紙料金表 4（本件改正条例による改正後の本件条例別表第 1）のとおり改定した。本件改
正条例による水道料金の改定の結果、水道メーターの口径が 13ｍｍの場合を例にすると、
同町の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者（以下「別荘給水契約者」
という。
）については 1 か月の基本料金（基本水量 10 ㎥までの料金）が 3000 円から 5000
円に増額されたのに対し、それ以外の給水契約者（臨時給水に係る給水契約者を除く。以
下「別荘以外の給水契約者」という。
）については上記の基本料金が 1300 円から 1400 円に
増額されたにとどまるなど、別荘給水契約者と別荘以外の給水契約者との間に基本料金の
大きな格差を生じた。
本件は、原告 X らが、本件改正条例による改正後の水道料金の定めは別荘給水契約者を
不当に差別するものであると主張して、行政事件訴訟法 3 条 4 項の無効等確認の訴えとし
て改正後の本件条例別表 1 が無効であることの確認を求めるとともに、別荘給水契約者に
係る本件別表所定の基本料金と本件改正条例による改定前の基本料金との差額分に関し、
未払水道料金の債務不存在確認と支払済みの水道料金相当額の不当利得返還又は不法行為
による損害賠償を求め、さらに、被上告人らのうち未払水道料金がある者に対する簡易水
道の給水停止の禁止等を求めた事案である。
第一審は民事訴訟として本件条例の供給規定自体の無効確認訴訟として理解し、請求を
棄却した。これに対し、控訴審は本件条例の処分性を肯定し、行政訴訟の無効確認訴訟と
して請求を認容した。また、不当利得返還請求・給水停止の禁止請求も認容した。これに
対し Y 市が上告した。
【判旨】原判決のうち、無効確認請求の部分を破棄し、訴え却下。不当利得返還請求・給
水停止禁止請求認容部分については上告棄却（請求認容判決を維持）
。
以下、無効確認請求の部分につき抜粋する。
「本件別表の無効確認を求める被上告人らの訴えは、本件改正条例の制定行為が抗告訴訟
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の対象となる行政処分に当たることを前提に、行政事件訴訟法 3 条 4 項の無効等確認の訴
えとして、本件改正条例により定められた本件別表が無効であることの確認を求めるもの
である。しかしながら、抗告訴訟の対象となる行政処分とは、行政庁の処分その他公権力
の行使に当たる行為をいうものである。本件改正条例は、旧高根町が営む簡易水道事業の
水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用
されるものではなく、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分
と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象と
なる行政処分には当たらないというべきである。
以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由がある。なお、被上告人らは、当審において、本件別表の無効確認を求める被
上告人らの訴えは抗告訴訟として不適法であるとしても行政事件訴訟法 4 条の当事者訴訟
として適法である旨新たに主張しているが、抗告訴訟としての無効確認の訴えと当事者訴
訟としての無効確認の訴えは別個の訴えであるところ、被上告人らは、抗告訴訟として本
件別表の無効確認を求める訴えを提起していたものであり、当事者訴訟としてこれを提起
していたものではないから、被上告人らの主張はその前提を欠くものであって失当であ
る。
」
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【判例 9】 横浜市市立保育所廃止条例制定行為
最判平成 21 年 11 月 26 日（民集 63 巻 9 号 2124 頁）
【事案の概要】
本件は、被告 Y 市がその設置する保育所を廃止する条例を制定したことについて、当該
保育所で保育を受けていた児童又はその保護者である原告 X らが、上記条例の制定行為は
上告人らが選択した保育所において保育を受ける権利を違法に侵害するものであるなどと
主張して、その取消し等を求めている事案である。
原告 X らは、本件各保育所で保育を受けていた児童又はその保護者であり、それぞれそ
の入所承諾時に、上記別表中の「保育実施期限」欄記載の各日を終期とする保育の実施期
間の指定を受けていた。なお、Y 市保育所保育実施条例施行規則（によれば、保育所入所申
込書には保育の実施を必要とする期間を記載し、保育所入所承諾書にも保育の実施期間を
記載することとされている。
Y 市は、その設置する保育所のうち本件各保育所をいわゆる民営化の対象とすることとし、
市議会の議決を経て、Y 市保育所条例の一部を改正する条例（以下「本件改正条例」という。）
を制定し、これを公布した。本件改正条例は、Y 市が設置する保育所の名称及び位置を定め
る横浜市保育所条例の別表から本件各保育所に係る部分を削除するものであり、平成 16 年
4 月 1 日から施行され、これにより本件各保育所は廃止された。
原審は本件改正条例制定行為の処分性を否定し、訴えを却下したため、X が上告した。
【判旨】処分性を肯定。ただし、訴えの利益が失われたとして上告棄却。
平成 9 年の児童福祉法の改正が保育所入所につき児童の保護者の希望に基づく仕組み児
童福祉法 24 条 1 項～3 項）を採用したのは、
「女性の社会進出や就労形態の多様化に伴って、乳児保育や保育時間の延長を始めとす
る多様なサービスの提供が必要となった状況を踏まえ、その保育所の受入れ能力がある限
り、希望どおりの入所を図らなければならないこととして、保護者の選択を制度上保障し
たものと解される。そして、前記のとおり、被上告人においては、保育所への入所承諾の
際に、保育の実施期間が指定されることになっている。このように、被上告人における保
育所の利用関係は、保護者の選択に基づき、保育所及び保育の実施期間を定めて設定され
るものであり、保育の実施の解除がされない限り（同法 33 条の 4 参照）、保育の実施期間
が満了するまで継続するものである。そうすると、特定の保育所で現に保育を受けている
児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を
受けることを期待し得る法的地位を有するものということができる。
」
「ところで、公の施設である保育所を廃止するのは、市町村長の担任事務であるが（地
方自治法 149 条 7 号）
、これについては条例をもって定めることが必要とされている（同法
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244 条の 2）
。条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般
的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないことはいうまでもないが、本
件改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を
待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中
の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保
育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、そ
の制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。
また、市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が、当該保育所
を廃止する条例の効力を争って、当該市町村を相手に当事者訴訟ないし民事訴訟を提起し、
勝訴判決や保全命令を得たとしても、これらは訴訟の当事者である当該児童又はその保護
者と当該市町村との間でのみ効力を生ずるにすぎないから、これらを受けた市町村として
は当該保育所を存続させるかどうかについての実際の対応に困難を来すことにもなり、処
分の取消判決や執行停止の決定に第三者効（行政事件訴訟法 32 条）が認められている取消
訴訟において当該条例の制定行為の適法性を争い得るとすることには合理性がある。
以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると
解するのが相当である。
5

これと異なる見解の下に、本件訴えのうち本件改正条例の制定行為の取消しを求める部

分を不適法として却下すべきものとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法が
あるものといわざるを得ない。しかしながら、現時点においては、上告人らに係る保育の
実施期間がすべて満了していることが明らかであるから、本件改正条例の制定行為の取消
しを求める訴えの利益は失われたものというべきである。そうすると、本件訴えのうち上
記制定行為の取消しを求める部分を不適法として却下すべきものとした原審の判断は、結
論において是認することができる。論旨は、結局、採用することができない。
なお、その余の上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除さ
れたので、棄却することとする。
」
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【判例 10】東京都外形標準課税条例
東京高判平成 15 年 1 月 30 日（判時 1814 号 44 頁）
【事案の概要】
東京都が平成 12 年 4 月に制定した「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準
等の特例に関する条例」
（以下「本件条例」）に基づき、業務粗利益等の外形標準で法人事
業税を課税するというものであった。納税義務者である大手銀行Ⅹらは、東京都 Yl（被告、
被控訴人・控訴人）と知事 Y2 に対し、本件条例の無効確認請求、条例に基づく更正処分・
決定処分の差止請求、条例に基づく事業税の租税債務不存在の確認を求めて出訴した。そ
の後、事業税額を納付したⅩらは、本件条例に基づく事業税額の誤納金としての還付・還
付加算金の返還と共に、条例制定に関する国家賠償と遅延損害金の支払等を求め、さらに、
申告納付後の更正の請求に対してなされた更正の理由がない旨の通知に対して、更正拒否
通知処分の取消し、過納金としての事業税額の還付および還付加算金の支払、国家賠償額
に対する遅延損害金の支払等を予備的に求めた。
原審（東京地裁）は条例の無効確認、条例に基づく更正処分・決定処分の差し止め請求、
条例に基づく事業税の租税債務不存在確認の訴えは不適法であると却下したが、還付請求
及び国家賠償請求については一部認容判決をした。
【判旨】条例の無効確認については原審維持し、訴え却下。
（その他の論点については取り
上げない。
）
1

本件条例の無効確認請求（請求 1 及び 2）及び租税債務不存在確認請求（控訴審におけ

る追加的請求 5）に係る訴えの適法性について
（1）本件条例の無効確認請求（請求 1 及び 2）の法律上の争訟性等について
「当裁判所も、本件条例の無効確認請求（請求 1 及び 2）は、法律上の争訟性を欠き、ま
た、本件条例の制定・公布が抗告訴訟の対象となる行政処分性を有すると解することはで
きないから、同請求に係る訴えは不適法であると判断するものである。」
「オ

本件条例の制定や施行自体に法律上の争訟性や抗告訴訟の対象となる行政処分性が

認められるためには、本件条例の制定なり施行によって一審原告らの「具体的な」権利義
務や法的地位に対し、
「直接的な」影響を及ぼすことが必要であると解されるものであるが
（最高裁判所平成 4 年 11 月 26 日第一小法廷判決民集 46 巻 8 号 2658 頁）
、そもそも、地
方公共団体における条例の制定なり施行は、一般的な規範を定立することを目的とするも
のであって、条文の文言上その適用対象として規定されている個人や法人の「具体的な」
権利義務や法的地位に「直接的な」影響を及ぼすような内容を持つものではない。例外的
に、そうした内容を持った条例があり得ることは否定できないが、甲 1 号証により認めら
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れる本件条例の条文の文言や内容を精査してみても、本件条例は、各事業年度の終了の日
における資金の量が 5 兆円以上である銀行業等を行う法人を課税の対象として規定するに
とどまるのであるから、本件条例の制定・施行が直ちに一審原告らの「具体的な」権利義
務や法的地位に「直接的な」影響を及ぼすものであるとは認められない。確かに、証拠（乙
3 の 3 ないし 17・20・21、乙 4 の 1 ないし 5、乙 5 の 1 ないし 8）によれば、本件条例の
制定過程においては、一審被告東京都の主税局長ら関与した職員、一審被告東京都知事、
本件条例案の審議に参加した東京都議会議員らが、一審原告らも含めた大手の銀行 30 行に
適用されることになることを予測し、その前提で、本件条例案の準備、審議における説明・
答弁・質疑等が行われたことが認められるが、そこで問題となっている本件条例の「適用」
というのは、あくまでもこれが制定・施行された場合の適用可能性のことであって、上記
本件条例の文言等に照らして、法律的に当然に適用されることを前提とする趣旨のものと
見ることはできない。また、一審原告らは、本件条例の制定・施行によって、繰延税金資
産及び当期利益の減少という直接的な影響を受けたと主張するが、この点についても、実
際上の関連性は認められるとしても、法的な意味では、本件条例の制定・施行後、一審原
告らに本件条例に基づく具体的な租税権利義務関係が生じて初めて関連性が問題となる点
に変わりはなく、本件条例の制定自体が一審原告らに対し、上記の意味で「直接的に」及
ぼした「具体的な」権利義務への影響であると評価することはできない。
」
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キ

応答行為

【判例 11】 非嫡出子との記載を空欄にした出生届が不受理となったための住民票不記載
処分取消訴訟（住民票記載申出に対する不記載応答の処分性）
最判平成 21 年 4 月 17 日（民集 63 巻 4 号 638 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、原告（父）が被告 Y 区長に対し、原告（母）との間の子である原告（子）につ
き住民票の記載を求める申出をしたところ、これをしない旨の応答（「本件応答」）を受け、
その後も原告（母）と共に同様の申入れをしたものの住民票の記載がされなかったことか
ら、Y 区長に対し、上記応答及び住民票の記載をしない不作為が違法であると主張して、国
家賠償法 1 条 1 項に基づく損害賠償等を求めるとともに、上記応答が行政処分であること
を前提にその取消請求及び申請型義務付け請求をした事案である。
Y 区長が住民票の記載をしないこととした理由は、原告（子）の出生届が未だ正式には提
出されていないということからだった。原告（父母）は事実上の夫婦であり、出生届の「父
母との続柄」欄に、
「嫡出でない子」とチェックすることを差別的であると捉え、未記入の
まま届け出た。そのため、Y 区長は続柄不記載につき是正を求め、また妥協案として「付せ
ん処理」
（父母との続柄を「嫡出でない子・女」と認める等）を記載した付せんを届書に貼
付するという内部処理）を勧めるも拒否されたため、出生届を受理しないこととした（「本
件不受理処分」
）からである。
原告は不受理処分の取消及び出生届の受理を求めて東京家庭裁判所に対し不服申立て
（家事審判法 9 条 2 項、戸籍法 118 条）をしたが、東京家庭裁判所は不受理処分が適法で
あるとして不服申立てを却下し、確定している。
原審【判例 31】は本件応答に処分性があることを前提に、その取消を求める訴訟を適法
な取消訴訟であることを前提として、請求を棄却した。
（なお、義務付けの訴えについては、
原審において非申請型義務付け訴訟とされたうえで、「重大な損害を生じるおそれ」がない
として不適法却下されている。第一審【判例 30】とともに、義務付けの項目を参照された
い。
）
【判旨】職権により、処分性を検討して否定し、原判決を破棄して訴えを却下した。
「第 2 職権による検討
原審は、本件応答が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たり、その取消しを求める上告
人子の訴えが適法な取消訴訟であることを前提として、同訴えに係る請求を棄却した。
しかし、上告人子につき住民票の記載をすることを求める上告人父の申出は、住民基本
台帳法（以下「法」という。
）の規定による届出があった場合に市町村（特別区を含む。以
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下同じ。
）の長にこれに対する応答義務が課されている（住民基本台帳法施行令（以下「令」
という。
）11 条参照）のとは異なり、申出に対する応答義務が課されておらず、住民票の記
載に係る職権の発動を促す法 14 条 2 項所定の申出とみるほかないものである。したがって、
本件応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これにより上告人子又は上告人父
の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象と
なる行政処分に該当しないと解される（最高裁昭和 43 年（行ツ）第 3 号同 47 年 11 月 16
日第一小法廷判決・民集 26 巻 9 号 1573 頁、最高裁平成 2 年（行ツ）第 202 号同 3 年 3 月
19 日第三小法廷判決・裁判集民事 162 号 211 頁参照）。そうすると、本件応答の取消しを
求める上告人子の訴えは不適法として却下すべきである。」
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２．理由の提示
ア

行政手続法以前の判例

（ア）青色申告の更正処分
【判例 12】青色申告承認取消処分に対する審査請求棄却決定通知書の理由附記
最判昭和 37 年 12 月 26 日（民集 16 巻 12 号 2557 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、Y1 税務署長から青色申告の承認の取消処分を受けた株式会社 X が、Y2 国税局
長に審査請求をしたところ、
「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査
しますと、Y1 の行った青色申告届出承認の取消処分には誤りがないと認められますので審
査の請求には理由がありません」との理由で棄却されたため、青色申告承認取消処分と審
査請求棄却決定の両方の取消しを求めて出訴した。第一審裁判所は、青色申告承認取消処
分は適法であったとし訴えを棄却したが、審査請求棄却決定については、Y2 の理由附記に
違法があるとして、これを取り消した。原審は、この附記理由は審査決定の理由としては
十分でないが、審査決定の当否を審査する訴訟においては、審査決定の結論が違法である
か否かに基づいてこれを維持すべきか否かを決すべきであって、審査決定の通知書に附記
された理由が不備であるということだけでその審査決定を取り消すことは許されないとし
た。そして、青色申告承認取消処分に違法の点がない本件においては、これに対する審査
請求を棄却した決定も結局正当であるとし、請求を棄却した。
【判旨】理由附記の違法性と取り消すべき場合があることは認めたが、上告棄却。
「法人税法三五条五項（昭和三七年法律六七号による削除前）が、審査決定の書面に理由
を附記すべきものとしているのは、訴願法や行政不服審査法による裁決の理由附記と同様
に、決定機関の判断を慎重ならしめるとともに、審査決定が審査機関の恣意に流れること
のないように、その公正を保障するためと解されるから、その理由としては、請求人の不
服の事由に対応してその結論に到達した過程を明かにしなければならない。ことに本件の
ように、当初税務署長がした処分に理由の附記がない場合に、請求人の請求を排斥するに
ついては、審査請求書記載の不服の事由が簡単であつても原処分を正当とする理由を明ら
かにしなければならない。このように考えるならば、前記、本件審査決定の理由は、理由
として不備であることが明白であつて、この点に関する原判示は正当である。
このことは、請求人が棄却の理由を推知できる場合であると否とにかかはりのないもの
と解すべきである。
しかるに原判決は「審査決定の当否を審査する訴訟においては審査決定の結論が違法で
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あるか否かに基いてこれを維持すべきか否かを決すべきであつて、審査決定に附してあつ
た理由が不備であるということだけで、審査を取り消すことは許されないものというべき
であろう。
」とし、上告人の審査決定の取消を求める本訴請求を棄却しているのである。
しかし、法律が審査決定に理由を附記すべき旨を規定しているのは、行政機関として、
その結論に到達した理由を相手方国民に知らしめることを義務づけているのであつて、こ
れを反面からいえば、国民自己の主張に対する行政機関の判断とその理由とを要求する権
利を持つともいえるのである。
従つて、原判決のいうように、審査決定に対する不服の訴訟において、当事者が、審査
請求に際しての主張事実、決定に際しての認定事実等に拘束されないという一事をもつて、
理由附記に不備のある決定を取り消すことがゆるされないということはできない。換言す
れば、理由にならないような理由を附記するに止まる決定は、審査決定手続に違法がある
場合と同様に、判決による取消を免れないと解すべきである。
しかし、本件の場合は、上告人は Y1 税務署長がした原処分の取消をも訴求しており、そ
の理由がないことは、原判示のとおりであり、上告人も本件上告において取消処分の内容
については何等の不服も述べていないのである。審査請求も結局は、上告人に対する青色
申告書提出承認の取消処分の取消を求める趣旨である以上、上述のような理由附記の不備
を理由に、本件審査決定を取り消すことは全く意味がないことというべきであろう。けだ
し、本件決定を取消し、Y2 国税局長が、あらためて理由を附記した決定をしても、すでに
青色申告提出承認の原取消処分の違法でないことが本判決で確定している以上、決定の取
消を求める訴においても、裁判所はこれと異なる判断をすることはできないからである。
以上の理由により、原判決が、上告人の審査決定の取消請求を棄却したのは結論におい
て正当であり、論旨は理由がないことに帰する。
」
なお、この点につき、裁判官奥野健一、同山田作之助の少数意見が付されている。
「被上告人 Y2 国税局長がした本件審査決定の通知書に記載されている棄却の理由が、法人
税法三五条五項に要求されている審査決定の理由として不備であることは多数意見の判示
のとおりであり、原判決の上告人の審査決定の取消を求める本訴請求を棄却している理由
も是認できないことはまた多数意見のとおりである。従つて原判決を破棄し右被上告人の
した審査請求の棄却決定はこれを取り消すべきものである。
そして本件審査決定が取り消され、被上告人 Y2 国税局長が改めて審査決定をする場合に
本件青色申告提出承認の取消処分も不当又は違法として取消される可能性が全然ないとは
断定できないのであるから、本件審査決定を取り消す意味が全くないとはいえない。
」
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【判例 13】更正処分の理由付記
最判昭和 38 年 5 月 31 日（民集 17 巻 4 号 617 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X は所得税青色申告の承認を受けたものであるが、昭和三一年度分の所得につき青
色申告書により所得金額を 309,422 円と確定申告したところ、小石川税務署長は、昭和 32
年 7 月 29 日付をもって所得金額を 444,695 円と更正した。ところが、その通知書には更正
の理由として、
「売買差益率検討の結果、記帳額低調につき、調査差益率により基本金額修
正、所得金額更正す」と記載されていた。また、被上告人東京国税局長がした本件審査決
定の通知書には棄却の理由として、
「あなたの審査請求の趣旨、経営の状況その他を勘案し
て審査しますと、小石川税務署長の行つた再調査決定処分には誤りがないと認められます
ので、審査の請求には理由がありません」と記載されており、なお、右小石川税務署長の
再調査決定通知書には「再調査請求の理由として掲げられている売買差益率については実
際の調査差益率により店舗の実態を反映したものであり、標準差益率によつた更正ではな
く、当初更正額は正当である」との理由が附記されていた。
第一審は理由付記に違法があるとして請求を認容したが、原審は更正決定通知書に附記さ
れる理由の内容はできるだけ具体的に表示されることが望ましいが、表示方法に付特別の
規定はないから、申告者において修正理由を理解しうる程度の記載があれば違法があると
はいえない等として、請求を棄却したため、X が上告した。
【判旨】原判決破棄、被告の控訴棄却（請求認容とした第一審判決を維持）
。
「一般に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・
合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申
立に便宜を与える趣旨に出たものであるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消
を免かれないものといわなければならない。ところで、どの程度の記載をなすべきかは処
分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきであ
るが、所得税法（昭和三七年法律六七号による改正前のもの、以下同じ。
）四五条一項の規
定は、申告にかかる所得の計算が法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以
上、その帳簿の記載を無視して更正されることがない旨を納税者に保障したものであるか
ら、同条二項が附記すべきものとしている理由には、特に帳簿書類の記載以上に信憑力の
ある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすることを必要とすると解するのが相当
である。しかるに、本件の更正処分通知書に附記された前示理由は、ただ、帳簿に基づく
売買差益率を検討してみたところ、帳簿額低調につき実際に調査した売買差益率によつて
確定申告の所得金額三〇九、四二二円を四四四、六九五円と更正したというにとどまり、
いかなる勘定科目に幾何の脱漏があり、その金額はいかなる根拠に基づくものか、また調
査差益率なるものがいかにして算定され、それによることがどうして正当なのか、右の記
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載自体から納税者がこれを知るに由ないものであるから、それをもつて所得税法四五条二
項にいう理由附記の要件を満たしているものとは認め得ない。
また、所得税法四九条六項が審査決定に理由を附記すべきものとしているのは、特に請
求人の不服の事由に対する判断を明確ならしめる趣旨に出たものであるから、不服の事由
に対応してその結論に到達した過程を明らかにしなければならない（昭和三六年（オ）第
四〇九号、同三七年一二月二六日第二小法廷判決参照）
。もつとも、審査の請求を棄却する
場合には、その決定通知書の記載が当初の更正処分通知書または再調査棄却決定通知書の
理由と相俟つて原処分を正当として維持する理由を明らかにしておれば足りるというべき
である。ところが、本件審査決定通知書に附記された理由をみるのに、前示のごとき記帳
だけでは、所得税法四九条六項の理由附記として不十分であるのみならず、本件更正処分
通知書に附記された理由が処分の具体的根拠を明確にしていないことは前段説示のとおり
であり、小石川税務署長のした再調査棄却決定通知書に附記された前示理由によつても更
正を相当とする具体的根拠が明確にされているものとは認められないから、結局、本件審
査決定の理由もまた、違法といわなければならない。
されば、本件更正処分通知書並びに審査決定通知書の理由附記が所得税法四五条二項ま
たは同法四九条六項の要求する理由の附記として欠くるところがないとした原判決の判断
は、右各法条の解釈適用を誤つたものであつて、論旨は理由あるものというべく、右の違
法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、その余の論旨について判断を加えるまで
もなく、原判決は破棄を免がれない。そして、本件更正処分および審査決定の各取消を求
める本訴請求を認容すべきことは、以上の説示によつて明らかであるから、被上告人の控
訴は棄却すべきものとする。
」
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【判例 14】青色申告法人税更正処分の理由付記の程度
最判昭和 60 年 4 月 23 日 （民集 39 巻 3 号 850 頁）
【事案の概要】
青色申告の承認を受けた法人である原告 X が、工場に設置した冷房機につき租税特別措
置法上、特別減価償却規定の適用のある「機械」に当たることを前提に損金を計上して確
定申告を行ったところ Y はこれを更正した。その更正通知書には、更正の理由として、
「一、
減価償却費の償却超過額……三六万八、〇三六円。四八年六月取得の冷暖房設備について
機械として特別償却していますが、内容を検討した結果、建物附属設備と認められ、特別
償却の適用はありませんので、次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。
（種類）冷暖房設備（償却限度額）一七万三、三一九円（貴社計算の償却費額）五四万一、
三五五円（差引償却超過額）三六万八、〇三六円」と記載されていた。右の記載によれば、
本件更正は、租税特別措置法上の「機械」ではなく、「建物附属設備」であると認められる
と判断していることがうかがわれる。
原判決は、前記更正理由の記載は、本件冷房機が普通償却の対象となる建物附属設備に
すぎず、租税特別措置法四五条の二第一項所定の「機械」にあたらない旨を説明するにと
どまり、右の記載のみでは、なにゆえ本件冷房機が右の「機械」と認められないのかにつ
いてその具体的根拠を知ることができず、したがつて、前記更正理由の記載は法の要求す
る更正理由の附記としては不備であるといわざるをえないから、本件更正及び過少申告加
算税賦課決定は違法であるとして、これらの取消しを求める被上告会社の本件請求を認容
した。Y が上告。
【判旨】原判決破棄、事案を原審に差戻し。
「法人税法一三〇条二項が青色申告にかかる法人税について更正をする場合には更正通知
書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、法が、青色申告制度を採用し、青色申
告にかかる所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくもの
である以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣
旨にかんがみ、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、
更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものというべきであ
り、したがつて、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合において更正通知書に附
記すべき理由としては、単に更正にかかる勘定科目とその金額を示すだけではなく、その
ような更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによつて具体的
に明示することを要するが（最高裁昭和三六年（オ）第八四号同三八年五月三一日第二小
法廷判決・民集一七巻四号六一七頁、同昭和五〇年（行ツ）第八四号同五四年四月一九日
第一小法廷判決・民集三三巻三号三七九頁等）帳簿書類の記載自体を否認することなしに
更正をする場合においては、右の更正は納税者による帳簿の記載を覆すものではないから、
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更正通知書記載の更正の理由が、そのような更正をした根拠について帳簿記載以上に信憑
力のある資料を摘示するものでないとしても、更正の根拠を前記の更正処分庁の恣意抑制
及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示する
ものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解するのが相
当である。
」
「四

本件についてこれをみると、本件更正通知書記載の更正の理由には本件更正をした

根拠についての資料の摘示がないことは否定できないところであるけれども、本件更正は、
前記のような内容のものであつて、本件冷房機の存在、その取得時期及び取得価額につい
ての帳簿記載を覆すことなくそのまま肯定したうえで、被上告会社の確定申告における本
件冷房機の属性に関する評価を修正するものにすぎないから、右更正をもつて帳簿書類の
記載自体を否認するものではないというべきであり、したがつて、本件更正通知書記載の
更正の理由が右のような更正をした根拠についての資料を摘示するものでないとしても、
前記の理由附記制度の趣旨目的を充足するものである限り、法の要求する更正理由の附記
として欠けるところはないというべきである。そして、本件更正は、前記のとおり、被上
告会社が確定申告において、本件冷房機が租税特別措置法四五条の二第一項所定の「機械」
にあたり、したがつてその減価償却の計算については右の特別償却規定が適用されるとの
見解の下にその減価償却費を五四万一三五五円と算定してこれを損金に計上したのに対し、
右五四万一三五五円から法人税法三一条一項所定の普通償却の計算方法に基づき算定した
減価償却費一七万三三一九円を差し引いた三六万八〇三六円の損金算入を否認したもので
あり、その理由として、本件更正理由の記載は、本件冷房機が法人税法二条二四号、同法
施行令一三条一号所定の「建物附属設備」である「冷房設備」にあたり、したがつて、こ
れが特別償却規定の適用のある「機械」にあたるとは認められないから、本件冷房機の減
価償却費は前記普通償却の限度において算定されるべきであるとする趣旨を記載したもの
ということができ、これによれば、右更正理由の記載は、上告人がなにゆえ右三六万八〇
三六円を償却超過額としてその損金算入を否認したかについて、その法律上及び事実上の
根拠を具体的に示しているものということができる。右更正理由の記載は、本件冷房機が
なにゆえ特別償却の対象とされる「機械」にあたらないとするのかについて、これが法人
税法二条二四号、同法施行令一三条一号所定の「建物附属設備」にあたるとするにとどま
り、上告人の判断の基礎となつた具体的事実関係を明示してはいないが、冷房機は、もと
もと建物内部を冷房して空気温度を調整するという機能を果たす目的で製作されるもので
あるから、その機能が特殊の用途に用いられているため特別償却の対象とされる「機械」
にあたることを肯定しうる例外的な場合でない限り、普通償却の対象とされる法人税法二
条二四号、同法施行令一三条一号所定の「建物附属設備」としての「冷房設備」又は同条
七号所定の「器具及び備品」にあたるというべきであり、右の理由の記載もこのことを前
提としたうえで、本件冷房機が、その構造、機能及び設置使用状況からみて、右の「冷房
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設備」にあたることを認めた趣旨を記載したものと解することができる。そうであるとす
れば、右更正理由の記載は、本件更正における上告人の判断過程を省略することなしに記
載したものということができ、上告人としては、前記のような内容の理由を記載すること
によつて、本件更正における自己の判断過程を逐一検証することができるのであるから、
その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、右の程度の記
載でも処分庁の恣意抑制という理由附記制度の趣旨目的を損うことはないというべきであ
る。また、本件更正理由の記載を右のような趣旨のものと解することが可能であるならば、
本件更正の理由は、理由附記制度のもうひとつの目的である「不服申立ての便宜」という
面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができるのであつて、前
記の内容を有する本件更正理由の記載は法人税法一三〇条二項の要求する更正理由の附記
として欠けるところはないものというべきである。してみれば、右の理由を記載した本件
更正通知書は、法人税法一三〇条二項の定める理由附記の要件を欠くものであるとして、
右違法があることを理由に、被上告会社の本件更正及び過少申告加算税賦課決定の取消請
求を認容した原判決には、法律の解釈適用を誤つた違法があるものといわざるをえず、右
違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は右の趣旨をいう点に
おいて理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、前記更正及び過
少申告加算税賦課決定の当否につきさらに審理を尽くさせる必要があるから、これを原審
に差し戻すのが相当である。
」
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（イ）申請拒否処分への拡張
【判例 15】旅券法一般旅券発給拒否通知の理由附記
最判昭和 60 年 1 月 22 日（民集 39 巻 1 号 22 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X が外務大臣 Y に対してサウジアラビアを渡航先とする一般旅券の発給を申請したと
ころ、Y は「旅券法 13 条 1 項 5 号に該当する」との理由を付した同年 2 月 16 日付けの書
面により、上記申請にかかる一般旅券発給拒否処分（以下「本件処分」という）を行った。
X は、Y に対して異議申立てを行ったが、Y は「貴殿の中東地域において行つた諸活動
及びその他の資料からみて、貴殿はいわゆる日本赤軍と称される過激派集団と連繋関係を
有するものと認められ、これら過激派集団の既往の破壊活動等にかんがみ、貴殿の海外渡
航はわが国の利益及び公安を著しくかつ直接に害する虞があると認められる。
」との理由で、
異議申立てを棄却した。そこで、X は、Y に対して本件処分の取消しを請求した（国に対す
る国家賠償については本要旨集では扱わない）。第一審判決は、旅券法 13 条 1 項 5 号の憲
法 22 条 2 項違反、理由不備の違法については認めなかったが、X が旅券法 13 条 1 項 5 号
に該当しないとして、本件処分を取り消した。しかし原審は、本件処分は適法であるとし
て、X の請求を棄却した。
【判旨】原判決取消、第一審判決を結論において正当として請求認容。
「旅券法一四条は、外務大臣が、同法一三条の規定に基づき一般旅券の発給をしないと決
定したときは、すみやかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給を申請した者にそ
の旨を通知しなければならないことを規定している。一般に、法律が行政処分に理由を付
記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記
を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである（最高裁昭和三六
年（オ）第八四号同三八年五月三一日第二小法廷判決・民集一七巻四号六一七頁）。旅券法
が右のように一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を付記すべきものとしているのは、一
般旅券の発給を拒否すれば、憲法二二条二項で国民に保障された基本的人権である外国旅
行の自由を制限することになるため、拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と
公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることに
よつて、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきであり、このような理
由付記制度の趣旨にかんがみれば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、
いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申
請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規
定を示すだけでは、それによつて当該規定の適用の基礎となつた事実関係をも当然知りう
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るような場合を別として、旅券法の要求する理由付記として十分でないといわなければな
らない。この見地に立つて旅券法一三条一項五号をみるに、同号は「前各号に掲げる者を
除く外、外務大臣において、著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う
虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」という概括的、抽象的な規定であるため、
一般旅券発給拒否通知書に同号に該当する旨付記されただけでは、申請者において発給拒
否の基因となつた事実関係をその記載自体から知ることはできないといわざるをえない。
したがつて、外務大臣において旅券法一三条一項五号の規定を根拠に一般旅券の発給を拒
否する場合には、申請者に対する通知書に同号に該当すると付記するのみでは足りず、い
かなる事実関係を認定して申請者が同号に該当すると判断したかを具体的に記載すること
を要すると解するのが相当である。そうであるとすれば、単に「旅券法一三条一項五号に
該当する。
」と付記されているにすぎない本件一般旅券発給拒否処分の通知書は、同法一四
条の定める理由付記の要件を欠くものというほかはなく、本件一般旅券発給拒否処分に右
違法があることを理由としてその取消しを求める上告人の本訴請求は、正当として認容す
べきである。原判決が右の程度の理由の記載をもつて旅券法一四条の要求する理由付記と
して欠けるところがないとしたのは、法律の解釈適用を誤つたものといわざるをえず、こ
れをいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件一般旅券発給拒否処
分を取消した第一審判決は結論において正当であり、被上告人の控訴はこれを棄却すべき
ものである。
」
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【判例 16】警視庁公文書非開示決定通知書の理由附記
最判平成 4 年 12 月 10 日（判時 1453 号 116 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X が、東京都知事 Y に対して、東京都公文書開示等に関する条例（以下「本条例」
という。
）5 条に基づき、
「個人情報実態調査に関して警視庁から入手、取得した一切の文書」
の開示を請求したところ、Y は右開示請求の対象となっている文書は警視庁から提出された
「個人情報保護対策の検討について」と題する文書（以下「本件文書」という。
）であると
した上、被上告人に対し、
「東京都公文書の開示等に関する条例第九条第八号に該当」との
理由を付した書面により、本件文書は開示しない旨を通知した。
本件条例の当時の 9 条 8 号は、
「監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、
争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、学術
研究計画及び未発表の学術研究成果、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関す
る情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるも
の、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、大学の教育若し
くは研究の自由が損なわれるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると
認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行
に支障が生ずるおそれがあるもの又は都の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が
生ずることが明らかなもの」と規定していた。
X は、本条例 7 条 4 項「非開示の理由を付記しなければならない」に違反し、9 条 8 号に該
当しないとして本不開示決定の取消訴訟を提起した。第一審は理由付記の違法も認めず、
非開示文書該当性も認めて棄却。X の控訴を受けた原審は、理由付記が条例 7 条 4 項の要
件を満たさないとして原判決を取り消し、請求を認容したため、Y が上告した。
【判旨】上告棄却。
「本条例七条四項は、実施機関が開示の請求に係る公文書を開示しない旨の決定をする
場合には、その通知書に非開示の理由を付記しなければならない旨を規定している。一般
に、法令が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をすべき
かは、処分の性質と理由付記を命じた各法令の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきで
ある（最高裁昭和三六年（オ）第八四号同三八年五月三一日第二小法廷判決・民集一七巻
四号六一七頁参照）
。本条例が右のように公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべ
きものとしているのは、同条例に基づく公文書の開示請求制度が、都民と都政との信頼関
係を強化し、地方自治の本旨に即した都政を推進することを目的とするものであって、実
施機関においては、公文書の開示を請求する都民の権利を十分に尊重すべきものとされて
いること（本条例一条、三条参照）にかんがみ、非開示理由の有無について実施機関の判
断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制するとともに、非開示の理由を開示請求者
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に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきであ
る。このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公文書の非開示決定通知書に付記す
べき理由としては、開示請求者において、本条例九条各号所定の非開示事由のどれに該当
するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を
示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得
るような場合は別として、本条例七条四項の要求する理由付記としては十分ではないとい
わなければならない。」
「公文書の開示の請求は、開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項を
記載した請求書を提出してしなければならないとされている（本条例六条三号）ので、当
該公文書の非開示理由として本条例九条八号に該当する旨の記載のみによって、開示請求
者において、当該公文書の種類、性質あるいは開示請求書の記載に照らし、非開示理由が
同号所定のどの事由に該当するのかをその根拠とともに了知し得る場合があり得るとして
も、同号に該当する旨の記載だけでは、開示請求者において、非開示理由がいかなる根拠
により同号所定のどの事由に該当するのかを知り得ないのが通例であると考えられる。こ
れを本件についてみるに、被上告人によって前示のとおり特定された本件文書の種類、性
質等を考慮しても、本件付記理由によっては、いかなる根拠により同号所定の非開示事由
のどれに該当するとして本件非開示決定がされたのかを、被上告人において知ることがで
きないものといわざるを得ない。そうであるとすれば、単に「東京都公文書の開示等に関
する条例第九条第八号に該当」と付記されたにすぎない本件非開示決定の通知書は、本条
例七条四項の定める理由付記の要件を欠くものというほかはない。
したがって、この点に関する原審の判断は是認することができ、論旨は採用することが
できない。
」
「公文書の非開示決定通知書に理由付記を命じた規定の趣旨が前示のとおりであることか
らすれば、これに記載することを要する非開示理由の程度は、相手方の知、不知にかかわ
りがないものというべきである（最高裁昭和四五年（行ツ）第三六号同四九年四月二五日
第一小法廷判決・民集二八巻三号四〇五頁参照）し、また、本件において、後日、実施機
関の補助職員によって、被上告人に対し口頭で非開示理由の説明がされたとしても、それ
によって、付記理由不備の瑕疵が治癒されたものということはできない。
これと同旨の原審の判断は相当であって、原判決に所論の違法はない。論旨は採用する
ことができない。
」
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イ

行政手続法成立後
（ア）理由の提示義務

【判例 17】情報公開条例非公開決定通知の理由提示と理由の差し替え
最判平成 11 年 11 月 19 日（民集 53 巻 8 号 1862 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X は、逗子市情報公開条例（以下「本件条例」という。
）八条に基づき、逗子市 Y に
対し、昭和 59 年 3 月 17 日付け住民監査請求（以下「59 年監査請求」という。）に関する
一件記録及び同 60 年 2 月 14 日付け住民監査請求（以下「60 年監査請求」という。
）に関
する一件記録の各公開を請求した（以下、この請求を「本件請求」という。
）。
Y 市は、本件請求に係る右各一件記録に含まれている関係人の事情聴取記録につき、
「市
又は国の機関が行う争訟に関する情報であり、公開することにより当該事務事業及び将来
の同種の事務事業の目的をそう失し、また円滑な執行を著しく妨げるもの」であって、本
件条例五条（2）ウの規定する非公開事由があるという理由を付記して、これらを公開しな
い旨の決定（以下「本件処分」という。
）をした。
原審は条例 5 条（2）ウ「争訟の方針に関する情報」該当性を否定した上で、条例五条（2）
アの該当性については、本件条例九条の規定の趣旨、目的に照らし、被上告人に対する本
件処分の通知書に付記しなかった非公開事由をもって、同通知書に付記した事由に代替さ
せ、あるいはそれを補充することは許されないとして、追加主張を排斥し、請求を認容し
た第一審を維持して控訴を棄却した。そのため、Y が上告。
【判旨】原判決破棄、事案を原審に差戻し。
「本件条例九条四項前段が、前記のように非公開決定の通知に併せてその理由を通知すべ
きものとしているのは、本件条例二条が、逗子市の保有する情報は公開することを原則と
し、非公開とすることができる情報は必要最小限にとどめられること、市民にとって分か
りやすく利用しやすい情報公開制度となるよう努めること、情報の公開が拒否されたとき
は公正かつ迅速な救済が保障されることなどを解釈、運用の基本原則とする旨規定してい
ること等にかんがみ、非公開の理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当とを
担保してそのし意を抑制するとともに、非公開の理由を公開請求者に知らせることによっ
て、その不服申立てに便宜を与えることを目的としていると解すべきである。そして、そ
のような目的は非公開の理由を具体的に記載して通知させること（実際には、非公開決定
の通知書にその理由を付記する形で行われる。）自体をもってひとまず実現されるところ、
本件条例の規定をみても、右の理由通知の定めが、右の趣旨を超えて、一たび通知書に理
由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において
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主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はないとみるのが相当で
ある。したがって、上告人が本件処分の通知書に付記しなかった非公開事由を本件訴訟に
おいて主張することは許されず、本件各文書が本件条例五条（2）アに該当するとの上告人
の主張はそれ自体失当であるとした原審の判断は、本件条例の解釈適用を誤るものである
といわざるを得ない。
」
「原審は、本件各文書が当該監査の意思決定を妨げることがなく、監査委員の調査の結
果を公開することが一般的に公正適正な監査の意思決定を妨げることになるとも認められ
ないとの理由をもって、本件各文書に将来の監査における意思決定を著しく妨げるおそれ
のある情報が含まれているか否かを具体的に検討することなく、これらが右規定に該当し
ないと断じたものであるから、右判断には、本件条例の解釈適用を誤った違法があるとい
わざるを得ない。
以上によれば、前記 2 のとおり理由付記に関する本件条例の解釈適用を誤り、また、右
のとおり本件条例五条（2）アの解釈適用を誤った結果、本件各文書には右条項に規定する
非公開事由があるという上告人の主張を排斥した原審の判断には、違法があり、右違法が
判決に影響を及ぼすことは明らかであるというべきである。
4

論旨は、以上と同旨をいう限りにおいて理由があり、原判決は全部破棄を免れない。そ

して、本件については、以上に述べたところに従って非公開事由の有無について具体的に
審理判断を尽くすため、原審に差し戻すのが相当である。」
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（イ）処分基準と理由の提示
【判例 18】一級建築士免許取消処分の理由提示
最判平成 23 年 6 月 7 日（民集 65 巻 4 号 2081 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、一級建築士として建築士事務所の管理建築士を務めていた原告 X1 が、国土交通
大臣から、建築士法（平成 18 年法律第 92 号による改正前のもの。以下同じ。）10 条 1 項 2
号及び 3 号に基づく一級建築士免許取消処分（以下「本件免許取消処分」という。
）を受け、
これに伴い、同事務所の開設者であった原告 X2（会社）が、北海道知事から、同法 26 条 2
項 4 号に基づく建築士事務所登録取消処分（以下「本件登録取消処分」という。
）を受けた
ため、上告人らにおいて、本件免許取消処分は、公にされている処分基準の適用関係が理
由として示されておらず、行政手続法 14 条 1 項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法
な処分であり、これを前提とする本件登録取消処分も違法な処分であるなどとして、これ
らの各処分の取消しを求めている事案である。
建築士法 10 条 1 項は、建築士が「この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又は
これらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき」（2 号）、
「業務に関して不誠実な
行為をしたとき」
（3 号）においては、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、当
該建築士に対する懲戒処分として、
「戒告を与え、1 年以内の期間を定めて業務の停止を命
じ、又は免許を取り消すことができる。
」と定めている。
また、本件免許取消処分がされた当時、建築士に対する上記懲戒処分については、意見
公募の手続を経た上で、
「建築士の処分等について」と題する通知（平成 11 年 12 月 28 日
建設省住指発第 784 号都道府県知事宛て建設省住宅局長通知。平成 19 年 6 月 20 日廃止前
のもの）において処分基準（以下「本件処分基準」という。
）が定められていた。
本件処分基準によれば、その別表第 1 に従い、処分内容の決定を行うこととされており、
上記別表第 1 の（2）は、建築士が建築士法 10 条 1 項 2 号又は 3 号に該当するときは、
「表
2 の懲戒事由に記載した行為に対応する処分ランクを基本に、表 3 に規定する情状に応じた
加減を行ってランクを決定し、表 4 に従い処分内容を決定する。ただし、当該行為が故意
によるものであり、それにより、建築物の倒壊・破損等が生じたとき又は人の死傷が生じ
たとき（以下「結果が重大なとき」という。
）は、業務停止 6 月以上又は免許取消の処分と
し、当該行為が過失によるものであり、結果が重大なときは、業務停止 3 月以上又は免許
取消の処分とする。
」と定めていた。
さらに、上記別表第 1 の表 2 は、懲戒事由の類型ごとに処分ランクを定め、表 3 は、情
状等による処分ランクの加減方法を定め、表 4 は、このようにして決定された処分ランク
に対応する処分等（文書注意を含む。）の内容を定めるとともに、複数の処分事由に該当す
る場合の処理について定めていた。
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しかし、本件免許取消処分の通知書には、処分の理由として、次のとおり記載されてい
ており、処分基準については記載が無かった。［収録にあたり、住所部分は省略した。
］
「あなたは、
【7 件の住所】を敷地とする建築物の設計者として、建築基準法令に定め
る構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建
築物を現出させた。
また、
【5 件の住所】を敷地とする建築物の設計者として、構造計算書に偽装が見ら
れる不適切な設計を行った。
このことは、建築士法第 10 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に該当し、一級建築士に対し
社会が期待している品位及び信用を著しく傷つけるものである。
」
北海道知事は、X1 に対し本件免許取消処分がされたことを受けて、X2 に対し、平成 18
年 9 月 26 日付で、本件登録取消処分をした。
なお、原告らは、本件訴訟の提起の段階で、本件免許取消処分の根拠は本件処分基準の
別表第 1 の（2）本文であると理解していたが、被告 Y は、本件訴訟において、本件免許取
消処分の根拠を、主位的に、同（2）ただし書であると主張し、予備的に、同（2）本文で
あると主張した。
第一審及び原審は、当該処分の根拠法上及びその法条の要件に該当する具体的な事実関
係が明らかにされることで十分達成でき、さらに進んで処分基準の内容及び適用関係につ
いてまで明らかにすることを要するものではないとして、請求棄却。X1、X2 が上告。
【判旨】破棄自判、請求認容。
「行政手続法 14 条 1 項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さな
ければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するとい
う不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制する
とともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと
解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような
同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存
否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係
の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
この見地に立って建築士法 10 条 1 項 2 号又は 3 号による建築士に対する懲戒処分につい
て見ると、同項 2 号及び 3 号の定める処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当
する場合に同項所定の戒告、1 年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択する
かも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分について
は、処分内容の決定に関し、本件処分基準が定められているところ、本件処分基準は、意
見公募の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされてお
り、しかも、その内容は、前記 2（4）のとおりであって、多様な事例に対応すべくかなり
複雑なものとなっている。
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そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、
処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件処分基準の適用関係が示されな
ければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性
に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によ
って当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。こ
れを本件について見ると、本件の事実関係等は前記 2 のとおりであり、本件免許取消処分
は上告人Ｘ1 の一級建築士としての資格を直接にはく奪する重大な不利益処分であるとこ
ろ、その処分の理由として、上告人Ｘ1 が、札幌市内の複数の土地を敷地とする建築物の設
計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性
等の不足する構造上危険な建築物を現出させ、又は構造計算書に偽装が見られる不適切な
設計を行ったという処分の原因となる事実と、建築士法 10 条 1 項 2 号及び 3 号という処分
の根拠法条とが示されているのみで、本件処分基準の適用関係が全く示されておらず、そ
の複雑な基準の下では、上告人Ｘ1 において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要
件の該当性に係る理由は相応に知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような処
分基準の適用によって免許取消処分が選択されたのかを知ることはできないものといわざ
るを得ない。このような本件の事情の下においては、行政手続法 14 条 1 項本文の趣旨に照
らし、同項本文の要求する理由提示としては十分でないといわなければならず、本件免許
取消処分は、同項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるというべきであ
って、取消しを免れないものというべきである。
そして、上記のとおり本件免許取消処分が違法な処分として取消しを免れないものであ
る以上、これを前提とする本件登録取消処分もまた違法な処分として取消しを免れないも
のというべきである。
5

以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上説示したところによれば、上
告人らの請求は理由があるから、第一審判決を取消し、上告人らの請求をいずれも認容す
べきである。
」
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【判例 19】一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分の理由提示
大阪地判平成 24 年 6 月 28 日（裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていた原告 X が、近畿運輸局長 Y か
ら、
「原告が一般貸切旅客自動車運送事業をＢにその名において経営させており、かつ、そ
の態様が反復・計画的なものと認められること」
（以下「本件違反事実」という。）を理由
として、道路運送法 40 条に基づき一般貸切旅客自動車運送事業許可の取消処分（以下「本
件処分」という。
）を受けたのに対し、本件処分の理由とされた他人への事業の貸渡しの事
実はない、行政手続法 14 条 1 項本文所定の理由提示の要件に欠けるところがあるなどとし
て、本件処分の取消しを求めている事案である。
Y は行政手続法 12 条 1 項を受けて、道路運送法 40 条に基づく許可の取消等の行政処分
等を行う際の基準として、
「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につ
いて」
（近運監一公示第 3 号、近運自一公示第 29 号、近運技安公示第 5 号。以下「処分基
準公示」という。
）を定めた上で、処分基準公示 1（2）の「一般貸切旅客自動車運送事業者
に対する違反事項ごとの処分等の基準」として、
「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する
違反事項ごとの行政処分等の基準について」
（近運自監公示第 5 号、近運自一公示第 31 号、
近運技安公示第 7 号。以下「個別基準公示」という。）を定めている。
【判旨】請求認容。
「
（1）行政手続法 14 条 1 項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示
さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限する
という不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制
するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たも
のと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のよ
うな同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準
の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実
関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
（最高裁平成 21 年（行ヒ）第 91 号
同 23 年 6 月 7 日第三小法廷判決・民集 65 巻 4 号 2081 頁）
そして、上記行政手続法 14 条 1 項本文の趣旨に鑑みれば、いかなる事実関係に基づきい
かなる法規を適用して不利益処分がされたかを、申請者においてその記載自体から知るこ
とができるものでなければならないというべきである（一般旅券発給拒否処分の理由付記
に関する最高裁昭和 57 年（行ツ）第 70 号同 60 年 1 月 22 日第三小法廷判決・民集 39 巻 1
号 1 頁参照）
。
」
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「法 33 条違反を理由とする許可取消基準としては、処分基準公示 1（2）及び個別基準公示
別添の表に定める基準と、処分基準公示 5（5）に定める基準の二つが存するところであり、
しかもその関係については処分基準公示及び個別基準公示でも何ら明記されておらず、こ
れら両基準の適用の関係は明らかとはなっていない。」
「このようなその適用関係の明確性を欠く両基準の存在は、不利益処分の基準の透明性を
できるだけ確保するという行政手続法 12 条 2 項の趣旨に照らして大きな問題がある。
また、
処分基準公示 1（2）及び個別基準公示別添の表に基づく基準は、許可取消しの要件として、
同一営業所における違反であること（同一営業所要件（要件 b）
）を定めているのに対し、
処分基準公示 5（5）においては、かかる要件は記載されておらず、同一営業所要件は必要
とされていないものと解されるところであり、両基準は、許可取消基準として、同一営業
所要件（要件 b）が必要かどうかという点で重大な差異がある。
」
「以上検討の諸点に加え、許可取消処分が一般貸切旅客自動車運送事業者としての資格を
直接に剥奪する重大な不利益処分であることをも踏まえると、近畿運輸局長が一般貸切旅
客自動車運送事業者に対して、法 33 条違反を理由に許可取消処分を行うに際しては、処分
の原因となる事実関係についてどのような根拠法条や処分基準（処分基準公示ないし個別
基準公示の該当箇所）を適用したかを、処分の名宛人において、本件通知書の記載自体か
ら了知し得る程度に記載しなければならないとともに、法 33 条違反の事実がどの営業所に
おいて現実に行われたものであるかについて具体的に記載して明らかにしなければ、処分
の名宛人においてどのような処分基準の適用によって許可取消処分が選択されたのかを知
ることができないものというべきである。」
「
（3）これを本件処分について見るに、本件通知書（甲 5）には、
〔1〕違反事実（適用条項）
として、
「一般貸切旅客自動車運送事業をＢにその名において経営させていた。」「（道路運
送車両法第 33 条第 1 項、第 2 項）
」と記載され、
〔2〕かかる違反事実によって許可の取消
しとしたことについて、
「処分基準 1．
（2）に定めるところにより、平成 20 年 6 月 3 日付
け行政処分による違反事実と同一の違反事実のため再違反を適用したものである。
」と説明
され、
〔3〕適用として、「
〔2〕反復・計画的なものと認められるもの（再違反適用）」と記
載されているものの、同違反事実がどの営業所において行われたかは明記されていない。
」
「また、本件通知書の記載自体からは、近畿運輸局長が本件違反事実をどのような根拠に
より本社営業所における違反と評価したか（すなわち、聴聞時（乙 26 の 2）とは異なり原
告の本社営業所における事業をＢに貸し渡したという事実を認定したのか、それとも原告
の b 営業所における事業をＢに貸し渡したという事実を認定し、これを本社営業所におけ
る違反と評価したのか（なお、b 営業所における事業を貸し渡したとの事実をもって、本社
営業所における違反とは通常考え難く、近畿運輸局長においてかかる評価をしているもの
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とは一般には想定されないものと解される。
））については、何らの手がかりも見出すこと
ができず、本件通知書の名宛人である原告において、本件通知書の記載自体からは、本件
違反事実がどの営業所において行われたものかを知ることができないものと解するのが相
当である。
」
「（4）以上の検討結果に照らせば、本件処分に係る本件通知書の記載内容は、行政手続法
14 条 1 項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由提示としては十分でないといわな
ければならず、本件処分は、同項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分である
というべきであって、取消しを免れない。
2

よって、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由があるからこれ

を認容することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法 7 条、民事訴訟法 61 条を適
用して、主文のとおり判決する。
」
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３．不服申立適格・原告適格
ア

不服申立適格

【判例 20】主婦連ジュース事件
最判昭和 53 年 3 月 14 日（民集 32 巻 2 号 211 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X1（主婦連合会）は、全国各地の消費者団体及び個人を会員とし、ひろく消費者の
利益の擁護等を主たる目的とする法人格はないが代表者の定めのある社団である。原告主
婦連自身、またその会員である個人及び会員団体の構成員ならびに原告 X2 は、いずれも果
実飲料等の商品の一般消費者である。
被告 Y（公正取引委員会）は、昭和 46 年規約第 2 号果実飲料等の表示に関する公正競争
規約の認定をした。そこで、原告らは、右認定に対し不当景品類及び不当表示防止法（以
下景表法という。
）10 条 6 項の規定により不服を申し立てたところ、却下する審決をした。
原審も「前記認定に対し不服申立の資格を有するのは、右認定によつて自己の法的に保護
された利益を害された者又は必然的にこれを害されるおそれのある者でなければならな
い」として、不服申立適格を否定したため、X1、X2 が上告した。
【判旨】上告棄却。
「不当景品類及び不当表示防止法（以下「景表法」という。
）一〇条一項により公正取引委
員会がした公正競争規約の認定に対する行政上の不服申立は、これにつき行政不服審査法
（以下「行審法」という。
）の適用を排除され（景表法一一条）
、専ら景表法一〇条六項の
定める不服申立手続によるべきこととされている（行審法一条二項）が、行政上の不服申
立の一種にほかならないのであるから、景表法の右条項にいう「第一項……の規定による
公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、一般の行政処分についての不服申
立の場合と同様に、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、
当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害さ
れるおそれのある者をいう、と解すべきである。
」
「右にいう法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護す
ることを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益であ
つて、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を
課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別されるべきもの
である。
」
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「景表法の目的とするところは公益の実現にあり、同法一条にいう一般消費者の利益の保
護もそれが直接的な目的であるか間接的な目的であるかは別として、公益保護の一環とし
てのそれであるというべきである。してみると、同法の規定にいう一般消費者も国民を消
費者としての側面からとらえたものというべきであり、景表法の規定により一般消費者が
受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によつて実現されるべき公益の保
護を通じ国民一般が共通してもつにいたる抽象的、平均的、一般的な利益、換言すれば、
同法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益
であつて、本来私人等権利主体の個人的な利益を保護することを目的とする法規により保
障される法律上保護された利益とはいえないものである。もとより、一般消費者といつて
も、個々の消費者を離れて存在するものではないが、景表法上かかる個々の消費者の利益
は、同法の規定が目的とする公益の保護を通じその結果として保護されるべきもの、換言
すれば、公益に完全に包摂されるような性質のものにすぎないと解すべきである。したが
つて、仮に、公正取引委員会による公正競争規約の認定が正当にされなかつたとしても、
一般消費者としては、景表法の規定の適正な運用によつて得られるべき反射的な利益ない
し事実上の利益が得られなかつたにとどまり、その本来有する法律上の地位には、なんら
消長はないといわなければならない。そこで、単に一般消費者であるというだけでは、公
正取引委員会による公正競争規約の認定につき景表法一〇条六項による不服申立をする法
律上の利益をもつ者であるということはできないのであり、これを更に、
「果汁等を飲用す
るという点において、他の一般の消費者と区別された特定範囲の者」と限定してみても、
それは、単に反射的な利益をもつにすぎない一般消費者の範囲を一部相対的に限定したに
とどまり、反射的な利益をもつにすぎない者であるという点において何ら変わりはないの
であるから、これをもつて不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできない
ものといわなければならない。
」
「また、上告人らの主張する商品を正しく特定させる権利、よりよい取引条件で果汁を購
入する利益、果汁の内容について容易に理解することができる利益ないし表示により内容
を知つて果汁を選択する権利等は、ひつきよう、景表法の規定又はその適正な運用による
公益保護の結果生ずる反射的利益にすぎないものと解すべきであつて、これらの侵害があ
ることをもつて不服申立をするについて法律上の利益があるものということはできず、上
告人らは、本件公正競争規約の認定につき景表法一〇条六項に基づく不服申立をすること
はできないものというべきである。
」
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【判例 21】地方公共団体議会議員失職決定の不服申立適格
最判昭和 56 年 5 月 14 日（民集 35 巻 4 号 717 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X（F 市市議会議員）は、市議会議員に当選した訴外 A が市から廃棄物の収集を請
負っている会社の取締役の地位にあることから、これは地方自治法 92 条の 2 に規定する議
員の関係企業への関与禁止に違反すると主張して、市議会に訴外 A の議員資格の有無の決
定を求めた。しかし市議会は「訴外 A は議員資格を有する」旨の決定をしたため、Y 県知
事に対して地方自治法 127 条 4 項の準用する 118 条 5 項が規定する「決定に不服がある者」
として、審査の申立をした。これに対し、Y は、X には審査の申立権がないとして却下裁決
をした。第一審は、議員資格の有無についての決定に関わる権限を有した議員全員に審査
の申立権があるとして X の請求が認容され、原判決でも控訴が棄却されたため、これに対
して Y が上告した。
【判旨】原判決破棄、第一審判決取消、破棄自判（請求棄却）
「地方自治法（以下「法」という。
）一二七条四項は、普通地方公共団体の議会の議員が法
九二条の二の規定に該当するかどうかについて法一二七条一項に基づき議会のした決定に
関し、法一一八条五項の規定を準用し、右決定に不服がある者は審査の申立及び出訴をす
ることができるものとしている。しかしながら、法一二七条四項が、右のように前記議会
の決定に関する不服申立について法一一八条五項の規定を準用するという形をとつている
ことから直ちに、法はこの両者の不服申立を完全に同一視し、後者の争訟に適用される法
規及び法理のすべてを前者にも適用すべきことを定めたものと解することは相当でない。」
「元来法一一八条五項の規定は、普通地方公共団体の議会の行う選挙における投票の効力
に関する異議について議会のする決定に不服がある場合にこれを争う方法及び手続を定め
たものであるが、この場合における審査申立及び出訴による争訟の制度は、一般の公職選
挙法に基づく選挙に関する争訟の制度と同様に、専ら議会における選挙の適正な執行を担
保する趣旨に出たもので、個人の権利救済を目的とするものではなく、法の適正な執行の
確保を目的とする民衆争訟の性格を有するものと考えられる。しかるに、前記法一二七条
一項の決定は、特定の議員について右条項の掲げる失職事由が存在するかどうかを判定す
る行為で、積極的な判定がされた場合には当該議員につき議員の職の喪失という法律上の
不利益を生ぜしめる点において一般に個人の権利を制限し又はこれに義務を課する行政処
分と同視せられるべきものであつて、議会の選挙における投票の効力に関する決定とは著
しくその性格を異にしており、違法な決定によつて右のような不利益を受けた当該議員に
対し、同種の行政処分による被害者に対すると同様の権利救済手段としての不服申立を認
める必要や理由はたやすく肯定することができても、後者の決定におけるように選挙の適
正な執行の担保という公益上の目的からこれに対する民衆争訟的な不服手続を設けるべき
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ものとされた趣旨がこの場合にも当然に妥当するということはできないのである。もつと
も、議員につき客観的に失職事由が存在するのに消極的な決定がされた場合に、かかる議
員をその職にとどまらしめるべきではないとする公益上の要請から民衆争訟的な不服手続
を設けてその議員の排除を可能ならしめる必要も皆無とはいえないけれども、その必要性
が格別大きいとはとうてい考えられず、法がそのような特段の意図を有していたと認める
べき根拠は薄弱であるといわなければならない。
」
「このように見てくると、法一二七条四項が同条一項の決定につき法一一八条五項の規定
を準用しているのは、単に、右決定に対し不服申立が可能なこと、及びその方法、手続は
右一一八条五項のそれと同様であることを定めたにとどまり、後者の不服と同様の民衆争
訟的な不服手続をこの場合にも採用したわけのものではなく、不服申立をすることができ
る者の範囲は、一般の行政処分の場合と同様にその適否を争う個人的な法律上の利益を有
する者に限定されることを当然に予定したもの、すなわち、この場合についていえば、専
ら決定によつてその職を失うこととなつた当該議員に対して前記の方法による不服申立の
権利を付与したものにすぎないと解するのが相当である。」

120

【判例 22】第二次納税義務者の不服申立適格及び不服申立期間の起算日
最判平成 18 年 1 月 19 日（民集 60 巻 1 号 65 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、A 社から同社の保有する株式の譲渡を受けた X が、A 社に対する法人税の決定
及び無申告加算税賦課決定（以下「本件課税処分」という。
）に基づく A 社の滞納国税につ
き、国税徴収法 39 条に基づく第二次納税義務の納付告知（以下「本件告知」という。）を
受けたため、それから 2 か月以内に本件課税処分に対する異議申立てをしたところ、国税
通則法 77 条 1 項所定の不服申立期間を経過した後にされた申立てであることを理由に異議
申立て却下の決定を受け、審査請求に対しても、Y 国税不服審判所所長からこれを却下する
裁決（以下「本件裁決」という。
）を受けたため、本件裁決の取消しを求めている事案であ
る。
争点になっているのは、第二次納税義務者は本来の納税義務者に対する主たる課税処分
の不服申立をする法律上の利益を有するか否か、そして、有するとした場合の不服申立て
期間の起算日である。
第一審は法律上の利益を認めて、不服申立期間の起算日は第二次納税義務者が納付告知
をされた日の翌日から起算するとして X の主張を認め裁決を取り消す判決をした。しかし、
控訴審は、法律上の利益はなく、不服申立適格を否定した。
【判旨】原判決破棄、控訴棄却（X の主張を認めた第一審判決を支持）。
「国税徴収法 39 条は、滞納者である本来の納税義務者が、その国税の法定納期限の 1 年前
の日以後にその財産について無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他
第三者に利益を与える処分を行ったために、本来の納税義務者に対して滞納処分を執行し
てもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、
又は義務を免れた第三者に対し、これらの処分により受けた利益が現に存する限度におい
て、本来の納税義務者の滞納に係る国税の第二次納税義務を課している。
同条に定める第二次納税義務は、本来の納税義務者に対する主たる課税処分等によって
確定した主たる納税義務の税額につき本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもな
お徴収すべき額に不足すると認められる場合に、前記のような関係にある第三者に対して
補充的に課される義務であって、主たる納税義務が主たる課税処分によって確定されると
きには、第二次納税義務の基本的内容は主たる課税処分において定められるのであり、違
法な主たる課税処分によって主たる納税義務の税額が過大に確定されれば、本来の納税義
務者からの徴収不足額は当然に大きくなり、第二次納税義務の範囲も過大となって、第二
次納税義務者は直接具体的な不利益を被るおそれがある。他方、主たる課税処分の全部又
は一部がその違法を理由に取り消されれば、本来の納税義務者からの徴収不足額が消滅し
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又は減少することになり、第二次納税義務は消滅するか又はその額が減少し得る関係にあ
るのであるから、第二次納税義務者は、主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上
保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこ
れを回復すべき法律上の利益を有するというべきである。
そうすると、国税徴収法 39 条所定の第二次納税義務者は、主たる課税処分につき国税通
則法 75 条に基づく不服申立てをすることができるものと解するのが相当である。
」
「（2）第二次納税義務は、本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべ
き額に不足すると認められるときに、初めて、その義務が成立するものであり、主たる課
税処分の時点では、上記のような第二次納税義務が成立する要件が充足されるかどうかが
未確定であることも多い。したがって、本来の納税義務者以外の第三者がそのような段階
で主たる課税処分の存在を知ったとしても、当該第三者において、それが自己の法律上の
地位に変動を及ぼすべきものかどうかを認識し得る状態にはないといわざるを得ない。他
方、第二次納税義務者となる者に主たる課税処分に対する不服申立ての適格を肯定し得る
のは、納付告知を受けて第二次納税義務者であることが確定したか、又は少なくとも第二
次納税義務者として納付告知を受けることが確実となったと客観的に認識し得る時点から
であると解される。そうであるのに、不服申立ての適格を肯定し得ない段階で、その者に
ついて不服申立期間が進行していくというのは背理というべきである。
殊に国税徴収法 39 条所定の第二次納税義務者は、前記のとおり、本来の納税義務者から
無償又は著しく低い額の対価による財産譲渡等を受けたという取引相手にとどまり、常に
本来の納税義務者と一体性又は親近性のある関係にあるということはできないのであって、
第二次納税義務を確定させる納付告知があるまでは、不服申立ての適格があることを確実
に認識することはできないといわざるを得ない。その反面、納付告知があれば、それによ
って、主たる課税処分の存在及び第二次納税義務が成立していることを確実に認識するこ
とになるのであって、少なくともその時点では明確に「処分があったことを知った」とい
うことができる。
そうすると、国税徴収法 39 条所定の第二次納税義務者が主たる課税処分に対する不服申
立てをする場合、国税通則法 77 条 1 項所定の「処分があったことを知った日」とは、当該
第二次納税義務者に対する納付告知（納付通知書の送達）がされた日をいい、不服申立期
間の起算日は納付告知がされた日の翌日であると解するのが相当である。
6

以上によれば、上告人は、本件課税処分につき国税通則法 75 条 1 項所定の不服申立て

の適格を有するところ、平成 14 年 6 月 8 日に同月 7 日付けの東京国税局長による納付通知
書の送達を受け、同年 8 月 6 日に本件異議申立てを行っているのであるから、本件異議申
立ては同法 77 条 1 項所定の不服申立期間内にされた適法なものであり、本件審査請求が適
法な異議申立てを経ていないことを理由としてこれを却下した本件裁決は、取り消される
べきである。
」
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イ

原告適格
（ア）都市計画

【判例 23】都市計画事業認可取消訴訟（小田急最高裁判決）
最大判平成 17 年 12 月 7 日（民集 59 巻 10 号 2645 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
建設大臣は、昭和 39 年に東京都市計画都市高速鉄道第 9 号線について都市計画を決定し
ていたところ、平成 6 年 5 月 19 日付けで、都市計画法 59 条 2 項に基づき、東京都に対し、
小田急小田原線の喜多見駅付近から梅ヶ丘駅付近までの区間（以下「本件区間」という。
）
の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の認可（以下「本件鉄道事業認可」といい、
この認可に係る都市計画事業を「本件鉄道事業」という。）をし、同年 6 月 3 日付けでこれ
を告示した。
また、建設大臣は、世田谷区が平成 5 年 2 月 1 日付けで告示した東京都市計画道路・区
画街路都市高速鉄道第 9 号線付属街路第 3、第 4、第 5、第 6、第 9 及び第 10 号線に係る各
都市計画を基礎として、同 6 年 5 月 19 日付けで、都市計画法 59 条 2 項に基づき、東京都
に対し、本件区間の一部に係る付属街路の設置を内容とする各都市計画事業の認可（以下
「本件各付属街路事業認可」といい、これらの認可に係る都市計画事業を「本件各付属街
路事業」という。
）をし、同年 6 月 3 日付けでこれを告示した。
原告 X らは、いずれも本件鉄道事業の事業地の周辺地域に居住するにとどまり、同事業
の事業地内の不動産につき権利を有しない者である。
東京都環境影響評価条例（以下「本件条例」という。
）は、鉄道の新設又は改良など同条
例別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして東京
都規則で定める要件に該当するものを「対象事業」とした上で（2 条 3 号）
、被上告参加人
において、
「事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の
実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域」として、当該対象事業に係る関係地
域を定めなければならないとしている（2 条 5 号、13 条 1 項）。本件鉄道事業に係る関係地
域は、別紙図面のとおり定められているところ、原告らの一部は、上記の関係地域内に居
住している。
本件は、X らが、本件鉄道事業認可及び本件各付属街路事業認可がいずれも違法であると
して、建設大臣の事務承継者である Y に対し、これらの各認可の取消しを求めている事案
である。
【判旨】一部論旨理由あり（鉄道事業認可につき一部の原告の原告適格肯定）、一部棄却（各
付属街路事業認可につき全員の原告適格を否定）
。
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「行政事件訴訟法 9 条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条 1 項にいう当
該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の
権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者
をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的
公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれ
を保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法
律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるお
それのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断する
に当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の
趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し、この
場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通
にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質を考
慮するに当たっては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されるこ
ととなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものであ
る（同条 2 項参照）
。
「上記の見地に立って、まず、上告人らが本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を
有するか否かについて検討する。
ア

都市計画法は、同法の定めるところにより同法 59 条の規定による認可等を受けて行わ

れる都市計画施設の整備に関する事業等を都市計画事業と規定し（4 条 15 項）、その事業の
内容が都市計画に適合することを認可の基準の一つとしている（61 条 1 号）
。
都市計画に関する都市計画法の規定をみると、同法は、都市の健全な発展と秩序ある整
備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とし（1 条）
、
都市計画の基本理念の一つとして、健康で文化的な都市生活を確保すべきことを定めてお
り（2 条）
、都市計画の基準に関して、当該都市について公害防止計画が定められていると
きは都市計画がこれに適合したものでなければならないとし（13 条 1 項柱書き）、都市施設
は良好な都市環境を保持するように定めることとしている（同項 5 号）
。また、同法は、都
市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認められるときは、公聴会の開
催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとし（16 条 1 項）
、都市計画
を決定しようとする旨の公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧
に供された都市計画の案について意見書を提出することができるものとしている（17 条 1
項、2 項）
。
イ

また、上記の公害防止計画の根拠となる法令である公害対策基本法は、国民の健康を

保護するとともに、生活環境を保全することを目的とし（1 条）、事業活動その他の人の活
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動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動等
によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを公害と定義した上で（2 条）
、国
及び地方公共団体が公害の防止に関する施策を策定し、実施する責務を有するとし（4 条、
5 条）
、内閣総理大臣が、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講
じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域等について、公害
防止計画の基本方針を示して関係都道府県知事にその策定を指示し、これを受けた関係都
道府県知事が公害防止計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けるものとしている（19 条）
（なお、同法は、環境基本法の施行に伴い平成 5 年 11 月 19 日に廃止されたが、新たに制
定された環境基本法は、内閣総理大臣が上記と同様の地域について関係都道府県知事に公
害防止計画の策定を指示し、これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成して内
閣総理大臣の承認を受けなければならないとしている（17 条）
。さらに、同条の規定は、平
成 11 年法律第 87 号及び第 160 号により改正され、現在は、環境大臣が同様の指示を行い、
これを受けた関係都道府県知事が公害防止計画を作成し、環境大臣に協議し、その同意を
得なければならないとしている。
）
。
公害防止計画に関するこれらの規定は、相当範囲にわたる騒音、振動等により健康又は
生活環境に係る著しい被害が発生するおそれのある地域について、その発生を防止するた
めに総合的な施策を講ずることを趣旨及び目的とするものと解される。そして、都市計画
法 13 条 1 項柱書きが、都市計画は公害防止計画に適合しなければならない旨を規定してい
ることからすれば、都市計画の決定又は変更に当たっては、上記のような公害防止計画に
関する公害対策基本法の規定の趣旨及び目的を踏まえて行われることが求められるものと
いうべきである。
さらに、東京都においては、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境
に及ぼす影響について事前に調査、予測及び評価を行い、これらの結果について公表する
こと等の手続に関し必要な事項を定めることにより、事業の実施に際し公害の防止等に適
正な配慮がされることを期し、都民の健康で快適な生活の確保に資することを目的として、
本件条例が制定されている。本件条例･･･の規定は、都市計画の決定又は変更に際し、環境
影響評価等の手続を通じて公害の防止等に適正な配慮が図られるようにすることも、その
趣旨及び目的とするものということができる。」
「ウ

そして、都市計画事業の認可は、都市計画に事業の内容が適合することを基準とし

てされるものであるところ、前記アのような都市計画に関する都市計画法の規定に加えて、
前記イの公害対策基本法等の規定の趣旨及び目的をも参酌し、併せて、
都市計画法 66 条が、
認可の告示があったときは、施行者が、事業の概要について事業地及びその付近地の住民
に説明し、意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者
の協力が得られるように努めなければならないと規定していることも考慮すれば、都市計
画事業の認可に関する同法の規定は、事業に伴う騒音、振動等によって、事業地の周辺地
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域に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し、もって健康で文化
的な都市生活を確保し、良好な生活環境を保全することも、その趣旨及び目的とするもの
と解される。
エ

都市計画法又はその関係法令に違反した違法な都市計画の決定又は変更を基礎として

都市計画事業の認可がされた場合に、そのような事業に起因する騒音、振動等による被害
を直接的に受けるのは、事業地の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ、その被
害の程度は、居住地が事業地に接近するにつれて増大するものと考えられる。また、この
ような事業に係る事業地の周辺地域に居住する住民が、当該地域に居住し続けることによ
り上記の被害を反復、継続して受けた場合、その被害は、これらの住民の健康や生活環境
に係る著しい被害にも至りかねないものである。そして、都市計画事業の認可に関する同
法の規定は、その趣旨及び目的にかんがみれば、事業地の周辺地域に居住する住民に対し、
違法な事業に起因する騒音、振動等によってこのような健康又は生活環境に係る著しい被
害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解されるところ、前記のような
被害の内容、性質、程度等に照らせば、この具体的利益は、一般的公益の中に吸収解消さ
せることが困難なものといわざるを得ない。
オ

以上のような都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的、これら

の規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容及び性質等
を考慮すれば、同法は、これらの規定を通じて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
などの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに、騒音、振動
等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民
に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべ
きものとする趣旨を含むと解するのが相当である。したがって、都市計画事業の事業地の
周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は
生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消し
を求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有する
ものといわなければならない。
最高裁平成 8 年（行ツ）第 76 号同 11 年 11 月 25 日第一小法廷判決・裁判集民事 195 号
387 頁は、以上と抵触する限度において、これを変更すべきである。
カ

以上の見解に立って、本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格についてみると、

前記事実関係等によれば、別紙上告人目録 1 ないし 3 記載の上告人らは、いずれも本件鉄
道事業に係る関係地域内である上記各目録記載の各住所地に居住しているというのである。
そして、これらの住所地と本件鉄道事業の事業地との距離関係などに加えて、本件条例 2
条 5 号の規定する関係地域が、対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該
対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として被上告参加人が定め
るものであることを考慮すれば、上記の上告人らについては、本件鉄道事業が実施される
ことにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそ
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れのある者に当たると認められるから、本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有
するものと解するのが相当である。
これに対し、別紙上告人目録 4 記載の上告人らは、本件鉄道事業に係る関係地域外に居
住するものであり、前記事実関係等によっても、本件鉄道事業が実施されることにより騒
音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとは
いえず、他に、上記の上告人らが原告適格を有すると解すべき根拠は記録上も見当たらな
いから、本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有すると解することはできない。
」
「上告人らは、別紙上告人目録 2 及び 3 記載の各上告人らがそれぞれ別紙事業認可目録 6
及び 7 記載の各認可に係る事業の事業地内の不動産につき権利を有する旨をいうほかには、
本件各付属街路事業に係る個々の事業の認可によって、自己のどのような権利若しくは法
律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがあるかについて、具体
的な主張をしていない。そして、本件各付属街路事業に係る付属街路が、小田急小田原線
の連続立体交差化に当たり、環境に配慮して日照への影響を軽減することを主たる目的と
して設置されるものであることに加え、これらの付属街路の規模等に照らせば、本件各付
属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない上告人らについて、本件各付属街路
事業が実施されることにより健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれ
があると認めることはできない。
」
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（イ）公営競技
【判例 24】場外車券発売施設設置許可処分取消訴訟（最高裁）
最判平成 21 年 10 月 15 日（民集 63 巻 8 号 1711 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、経済産業大臣が A に対し自転車競技法（以下、
「法」という。
）4 条 2 項に基づ
き場外車券発売施設「サテライト大阪」（以下「本件施設」という。）の設置の許可（以下
「本件許可」という。
）をしたところ、本件施設の周辺において病院等を開設するなどして
事業を営み又は居住する原告 X１～X5 らが、本件許可は場外車券発売施設の設置許可要件
を満たさない違法なものであるなどと主張して、Y（国）に対しその取消しを求める事案で
ある。
原告のうち、X2、X3、X4 及び X5 は、それぞれ本件敷地から約 120ｍ、約 180ｍ、約 200
ｍ及び約 800ｍ離れた場所に、いずれも病院又は診療所を開設する医師である。その他の原
告は、本件敷地から 1000ｍ以内の地域において居住し又は事業を営む者である。
法 4 条 2 項は、経済産業大臣は、場外施設の設置許可の申請があったときは、申請に係
る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許
可をすることができる旨規定している。そして、これを受け、自転車競技法施行規則（平
成 18 年経済産業省令第 126 号による改正前のもの。以下「規則」という。
）15 条 1 項は、
上記の基準として、〔1〕学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設（以下、これら
を併せて「医療施設等」という。
）から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支
障を来すおそれがないこと（同項 1 号。以下、この基準を「位置基準」という。）
、〔2〕施
設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は周辺環境と調和したものであること（同項 4
号。以下、この基準を「周辺環境調和基準」という。）を定めている。また、規則 14 条 2
項は、場外施設の設置許可申請書に、敷地の周辺から 1000ｍ以内の地域にある医療施設等
の位置及び名称を記載した場外施設付近の見取図、場外施設を中心とする交通の状況図並
びに場外施設の配置図を添付すべき旨を定めている。
第一審は全員につき原告適格を否定したが、控訴審は、自転車競技法及び規則等は、周
辺住民の健康や生活環境にかかる著しい被害を受けないという具体的利益を保護する趣旨
であるとして、全員につき原告適格を認めた。
【判旨】一部破棄自判、一部破棄差戻し。施設から 200m 以内で医療施設等を開設する 3
名以外の原告適格を否定し、3 名については差戻審での審理に委ねた。
「
（1）行政事件訴訟法 9 条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条 1 項にいう
当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己
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の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある
者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般
的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこ
れを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう
法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害される
おそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断する
に当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の
趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し、この
場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通
にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質を考
慮するに当たっては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されるこ
ととなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものであ
る（同条 2 項、最高裁平成 16 年（行ヒ）第 114 号同 17 年 12 月 7 日大法廷判決・民集 59
巻 10 号 2645 頁参照）
。
」
「（2）上記の見地に立って、被上告人らが本件許可の取消しを求める原告適格を有するか
否かについて判断する。
ア

一般的に、場外施設が設置、運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は、

交通、風紀、教育など広い意味での生活環境の悪化であって、その設置、運営により、直
ちに周辺住民等の生命、身体の安全や健康が脅かされたり、その財産に著しい被害が生じ
たりすることまでは想定し難いところである。そして、このような生活環境に関する利益
は、基本的には公益に属する利益というべきであって、法令に手掛りとなることが明らか
な規定がないにもかかわらず、当然に、法が周辺住民等において上記のような被害を受け
ないという利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解するのは困難とい
わざるを得ない。
イ

位置基準は、場外施設が医療施設等から相当の距離を有し、当該場外施設において車

券の発売等の営業が行われた場合に文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない
ことを、その設置許可要件の一つとして定めるものである。場外施設が設置、運営される
ことに伴う上記の支障は、基本的には、その周辺に所在する医療施設等を利用する児童、
生徒、患者等の不特定多数者に生じ得るものであって、かつ、それらの支障を除去するこ
とは、心身共に健康な青少年の育成や公衆衛生の向上及び増進といった公益的な理念ない
し要請と強くかかわるものである。そして、当該場外施設の設置、運営に伴う上記の支障
が著しいものといえるか否かは、単に個々の医療施設等に着目して判断されるべきもので
はなく、当該場外施設の設置予定地及びその周辺の地域的特性、文教施設の種類・学区や
その分布状況、医療施設の規模・診療科目やその分布状況、当該場外施設が設置、運営さ
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れた場合に予想される周辺環境への影響等の事情をも考慮し、長期的観点に立って総合的
に判断されるべき事柄である。規則が、場外施設の設置許可申請書に、敷地の周辺から 1000
ｍ以内の地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した見取図のほか、場外施設を中心
とする交通の状況図及び場外施設の配置図を添付することを義務付けたのも、このような
公益的見地からする総合的判断を行う上での基礎資料を提出させることにより、上記の判
断をより的確に行うことができるようにするところに重要な意義があるものと解される。
このように、法及び規則が位置基準によって保護しようとしているのは、第一次的には、
上記のような不特定多数者の利益であるところ、それは、性質上、一般的公益に属する利
益であって、原告適格を基礎付けるには足りないものであるといわざるを得ない。したが
って、場外施設の周辺において居住し又は事業（医療施設等に係る事業を除く。
）を営むに
すぎない者や、医療施設等の利用者は、位置基準を根拠として場外施設の設置許可の取消
しを求める原告適格を有しないものと解される。
」
「ウ

もっとも、場外施設は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な

雰囲気や喧噪といった環境をもたらすものであるから、位置基準は、そのような環境の変
化によって周辺の医療施設等の開設者が被る文教又は保健衛生にかかわる業務上の支障に
ついて、特に国民の生活に及ぼす影響が大きいものとして、その支障が著しいものである
場合に当該場外施設の設置を禁止し当該医療施設等の開設者の行う業務を保護する趣旨を
も含む規定であると解することができる。したがって、仮に当該場外施設が設置、運営さ
れることに伴い、その周辺に所在する特定の医療施設等に上記のような著しい支障が生ず
るおそれが具体的に認められる場合には、当該場外施設の設置許可が違法とされることも
あることとなる。
このように、位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、上記のような業務上の
支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において、健全で静穏な環境の下
で円滑に業務を行うことのできる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨
をも含む規定であるというべきであるから、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務
上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、
位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有するものと
解される。そして、このような見地から、当該医療施設等の開設者が上記の原告適格を有
するか否かを判断するに当たっては、当該場外施設が設置、運営された場合にその規模、
周辺の交通等の地理的状況等から合理的に予測される来場者の流れや滞留の状況等を考慮
して、当該医療施設等が上記のような区域に所在しているか否かを、当該場外施設と当該
医療施設等との距離や位置関係を中心として社会通念に照らし合理的に判断すべきものと
解するのが相当である。
」
「オ

次に、周辺環境調和基準は、場外施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置が
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周辺環境と調和したものであることをその設置許可要件の一つとして定めるものである。
同基準は、場外施設の規模が周辺に所在する建物とそぐわないほど大規模なものであった
り、いたずらに射幸心をあおる外観を呈しているなどの場合に、当該場外施設の設置を不
許可とする旨を定めたものであって、良好な風俗環境を一般的に保護し、都市環境の悪化
を防止するという公益的見地に立脚した規定と解される。同基準が、場外施設周辺の居住
環境との調和を求める趣旨を含む規定であると解したとしても、そのような観点からする
規制は、基本的に、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序ある整備を図るという
一般的公益を保護する見地からする規制というべきである。また、
「周辺環境と調和したも
の」という文言自体、甚だ漠然とした定めであって、位置基準が上記のように限定的要件
を明確に定めているのと比較して、そこから、場外施設の周辺に居住する者等の具体的利
益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を読み取ることは困難といわざるを得ない。
したがって、被上告人らは、周辺環境調和基準を根拠として本件許可の取消しを求める
原告適格を有するということはできないというべきである。
」
「他に、被上告人 X2 ら 3 名を除く被上告人らにおいて本件許可の取消しを求める原告適格
を有すると認めるに足りる事情は存在しないから、これらの被上告人らは、本件許可の取
消しを求める原告適格を有しないものと解される。
」
「５

以上のとおり、被上告人らが本件許可の取消しを求める原告適格を有するとした原

審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨を
いうものとして理由があり、原判決のうち、被上告人 X2 ら 3 名を除く被上告人らに関する
部分は破棄を免れない。そして、第一審判決中、被上告人 X2 ら 3 名の訴えを却下した部分
はこれを取消し、同被上告人らが上記の原告適格を有するか否か等について更に審理を尽
くさせるため、同部分につき、本件を第一審に差し戻すのが相当である。また、第一審判
決中、その余の被上告人らの訴えを却下した部分に関する判断は、結論において相当であ
るから、同部分につき同被上告人らの控訴を棄却することとする。これと異なる原判決は
主文第２項のとおり変更すべきである。
」
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（ウ）病院開設
【判例 25】病院開設許可取消訴訟と既存の医療法人（最高裁）
最判平成 19 年 10 月 19 日（集民 226 号 141 頁、判時 1993 号 3 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、東京都知事 Y が医療法人 A に対してした医療法（平成 18 年法律第 84 号による
改正前のもの。以下「法」という。
）7 条に基づく病院の開設許可（以下「本件開設許可」
という。
）について、同病院の開設地の市又はその付近において医療施設を開設し医療行為
をする医療法人、社会福祉法人及び医師並びに同市内の医師等の構成する医師会である X
らがその取消しを求めている事案である。
第一審、控訴審ともに、X らの原告適格を否定。X らが上告。
【判旨】
「法は、都道府県その他の 7 条の 2 第 1 項各号所定の者が申請した場合を除き、病院の開
設許可については、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が 21 条及び 23 条
の規定に基づく厚生労働省令の定める要件に適合するときは許可を与えなければならない
こと（7 条 4 項）
、営利を目的として病院を開設しようとする者に対しては許可を与えない
ことができること（同条 5 項）を定めており、許可の要件を定めるこれらの規定は、病院
開設の許否の判断に当たり、当該病院の開設地の付近で医療施設を開設している者等（以
下「他施設開設者」という。
）の利益を考慮することを予定していないことが明らかである。
法 30 条の 3 は、都道府県は医療を提供する体制の確保に関する計画（以下「医療計画」
という。）を定めるものとし（同条 1 項）、そこに定める事項として「基準病床数に関する
事項」を掲げており（同条 2 項 3 号）、法 30 条の 7 は、医療計画の達成の推進のために特
に必要がある場合には、都道府県知事が病院開設の許可の申請者に対し病院の開設等に関
し勧告することができるものとしているが、病院開設の許可の申請が医療計画に定められ
た「基準病床数に関する事項」に適合しない場合又は更に当該申請をした者が上記の勧告
に従わない場合にも、そのことを理由に当該申請に対し不許可処分をすることはできない
と解される（最高裁平成 14 年（行ヒ）第 207 号同 17 年 7 月 15 日第二小法廷判決・民集
59 巻 6 号 1661 頁、最高裁平成 15 年（行ヒ）第 320 号同 17 年 10 月 25 日第三小法廷判決・
裁判集民事 218 号 91 頁参照）
。また、法 30 条の 3 が都道府県において医療計画を定めるこ
ととした目的は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保することにあると解
されるから（最高裁平成 14 年（行ツ）第 36 号、同年（行ヒ）第 39 号同 17 年 9 月 8 日第
一小法廷判決・裁判集民事 217 号 709 頁参照）
、同条が他施設開設者の利益を保護する趣旨
を含むと解することもできない。
法の目的を定める法 1 条及び医師等の責務を定める法 1 条の 4 の規定からも、病院開設
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の許可に関する法の規定が他施設開設者の利益を保護すべきものとする趣旨を含むことを
読み取ることはできず、そのほか、上告人らが本件開設許可の取消しを求める法律上の利
益を有すると解すべき根拠は見いだせない。
そうすると、上告人らは、本件開設許可の取消しを求める原告適格を有しないというべ
きである。以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違
法はない。論旨は採用することができない。
」
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（エ）道交法の優良運転者
【判例 26】道交法の優良運転者制度の保障する法的地位
最判平成 21 年 2 月 27 日（民集 63 巻 2 号 27 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、道路交通法（以下、法とする。
）所定の違反行為があったとして、運転免許証の
有効期間の更新の申請手続上同法にいう優良運転者でなく一般運転者に該当するものと扱
われ、神奈川県公安委員会から、優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付され
て更新処分（以下「本件更新処分」という。
）を受けた X が、違反行為を否認し、優良運転
者に当たると主張して、本件更新処分中の被上告人を一般運転者とする部分の取消しを求
め（以下、この訴えを「本件更新処分取消しの訴え」という。）
、併せて、同公安委員会が
した本件更新処分についての異議申立てに対する棄却決定の取消しと上記記載のある運転
免許証を交付して行う更新処分の義務付けとを求める事案である。
法は平成 5 年改正以降、一定期間の無事故無違反を継続した優良な運転者の実績を評価
して免許証保有者を優良な運転に誘導する目的で、免許証の交付・更新に関し、
「優良運転
者」、「一般運転者」と「違反運転者等」とを区別している。そして、優良運転者には、更
新申請につき住所地以外からの受付や、更新時講習の時間短縮・手数料額減免などの手続
上の特例が設けられている。
第一審は運転者区分の記載部分が行政処分に当たらないとして各訴えを却下した。これ
に対し、原審は処分性を肯定して事案を第一審に差し戻したため、Y が上告した。
【判旨】処分性を肯定して上告棄却。
「
（法の）各規定によれば、免許証の更新処分は、免許証を有する者の申請に応じて、免許
証の有効期間を更新することにより、免許の効力を時間的に延長し、適法に自動車等の運
転をすることのできる地位をその名あて人に継続して保有させる効果を生じさせるもので
あるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることが明らかである。
」
「もっとも、免許証の更新処分は、申請を認容して上記のような利益を名あて人に付与す
る処分であるから、当該名あて人においてその取消しを求める利益を直ちに肯定すること
はできない。前記（1）ウのように、免許証の更新を受けようとする者が優良運転者である
か一般運転者であるかによって、他の公安委員会を経由した更新申請書の提出の可否並び
に更新時講習の講習事項等及び手数料の額が異なるものとされているが、それらは、いず
れも、免許証の更新処分がされるまでの手続上の要件のみにかかわる事項であって、同更
新処分がその名あて人にもたらした法律上の地位に対する不利益な影響とは解し得ないか
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ら、これ自体が同更新処分の取消しを求める利益の根拠となるものではない。原判決中上
記を理由として本件更新処分取消しの訴えが適法であるというかのような部分は、相当で
ない。
」
「
（3）しかしながら、前記（1）ア、イのとおり、道路交通法及びその委任を受けた道路交
通法施行規則は、免許証の更新を受けようとする者が優良運転者に該当する場合には、免
許証の更新処分を、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行うべきものと規
定している。
優良運転者の制度は、平成 5 年法律第 43 号による道路交通法の改正において導入された
ものであり、一定の期間無違反を継続した免許証保有者に限って、これを優良運転者とし、
それまで 3 年とされていた免許証の有効期間を 5 年とするという利点を与えることにより、
その実績を評価し賞揚するとともに、優良な運転へと免許証保有者を誘導し、もって交通
事故の防止を図ることを目的として創設された。そして、優良運転者に自覚を促し、また、
他の免許証保有者にも安全運転を心掛けるようにさせるため、優良運転者であることは、
上記のとおり、これを免許証上明らかにすることとされた。併せて、優良運転者に対して
は、更新時講習の講習事項及び講習時間を、それ以外の者に対する場合より軽くする措置
が執られ、その後、手数料の額も軽減された。
平成 13 年法律第 51 号による道路交通法の改正においては、新たに違反運転者等という
概念が設けられ、免許証の有効期間は、違反運転者等についてのみ 3 年とされたが、そこ
では、優良運転者の概念を維持しつつ、それにも違反運転者等にも当たらない者を一般運
転者とした上で、優良運転者のみならず一般運転者についても免許証の有効期間を 5 年と
することとされたものであり、優良運転者と一般運転者とは引き続き制度上区別すること
が前提とされた。そして、優良運転者に対する優遇策を拡充し優良な運転へと免許証保有
者をより一層誘導する効果を期するなどの趣旨で、特例として、他の公安委員会を通じた
更新申請書の提出をすることができることとされ、また、更新時講習につき、優良運転者、
一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習を行うことが明確にされた。
以上のとおり、道路交通法は、優良運転者の実績を賞揚し、優良な運転へと免許証保有
者を誘導して交通事故の防止を図る目的で、優良運転者であることを免許証に記載して公
に明らかにすることとするとともに、優良運転者に対し更新手続上の優遇措置を講じてい
るのである。このことに、優良運転者の制度の上記沿革等を併せて考慮すれば、同法は、
客観的に優良運転者の要件を満たす者に対しては優良運転者である旨の記載のある免許証
を交付して更新処分を行うということを、単なる事実上の措置にとどめず、その者の法律
上の地位として保障するとの立法政策を、交通事故の防止を図るという制度の目的を全う
するため、特に採用したものと解するのが相当である。
確かに、免許証の更新処分において交付される免許証が優良運転者である旨の記載のあ
る免許証であるかそれのないものであるかによって、当該免許証の有効期間等が左右され
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るものではない。また、上記記載のある免許証を交付して更新処分を行うことは、免許証
の更新の申請の内容を成す事項ではない。しかしながら、上記のとおり、客観的に優良運
転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更
新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、一般運転者として扱われ上
記記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を受けた者は、上記の法律上の地位を
否定されたことを理由として、これを回復するため、同更新処分の取消しを求める訴えの
利益を有するというべきものである。
（4）本件更新処分は、被上告人に対し優良運転者である旨の記載のない免許証を交付して
された免許証の更新処分であるから、被上告人は、上記記載のある免許証を交付して行う
免許証の更新処分を受ける法律上の地位を回復するため、本件更新処分の取消しを求める
訴えの利益を有するということができ、本件更新処分取消しの訴えは適法であることとな
る。また、その余の訴えにつき、本件更新処分中の前記部分が行政処分に当たらず、又は
その取消しを求める訴えの利益がないことを理由として、これを不適法なものということ
はできないこととなる。
そうすると、第一審判決を取消して本件を第一審に差し戻すべきものとした原審の判断
は、結論において是認することができる。論旨は、いずれも採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。」
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４．不服申立期間・出訴期間
ア

不服申立期間

【判例 27】都市計画事業認可の告示と「処分があったことを知った日」
最判平成 14 年 10 月 24 日 （民集 56 巻 8 号 1903 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、群馬県知事が都市計画法（平成 11 年法律第 87 号による改正前のもの。以下同じ。）
59 条 1 項に基づいてした都市計画事業の認可の取消しを求める X の審査請求について、Y
（建設大臣）が、行政不服審査法 14 条 1 項所定の審査請求期間は同認可の告示の日の翌日
から進行すると解した上で、その徒過を理由に審査請求を却下する旨の裁決（以下「本件
裁決」という。
）をしたので、X が、本件裁決の取消しを請求する事件である。
第一審は、本件裁決を適法と認めて、X の請求を棄却した。これに対し、控訴審は、「行
政不服審査法 14 条 1 項本文の「処分があったことを知った日」とは、処分の効力を受ける
者が処分のあったことを現実に知った日を意味し、都市計画事業の認可についてはその告
示の日とする旨の特別の規定はないから、X が本件認可を現実に知った日を認定して審査請
求の適否を判断すべきであり、本件裁決は違法である」と判断して、第一審判決を取り消
した上、本件裁決を取り消した。そのため、Y が上告した。
【判旨】原判決破棄、X の控訴棄却（請求棄却）
。
「
（1）都市計画法は、同法 59 条 1 項に基づく都市計画事業の認可がされた場合に、認可を
した都道府県知事等において施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業
地を告示しなければならないものとした（同法 62 条 1 項）上で、この告示があった後にお
いては、事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築
物の建築等を行うには知事の許可を受けなければならないものとする（同法 65 条 1 項）と
ともに、都市計画事業の認可をもって土地収用法 20 条の規定による事業の認定に代え、同
認可の告示をもって同法 26 条 1 項の規定による事業の認定の告示とみなす
（都市計画法 70
条）などと規定している。
このように、都市計画事業の認可は、事業地内の土地につき所有権等を有する者に効力
の及ぶ処分であるが、都市計画法は、これらの関係権利者に個別に同認可の通知をするも
のとはせず、同認可の告示を行うものとするにとどめている。これは、都市計画事業を円
滑に進めるためには、その認可の効力を関係権利者の全員に同時に及ぼす必要がある一方
で、一般に、その全員を確実に把握して同時期に個別の通知を到達させることが極めて困
難であり、かつ、同認可が特定の事業地を対象として行ういわば対物的な処分の性質を有
137

することから、これを特定の個人を名あて人として行わないものとした上、告示という方
法により画一的に関係権利者等にこれを告知することとしたものと解される。
このような同法の趣旨からするならば、告示の時に関係権利者にその内容が告知された
とみるべきであり、個々の関係権利者が告示の内容を現実に知るまでは告知があったもの
とはいえないとすると、その趣旨は全うされないこととなる。そして、このような告知の
方法を採ることには、都市計画事業の認可の性質に照らして、相応の合理性がある上、同
法は、告示に加えて、市町村の事務所において事業地を表示する図面等を縦覧に供させる
（同法 62 条 2 項、同法施行規則 49 条）とともに、施行者において速やかに都市計画事業
の概要について事業地及びその付近地の住民に説明するなどの措置を講じなければならな
いものとして（同法 66 条）
、同認可の周知を図ることとし、関係権利者の保護にも配慮し
ているものである。
（2）行政不服審査法 14 条 1 項本文の規定する「処分があったことを知った日」というの
は、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを現実
に知った日のことをいい、処分があったことを知り得たというだけでは足りない（最高裁
昭和 26 年
（オ）
第 392 号同 27 年 11 月 20 日第一小法廷判決・民集 6 巻 10 号 1038 頁参照）。
しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告
示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採
られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、告示
があった日をいうと解するのが相当である（原判決掲記の最高裁昭和 60 年（行ツ）第 207
号同 61 年 6 月 19 日第一小法廷判決・裁判集民事 148 号 239 頁は、建築基準法 46 条に基
づく壁面線の指定及びその公告につき、同旨をいうものである。）
。
（3）以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成 8 年 9 月 13 日であ
り、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年 12 月 2 日であったというのであるか
ら、被上告人が本件認可を現実に知った日がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は
行政不服審査法 14 条 1 項本文の期間を経過した後にされたものであることが明らかであり、
論旨は理由がある。これと異なる原審の前記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らか
な法令の違反があり、原判決は破棄を免れない。そして、同項ただし書に規定するやむを
得ない理由につき何らの主張、立証のない本件においては、同審査請求は同項に違反する
不適法なものであるというべきであり、本件裁決には違法がないから、第一審判決は正当
として是認することができ、被上告人の控訴は、棄却すべきである。
」

138

イ

行訴法の出訴期間

【判例 28】課税処分に対する異議申立てに対する税務署長の決定
最判昭和 51 年 5 月 6 日（民集 30 巻 4 号 541 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
X は、Y 税務署長から昭和 44 年分から同 46 年分までの所得税に関する各更正処分及び
各過少申告加算税の賦課処分を受けたため、取消を求めて異議申立てをした。Y は、昭和
48 年 4 月 28 日付で右申立てを棄却する旨の各決定（以下「本件異議申立棄却決定」とい
う。
）をして同年 5 月 8 日 X に通知した。この決定を不服とした X は、更に、同月 25 日国
税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所長は、同 49 年 4 月 24 日付で右請求を
棄却する旨の裁決（以下「本件審査請求棄却裁決」という。
）をして同年 5 月 17 日に X に
通知した。そこで、X は、同年 6 月 3 日、本件異議申立棄却決定の取消しを求めて本訴を
提起した。
第一審は、X の請求は異議決定の取消を求めるものであり、出訴期間を経過した不適法な
ものとして却下した。これに対し控訴審は、X は、本件異議申立棄却決定の通知を受けたの
ち適法な期間内に審査請求をし、本件審査請求棄却裁決のあつたことを知つた日から三か
月以内に本訴を提起しているのであるから、本訴は、出訴期間を遵守した適法な訴えであ
るとして、第一審判決を破棄して事案を原審に差し戻したため、Y が上告した。
【判旨】原判決破棄、控訴棄却（訴え却下とした第一審を支持）
。
「課税処分に対する異議申立てについて税務署長がした決定の取消しを求める訴えは、行
訴法 3 条 3 項にいう「裁決の取消しの訴え」に該当し、裁決の取消訴訟は、裁決があつた
ことを知つた日から 3 か月以内に提起しなければならず、裁決の日から 1 年を経過したと
しは提起することができないものとされているのであるが（同法 14 条 1 項、3 項）
、右の出
訴期間は、裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があつたとき
は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があつたことを知った日から起
算することとされているのである（同条 4 項）。しかしながら国税通則法によれば、異議申
立てにつき税務署長がした決定は、同法 75 条 1 項 1 号に掲げる不服申立てに対してした処
分として同法 76 条 1 号にいう「前条の規定による不服申立て……についてした処分」に該
当するから、これに対しては、更に審査請求等の不服申立てをすることができないことと
されているのである（もつとも同法 75 条 3 項は、
「当該異議申立てをした者が当該決定を
経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求を
することができる。
」旨を規定しているが、右にいう「処分」が異議申立ての対象となつた
処分（原処分）を意味することは、文理上明らかであつて、右規定は、異議申立てについ
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てした税務署長の決定自体を審査請求の対象とすることを認めたものではない。）
。したが
つて、課税処分に対する異議申立てについて税務署長がした決定の取消しを求める訴えに
ついては、行訴法 14 条 4 項の適用はなく、その出訴期間は、異議申立てについての決定が
あつたことを知つた日又は決定の日から、これを起算すべきものである。
これを実質的に考えても、課税処分に対する異議申立てについての決定の取消しを求め
る訴えにおいては異議申立ての対象となつた課税処分（原処分）の違法を取消しの理由と
して主張することはできず（行訴法 10 条 2 項）、右訴えは右決定の固有の瑕疵の是正を目
的とする訴えであるところ、異議申立ての対象となつた課税処分（原処分）に対する審査
請求においては、右決定の固有の瑕疵を争うことは認められておらず、右審査請求につい
ての裁決により右決定の固有の瑕疵が是正される余地は全くないのであるから（最高裁昭
和 42 年（行ツ）第 7 号同 49 年 7 月 19 日第 2 小法廷判決・民集 28 巻 5 号 759 頁 3 照）
、
右課税処分（原処分）に対する審査請求がされその裁決があつたからといって、その裁決
があつたことを知った日又は裁決の日から右決定の取消しを求める訴えの出訴期間を起算
すべきこととする合理的理由はないのである。
本件についてこれをみるに、本件訴えは更正処分及び過少申告加算税の賦課処分に対す
る異議申立てを棄却する旨の税務署長の決定の取消しを求める訴えであるから、その出訴
期間は、本件異議申立棄却決定のあつたことを知つた日又は右決定の日から、これを起算
すべきものであるところ、これと異なり本件審査請求棄却決定を知つた日から起算すべき
であるとした原審の判断は、ひつきよう、行訴法 14 条 4 項、国税通則法 75 条、76 条の解
釈適用を誤つたものというべきであり、右の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであ
る。したがつて、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、原審が確定した
事実によれば、被上告人が昭和 48 年 4 月 28 日付の本件異議申立棄却決定の通知を受けた
のは同年 5 月 8 日であり、被上告人が本訴を提起したのは昭和 49 年 6 月 3 日であるという
のであるから、本件訴えは、出訴期間を徒過したのち提起された不適法なものというべき
であり、これと同旨の第一審判決は相当であつて、被上告人の控訴は棄却されるべきもの
である。
」
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【判例 29】固定資産税課税台帳の登録価格についての争いか否かが微妙な事案
東京地判平成 22 年 9 月 29 日（判時 2108 号 38 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、家屋の所有者である原告 X が、処分行政庁 Y がした本件家屋に係る固定資産税
賦課決定処分及び都市計画税賦課決定処分につき、
「本件家屋に設置された昇降機設備の所
有者は原告ではないのに、本件昇降機設備の価格を含めた上でされた本件家屋の価格評価
は不適正である」などとして、本件各処分の取消を求める（A 事件）とともに、本件家屋に
係る固定資産課税台帳の登録価格の見直し（減額）を求めてした、地方税法 432 条 1 項の
規定に基づく審査申出を却下する旨の本件決定が違法であるとして、本件決定の取消を求
める訴え（B 事件）が選択的に併合された事案である。なお、B 事件の訴えは、賦課決定処
分の決定書正本の送付を受けてから 6 ヶ月を超えた後に提起されているため、出訴期間が
問題になった。
【判旨】B 事件につき請求認容。
「1 争点（1）
（B 事件の訴えは出訴期間を徒過した不適法なものか否か。
）について
（1）被告（代表者東京都固定資産評価審査委員会）は、B 事件の訴えの提起が原告が本件
決定の決定書正本の送付を受けてから 6 か月を超えた後になってされたものであるから、
行政事件訴訟法 14 条 1 項本文に規定する出訴期間を経過していることが明らかであり、B
事件の訴えは不適法であると主張する。
（2）ところで、行政事件訴訟法 20 条は、同法 19 条 1 項前段の規定により、処分の取消し
の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する
場合には、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提
起した時に提起したものとみなす旨定めている。これは、同法 10 条 2 項がいわゆる原処分
主義を採用し、原処分の違法は原処分の取消しの訴えによってのみ争うべきものとし、原
処分を正当として審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えにおいては原処分の違法を争う
ことができず裁決に固有の違法のみを争うべきものとしたが、何が裁決の固有の瑕疵に当
たるかが必ずしも明確ではないところから、誤って原処分の違法を理由に裁決の取消しの
訴えを提起する者があることが予想され、そのため出訴期間の徒過等により救済を受ける
機会が失われることを防止するために設けられた規定であると解される。
他方、本件は、原告の不服が固定資産課税台帳に登録された価格についてのもの（審査
申出事項）に当たるとすれば、地方税法 434 条 2 項によりいわゆる裁決主義が採用され、
当該不服については委員会の決定の取消しの訴えの方法のみによって争うことができると
されている（逆に、これに当たらないとすれば、当該不服は原処分ともいうべき賦課決定
処分（本件各処分）の取消しの訴えによって争われることになる。）場合である。行政事件
141

訴訟法においては原則として原処分主義が採られ、裁決主義は例外とされており、殊に本
件のような場合には、賦課決定処分の取消しの訴えを提起すること自体は禁止されておら
ず、当該不服が固定資産課税台帳に登録された価格についてのものに当たるか否かによっ
て採るべき争訟方法が異なるという特殊性があるところ、登録された価格についての不服
に当たるか否かの判断が微妙な事案においては、委員会の決定の理由いかんにより、上記
委員会の決定の取消しの訴えによるべきなのに誤って賦課決定処分の取消しの訴えを提起
する者が現れることもあり得るところであり、そうした者が救済を受ける機会を保障する
必要があることについて行政事件訴訟法 20 条の場合と変わらない場合もあるものというべ
きである。そして、前提事実によれば、原告は、〔1〕委員会に対する本件審査申出と本件
各処分の取消しを求める審査請求を相次いで行い、審査請求を棄却する旨の裁決を平成 21
年 3 月 3 日に受け、同月 6 日には、本件審査申出に対して、審査申出事項に当たらないこ
とを理由にこれを却下する旨の本件決定を受けた（同月 10 日これを知った）こと、
〔2〕こ
のため、同年 6 月 30 日に本件各処分の取消しの訴えである A 事件の訴えを提起したところ、
その後、被告（代表者東京都知事）から、本件登録価格に対する不服を本件各処分の取消
理由として主張していることになる旨の主張がされたことなどもあって、平成 22 年 2 月 1
日に行政事件訴訟法 19 条 1 項の規定に基づき本件決定の取消しの訴えである B 事件の訴え
を A 事件に併合して提起したことが認められる。原告の不服の内容が A 事件と B 事件とで
同一であることも、その主張から明らかである。これらの事実に基づき、上記同法 20 条の
趣旨にもかんがみて検討すれば、B 事件の訴えは、平成 21 年 3 月 10 日から 6 か月の出訴
期間内である同年 6 月 30 日に提起されたものと同視すべきであり、少なくとも、出訴期間
を遵守することができなかったことにつき「正当な理由」（行政事件訴訟法 14 条 1 項ただ
し書）があるものというべきである。
したがって、被告（代表者東京都固定資産評価審査委員会）の前記主張は採用すること
ができない。
」
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５．義務付け
ア

非申請型義務付け訴訟

（ア）住民票記載
【判例 30】非嫡出子との記載を空欄にした出生届が不受理となったための住民票不記載処
分取消訴訟・住民票記載義務付け訴訟（第一審）
東京地判平成 19 年 5 月 31 日（判時 1981 号 9 頁）
【事案の概要】
本件は、父が子の出生届出に当たり、「嫡出でない子」という表記を強制されることを回
避しようと試みたところ、当該出生届が不受理となって、これを理由に住民票の記載をし
ない処分をされたとして、当該子（原告 A）とその両親である原告 B、C が、住民基本台帳
法 8 条、憲法 14 条等違反の違法を理由に、上記処分の取消しを求めるとともに、当該子の
住民票の作成の義務付けを求め、さらに、上記処分により被った精神的損害につき、国家
賠償法 1 条 1 項に基づき慰謝料及びこれに対する上記処分日を起算日として完済までの民
法所定の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
なお、非嫡出子として記載されることを避けるため、続柄の欄が空白になっている出生
届を提出したことにつき、それを Y 区長が不受理としたこと（本件不受理処分）について
は、不受理処分の取消及び出生届の受理を求めて東京家庭裁判所に対し不服申立て（家事
審判法 9 条 2 項、戸籍法 118 条）をしたが、東京家庭裁判所は不受理処分が適法であると
して不服申立てを却下し、確定している。
（事案の詳細については、最高裁判決である【判例 11】も参照されたい。）
【判旨】原告 A について請求認容。原告 B、C については訴え却下。
第一審判決である本判決は、原告 A についてのみ原告適格を認め、
「原告 A の住民票の記
載をしない処分」を取消し、行訴法 3 条 6 項 1 号、37 条の 2 の非申請型義務付け訴訟とし
て、
「原告 A の訴えに基づき、処分行政庁は、原告 A の住民票を作成せよ」との判決をした。
（なお、控訴審である【判例 31】は取消請求を棄却し、義務付け請求を非申請型として不
適法却下している。
）
処分性については最高裁判決【判例 11】において否定されているため、本要旨集におい
ては取り上げない。以下では、処分性があるという判断を前提に、
「原告 A の住民票を記載
をしない」処分の違法性判断部分、非申請型義務付け訴訟として認容した部分を抜粋する。
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「2 争点（1）イ（本件処分の適法性）について」
「ウ（ア）･･･住民基本台帳は、住民に関する各種行政の基本となる重要な公簿であり、ま
た、住民の個人情報を記録するものであることから、市町村長に住民基本台帳の整備及び
その記録の正確性の確保並びに住民記録の適正な管理をゆだね（住民基本台帳法 3 条）
、法
定の届出による場合のほか、職権による住民票の記載等を行う権限を与え（同法 8 条）
、そ
の記載の正確性を担保するために調査権を与えていること（同法 34）に加え、住民基本台
帳法施行令 12 条各項の文言にかんがみると、これらは、市町村長が職権で住民票を記載し
なければならない場合を列挙しているにとどまり、同条各項以外の場合に職権記載するこ
とを禁止する趣旨まで含むものではないというべきである。
」
「その居住関係の証明を必要とする手続においては、住民票の提出等を求められること
は容易に想定できるところ、こうした日常の社会生活の様々な場面における不利益の累積
は、市民生活上看過できない負担ということができ、被告による上記主張はこのような負
担の問題には何ら応えていない。さらに、将来的なことではあるが、出生した子が選挙権
を行使し得る年齢に近くなれば、重要な基本的な人権である選挙権の行使の前提としての
選挙人名簿に登録されるため、住民票が作成されるべき必要性は極めて高くなり（住民基
本台帳法 15 条 1 項、公職選挙法 21 条 1 項、42 条 1 項参照）、この点は住民票不作成の状
態が継続すれば、いずれ回避できない重大な問題になるといわざるを得ない。」
「エ

そうであるとすれば、市町村長は、出生届が受理されておらず、その戸籍が作成さ

れていないときであっても、当該出生届出をする者が同届出に係る住民の住民票の記載を
あえて望み、前記イでみた住民基本台帳法施行令 12 条 2 項 1 号の趣旨に反しないよう、市
町村長に対して、住民票記載事項については充足している出生届の提出行為があり、当該
出生届出に係る住民の住民票に記載すべき事項の正確性を添付資料等によって容易に確認
できる状況にあって、当該事項のうち身分事項につき前記イで指摘したような弊害が認め
られない場合には、当該出生届出に係る住民の住民票を作成することができ、また、これ
を行う必要があるというべきである。そして、当該住民票作成の判断については、上記の
要素に関して諸般の事情を総合考慮した上で、個別・具体的な事案ごとに行われるべきも
のであって、住民基本台帳を管理し、また、その記載事項について調査権を有する市町村
長の合理的な裁量にゆだねられていると解すべきである。」
「
（2）そこで、上記（1）エの考え方を踏まえ、本件処分における Y 区長の判断に裁量の逸
脱又は濫用があるといえるか（行政事件訴訟法 30 条）について検討する。
」
「原告子の出生届出をした原告父は、その出生届が受理されず、戸籍が作成されなくとも、
原告子の住民票の記載は行ってほしい旨要請し、原告父母は、出生届の提出時に嫡出子で
あるか非嫡出子であるかの申告を強制されるべきではないとの確固たる意見を有すること
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から、原告父の提出に係る出生届には「父母との続き柄」欄と「届出人」欄に不備がある
ものの、それ以外の原告子の身分事項の記載については、何ら不備のない出生届を有効な
出生証明書を添付した上で提出している。また、出生間もない原告子が原告父母と居住し、
その住所が間違いないかどうかは、既に作成されている住民票からすれば容易に判明する
ものであったことからすれば、住民票に記載すべき事項については、処分行政庁において、
その正確性につき明らかであったといえる。また、上記出生届出が不受理に至った経緯や
不受理となった出生届の記載内容からすれば、原告子の住民票の記載が行われた場合に、
原告子の身分事項が変動する蓋然性は極めて低いとみることができる。
これらの事情を総合すれば、Y 区長は、本件処分時において、例外的な場合として、原告
子の住民票の記載をすべきであったにもかかわらず、Y 区長が上記事情を基礎にした裁量判
断を何らせず、形式的に、出生届が受理されていないことを根拠として住民票に記載しな
い処分に至ったことは、その裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであって違法である。
したがって、原告のその余の主張（本件処分が、嫡出でない子の記載を拒む者とそうでは
ない者とを不当に差別するものであり、憲法 14 条、国際条約（経済的、社会的及び文化的
権利に関する国際規約（Ａ規約）
、市民的及び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規約）及び
児童の権利に関する条約）
、世界人権宣言及び Y 区子ども条例に違反すること）について判
断するまでもなく、本件処分は取消しを免れない。
」
「4 争点（2）イ（
「重大な損害を生ずるおそれ」
（行政事件訴訟法 37 条の 2 第 1 項）の有
無）
（1）本件の義務付け訴訟は、非申請型の義務付け訴訟（行政事件訴訟法 3 条 6 項 1 号）で
あるところ、同訴訟は、
「処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、か
つ、その損害を避けるために他に適当な方法がないときに限り」訴えを提起することがで
き（同法 37 条の 2 第 1 項）
、その判断に当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮しつ
つ、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質を勘案すべきものとされている（同条
の 2 第 2 項）
。
（2）前記 2（1）ウ（イ）で検討したとおり、原告子は、各種の不利益を受けるものであっ
て、他方、求められている住民票を作成する処分は、住民票記載事項が実態を正確に反映
さえしていれば、当該処分をすること自体に特段の支障もないことに加え、当該義務付け
訴訟と実質的には裏腹の関係にある取消訴訟が認容されるべきことにかんがみると、原告
子においては、上記「重大な損害を生ずるおそれ」の要件を満たすというべきである。
また、住民基本台帳法においては、住民が、出生届とは別個に住民票の記載のみを市町
村長に対して求める申請手続を法定しておらず、その点からすると、原告子の住民票の記
載をしない処分の取消しを求める判決がされることによっても、必ずしも原告子の上記損
害が回復されるとは限らないので、
「その損害を避けるために他に適当な方法がない」とい
うこともできる。
」
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「5 争点（2）ウ（実体要件の存否）
行政事件訴訟法 37 条の 2 第 5 項は、裁判所が行政庁に処分をすべき旨を命ずる判決をす
る場合につき、
「行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定
から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超
え若しくはその濫用となると認められるとき」と規定する。
そして、前記 2（2）イのとおり、本件においては、処分行政庁が、原告子の住民票の記
載（作成）をすべきであったということができ、処分行政庁がこれをしないことは、裁量
権の逸脱又は濫用であるといえる。
したがって、行政事件訴訟法 37 条の 2 第 5 項の規定に基づき、処分行政庁に対し、原告
子の住民票を作成すべき旨を命ずる判決をするのが相当である。
」
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【判決 31】非嫡出子との記載を空欄にした出生届が不受理となったための住民票不記載処
分取消訴訟・住民票記載義務付け訴訟（控訴審）
東京高判平成 19 年 11 月 5 日（判タ 1227 号 67 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
第一審【判決 30】
、最高裁【判決 11】を参照。
【判旨】被告の控訴を認容し、取消請求と義務付け請求を認容した第一審判決を破棄し取
消請求を棄却、義務付け請求を却下した。
「･･･住民基本台帳に係る市町村長の責務（法 3 条、6 条）である住民票の記載に関し、法
8 条は「住民票の記載、消除又は記載の修正は、第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項、第 30 条
の 3 第 3 項並びに第 30 条の 4 の規定（住民票コードの記載）によるほか、政令で定めると
ころにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。」と定め、
上記「政令で定めるところにより、
・・・職権」で住民票を記載する場合について、施行令
12 条 1 項は「市町村長は、法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合にお
いて、当該届出がないことを知ったときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、
第 7 条から第 10 条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。」と、同条 2
項本文は「市町村長は、次に掲げる場合において、第 7 条から第 10 条までの規定により住
民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載
等をしなければならない。
」と、同条 2 項 1 号は「戸籍に関する届書、申請書その他の書類
を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第 9 条第 2 項の規
定による通知を受けたとき。
」と定めている。
上記各規定からすれば、子が出生したことにより住民票の記載がされるべき場合につい
ては、施行令 12 条 2 項 1 号がその手続を定めているものであって、市町村長が出生届を受
理することにより、その後の手続は職権によって住民票に出生した子の記載をすることと
されているものと解することができる。したがって、住民票の記載につきこれが Y 区長の
裁量事項であるかのように述べる 1 審原告の見解は失当といわなければならない。
本件において、Y 区長は、上記定めにしたがって、本件出生届が受理されていないことを
理由として、本件住民票を記載しないという本件処分をしたものであり、本件不受理処分
が違法なものでないことは確定しているのである（前提事実）から、本件処分理由に違法
な点はなく、また、12 条各項以外の場合において職権記載することは予定されていないと
いうべきであるから、本件処分が法及び施行令の諸規定に反する違法なものと認めること
はできない。
」
「4 本件義務付けの訴えについて
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1 審原告（子）は、本件処分が違法であって取り消されるべきことを前提として、本件住
民票の作成の義務付けを求めている。しかし、本件住民票の記載をしない本件処分は前記
のとおり適法なものと認められるのであり、是正すべき違法状態が存在しないのであるか
ら、上記義務付けを求める訴えに理由のないことは明らかであるといわなければならない。
なお、義務付け訴訟は、
「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれが
あり」、かつ、
「その損害を避けるために他に適当な方法がないとき」に限り認められるも
のである（行訴法 37 条の 2 第 1 項）ところ、1 審原告（子）は、住民登録は、就学のほか
に、転出証明書、選挙、国民健康保険、年金などの事務の基礎とされているし、子の住民
登録が要件とされている事項として、私立幼稚園児に対する補助金、印鑑登録、区立小中
学校の「指定校変更」があり、住民票が要求される場合として、自動車運転免許証の取得、
都営住宅への入居等の諸手続があるところ、住民票が作成されないことによりこれらの諸
手続に支障を生じることが重大な損害を生ずるおそれであると主張する。しかし、上記の
うち、選挙権の問題については、1 審原告（子）が現在 2 歳であってその不利益が現実化し
ているものではないからこの点で重大な損害は生じていないし、その他の点については、
証拠（乙 1 ないし 6、9、10、13 ないし 20）及び弁論の全趣旨によれば、住民登録あるい
は住民票がなくても手続において煩瑣な点があり得るとしても、これらがある者と同じ扱
いがされる場合が多いと認められるのであるから、1 審原告（子）に上記訴訟要件としての
「重大な損害を生ずるおそれ」があるとまではいえない。また、1 審原告（子）が上記損害
を回避するために法律上の支障がないことは前記したところから明らかであり、したがっ
て、本件義務付けの訴えを認める余地はないというべきである。
そうすると、本件義務付けの訴えは不適法なものというべきである。」
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（イ）在留特別許可
【判例 32】在留特別許可義務付け訴訟（非申請型）
名古屋地判平成 22 年 12 月 9 日（判タ 1367 号 124 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、ペルー共和国（以下「ペルー」という。）の国籍を有する原告ら（父、母、長女）
が、法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から平成 20 年 12 月 4 日付けで出入国管
理及び難民認定法（以下「入管法」という。）49 条 1 項の規定による異議の申出には理由が
ない旨の各裁決（以下「本件各裁決」という。）を受け、処分行政庁から平成 21 年 1 月 6
日付けで各退去強制令書発付処分（以下「本件各処分」という。
）を受けたのに対し、本件
各裁決及び本件各処分の取消しを求めるとともに、裁決行政庁に対し、入管法 50 条 1 項に
基づく在留を特別に許可すること（以下「在留特別許可」という。）の義務付けを求める事
案である。
原告らのうち、原告父と原告母はペルーで出生し、偽名の偽造旅券で入国し、在留資格
変更許可を受けていた。その後、原告父母は子である三兄弟を引き連れたものの、偽名に
よる在留期間更新許可申請については、1998 年 1 月に不許可処分を受けた。その後、2000
年に長女が日本で出生し、出生後 30 日以内の在留資格取得申請をしないまま、生活してい
た。
父母、三兄弟、長女は、氏名を本名に戻して外国人登録をして、2006 年 10 月に、引き
続き日本に在留することを求めて名古屋入管に出頭した。入国審査官により入管法 24 条に
該当する旨の認定を受けたために、異議の申出をしたところ、原告らにつき理由がない旨
の裁決を受けた（三兄弟については在留特別許可が出された）。そして、ペルーを送還先と
する退去強制処分がなされた。原告らは本件各裁決・各処分の取消と在留特別許可の義務
付けを求めて提訴した。
【判旨】取消請求につき認容したが、義務付け請求については、以下のように述べて、非
申請型と捉えた上で、補充性要件の充足を否定して却下した。
「入管法 50 条 1 項所定の在留特別許可は、同項の文言から明らかなように、入管法 24 条
により退去強制されるべき者に対する法務大臣等の例外的な恩恵的措置として付与される
ものであり、入管法上、外国人に対し、在留特別許可の付与を求める申請権を認めた明文
の規定は存せず、また、入管法の規定を通覧しても、上記申請権があることを前提として
定められた規定は見当たらない。この点につき、原告らは、入管法 49 条 1 項の異議の申出
権は、在留特別許可を求める申請権としての性質を併せ有するものとして規定されている
旨主張するが、同項の異議の申出は、当該外国人が退去強制対象者に該当するとの入国審
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査官の認定に誤りがないとする特別審理官の判定に異議がある場合に行われる不服申立て
の方法として規定されているものであって、これが在留特別許可を求める申請権としての
性質を併せ有するものと解することはできない。
したがって、在留特別許可の義務付けを求める訴えは、行政事件訴訟法 3 条 6 項 1 号所
定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えに当たるものというべきである。
」
「このような非申請型の義務付けの訴えについては、行政事件訴訟法 37 条の 2 第 1 項によ
り、
「その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる」も
のとされている。
そこで、本件義務付けの訴えにつきこの点を検討すると、原告らは、裁決行政庁が原告
らに対し在留特別許可を付与しなかったことには裁量権の逸脱又は濫用があるとして、本
件各裁決の取消し等を求めるほかに、原告らに対する在留特別許可の付与の義務付けを求
める本件義務付けの訴えを提起している。しかしながら、本件各裁決の取消訴訟において、
原告らに対し在留特別許可を付与しなかったことに裁量権の逸脱又は濫用があると判断さ
れて、原告らがこれに勝訴すれば、行政事件訴訟法 33 条により、法務大臣等は、取消判決
の主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に拘束されることになるのである
から（最高裁昭和 63 年（行ツ）第 10 号平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・民集 46 巻 4
号 245 頁参照）
、本件において、原告らは、本件義務付けの訴えを提起しなくとも、本件各
裁決の取消訴訟の勝訴判決の後に改めてされる法務大臣等の裁決により、本邦での在留資
格を得るという目的を達することができるはずである（なお、入管法 49 条 1 項の規定によ
る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けた者が、専ら裁決後に生じた事情を理由にし
て在留特別許可の付与の義務付けを求める事案においては、裁決取消訴訟の違法性の判断
基準時が裁決時とされることから、当該裁決の取消訴訟によってはその目的を達すること
ができず、義務付けの訴えによらざるを得ないが、本件はこのような事案ではない。）
。
（3）したがって、本件義務付けの訴えは、行政事件訴訟法 37 条の 2 第 1 項が定める「そ
の損害を避けるため他に適当な方法がないとき」という義務付けの訴えの訴訟要件を欠く
ものとして不適法な訴えというべきである。
」
「
（4）本件各裁決の適法性について
ア

前記（3）ウの事実関係によれば、原告長女は、平成 12 年○月○日に本邦で出生し、

以後、原告父母により本邦で養育され、本件各裁決当時、小学校 2 年に在学中であった。
そして、原告長女は、スペイン語を聞いて理解することはある程度できるが、話すことは
できず、家庭内でも日本語を使用していたのである。原告長女は、出生後、本邦内での生
活経験しかなく、その言語能力にかんがみると、国籍国であるペルーで生活することにな
れば、生活面及び学習面で大きな困難が生じることは明らかである。児童の権利に関する
条約 3 条 1 項において、児童に関する措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主とし
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て考慮されるべきであることが規定されており、また、新ガイドラインにおいて、「当該外
国人が、本邦の初等・中等教育機関（母国語による教育を行っている教育機関を除く。）に
在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること」
が、在留特別許可の許否の判断において特に考慮する積極要素として掲げられていること
に照らしても、原告らに対し在留特別許可を付与するか否かを判断するに当たっては、原
告長女に係る上記の事情を積極要素として特に考慮することが求められるものというべき
である。
なお、原告長女の兄らである 3 兄弟については、在留特別許可が与えられ、
「定住者」の
在留資格を認められたが、原告長女の年齢等を考えると、原告父母が原告長女と別れてペ
ルーに帰国し、3 兄弟が本邦で原告長女の養育監護を行うことは、原告長女の福祉にかなう
ものとは認められないので、原告らに対する在留特別許可の許否については、原告父母と
原告長女を一体のものとして判断するのが相当である。
イ

他方、前記（3）アの事実関係によれば、原告父母は、稼働目的で他人名義の旅券を用

いて本邦に不法入国した上、原告父が日系人であると偽って在留資格を不正に取得してい
たのであって、原告父母のかかる行為は、我が国の出入国管理行政上看過し難いものであ
り、原告らに対し在留特別許可を付与するか否かを判断するに当たって、消極要素となる
ものである。
しかしながら、前記（3）イで認定判断したとおり、名古屋入管は、上記のような原告父
母の不正行為が明らかになって、平成 10 年 1 月 19 日に本件各不許可処分をした後、平成
18 年 10 月 20 日に原告ら家族の本件出頭があるまで 8 年 9 か月の長期間にわたって、原告
父母が本邦に在留することを黙認していたのであり、その在留期間中に原告長女が出生し、
本件各裁決時点では小学 2 年生になっていたことを考えると、原告父母が行った上記の違
法行為を消極要素として過度に重視し、その違法行為を理由に直ちに原告らが本邦で在留
する道を閉ざすことは相当でないというべきである。
ウ

以上の事情のほか、原告らに対し在留特別許可を付与しないとすると、原告らと 3 兄

弟（本件各裁決当時、長男は 21 歳で就労しながら定時制高等学校に在学中であり、二男は
20 歳で専門学校に在学中であり、三男は 18 歳で高等学校在学中であった。
）は、家族であ
りながらペルーと本邦で別れて生活しなければならなくなること、原告らには、原告父母
の上記イの違法行為と不法就労の点を除いて、犯罪行為や素行に問題があったなど問題行
動があったことをうかがわせる証拠はなく、かえって、原告父母は、在留資格がないとい
う不自由な立場にありながら、3 兄弟を高等学校に進学させるなどしており、夫婦が協力し
て懸命に子育てをしてきた様子がうかがわれること、その他本件に現れた一切の事情を総
合勘案すると、原告らに対し在留特別許可を付与しないとした裁決行政庁の判断は、その
裁量権が広範なものであることを考慮したとしても、社会通念に照らし著しく妥当性を欠
くことは明らかであるといわなければならない。
そうすると、本件各裁決は、裁決行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用し
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たものとして、違法であるというべきである。
（5）本件各処分の適法性について
本件各処分は、裁決行政庁から本件各裁決をした旨の通知を受けた処分行政庁が、入管
法 49 条 6 項に基づいてしたものであるところ、上記のとおり、本件各裁決は違法と認めら
れるから、これを前提としてされた本件各処分も違法と認められる。
3

結論
以上によれば、原告らの請求のうち、本件各裁決及び本件各処分の取消しを求める請求

は理由があるからこれを認容し、その余の請求に係る訴えは不適法であるからこれを却下
すべきである。
」
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（ウ）産業廃棄物処分場に対する是正命令と代執行
【判例 33】旧筑穂町産廃是正措置命令義務付け（控訴審）
福岡高判平成 23 年 2 月 7 日（判時 2122 号 45 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
産廃業者 A は、平成 14 年に倒産した B 社から本件処分場を譲り受け、安定型最終処分
場として操業してきた。原告 X らは本件処分場付近に居住し、井戸から生活用水や農業用
水を取水している（上水道は整備されていない）
。本件処分場に関しては、Y 県知事から、
B 社及び A 社に対して、浸透水基準超過による厳重注意や、安定型産業廃棄物以外の廃棄
物の除去を命じる改善命令などが繰り返しなされていた。また、原告 X らは、A に対し、
使用操業の差し止めを求めて提訴し、民事仮処分決定を経ている。その後、A は処分場の廃
止に向けて覆土を行い、破産手続開始を申し立てた（後に取り下げている）
。
本件は、産業廃棄物処分場（本件処分場）の周辺地域に居住する原告 X らが、本件処分
場において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（法）所定の産業廃棄物処理基準に適合
しない産業廃棄物の処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあ
るとして、本件処分場についての規制権限を有す Y 県知事が所属する公共団体である Y 県
に対し、
〔1〕主位的に、Y 県知事が、法 19 条の 8 第 1 項に基づき、上記支障の除去又は発
生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。
）を講ずべき旨（本件
代執行）を命ずることを求め、
〔2〕予備的に、Y 県知事が、法 19 条の 5 第 1 項に基づき、
産廃業者 A に対し支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずべき旨（本件措置命令）を命
ずることを求めた非申請型の処分の義務付けの訴えである。
第一審判決は、非申請型義務付け訴訟の損害の重大性要件について、排水基準超過があ
ることは認定したものの、水質汚濁の恐れがあるに過ぎないとして、重大な損害があると
はいえないとして、代執行義務付けについても措置命令義務付けについても棄却した。
なお、控訴審審理中に行われた調査により、本件処分場地下の覆土の下から採取された
水から浸透水基準の 2.7 倍に相当する鉛が検出された。
【判旨】代執行義務付けについては棄却し、措置命令義務付けにつき認容した。
（なお、Y は最高裁に上告・上告受理申立てを行ったが、平成 24 年 7 月 3 日に上告棄却、
不受理決定がなされている。
）
「2 争点（3）
（重大な損害）について
非申請型の処分の義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより「重大な損害」
を生ずるおそれがあるときに限り、提起することができる（行政事件訴訟法 37 条の 2 第 1
項）
。そして、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程
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度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するもの
とする（同条 2 項）
。
」
「本件処分場において産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われたこと
により、鉛で汚染された地下水が X らを含む本件処分場の周辺住民の生命、健康に損害を
生ずるおそれがあるものと認められる。そして、生命、健康に生じる損害は、その性質上
回復が著しく困難であるから、本件代執行又は本件措置命令がされないことにより「重大
な損害」を生ずるおそれがあるというべきである。
」
「3 争点（4）
（補充性）について
非申請型の処分の義務付けの訴えは、前記「重大な損害」を避けるため「他に適当な方
法がないとき」に限り、提起することができる（行政事件訴訟法 37 条の 2 第 1 項）
。
これを本件についてみるに、前記 2 のとおり、本件代執行又は本件措置命令がされない
ことにより X らを含む本件処分場の周辺住民の生命、健康に損害を生ずるおそれがあると
ころ、この損害を避けるための他に適当な方法は見当たらない。
この点、Y は、控訴人らはまず A に対して民事訴訟を提起すべきである旨主張する。し
かし、控訴人らに損害を生じさせるおそれのある直接の原因が第三者の行為にあるため、
その第三者に対して直接民事上の請求をすることによってある程度の権利救済を図ること
が可能であるという場合であっても、直ちにそのことだけで「他に適当な方法」
（行政事件
訴訟法 37 条の 2 第 1 項）があるとはいえない。その上、A は平成 16 年の仮処分決定によ
り本件処分場の操業ができなくなったことで経営上相当の打撃を受けているものと考えら
れること、現に同社は平成 19 年に一度破産手続開始を申し立てたこと（ただし、後に申立
てを取り下げた。弁論の全趣旨）などにかんがみると、控訴人らが同社に対して民事訴訟
を提起することによって損害を避けることができる具体的な可能性は認め難い。
したがって、前記 2 の損害を避けるために本件訴えの他に適当な方法はないものと認め
られる。
」
「5 争点（7）
（本件代執行の義務付けの可否）について
（1）都道府県知事は、産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合
において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、法 19 条の 8 第
1 項各号のいずれかに該当すると認められるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又
は一部を講ずることができる。
（2）この点、X らは、法 19 条の 8 第 1 項 4 号（緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要
がある場合において、法 19 条の 5 第 1 項（処分者等に対する措置命令）又は 19 条の 6 第
1 項（排出事業者等に対する措置命令）の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを
命ずるいとまがないとき）に該当する旨主張する。しかし、前判示のとおり本件処分場の
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地下には浸透水基準を大幅に超過した鉛を含有する水が浸透しているものの、放流水等に
ついては、現時点では、BOD、COD 及び浮遊物質量のほかに排水基準の超過は認められな
い。そして、本件全証拠によっても、ほかに上記要件に該当することを基礎付ける具体的
事実を認めるに足りない。
（3）また、X らは、法 19 条の 8 第 1 項 1 号（法 19 条の 5 第 1 項の規定により支障の除
去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令
に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき）に
該当する旨主張する。しかし、本件においてはまだ法 19 条の 5 第 1 項の規定により支障の
除去等の措置を講ずべきことが命ぜられていないから、上記要件に該当する余地はない。
（4）そして、本件全証拠によっても、ほかに法 19 条の 8 第 1 項各号に該当する具体的事
実を認めるに足りない。したがって、福岡県知事は、現時点において、本件代執行をする
ことができないから、その余の点について判断するまでもなく、X らの主位的請求はいずれ
も理由がない。
」
「6 争点（8）
（本件措置命令の義務付けの可否）について
（1）前判示のとおり、本件処分場においては、現在、産業廃棄物処理基準に適合しない産
業廃棄物の処分が行われており（引用に係る原判決第 3 の 3）
、生活環境の保全上支障が生
じ、又は生ずるおそれがあると認められる（同 4）
。したがって、Y 県知事は、必要な限度
において、当該処分を行った A に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべ
きことを命ずること（本件措置命令）ができる（法 19 条の 5 第 1 項 1 号）
。
（2）本件措置命令の義務付け請求が認容されるためには、Y 県知事が本件措置命令をすべ
きであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は福岡県
知事が本件措置命令をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認
められることを要する（行政事件訴訟法 37 条の 2 第 5 項）
。
そこで検討するに、法は、廃棄物の適正な処分等の処理をし、生活環境を清潔にするこ
となどにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり（1
条）
、法による産業廃棄物の処分に関する規制の概要は、引用に係る原判決第 2 の 1（3）の
とおりである。すなわち、都道府県知事は、産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物
の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある
と認められるときは、生活環境を保全するため、処分者等に対して支障の除去等の措置を
講ずることを命ずる等の規制権限を行使するものであり、この権限は、当該産業廃棄物処
分場の周辺住民の生命、健康の保護をその主要な目的の一つとして、適時にかつ適切に行
使されるべきものである。
そうであるところ、前判示のとおり、本件処分場において産業廃棄物処理基準に適合し
ない産業廃棄物の処分が行われたことにより、鉛で汚染された地下水が X らを含む本件処
分場の周辺住民の生命、健康に損害を生ずるおそれがあること、A は平成 16 年 9 月 30 日
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に仮処分決定を受けてから本件処分場の操業を停止しているのであるから、上記のような
地下水の汚染は遅くとも 6 年以上前から進行していると推認されること、
前記 3 のとおり、
上記損害を避けるために他に適当な方法がないことなどの事情が認められる。これらの事
情を総合すると、現時点において、Y 県知事が法に基づく上記規制権限を行使せず、本件措
置命令をしないことは、上記規制権限を定めた法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照
らし、著しく合理性を欠くものであって、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用とな
ると認められる。
（3）なお、前記 3 のとおり、A は平成 16 年の仮処分決定により本件処分場の操業ができ
なくなったことで経営上相当の打撃を受けているものと考えられることに照らすと、本件
措置命令をしたとしても X らに生ずるおそれのある損害を回避することができないのでは
ないかが問題となり得る。しかし、Y 県知事が本件措置命令をしたにもかかわらず A が支
障の除去等の措置を講じない等の場合には、
Y 県知事は、
法 19 条の 8 第 1 項 1 号に基づき、
本件代執行をすることができる。前判示のとおり、Y 県知事は、現時点においては本件代執
行をすることができないのであるから、本件措置命令をすることによって本件代執行も可
能となり得ることをも考慮して、本件措置命令によって上記損害を回避することができる
というべきである。
」

156

イ

申請型義務付け訴訟

（ア）情報公開
【判例 34】沖縄返還協定「密約」開示決定義務付け訴訟(控訴審）
東京高判平成 23 年 9 月 29 日（判時 2142 号 3 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
原告 X らが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 21 年法律第 66 号による
改正前のもの。以下「情報公開法」という。
）4 条 1 項に基づき、外務大臣と財務大臣に対
し、いわゆる沖縄「密約」に関する秘密文書と目される会話記録文書の開示をそれぞれ請
求したところ、外務大臣及び財務大臣から、いずれの行政文書についても保有していない
こと（不存在）を理由とする各不開示決定を受けたため、控訴人に対し、上記各不開示決
定が違法であるとして、その取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付け等を請求し
た。
原判決は、外務省及び財務省は本件各文書を保有していたものと認められ、それらを保
有していないこと（不存在）を理由としてされた上記各不開示決定は違法であるとして、
被控訴人らの上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求め
る請求を認容し、外務大臣は上記不開示決定を行うに当たって公務員が職務上通常尽くす
べき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という判断を行ったと認めることができると
して、被控訴人らの国家賠償請求を認容したため、Y が原判決を不服として控訴した。
【判旨】原判決取消、義務付け請求につき却下、不開示決定取消請求等につき棄却。
「2 本件各文書 1 及び 2 の存否（争点（1）
〔1〕
）―行政文書の存否の主張立証責任
（1）情報公開法は、2 条 2 項柱書き本文において、
「この法律において「行政文書」とは、
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（…略…）であ
って、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているも
のをいう。
」と規定して開示の対象となる公文書を定義した上、3 条において、
「何人も、
（…
略…）行政機関の長（…略…）に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求す
ることができる。
」と規定し、また、5 条において、
「行政機関の長は、開示請求があったと
きは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の
いずれかが記載されている場合を除き、開示請求者に対し当該行政文書を開示しなければ
ならない。
」と規定している。上記各規定によれば、ある行政文書の開示請求権が発生する
ためには、行政機関において当該行政文書を保有していることが必要であるということに
なるから、行政機関が文書を保有していることは、当該行政文書の開示請求権発生の要件
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ということができ、また、行政機関の長は、開示請求権が認められる以上、原則として当
該行政文書を開示する義務を負い、例外的に開示を拒むことができるのは、当該行政文書
に情報公開法 5 条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記載されている場合に限られるか
ら、情報公開法 5 条各号の非開示事由の存在は開示請求権行使の障害事由になるものと解
される。
したがって、開示請求の対象である行政文書を行政機関が保有していないこと（当該行
政文書の不存在）を理由とする不開示決定の取消訴訟においては、開示請求者が、行政機
関が当該行政文書を保有していること（当該行政文書の存在）について主張立証責任を負
い、不開示事由があることを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、不開示事由の
存在について国が主張立証責任を負うと解するのが相当である。
なお、情報公開法 9 条 2 項によれば、行政機関の長が不開示決定及び同決定の書面によ
る通知をする際には、
〔1〕開示請求に係る行政文書に情報公開法 5 条各号の不開示情報が
記録されているとしてその全部を開示しない場合、
〔2〕情報公開法 8 条の規定により行政
文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合及び〔3〕開示請求に係る行政文書
を保有していない場合は区別されていないが、そうであるからといって主張立証責任の分
配について上記 3 つの場合を同様に解するべきであるとはいえず、また、被控訴人らが主
張する、政府情報の公開制度の意義、開示請求者が当該行政情報の管理状況を直接確認・
調査することが困難であること、情報公開制度の運用の実情、情報公開・個人情報審査会
には調査権限が付与されているにもかかわらず、裁判手続にはこれに見合う制度がないこ
となどを考慮しても、上記のとおり説示した行政文書の存否に関する主張立証責任につい
ての結論は左右されるものではない。
（2）そして、開示請求者は、不開示決定において行政機関が保有していないとされた行政
文書に係る当該行政機関の管理状況を直接確認する権限を有するものではないから、上記
の主張立証責任を果たすため、基本的には、〔1〕過去のある時点において、当該行政機関
の職員が当該行政文書を職務上作成し、又は取得し、当該行政機関がそれを保有するに至
り、
〔2〕その状態がその後も継続していることを主張立証すべきことになる。
もっとも、被控訴人らも主張するように開示請求者は当該行政文書の管理状況を直接確
認・調査することが困難であるのに対し、当該行政文書を保有するものとして開示請求を
受けた当該行政機関はこれを調査し得る立場にあることや、行政機関が行政文書を保有す
るに至った場合、当該行政文書が、通常であれば、当該行政機関の職員が組織的に用いる
ものとして一定水準以上の管理体制下に置かれることなどの点を考慮すると、開示請求者
の側において上記〔1〕を主張立証した場合には、上記のような管理体制下に置かれたこと
を前提として、上記〔2〕が事実上推認され、特段の事情がない限り、当該行政機関は上記
不開示決定の時点においても当該行政文書を保有していたと推認されるものというべきで
ある。これは、事実上の推認であるから、控訴人において、当該行政機関が不開示決定の
時点においても当該行政文書を保有していたと推認することを妨げる特段の事情を主張立
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証し、保有が失われた疑いがあるとの反証を挙げた場合には、その推認が破られることに
なることはいうまでもない。
」
「かつて外務省においては、これらを直接裏付ける本件各文書 1 を秘匿する意図が強く働
いていたことが窺われるのであって、このことと上記アのとおり外務省における網羅的で
徹底した調査にもかかわらず本件各文書 1 等が発見されなかったことや上記イの本件文書 1
（1）及び（2）の管理状況に関する原審証人 P1 の証言等を考え併せれば、これらの文書は、
通常の管理方法とは異なる方法で、通常の場所とは異なる場所に限られた職員しか知らな
い方法で保管された可能性が高く、また、欠落調査委員会も、その報告書において、情報
公開法の施行前には、同法施行への対応作業の中で不用意な文書廃棄により密約関連文書
が廃棄された可能性がある旨指摘している（乙 17）とおり、情報公開法の制定により、情
報公開請求に応じて本件各文書 1 を公開しなければならなくなり、それまでの外務省の説
明が事実に反していたことを露呈することを防ぐため、その施行前に、上記のような通常
の管理方法とは異なる方法で管理されていた可能性の高い本件文書 1（1）及び（2）を秘密
裏に廃棄し、ないし外務省の保管から外したという可能性を否定することができない。
以上のとおり、本件各文書 1 の管理状況については、通常の管理方法とは異なる方法で
管理されていた可能性が高く、また、その後に通常とは異なる方法で廃棄等がされた可能
性があり、上記 2（2）で検討した、過去のある時点において当該行政機関が当該行政文書
を保有するに至ったことから、その状態がその後も継続していることを事実上推認するた
めの前提となる、当該行政文書が行政機関の職員が組織的に用いるものとして一定水準以
上の管理体制下に置かれたこと自体について、これを認めるには合理的疑いがあるという
べきである。
したがって、上記（1）のとおり、昭和 46 年 6 月頃、外務省が本件各文書 1 を行政文書
として保有するに至ったことが認められることを前提としても、その後 35 年が経過した本
件処分 1 の時点において、外務省が本件各文書 1 を保有していたと推認する前提を欠き、
また推認することを妨げる特段の事情があるというべきである。
そうすると、外務省が本件処分 1 の時点において本件各文書 1 を保有していたことを認
めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はないというほかはない。
」
「
（3）被控訴人らは、仮に本件各文書 1 が存在しないとすれば、外務省において人為的、
意図的に所在不明とした違法行為が介在したとしか考えられず、かかる違法な先行行為が
ある場合には、外務省において本件各文書 1 の合理的かつ十分な探索をしたと控訴人が主
張することは、信義則上許されないと主張する。」･･･「しかしながら、本件訴えは、行政
文書の不開示決定を取り消し、行政機関が保有する行政情報の公開を求めるものであり、
過去における行政庁の公文書管理の責任を直接問うものではないのであるから、被控訴人
らの主張は理由がないというべきである。」
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「被控訴人らは、本件各文書 1 及び 2 が外務省等により作成・取得されたもののそれが現
に存在しない場合でも、被控訴人らは、情報公開法を超えたより高き法である憲法の知る
権利に基づき、米国国立公文書館で公開されている本件文書 1（1）
、
（2）及び本件文書 2（1）
と同一の文書の写しを入手し、説明文及び日本文の翻訳を付して被控訴人らに開示を受け
る権利を有するというべきであり、控訴人は、本件開示請求に対しこれに応じる義務があ
る旨主張する。
しかし、憲法上の知る権利が、知ることを妨げられない自由権としての性格を有するこ
とには異論がないものの、さらに、積極的に行政機関の長に対して情報の開示を求めるこ
とができる権利であるとまでいえるかについては論議があるところであり、これを積極に
解するとしても、知る権利はそれ自体抽象的な権利にすぎず、行政情報に対する国民の公
開請求権については、実定法の根拠が必要であり、いかなる限度で、どのような要件の下
で付与するかについては、立法政策の問題であり、具体的な情報公開請求権の内容、範囲
等は、情報公開法の定めるところによるというべきである。
そこで、現行の情報公開法を見るに、同法に基づく開示の対象となる行政文書に関し、
同法 2 条 2 項柱書きでは、
「この法律において「行政文書」とは、
（･･･）当該行政機関が保
有しているものをいう。
」と定めており、情報公開法は、他の機関、まして他国の機関が保
管している文書を開示請求の対象としたり、開示決定の対象とはしていない。また、情報
公開法上、開示請求者に、行政機関の保有する情報を処理・加工して提供させる請求権や
開示請求時点において保有していない行政文書を作成したり、代用品を入手したりして開
示させる請求権を認める定めはない。被控訴人らの主張するところは、立法論をいうもの
に過ぎず、およそ法解釈論として採用することはできない。
」
「7 以上のとおり、外務省が本件各文書 1 を保有していると認めるに足りる証拠はなく、
また、本件処分 1 に理由付記の違法はないから、本件開示請求 1 に対して対象文書を保有
していないことを理由としてされた本件処分 1 は適法である。さらに、財務省が本件各文
書 2 を保有していると認めるに足りる証拠はないから、本件開示請求 2 に対して対象文書
を保有していないことを理由としてされた本件処分 2 は適法である。
」
「第 5 本件各義務付けを求める訴えの適法性及びその請求の当否（争点（2））及び国家賠
償請求の当否及び損害額（争点（3））について
1

本件各義務付けを求める訴えの適法性及びその請求の当否（争点（2）
）
本件各義務付けを求める訴えは、行政庁に対し本件各文書 1 及び 2 を開示する旨の処分

を求める旨の情報公開法に基づく開示請求がされた場合において、当該行政庁がその開示
をすべきにもかかわらずこれがされないとして、その開示処分をすべき旨を命ずることを
求める訴訟である（行訴法 3 条 6 項 2 号）ところ、かかる申請型義務付けの訴えは、行訴
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法 37 条の 3 第 1 項に定める要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる
ものである。
しかるに、上記のとおり、被控訴人らがした本件各文書 1 及び 2 の開示を求める請求に
対しては、本件各処分がされ、かつ、本件各処分はいずれも適法であって、取り消される
べきものに当たらないから、本件各義務付けを求める訴えは、いずれも行訴法 37 条の 3 第
1 項の要件のいずれにも該当せず、不適法というべきである。」
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（イ）保育園入園承諾
【判例 35】カニューレ装着児童の保育園入園承諾義務付け訴訟
東京地判平成 18 年 10 月 25 日（判時 1956 号 62 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
Y 市に居住する原告 A(父)の長女である B は、こう頭軟化症等のための気管切開手術を受
けてカニューレ（のどに開けた穴に常時装着して気管への空気の通り道を確保する器具）
を装着している。原告 A は、希望保育園を D 保育園とする入園申込みを、続いて D を含む
5 保育園のいずれかとする申し込みの変更届を行った。しかし、Y 市福祉事務所長が、原告
B について適切な保育を確保することは困難であるとして、2 度にわたって保育園入園を承
諾しない旨の処分をしたため、原告 A が、被告に対し、上記不承諾処分の取消し及び保育
園入園の承諾の義務付け、国家賠償を求めた。
原告らは、原告 A には児童福祉法 24 条 1 項本文所定の「児童の保育に欠ける」事由があ
り、かつ、原告 B はたんやだ液（以下「たん等」という。）の吸引が適切に行われれば、保
育園に通園することができることを理由に、上記不承諾処分は違法である旨主張している。
なお、原告らは、本件訴えの提起と同時に、仮の義務付け申立てを行い、
「処分行政庁が
原告 B につき、C 保育園、D 保育園、E 保育園、F 保育園又は G 保育園のうちのいずれか
の保育園への入園を仮に承諾すべき旨を命ずる決定」を受けている（東京地決平成 18 年 1
月 25 日、
【判例 40】
）
。Y 市福祉事務所長は決定を受けて C 保育園への入園を仮に承諾し、
原告 B は、2 月 10 日から C 保育園に通園している。
【判旨】不承諾事件の取消と入園承諾処分の義務付けにつき請求認容。
「
（原告 A、H の）いずれも原告 B を保育することができないと認められる場合であって、
かつ、同居の親族その他の者が原告Ｂを保育することができない場合に該当するというこ
とができる。以上のことからすると、原告Ａの監護すべき児童である原告 B の保育に欠け
るところがあるというべきであるから、児童福祉法 24 条 1 項本文所定の保育所の入所要件
を満たしているということができる。」
「2）ア 児童福祉法 24 条 1 項ただし書は、同項本文の入所要件に該当する場合であって
も、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、保育所への入所以外の適切な
保護をすべき旨規定している。
イ

ところで、児童福祉法 1 条 1 項は、
「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、

且つ、育成されるよう努めなければならない。」と規定し、また、同法 2 条は、「国及び地
方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
」
162

と規定して、児童の健やかなる育成の重要性を強調している。そうすると、同法 24 条 1 項
に基づいて、児童の保育に欠けるところのある保護者から申込みがあったときは、市町村
は、当該児童を保育所において保育する際に、当該児童が心身ともに健やかに育成する上
で真にふさわしい保育を行う責務を負うものというべきであり、このことは、当該児童が
障害を有する場合であっても変わりはない。そして、真にふさわしい保育を行う上では、
障害者であるからといって一律に保育所における保育を認めないことは許されず、障害の
程度を考慮し、当該児童が、保育所に通う障害のない児童と身体的、精神的状態及び発達
の点で同視することができ、保育所での保育が可能な場合には、保育所での保育を実施す
べきである。
したがって、障害のある児童であっても、その障害の程度及び内容に照らし、保育所に
通う障害のない児童と身体的、精神的状態及び発育の点で同視することができ、保育所で
の保育が可能な場合であるにもかかわらず、処分行政庁が、児童福祉法 24 条 1 項ただし書
にいう「やむを得ない事由」があるとして、当該児童に対し、保育所における保育を承諾
しなかった場合には、そのような不承諾処分は、考慮すべき事項を適切に考慮しなかった
という点において、処分行政庁の裁量の範囲を超え、又は裁量権を濫用したものというべ
きであって、違法であると解するのが相当である。
」
「原告 B は、平成 15 年当時は、種々の機能障害等を有していたものの、成長につれてこれ
が改善され、本件各処分当時は、呼吸の点を除いては、知的及び精神的機能、運動機能等
に特段の障害はなく、近い将来、カニューレの不要な児童として生活する可能性もあり、
医師の多くも、原告 B について障害のない児童との集団保育を望ましいとしているもので
あって、たん等の吸引については、医師の適切な指導を受けた看護師等が行えば、吸引に
伴う危険は回避することができ、カニューレの脱落等についても、十分防止することがで
きたということができる。
したがって、本件各処分当時、原告 B については、たん等の吸引と誤えんへの注意の点
について格別の配慮を要するものではあったが、保育所に通う障害のない児童と、身体的、
精神的状態及び発達の点で同視することができるものであって、保育所での保育が可能で
あったと認めるべきである。
そうであるとすると、原告 B の保育所での保育が困難であって、児童福祉法 24 条 1 項た
だし書にいう「やむを得ない事由」があると判断した処分行政庁の判断は、上記事情を考
慮すべきであるにもかかわらず考慮しなかったという点において、裁量の範囲を超え、又
はその裁量権を濫用したものというべきである。したがって、原告 B の保育所入所を承諾
しなかった本件各処分は、違法であるといわざるを得ない。
」
「以上によると、本件各処分は、処分行政庁がその裁量権を逸脱し、又は濫用してしたも
のとして違法であり、取消しを免れないというべきである。
」
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「3 保育園入園の承諾の義務付けについて
以上によると、原告 A がした原告 B の保育園入園申込みを不承諾とした本件各処分は取
り消されるべきものであり、保育園入園の承諾の義務付けと共に併合提起された本件各処
分の取消しの訴えに係る請求には理由があると認められ、また、処分行政庁が C 保育園、
D 保育園、E 保育園、F 保育園又は G 保育園のうちいずれかの保育園への入園を承諾しな
いことは、処分行政庁の裁量権の範囲を超え、又はその濫用となると認められる。
したがって、行政事件訴訟法 37 条の 3 第 5 項の規定に基づき、処分行政庁に対し、原告
Ｂにつき C 保育園、D 保育園、E 保育園、F 保育園又は G 保育園のうちいずれかの保育園
への入園を承諾すべき旨を命ずる判決をするのが相当であるというべきである。
」
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（ウ）タクシー運賃変更認可
【判例 36】タクシー運賃変更認可拒否処分取消訴訟・認可処分義務付け訴訟（単独取消判
決後の第一審）
大阪地判平成 21 年 9 月 25 日（判時 2071 号 20 頁）
【事案の概要】
大阪市及びその周辺で小型車を使用して個人タクシー事業を営む X が、近畿運輸局長に
対し、距離制運賃の初乗り運賃を 480 円とし、5000 円を超える金額について 5 割引の遠
距離割引運賃とすることを骨子としているタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更
認可申請をした。 これに対し、近畿運輸局長は X に対し、「申請のあった一般乗用旅客自
動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請については、道路運送法第 9 条の 3 第 2 項 3
号の基準に適合しない」との理由を付して、本件申請を却下する旨の処分を行った（以下、
「本件却下処分」という。
）
。 そこで、X は、平成 17 年 4 月 22 日に、Y（国）に対し、本
件却下処分の取消しを求めるとともに、近畿運輸局長に対し本件申請に応じた運賃及び料
金の変更認可処分をすべき旨を命じることを求める訴えを提起した（以下、A 事件という。）
。
大阪地裁は、平成 19 年 3 月 14 日に、行訴法 37 条の 3 第 6 項前段に基づき、本件却下処
分の取消しを求める請求についてのみ認容する終局判決（【判例 39】。以下、前判決）をし
たところ、Y は控訴せず、確定した。
近畿運輸局長は、再度、本件申請を却下する旨の処分（以下、
「本件再却下処分」という。
）
をした。X は、平成 20 年 4 月 9 日に、本件再却下処分の取消し及び国家賠償法に基づく損
害賠償を求める訴え（B 事件）を、A 事件の義務付けの訴えに追加的に併合提起した。
【判旨】取消請求認容、義務付け請求認容、国家賠償請求認容。
（なお、控訴審判決【判例 37】により、本判決は取り消されている。
）
1「道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3 号にいう「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な
競争を引き起こすこととなるおそれ」とは、他の一般旅客自動車運送事業者との間におい
て過労運転の常態化等により輸送の安全の確保を損なうことになるような旅客の運賃及び
料金の不当な値下げ競争を引き起こす具体的なおそれをいうものと解するのが相当であり、
そのようなおそれのある運賃等に該当するか否かについては、当該運賃等が能率的な経営
の下における適正な原価、すなわち、個々の一般乗用旅客自動車運送事業者がその事業を
運営するのに十分な能率を発揮して合理的な経営をしている場合において必要とされる原
価を下回るものであるか否かという観点のほか、当該事業者の市場の中での位置付け、当
該運賃等を設定した意図等を総合的に勘案して判断すべきであるところ、このような判断
は、専門的、技術的な知識経験及び公益上の判断を必要とするものであるから、同号の基
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準に適合するか否かの判断については、国土交通大臣及びその権限の委任を受けた地方運
輸局長にある程度の裁量権が認められるものと解される。」
「そして、審査基準公示の定める運賃査定額に満たない運賃等の申請が道路運送法 9 条の 3
第 2 項 3 号にいう「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこと
となるおそれがないものであること」の基準に適合するか否かについては、当該申請に係
る運賃等の額の運賃査定額からのかい離の程度、当該申請に係る運賃等が当該申請者がそ
の事業を運営するのに十分な能率を発揮して合理的な経営をしている場合において必要と
される原価（能率的な経営の下における適正な原価）を下回るものであるか否か、下回る
ものであるとすればその程度、当該申請に係る当該申請者の運転者 1 人当たり平均給与月
額（添付書類に基づくもの）と標準人件費（原価計算対象事業者の運転者 1 人当たりの平
均給与月額の平均の額）とのかい離の程度に加えて、当該運賃適用地域の立地条件、規模
（都市部か地方部か、人口密集地域か否か、当該地域における他の公共交通機関の事業展
開の内容、態様等）
、当該運賃適用地域における市場の構造、特性等（タクシー事業者の構
成（大規模法人による寡占状態か中小規模の事業者を中心とする構造か等）
、タクシー事業
の営業形態（流し営業が中心か車庫待ち営業が中心か等）、利用者の利用の実態（近距離利
用か遠距離利用か、配車利用か否か等）
、当該地域において設定されている運賃及び料金の
内容、態様等）、当該申請者の種別（いわゆる法人タクシーか個人タクシーか等）、企業規
模、営業形態、運転者の賃金構造等、当該地域における需給事情（供給過剰地域か否か、
供給過剰の程度等）
、運転者の賃金水準、一般的な経済情勢、距離制運賃の初乗運賃を 500
円とする運賃ないし 5000 円を超える金額について 5 割引の遠距離割引運賃とする運賃とい
った低額運賃の認可を受けた事業者のその後の営業実績の推移、売上高に占める割合、利
用者の利用状況、当該運賃の設定に対する他の事業者の対応、追随状況など当該認可が当
該区域の市場に及ぼした影響の内容、態様、程度等を総合勘案した上、当該申請を認可す
ることにより他の一般旅客自動車運送事業者との間において過労運転の常態化等により輸
送の安全の確保を損なうことになるような旅客の運賃及び料金の不当な値下げ競争を引き
起こす具体的なおそれがあるか否かを社会通念に従って判断すべきである。
」
2 本件再却下処分についての裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無
「上記 1 記載のとおり、道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3 号にいう「他の一般旅客自動車運送
事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれ」のある運賃に該当するか否か
については、
（Ａ）当該運賃等が能率的な経営の下における適正な原価を下回るものである
か否かという観点のほか、
（Ｂ）当該事業者の市場の中での位置付け（本件申請を認可する
ことによる市場への影響）
、（Ｃ）当該運賃等を設定した意図等を総合的に勘案して判断す
べきものである」
。
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「
（5）小括
以上（Ａ）から（Ｃ）の各事情の検討結果からすれば、本件申請に係る運賃が能率的な経
営の下における適正な原価を償わないものであると即断することはできない上（Ａ）
、原告
は 1 人 1 車制の個人タクシー事業者であって市場支配力はほぼゼロであり、現存する最低
額運賃から初乗運賃をわずかに 20 円値下げする本件申請が認可されたとしても、過労運転
の常態化等による運送の安全の確保を損なうことになるような不当な値下げ競争を引き起
こす具体的おそれを裏付けるに足りるような事情は見当たらず（Ｂ）
、さらに、原告が当該
運賃等を設定した意図は、運賃値下げ競争に批判的なものではあるが、原価や利潤を度外
視した運賃設定を行って、他の事業者の事業活動を阻害しようというような意図によるも
のではなく、かえって、近畿運輸局長において、本件申請に係る運賃が、法人タクシー事
業者において認可されていない運賃であることや、初乗運賃 500 円という従前の最低額ラ
インを割り込む運賃であることといった重視すべきでない事情をことさら重視していると
みられること（Ｃ）も考え併せれば、近畿運輸局長の本件再却下処分は、道路運送法 9 条
の 3 第 2 項 3 号の基準適合性に係る判断の専門性、
技術性及び公益性にかんがみてもなお、
社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ないのであって、その裁量権
の範囲を超え又はその濫用があったというべきである。
以上によれば、本件申請が道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3 号の「他の一般旅客自動車運送
事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること」に該当
しないとの判断に基づいてされた本件再却下処分は、その裁量権の範囲を超え又はその濫
用があったものとして違法であり、取消しを免れない。
」
3 本件申請の認可を義務付けることの適否について
「前記 2 のとおり、本件再却下処分の取消しを求める原告の請求には理由があるから、本
件再却下処分は「取り消されるべきもの」であり（行訴法 37 条の 3 第 1 項 2 号）
、本件申
請の認可の義務付けを求める訴えは適法である。
そして、前記 2 で説示したところによれば、本件再却下処分において、道路運送法 9 条
の 3 第 2 項 3 号の要件に適合しないとした近畿運輸局長の判断には裁量権の逸脱又は濫用
があったというべきところ、本件再却下処分後の事情に関しては原被告ともに特段の主張
立証はなく、現時点において、同法 9 条の 3 第 2 項 3 号の要件に適合しないとして本件申
請を認可しないことは、その裁量権の逸脱又は濫用になると認められる。
したがって、行訴法 37 条の 3 第 5 項に基づき、近畿運輸局長に対し、本件申請の認可を
すべき旨を命じるのが相当である（ただし、本件申請の認可に付すべき条件の有無及び内
容については、なお近畿運輸局長の裁量判断にゆだねられるというべきである。）
。
」
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【判例 37】タクシー運賃変更認可拒否処分取消訴訟・認可処分義務付け訴訟（控訴審）
大阪高判平成 22 年 9 月 9 日（判時 2108 号 21 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
【判例 36】参照（前判決の内容については、
【判例 39】を参照。）
。
【判例 36】に対し、Y
が控訴した。なお、第一審判決後控訴審の口頭弁論終結時までの間に、特定地域における
一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法（平成 21 年法律第 64
号。以下「特措法」という。
）が施行された。この附則において、道路運送法 9 条の 3 第 2
項 1 号の規定の適用については、
「当分の間、
『加えたものを超えないもの』とあるのは、
『加
えたもの』とする」こととされた。
【判旨】原判決取消、取消請求につき棄却、義務付け請求につき却下。
「前判決が示した上記判断は、近畿運輸局長が本件再却下処分を行うについて、同局長を
拘束する（行訴法 33 条 1 項）
。
」
「本件再却下処分の適否を判断するための基準時は、本件再却下処分がなされた平成 20 年
2 月 27 日であり、同日時点における法状態と事実状態によって本件再却下処分の適法、違
法を判断することになる。ただし、同日時点における事実関係（甲事実）を立証するため
に、当該処分後の事実（乙事実）を事情（間接事実）として認定し、乙事実の存在によっ
て甲事実の存在を推認することはできる。」
「以下においては、前判決が考慮事項としてあげた個々の事項について、まず前提となる
考慮事項（ａ）ないし（ｇ）を検討し、その上で考慮事項（Ａ）ないし（Ｃ）を検討し、
これらを踏まえて、近畿運輸局長が、本件申請は道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3 号に規定す
る「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれが
ないものであること」に適合しないと判断したことが、考慮すべき事項を考慮せず、考慮
すべきでない事項を考慮して判断するとか、またその判断が合理性を持つ判断として許容
される限度を超えた不当なものであるかどうかの観点から、裁量権の範囲の逸脱又は濫用
の有無を判断する。
」
「イ）裁量権の範囲の逸脱又は濫用の検討
前記ウ及びエにおいて前判決の挙げた考慮事項を検討した結果によれば、本件申請に係
る運賃等が能率的な経営の下における適正な原価を下回るものであり、被控訴人自身が原
価や利潤を度外視して本件申請を行っているところ、本件再却下処分がなされた平成 20 年
2 月 27 日当時、被控訴人の営業区域である大阪市域は、タクシーが供給過剰にあり、低額
運賃への追随傾向が認められ、運賃競争が極めて激しい地域であって、既に過労運転等の
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問題が生じている市場状況にあったことにかんがみると、適正な原価を償わないにもかか
わらず、本件申請にかかる運賃等の設定が認可された場合には、これを受けて、他のタク
シー事業者も追随して、原価を償わないままタクシー運賃の値下げ競争に参入することに
なり、その結果、他のタクシー事業者に先んじて旅客を獲得し、また、運賃を下げた部分
を補うため、総走行距離を増やす等に走るタクシー事業者が続出して、タクシー運転者の
過労運転の常態化をもたらし、さらには、それによって交通事故の発生等、輸送の安全確
保を損なう事態を生じさせかねないことが認められる。
しかも、被控訴人自身も、本件申請当時、タクシー運賃の安売り競争、過当競争により、
ルールを無視し、秩序を乱し、なりふり構わぬタクシー営業が常態化しているとの認識を
有し、また、タクシー業界におけるこの現状が、タクシーによる乗客輸送の安全性の担保
を損ない、タクシー運転者の権利を侵害して、その生活をも破壊していることを自覚して
いたのに、敢えて本件申請をして、原価や利潤を度外視した運賃額を提示して理屈抜きの
運賃競争に参加し、採算的に非常に苦しい運賃を設定することにより、他の事業者、特に
低額運賃の設定が容易でない法人タクシー事業者との競争を有利に運ぼうと考え、安売り
競争に参加しようと決意して、本件申請に及んだものである。
このことからすると、本件申請を認可した場合には、他の一般旅客自動車運送事業者と
の間において、過労運転の常態化等による運送の安全の確保を損なうことになるような不
当な値下げ競争を引き起こす具体的おそれが生ずると認め、道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3
号所定の「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるお
それがないものであること。
」の要件を充足しないとした近畿運輸局長の判断は、十分首肯
するに足りるというべきであり、これに裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとは認められ
ない。
」
「行政訴訟における取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及
び法律判断について生じるものであるところ（最高裁判所平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判
決・民集 46 巻 4 号 245 頁参照）
、
」･･･「前判決が本件却下処分を違法と判断した理由は、
近畿運輸局長が考慮すべき諸事情を十分に斟酌しないで本件却下処分をしたことにあった
のであるから、同局長が前判決が考慮事項として挙げた事項を考慮した上で行った本件再
却下処分は、前判決の拘束力に反するものではなく、本件訴訟における控訴人の主張及び
これに対する前記当裁判所の判断も前判決と抵触するものではない。
」
「2 争点（2）
（本件申請を認可することの当否）について
（1）義務付けの訴えの要件
本件申請を認可することを求める訴えは、近畿運輸局長が、本件申請の再却下処分をし
たことを受けて、被控訴人が、同局長は被控訴人がした本件申請を認可すべきであるにも
かかわらず、認可しないと主張して提起したものであるから、行訴法 3 条 6 項 2 号が定め
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る義務付けの訴えに該当する。
ところで、行訴法 3 条 6 項 2 号が定める義務付けの訴えの要件は同法 37 条の 3 第 1 項が
定めているが、これを本件に即していえば、本件申請を却下する処分が取り消されるべき
ものであるとき（2 号）に、被控訴人は、行訴法 3 条 6 項 2 号が定める義務付けの訴えを提
起することができるものである。
（2）本件へのあてはめ
本件においては、本件申請に対してはこれを却下する処分がされており（本件再却下処
分）、かつ、この処分が取り消されるべきものであるといえないことは、争点（1）の判断
で示したとおりである。
したがって、被控訴人が提起した義務付けの訴えは、訴訟要件を欠き不適法である。」

170

（エ）在留特別許可
【判例 38】在留特別許可義務付け訴訟（申請型）
東京地判平成 20 年 2 月 29 日（判時 2013 号 61 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
ガーナ国籍の原告 X は、不法残留したことに基づく退去強制手続において法務大臣の権
限の委任を受けた東京入国管理局長（以下「東京入管局長」という。また、東京入国管理
局を「東京入管」という。
）から、出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）49 条
1 項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決を受け、東京入管主任審査官から退去強制令
書発付処分を受けた。そのため、上記裁決及びこれに伴ってされた在留特別許可をしない
決定には、
原告が日本人女性 A と内縁関係にあることなどの事情を看過して裁量権を逸脱、
濫用した違法があり、上記裁決を前提とする退去強制令書発付処分も違法であると主張し、
これら各処分の取消しを求めるとともに、在留特別許可の義務付けを求めた。
【判旨】在留特別許可をしない決定の取消については却下。異議の申出が理由がない旨の
裁決の取消、退去強制令書発付処分の取消請求は認容。在留特別許可の義務付けについて
は、申請型義務付け請求として認容。判決主文は「東京入国管理局長は、原告に対し、原
告の在留を特別に許可せよ。
」となっている。
「一 争点一（在留特別許可をしない決定の取消しを求める訴えの適法性）について
法四九条一項の異議の申出があった場合の法務大臣の応答については、同条三項が、法
務大臣は、同条一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由がある
かどうかを裁決しなければならないと定め、また、法五〇条一項が、法務大臣は、上記の
裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が同項各号のい
ずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができると定めている。し
かしながら、法務大臣が法五〇条一項の在留特別許可をしないとの判断をしたときに、そ
の旨の処分をすべき旨を定めた規定は存在しない。したがって、法は、法四九条一項の異
議の申出に対しては、法務大臣が、
〔1〕異議の申出が理由がある旨の裁決、〔2〕異議の申
出が理由がない旨の裁決、
〔3〕在留を特別に許可する旨の処分の三通りの裁決又は処分を
行うことを予定し、これらとは別に、在留特別許可をしない旨の処分を独立の処分として
行うことは予定していないものと解される。そして、法務大臣が法五〇条一項の在留特別
許可をしないとの判断をしたときは、異議の申出が理由がないとの判断に従って、異議の
申出が理由がない旨の裁決をすれば足りるとしたものと解される。
ところで、法務大臣が法五〇条一項の判断権限を発動し、その結果在留特別許可が付与
されるか否かは、異議の申出をした容疑者にとって本邦への在留が認められるか否かの重
171

大な利益に関わる事柄であり、また、後記三に説示するとおり、在留特別許可を付与する
か否かの判断に法務大臣の広範な裁量が認められているとしても、法務大臣がそのように
して与えられた権限を誠実に行使しなければならないことはいうまでもなく、上記のよう
な容疑者の重大な利益に関わる判断権限を法務大臣の裁量で発動しないことが許されてい
るとは到底解し得ない。したがって、法務大臣は、法四九条一項の異議の申出を受理し、
その異議の申出が理由がないと認める場合には、当該容疑者が法五〇条一項各号に該当す
るか否かを審査する義務があり、その結果、その者に在留特別許可を付与すべきであると
判断したときは、その旨の許可処分を、在留特別許可を付与すべきでないと判断したとき
は、異議の申出が理由がない旨の裁決をそれぞれ行うことによって、在留特別許可の許否
についての判断の結果を当該容疑者に示す義務があると解するのが相当である。
そうすると、法四九条一項の異議の申出に対しては、法務大臣によって、〔1〕異議の申
出が理由があるとの判断、
〔2〕異議の申出が理由がなく、かつ、在留特別許可を付与しな
いとの判断、及び、〔3〕異議の申出が理由がないが、在留特別許可を付与するとの判断の
いずれかの判断が行われ、これらがそれぞれ、
〔1〕異議の申出が理由がある旨の裁決、
〔2〕
異議の申出が理由がない旨の裁決、及び、〔3〕在留を特別に許可する旨の処分として示さ
れることとなるから、在留特別許可を付与しないとの判断の当否を裁判で争おうとする場
合には、異議の申出が理由がない旨の裁決を対象としてその取消訴訟を提起しなければな
らず、かつ、それで足りるというべきである。
以上のことからすると、本件における在留特別許可をしない決定の取消しを求める訴え
（前記第一の一）は、存在しない処分を対象としたものか、又は、併合提起されている本
件裁決の取消しを求める訴え（前記第一の二）と実質的に重複する訴えというべきであり、
取消しの対象又は訴えの利益を欠くものとして、不適法な訴えであるといわざるを得な
い。
」
「二 争点二（在留特別許可の義務付けを求める訴えの適法性）について
法五〇条一項の在留特別許可は、法四九条一項の異議の申出があったときに初めて付与
され得るものであり、同項の異議の申出とは無関係に法五〇条一項の在留特別許可が付与
されることはない。
」
「法四九条四項ないし六項の定めによれば、法において「異議の申出が理由がある」とは、
容疑者が法二四条各号のいずれにも該当せず又は出国命令対象者に該当すること、すなわ
ち、退去強制対象者（法四五条一項）に該当しないことをいい、
「異議の申出が理由がない」
とは、これとは逆に、容疑者が退去強制対象者に該当することをいうと解されるから、法
五〇条一項は、要するに、容疑者が退去強制対象者に該当すると認められる場合でも、在
留特別許可を付与することができる旨を定めたものにすぎず、上記の当裁判所の解釈と何
ら矛盾するものではない。
」
「以上のような法の仕組みによれば、法は、法四九条一項の異議の申出権を法五〇条一
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項の在留特別許可を求める申請権としての性質を併せ有するものとして規定し、かつ、当
該申請に対しては在留特別許可を付与するか否かの応答をすべき義務を法務大臣に課した
ものと解するのが自然であるから、本件における在留特別許可の義務付けを求める訴え（前
記第一の四）は、行政事件訴訟法三条六項二号にいういわゆる申請型の義務付けの訴えで
あると解するのが相当である。
」
「そして、本件において、原告は、行政事件訴訟法三七条の三第二項の「法令に基づく申
請又は審査請求をした者」に、本件裁決は、同条一項二号の「当該法令に基づく申請又は
審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決」にそれぞれ該当し、また、同条三項二
号の「処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え」として、本件裁決の取消しを
求める訴え（前記第一の二）が併合提起されており、さらに、後記三及び四のとおり、本
件裁決は取り消されるべきものであって、同条一項二号の「当該処分又は裁決が取り消さ
れるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること」との要件も満たすから、本件
における在留特別許可の義務付けを求める原告の訴えは、適法である。」
「三

争点三（東京入管局長が本件裁決に当たり原告に在留特別許可を与えなかった判断

に裁量権の逸脱、濫用があるか否か）について
（1）法二四条各号の退去強制事由に該当する外国人に対し、法五〇条一項の在留特別許可
を付与するか否かは、法務大臣（法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。
以下同じ。
）が、当該外国人の在留状況等の個人的事情を検討し、さらに国際情勢、国内の
政治、経済、社会の諸事情、労働事情などにも配慮した上で判断すべきものであり、その
判断については、法務大臣の広範な裁量が認められていると解される。しかしながら、そ
の裁量権の内容は全く無制約のものではなく、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認
があること等により判断が全く事実の基礎を欠く場合や、事実に対する評価が明白に合理
性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場
合には、法務大臣の判断が裁量権を逸脱、濫用したものとして違法になるものと解される。」
「ところで、日本人と婚姻関係にある外国人に対して在留資格を付与するか否かは、当該
日本人にとっては、配偶者の選択、住居の選定等、婚姻及び家族に関する憲法上の保護利
益（憲法二四条）に関わる事柄であり、このような憲法上の保護利益は、出入国管理行政
の上でも最大限の尊重を要するものであることはいうまでもない。そして、憲法二四条一
項が、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するものである旨を定めていることに鑑みる
と、上記のような憲法上の保護が及ぶ「婚姻」の範囲は、婚姻の届出によって成立する法
律上の婚姻にとどまらず、婚姻の届出はしていないが事実上これと同様の事情にある関係、
すなわち、内縁関係をも含むものと解するのが相当である。
そうすると、本邦への在留を希望する外国人が、日本人との間に法律上又は事実上の婚
姻関係がある旨を主張し、当該日本人も当該外国人の本邦への在留を希望する場合におい
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て、両者の関係が、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもっ
て共同生活を営むという婚姻の本質に適合する実質を備えていると認められる場合には、
当該外国人に在留特別許可を付与するか否かの判断に当たっても、そのような事実は重要
な考慮要素として斟酌されるべきであり、他に在留特別許可を不相当とするような特段の
事情がない限り、当該外国人に在留特別許可を付与しないとする判断は、重要な事実に誤
認があるために全く事実の基礎を欠く判断、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠く
ために社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかな判断として、裁量権の逸脱、
濫用となるものと解するのが相当である。」
「東京入管局長は、本件裁決に当たり、原告と A との内縁関係が婚姻の本質に適合する実
質を備えていると認められるにもかかわらず、これを誤認したか、又はこれを過少に評価
することによって、原告に在留特別許可を付与しないとの判断をしたものということがで
きる。したがって、他に在留特別許可を不相当とするような特段の事情が認められない以
上、上記の判断は、重要な事実に誤認があるために全く事実の基礎を欠く判断、又は事実
に対する評価が明白に合理性を欠くために社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明
らかな判断として、裁量権の逸脱、濫用となるというべきである。」
「四 本件裁決及び本件退令発付処分の適法性について
前記三のとおり、本件裁決は、裁量権を逸脱、濫用した違法な裁決として取り消される
べきである。
また、退去強制令書は、法四九条一項の異議の申出に理由がない旨の法務大臣の裁決が
適法に行われたことを前提として発付されるものであるところ、本件退令発付処分の前提
となる本件裁決が取り消されるべきであることは上記のとおりであるから、本件退令発付
処分もまた根拠を欠く違法な処分として取り消されるべきである。」
「五 在留特別許可の義務付けについて
前記四のとおり、本件裁決の取消しを求める原告の請求には理由があり、かつ、前記三
に説示したところに加え、前記認定のとおり、原告と A が平成一八年一一月八日に婚姻の
届出をしたことにより、現在（口頭弁論終結時）では、原告と A との間に法律上の婚姻関
係が成立していることが認められることをも併せ考慮すれば、東京入管局長が原告に対し
て在留特別許可をしないことは、その裁量権の逸脱、濫用になると認められる。
したがって、行政事件訴訟法三七条の三第五項に基づき、当裁判所としては、在留特別
許可をすべき旨を命ずる判決をすべきこととなるが、在留特別許可に係る在留資格及び在
留期間等の条件については、法五〇条二項及び法施行規則四四条二項によれば、東京入管
局長の裁量により、原告の請求に係る在留資格「日本人の配偶者等」
、在留期間三年との条
件のほか、在留資格「永住者」
、在留期間無期限との条件、あるいは、在留資格「日本人の
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配偶者等」
、在留期間一年との条件などを附することも可能であるというべきであって、そ
の内容が一義的に定まるものではないから、原告の在留特別許可の義務付けの請求（前記
第一の四）については、これに附すべき条件を指定する部分を除いて認容するのが相当で
ある。
」
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（オ）その他
その他の申請型義務付け訴訟の例として、有効期間 5 年の運転免許証交付が争われた【判
例 R92】、豚舎への通路敷設を目的とする市管理水路利用許可義務付けについての【判例
R93】
、年金支給についての【判例 R94】、水俣病認定について【判例 R95】
、
【判例 R96】
、
被爆者手帳交付について【判例 R97】
、うつ病自殺労災認定につき【判例 R98】がある。巻
末のインデックス参照。
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（カ）単独取消判決
【判例 39】タクシー運賃変更認可拒否処分取消訴訟・認可処分義務付け訴訟単独取消判決
大阪地判平成 19 年 3 月 14 日（判タ 1252 号 189 頁）
【事案の概要】
大阪市及びその周辺で小型車を使用して個人タクシー事業を営む X が、近畿運輸局長に
対し、距離制運賃の初乗り運賃を 480 円とし、5000 円を超える金額について 5 割引の遠距
離割引運賃とすることを骨子としているタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認
可申請をした。 これに対し、近畿運輸局長は X に対し、
「申請のあった一般乗用旅客自動
車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請については、道路運送法第 9 条の 3 第 2 項 3 号
の基準に適合しない」との理由を付して、本件申請を却下する旨の処分を行った（以下、
「本
件却下処分」という。
）
。 そこで、X は、平成 17 年 4 月 22 日に、Y（国）に対し、本件却
下処分の取消しを求めるとともに、近畿運輸局長に対し本件申請に応じた運賃及び料金の
変更認可処分をすべき旨を命じることを求める訴えを提起した。
（なお、本判決後、再却下処分がなされ、その取消請求が義務付けの訴えと併合された。
【判
例 36】
、
【判例 37】を参照。
）
【判旨】取消請求についてのみ終局判決（請求認容）。
なお、本要旨集においては、取消請求判示部分を大幅に省略し、取消請求についてのみ
終局判決をした理由について引用する。
「3 本件義務付けの訴えについて
（1）行政事件訴訟法 37 条の 3 第 5 項の要件該当性について
ア

近畿運輸局長に対し本件認可申請に応じた旅客の運賃及び料金の変更認可処分をすべ

き旨を命ずることを求める訴え（請求第 2 項に係る訴え。以下「本件義務付けの訴え」と
いう。
）は、行政事件訴訟法 3 条 6 項 2 号に基づく義務付けの訴えとして提起されたもので
あることは明らかである。そして、同訴えに併合して提起された本件却下処分の取消しの
訴え（請求第 1 項に係る訴え）は、前記のとおり、その請求に理由があると認められる。
そこで、本件義務付けの訴えを認容すべきか否かを検討する。
」
「行政事件訴訟法 37 条の 3 第 5 項にいう「行政庁がその処分若しくは裁決をすべきである
ことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ」る場
合とは、当該義務付けの訴えによって求められている処分又は裁決について行政庁の裁量
の余地がないため、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定に事実関係をあてはめるこ
とによって明白かつ当然に当該処分又は裁決をすべきであると認められる場合をいうと解
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されるところ、前記のとおり、道路運送法 9 条の 3 の規定に基づく国土交通大臣ないしそ
の権限の委任を受けた地方運輸局長は、一般乗用旅客自動車運送事業の旅客の運賃及び料
金の設定又は変更の認可申請が少なくとも同条 2 項 3 号の基準に適合するか否かの判断に
ついて、専門的、技術的な知識経験と公益上の判断を要するものとして、ある程度の裁量
権が認められるから、本件認可申請に対する認可処分をすべき旨を命ずる判決をするため
には、近畿運輸局長が当該認可処分をしないことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用
となると認められることが要件となるというべきである。」
「行政事件訴訟法 37 条の 3 第 5 項に基づき当該処分をすべき旨を命ずる判決をするために
は、少なくとも事実審の口頭弁論終結時において、当該申請に対し行政庁が当該処分をし
ないことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることが必要である。
」
「前記のとおり、本件認可申請に対する本件却下処分は、その処分手続に行政手続法 8 条
の規定する理由の提示義務違反（理由付記不備）の違法があるほか、近畿運輸局長におい
て本件認可申請が道路運送法 9 条の 3 第 2 項 3 号の基準に適合しないと判断した点におい
て、その裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものと認められる。」
「本訴の口頭弁論終結時における証拠関係から認められる事実に照らすと（･･･）基準に適
合しないとした判断については、その裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものと認
められるものの、本件認可申請が同号の基準に適合するか否かを判断するために必要な上
記の諸事情に係る事実関係を認定するために必要かつ十分な主張、立証は尽くされていな
いから、本件認可申請に対し近畿運輸局長が認可処分をしないことがその裁量権の範囲を
超え又はその濫用となると認めることはできない。したがって、現在の主張、立証状態に
基づく限り、本件義務付けの訴えに係る請求は、行政事件訴訟法 37 条の 3 第 5 項にいう「行
政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用と
なると認められるとき」の要件を満たさないものというべきである。
」
「
（2）行政事件訴訟法 37 条の 3 第 6 項前段該当性について」
「行政事件訴訟法 37 条の 3 第 6 項は、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、同
条 3 項各号に定める訴え（申請却下処分等の取消訴訟等）についてのみ終局判決をするこ
とがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をす
ることができる旨規定している。この規定の趣旨は、申請却下処分等の取消訴訟等が判決
をするのに熟しているにもかかわらず義務付けの訴えに係る請求に理由があるか否かにつ
いての審理を続けた場合、当該義務付けの訴えに係る処分等の内容の専門性、技術性等の
ため審理が遅延し迅速かつ適切な救済が得られない場合が考えられることから、同条 4 項
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の規定の例外として、取消訴訟等についてのみ終局判決をすることができるとしたもので
あると解される。
」
「近畿運輸局長において本件義務付けの訴えに係る認可処分の要件（同項各号の基準適合
性とりわけ同項 3 号の基準適合性）について必要かつ十分な調査、判断がされていないと
いうことができる。しかるところ、上記のような諸事情を総合勘案した上で本件認可申請
が同項 3 号の基準に適合するか否かという判断は、その性質上、専門的、技術的な知識経
験と公益上の判断を要するものである。また、前記のとおり、本件認可申請が同号の基準
に適合するか否かを判断するために必要な上記の諸事情に係る事実関係を認定するために
必要かつ十分な主張、立証が尽くされていないところ、本件義務付けの訴えに係る請求に
理由があるか否かについての審理を続けたとしても、事案の内容、性質や当事者の主張、
立証経過等にかんがみると、当該請求に理由があるか否かについての判断に必要かつ十分
な主張、立証が尽くされることを直ちに期待することも困難というべきである。
以上検討したところからすれば、本件義務付けの訴えと併合提起された本件却下処分の
取消訴訟は判決をするのに熟していると認められるものの、本件義務付けの訴えについて
は、当該訴えに係る請求に理由があるか否かについての判断に必要かつ十分な主張、立証
が尽くされていないところ、本件義務付けの訴えについて審理を続けた場合、本件認可申
請に対する判断の専門性、技術性等や立証の困難等のためその審理が遅延し、迅速かつ適
切な救済が得られないおそれがあると考えられる。また、現在の主張、立証状態に基づい
て本件義務付けの訴えに係る請求を棄却する旨の判決をするのが本件却下処分に関する紛
争の迅速かつ適切な解決に資するということもできない。他方で、国土交通大臣ないしそ
の権限の委任を受けた近畿運輸局長は、道路運送法 9 条の 3 の規定に基づく一般乗用旅客
自動車運送事業の旅客の運賃及び料金の設定又は変更に係る認可権限を有する者として、
専門的、技術的な知識経験を有し、判断の基礎となる事情に精通しているものと考えられ
る。そうであるとすれば、本件については、行政事件訴訟法 37 条の 3 第 6 項前段の規定に
より、本件却下処分の取消訴訟についてのみ請求認容の終局判決をし、近畿運輸局長にお
いて当該判決の趣旨に従って本件認可申請が道路運送法 9 条の 3 第 2 項各号とりわけ同項 3
号の基準に適合するか否かについて審理、判断することとした方が、より迅速な争訟の解
決に資するものと認められる。
（3）結論
以上のとおりであるから、本件訴えについては、行政事件訴訟法 37 条の 3 第 6 項前段の
規定により、本件却下処分の取消訴訟についてのみ本件却下処分を取り消す旨の終局判決
をするのが相当である（なお、本件義務付けの訴えについては、少なくとも本件却下処分
の取消訴訟に係る訴訟手続が完結するまでの間、その審理を進めるのは適当ではないが、
当該取消訴訟に係る訴訟手続が完結した後においても、近畿運輸局長により本件認可申請
に対する再度の処分がされるまでの間、本件義務付けの訴えの審理を進めない方法も考え
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られる。そして、本件認可申請に対する再度の却下処分がされた場合には、本件義務付け
の訴えに当該再度の却下処分の取消訴訟を併合提起することにより、その審理を進めるこ
とも考えられるところである。
）
。
」
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ウ

仮の義務付け申立て（申請型）

（ア）就園・就学指定等
【判例 40】カニューレ装着児童の保育園入園承諾仮の義務付け申立て
東京地決平成 18 年 1 月 25 日（判時 1931 号 10 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は上述の【判例 35】カニューレ装着児童の保育園入園承諾義務付け訴訟（東京地判
平成 18 年 10 月 25 日（判時 1956 号 62 頁、裁判所ウェブサイト））を本案訴訟とする、仮
の義務付け申立てである。Y 市に居住する原告 A(父)の長女である B は、こう頭軟化症等の
ための気管切開手術を受けてカニューレ（のどに開けた穴に常時装着して気管への空気の
通り道を確保する器具）を装着している。原告 A は、希望保育園を D 保育園とする入園申
込みを、続いて D を含む 5 保育園のいずれかとする申し込みの変更届を行った。しかし、
Y 市福祉事務所長が、原告 B について適切な保育を確保することは困難であるとして、2
度にわたって保育園入園を承諾しない旨の処分をしたため、原告 A が、被告に対し、上記
不承諾処分の取消し及び保育園入園の承諾の義務付け、国家賠償を求めると同時に、承諾
を仮に義務付ける決定を申し立てた。
【決定要旨】申立認容。主文第 1 項は「処分行政庁は、申立人に対し、申立人の長女であ
る B につき、A 保育園、B 保育園、C 保育園、D 保育園、又は E 保育園のうち、いずれか
の保育園への入園を仮に承諾せよ。
」である。
「二

争点 1（償うことのできない損害を避けるために緊急の必要があるときの要件の存

否）について
1

行政事件訴訟法三七条の五第一項所定の「義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされな

いことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき」とは、
義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことによって被る損害が、原状回復ないし
金銭賠償による填補が不能であるか、又は社会通念上相当に困難であるとみられる程度に
達していて、そのような損害の発生が切迫しており、社会通念上、これを避けなければな
らない緊急の必要性が存在することをいうと解すべきである。
2（一）これを本件について見るに、前記認定事実によると、B は、現在満五歳であり、保
育園への入園が許可されたとしても、平成一九年三月には保育園を卒園することになる。
したがって、申立人は、B のために、平成一七年一一月二日に本案訴訟を当庁に提起してい
るものの、本案訴訟の判決の確定を待っていては、B は、保育園に入園して保育を受ける機
会を喪失する可能性が高いということができる。子供にとって、幼児期は、その健康かつ
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安全な生活のために必要な習慣を身につけたり、自主的、自律的な精神をはぐくんだり、
集団生活を経験することによって社会生活をしていく上での素養を身につけたりするなど
の重要な時期であるということができるから、子供にとって、幼児期においてどのような
環境においてどのような生活を送るかはその子供の心身の成長、発達のために重要な事柄
である。したがって、相手方が B の保育園への入園を許可する旨の処分をしないことによ
って、B が保育園に入園して保育を受ける機会を喪失するという損害は、その性質上、原状
回復ないし金銭賠償による填補が不能な損害であるというべきである。」
「そして、親権者は、子供を監護及び教育する権利を有し、義務を負っている（民法八二
〇条）
。したがって、幼児期において子供をどのような環境においてどのような生活を送ら
せるかは、親権者の権利、義務にも影響するところであるから、上記損害は、申立人の損
害でもあるということができる。
」
「
（二）また、B は、現に保育園に入園することができない状況に置かれているのであるか
ら、損害の発生が切迫しており、社会通念上、これを避けなければならない緊急の必要性
も肯定することができる。
」
「三 争点 2（本案について理由があるとみえるときの要件の存否）について
1

行政事件訴訟法三七条の五にいう仮の義務付けを命ずるには、「本案について理由があ

るとみえるとき」という要件が必要である。そして、同条の文言、及び仮の義務付けの決
定が、裁判所が本案判決前に仮に行政庁が具体的な処分をすべきことを命ずる裁判である
ことからすると、その発令の要件は、処分の執行停止の決定においては、本案について理
由がないとみえるときは、することができない」
（同法二五条四項）とされているものより
も、更に厳格なものであり、仮の義務付けの裁判の段階において、積極的に、本案につい
て理由があると認め得ることが必要であると解すべきである。」
「児童福祉法一条一項は、
「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成
されるよう努めなければならない。」と規定し、また、同法二条は、「国及び地方公共団体
は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
」と規定して、
児童の健やかなる育成の重要性を強調している点にかんがみると、同法二四条一項に基づ
いて、児童の保育に欠けるところのある保護者から申込みがあったときに、処分行政庁は、
当該児童に対し、保育所における保育を行う際に、当該児童が心身ともに健やかに育成す
る上で真にふさわしい保育を行う責務があるというべきである。このことは、当該児童が
障害を有する場合であっても同様である。そして、真にふさわしい保育を行う上では、障
害者であるからといって一律に障害のない者が通う普通保育園における保育を認めないこ
とは許されず、障害の程度を考えて、当該児童が、普通保育園に通う児童と身体的、精神
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的状態及び発達の点で同視することができ、普通保育園での保育が可能な場合には、普通
保育園での保育を実施すべきである。
よって、このような場合であるにもかかわらず、処分行政庁が、児童福祉法二四条一項
ただし書にいう「やむを得ない事由」があるとして、当該児童に対し、普通保育園におけ
る保育を認めなかった場合には、処分行政庁の保育所への不承諾処分は、裁量の範囲を超
え又はその濫用となるものであって、違法となると解すべきである。
」
「B は、平成一五年当時は、種々の機能障害等を有していたものの、成長につれてこれは改
善され、本件各処分当時は、呼吸の点を除いては、知的・精神的機能、運動機能等に特段
の障害はなく、近い将来、カニューレの不要な児童として生活する可能性もあり、医師の
多くも、B について障害のない児童との集団保育を望ましいとしているものであって、たん
等の吸引については、医師の適切な指導を受けた看護師等が行えば、吸引に伴う危険は回
避することができ、カニューレの脱落等についても、十分防止することができるというこ
とができる。
したがって、B がたん等の吸引と誤えんへの注意の点について格別の配慮を要するとして
も、その程度に照らし、普通保育園に通う児童と、身体的、精神的状態及び発達の点で同
視することができるものであって、普通保育園での保育が可能であると認めるべきであ
る。
」
「そうすると、以上の認定判断を前提とする限り、B の普通保育園での適切な保育が困難で
あって、児童福祉法二四条一項ただし書にいう「やむを得ない事由」があると判断した Y
市福祉事務所長の判断は、裁量の範囲を超え又はその濫用となるものというべきである。
したがって、B の普通保育園への入園を不承諾とした本件各処分は、違法であるというべき
である。
」
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（イ）公の施設利用
【判例 41】岡山シンフォニーホール使用許可仮の義務付け申立て
岡山地決平成 19 年 10 月 15 日（判時 1994 号 26 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
申立人 X が、朝鮮民族社会の連携、朝日友好親善等を目的とした A 歌劇団の公演（以下、
「本件公演」という。
）を実行するために、岡山市の設置した公の施設である岡山シンフォ
ニーホール（以下「本件ホール」という。）の使用許可を申請したところ、本件ホールの指
定管理者である相手方 Y 財団法人は、A 歌劇団の公演を妨害しようとする右翼団体等の街
宣活動が活発化したことをふまえ、本件ホールが本件ビルのテナントのひとつであり、本
件ビルが複合施設であることから、
「昨年、実施された同歌劇団の公演に対する抗議活動の
状況及び最近の諸般の情勢を踏まえ、同公演を実施した場合に、長期間にわたる街宣活動
等により、ビルのテナント等に営業的損失を生じさせる恐れが十分に予測される。また、
ホール周辺の交通状態の混乱等により、ホールを利用される他の利用者に多大な迷惑を被
らせるだけでなく市民にも不安感を与えることが考えられる。こうした状況を踏まえ利用
者の安心・安全の確保を考え、ホールの管理に支障を及ぼすと認められる」ことを理由と
して、不許可処分をした。そこで申立人 X が相手方 Y に対し、同使用不許可処分の取消し
及び使用許可処分の義務付けを求める本件本案訴訟を提起するとともに、本案判決の確定
を待っていては償うことのできない損害が生ずるとして、行政事件訴訟法 37 条の 5 第 1 項
所定の仮の義務付けとして、仮に本件ホールの使用許可処分を義務付けるよう申し立てた。
【決定要旨】申立認容（施設利用料の納付を条件として、本件ホールの使用許可を仮に義
務付ける決定）
。
「行政事件訴訟法 37 条の 5 第 1 項所定の「償うことのできない損害」とは、一般に、執行
停止の要件である同法 25 条 2 項所定の「重大な損害」よりも損害の性質及び程度が著しい
損害をいうが、金銭賠償ができない損害に限らず、金銭賠償のみによって損害を甘受させ
ることが社会通念上著しく不相当と評価される損害を含むと解されている。そこで、これ
を本件についてみるに、本件公演を実施できなくなることにより、申立人は、上記のとお
りの財産的損害や精神的苦痛を被るほか、憲法によって保障された基本的自由が侵害され
ることになるのであるが、そのうち、財産的損害についてはともかく、上記精神的苦痛や
基本的自由の侵害に対する損害は、もともとその算定が甚だ困難であるため、懲罰的賠償
が許容されない現行法制のもとでは、低額の慰謝料が認容されるにとどまる蓋然性が高い
し、また、これらの損害の回復、特に、基本的自由の侵害の回復という観点からしても、
これを慰謝料に換算した上、金銭賠償をすることによってたやすくその損害の回復ができ
184

ると考えてしまうことにも相当に問題があり、憲法秩序からしても、また、社会通念から
しても是認し難いものがある。そうすると、本件公演が実施できなくなることによって被
る申立人の損害は、金銭賠償のみによって損害を甘受させることが社会通念上著しく不相
当と評価されるということができるから、申立人に生じる損害は、同法 37 条の 5 第 1 項所
定の「その義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損
害」に当たると認めるのが相当である。
」
「本件公演の開催予定日である平成 19 年 11 月 12 日までに本件本案訴訟の判決が確定する
ことはありえないことも明らかである。したがって、本件申立ては、同法 37 条の 5 第 1 項
所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があ」るときに当たるというべ
きである。
」
「本件ホールは、地方自治法 244 条の公の施設であるから、相手方は、正当な理由がない
限り、住民が本件ホールを利用することを拒んではならず（同条 2 項）
、また、住民が本件
ホールを利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない（同条 3 項）
。そし
て、本件条例が本件ホールの使用不許可事由として掲げる本件条例 3 条 3 号所定の「管理
上支障があるとき」とは、公の施設である本件ホールについて、利用を拒みうる上記の正
当な理由を具体化したものと解される。また、住民は、本件ホールのような公の施設が設
けられている場合、その施設の設置目的に反しない限り、その利用を原則的に認められる
ことになるのであって、管理者が正当な理由もないのにその利用を拒否するときは、憲法
の保障する集会の自由、表現の自由の不当な制限につながるおそれがある。このような観
点からすると、本件条例 3 条 3 号所定の「管理上支障があるとき」とは、本件ホールの管
理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事
実に照らして具体的に明らかに予測される場合をいうものと解するのが相当である。そし
て、相手方が主張する管理上支障がある事態とは、A 歌劇団の公演に対する右翼団体等の抗
議活動に起因するものであって、A 歌劇団の公演そのものに起因するものではないのである
から、このように主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者
の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こす
おそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、上記のような公の施
設の利用関係の性質に照らせば、警察の適切な警備等によってもなお混乱を防止すること
ができないなどの特別な事情がある場合に限られるというべきである。（最高裁判所平成 8
年 3 月 15 日第二小法廷判決・民集 50 巻 3 号 549 頁参照）
。
」
「平成 18 年の倉敷公演や平成 19 年の仙台公演の際の右翼団体等の活動が一定の混乱をも
たらし、一般市民の生活に悪影響をもたらしたことは否定できないとしても、これによっ
て生じた街宣車による騒音や交通渋滞、警察官に対する抵抗といった事態はいずれも岡山
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県警察や宮城県警察の適切な警備によって制圧され、各公演とも支障なく実施されている
のであるから、上記各公演の際の右翼団体等の活動が警察の適切な警備によってもなお混
乱を防止することができないほどのものであったとは認め難い。
」
「A 歌劇団の平成 19 年中の公演は、9 月だけでも、仙台のほか、高崎、千葉、奈良、盛
岡で実施されており、仙台を除くこれら各地の公演において、警察の警備等によっても防
止することができないような混乱が生じたことをうかがわせるような疎明はない。」
「相手方と岡山市は、本件ビルの管理者はもちろん、岡山県警察や申立人ないし本件委
員会とも協議しつつ、上記開放部分に重点を置いた適切な警備方法を工夫、実施すること
が可能であるし、また、岡山県においては、
「拡声器等による暴騒音規制条例（昭和 59 年 3
月 23 日岡山県条例第 14 号）
」が制定されており、右翼団体等から発せられる暴騒音につい
ても規制が及んでいるのであるから、これに対しても岡山県警察による取締まりが可能で
ある。したがって、相手方の上記憂慮に理由がないわけではないが、右翼団体等による街
宣活動が警察の適切な警備等によってもなお防止することができない事態が生じるとは認
め難い。
」
「本件公演が実施された場合に、警察の適切な警備によってもなお混乱を防止することが
できない事態が生ずることが客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されるものと
は認め難く、本件条例 3 条 3 号所定の「管理上支障があるとき」に該当しないものという
べきである。
したがって、本件申立ては、本案について理由があるとみえるときにあたる。
」
「4 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
相手方は、本件公演を実施した場合には、その公演に反対する者との間で多大な混乱が
生じ、一般の利用者等に不測の事態が生ずるおそれがあり、公共の福祉に重大な影響を及
ぼすおそれがある旨の主張をする。
しかし、前記 3 で判断したとおり、本件公演を実施しても警察の適切な警備等によって
防止することができないような混乱が生ずるものとは認め難い以上、本件申立てを認容す
ることによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとはいえない。」

186

（ウ）タクシー運賃変更認可
【判例 42】タクシー事業者運賃変更許可仮の義務付け申立て（名古屋）
名古屋地決平成 22 年 11 月 8 日（判タ 1358 号 94 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
申立人 X は、処分行政庁に対し、平成 22 年 1 月 20 日、道路運送法 9 条の 3 第 1 項、道
路運送法施行規則 10 条の 3 の規定に基づき、運賃及び料金設定認可申請（以下「本件申請」
という。なお、その内容は、従前どおりの運賃の認可を求めるものである。
）をしたところ、
処分行政庁は、同年 8 月 11 日、本件申請を却下する処分（以下「本件処分」という。
）を
した。本件の本案事件は、X が本件処分の取消し及び本件申請に対する認可処分の義務付け
を求めるものであり、本件は、X が行政事件訴訟法 37 条の 5 第 1 項に基づき、本件申請に
対する認可処分の仮の義務付けを求めるものである。
【決定要旨】期間の制限及び条件（違反時の短縮、月次報告の提出等）を付して仮の義務
付け請求を認容。
「1 本件申請の内容が法 9 条の 3 第 2 項 1 号の基準に適合するか否かについて
（1）本件申請は、自動認可運賃を下回る内容の運賃の認可を求めるものであり、本件審査
基準によれば、このような場合、原則として、処分行政庁の定めた方法、具体的には上記
第 2 の 3（3）イ記載の方法により査定され、判断されることになる。そして、申請に係る
原価及び収入の算定方法が本件審査基準所定の方法によらない場合には、合理的な理由を
付してその基準に準じる形で算定することが求められている。したがって、原価及び収入
の算定方法が本件審査基準所定の方法によらない場合であっても、その方法が合理的であ
り、かつ、その結果（認可を求める運賃）が法 9 条の 3 第 2 項 1 号に適合するのであれば、
当該申請は認可されるべきことになる。
ところで、本件審査基準によれば、平年度の運賃収入は「車キロ当たり収入（実績年度
車キロ当たり収入）×査定実車走行キロ」の計算方法によるとされており、査定実車走行
キロ（輸送力及び輸送効率等の算定）は、過去 5 年間の実績の推移及び将来における合理
的な予測を基礎に算定するとされ、合理的な理由があれば、これらの方法によれず、これ
に準じて算定できるとされている。そして、輸送力等は、過去 5 年間の実績の推移及び将
来における合理的な予測を基礎に算定するとされているが、本件審査基準によってもそれ
以上に具体的な算出方法は規定されていないから、申請者の過去 5 年間の実績を基礎に輸
送力等を算定することがかえって不合理と考えられる場合には、その他の合理的な方法に
より算定することも許容されていると見るのが相当である。
」
「申立人が処分行政庁に提出した計算書は、申立人の平年度（平成 23 年度）における収
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支を予測するための合理的な資料であると認められるところ、これによれば、申立人の平
年度における収支率は 113.8％となっているのであるから、申立人が申請した運賃は、法 9
条の 3 第 2 項 1 号の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもので
あること」に適合するものであると一応認められる。」
「本件においては、法 9 条の 3 第 2 項所定の基準のうち、これまでに判示したとおり 1
号の要件は充足している。次に、2 号及び 4 号の要件については、相手方においても積極的
に争っておらず、また、申立人がこれらの要件に抵触する行為をしていることをうかがわ
せる証拠もない。さらに、3 号については、原認可がされて約 1 年 5 か月経過したが、申立
人が原認可により認められている現行運賃による営業を継続していることにより、名古屋
交通圏のタクシー事業者の間で不当な競争や混乱が引き起こされていることをうかがわせ
る証拠はない。そうすると、本件申請は、法 9 条の 3 第 2 項所定の要件を満たしているも
のと一応認められる。
以上によれば、本件申請が特措法の趣旨に抵触するものとは認められないから、相手方
の上記主張は採用できない。
」
「2

本件申請に対する認可がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避け

るため緊急の必要性があるか否かについて
行政事件訴訟法 37 条の 5 第 1 項の「義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないこと
により生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」とは、仮の義務付
けがされないことにより生ずる損害が、事後的な金銭賠償では回復困難である場合のみな
らず、金銭賠償による救済では損害の回復として社会通念上不相当な場合であって、その
ような損害の発生が切迫している状況にあることをいうものと解される。
これを本件についてみると、現在、原認可に係る運賃の実施期間の終期は、平成 22 年 11
月 10 日まで延伸されているが、処分行政庁は、同年 8 月 11 日付けで、本件申請を却下し
ているので、同年 11 月 10 日が経過すると、申立人はタクシー事業を行うことができなく
なり、その影響は、法人である申立人の営業活動ができなくなり倒産の危機が現実的にな
ることにとどまらず、その従業員の収入が途絶えることにもつながる。申立人の置かれた
このような状況は、上記の要件に該当すると認められる。」
「3 本件申請に対する認可を仮に義務付けることにより、公共の福祉に重大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて
相手方は、本件申請に対する認可の仮の義務付けが認められることになると、法 9 条の 3
第 2 項 3 号の「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととな
るおそれがないものであること」の要件に抵触するおそれがあり、特措法を制定した趣旨
にも逆行することになりかねず、供給過剰状態を解消するために努力をしている名古屋交
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通圏内のタクシー事業者に対して重大な影響を及ぼすばかりか、公共の福祉に重大な影響
を及ぼすおそれがあると主張する。
しかし、本件申請は、原認可により認められた運賃の継続を求めるものであり、それを
更に引き下げることを求めるものではない。そして、前記のとおり、原認可がされて約 1
年 5 か月経過したが、申立人が原認可により認められている現行運賃による営業を継続し
ていることにより、名古屋交通圏のタクシー事業者の間で不当な競争や混乱が引き起こさ
れていることをうかがわせる証拠はない。そうすると、本件申請に対する認可を仮に義務
付けることにより、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めることはできな
い。
」
「4 結論
以上によれば、本件申立ては、行政事件訴訟法 37 条の 5 第 1 項、第 3 項に定める仮の義
務付けの要件を満たしているものということができる。
なお、申立人は、無条件の仮の義務付けを求めているところ、本件審査基準によれば、
自動認可運賃に該当しない運賃申請の場合、認可に係る運賃の実施期間は原則 1 年とされ
ているので、本件においても、1 年を超えて仮の義務付けを認める必要性は認められない。
また、本案事件の第一審判決が言い渡された場合には、仮の義務付けの当否について改め
て判断するのが適当であるから、言渡しの日から起算して 30 日を経過した日を超えて、仮
の義務付けを継続するのは相当でない。したがって、仮の義務付けの終期は、原認可の延
伸期間の終期である平成 22 年 11 月 10 日から 1 年後の平成 23 年 11 月 10 日か、本案事件
の第一審判決言渡しの日から起算して 30 日を経過した日のいずれか早い日までとするのが
相当である。
さらに、本件審査基準によれば、自動認可運賃に該当しない運賃申請の場合、一定の条
件を付して認可されることになっており、これを受けて原認可には別紙 1 記載の条件が付
されているところ、本件において、この条件を除外して仮の義務付けを認める必要性はな
いから、同様の条件を付すことにする。
よって、本件申立ては、以上の限度で理由があるものとして、主文のとおり決定する。
」
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（エ）生活保護
【判例 43】生活保護開始決定仮の義務付け申立て（第一審）
那覇地決平成 21 年 12 月 22 日（判タ 1234 号 87 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、申立人 X が、処分行政庁 Y に対し、生活保護の開始を申請したところ、処分行
政庁が本件申請を却下（以下「本件却下処分」という。
）したため、申立人が、本件却下処
分の取消訴訟と共に提起した処分行政庁が申立人に対して生活保護を開始して生活扶助等
を支給することの義務付けの訴えを本案として、生活保護を開始して生活扶助等を支給す
ることの仮の義務付けを求める事案である。
X は、かつて Y から生活保護廃止処分を受け、その後、生活費や家賃、持病の糖尿病の
治療費等を支払うために年金担保貸付を受けていた。本案訴訟において、年金担保貸付を
受けた者には原則として生活保護は適用されないとする生活保護行政を適正に運営するた
めの手引について」
（平成 18 年 3 月 30 日社援保発第 0330001 号厚生労働省社会・援護局
保護課長通知。以下「本件手引」という。）に従った本件却下処分の適法性が争いになって
いる。
【決定要旨】申立てを一部認容、一部却下。
主文第一項・第二項は次の通り。
「1 処分行政庁は、平成 21 年 6 月 22 日付けで申立人に対してした生活保護申請却下処分
に伴う本案事件（平成 21 年（行ウ）第 26 号・生活保護開始申請却下取消等請求事件のう
ち義務付けに係る部分）の第一審判決が言い渡されるまでの間、申立人に対し、以下のと
おり、生活保護を仮に開始せよ。
（1）生活扶助として、平成 21 年 12 月から平成 22 年 10 月まで毎月 1 日限り 5 万 4634 円
を、同年 11 月から毎月 1 日限り 4 万 0317 円を仮に支払え。
（2）住宅扶助として、平成 21 年 10 月から毎月 1 日限り 2 万 2500 円を仮に支払え。
（3）医療扶助として、平成 21 年 6 月 1 日から本決定の日までに要した医療費のうち、申
立人の医療機関に対する未払部分に相当する金額を仮に支払い、本決定の日の翌日から仮
に現物給付せよ。
2

申立人のその余の申立てを却下する。
」

以下、判決理由の重要部分を抜粋する。
「
（1）償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性について」
「申立人は、本件申請時において、必要な生活費、家賃及び医療費等に著しく不足する困
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窮状態にあり、本件申請時から生活保護が開始されることによって、生活扶助、住宅扶助
及び医療扶助が支給されなければ、申立人が健康で文化的な最低限度の生活水準を維持す
ることができないという損害を被るおそれがあったと認められる。そして、申立人の年齢
や健康状態等も考慮すれば、遅くとも平成 21 年 12 月以降の生活扶助、住宅扶助及び医療
扶助については、これらが支給されないことによる損害を金銭賠償のみによって甘受させ
ることが社会通念上著しく不合理であることは明らかであり、償うことのできない損害を
避けるための緊急の必要性が認められる。
これに対し、同年 11 月までの各扶助については、既に経過した期間に要した扶助である
から、原則として、これらがされないことによる損害は、金銭賠償のみによって甘受させ
ることが社会通念上著しく不合理であるとまではいえず、償うことのできない損害を避け
るための緊急の必要性があるとは認められない。もっとも、既に経過した同年 11 月までの
各扶助のうち、その不支給が現在における申立人の急迫状況として継続している部分、す
なわち、申立人の医療機関に対する未払の医療費に相当する医療扶助及び申立人が家主に
対して支払を怠っている同年 10 月以降の家賃（甲 17）に相当する住宅扶助については、こ
れらが支給されないことによる損害を金銭賠償のみによって甘受させることは社会通念上
著しく不合理であると評価できるから、償うことのできない損害を避けるための緊急の必
要性が認められる。
」
「
（2）本案について理由があるとみえることについて
本案事件は、義務付けの訴えであり、理由があるとされるためには、行政庁がその処分
をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は
行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認め
られることが必要である（行政訴訟法 37 条の 2 第 5 項）。この点、処分行政庁は、申立人
が以前に年金担保貸付を受けるとともに生活保護を受給していた者であり、再度本件年金
担保貸付を受けた上で本件申請に及んでいることを理由に本件却下処分をしたものである
ところ、処分行政庁が申立人の生活保護を開始しないことが、その裁量権の範囲を超える
と認められるかが問題となる。
」
「そこで検討するに、生活保護法は、日本国憲法 25 条に規定する理念に基づき、国が生活
に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限
度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする（同法 1 条）もので
あり、すべて国民は、同法の定める要件を満たす限り、同法による保護を、無差別平等に
受けることができる（同法 2 条）
。また、同法により保障される最低限度の生活は、健康で
文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない（同法 3 条）。そして、
同法による保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの
を、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものであり（同
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法 4 条 1 項）
、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保
護法による保護に優先して行われる（同条 2 項）が、これら規定も、急迫した事由がある
場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではないとされている（同条 3 項）
。
」
「申立人が〔1〕急迫状況にあったことは明らかである。また、申立人が前記のような困窮
状態にあったことに加え、その原因と考えられる本件廃止処分から約 2 か月が経過したこ
ろに本件年金担保貸付の申込みをしていることなどにかんがみれば、申立人が本件年金担
保貸付を受けたのは生活費や家賃等に困窮したためであると優に推認できるところであり、
本件廃止処分後の平成 21 年 1 月にされた生活保護申請も却下され、生活保護が開始される
目処が立っていなかったことなども考慮すれば、〔2〕申立人が生活保護受給前に本件年金
担保貸付を利用したことについて、社会通念上、真にやむを得ない状況にあったと認めら
れる。
」
「上記のとおり、生活保護法は、資産や能力等を活用してなお困窮状態にあることを保護
の要件とするものであるが、同要件も、申請者に対して、不可能又は著しく困難な活用を
強いるものとは解されないものであって、同要件を適用するに当たっては、保護を必要と
し、生活保護を申請する者のおかれた状況や、上記のような金銭管理能力を含めた同人の
能力等をも勘案しながら、その者の資産や能力を活用していないものといえるか否かを検
討すべきものというべきである。また、相手方が主張する本件手引によっても、生活保護
受給者等が年金担保貸付を受けることにつき、他にも債務がある等の理由がある場合には、
金銭管理能力習得のための家計簿記帳を指導するなどの支援を行うよう努めるべきである
ともされているところ、処分行政庁が申立人に対して、そのような支援を尽くしたとは認
め難い。
これらからすると、申立人について、生活保護受給中に年金担保貸付を受けたことがあ
り、本件廃止処分後に再度本件年金担保貸付を受けたとして、本件申請を却下すること（本
件却下処分）は、処分行政庁が有する裁量権の範囲を超えるものと一応認められる。
」
「以上によれば、処分行政庁が申立人に対して生活保護を開始しないことが、その裁量
権の範囲を超えるものと一応認められ、本案について理由があるとみえる。
」
「（3）本件仮の義務付けにより、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある（行政事
件訴訟法 37 条の 5 第 3 項）とは認められない。
」
「
（4）保護の程度について
ア

生活扶助について
申立人は、A 市に居住する 70 歳以上の単身世帯であり、その最低生活費は申立人が主張
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する月額 6 万 8950 円を下らないと認められる。
一方、申立人の収入認定については、前記（2）記載のとおり、申立人が本件廃止処分後
生活保護を受給していなかった間に本件年金担保貸付を受けたことについて、社会通念上、
真にやむを得ない状況にあったと認められることにかんがみれば、本件年金担保貸付の返
済が予定されている平成 22 年 10 月までの間は、申立人主張の 1 か月 1 万 4316 円とし（な
お、甲 20 参照）
、同返済終了後の同年 11 月以降については 1 か月 2 万 8633 円と認めるの
が相当である。
したがって、処分行政庁が申立人に対して仮に支給すべき生活扶助については、平成 21
年 12 月から平成 22 年 10 月までの間は、毎月 1 日限り 5 万 4634 円とし、同年 11 月以降
は毎月 1 日限り 4 万 0317 円と認めるのが相当である。
イ 住宅扶助について
申立人の現在の家賃は月額 2 万 2500 円を下らないと認められ（甲 17）
、他方、これを上
回る金額の疎明はない。
したがって、処分行政庁が申立人に対して仮に支給すべき住宅扶助については、平成 21
年 10 月から毎月 1 日限り 2 万 2500 円と認めるのが相当である。
ウ

医療扶助について
処分行政庁が申立人に対して仮に支給すべき医療扶助については、申立人が本件申請を

した平成 21 年 6 月 1 日から本決定の日までの間、申立人が受けた診療等に係る医療費のう
ち、申立人の医療機関に対する未払部分に相当する金額と認めるのが相当である（生活保
護法 34 条 1 項ただし書）
。また、本決定の日の翌日以降の医療扶助については、現物支給
によって行うのが相当である（同項本文）。
3

よって、本件申立ては、主文の限度で理由があるから認容し、その余の本件申立ては、

理由がないので却下することとし、主文のとおり決定する。
」
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【判例 44】生活保護開始決定仮の義務付け申立て（抗告審）
福岡高裁那覇支決平成 22 年 3 月 19 日（判タ 1234 号 84 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
【判例 43】において仮の義務付け申し立てが一部認められたため、Y が即時抗告した。
【決定要旨】即時抗告を棄却し、原決定維持。
「2 当裁判所の判断
（1）当裁判所も、相手方が、生活保護の開始決定がされないことにより、健康で文化的な
最低限度の生活水準の維持も危ぶまれるほどの困窮状態にあったのに、処分行政庁が本件
却下処分をしたことには、裁量権の逸脱があったものと一応認められ、かつ、上記のよう
な困窮状態にかんがみれば、本件申立てには、償うことのできない損害を避けるための緊
急の必要性があるものと判断する。
その理由は、原決定に記載のとおりであるから、これを引用する。
（2）抗告人は、相手方が亡父の遺産（不動産）を取得する権利があると主張する。
しかし、上記不動産は、既に他人名義となっているのであるから（疎乙 4 ないし 7（枝番
を含む。
）
）
、そもそも相手方が取得し得るものか否かが明らかではない。仮にその点を措く
としても、不動産の現金化には一定の期間を要するのが通例であるから、抗告人の上記主
張を前提としても、上記の緊急の必要性が否定されることになるものではない。
また、抗告人は、相手方が年金担保貸付けを利用したり借金等をしていたのに、その事
実を秘匿していたことを指摘する。
確かに、相手方は、金銭管理等が適切さを欠く上、生活保護を申請する者として誠実さ
を欠くと指摘されてもやむを得ない面もないではないが、相手方の上記困窮状態にかんが
みれば、上記の裁量権の逸脱が直ちに否定されるものではない。
3

結論
以上のとおりであるから、本件申立ては、原決定の範囲で生活保護を仮に開始すること

を命ずる限度で理由がある。
よって、これと同旨の原決定は相当であり、本件抗告は理由がないから棄却することと
し、主文のとおり決定する。
」
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６．差止め
ア

差止訴訟

（ア）懲戒処分
【判例 45】国家斉唱義務不存在確認・懲戒処分差止訴訟（最高裁）
最判平成 24 年 2 月 9 日（民集 66 巻 2 号 183 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、東京都立の高等学校又は特別支援学校（以下、「都立高校」）の教職員として勤
務する在職者（音楽科担当の教職員を含む。
）である X らが、旧行訴法（平成 16 年改正前）
の下で被上告人東京都教育委員会を相手とし、上記改正後の行政事件訴訟法（以下「行訴
法」という。
）の下で被上告人東京都を相手として、それぞれ、
〔1〕各所属校の卒業式や入
学式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱する義務のないこと及
びピアノ伴奏をする義務のないことの確認を求め、〔2〕上記国歌斉唱の際に国旗に向かっ
て起立しないこと若しくは斉唱しないこと又はピアノ伴奏をしないことを理由とする懲戒
処分の差止め等を求めた事案である。[国家賠償部分については取り上げない。また、
【判例
6】として、処分性にかかる部分を取り上げた。]
経緯の概略は以下の通りである。都教委の教育長は、都立学校の各校長宛てに、学習指
導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること、入学式、卒業式等の実施に当
たっては、式典会場の舞台壇上正面に国旗を掲揚し、教職員は式典会場の指定された席で
国旗に向かって起立して国歌を斉唱し、その斉唱はピアノ伴奏等により行うなど、所定の
実施指針のとおり行うものとすること、教職員がこれらの内容に沿った校長の職務命令に
従わない場合は服務上の責任を問われることを教職員に周知すること等を内容とする通達
（
「本件通達」
）を発出した。
都立学校の各校長は、本件通達を踏まえ、その発出後に行われた卒業式や入学式等の式
典に際し、その都度、多数の教職員に対し、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱
することを命ずる旨の職務命令を発し、相当数の音楽科担当の教職員に対し、国歌斉唱の
際にピアノ伴奏をすることを命ずる旨の職務命令を発した（以下、将来発せられるものを
含め、このような職務命令を併せて「本件職務命令」という。）
。都教委は、本件通達の発
出後、都立学校の卒業式や入学式等の式典において各所属校の校長の本件職務命令に従わ
ず国歌斉唱の際に起立しないなどの職務命令違反をした多数の教職員に対し、懲戒処分を
した。その懲戒処分は、過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず再び同様
の非違行為を行った場合には量定を加重するという処分量定の方針に従い、おおむね、1 回
目は戒告、2 回目及び 3 回目は減給、4 回目以降は停職となっており、過去に他の懲戒処分
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歴のある教職員に対してはより重い処分量定がされているが、免職処分はされていない。
第一審判決【判例 R114】
（東京地判平成 18 年 9 月 21 日（判時 1952 号 44 頁、裁判所ウ
ェブサイト）は抗告訴訟・国家賠償訴訟いずれについても原告の請求を認容したが、控訴
審判決【判例 R113】
（東京高判平成 23 年 1 月 28 日（判時 2113 号 30 頁、裁判所ウェブサ
イト）
）は、第一審判決を取消し、無名抗告訴訟については本件通達に処分性があり、その
取消訴訟が最も適切な訴訟であるとして訴えを却下した。
【判決要旨】いずれも上告棄却。ただし、その理由は各訴訟類型により異なる。
本判決は、原告の訴えを、差止訴訟、無名抗告訴訟としての予防訴訟、行政処分以外の
不利益を予防する公法上の当事者訴訟の 3 つに分けて判断した。
まず、原告らが求めた[2]「本件職務命令の違反を理由とする」懲戒処分の差止めを、免
職処分の差止めとそれ以外の懲戒処分の差止めとに分割して判断した。その上で、免職処
分差止訴訟は不適法（訴え却下）とし、免職処分以外の懲戒処分の差止訴訟は適法とした
（請求棄却）
。
次に、[1]の義務不存在確認訴訟については、将来の懲戒処分の予防を目的とする無名抗
告訴訟としては不適法であるとした。
そして、行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする当事者訴訟としては適法と
判断した。ただし、本案に理由がなく本来は請求棄却となるところ、原判決は訴え却下と
しているため、不利益変更禁止の原則（行訴法 7 条、民訴法 313 条、304 条）により、上
告棄却とした。
（差止めの訴えについて）
「2（1）以上を前提に、まず、法定抗告訴訟たる差止めの訴えとしての被上告人らに対す
る本件差止めの訴えの適法性について検討する。
ア

法定抗告訴訟たる差止めの訴えの訴訟要件については、まず、一定の処分がされよう

としていること（行訴法 3 条 7 項）
、すなわち、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性
があることが、救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。
本件差止めの訴えに係る請求は、本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを
求めるものであり、具体的には、免職、停職、減給又は戒告の各処分の差止めを求める請
求を内容とするものである。
」
「都立学校の教職員について本件通達を踏まえた本件職務命令の違反に対しては、免職処
分以外の懲戒処分（停職、減給又は戒告の各処分）がされる蓋然性があると認められる一
方で、免職処分がされる蓋然性があるとは認められない。そうすると、本件差止めの訴え
のうち免職処分の差止めを求める訴えは、当該処分がされる蓋然性を欠き、不適法という
べきである。
」
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「イ

そこで、本件差止めの訴えのうち、免職処分以外の懲戒処分（停職、減給又は戒告

の各処分）の差止めを求める訴えの適法性について検討するに、差止めの訴えの訴訟要件
については、当該処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があることが必
要であり（行訴法 37 条の 4 第 1 項）
、その有無の判断に当たっては、損害の回復の困難の
程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するも
のとされている（同条 2 項）
。
行政庁が処分をする前に裁判所が事前にその適法性を判断して差止めを命ずるのは、国
民の権利利益の実効的な救済及び司法と行政の権能の適切な均衡の双方の観点から、その
ような判断と措置を事前に行わなければならないだけの救済の必要性がある場合であるこ
とを要するものと解される。したがって、差止めの訴えの訴訟要件としての上記「重大な
損害を生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそ
れのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることな
どにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ず
る方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するの
が相当である。
」
「本件においては、前記第 1 の 2（3）のとおり、本件通達を踏まえ、毎年度 2 回以上、
都立学校の卒業式や入学式等の式典に際し、多数の教職員に対し本件職務命令が繰り返し
発せられ、その違反に対する懲戒処分が累積し加重され、おおむね 4 回で（他の懲戒処分
歴があれば 3 回以内に）停職処分に至るものとされている。このように本件通達を踏まえ
て懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険が現に存在する状況の下では、事案
の性質等のために取消訴訟等の判決確定に至るまでに相応の期間を要している間に、毎年
度 2 回以上の各式典を契機として上記のように懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にさ
れていくと事後的な損害の回復が著しく困難になることを考慮すると、本件通達を踏まえ
た本件職務命令の違反を理由として一連の累次の懲戒処分がされることにより生ずる損害
は、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易
に救済を受けることができるものであるとはいえず、処分がされる前に差止めを命ずる方
法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであるということができ、その回復
の困難の程度等に鑑み、本件差止めの訴えについては上記「重大な損害を生ずるおそれ」
があると認められるというべきである。
」
「ウ また、差止めの訴えの訴訟要件については、
「その損害を避けるため他に適当な方法
があるとき」ではないこと、すなわち補充性の要件を満たすことが必要であるとされてい
る（行訴法 37 条の 4 第 1 項ただし書）。原審は、本件通達が行政処分に当たるとした上で、
その取消訴訟等及び執行停止との関係で補充性の要件を欠くとして、本件差止めの訴えを
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いずれも却下したが、本件通達及び本件職務命令は前記 1（2）のとおり行政処分に当たら
ないから、取消訴訟等及び執行停止の対象とはならないものであり、また、上記イにおい
て説示したところによれば、本件では懲戒処分の取消訴訟等及び執行停止との関係でも補
充性の要件を欠くものではないと解される。以上のほか、懲戒処分の予防を目的とする事
前救済の争訟方法として他に適当な方法があるとは解されないから、本件差止めの訴えの
うち免職処分以外の懲戒処分の差止めを求める訴えは、補充性の要件を満たすものという
ことができる。
エ

なお、在職中の教職員である前記 1（1）の上告人らが懲戒処分の差止めを求める訴え

である以上、上記上告人らにその差止めを求める法律上の利益（行訴法 37 条の 4 第 3 項）
が認められることは明らかである。
オ

以上によれば、被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち免職処分以外の懲戒処分

の差止めを求める訴えは、いずれも適法というべきである。
」
「（2）そこで、被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち免職処分以外の懲戒処分の差
止めを求める訴えに係る請求（以下「当該差止請求」という。）の当否について検討する。
ア

差止めの訴えの本案要件（本案の判断において請求が認容されるための要件をいう。

以下同じ。
）については、行政庁がその処分をすべきでないことがその処分の根拠となる法
令の規定から明らかであると認められることが要件とされており
（行訴法 37 条の 4 第 5 項）
、
当該差止請求においては、本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の可否の前提として、
本件職務命令に基づく公的義務の存否が問題となる。この点に関しては、前記第 2 におい
て説示したところによれば、本件職務命令が違憲無効であってこれに基づく公的義務が不
存在であるとはいえないから、当該差止請求は上記の本案要件を満たしているとはいえな
い。なお、本件職務命令の適法性に係る上告受理申立て理由は、上告受理の決定において
排除された。
イ

また、差止めの訴えの本案要件について、裁量処分に関しては、行政庁がその処分を

することがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることが要件とされて
おり（行訴法 37 条の 4 第 5 項）
、これは、個々の事案ごとの具体的な事実関係の下で、当
該処分をすることが当該行政庁の裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるこ
とをいうものと解される。
これを本件についてみるに、まず、本件職務命令の違反を理由とする戒告処分が懲戒権
者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして違法となるとは解し難いこ
とは、当小法廷が平成 23 年（行ツ）第 263 号、同年（行ヒ）第 294 号同 24 年 1 月 16 日
判決・裁判所時報 1547 号 10 頁において既に判示したところであり、当該差止請求のうち
戒告処分の差止めを求める請求は上記の本案要件を満たしているとはいえない。また、本
件職務命令の違反を理由とする減給処分又は停職処分が懲戒権者としての裁量権の範囲を
超え又はこれを濫用するものとして違法となるか否かが、個々の事案ごとの当該各処分の
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時点における当該教職員に係る個別具体的な事情のいかんによるものであることは、当小
法廷が上記平成 23 年（行ツ）第 263 号、同年（行ヒ）第 294 号同日判決及び平成 23 年（行
ツ）第 242 号、同年（行ヒ）第 265 号同日判決・裁判所時報 1547 号 3 頁において既に判
示したところであり、将来の当該各処分がされる時点における個々の上告人に係る個別具
体的な事情を踏まえた上でなければ、現時点で直ちにいずれかの処分が裁量権の範囲を超
え又はこれを濫用するものとなるか否かを判断することはできず、本件においては個々の
上告人について現時点でそのような判断を可能とするような個別具体的な事情の特定及び
主張立証はされていないから、当該差止請求のうち減給処分及び停職処分の差止めを求め
る請求も上記の本案要件を満たしているとはいえない。
ウ

以上のとおり、当該差止請求は、上記ア及びイのいずれの本案要件も満たしておらず、

理由がない。
（3）したがって、被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち、免職処分の差止めを求め
る訴えを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができ、また、
免職処分以外の懲戒処分の差止めを求める訴えを不適法として却下した原判決には、この
点で法令の解釈適用を誤った違法があり、論旨はその限りにおいて理由があるものの、当
該差止請求は理由がなく棄却を免れないものである以上、不利益変更禁止（行訴法 7 条、
民訴法 313 条、304 条参照。以下同じ。
）の原則により、上記訴えについても上告を棄却す
るにとどめるほかなく、原判決の上記違法は結論に影響を及ぼすものではない。
」
（無名抗告訴訟について）
「3（1）次に、無名抗告訴訟としての被上告人らに対する本件確認の訴えの適法性につい
て検討する。
無名抗告訴訟は行政処分に関する不服を内容とする訴訟であって、前記 1（2）のとおり
本件通達及び本件職務命令のいずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない以上、
無名抗告訴訟としての被上告人らに対する本件確認の訴えは、将来の不利益処分たる懲戒
処分の予防を目的とする無名抗告訴訟として位置付けられるべきものと解するのが相当で
あり、実質的には、本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めの訴えを本件職務
命令に基づく公的義務の存否に係る確認の訴えの形式に引き直したものということができ
る。抗告訴訟については、行訴法において、法定抗告訴訟の諸類型が定められ、改正法に
より、従来は個別の訴訟類型として法定されていなかった義務付けの訴えと差止めの訴え
が法定抗告訴訟の新たな類型として創設され、将来の不利益処分の予防を目的とする事前
救済の争訟方法として法定された差止めの訴えについて「その損害を避けるため他に適当
な方法があるとき」ではないこと、すなわち補充性の要件が訴訟要件として定められてい
ること（37 条の 4 第 1 項ただし書）等に鑑みると、職務命令の違反を理由とする不利益処
分の予防を目的とする無名抗告訴訟としての当該職務命令に基づく公的義務の不存在の確
認を求める訴えについても、上記と同様に補充性の要件を満たすことが必要となり、特に
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法定抗告訴訟である差止めの訴えとの関係で事前救済の争訟方法としての補充性の要件を
満たすか否かが問題となるものと解するのが相当である。
本件においては、前記 2 のとおり、法定抗告訴訟として本件職務命令の違反を理由とし
てされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを適法に提起することができ、その本案に
おいて本件職務命令に基づく公的義務の存否が判断の対象となる以上、本件職務命令に基
づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは、上記懲戒処分の予防を目的とす
る無名抗告訴訟としては、法定抗告訴訟である差止めの訴えとの関係で事前救済の争訟方
法としての補充性の要件を欠き、他に適当な争訟方法があるものとして、不適法というべ
きである。
」
（公法上の当事者訴訟としての義務不存在確認について）
「
（2）被上告人東京都に対する本件確認の訴えに関し、前記 1（1）の上告人らは、前記 1
（1）のとおり、第一次的には無名抗告訴訟であると主張しつつ、仮に無名抗告訴訟として
は不適法であるが公法上の当事者訴訟としては適法であるならば後者とみるべきである旨
主張するので、さらに、公法上の当事者訴訟としての上記訴えの適法性について検討する
（なお、被上告人都教委に対する本件確認の訴えについては、被告適格の点で、適法な公
法上の当事者訴訟として構成する余地はない。）。
上記（1）のとおり、被上告人東京都に対する本件確認の訴えに関しては、行政処分に関
する不服を内容とする訴訟として構成する場合には、将来の不利益処分たる懲戒処分の予
防を目的とする無名抗告訴訟として位置付けられるべきものであるが、本件通達を踏まえ
た本件職務命令に基づく公的義務の存在は、その違反が懲戒処分の処分事由との評価を受
けることに伴い、勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇
上の不利益が発生する危険の観点からも、都立学校の教職員の法的地位に現実の危険を及
ぼし得るものといえるので、このような行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とす
る訴訟として構成する場合には、公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に
関する確認の訴え（行訴法 4 条）として位置付けることができると解される。前記 1（2）
のとおり本件職務命令自体は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない以上、本件確認
の訴えを行政処分たる行政庁の命令に基づく義務の不存在の確認を求める無名抗告訴訟と
みることもできないから、被上告人東京都に対する本件確認の訴えを無名抗告訴訟としか
構成し得ないものということはできない。」
「本件通達を踏まえて処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危
険が現に存在する状況の下では、毎年度 2 回以上の各式典を契機として上記のように処遇
上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大していくと事後的な損害の回復が著
しく困難になることを考慮すると、本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求め
る本件確認の訴えは、行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関
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係に関する確認の訴えとしては、その目的に即した有効適切な争訟方法であるということ
ができ、確認の利益を肯定することができるものというべきである。したがって、被上告
人東京都に対する本件確認の訴えは、上記の趣旨における公法上の当事者訴訟としては、
適法というべきである。
」
「（3）そこで、公法上の当事者訴訟としての被上告人東京都に対する本件確認の訴えに係
る請求の当否について検討するに、その確認請求の対象は本件職務命令に基づく公的義務
の存否であるところ、前記第 2 において説示したところによれば、本件職務命令が違憲無
効であってこれに基づく公的義務が不存在であるとはいえないから、上記訴えに係る請求
は理由がない。なお、前記 2（2）アのとおり、本件職務命令の適法性に係る上告受理申立
て理由は、上告受理の決定において排除された。
（4）したがって、被上告人都教委に対する本件確認の訴えを却下した原審の判断は、結論
において是認することができ、また、被上告人東京都に対する本件確認の訴えを不適法と
して却下した原判決には、この点で法令の解釈適用を誤った違法があり、論旨はその限り
において理由があるものの、上記訴えに係る請求は理由がなく棄却を免れないものである
以上、不利益変更禁止の原則により、上記訴えについても上告を棄却するにとどめるほか
なく、原判決の上記違法は結論に影響を及ぼすものではない。
」
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（イ）公有水面埋め立て
【判例 46】鞆の浦公有水面埋立免許差止訴訟
広島地判平成 21 年 10 月 1 日（判時 2060 号 3 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、A 町に居住する X1 らと居住しない X2 らが、広島県及び福山市が広島県知事に
対し公有水面の埋め立て免許の出願をしたことを踏まえて、広島県知事による公有水面埋
立免許の差止めを求めた事案である。（公有水面埋立法（公水法）2 条では、事業者として
の県・市が、免許庁としての知事に出願することになっている。
）
本件事業は、本件公有水面を埋め立てて土地を造成し、同土地を道路用地、駐車場用地、
フェリーふ頭用地、小型船だまりふ頭用地、港湾管理施設用地及び緑地として整備すると
ともに、本件湾内に橋梁を設置し東西に架橋するというものである（以下、本件事業にお
ける架橋によって建設が計画されている道路を「本件計画道路」という。）
。この工事が、
古来から景勝地として著名であり近世港湾都市としても歴史的価値を有している鞆の浦の
景観を害するとして争いになったものである。
なお、本要旨集では仮の差止めについては後述の【判例 54】で取り扱うこととし、原告
適格についての判断は取り上げない（X1 らについてのみ原告適格を肯定し、X2 らについ
ては否定した）
。
【判決要旨】X2 らにつき訴え却下、X1 らにつき請求認容。
認容部分の判決主文（第 2 項）は以下の通りである。
「2

広島県知事は、被告に対し別紙（3）の公有水面の埋立てを免許する処分及び補助参

加人に対し別紙（4）の公有水面の埋立てを免許する処分を、いずれもしてはならない。」
以下、判決理由のうち、差止めの訴えに関する部分を抜粋する。
「2 本案前の争点（2）
（行訴法 37 条の 4 第 1 項本文所定の重大な損害を生ずるおそれ及
び同項ただし書所定の適当な方法の有無）について」
「
（2）
「重大な損害を生ずるおそれ」の有無について
ア

行訴法 37 条の 4 第 1 項の「重大な損害を生ずるおそれ」の有無は、損害の回復の困難

の程度を考慮し、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案して決
すべきである（同条 2 項）
。ところで、同条の差止訴訟が、処分又は裁決がなされた後に当
該処分等の取消しの訴えを提起し、当該処分等につき執行停止を受けたとしても、それだ
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けでは十分な権利利益の救済が得られない場合において、事前の救済方法として、国民の
権利利益の実効的な救済を図ることを目的とした訴訟類型であることからすれば、処分等
の取消しの訴えを提起し、当該処分等につき執行停止を受けることで権利利益の救済が得
られるような性質の損害であれば、そのような損害は同条 1 項の「重大な損害」とはいえ
ないと解すべきである。
」
「イ 慣習排水権について
上記認定のとおり、事業者らは、代替の排水施設の設置を計画しているのであり、排水
手段の確保のための措置が講じられている。
」
「以上の点に照らすと、前示のとおり本件公有水面に対する慣習排水権者に当たるとさ
れた原告らの慣習排水権について、上記「重大な損害を生ずるおそれ」は認められないと
いうべきである。
」
「ウ 景観利益について
本件事業における中仕切護岸の本体コンクリート工は、本件公有水面を含む A 港の景観
を変化させ得るものといえるし（この点は、被告も特に争っていない。）、中仕切護岸の本
体コンクリート工の施工完成後は、その復旧は容易でないものと推認される。そして、本
件埋立免許がなされたならば、事業者らは、遅くとも約 3 か月後には工事を開始すると予
測され、第 1 工区における中仕切護岸の本体コンクリート工は、そのさらに約 5 か月後に
完成するものと計画されている。他方、本件は争点が多岐にわたり、その判断は容易でな
いこと、第一審の口頭弁論が既に終結した段階であることなどからすれば、本件埋立免許
がなされた後、取消しの訴えを提起した上で執行停止の申立てをしたとしても、直ちに執
行停止の判断がなされるとは考え難い。以上の点からすれば、景観利益に関する損害につ
いては、処分の取消しの訴えを提起し、執行停止を受けることによっても、その救済を図
ることが困難な損害であるといえる。
以上の点や、景観利益は、生命・身体等といった権利とはその性質を異にするものの、
日々の生活に密接に関連した利益といえること、景観利益は、一度損なわれたならば、金
銭賠償によって回復することは困難な性質のものであることなどを総合考慮すれば、景観
利益については、本件埋立免許がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあると認
めるのが相当である。
（3）上記（2）ウにおいて判示した景観利益に関する損害の性質に照らせば、行訴法 37 条
の 4 第 1 項ただし書の「損害を避けるため他に適当な方法がある」とはいえない。」
「第 4 本案の争点（行訴法 37 条の 4 第 5 項所定の明らかな法令違背及び裁量権の逸脱又
は濫用の有無）に関する当裁判所の判断
1

公水法 4 条 1 項 1 号の該当性に関する判断の枠組み
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公水法 4 条 1 項 1 号は、広島県知事が本件埋立免許をするについて、それが「国土利用
上適正且合理的」であることを要件としている。これは羈束裁量行為といえるものである
から、公水法は、本件埋立免許が上記要件に適合しているか否かの判断について、広島県
知事に対し、政策的な判断からの裁量権を付与しているものと解される。
」
しかし、瀬戸内海の環境保全を目的として制定された瀬戸内海環境保全特別措置法（以
下「瀬戸内法」という。
）は、
「関係府県の知事は、公水法 2 条 1 項の免許については、瀬
戸内法 3 条 1 項所定の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。」
（13 条 1 項）
と規定し、上記特殊性として瀬戸内海の美しい景観は後代の国民に継承すべきものである
旨を規定している（3 条 1 項）
。また、瀬戸内法は、政府に対し、瀬戸内海の環境の保全に
関する基本となるべき基本計画の策定を命じ（3 条 1 項）
、関係府県の知事に対し、基本計
画に基づき当該府県の区域について瀬戸内海の環境の保全に関して府県計画を定めること
を求めている（4 条）
。そして、政府が定めた基本計画は、
「瀬戸内海の自然景観及びこれと
一体をなしている史跡名勝天然記念物等についてできるだけ良好な状態で保全するよう努
める。
」旨を定め、広島県知事が定めた県計画は、文化財保護法により、名勝として A 公園
が指定されていることを指摘し、
「これらの瀬戸内海の自然景観と一体をなしている文化財
は、できるだけ良好な状態で保全されるよう関係法令に基づく規制を徹底するとともに、
防災施設措置、保存修理及び環境整備等の対策を積極的に推進するものとする。
」旨を定め
ている。以上の各法令及び前記の景観法の諸規定を総合勘案すると、法令は、前記の景観
利益として判示した文化的、歴史的価値のある A の景観をできるだけ良好な状態で保全す
ることを、国土利用上の行政目的としているものと解される。」
「したがって、広島県知事は、本件埋立免許が「国土利用上適正且合理的」であるか否
かを判断するに当たっては、本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事業が A の景観に及
ぼす影響と、本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事業の必要性及び公共性の高さとを
比較衡量の上、瀬戸内海の良好な景観をできるだけ保全するという瀬戸内法の趣旨を踏ま
えつつ、合理的に判断すべきであり、その判断が不合理であるといえる場合には、本件埋
立免許をすることは、裁量権を逸脱した違法な行為に当たるというべきである。
」
「3

本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事業が A の景観に及ぼす影響並びに広島県

知事の裁量権の範囲」
「A の景観の価値は、景観利益が法律上の利益といえるか否かの点の判断において説示し
たところや上記 1 に摘示した法令に照らし、
私法上保護されるべき利益であるだけでなく、
瀬戸内海における美的景観を構成するものとして、また、文化的、歴史的価値を有する景
観として、いわば国民の財産ともいうべき公益である。しかも、本件事業が完成した後に
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これを復元することはまず不可能となる性質のものである。これらの点にかんがみれば、
本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事業が A の景観に及ぼす影響は、決して軽視でき
ない重大なものであり、瀬戸内法等が公益として保護しようとしている景観を侵害するも
のといえるから、これについての政策判断は慎重になされるべきであり、その拠り所とし
た調査及び検討が不十分なものであったり、その判断内容が不合理なものである場合には、
本件埋立免許は、合理性を欠くものとして、行訴法 37 条の 4 第 5 項にいう裁量権の範囲を
超えた場合に当たるというべきである。
」
「4 本件埋立及びこれに伴う架橋を含む本件事業の必要性及び公共性」
「前示のとおり、A の景観は行政上も保護すべき利益であり、その価値は高く、広島県知事
は、上記景観を侵害する結果となる本件埋立免許の判断をするについて、十分な調査、検
討をした上慎重に行われなければならず、これについての政策判断の拠り所とした調査及
び検討が不十分なものであったり、その判断内容が不合理なものである場合には、本件埋
立免許は、合理性を欠くものとして、行訴法 37 条の 4 第 5 項にいう裁量権の範囲を超えた
場合に当たる。そして、事業者らが本件埋立及び架橋を含む本件事業の必要性、公共性の
根拠とする各点は、上記 4 の（1）ないし（6）において判示したとおり、調査、検討が不
十分であるか、又は、一定の必要性、合理性は認められたとしても、それのみによって本
件埋立それ自体の必要性を肯定することの合理性を欠くものである。もっとも、上記 4 の
（1）ないし（6）の行政目的を達するための事業を一体的に行えることは、本件事業の利
点であるということができるけれども、A の景観の保全という行政目的や、一体的な事業に
よらなかった場合に生じる具体的な不都合も想定しにくいことを考慮すると、この点は上
記の判断を左右するものではない。したがって、広島県知事が本件埋立免許を行うことは、
原告らのその余の主張について判断するまでもなく、行訴法 37 条の 4 第 5 項所定の裁量権
の範囲を超えた場合に当たるというべきである。
」
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（ウ）鉄道走行
【判例 47】
「鉄道施設変更後の高架鉄道施設上を（鉄道運送事業者が）鉄道を複々線で走行
させることを許す一切の処分」の差止訴訟（小田急高架化訴訟第一審判決）
東京地判平成 20 年 1 月 29 日（判時 2000 号 27 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、小田急電鉄株式会社（以下「小田急電鉄」という。）小田原線（以下「小田急線」
という。
）の世田谷代田駅付近から喜多見駅付近までを高架複々線化する鉄道施設の変更に
関し、その周辺に居住する原告らが、建設される高架鉄道施設に隣接して設けられるべき
付属街路（関連側道）が完成していないにもかかわらず、高架複々線化を進めるのは違法
であると主張して、被告 Y（関東運輸局長）に対し、〔1〕当該工事の完成検査の結果被告
が行った変更後の当該鉄道施設を合格とする処分の取消し及び〔2〕当該鉄道施設の変更を
前提として小田急電鉄が被告に届け出た運行計画の受理の取消しを求めるとともに、〔3〕
当該工事により完成した高架鉄道施設に小田急電鉄が鉄道を複々線で走行させることを許
す被告が行う処分一切の差止めを求める事案である。
本要旨集では〔3〕につき取り扱う。
【判決要旨】訴え却下。
「争点（2）
（本件差止請求の対象の特定性）について
（1）本件差止請求に係る訴えは、行訴法三条七項にいう差止めの訴えである。同項によれ
ば、差止めの訴えとは、
「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれが
されようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ず
る訴訟」をいう。そして、ここにいう「一定の処分又は裁決」とは、その表現からも分か
るとおり、処分又は裁決の内容が具体的一義的に特定していることまでは要求していない
ものの、行訴法三七条の四の定める差止めの訴えの要件について裁判所が判断することが
できる程度にまでは特定している必要があることはいうまでもない。
」
「被告は、本件差止請求の対象はこの「一定の処分」としての特定性を欠くと主張するの
で、検討する。
（2）本件差止請求の対象は、「本件区間の線増連続立体交差化事業により建設される高架
複々線の鉄道線路に、小田急電鉄が鉄道を複々線で走行させることを許す被告の一切の処
分」であるから、ここにいう「被告の一切の処分」が行訴法三条七項にいう「一定の処分」
といえるか否かが問題となる。
まず、鉄道事業法及び同法施行規則上の地方運輸局長の権限に属する処分をみると、列
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車の走行に直接関係すると考えられるものだけでも、次のようなものが挙げられる。
ア

鉄道事業者の事業基本計画のうち一定の事項に係るものの変更の認可（同法施行規則

七一条一項一号）
イ

鉄道事業者の工事計画変更の認可（同項二号）

ウ

鉄道施設の検査（同項三号、四号）

エ

鉄道施設の変更の認可（同項四号）

オ

鉄道運送事業者の車両の確認（同項五号）
原告らは、本件鉄道施設変更後の高架鉄道施設上に小田急電鉄が列車を複々線で走行さ

せることを阻止することを目的として、本件差止請求をするものであるが、地方運輸局長
である被告の権限に属する上記アからオまでの各処分（上記ウについては、検査後の合格
処分）は、そのいずれについても、一定の条件の下においては、小田急電鉄が上記高架鉄
道施設上に列車を複々線で走行させることを許す効果を持つ場合があると考えられる。し
かし、逆に「小田急電鉄が上記高架鉄道施設上に列車を複々線で走行させることを許す」
という結果のみに着目するのであれば、そのような効果をもたらす処分は、上記アからオ
までの各処分のいずれでもあり得るのであって、しかもこれらに尽きるとは限らず、その
うちのどの処分なのかを特定することができず、行訴法三七条の四の定める差止めの訴え
の要件について審理、判断をすることはできないといわざるを得ない。
ところが、原告らは、本件差止請求はこれ以上特定できないものであると主張するのみ
であるから、裁判所としては、被告の権限に属する上記アからオまでの処分のうちどの処
分を審理の対象として取上げるべきかを知ることさえできないのであり、行訴法三七条の
四の定める差止めの訴えの要件について判断することは到底できない。したがって、本件
差止請求の対象は、行訴法三条七項の定める「一定の処分」には当たらないというほかな
い。
以上、鉄道事業法及び同法施行規則上被告の権限に属する処分のうち、鉄道の走行に直
接関係すると考えられるものに限って検討しただけでも、本件差止請求の対象は特定して
いないという結論に至った。被告の権限に属する処分はそれ以外にも存在するのであり、
その中に、原告らのいう、「本件鉄道施設変更後の高架鉄道施設上を小田急電鉄が鉄道を
複々線で走行させることを許す」という効果を持つものが全く存在しないとは断言できな
いのであるから、それらの処分のことをも考慮すれば、本件差止請求の対象が特定してい
ないことは一層明らかである。
（3）以上の検討によれば、本件差止請求に係る訴えは、差止めの対象が特定していないも
のとして不適法であるから、その余の点について判断するまでもなく却下を免れない。」
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（エ）保険医抹消取消
【判例 48】保険医療機関指定取消処分・保険医登録取消処分の差止訴訟
大阪地判平成 20 年 1 月 31 日（判タ 1268 号 152 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、京都社会保険事務局長（以下「処分庁」という。
）から健康保険法に基づき保険
医療機関の指定を受けた歯科医院の開設者であり、かつ保険医の登録を受けた歯科医師で
ある原告 X1、X2、X3 らが、処分庁が同法 80 条及び 81 条に基づき原告らに対して行おう
としている保険医療機関指定取消処分及び保険医登録取消処分（以下、併せて「本件各処
分」という。
）は、実体的又は手続的に違法であるなどと主張して、被告 Y（国）に対し、
行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項に基づき、処分庁は本件各処分をしてはならない旨を命ず
ることを求める抗告訴訟（差止めの訴え）である。
【判決要旨】請求棄却。
「1 争点（1）
（重大な損害を生ずるおそれの有無）について
（1）行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項は、差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされる
ことにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができると定めて
いる。差止めの訴えが抗告訴訟の新たな類型として法定された趣旨は、処分又は裁決がな
された後に当該処分等の取消訴訟を提起し、執行停止（同法 25 条）を受けたとしても、そ
れだけでは十分な救済を得られない場合があることから、事前の救済方法として、差止め
の訴えを法定することによって、国民の権利利益のより実効的な救済を図ろうとした点に
ある。そして、同法 37 条の 4 第 1 項が、差止めの訴えについて、「処分又は裁決がされる
ことにより重大な損害が生ずるおそれがある」ことを要件とした趣旨は、差止めの訴えが、
処分又は裁決がされる前に、裁判所に対して事前救済を求める訴訟類型であることに鑑み、
事前救済を認めるにふさわしい救済の必要性を要件とすることにより、司法と行政の適切
な役割分担を踏まえつつ行政に対する司法審査の機能を強化し国民の権利利益の実効的な
救済を図ろうとした点にあると解される。
このような趣旨に昭らせば、上記「重大な損害」とは、それを避けるために事前救済を
認める必要がある損害をいうと解すべきであり、当該損害がその処分後に執行停止を受け
ることにより避けることができるような性質のものであるときは、「重大な損害」には該当
しないと解すべきである。
そして、この重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の
程度を考慮し、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案すると解
すべきである（同法 37 条の 4 第 2 項参照）。
」
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「
（3）以上を前提に検討する。
ア

前記（第 2 の 1「法令の定め」
）のとおり、保険医療機関の指定を受けた歯科医院は、

保険医療機関指定取消処分を受けることにより、被保険者に対して、保険診療を行うこと
ができなくなり、また、保険医の登録を受けた歯科医師は、保険医登録取消処分を受ける
ことにより、保険医療機関における保険診療に従事することができなくなる。」
「本件各処分により、X1 歯科医院及び X2 歯科医院において保険診療を行うことができな
くなれば、来院する患者数は大幅に減り、保険診療はもとより、自由診療による収入も大
幅に減ることが予想される。これに加えて、X1 歯科医院では、原告 X1 以外に 7 名が、X2
歯科医院では原告ら以外に 5 名がそれぞれ働いており（前記認定事実ア、イ）、その経費も
多額に上ることが推認でき、本件各処分に伴い患者数が大幅に減少した場合、原告らが、
その開設する歯科医院を、現状の形態のまま維持することは不可能であり、経営が破綻す
るおそれもあるというべきである。
」
「もっとも、原告らは、本件各処分後に、その取消訴訟を提起し、併せて執行停止の申立
をすることはできる。しかし、仮に執行停止がされたとしても、執行停止決定までに一定
の日数が必要であるから、その間における保険診療はできず、患者に対し、保険診療がで
きないことを説明し、他の歯科医院を紹介したりする必要が生じる。そして、これにより、
原告らの患者らは、原告らが保険診療に関し、何らかの不正を行い、処分を受けたことを
知ることになり、その情報は、口伝てにその知人や付近住民に広まる可能性が高く、これ
により原告らの歯科医師としての評価や信用が損なわれることになる。しかも、本件各処
分がされた場合、そのことは、地方社会保険事務局の掲示場に掲示する方法で公示される
（保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 2 条、
9 条、同省令 1 条の 2、13 条）ほか、報道機関にも発表され、厚生労働省のホームページ
にも、当該保険医療機関の名称、当該保険医の名前等が公表される（弁論の全趣旨）ので
あり、上記評価及び信用毀損の程度は大きい。そして、本件各処分後に執行停止がされた
としても、本件各処分によって低下、失墜した原告らの歯科医師としての社会的評価や信
用が直ちに回復することは考えにくく、他の歯科医院に転院した患者が、再び原告らの歯
科医院に戻る可能性は低いことはもとより、新規の患者が増える可能性も低いと解される。
したがって、本件各処分によって生じる前記の損害を、取消訴訟の提起や執行停止など
の事後的救済手段によって十分に回復することは困難であるというべきである。
」
「ウ

以上からすれば、原告らは、本件各処分によって生じる大幅な収入の減少や歯科医

師及び医療機関としての社会的評価、信用性の失墜によって、X1 歯科医院及び X2 歯科医
院の経営破綻という「重大な損害」
（行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項）を受けるおそれが
あるというべきである。
」
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「2 争点（2）
（本件各処分の違法事由の有無）について
（1）前記法令の定めのとおり、健康保険法 78 条 1 項は、監査について定め、同法 80 条、
81 条は、保険医療機関の開設者や保険医等が監査に出頭しなかったことを保険医療機関の
指定ないし保険医の登録の取消事由として定めている。もっとも、これらの各規定の趣旨
に照らせば、保険医療機関の開設者や保険医が監査に出頭しないことに正当な理由がある
と認められる場合には、上記各取消事由には該当しないと解すべきである。
」
「原告らが第 2 回、第 3 回監査に出頭しなかったことについて、正当な理由があるとは認
められないから、
第 1 回監査の不出頭についての正当な理由の有無を検討するまでもなく、
原告らには、保険医療機関の指定取消及び保険医の登録取消事由が存在するというべきで
ある。
」
「（3）原告らは、
〔1〕処分庁が本件聴聞手続においてした本件一部閲覧拒否は行政手続法
18 条 1 項に違反し、その拒否理由の説明をしていないことが同法 20 条 2 項に違反するこ
と、〔2〕聴聞主宰者が原告ら及びその代理人の都合を考慮せず一方的に続行期日を指定し
たことが原告らの聴聞を受ける権利を侵害することから、本件各処分は、違法であると主
張するので検討する。
ア 上記〔1〕の主張について
（ア）原告らは、閲覧拒否に正当な理由がない場合やそれを説明できない場合には、当該
処分の取消事由に該当すると主張する。しかし、行政手続法 18 条が、聴聞手続の当事者等
が行政庁に対して当該事案についての調査結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因
となる事実を証する資料の閲覧を認めた趣旨は、聴聞の当事者等に調書等の関係資料の閲
覧を認めることにより、聴聞手続における意見陳述や立証活動を効果的にさせ、当事者の
防御権の行使を十全ならしめようとした点にあると解される。したがって、処分庁が書類
等の閲覧を拒否したことが当該処分の取消事由となるのは、閲覧請求の対象となった書類
等についての閲覧を認めないことに瑕疵があり、かつ、聴聞当事者の防御権の行使が実質
的に妨げられたと認められる場合に限られると解すべきである。
」
「上記各認定事実によれば、本件聴聞手続における具体的な争点は、被監査者が監査にお
いて第三者の立会いを求める権利を有するか否かという法律解釈であったこと、しかるに、
本件一部閲覧拒否部分に記載されている事項は、上記争点とは直接関係しないものであっ
たことが認められるから、本件一部閲覧拒否によって原告らの防御権の行使が実質的に妨
げられたとはいえない。
」
「イ 前記〔2〕の主張について
原告らは、本件聴聞手続において、聴聞主宰者が原告らに事前確認をせずに続行期日を
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指定したことが原告らの適正な聴聞を受ける権利を侵害すると主張する。しかし、行政手
続法 22 条 1 項は、
「主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要
があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる」と定め、同条 2 項は、
上記場合においては、「当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所
を書面により通知しなければならない。
」と定めており、同法は、聴聞主宰者の職権による
続行期日の指定のみを定め、当事者等の申立権を定めていない。
これらの規定によれば、聴聞手続における続行期日の指定は、聴聞主宰者の専権に属し、
続行期日の指定に当たり、当事者に事前確認するか否かは聴聞主宰者の裁量の範囲内の問
題というべきである。そして、本件において、聴聞主宰者がその裁量権を逸脱濫用したこ
とを窺わせるような事情はない（処分庁は、平成 20 年 1 月 8 日を続行期日として指定した
後、A 弁護士から都合がつかないとの申出があったことから続行期日の日程調整を行ってい
る（弁論の全趣旨）が、これは裁量権の逸脱濫用の評価障害事由に当たる。
）ことからすれ
ば、聴聞主宰者が原告らに事前確認をせずに続行期日の指定をしたことが違法であるとは
いえず、原告らの前記〔2〕の主張も採用できない。
ウ

以上より、原告らの前記〔1〕
、
〔2〕の主張は採用できず、争点（2）に係る原告らの主

張は理由がない。
」
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イ

仮の差止め申立て

（ア）保育所廃止
【判例 49】市立保育所廃止条例制定の仮の差止申立て（第一審）
神戸地決平成 19 年 2 月 27 日（賃金と社会保障 1442 号 57 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
相手方 Y（神戸市）は、A 市立保育所（以下、本件保育所という）を平成 19 年 3 月 31
日をもって廃止する内容の条例（以下「本件条例」という。
）を制定し、その施行に伴って
本件保育所を廃止して民間の社会福祉法人に運営を移管する予定であった。そこで、同保
育所に入所していた児童及びその保護者である申立人 X らが、Y に対して、本件条例の制
定は申立人らの保育所選択権等を侵害するものであって違法である等と主張して本件条例
の制定の差止めを求める本案訴訟を提起するとともに、同条例の制定の仮の差止めを求め
た。
【決定要旨】申立て一部認容、一部却下（平成 19 年 3 月 31 日までに保育期間が終了する
児童及びその保護者の原告適格を否定）
。
認容された部分の主文は、以下の通りである。
「1 相手方は、申立人目録（1）記載の申立人らに対し、本案（当庁平成 18 年（行ウ）第
81 号事件）の第一審判決言渡しまで、神戸市立児童福祉施設等に関する条例（神戸市昭和
33 年条例第 1 号）の一部を改正する条例の制定をもってする Y 市立 A 保育所を平成 19 年
3 月 31 日限り廃止する旨の処分をしてはならない。
」
以下、仮の差止の要件についての判決理由を抜粋する。
「4 償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性の有無について
（1）行政事件訴訟法 37 条の 5 第 2 項は、仮の差止めの要件として、
「償うことのできない
損害を避けるため緊急の必要」があることを定めている。
これは、本案事件における差止判決を待っていたのでは「償うことのできない損害」を
生ずるおそれがあって、これを避けるために緊急の必要があることを要件とするものであ
るから、「償うことのできない損害」とは、差止訴訟の要件である「一定の処分又は裁決が
されることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」（同法 37 条の 4 第 1 項）よりも
損害の回復の困難の程度が著しい場合をいうものと解すべきであり、金銭賠償が不可能な
損害が発生する場合のほか、社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当
と認められるような場合を指すものと解される。
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（2）そして、前記第 3、3 のとおり、償うことのできない損害の有無を判断するに当たっ
ては、本件条例の改正に伴って相手方が措置することを予定している民間移管の内容や円
滑な移管のためにとられる予定の引継ぎや共同保育等のスケジュール等の諸般の事情を前
提とした上で、市立保育所としての本件保育所の廃止が保育児童やその保護者らに与える
影響について勘案すべきである。
」
「本件条例では平成 19 年 3 月 31 日に市立保育所としての本件保育所を廃止して同年 4 月
1 日に民間移管することとしており、この予定を貫く限り、本件保育所に本件法人の保育士
の多くを招いて引継ぎのために移管前に行うものはわずか 5 日間だけという極めて短いも
のとなっており、
（その当否は措くとしても）そもそも相手方の従前の計画においてもこれ
が 3 か月ないしは 1 か月以上であったことも併せると、5 日間といった短期間での引継ぎが
可能であるとは到底考えられない。
」
「約 90 名又はそれに近い人数の児童を一挙に引き継ぐ本件法人が、わずか 5 日程度の共同
保育及びその他の書面等による引継ぎにより、個々の児童の個性等を把握し、その生命、
身体の安全等に危険が及ぶことのない体制を確立できるとはおよそ考えられない。A 保育所
の保護者の前記意見にあるとおり、移管後、保育を補助する本件保育所の保育士は、立場
上、現在と同じように児童に接することができないであろうから、共同保育が実施される
からといって前記危険が回避できるとは考えられない。
」
「関係者の多くが反対する中、わずか 5 日間だけの移管前共同保育による本件保育所の民
間移管を強行すれば、これに伴って多大な混乱が起きる蓋然性は極めて高いものといわざ
るを得ない。
」
「本件保育所の民間移管に伴い前記のとおり申立人ら児童の生命・身体等に重大な危険
が生ずるばかりか、保護者及び児童の保育所選択に関する法的利益も侵害される。すなわ
ち、これが公法上の契約関係に基づき発生する極めて強固なものであるか、行政処分とし
て発生する範囲内の程度のものであるかはともかくとして、児童福祉法 24 条は保護者に対
してその監護する乳幼児にどの保育所で保育の実施を受けさせるかを選択する機会を与え、
市町村はその選択を可能な限り尊重すべきものとしており、これは保護者に対して保育所
を選択し得るという地位（入所後、当該保育所において、一定期間にわたる継続的な保育
の実施を受ける地位を含む。
）を法的利益として保障したものと認められること、児童自身
についても、直接の保育の対象であることから、上記の法的地位が認められるべきである
ことからして、かかる意味での保育所選択権であるというべきである。」
「本件においては、上述したように相手方から本件法人への円滑な引継ぎのために行われ
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る共同保育の計画の期間、内容及び実行可能性等について計画自体において問題があるこ
とは明らかであり、前記のような極めて不十分で実質的にみれば無きに等しい性急な共同
保育を経ただけで市立保育所としての本件保育所を廃止しこれを民間移管することは、申
立人らの保育所選択に関する法的利益を侵害するものであり、社会通念に照らして金銭賠
償のみによることが著しく不相当と認められるものというべきである。
」
「5 本案について理由があるとみえるか否かについて
（1）前記のとおり、特定の保育所に在籍する児童及びその保護者に対して保育所選択権が
認められるとしても、市町村が、その設置している当該保育所を廃止すること自体が全く
許されないわけではないというべきであり、廃止についての判断は保育所を取り巻く諸事
情を総合的に考慮した上での当該市町村の政策的な裁量判断にゆだねられているものと解
される。
」
「相手方から本件法人への円滑な引継ぎのために行われる共同保育の計画の期間、内容及
び実行可能性等については計画自体において問題があり、前記のような極めて不十分で実
質的にみれば無きに等しい性急な共同保育を経ただけで市立保育所としての本件保育所を
廃止しこれを民間移管することは、申立人らの保育所選択権を、相手方に与えられた裁量
権を逸脱又は濫用して侵害するものといわざるを得ず、本案について理由があるとみえる
場合に当たるものというべきである。」
「6 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれの有無について
本件条例の制定を仮に差止めることによって、相手方の財政計画や職員の配置計画に多
少の変動が生じることは否めないが、これが公共の福祉に重大な影響を及ぼすとまではい
えないことは明らかである。
」
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【判例 50】市立保育所廃止条例制定の仮の差止申立て（抗告審）
大阪高決平成 19 年 3 月 27 日（裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
【判例 49】の抗告審である。抗告審までの間に、Y 市は【判例 49】決定を受けて、平成
19 年 3 月 31 日に本件保育所を廃止するという当初の条例改正案を撤回し、廃止時期を Y
市規則で定めることとする条例改正案（第 2 次改正案）を議案として提出することとした。
【決定要旨】原決定取消、申立て却下。
「1 行政事件訴訟法 3 条 7 項は、
「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわ
らずこれがされようとしている場合に」
、差止めの訴えを認めるとともに、同法 37 条の 5
第 2 項で、差止めの訴えが提起された場合に仮の差止めの申立てを許容し、仮の差止めを
命じる決定の発令要件の一つとして「本案について理由があるとみえる」ことを定めてい
る。
そこで、本件申立てにおいて、本案訴訟である神戸地方裁判所平成 18 年（行ウ）第 81
号事件について、上記の「理由があるとみえる」かどうかを検討する。」
「
〔1〕相手方らが主張する本件仮の差止申立ての対象は、抗告人が本件第 1 次改正案を条
例として制定しようとしていることであるところ、
〔2〕抗告人が第 26 号議案として神戸市
議会に提出した本件第 1 次改正案は、原決定が発令されたために抗告人が撤回することに
なり、条例として制定されなかった、〔3〕それだけでなく、抗告人は、同議案と異なる内
容の本件第 2 次改正案を第 37 号議案として同市議会に提出し、同議案が条例として制定さ
れたものである。
そうすると、本件申立ての対象行為である本件改正条例の制定が、抗告人によってされ
ることがないのは確定的である（･･･）というべきである。」
「本件申立ての本案である訴訟は、行政庁である抗告人が本件第 1 次改正案を条例として
制定しようとする事実が認め難いため、差止めの対象自体が不存在であることを理由とし
て、訴えが排斥されることになる可能性が高いと認められる。したがって、本件申立てに
ついては、仮の差止め命令の発令要件である「本案について理由があるとみえる」とはい
えない上、他の発令要件である「償うことのできない損害を被ること及び同損害を避ける
ため「緊急の必要」があるとの要件も存在するとはいえないから、結局、同申立てが認容
される余地はない（なお、条例案が地方公共団体の議会で議決される前の段階における当
該条例案による条例の制定に関する仮の差止めの申立てについては、同申立ての相手方が
誰であるか、差止めの対象が何か等の問題がある上、これが当該条例制定の行政処分性の
有無の判断にも重要な関連性を有することはいうまでもないところであるが、本件におい
215

ては、前記のとおり、差止めの対象となる条例が制定されないことが確定的であるので、
上記の事項について検討するまでもなく、本件申立ては認容できない。）。
5

以上によると、本件申立ては理由がなく却下すべきであるから、これと異なる原決定は

不当であり、取消しを免れない。
よって、主文のとおり決定する。
」
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（イ）住民票職権消除
【判例 51】住民票職権消除処分の仮の差止申立て（第一審）
大阪地決平成 19 年 2 月 20 日（裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
抗告人 X は、平成 17 年 11 月より、大阪市西成区にある A を住所として西成区の住民基
本台帳に住民として記録されているが、実際には主に A 周辺の簡易宿所で生活している。
本件当時には同様に A を住所とする建設労働者が 3000 人以上存在していた（区職員が X
らに A を住所とすることを勧めていたという事情が認定されている）
。
平成 19 年 1 月 22 日の大阪市執行会議において、生活の根拠が A にないにもかかわらず
住所と記載された住民票につき生活実態調査を踏まえて住民票の消除等を含めた適正化を
図ることが確認された。このまま市議会選挙が行われると選挙無効の原因にもなり得るこ
とから、西成区長は、A を住所としている者に対し、居住確認照会書を送付し、連絡がない
場合には住民票を職権により消除するとした。
そのため、申立人 X が、西成区長が住民基本台帳法 8 条に基づき職権により行おうとし
ている申立人の住民票の消除処分の差止めを求め、同時に、消除処分の仮の差止めを求め
ている事案である。
【決定要旨】申立却下。
「3 本件申立てについて適法な本案訴訟の係属を欠くか（争点〔1〕
）
（1）仮の差止めの申立てと適法な本案訴訟の係属
相手方は、仮の差止めが認められるためには、本案訴訟である差止めの訴えが適法に係
属していなければならないところ、本件消除処分がされることにより重大な損害を生ずる
おそれがあるとは認められず、また、その損害を避けるため他に適当な方法があると認め
られるから、本案訴訟は不適法であり、したがって、本件仮の差止めの申立ては適法な本
案訴訟の係属を欠き不適法である旨主張する。
行政事件訴訟法 37 条の 5 第 2 項は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差
止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避け
るため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申
立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる
ことができる旨規定している。同項の規定の文言に加えて、同項の仮の差止めの制度は、
差止めの訴えの本案判決の確定を待っていたのでは償うことのできない損害を生ずるおそ
れがある場合に迅速かつ実効的な権利利益の救済を可能にするため、一定の要件の下で、
行政庁が当該処分をすることを事前に仮に差し止める仮の救済の制度として法定されたも
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のである趣旨に照らすと、仮の差止めの申立ては、本案訴訟である差止めの訴えが適法な
訴えとして提起されていることをその適法要件としていると解される。」
「
（2）本案訴訟と「重大な損害を生ずるおそれ」の有無」
「住民票の消除がされると、住民基本台帳法 15 条 2 項、公職選挙法 29 条 1 項の規定に基
づく市町村長からの通知に基づいて同法 27 条 1 項の規定による住所を有しなくなった旨の
表示がされ、その後さらに同法 28 条 2 号の規定により選挙人名簿から抹消されることによ
り、その者の選挙権の行使が制限されることになるところ、住民票の消除は同法 27 条 1 項
の規定による住所を有しなくなった旨の表示をするための法律上の要件とはされていない。
しかしながら、住民票の消除は、住民基本台帳法 24 条に基づく転出届等に基づき又は職権
によりその者が市町村の区域内に住所を有しなくなったものと認めて行うものであり、同
法上、市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は同法 10 条、12 条の
3 若しくは 13 条の規定による通知若しくは通報若しくは同法 34 条 1 項若しくは 2 項の調
査によって住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり又は住民票に誤記若しくは記載漏れが
あることを知ったときは届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録
を確保するため必要な措置を講じなければならない（14 条 1 項）などとされていることか
らすれば、住民票の消除がされた者は当該市町村の区域内に住所を有しなくなった高度の
蓋然性が存するということができる上、住民基本台帳法 15 条 2 項、公職選挙法 29 条 1 項
の各規定に照らすと、同法は住民基本台帳法 15 条 2 項に基づく市町村長からの住民票の消
除の通知に基づいて当該市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に公職選挙法 27 条 1 項の規
定による住所を有しなくなった旨の表示をすることを予定しているものということができ
る。そうであるとすれば、住民票の消除は、選挙権の行使の制限という法的効果をもたら
す行政処分ということができる。
」
「大阪市議会議員の一般選挙等の期日（投票日）として平成 19 年 4 月 8 日が予定されてい
ること、選挙の当日（公職選挙法 48 条の 2 の規定による期日前投票にあっては投票の当日）
選挙権を有しない者は投票をすることができず（同法 43 条）
、選挙権を有しない者の投票
は無効であって少なくとも当選無効の原因となることにもかんがみると、早ければ同年 3
月上旬ころ申立人について職権による住民票の消除（本件消除処分）がされる蓋然性が高
いと認められる。
そして、申立人について職権による住民票の消除（本件消除処分）がされた場合、住民
基本台帳法 15 条 2 項等に基づく市町村長からの住民票の消除の通知に基づいて大阪市選挙
管理委員会により選挙人名簿に公職選挙法 27 条 1 項の規定による住所を有しなくなった旨
の表示がされることとなって、申立人は、当該表示が誤っていることなどを明らかにする
資料の提示等があることによってその住所要件の存在を確認し得るというような特別の事
情がない限り、大阪市議会議員の一般選挙に投票することができなくなる。
」
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「本件消除処分がされた場合、申立人は少なくとも大阪市議会議員の一般選挙において選
挙権を行使することが極めて困難になるといわざるを得ないのであり、本件消除処分によ
り憲法 15 条 1 項、3 項、93 条 2 項等によって保障されている申立人の選挙権を行使する権
利が侵害されるというべきである。そして、選挙権は、上記のとおり憲法によって保障さ
れ、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別
として、当該権利又はその行使を制限することが原則として許されない国民の重要な権利
であるにとどまらず、これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得
ず、侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質
のものであることにかんがみると、本件消除処分がされることにより重大な損害を生ずる
おそれがあるというべきである。
」
「以上検討したところによれば、本件消除処分がされることにより重大な損害を生ずるお
それがあると認められるから、本案訴訟は行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項にいう「一定の
処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」の要件を満たす
ものというべきである。
のみならず、以上説示したところによれば、本件申立ては、同法 37 条の 5 第 2 項にいう
「その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損
害を避けるため緊急の必要があり」の要件をも満たすものというべきである。」
「
（3）本案訴訟と「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」」
「選挙権はこれを行使することができなければ意味がないものといわざるを得ず、侵害を
受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであ
ることなど以上説示したところにかんがみると、このような選挙後の異議の申出、審査の
申立てないし選挙訴訟の制度をもって行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項ただし書にいう「そ
の損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たるということができないことも明
らかである。
なお、公職選挙法 24 条及び 25 条は、選挙人名簿の登録に関し不服がある選挙人につい
ての異議の申出及び訴訟の制度を規定しているが、同法 27 条 1 項の規定による選挙人名簿
への住所を有しなくなった旨の表示及び同法 28 条 2 号の規定による選挙人名簿からの抹消
は、いずれも、同法 24 条 1 項の規定による異議の申出の対象とならず、したがって、同法
25 条 1 項の規定による訴訟の対象ともならないから、これらの制度をもって行政事件訴訟
法 37 条の 4 第 1 項ただし書にいう「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に
当たるということができないことも明らかである。また、他に本案訴訟について行政事件
訴訟法 37 条の 4 第 1 項にいうその損害を避けるための他に適当な方法を見いだすこともで
きない。
」
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「4

本件消除処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急

の必要があるか（争点〔2〕
）
前記 3（2）オにおいて説示したとおり、本件申立てについては、行政事件訴訟法 37 条の
5 第 2 項にいう「その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うこと
のできない損害を避けるため緊急の必要があり」の要件を満たすものというべきである。
」
「5 本案について理由があるとみえるか（争点〔3〕
）
ア

住民基本台帳法 4 条は、住民の住所に関する法令の規定の解釈は、地方自治法 10 条 1

項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならないと規定し、
同項は、市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の
住民とすると規定する。
そこで、地方自治法 10 条 1 項にいう住所の意義について検討するに、およそ法令におい
て人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をすべき特段の事由のな
い限り、その住所とは各人の生活の本拠（民法 22 条参照）を指すものと解されるところ、
地方自治法 10 条 1 項にいう住所は、これと別異に解すべき特段の事由は見いだせない。し
たがって、同項にいう住所とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い
一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、
客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決すべきものと解される。
」
「認定事実によれば、申立人は、B に滞在している間は必ず宿泊先の簡易宿所を起臥寝食の
場所としており、A を起臥寝食の場所としたことはなく、単に同所を自己あての郵便物の郵
送先として利用しているにすぎないということができるから、A 所在地が申立人の生活の本
拠、すなわち申立人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心であるとは到
底いえない。
」
なお、信義則の主張については、
「住民に関する記録を正確かつ統一的に行うという住民基本台帳制度の目的及び選挙の適
正な執行という要請を犠牲にしてもなお本件消除処分を差止めなければ正義に反するとい
えるような特別の事情があるとまでいうことはできず、本件消除処分について信義則の法
理の適用を考える余地はないといわなければならない。
」
として排斥した。
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【判例 52】住民票職権消除処分の仮の差止申立て（抗告審）
大阪高決平成 19 年 3 月 1 日（賃金と社会保障 1448 号 58 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
【判例 51】で申立てが却下されたため、X が抗告した。
【決定要旨】原決定取消、申立て認容。
決定主文第 2 項は以下の通り。
「大阪市西成区長は、抗告人に対し、大阪地方裁判所平成 19 年（行ウ）第 14 号住民票消
除処分差止め請求事件の判決確定に至るまで、仮に住民票の消除処分をしてはならない。
」
争点〔1〕
（本件執行停止申立てについて適法な本案訴訟の係属を欠くか否か）及び争点〔2〕
（本件消除処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必
要があるか否か）については、原決定を維持した。
「4 争点〔3〕
（本案について理由があるとみえるか否か）について
1）抗告人の住民基本台帳法にいう住所
ア

住民基本台帳法 4 条は、住民の住所に関する法令の規定の解釈は、地方自治法 10 条 1

項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならないと規定し、
同項は、市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の
住民とすると規定する。
そこで、地方自治法 10 条 1 項にいう住所の意義について検討するに、およそ法令におい
て人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をすべき特段の事由のな
い限り、その住所とは各人の生活の本拠（民法 22 条参照）を指すものと解されるところ、
地方自治法 10 条 1 項にいう住所は、これと別異に解すべき特段の事由は見いだせない。し
たがって、同項にいう住所とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い
一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、
客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決すべきものと解される。
」
「抗告人の住所は、大阪市××番内に所在する特定の 2、3 軒の簡易宿所のうちの主として
利用している簡易宿所ということになるはずである。
「ところが、原決定も指摘するとおり（･･･）抗告人の住所としての実体を有する簡易宿
所での住民登録が支障なく行われるとの保証の得られない現状において、（･･･）少なくと
も、上記の相手方と簡易宿所業者の組合との調整がまとまり、その調整が抗告人ら住民に
周知されるまでは、A を住所とみる余地も十分あるというべきである。」
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「本件執行停止の申立てについては、行政事件訴訟法 37 条の 5 第 2 項にいう「本案につい
て理由があるとみえるとき」に該当するというべきである。
」
「2）本件消除処分と信義則の適用について
仮に、抗告人の住所として A を認めることができないとき、相手方の本件消除処分が信
義則により許されないか否かについて検討する。
」
「抗告人が住所としての実体を有する簡易宿所を住所として支障なく住所として届出する
ことができるとの保証が得られているとはいえない現状において、A の住所が本来の住所で
ないとして、相手方が本件消除処分を行うことは信義則に反して許されないといわざるを
えない。
」
「A の所在地を住所として住民基本台帳に記録されている者の少なくとも大部分が同所に
生活の本拠を有していない蓋然性が高く、しかも、大阪市選挙管理委員会においてその事
実を認識していながら、このような者について公職選挙法 42 条 1 項の定める選挙人名簿の
被登録資格ないし同法 9 条 2 項の定める住所要件を一律に認めて大阪市議会議員の一般選
挙等におけるその投票を認めるとすれば、選挙の管理執行の手続に関する規定に違反する
ものとして、選挙無効の原因となり得るものといわなければならない。」
「しかしながら、
A を住所とする約 3000 人の者を一律に判断すべきではなく、
その中には、
実際に A に居住している者もあると推測され、大阪市内に住所を認めることができない者
も存在するかもしれないところ、抗告人は本案訴訟を提起し、本件執行停止申立事件を申
し立てたこともあって、大阪市××番内の簡易宿所が本来の住所であることが認められる
ことになったのであるから、今後、本案訴訟等において他の住所があると判明しない以上、
A に居住する住民として選挙権等を行使できることは疑いのない事実である。
したがって、少なくとも、抗告人に限ると、本件消除処分をしないと、選挙無効の原因
になる恐れはないというべきである。
その他、相手方主張の事情を掛酌しても、本件消除処分は、信義則に反して許されない
といわざるをえない。
」
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（ウ）退去強制令書
【判例 53】退去強制令書発付処分仮の差止申立て
大阪地決平成 18 年 12 月 12 日（判タ 1236 号 140 頁）
【事案の概要】
本件は、処分行政庁たる大阪入国管理局（以下「大阪入管」という。）主任審査官から、
出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）24 条 4 号イ（資格外活動）の退去強
制事由に該当することを理由に退去強制令書の発付処分がされるおそれがあるとして、そ
の差止めを求める訴訟を提起した上（本案事件）
、同訴訟の第一審判決確定まで、その仮の
差止めを求めた事案である。
【決定要旨】申立却下。
「1 償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性について
（1）行政事件訴訟法 37 条の 5 第 2 項は、仮の差止めの要件として「処分（中略）がされ
ることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があることを定め
ている。この要件は、差止め訴訟（本案訴訟）の訴訟要件である「処分（中略）がされる
ことにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」
（同法 37 条の 4 第 1 項）や、処分の執
行停止の要件である「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」（同法 25 条 2 項）
よりも加重されたものである。
その趣旨は、処分の仮の差止めが、具体的な行政処分がされる前にされるものであり、
しかも、処分の差止めの訴えに係る本案判決の前に、裁判所が行政庁が具体的な処分をす
べきでないことを仮に命ずる裁判であり、本案訴訟の結果と同じ内容を仮の裁判で実現す
るものであることから、仮の差止めにおいては、本案訴訟である差止めの訴えの要件であ
る「重大な損害を生ずるおそれ」よりも厳格な要件として、本案判決を待っていたのでは
「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあり、これを避けるために緊急の必要があ
る場合であることを要件としたものと解される。
そうすると、
「処分（中略）がされることにより生ずる償うことのできない損害を避ける
ため緊急の必要」があるといえるためには、ひとたび違法な処分がされてしまえば、当該
申立人の法的利益が侵害され、その侵害を回復するに後の金銭賠償によることが不可能で
あるか、社会通念に照らしてこれのみによることが著しく不相当と認められることが必要
であり、損害を回復するために金銭賠償によることが不相当でない場合や、処分が後に取
消判決によって取り消され、又は執行停止の決定により処分の効力、処分の続行又は処分
の継続が停止されることによって損害が回復され得るような場合には、上記要件を充足し
ないというべきである。
」
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「退去強制令書の送還部分の執行によって被る不利益は、処分がされた後に取消訴訟を提
起し、その執行停止の決定を得ることにより回避することができるし、収容部分の執行に
よって被る不利益は、申立人の主張する各事実を前提としたとしても、償うことのできな
い損害に該当するものとはいえず、社会通念上、金銭賠償による回復をもって満足するこ
ともやむを得ないというべきである。」
「退去強制令書の執行のうち収容部分について執行停止が認められないとすれば、それ
は収容部分の執行によって当該外国人の受ける不利益が「処分の執行（中略）により生ず
る重大な損害」
（行政事件訴訟法 25 条 2 項）に該当しないと判断されるからであるから、
これより要件が厳格である仮の差止めを発令する根拠とはなり得ない。また、前記のとお
り、仮の差止めは、当該処分がされた後に提起した取消訴訟の判決ないし執行停止決定を
待っていたのでは「償うことのできない損害」を生ずるおそれがあり、これを避けるため
に緊急の必要がある場合であることを要件としているのであるから、退去強制令書発付処
分がされた後、収容部分及び送還部分の各側面についての執行につきとり得る救済方法を
具体的に検討することには何ら問題はない。したがって、申立人の上記主張はいずれも採
用できない。
」
「そうすると、本件申立てには、
「処分（中略）がされることにより生ずる償うことのでき
ない損害を避けるため緊急の必要」があるとはいえないというべきである。
」
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（エ）公有水面埋め立て
【判例 54】鞆の浦公有水面埋立免許仮の差止申立て
広島地決平成 20 年 2 月 29 日（判時 2045 号 98 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、広島県福山市の鞆地区住民である申立人らが、県知事が県及び市からの本件公
有水面の埋立免許付与申請に対して公有水面埋立法 2 条に基づいて免許を付与することの
差止めを求める訴訟を本案訴訟として、同免許付与がなされれば償うことのできない損害
が生じるから、これを避ける緊急の必要があるとして、同免許付与処分の仮差止を申し立
てた事案である。
（なお、本案訴訟については、【判例 46】として前述した。
）
【決定要旨】周辺住民の景観利益を根拠に申立適格を認容したが、申立却下。
裁判所は、景観利益を有する者についての申立適格を判断するにあたり、次のように述
べて、申立適格を肯定した。
「
〔1〕公水法 4 条 1 項 3 号が、埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地
方公共団体の法律に基づく計画に違背していないかを埋立免許の基準の一つとしているこ
と、
〔2〕公水法 3 条が、埋立ての告示があったときは、その埋立てに関し利害関係を有す
る者は都道府県知事に意見書を提出することができる旨規定し、この利害関係人は、その
埋立てに関し法律上の利害関係を有する者をいうと解せられるところ、本件埋立ての施工
によって法的保護に値する景観利益を侵害される者は、上記利害関係人に当たるといえる
こと、
〔3〕瀬戸内法が、関係府県の知事が公水法 2 条 1 項の免許の判断をするに当たって
は、瀬戸内法 3 条 1 項に規定されている瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければなら
ないと規定しており、その特殊性には国民が景勝地としての恵沢を享受していることが含
まれていること、
〔4〕政府の定めた基本計画及び広島県の定めた県計画が、
「公水法 2 条 1
項の免許に当たっては、瀬戸内法 13 条 2 項の基本方針に沿って、環境保全に十分配慮する
ものとする。
」旨を定めた上、「上記埋立事業に当たっては地域住民の意見が反映されるよ
う努めるものとする。
」旨と定めていること（これは、環境影響評価法及び広島県環境影響
評価条例が適用される対象事業者となる場合に限っているものではないと解される。
）の各
点に加えて、本件埋立ての施工内容が上記認定のとおりのものであり、これにより申立人
らの上記イの景観利益が大きく侵害され、本件埋立てが施工されればこれを原状に回復す
ることはおよそ困難であることを併せ考慮すると、この景観に近接する地域内の居住者、
具体的にいえば、少なくとも申立人らが指摘する歴史的町並みゾーン内の居住者（申立人
28 番、114 番、115 番、163 番を除く。
）は、法的保護に値する景観利益を有するものとし
て、本件埋立免許について行訴法 37 条の 4 第 3 項にいう法律上の利益を有するというべき
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である。
」
そして、争点（2）
「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要」の有無）につ
いては以下の通り述べて、申立を却下した。
「
（1）行訴法 37 条の 5 第 2 項は、行政処分の仮の差止めをするためには、
「処分…がされ
ることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があることを要す
ると規定しており、これは、上記仮の差止めが、行政処分の差止めの訴えに係る本案判決
がなされる前に、行政庁に対し当該行政処分をすることを仮に禁止する裁判であり、仮に
とはいえ本案訴訟の請求が認容されたと同じ内容の効力を付与するものであることから、
高度の緊急性を要求したものと解される。
上記のような法の趣旨にかんがみると、上記の「償うことができない損害を避けるため
緊急の必要」がある場合については、当該行政処分それ自体によって直接的に発生する損
害が償うことのできないものである場合がこれに当たるのはもちろんであるが、当該行政
処分それ自体ではなくこれに基づく執行によって発生する損害であっても、それが償うこ
とのできない損害であり、かつ、当該行政処分がなされた以降間もない時期に同執行が着
手されることが見込まれる等の事情から当該行政処分がなされた後直ちに取消訴訟を提起
すると同時に執行停止を申し立てて執行停止の決定を受けたとしても、その損害の発生を
防止できない場合もこれに当たると解するのが相当である。
」
「次に、景観利益については、本件埋立てが着工されれば、焚場の埋立てなどが行われ、
直ちに鞆の浦及びその周辺の景観が害され、しかも、いったん害された景観を原状に回復
することは著しく困難であるといえる。
しかし、前提事実にあるとおり、本件埋立免許がなされた場合、埋立工事は、早くとも
本件埋立免許後 1 か月程度を経過してから着手され、場合によっては 2 か月程度が経過し
てから着工されることが予測される。この点に加えて、本件の本案である差止訴訟は、既
に当裁判所に係属し、弁論期日が重ねられ、景観利益に関する当事者の主張及び書証によ
る立証はほぼ尽くされていることを併せ考慮すると、景観利益を法律上の利益とする申立
人らは、本件埋立免許がなされた場合、直ちに差止訴訟を取消訴訟に変更し、それと同時
に執行停止の申立てをし、本件埋立てが着工される前に執行停止の申立てに対する許否の
決定を受けることが十分可能であるといえる。したがって、景観利益を法律上の利益とす
る申立人らの本件申立てについても、上記緊急の必要性があるとはいえない。」
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（オ）産廃処理業許可
【判例 55】建設廃材中間処理のための産業廃棄物処分業許可処分仮の差止申立て
大阪地決平成 17 年 7 月 25 日（判タ 1221 号 260 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、産業廃棄物を選別・破砕する中間処理施設を設置して産廃処分業を営むために A
社が廃棄物処理法 14 条 6 項に基づき Y 市長に対して許可申請をしたところ、近隣住民であ
る原告 X1 らと隣接する敷地で食品加工業を営む会社 X2 が Y に対し、被告は本件申請に対
し許可をしてはならない旨の差止めを求めて提訴するとともに、行訴法 37 条の 5 第 2 項に
基づいて仮差止を申立てた事案である。
【決定要旨】住民の申立適格は認めたが、申立却下。
「産業廃棄物の処理に対する規制を定めた廃棄物処理法の趣旨、目的に加えて産業廃棄
物が法令の規制に従って適正に処理されない場合に害されることとなる利益の内容、性質
やその程度、態様等にかんがみれば、廃棄物処理法 14 条 6 項は、単に公衆の生命、身体の
安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、産業廃棄物の処
分業の用に供する施設の周辺において生活する者であって、当該施設において産業廃棄物
が適正に処理されなかった場合に生じる産業廃棄物の飛散、流出、地下への浸透、悪臭の
発散又は排ガス、排水、騒音、振動等により直接的かつ重大な被害を受けることが想定さ
れる範囲の個々人の生命、身体の安全等をも保護すべきものとする趣旨を含むと解するの
が相当である。そうであるとすれば、このような範囲内において生活する者は、都道府県
知事が廃棄物処理法 14 条 6 項に基づく許可をしてはならない旨を命ずるにつき法律上の利
益を有する者として、当該許可の差止めの訴えの原告適格及び当該訴えを本案とする仮の
差止めの申立て適格を有するものというべきである。
そして、当該範囲については、当該産業廃棄物の処分業の用に供する施設の種類、構造、
規模等、当該処分業に係る産業廃棄物の種類、量、処分の態様、周囲の地形、地質等を総
合考慮の上、社会通念に照らし、合理的に判断すべきである。
なお、以上説示したような廃棄物処理法の趣旨、目的等からすれば、廃棄物処理法 14 条
6 項の規定が、上記範囲内において生活する者の生命、身体の安全等とは別に、当該範囲内
において個々人が有する所有権、事業を営む者の営業上の利益その他の財産上の権利、利
益をも保護すべきものとする趣旨をも含むものと解することはできないというべきであ
る。
」
以上のように述べた後、周辺住民については申立適格を認めたが、隣接する食品加工会
社 X2 の申立適格を否定した。
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次に、X1 らについて、行訴法 37 条の 5 第 2 項にいう本件申請に対する許可処分がされ
ることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるということが
できるか否かについては、以下のように述べて否定した。
「本件リサイクルセンターの構造、設備、本件リサイクルセンターにおいて処分するこ
とが予定されている産業廃棄物の種類、量、本件リサイクルセンターにおいて行われるこ
れら産業廃棄物の処理の方法、態様、処理の過程で用いられる設備機器の種類、能力等に
照らすと、それ以上の疎明を欠く本件においては、本件リサイクルセンターにおいて産業
廃棄物が適正に処理されなかった場合に生じる粉じんの飛散、汚水の流出や地下への浸透、
騒音及び振動等が、申立人ら 5 名の生命、健康を著しく害するような性質のものであると
までは認め難いというべきである。
そうであるとすれば、申立人ら 5 名について、本件申請に対する許可処分がされるこ
とにより、その生命、身体の安全等に対し償うことができない損害が生じるものと認める
ことは困難である。
」
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（カ）ぱちんこ遊技場営業許可
【判例 56】近隣歯科医院管理者による風営法上のぱちんこ遊技場営業許可仮の差止め申立
て
大阪地決平成 18 年 8 月 10 日（判タ 1224 号 236 頁、裁判所ウェブサイト）
【事案の概要】
本件は、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律 5 条 1 項の規定に基づきなさ
れたパチンコ店の営業許可申請について、当該店舗近隣の歯科医院の管理者である X が、
その許可処分の差止めの訴えを提起するとともに、仮の差止めを申し立てた事案である。
【決定要旨】申立却下。
「3 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか否かについて
（1）行政事件訴訟法 37 条の 5 第 2 項は、仮の差止めの要件として「処分…がされること
により生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があることを要求してい
る。この要件は、差止め訴訟の本案の訴訟要件である「処分…がされることにより重大な
損害を生ずるおそれがある場合」より加重されているほか、処分の執行停止の要件である
「重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合」
（同法 25 条 2 項）や、平成 16 年法律第
84 号による改正前の行政事件訴訟法における執行停止の要件である「回復の困難な損害を
避けるため緊急の必要がある場合」よりも更に加重されたものである。
その趣旨は、処分の仮の差止めが、具体的な行政処分がされる前にされるものであり、
しかも、処分の差止めの訴えに係る本案判決の前に、裁判所が仮に行政庁が具体的な処分
をすべきでないことを命ずる裁判であり、本案訴訟の結果と同じ内容を仮の裁判で実現す
るものであることから、そのような救済に相応しい高度の緊急性を要求したものであると
解される。
そうすると、
「処分…がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊
急の必要」があるといえるためには、ひとたび違法な処分がされてしまえば、当該私人の
法律上保護された利益が侵害され、その侵害を回復するに後の金銭賠償によることが不可
能であるか、これによることが著しく不相当と認められることが必要であり、損害を回復
するために金銭賠償によることが不相当でない場合や、処分が後に取消判決によって取り
消され、又は執行停止の決定により処分の効力、処分の続行又は処分の継続が停止される
ことによって損害が回復されるような場合には、上記緊急の必要性は認められないという
べきである。
（2）そこで、申立人に上記（1）の意味における「処分…がされることにより生ずる償う
ことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるといえるかどうかを検討する。
申立人は、本件申請に対する許可処分がされれば、周辺の静穏が回復できないほど破壊
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されるとともに、本件診療所が環境変化を嫌った顧客を失い、回復不可能な経営上の損害
を被ると主張する。
この主張は、自己が管理する診療所に係る制限地域内に風俗営業が許可されることによ
り、善良で静穏な環境の下で円滑に診療所の業務を運営するという法律上保護された利益
（最高裁判所平成 6 年 9 月 27 日第三小法廷判決・裁判集民事 173 号 111 頁参照）が侵害さ
れることが「処分…がされることにより生ずる償うことのできない損害」であり、これを
避けるための緊急の必要がある旨を主張するものと解される。
しかし、仮に本件申請について許可処分がされ、それが違法なものであったとしても、
それによって直ちに本件診療所周辺の環境が不可逆的に著しく悪化するとはいえず、営業
許可がされ、本件営業所の営業が開始された後においても、その後取消訴訟によって営業
許可が取り消され、あるいは執行停止によって営業許可の効力が停止されれば、その時点
で本件営業所は営業ができなくなり、当該許可処分以前の環境を回復することは可能であ
ると解される。申立人は、ひとたび許可処分がされてしまえば、本件営業所周辺で静謐な
環境が破壊され、後に許可処分が取り消されても回復することが極めて困難であると主張
するが、そのような事情を認めるに足りる疎明はない。また、その他、本件営業所に係る
営業許可がされることによって、本件診療所の運営基盤に金銭賠償によっては償い得ない
ほどの深刻な影響を及ぼすおそれがあることを窺わせるに足る疎明もない。
以上の説示に加え、そもそも本件建物がＪＲ東海道本線高槻駅南側バスターミナルに面
し従前から存在する大型の商業用建物であり、商業地域に位置していること、本件営業所
が地上ではなく地下にあり、騒音等の被害が周辺に及びにくいと推測されること等の事情
をも併せ考えれば、本件営業所に係る風俗営業の許可処分がされることにより生ずる償う
ことのできない損害を避けるため同処分を仮に差し止める緊急の必要があると一応認める
ことはできないといわざるを得ない。
4

結論
以上によれば、その余の要件について検討するまでもなく、本件申立ては却下を免れな

い。
」
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第４章
裁決例等要旨集
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第４章 裁決例等要旨集
【凡例】
第２章事例解説においてとりあげた裁決例等（審査請求に対する裁決及び異議申立てに
対する決定）につき、
【事案の概要】
、
【裁決要旨（決定要旨）
】を収録した。

【裁決 X】 概要
【事案の概要】
【裁決要旨（決定要旨）
】 論点についての結論及び主文についての解説
裁決例等の抜粋

【事案の概要】
、
【判決要旨（決定要旨）
】における下線は、編集者による。また、提供時に
既にマスキングがされていた箇所については、●や○で伏せ字扱いとしている。
なお、
【被引用裁判例１】
、
【被引用裁判例２】については、第３章掲載裁判例と同様に裁
判例インデックスに収録した。
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第４章 裁決例等要旨集
１．処分性
ア

不服申立制度の範囲

【裁決 1】高等学校教諭の転任と情報開示
【事案の概要】
高等学校教諭である X が、Y 県教育委員会から、A 全日制高校から B 通信制高校への転
任を命じられたことに対し、
「不服申立制度の趣旨は意に反する不利益な処分を受けたと思
う職員が不服を申し立てることを保障する趣旨であり、その処分を取り消すことによる明
確な法律上の利益が無くても、当該職員が利益を得ると考えるならば、その不服申立ては
適法・正当なものである」等主張して、転任命令の取消しを求めるほか、X に対する転任の
決定が恣意的、意図的、差別的なものではなかったのかとの疑念から、転任が決定される
に至った経緯や他の教職員の異動がどのような判断の下になされたのかなどの情報の開示
を要求する審査請求をした。
【決定要旨】不服申立てを却下。
「地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 49 条の 2 第 1 項の規定から明らかなように、
人事委員会に対し行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)による不服申立てをすることが
できるのは、地方公務員法第 49 条第 1 項に規定する「懲戒その他その意に反すると認める
不利益な処分」を受けた職員に限られる。」
そして、この「不利益な処分」とは、「行政不服審査法による不服申立てが事後的救済の
制度であり、行政争訟手続の一部を構成するものであることを考慮すれば、ただ単にその
意に反するだけでは足らず、法律上の利益を侵害する処分と解するのが相当であり、その
判断に当たっては、みだりに個人的事情を導入することなく、地方公務員としての身分、
地位を基準とすべきである。
よって、転任処分は、それが身分、給料等に不利益を生ぜしめるものではなく、客観的
又は実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等において何らの不利益を伴うものでないよ
うな場合は、特設の事情が認められない限り、処分の取消しを求める法律上の利益を認め
ることができないものというべきである(昭和 61 年 10 月 23 日最高裁判所判決(昭和 55 年(行
ツ)第 78 号)同旨)。
」
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「勤務内容は、本件処分が全日制課程から通信制課程への異動であって、授業形態の変
更に伴い担当授業時間数が減少するなど、その内容に変更はあるものの、これは課程間の
異動に伴い通常生じた事実上の変化であって、そのことは、勤務する学校の範囲として全
日制課程のほか通信制課程も含まれるとする県立高等学校の教員である以上、当然受忍し
なければならない範囲内のものと考えられ、このような変更が生じたからといって不利益
を伴うものということはできない。
よって、客観的又は実際的見地からみて勤務場所、勤務内容の異動等に不利益が存在す
るものと認めることができない。
」
「本件処分は、申立人の身分、給料等に不利益を生じさせるものではなく、また、申立
人の勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものではない。その他本件処分によって申立人
の法律上保護されるべき利益を侵害すると認めるべき特設の事情も見当たらず、申立人に
本件処分の取消しを求める法律上の利益を肯認することはできない。
」
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イ

成熟性

【裁決 2】道路交通法違反による点数付加行為の処分性
【事案の概要】
申立人 X が Y 県××付近道路において道路交通法違反（進路変更禁止）をしたことによ
り付された点数（1 点）の取消しを求めて行われた異議申立てである。
【決定要旨】異議申立て却下。
「本件異議申立ての対象である違反点数(1 点)の付加に関しては、
『点数付加行為は、運転免許の取消し又は効力の停止処分と結びつくことによっては
じめてその不利益性が顕在化するのであるから、あくまでも上記処分に前置されるに
過ぎないものと解すべきである。もちろん、重大な違反等の場合には、1 回限りの点数
付加によって、運転免許の取消し又は効力停止処分がなされることはあり得るが、そ
の場合においても、運転免許の取消し又は効力停止処分以外に点数付加行為自体を処
分として捉えなければならないというものではない。（中略）
以上によれば、本件点数付加行為は、いかなる意味においても、国民の権利義務に直
接の影響を与えるものとはいえないから、取消訴訟の対象である行政処分には当たら
ないというべきである。
』(福岡高等裁判所平 17(行コ)第 30 号平 18.4.27 第 3 民事部判
決)
との裁判例からも明らかなとおり、点数の付加行為のみでは処分性は無い。
したがって、本件異議申立ては不適法なものとして却下を免れず、主文のとおり決定する。」
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【被引用裁判例 1】タクシー運転手に対する道交法違反の点数付加行為
福岡高判平成 18 年 4 月 27 日（判タ 1223 号 141 頁）
【事案の概要】
本件は、タクシー会社に勤務するタクシー運転手である X が、平成 16 年 2 月 27 日付け
でした道路交通法に基づく点数の付加行為（駐停車禁止場所停車による 2 点）は、控訴人
に対して弁明、反論の機会を与えないままになされたもので違法であるなどとして、被控
訴人に対し、上記点数付加行為の取消しを求めたものである。
駐停車違反については、X は、不起訴処分となった。その後、個人タクシー事業の許可を
申請するために九州運輸局自動車交通部旅客第 2 課（担当課）の窓口を訪れたところ、
「運
転記録証明書」の提示を求められた。担当課においては、過去 3 年以内に道路交通法の違
反による点数（反則点）が 2 点以上付加されている場合には、九州運輸局長の定めた審査
基準公示の規定からして個人タクシー事業の許可が見込めないこととなるから、同許可申
請書用紙の交付にも応じない取扱いとなっており、X が運転記録証明書を担当課の係官に提
示したところ、個人タクシー事業の許可申請はできない旨告げられ、所定の申請書用紙の
交付を受けられなかった。
X は、
「個人タクシー事業の許可を得ようとする者は、反則点が付加されることによって
無反則要件を満たさないことになり、同許可を得られなくなるという法的効果を生じる。
すなわち、地方運輸局長による個人タクシー事業の許可の可否についての判断が、無反則
要件の存在によって、個人タクシー事業の許可権限を持たない公安委員会の判断に拘束さ
れる構造となっている。
」と主張して、最判平成 16 年 4 月 26 日判決（【判例＊】）とパラレ
ルに考えられるべき事案であると主張した。
【判旨】処分性を否定して訴え却下。
「道路交通法 103 条 1 項、同法施行令 38 条 5 項所定の反則点制度は、運転免許を受けた者
が同法に違反したときその他所定の場合において当該行為を点数で評価し、その累積点数
が所定の点数に達したときは、公安委員会において、その者の運転免許を取消し、又は運
転免許の効力を停止する処分をすることができるという制度である。
このように、反則点数が累積すると運転免許の取消しや効力停止という結果がもたらさ
れるのであるから、個々の点数付加行為もそのような不利益な結果（処分）を内在させて
いるということは承認しなければならない。しかしながら、点数付加行為は、運転免許の
取消し又は効力停止処分と結びつくことによってはじめてその不利益性が顕在化するので
あるから、あくまで上記処分に前置されるに過ぎないものと解すべきである。もちろん、
重大な違反等の場合には、1 回限りの点数付加によって、運転免許の取消し又は効力停止処
分がなされることはあり得るが、その場合においても、運転免許の取消し又は効力停止処
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分以外に点数付加行為自体を処分として捉えなければならないというものではない。
」
「（3）他方、個人タクシー事業の許可に関する判断に当たっては、上記のとおり審査基準
があり、その 1 つとして無反則要件が規定されているのであるから（前提事実（4）イ）
、
個人タクシー事業の許可を申請しようとする者で、無反則要件を満たさない者は、仮に運
転免許の効力に何ら影響しない程度の反則点しか付加されていない場合であっても、個人
タクシー事業の許可を受けられないことにならざるを得ない。
しかしながら、道路運送法上は、個人タクシー事業の許可は、国土交通大臣による許可
にかからしめられているところ、同許可に際しては同法 6 条所定の基準に適合するかどう
かの審査をすることが求められているにとどまるのであって（前提事実（4）ア）
、そこか
ら論理必然的に無反則要件のような審査基準が導かれるわけではない。審査基準は、国土
交通大臣の委任を受けた九州運輸局長において、道路運送法 6 条の限度で認められた行政
裁量の範囲内において、その許可権限を運用するに当たっての基準を具体化したものに過
ぎない。
そうすると、無反則要件所定の点数の反則点を付加された者が個人タクシー事業の許可
を得られないのは、地方運輸局長が無反則要件を含む審査基準を定立し、それに依拠して
道路運送法上認められた許可権限を行使していることによる事実上の結果にほかならない
というべきであって、それが同法 6 条 3 号所定の基準適合性の判断から直ちに導かれるも
のではなく、もとより点数付加行為自体からもたらされる結論というわけではないのであ
る。
してみると、公安委員会のする点数付加行為が、国土交通大臣又はその委任を受けた地
方運輸局長による個人タクシー事業の許可権限の行使を法的に拘束するという関係にはな
いことは明らかであるものといわなければならない。
（4）以上によれば、本件点数付加行為は、いかなる意味においても、国民の権利義務に直
接の影響を与えるものとはいえないから、取消訴訟の対象である行政処分には当たらない
というべきである。
」
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ウ

金銭賦課処分と通知

【裁決 3】土地区画整理の清算金通知処分と清算金見直しを求める審査請求
【事案の概要】
A 市 B 地区土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)の施行者である Y 市（以下「処
分庁という。)は、土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号。以下「法」という。)第 103 条
第 1 項の規定に基づき、平成 20 年 5 月 26 日付けで審査請求人(以下「請求人」という。)
の所有する Y 市××所在の地積 95.25 平方メートルの土地について、換地として、同市△
△の地積 178 平方メートルの土地を指定するとともに、徴収すべき清算金として●●●万
円（以下「本件清算金」という。)を定める換地処分をした。
その後、処分庁は、確定した清算金を徴収するため、平成 20 年 10 月 27 日付けで、請求人
に対し清算金通知（以下「本件通知」という。）を行った。請求人 X は、
「本件通知におけ
る清算金の見直し及びそれに準じる措置を求める」として、C 県知事(以下「審査庁」とい
う。)に審査請求(以下「本件審査請求」という。)を提起した。
請求人は、審査請求の理由として、区画整理の準備段階における清算金についての市の説
明不足、清算金の予想金額の提示がなかったこと、清算金発生については曖昧な説明しか
受けておらず、数百万円の清算金の説明を受けていたら承諾しなかった事項であると述べ
ている。
【裁決要旨】清算金通知についての処分性を否定し、換地処分についての不服と理解して
も不服申立期間を経過しているものとして審査請求却下。
「1 本件通知における清算金の見直しを求める部分について
請求人は、本件通知において、本件清算金の見直し及びそれに準ずる処置を求めています。
ところで、請求人が審査請求において求めることができるのは、行政不服審査法(昭和 37
年法律第 160 号。以下「審査法」という。)第 40 条第 3 項の規定により、処分の全部又は
一部の取消しに限られます。よって、当審査庁に対して、それら以外の事項について求め
ることはできないため、清算金の見直し及びそれに準ずる処置を求めることはできません。
しかしながら、処分の見直しは、処分の取消しを求めるものと解することができるため、
以下そのように解し述べることとします。」
「2 清算金の額についての不服について
請求人は、要するに清算金の額についての不服を述べており、本件通知において、清算金
処分の取消しを求めています。
ところで、審査法第 4 条第 1 項の規定によると、審査法による不服申立ては、行政庁の処
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分について不服がある場合に;することができるとされているところ、審査法にいう行政庁
の処分とは、一般に、行政庁が優越的な意思の主体として、法令に基づき、国民に権利を
設定し、その他具体的に法律上の効果を発生させる行為をいうものと解されます。
そこで、本件通知が審査法にいう処分に該当するものであるか否かについて検討してみま
す。本件通知における清算金の額は、処分庁が平成 20 年 5 月 26 日付けで請求人に対して
行った換地処分(本件処分)によって定められ、法第 104 条第 8 項の規定により、本件事業に
係る換地処分の公告が行われた平成 20 年 9 月 12 日の翌日において確定したものです。そ
して、本件通知は、確定した清算金額を任意に通知したものにすぎません。したがって、
本件通知は、それ自体何ら法律上の効果を発生させるものではなく、審査法上の処分に該
当するものということはできず、本件通知によって審査法上の不服申立てをすることはで
きず、本件審査請求は、不適法なものといわざるを得ません。」
「3 審査請求期聞について
しかしながら請求人は、清算金の額について不服を述べでいるので、この請求人の主張を
換地処分(本件処分)の取消しと解する余地もあるため、以下この点について判断します。
ところで、審査法第 14 条第 1 項本文の規定によると、審査請求は、処分があったことを知
った日の翌日から起算して 60 日以内にしなければならないとされていますが、当審査庁の
調査によれば、請求人は平成 20 年 5 月 31 日に本件処分である換地処分通知を受領した事
実が認められます。このことから、本件処分に対し審査請求するならば、本件処分があっ
たことを知った日である平成 20 年 5 月 31 日の翌日から起算して 60 日目である平成 20 年
7 月 30 日までに審査請求を提起しなければならないととろ、本件審査請求書は平成 21 年 1
月 12 日(宅配便の受付日)に送付されていることから、審査請求期間を過ぎて提起されたも
のであることが認められます。
また、審査法第 14 条第 1 項ただし書き及び同条第 2 項の規定によると、天災その他審査請
求をしなかったことについてやむをえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日
から起算して 1 週間以内に審査請求をしなければならないとされています。この場合にお
ける「やむをえない理由」とは、天災等請求人が審査請求をするにつき、通常用いられる
と期待される注意をもってしても避けることのできない客観的な事由をいうものと解する
のが相当です。
この点についてみてみると、本件処分である換地処分通知には、本件処分があったことを
知った日の翌日から起算して 60 日以内に C 県知事に審査請求できる旨等の教示がなされて
おり、また、審査請求期間を過ぎて提起されたことにつき特段の事情は認められません。
よって、本件審査請求は、不適法なものといわざるを得ません。
なお、本件通知には、
「この通知について不服があるときは、この通知を知った日の翌日か
ら起算して 60 日以内に愛知県知事に審査請求できる。
」等の教示がありますが、前記 2 の
とおり本件通知により審査法上の不服申立てをすることはできませんので、この点につい
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ては、処分庁の誤りといわざるを得ません。しかし、審査法における誤った教示に対する
救済の規定は、
「審査庁を誤った場合」と「審査請求期間を誤った場合」についてのみある
ものであります。したがって、処分でないものは、たとえ教示があったからといって審査
請求をすることはできないことを申し添えます。
」
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エ

生活保護

【裁決 4】生活保護の支給方法の変更の処分性
【事案の概要】
生活保護受給者である請求人 X が、生活保護変更決定処分と併せて行われた生活保護費
の支給方法の変更（口座振込から事務所払いへ）の理由に納得がいかないと主張し、支払
方法を変更の取消しを求めて行われた審査請求である。
【裁決要旨】審査請求却下。
「処分庁は、審査請求人に対して介護保険料加算の認定変更を内容をとする処分を行って
いること、また、生活保護費の支給方法を口座振込から事務所払いに変更する通知を行っ
ていること、その後審査請求人は Y 市福祉事務所において生活保護費を受領したことが認
められる。
処分庁が行った本件処分の内容は、介護保険料加算の認定変更であると認められるが、審
査請求人は、本件処分を生活保護費の支給方法を口座振込から事務所払いに変更するもの
としている。
しかしながら、行政不服審査法の対象となる行政庁の処分は公権力の行使として行われる
事実行為を含む法律行為をいうが、生活保護費の支給方法の変更は、生活保護法上の権利
や利益を変更するものではないことから、行政処分に当たらず、審査請求の対象とはなら
ない。
したがって、この審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在しないことから、不適法
なものとして却下を免れない。
」
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【裁決 5】生活保護と自動車保有の申出
【事案の概要】
本件は、生活保護受給者である請求人 X が、自動車の保有及び使用を認めてほしい旨の
申請をしたが却下されたと主張してなされた審査請求である。
【裁決要旨】処分性を否定、審査請求却下。
「本件審査請求の理由について、請求人は、次のとおり主張しているものと解されます。
請求人は、平成 24 年 2 月 20 日に処分庁に対し、自動車の保有及び使用を求める申請を行
ったが、その後、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。)第 24 条第 3
項に基づく決定通知を受けておらず、法第 24 条第 4 項の規定に従い、申請が却下されたも
のとみなされる。しかし、請求人は身体障害者であり、通院や介護事業の再開のため自動
車が必要であるから自動車の保有及び使用を認めるべきである。従って、処分庁の生活保
護申請却下処分を取り消すとの裁決を求める。」
（5）
「これら[引用註：法第 7 条、第 8 条、第 11 条及び第 24 条の規定]を本件についてみ
ると、(1)[引用註：法 7 条、行政手続法第 2 条第 3 号]による申請は(3)[引用註：法第 11 条]
により定められた保護の種類について行うものであるところ、
「自動車の保有及び使用を認
めること」は、これらの扶助には該当しないことから、請求人が処分庁に対し本件申請書
を提出した行為は、(1)による申請とはいえません。
したがって、(4)[引用註：法第 24 条 1 項及び第 4 項]により申請から 30 日以内に決定通知
がないことについてみなし却下処分があったとする請求人の主張には理由がありません。
」
「法第 64 条によると、
「第 19 条第 4 項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関す
る事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関す
る処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。」とされていますが、
本件審査請求においては、(5)により対象となる処分がありませんから、請求人は審査請求
を提起することはできません。
」
「したがって、要件審理の結果、本件審査請求は、不服申立ての対象となる処分庁の処分
等が存在せず、不適法ですから、行政不服審査法(昭和 37 年法律 160 号)第 40 条第 l 項の規
定を適用して、主文のように裁決します。」
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【裁決 6】生活保護受給者に対する口頭での指導・指示の処分性
【事案の概要】
本件は、A 福祉事務所長が、生活保護開始決定を受けた請求人に対し行った口頭による指
導又は指示(以下「本件指導」という。)の取消しを求める事案である。
【裁決要旨】処分性否定、審査請求を却下。
「審査請求の対象は、行政庁の処分(行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号。以下「行審
法」という。)第 4 条第 1 項)とされるところ、ここでいう行政庁の処分とは、公権力の主体
たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し
又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和
39 年 10 月 29 日第一小法廷判決参照)。また、行政庁の処分には、公権力の行使に当たる事
実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれる
ものとされる(行審法第 2 条第 1 項)。
これを本件審査請求についてみると、本件指導は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。
以下｢法｣という。
）第 27 条第 1 項の規定によるものであるが、口頭による指導又は指示に
すぎないから、書面による場合(法第 62 条第 1 項、第 3 項、生活保護法施行規則(昭和 25
年厚生省令第 21 号)第 19 条)と異なり、直接、請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確
定することが法律上認められているものではなく、また、公権力の行使に当たる事実上の
行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものでもない。
したがって、本件指導は、審査請求の対象となる行政庁の処分ではない。
よって、本件審査請求は、不適法であり、却下を免れない。
」
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【裁決 7】生活保護の文書でした指導・指示の処分性
【事案の概要】
請求人 X は、生活保護の申請を行ったところ、申請時に車の廃棄等の話になり、車検切
れになっており、廃棄するお金もないと請求人が主張すると、処分庁の担当者は、生活保
護の決定後に、廃棄費用を少しずつ貯めてから廃棄すればよいのではないかと述べた。そ
の後、保護開始決定書と同時に、車検切れ状態の自動車を売却・処分することを求める文
書指示書が送付されてきたため、
「指示書交付処分を取り消す」との裁決を求めている。
なお、請求人 X は秋田地判平成 5 年 4 月 23 日（判時 1459 号 48 頁）
（【被引用裁判例 2】
として後掲）を示して、指導指示書の交付は処分に当たると主張している。
【裁決要旨】処分性否定して審査請求却下。
「平成 5 年 4 月 23 日秋田地方裁判所判決(平成 2 年(行ウ)第 1 号、保護変更処分取消等請求
事件)を示し、本件指導指示は不服申立ての対象となる処分であると主張しているが、行政
事件訴訟法において、処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決
をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法第 33 条第 1 項)ものとされて
いる。
一方で、生活保護に係る事務は法定受託事務であり、国がその責任と権限をもって保護
基準や処理基準等、制度の枠組みを決定し、地方自治体はその基準に従って事務を実施す
るものである。
指導指示については「生活保護問答集について」(平成 21 年 3 月 31 日付け厚生労働省社
会・援護局保護課長事務連絡)問 11-20 により、
「法第 27 条に規定する指導指示は、被保護
者に受忍義務を負わせるものであるが、それによって国民の権利・義務、その他法律上の
利益に直接影響を及ぼすものではないので不服申立ての対象となる行政庁の処分その他公
権力の行使に当たる行為であるとはいえず、文書でなされるか否かにかかわりなくこれに
対して不服申立てを提起することはできない。不服申立ての対象となるのは、文書でなさ
れた指導、指示に違反したことにより、保護の変更、停止又は廃止の処分がなされた場合
の当該保護の変更、停止又は廃止の処分である。
」とされている。
したがって、本件指導指示は不服申立ての対象となる行政庁の処分その他公権力の行使
に当たる行為とは認められず、本件審査請求は不適法なものとして却下を免れない。
以上のとおり、本件審査請求は不適法であることから、行政不服審査法(昭和 37 年法律第
160 号)第 40 条第 1 項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。」
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【被引用裁判例 2】 生活保護法 27 条 1 項の指導・指示の処分性
秋田地判平成 5 年 4 月 23 日（行集 44 巻 4=5 号 325 頁、判時 1459 号 48 頁）
【事案の概要】
本件は、生活保護を受けている原告の世帯が、収入認定された障害年金と生活保護費で
蓄えた八一万二七五三円の預貯金を保有していることに対し、被告が、うち二七万三四〇
七円を収入認定して保護費を減額する保護変更処分（生活保護法 25 条）をし、また、うち
四五万七〇〇〇円についてはその使途を弔慰の用途に限定する指導指示（同法 27 条）をし
たことから、原告が保護変更処分の取消しと、指導指示の無効確認を求めた事案である。
【判旨】指導指示の行政処分性を認め、無効と判断した。
「二 争点 2（一）
（本件指導指示の行政処分性）について
1

行政事件訴訟法三条にいう処分は、行政庁の公権力の行使といえる行為であって、個人

の法律上の地位ないし権利関係に対し、直接に影響を及ぼすものをいうと解される。
ところで、法六二条一項は、被保護者に対し、法二七条一項に基づく指導指示に従うべ
き義務を課し、更に、被保護者の右義務違反に対しては保護実施機関が保護の変更、停止
又は廃止という不利益処分を課する方法により右指導指示の内容を強制的に実現する手段
が予定されていること（法六二条三項）からすれば、右指導指示に従うべき義務は、被保
護者が負う具体的な法的義務というべきであり、これを単なる一般的努力義務と解するこ
とはできない。
被告は、法二七条一項に基づく指導及び指示は、被保護者の自由を尊重し、必要最少限
度に止めるべきものとされていること（法二七条二項）
、被保護者の意思に反して強制して
はならないものとされていること（同条三項）から、右指導指示に基づく被保護者の義務
は、一般的努力義務にとどまると主張する。しかしながら、指導指示が右のような要件で
行なわれるにしても、現実に、これがなされれば、被保護者は前記のような不利益な地位
に置かれる以上、一般的努力義務を負うにすぎないとは到底いえない。
また、被告は、右義務違反の場合における保護の変更、停止又は廃止という不利益処分
は、具体的には、保護実施機関がその裁量により必要な各処分をすることにより発生する
から、指導指示を強制的に実現する手段としては間接的なものにとどまると主張する。
確かに、法二七条一項に基づく指導指示とその遵守義務違反の場合に課せられる保護の
不利益変更との関係は被告が述べるとおりであるが、右不利益処分が右遵守義務違反を要
件として課せられるものである以上、指導指示の遵守義務が不利益処分により強制される
法的義務であると解する妨げとなるものではないというべきである。
更に、被告は法二七条に基づく指導指示は行政指導としての性格を持つとの主張をする
が、本来、行政指導とは行政庁がその所管にかかる行政事務につき一定の行政目的を達成
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するために行う、非権力的方法としての勧告、警告等の事実的な行為を指称するものであ
るから、法二七条に基づく指導指示のごとく、明文の法令の根拠に基づき、国民に一定の
法的義務を課する行為がこれに含まれないことは明らかである。
2

もっとも、法二七条に基づく指導指示であっても、場合によっては、その内容が被保護

者に対し一般的抽象的に生活上の努力義務を課するにとどまることもあり得るし、その場
合には、右指導指示に従うべき義務の性質が抽象的な努力義務となることもあり得る。
しかしながら、本件の場合についてこれを見るに、〈書証番号略〉
（本件指導処分の通知
書の原案）によれば、本件指導指示の内容は、本件預貯金中四五万七〇〇〇円について弔
慰の目的以外の支出を禁止するものであると認められるから、抽象的努力義務を定めたに
すぎないとは到底いえない。
3

以上によれば、本件指導指示は原告の法律上の地位に直接に影響を及ぼす行政処分とい

うことができる。
」
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２．理由の提示（手続の不当性含む）
ア

理由の提示
（ア）生活保護申請却下処分

【裁決 8】生活保護申請却下処分の理由附記
【事案の概要】
生活保護申請却下決定の通知書に「稼働能力の不活用による。」との理由のみが附記され
ており、処分の根拠法規が不明であったために、申請した X は不服として審査請求を提起
した。
【裁決要旨】保護申請却下処分を取り消す。
「(ア)処分理由の附記についての法の仕組み
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下｢法｣という。
） 第 24 条第 2 項は、保護開始の
申請に対する決定の通知書(同条第 1 項)には、決定の理由を附さなければならないことを規
定しているところ、一般に、法律が行政処分に理由を附記すべきものとしている場合に、
どの程度の記載をなすべきかについては、処分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の
趣旨・目的に照らして決するべきであるとされている(最高裁昭和 38 年 5 月 31 日第二小法
廷判決参照)。
そして、同条第 2 項の規定の趣旨は、①申請書に記載されている主張、期待と決定の内容
とが相違する場合であっても、当該保護が法令の定めるところにより最も妥当、適正に決
定されたものであることを申請者に十分理解させるため、②本法における保護の趣旨がど
こにあるかを、その決定を通じて申請者に理解させ、いたずらに申請者を疑心暗鬼に駆り
立てることなく、申請者と保護の実施機関との間において意思の疎通を図らせるため、③
もし申請者が不服の申立てをする場合には、それが単純、容易に行われるようにするため
等である。かかる同項の規定の趣旨に照らすと、保護開始の申請に対する却下処分の通知
書に附記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して保護開
始の申請に対する却下処分がなされたかを、申請者においてその記載自体から了知し得る
ものでなければならず、この理由の記載を欠く却下処分は取消しを免れない(最高裁昭和 60
年 1 月 22 日第三小法廷判決参照)。
」
「(イ)本件通知書における理由附記について
本件通知書には、その決定の理由として、「稼働能力の不活用による。
」と記載されている
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にとどまり、かかる記載では、いかなる事実関係に基づいて稼働能力の不活用と判断し、
いかなる法規を適用して本件申請を却下したのかを本件通知書の記載自体から請求人にお
いて了知することはできない。
よって、本件処分の通知書は法第 24 条第 2 項に規定する理由の附記を欠く違法なものであ
ると認められ、本件処分は取消しを免れない。」
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【裁決 9】生活保護却下決定の理由提示（母と同一世帯申請した後の単身世帯申請）
【事案の概要】
審査請求人 X は、当初は母とともに同一世帯として生活保護開始申請をしたが、母の生
命保険解約返戻金があることを理由に保護申請を取り下げ、その後、単独で申請した。処
分庁は生活実態調査を行った上で、
「請求人及び母は同一世帯に属しており請求人のみの生
活保護は適用できない」という理由を提示して却下処分をした。X はその取消を求めて審査
請求をした。
【裁決要旨】審査請求棄却。
「請求人は、第 1 の 2 審査請求の理由(2)のとおり、理由付記が十分でないことを主張して
いるので、この点について、以下の通り、検討する。
行政手続法（平成 5 年 11 月 12 日法律第 88 号）第 14 条において、
「行政庁は、不利益処分
をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければな
らない。」と規定している。
これは、処分の客観性及び判断の慎重・合理性を担保させ、かつ当該名あて人に処分の
理由を理解してもらうと同時に事後救済手続き上の便宜に資する観点から、その理由を当
該名あて人に提示する旨を規定しているものである。」
「行政手続法の趣旨に照らして、本件処分の「保護申請却下通知書」記載の理由付記につ
いて考えてみる。
処分庁は、法第 10 条に規定する「世帯単位の原則」に基づき、申請人と母は、調査の結果、
同一世帯と認定され、請求人のみの保護開始は認められないとの理由を記載し、請求人あ
て本件処分にかかる決定通知を行ったものである。
請求人及び母は、平成 19 年 12 月 5 日付で両名による保護申請を行ったが、この申請は、
平成 19 年 12 月 26 日付で取り下げられ、その翌日である平成 19 年 12 月 27 日付で、今度
は、請求人のみの保護申請書を提出した。
本件処分に係る申請に対して、処分庁は、請求人と母を同一世帯であると認定した上で、
法第 10 条に照らして、請求人のみの生活保護の適用はできないとする本件処分を行い、そ
の旨を理由付記したものである。
請求人らは、
「母との同一世帯との認定がどのようにされ、どのような生活実態があり、い
かなる理由で生活保護を適用することが適当でないのかを了知しうる明記のない本件処分
は、取消を免れない。
」と主張しているが、上述の事情を鑑みれば、行政手続法の趣旨を逸
脱した違法なものとまでは判断しがたい。」
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（イ）精神障害者保健福祉手帳交付申請却下処分
【裁決 10】初診日から 6 ヶ月が経過していない診断書による精神障害者保健福祉手帳交付
申請
【事案の概要】
異議申立人 X は、
Y 県知事に対して精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、
「法」
とする)第 45 条第 3 項に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付・申
請が承認されなかった旨の通知について、不承認理由が記述されていないこと及び精神障
害により収入が極めて少額であり何らかの社会的援助が必要であることを主張し、それを
明白にすること及び再審査を求める異議申立てをした事案である。
異議申立人が申請書に添付した診断書は初診日から 6 ヶ月を経過していないところ、手
帳の交付に係る事務手続については、
「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」(厚生省保健
医療局長通知)に定められており、申請書に添付する診断書は、精神保健指定医その他精神
障害の診断又は治療に従事する医師による、精神障害に係る初診日から 6 ヶ月を経過した
日以後におけるものに限られている。
なお、原処分では、「もう暫く治療の進展をみて手帳の再申請をしてください。」旨の処
分の理由が提示されている。
【決定要旨】異議申立て棄却。
「原処分には、「もう暫く治療の進展をみて手帳の再申請をしてください。
」旨の処分の理
由が付記されている。その内容は、(3)に述べるとおり、申立人の精神障害者保健福祉手帳
交付申請書(以下「申請書」という。)に添付された診断書(以下「本件診断書」という。)が、
初診日から 6 ヶ月を経過していない時点で作成されたもので、それに記載された情報では、
法第 45 条第 2 項の規定により手帳が交付される精神障害の状態にあると判定することがで
きないことから、現在の主治医のもとでの治療を継続した上で再申請をするよう求め、付
記されたものである。したがって、1(1)の申立人の主張は、認められない。
」

250

（ウ）介護給付費支給決定処分と審査基準の明確性
【裁決 11】介護給付費支給決定処分の理由提示と審査基準の内容
【事案の概要】
言語障害をもつ請求人 X が Y 市保健福祉部長（以下、「処分庁」という。）に対し、障害
者自立支援法第 20 条 1 項に基づき、介護給付費支給申請書を提出したところ、処分庁は介
護給付費支給決定処分（以下「原処分」という。
）を行った。しかし、X は、介護給付費支
給量が 1 日あたり 11 時間しか支給されていないこと、言語障害が軽く審査基準の「著明な
言語障害」がないという理由で認定がなされて介護給付の支給量が定められたが、明確な
医学的根拠もなく、何を基準としているのかがわからないこと、同じ区内で同等程度の人
が 1 日 24 時間の支給決定を受けているのに、請求人が 1 日 24 時間の支給決定にならなか
ったことが理解できない等の不服があるとして、原処分の取消を求める審査請求を行った
事案である。
【裁決要旨】原処分取消。
「(2) 原処分について
ア

請求人は、常に介護が必要な心身の状況であり、重度訪問介護 720 時間／月当りの介

護給付費の支給申請を行ったにもかかわらず、著明な言語障害がないとして、重度訪問介
護 330 時間／月当たりとした原処分は、不当な処分であると主張している。
イ

前記 1 の（4）ないし（6）によれば、処分庁は、障害福祉サービスの利用に関する意

向その他の厚生労働省令で定める事項を調査した上で、請求人に著明な言語障害が認めら
れないことから前記(l)のウの審査基準による 720 時間／月当りを上限とする要件には外用
しないと判断し、前記(1)のイの審査基準の上限である 110 時間に前記(1)のイの（ア）ない
しは（エ）の加算をすべて加えた 830 時間/月当りを支給量とする原処分を決定している。
ウ

しかしながら、審査基準別表 2 適用欄の「著明な言語障害」の判断基準は、明確に示

されておらず、さらに請求人の言語障害の程度について、本件整理票、A 市作成の認定調査
票等からは十分調査されているとは言えない。
エ

また、審査基準別表 2 摘要欄の「著明な不随意運動・言語障害を伴う者」の解釈につ

いて、処分庁は、「著明な不随意運動かつ著明な言語障害」であると主張しているが、「著
明な不随意運動又は著明な言語障害」とも解され、その部分について十分な説明がないこ
とから、基準の適用が公平かつ適正に行われているかについて疑問がある。
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オ

このことから、原処分は前記アの障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生

労働省令で定める事項を調査した上で、審査基準を適用させた妥当な判断とはいえず、請
求人の主張には理由がある。
(3) なお、これらの判断は、法第 98 条第 1 項の規定により置かれた A 障害者介護給付費
等不服審査会に審査を求め、障害者自立支援法施行令(平成 18 年政令第 10 号)第 41 条第 1
項に定める合議体による議決を経たものである。
」
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イ 手続の不当性
【裁決 12】介護給付費支給決定処分移動介護部分の認定過程
【事案の概要】
介護給付費支給決定処分をうけた請求人 X が、障害自体には大きな変化がないにもかか
わらず、従来支給されていた支給量から大幅に削減された点や、サービスの利用意向（と
くに移動介護に係る部分）が反映されていない点で違法、不適当であるとして取消を求め
る審査請求をした事例である。特に争われた点は、請求人が特定非営利活動法人の理事長
として活動していることを営業活動等の経済活動にあたるとして介護給付の対象外とした
ことについてである。
【裁決要旨】
移動介護に係る支援の内容及び支給量について 76 時間とした部分を取り消し、
当該取消部分を除く部分に係る請求を棄却。
「在宅に係る介護サービスについての支給量の決定に関しては、処分庁は、これまでの利
用実績を考慮した上で支給決定を行っていると判断される。
一方、外出に係る介護サービスに関しては、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ
ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年
厚生労働省告示第 523 号)に基づき、営業活動等の経済活動に係る外出は法に基づく介護給
付費の対象外となるが、処分庁は、本件については「請求人が区別を示していない」ため
「社会通念上の概念から」介護給付費の対象となる社会参加活動と、その対象とならない
営業活動等の経済活動の区別を判断したとしており、その区別を行った具体的・合理的な
理由、範囲等は示されていない。
また、外出に係る介護サービスに関しては、処分庁は 1 月当たり 76 時間とする支給量の
決定を行っているが、請求人の平成 18 年 4 月から平成 18 年 9 月までの利用実績によると
6 箇月間の平均が 1 月当たり 134.3 時間、最大利用した月で 145 時間であり、これまでの
利用実績と比較しても大幅に削減されている。さらに、平成 18 年 9 月までの身体障害者福
祉法に基づく外出に係る介護サービスに関する支給量は 1 月当たり 146 時間であり、支援
費制度に比べ大幅に削減された支給決定となっている。
以上により、外出に係る介護サービスについての支給量の決定に関しては、支給決定を
行った判断について具体的・合理的な理由、範囲等が説明されておらず、また、利用実績
を踏まえて支給決定を行っているとは認められない。
(ホ)なお、処分庁の弁明及び請求人の反論によると、処分庁は「経済活動と社会参加活動の
区分けについて、請求人に問いかけても明確な回答は得られなかった」としている一方、
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請求人は「経済活動に当たる時間は介護給付の対象外であることに関して、処分庁の説明
がない」としている等、双方に意思疎通が不足していた状況が見受けられる。
(へ)したがって、原処分については、処分庁と請求人とが、お互いに説明責任を果たしてい
れば、さらに適切な支給量を決定できたものと考えられるところであるが、在宅に係る介
護サービスに関しては、前記 3 -(3)ロ-(ハ)で述べたとおり、これまでの利用実績を踏まえて
支給決定を行っている点で、不適当な支給量であるということはできない。
一方、外出に係る介護サービスに関しては、前記 3-(3)-ロ(ニ)で述べたとおり、処分庁から
提出された支給決定を行った内容に係る積算根拠には、合理性が認められない。そのため、
前記 1-(1)で述べた法第 22 条第 1 項に規定する事項の一つである障害福祉サービスの利用
に関する意向を十分に勘案しているとはいえず、不当であるから、請求人の主張には理由
があると判断する。
」
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【裁決 13】中途視覚障害者に対する分限処分の不当性
【事案の概要】
請求人 X は、昭和 61 年から Y 市役所に勤務している。糖尿病性網膜症の手術や治療の
ため、それぞれ療養休暇を取得し、途中からは視覚障害のため休職して、復職に向けた職
業リハビリテーションに励んでいたが、視覚障害により、地方公務員法(地公法)第 28 条第
1 項第 2 号「心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合」に該
当するとして、平成 23 年 2 月 24 日付けで分限免職処分となった。この分限免職処分が裁
量権の範囲を逸脱・濫用した違法・不当なものであるかが争われた。
請求人は、平成 22 年 11 月 10 日付診断書において、
「平成 23 年 1 月中旬には職務が可能
である。
」との診断を受け、また、平成 23 年 1 月 5 日付診断書において、
「2 月下旬まで職
場復帰準備のための期間が必要と思われる。
」との診断を受けた。一方、Y 市は審査委員会
を設置し、平成 23 年 1 月 27 日から 5 日間、市役所業務が可能であるかの検証が行われた。
審査委員会は、作業時間に 3 倍程度の時間を要すること等を理由として支障があると判断
したため、分限処分に至ったものである。
【裁決要旨】分限免職処分を取り消す。
「1. 本件分限免職処分の違法性の有無について
(1) 地公法第 28 条所定の分限制度は、公務の能率及びその適正な運営の確保の目的から同
条に定めるような処分権限を任命権者に認めるとともに、他方、公務員の身分保障の見地
からその処分権限を発動しうる場合を限定したものである。分限制度のこのような趣旨・
目的に照らし、かつ、同条に掲げる処分事由が被処分者の行動、態度、性格、状態等に関
する一定の評価を内容として定められていることを考慮するときは、同条に基づく分限処
分については、任命権者にある程度の裁量権は認められるけれども、もとよりその純然た
る自由裁量に委ねられているものではなく、分限制度の前記目的と関係のない目的や動機
に基づいて分限処分をすることが許されないのはもちろん、処分事由の有無についても恣
意にわたることを許さず、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して
判断するとか、また、その判断が合理性をもった判断として許容される限度を超えた不当
なものであるときは、裁量権の行使を誤った違法のものであることを免れないというべき
である。
(2) 他方、障害者基本法、障害者雇用促進法等において、障害者の雇用の促進、継続を図る
対策を講じることが地方公共団体にも求められているが、同法等が、地方公共団体に対し、
職務を遂行する能力が著しく欠けている職員でも、一旦任用した以上は、職場環境、勤務
条件を根本的に変更するなどして、当該職員の雇用をあくまでも継続しなければならない
義務まで課しているものとはいえず、公務の能率維持及び適正な運営の確保のための分限
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処分は、障害者雇用促進法等の観点からも違法とはいえない場合があるというべきであ
る。
」
「前述の処分者の判断は、視覚障害を持つ審査請求人の雇用を維持する場合には、公務に
支障が生じるとしたものであり、公務の能率及びその適正な運営の確保の目的や動機に基
づいている。また、同判断は、前記目的と障害者雇用促進との調和の観点から必要相当な
手続をもってなされており、他の職員の業務への支障などの考慮すべき事項を考慮せず、
考慮すべきでない事項を考慮したという事情もない。さらに、当該処分者の判断が許容さ
れる限度を超えた不当なものともいえない。
したがって、本件分限免職処分は、裁量権の行使を誤った違法のものであるとはいえない。」
「2. 本件分限免職処分の不当性の有無について
(1)もっとも、近時、障害者雇用の継続が重視されており、障害者に対する障害を理由とす
る分限免職処分の妥当性については慎重に判断されるべきである。
(2)これを本件についてみると、平成 22 年 11 月 10 日に、「平成 23 年 1 月中旬には職務が
可能」(甲 1、乙 2)との診断がなされ、また、平成 23 年 1 月 5 日に、
「2 月下旬まで職場復
帰の準備のための期間が必要」(乙 1)との診断がなされている。
そうすると、処分者としては、少なくとも平成 23 年 2 月中旬ころまでは市役所内における
職場訓練をさせた上で検証作業を行うべきであったと考えられる。
したがって、そのような十分な準備期間を設けずになされた検証の結果を設けずに判断さ
れた本件分限免職処分は、不当な処分と評価せざるを得ず、これに反する原処分庁の主張
には理由がない。
三

結論

以上のとおり、本件分限免職処分は、不当であるから取り消されるべきである。
よって、不利益処分についての不服申立てに関する規則第 12 条の規定により主文のとおり
裁決する。
」
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３．不服申立適格・原告適格
ア

処分の名宛人以外の第三者による不服申立て

【裁決 14】農地転用許可申請書の貸付人欄に勝手に名前を書かれたと主張する者の不服申
立適格
【事案の概要】
申立人 X が、農地転用許可申請書の貸付人欄への X の記名押印は、何者かが X になりす
まして行われたものであると主張して、農地転用許可処分の取消しを求めて行われた異議
申立てである。
【決定要旨】異議申立て却下。
「一般に、行政処分について不服申立てができる者は、行政処分に不服がある者で、違法
又は不当な処分により自己の法律上の権利若しくは法律により保護された利益を侵害され、
又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
ところで、農地法第 5 条第 1 項に基づく農地転用許可は、農地転用のための所有権移転や
賃借権設定を許可するものであって、個々の私法上の売買契約や賃貸借契約などを許可す
るものではない。換言すれば、農地法第 5 条第 1 項に基づく農地転用許可をもって直接所
有権が移転したり、賃借権が設定されたりすることはない。
したがって、本件処分は申立人の法律上の権利若しくは法律により保護された利益に何ら
消長をきたすものではなく、この申立てはその適格を欠き不適法なものとして却下を免れ
ない。
」
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【裁決 15】道路の終日通行止め処分を争う不服申立適格
【事案の概要】
申立人 X は、処分庁が道路法（以下、「法」という。）に基づく処分により本件道路を迂
回路のない状態で平成 16 年 3 月 16 日から 6 年半以上の長期にわたり終日通行止めを行っ
ており、本件道路の通行者に多大な負担をかけていること、本件処分により、本件道路の
通行を前提とした審査請求人の住宅の価値が大きく損なわれていること、本件道路を通行
できないことから、母の住む実家に向かう際、別の道路を利用せざるを得ないが、当該道
路は交通事故の危険が大きく、精神的に大きな負担となっており、また、迂回しているこ
とから、無駄な時間がかかっていると主張して、道路の通行止め処分を取消すことを求め
た。
【裁決要旨】道路法上個別的利益となる場合があることを認めつつも、本件においては「生
活上又は業務上の著しい支障が生ずるといった特段の事情はない」として不服申立適格を
否定した。
「法第 96 条第 2 項の『道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者』とは、
行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）第 4 条第 1 項にいう「行政庁の処分（この法律
に基づく処分を除く。
）に不服がある者」と同旨であると解されるところ、同法により行政
庁の処分に対し不服申立てをすることができる者は、当該処分について不服申立てをする
法律上の利益を有する者、すなわち当該処分により自己の権利又は法律上保護された利益
を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうとされている（最高裁判所昭和
53 年 3 月 14 日第三小法廷判決）
。
本件処分のように、行政処分によって不特定多数の者に影響を及ぼすことが考えられる場
合に、これらの者が上記の法律上の利益を有する者に当たるか否かの判断は、当該処分を
定めた行政法規が、不特定多数の者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させる
にとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣
旨を含むと解される場合には、このような利益もここでいう法律上保護された利益に当た
り、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、不服申立
適格を有するものと解される。そして、当該行政法規が、不特定多数の者の具体的利益を
それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、
当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通じて保護しようとしている利益
の内容・性質等を考慮して判断すべきである。」
「そもそも、道路は、一般公衆の使用に供することを目的とする公共施設であり、何人も
他人の共同使用を妨げない限度で、その用法に従い、自由にこれを使用することができる
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ものであるが、一般公衆が道路の自由使用によって享受する利益は、道路が公衆の用に供
されていることの結果として受ける反射的利益にすぎないと解されるところ、現に、本件
処分の根拠法令である法第 1 条は、
「この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、
路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって
交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
」と規定し、法の主たる目
的が、道路網の整備を図ることによって、交通の発達に寄与するという一般的公益の実現
にあることを宣言していると考えられる。
さらに、本件処分に関しては、法第 46 条第 1 項の規定により道路の通行を禁止しようとす
る場合においては、禁止の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けな
ければならないとされており（法第 47 条の 4 第 1 項）
、これは、処分の内容を対外的に表
示し、処分の実効を期するとともに一般交通に支障を及ぼさないようにしようとする趣旨
によるものと考えられるが、法には、それ以外に、近隣居住者や利用者に対する意見聴取
や、その同意を要するというような、不特定多数の者の利益に直接配慮する趣旨の規定は
何ら存在しない。
そうすると、法第 96 条第 2 項の規定は、法に基づく処分によって直接その権利及び利益に
影響を受けることが明らかな者であればともかく、単に道路を利用する者というような不
特定多数の者の不服申立適格を基礎付けるものではないというべきである。
もっとも、上記のとおり、法が、不特定多数の者の権利及び利益を個別的利益として保護
する趣旨と解し得る明文の規定を置いていないとしても、当該道路が特定個人の生活又は
事業等のため必須のものとなっており、当該道路の通行が禁止されると生活上又は業務上
著しい支障が生ずるというような特段の事情がある場合には、その者が当該道路を使用す
る利益は、反射的利益の範囲を超えて法律上個別的に保護されているものとみるべきであ
る（最高裁判所昭和 62 年 11 月 24 日第三小法廷判決参照）。
」
「審査請求人は、本件道路を地域内の移動及び審査請求人の母が居住する●●●●●への
移動に利用していたのみであることからすると、本件道路により審査請求人が享受してい
る利益は、一般住民が享受している利益と何ら変わるところはなく、本件処分により審査
請求人において何らかの負担が生じているとしても、当該負担をもって審査請求人に生活
上又は業務上の著しい支障が生ずるといった特段の事情があるとは認められないというべ
きである。
したがって、審査請求人が本件道路を使用する利益は、法律上個別的に保護されていると
はいえないから、審査請求人は本件処分について不服申立てをする法律上の利益を有する
とは認められない。
」
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イ

不服申立ての利益を欠く場合
（ア）正式な手続を踏まえていない場合

【裁決 16】聴聞期日に出頭せず、陳述書等も提出しなかった者からの異議申立て
【事案の概要】
聴聞通知書が到達したにもかかわらず、聴聞期日に出頭せず、陳述書等も提出しなかっ
た者に対して不利益処分がなされた場合の異議申立てが問題になった。
【決定要旨】不服申立てを却下。
「(1) 聴聞について
行政手続法（平成５年法律第 88 号。以下「行手法」という。
）第 23 条第 1 項は、聴聞の主
宰者は、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、行手法第 21 条第 1 項に規
定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合、改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提
出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる旨規定する。ここにいう「正
当な理由」とは、天災や交通機関の途絶等、当事者の責めに帰すことができない理由、又
は病気等による入院等、出頭しないことがやむを得ないと認められる理由をいう。また、
行手法第 27 条第 2 項は、聴聞を経てされた不利益処分については、当事者は、行政不服審
査法による異議申立てをすることができない旨規定する。そして、行手法第 23 条の規定に
より聴聞が終結された場合であっても、その後の不利益処分は「聴聞を経てされた不利益
処分」として、行手法第 27 条第 2 項の異議申立ての制限が及ぶと解される。
」
「(2)本件処分について
これを本件処分についてみると、本件聴聞について手続的瑕疵は認められない。
そして、申立人は、本件聴聞期日に主宰者への連絡なく出頭しなかったと認められ、その
不出頭について、天災や交通機関の途絶等の「正当な理由」があったとの事情もうかがえ
ない。
また、申立人は、行手法第 21 条第 1 項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しなかった
と認められ、これらのことから、主宰者は、行手法第 23 条第 1 項の規定により本件聴聞を
終結したと認められる。
したがって、本件処分は、行手法第 27 条第 2 項に規定する「聴聞を経てされた不利益処分」
に該当するものと認められる。
(3)よって、本件聴聞の当事者である申立人は、行手法第 27 条第 2 項の規定により、本件処
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分の異議申立てをすることができず、申立人の提起した本件異議申立ては不適法であり却
下を免れない。
」
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（イ）処分自体への不服ではなく処分に至る過程に関する不服である場合
【裁決 17】全部認容の個人情報訂正決定を受けた後、プロセスの開示を求める審査請求
【事案の概要】
審査請求人 X は、処分庁 Y において保有する、審査請求人がした申請及び申請に基づく
決裁書に記録されている審査請求人の個人情報について、個人情報保護法第 27 条第 1 項に
基づき訂正請求を行ったところ、Y はこれを全て認容する訂正決定（以下「原処分」という。）
を行った。これに対し、X が、訂正請求に係るプロセス等の開示を求めたのに対し、Y が開
示しない旨の回答をしたところ、原処分の取り消しを求める審査請求をしたもの。
【裁決要旨】審査請求却下。
「原処分は、保有個人情報の訂正請求において審査請求人が訂正を求めていたことを全て
認容する内容のものであり、その処分によって審査請求人の権利又は法律上の利益が侵害
されているとは言えず、本件審査請求の利益はない。」
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４．不服申立期間・出訴期間
ア

「やむを得ない理由」該当性

【裁決 18】玄関ドアの郵便受けから玄関内部に投函された処分通知書
【事案の概要】
病により集合郵便受けを見に行けない状態にあったと主張する生活保護受給者に対し、
玄関内部に保護停止処分通知書（以下「本件通知書」という。
） が投函された場合の「処
分のあったことを知った日」 及び「やむを得ない理由」の該当性が争いになった。
【裁決要旨】審査請求却下。
「行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号。以下「行審法」という。)第 14 条第 1 項は、
「審
査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内(中略)にしなければ
ならない。ただし、天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があ
るときは、この限りでない。
」と規定している。そして、同項本文にいう「処分があったこ
とを知った日」とは、当事者が書類の交付等により、処分の存在を現実に知った日のこと
であるが、処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等、社会通念上処分のあった
ことが当事者の知りうべき状態に置かれたときは、反証のない限りその処分のあったこと
を知ったものと推定される( 最高裁判所判決昭和 27 年 11 月 20 日)。すなわち、例えば、当
事者が不在等で現実には知らなかったことが認定されれば、この推定は覆ることになる。
また、同項ただし書に規定する「やむをえない理由」とは、一般に審査請求人が審査の請
求をするにつき通常用いられると期待される注意をもってしても避けることができない客
観的な事由であると解される(東京地方裁判所昭和 45 年 5 月 27 日)。すなわち、単に審査請
求人の主観的な事情では足りず、客観的な障害が存することを要するものと解される(東京
地方裁判所判決昭和 53 年 2 月 16 日)。
」
「これを本件についてみると、処分庁は、平成○年 3 月 6 日に、本件通知書を請求人宅に
持参し、請求人宅の玄関ドアの郵便受けから玄関内部へ投函した事実が認められるから、
上記同日、処分のあったことが請求人の知りうべき状態に置かれ、請求人は本件処分があ
ったことを知ったと推定される。
これに対して、請求人は、請求人は、●●病で、集合郵便受けを全く見に行けず、5 月 5 日
に集合郵便受けの中の郵便物を取りに行き、本件処分のあったことを知った旨主張してい
る。
しかし、請求人は●●病で、○○○○状態で自宅に閉じこもっていたと自認しており、同
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年 3 月 6 日にも在宅していたことがうかがえる。また、本件通知書は、上記のとおり請求
人宅の玄関ドアの郵便受けから玄関内部へ投函されており、集合郵便受けに投函されたも
のではないから、請求人の主張は、請求人が本件処分のあったことを現実に知った日が同
年 3 月 6 日であるとの推定を覆すには至らない。
したがって、請求人が、処分があったことを知った日は、同年 3 月 6 日であると認められ
るから、平成○年 5 月 18 日になされた本件審査請求は、行審法第 14 条第 1 項に規定する
「処分があったこと知った日の翌日から起算して 60 日以内」になされたものではないと認
められる。
(3)さらに、行審法第 14 条第 1 項ただし書に規定する「やむを得ない理由があるとき」に該
当するかについて検討すると、」･･･「請求人は、室内で米を炊くなどの行動は可能であっ
たこと、また、友人に炊き出しをもらっていたことが認められる。」
「したがって、請求人が●●病で○○○○状態であったとの事情は、請求人の主観的な事
情にすぎず、天災等の客観的障害ではないから、同項ただし書に規定する「やむを得ない
理由」であると認めることはできない。
」
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イ

当初の処分書に教示が付されていなかった場合の起算日

【裁決 19】教示が付されていない処分後に、教示が付された同一の処分がなされた場合の
不服申立期間
【事案の概要】
審査請求人 X が Y 市国民健康保険規則第 31 条第 1 項に基づく国民健康保険一部負担金
の免除申請をしたところ、処分庁が平成 23 年 8 月 1 日付で不承認決定処分を行い、X は平
成 23 年 8 月 3 日に当該処分があったことを知った。しかし、処分書には行政不服審査法（昭
和 37 年法律第 160 号。以下「審査法」という。）第 57 条第 1 項に規定する教示が全く付さ
れていなかった。X が、上記最初の処分書に教示が付されていない旨処分庁に抗議したとこ
ろ、処分に係る文言が前回と同一であり，国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以下
「国保法」という。
）第 91 条の規定により国民健康保険審査会に審査請求できる旨の教示
が付された 2 回目の処分書（日付は前回同様平成 23 年 8 月 1 日付）が平成 23 年 8 月 22
日に審査請求人に送付された。なお、審査請求をすることができる期間は教示されていな
かった。
X は平成 23 年 8 月 1 日付の処分の取消を求めて、平成 23 年 10 月 20 付けで審査会に審
査請求を行った。最初の処分書の到達を基準とすると処分があったことを知った日の翌日
（平成 23 年 8 月 4 日）から起算して本件審査請求が提起された平成 23 年 10 月 20 日まで
78 日を経過しており、
国保法第 99 条に規定する審査請求期間である 60 日を超えているが、
2 回目の処分書の到達を基準とすると処分があったことを知った日の翌日（平成 23 年 8 月
23 日）から起算すると 59 日の経過となり、国保法第 99 条に規定する審査請求期間である
60 日以内となる。
X は審査会の審査法第 30 条の規定による審尋に対して、
「2 回目の修正処分書が到達した
平成 23 年 8 月 22 日の翌日から起算して 60 日以内（59 日目）である平成 23 年 10 月 20
日に審査請求を行った旨」回答している（後記「第 1 の 6 記載」の内容）
。
【裁決要旨】審査請求却下。
「第 2 本件審査請求の適法性について
以上認定した事実に基づいて、以下本件審査請求の適法性について検討する。
1

本件は第 l の 1・2 に記載のとおり、最初の処分書には教示が全く付されておらず、2

回目の処分書には審査請求期間の教示が付されていなかった訳であるが、まず、この教示
の懈怠が本件審査請求の提起に及ぼす影響について検討する。
そもそも審査請求人は、最初の処分書に教示が全くないにもかかわらず、処分庁に教示
がないことを抗議し、さらに結局 2 回目の処分書にも審査・請求期間の教示はなされなか
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ったが、第 1 の 6 記載のとおり述べているのであり、2 回目の処分書の交付後 60 日以内に
審査請求を提起している。これは審査請求人が教示や審査請求制度について審査請求を行
うにつき必要な知識を有していることを示すもので、次の 2 で述べるように審査請求期間
の起算点について独自の見解によることなく判断を誤らなければ、教示がなくても適法に
審査請求は行いえたものと推認されるのであり、教示がないことが特段審査請求人に不利
益を及ぼしたものとは考えられない。
また、あえて付言するならば審査請求人は、審査請求書の記の 5 に『本件処分書は「不
服申立をすべき行政庁および期間」の教示を欠いており行政処分の効力がない旨』述べて
いるが、教示の有無は処分庁が本件一部負担金免除申請に対する処分を決定する際の判断
基準とは何の関わりもないものである。
これらの点については、
『教示の懈怠と行政庁の処分の効果発生とは別のものであること、
教示をしなかった場合の救済として、処分をした行政庁に審査請求書を提出すればそのと
きに正当な審査庁に審査請求がされたものとみなし、その限度で審査請求期間の徒過を救
済することとしているのであって（審査法第 58 条第 1 項）、審査法が不服申立期間の進行
を止めるという救済方法を採用したものと解すべき根拠はないとされていることなどから
「教示の懈怠により、当該行政処分が違法になるものと解することはできないことや審査
請求期間は延長されない旨」
』の裁判例が示されているところである（東京高判昭和 55 年
12 月 24 日、最判昭和 48 年 6 月 21 日、最判昭和 61 年 6 月 19 日）
。
以上のことから、教示がないことをもって直ちに処分庁がした不承認処分が違法または
無効になるものではなく、国保法第 99 条に規定する審査請求期間である 60 日以内に審査
請求を提起しなければならないことに変わりはないものというべきである。
」
「2 次に、本件審査請求が処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に
提起されたか否かについて検討する。
審査請求人は第 1 の 6 記載のとおり「2 回目の修正処分書の到達を基準として審査請求を
行った旨」主張している。
1 回目と 2 回目の処分書を比較すると処分に係る文言は同一であるので、結果として、2
回目の処分書は 1 回目の処分書の処分内容に教示を付加しただけのものとなっていること
から、両者は同一の処分内容を有する処分書であると解され、審査請求人が主張するよう
に処分を修正したものとは考えられず、処分庁は、審査請求人の教示がない旨の抗議によ
り、教示を付して追加的に交付されたものであると思量される。
また、この点については「処分について誤記等の訂正があった場合、その訂正によって
処分の同一性が失われていなければ、出訴期間の起算点は、最初の処分を基準として起算
すべき旨」判示されているところである（最判昭和 26 年 11 月 30 日）。上に述べたように、
同一の処分内容を有する処分書である以上、処分の同一性が失われているとは到底考える
ことができず、裁判例が示すとおり最初の処分を基準として起算すべきであり、最初の処
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分があったことを知った日の翌日である平成 23 年 8 月 4 日から起算するのが相当である。
以上のことから本件審査請求は審査請求期間である 60 日を超えて提起されたものと判断
するほかはない。
」
「3 さらに、国保法第 99 条但書きにおいて、
『・・・ただし、正当な理由により、この期
間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない』と規
定されていることから、第 l の 6 記載の審査請求人の主張が、この正当な理由に当たるか否
かについて検討する。
正当な理由とは、
『天災地変その他客観的な事故により、請求期間中に請求することがで
きなかった場合等をいう』ものと解されている（国民健康保険法の解釈と運用（国民健康
保険中央会）1024 ページ）
。天災地変その他の『「その他」は法律用語としては通常特記さ
れた事項以外の事項が並列的に多数予想される場合に用いられ、天災地変と並列する場合
を指す』ものと解されている（行政管理庁行政管理局長から大蔵省大臣官房文書課長あて
回答（昭和 37 年 10 月 29 日付行管理第 99 号）
）
。
また、審査請求期間を徒過した場合のやむを得ない理由として、『審査請求人が審査の請
求をするにつき通常用いられると期待される注意をもってしても避けることのできない客
観的な事由を意味する旨』判示されているが（東京地判昭和 45 年 5 月 27 日）
、これはまさ
しく天災地変をはじめとするやむを得ない事由等を想定しているものと考えられる。審査
請求人が主張する理由として述べていることは、1 回目と 2 回目の処分書の処分に係る文言
が同一であるにもかかわらず、審査請求人が、2 回目の処分書に教示が付加されたことをも
って、処分が修正されたというのは独自の解釈による審査請求人の個人的見解であり、こ
れは審査請求人の主観的な事情に基づくものというべきであるから、国保法第 99 条但書き
に規定する正当な理由に当たるものとは到底認められない。
」
「4 以上述べたように、審査請求期間である 60 日を超えて提起されたことについて、教
示の懈怠があっても審査請求期間は延長されず、また、正当な理由があるものとも認めら
れないことから、本件審査請求は国保法第 99 条の規定に違反して提起された不適法なもの
と判断せざるを得ない。
」

267

５．義務付け
【裁決 20】行政書士に対する措置要求をした者に対する調査の結果及び懲戒処分をしない
旨の通知
申立人 X が Y 知事に対し、行政書士法（以下、
「法」とする）第 14 条の 3 第 1 項の規定
に基づく行政書士に対する措置請求をしたため、Y 知事は、法第 14 条の 3 第 2 項の規定に
基づき調査を行った結果、本件請求の対象者（以下「処分対象者」という。
）について、法
に違反する事実の確認ができず、また、行政書士たるにふさわしくない重大な非行の事実
も確認できなかったことから、X に対し、調査の結果及び処分対象者に対しての懲戒処分を
行わない旨の通知（以下「本件通知」という。）を行った。異議申立人は、本件通知を不服
として、Y 知事に対し、本件異議申立てを行った。
【決定要旨】異議申立て却下。
「異議申立人が主張するところによれば、本件異議申立ての要旨は、一応、異議申立人が
本件請求をしたにもかかわらず、知事が法に基づく懲戒処分をしない不作為があると主張
してその是正を求めようとする趣旨であると解することができ」る。
「行政不服審査法に基づく不作為に対する異議申立てについては、行政庁が法令に基づく
申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにも
かかわらずこれをしない場合に、当該申請をした者は、異議申立て等をすることができる
とされている（同法第 2 条第 2 項、第 7 条）
。
そうすると、同法によって不服申立ての対象となる不作為は、法令に基づく申請に対す
るものに限られることが明らかである。そして、私人のした申請が法令に基づくものであ
るというためには、法令上、私人が行政庁に対し一定の事件について処分その他公権力の
行使に当たる行為をすべき旨を要求する具体的な請求権を有するものと認められることが
必要であり、当該申請が単に行政庁の職権発動を促すにとどまる場合には、法律上で定め
られた申告等であっても、法令に基づく申請には当たらないと解すべきである（昭和 43 年
9 月 2 日札幌地方裁判所判決）
。
」
「これを本件についてみると、法第 14 条の 3 第 1 項及び第 2 項の規定によれば、何人も、
行政書士について懲戒処分の事由があると思料するときは、都道府県知事に対し、その事
実を通知し、適当な措置を求めることができ、当該通知があったときは、都道府県知事は、
事件について必要な調査をしなければならないとされているところ、これらの規定は、広
く一般国民に違反事実を通知することを認め、都道府県知事がこのような通知によっても
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行政書士の監督権限を発動することができる道を開いたもので、都道府県知事の懲戒処分
の職権発動を促す端緒に関する規定であるにとどまり、同条の規定によって、当該通知者
に対して、都道府県知事が適当な措置をとることを求める具体的請求権までをも付与した
趣旨ではないと解されるから、本件請求は、行政不服審査法第 2 条第 2 項にいう法令に基
づく申請であるとは認められない。
よって、本件異議申立ては、不作為についての異議申立ての要件を欠き、その余の点に
ついて判断するまでもなく、不適法なものであるから、主文のとおり決定する。
」
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第５章 裁判例・裁決例等インデックス
【凡例】
第５章は、第２章の事例解説及び第３章・第４章の要旨集で取り上げた裁判例と裁決例
等についてのインデックスである。
１．裁判例インデックス
裁判例については、掲載番号、項目（大分類、中分類、小分類）
、裁判所、判決（決定）
年月日、概要、論点についての結論に加えて、評釈情報（執筆者及び出典のみであり、記
事タイトルは省略）を記載したリストとして掲載しているため、適宜参照していただきた
い。そこでは、参考裁判例（
【判例 R】）も第２章掲載順に収録している。末尾に、第４章で
掲載した被引用裁判例についても同様の記載とした。
２．裁決例等インデックス
裁決例等については、掲載番号、項目（大分類、中分類、小分類）
、概要を掲載した。
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掲載
大分類 中分類 小分類
番号

判例 １．処
1
分性

判例 １．処
2
分性

判例 １．処
3
分性

ア民法
上の法
律行為

イ要綱
に基づ
く給付

ウ通
知・勧
告

裁判所

最判

最判

最判

年月日

平成23年6月14日

平成15年9月4日

平成16年4月26日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

裁時1533号24頁
市営老人福祉施設の民営移管選
処分性なし
裁判所ウェブサイト 考における提案書不決定通知

石井昇・法学セミナー683号123頁
宇賀克也・自治実務セミナー50巻12号42頁
石井昇・民商法雑誌145巻3号396頁
交告尚史・ジュリスト臨時増刊1440号44頁〔平成23年度重要判例解説〕
戸部真澄・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）10号35頁

判時1841号89頁
労災就学援護費支給決定
裁判所ウェブサイト

処分性あり

嵩さやか・法学教室283号104頁
間史恵・法律のひろば57巻3号69頁
下山憲治・法学セミナー594号114頁
榊原秀訓・民商法雑誌130巻1号150頁
西田和弘・判例時報1876号168頁
太田幸夫・判例タイムズ臨時増刊1184号266頁（平成16年度主要民事
判例解説）
太田匡彦・別冊ジュリスト182号342頁〔行政判例百選2 第5版〕
山本隆司・法学教室331号107頁
桑原昌宏・法学研究（愛知学院大学法学会）49巻1＝2号119頁
下井康史・別冊ジュリスト191号124頁〔社会保障判例百選 第4版〕
太田匡彦・別冊ジュリスト212号340頁〔行政判例百選2 第6版〕

処分性あり

今本啓介・法令解説資料総覧271号97頁
橋本博之・判例時報1882号168頁
大橋真由美・法律のひろば58巻8号65頁
西田幸介・ジュリスト臨時増刊1291号44頁（平成16年度重要判例解説）
角松生史・法政研究（九大）72巻2号81頁
西口元・判例タイムズ臨時増刊1184号268頁（平成16年度主要民事判
例解説）
林俊之・法曹時報58巻11号160頁
林俊之・最高裁判所判例解説民事篇平成16年度291頁
山本隆司・法学教室332号67頁
高木英行・早稲田法学85巻3第2分冊号689頁

民集58巻4号989頁 食品衛生法輸入届に対する違反
裁判所ウェブサイト 通知
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274
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

判例 １．処
4
分性

ウ通
知・勧
告

判例 １．処
5
分性

ウ通
知・勧
告

判例 １．処
R1
分性

ウ通
知・勧
告

裁判所

最判

年月日

平成17年4月14日

掲載誌

概要

論点についての結論

民集59巻3号491頁
過誤納金還付通知拒否通知
裁判所ウェブサイト

最判

民集59巻6号1661
平成17年7月15日 頁
医療法病院開設中止勧告
裁判所ウェブサイト

最判

土壌汚染対策法3条2項（有害物
民集66巻2号148頁
平成24年2月3日
質使用特定施設使用廃止等）通
裁判所ウェブサイト
知
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評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

処分性あり

高世三郎・ジュリスト1300号147頁
別所卓郎・民事研修582号41頁
塩崎勤・登記インターネット8巻1号105頁
奥谷健・判例時報1915号169頁
仲野武志・法学（東北大学法学会）70巻2号202頁
宮崎雅子・民事研修591号53頁
小林幹雄・税務大学校／税大ジャーナル4号101頁
高世三郎・法曹時報59巻5号111頁
首藤重幸・ジュリスト臨時増刊1313号39頁（平成17年度重要判例解説）
太田幸夫・判例タイムズ臨時増刊1215号256頁（平成17年度主要民事
判例解説）
斎藤誠・別冊ジュリスト178号172頁〔租税判例百選 第4版〕
酒井克彦・月刊税務事例38巻4号72頁
酒井克彦・月刊税務事例39巻8号1頁
酒井克彦・月刊税務事例39巻9号1頁
高世三郎・最高裁判所判例解説民事篇平成17年度209頁
高木英行・東洋法学55巻2号73頁
斎藤誠・別冊ジュリスト207号166頁〔租税判例百選 第5版〕
北見宏介・別冊ジュリスト212号348頁〔行政判例百選2 第6版〕

処分性あり

寺洋平・法学セミナー616号118頁
杉原則彦・ジュリスト1307号169頁
杉原則彦・法曹時報58巻3号302頁
牛嶋仁・法令解説資料総覧289号73頁
楠井嘉行、大西欣範・判例地方自治273号4頁
玉川淳・賃金と社会保障（福祉対策資料改題）1425号62頁
仲野武志・自治研究82巻12号139頁
宮嵜秀典・民事研修599号35頁
下井康史・ジュリスト臨時増刊1313号47頁（平成17年度重要判例解説）
太田幸夫・判例タイムズ臨時増刊1215号280頁（平成17年度主要民事
判例解説）
角松生史・別冊ジュリスト182号344頁〔行政判例百選2 第5版〕
山本隆司・法学教室333号41頁
太田匡彦・別冊ジュリスト191号48頁〔社会保障判例百選 第4版〕
杉原則彦・最高裁判所判例解説民事篇平成17年度440頁
濱秀和・自治研究87巻10号3頁
角松生史・別冊ジュリスト212号346頁〔行政判例百選2 第6版〕

処分性あり

大橋真由美・法学セミナー692号127頁
江原勲、北原昌文・判例地方自治359号4頁
三好規正・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）11号297頁
桑原勇進・民事判例（日本評論社刊）5号156頁
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掲載
大分類 中分類 小分類
番号
判例 １．処
6
分性

判例 １．処
7
分性

判例 １．処
8
分性

エ内部
的行為

オ計画

カ条例

裁判所

最判

最大判

最判

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

民集66巻2号183頁 都立学校国旗掲揚起立・国歌斉
平成24年2月9日
裁判所ウェブサイト 唱・ピアノ伴奏職務命令

処分性なし

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
羽根一成・地方自治職員研修45巻5号70頁
高橋滋・法学セミナー688号131頁
加藤文也・労働法律旬報1768号22頁
石崎誠也・別冊ジュリスト212号440頁 〔行政判例百選2第6版〕
山本隆司・論究ジュリスト3号117頁

民集62巻8号2029
浜松市土地区画整理事業の事業
平成20年9月10日 頁
処分性あり
計画決定
裁判所ウェブサイト

山本隆司・法学教室339号57頁、法学教室340号73頁
松浦基之・法と民主主義432号47頁
渡邊亙・白鴎法学15巻2号181頁
和久田道雄・法律のひろば61巻12号49頁
大久保規子・法学セミナー649号123頁
中川丈久・法学教室341号20頁
江原勲・判例地方自治312号5頁
人見剛・ジュリスト臨時増刊1376号52頁〔平成20年度重要判例解説〕
山下竜一・民商法雑誌140巻3号344頁
藤巻秀夫・札幌法学20巻1＝2号113頁
大貫裕之・判例時報2069号164頁〈判例評論615／最新判例批評24〉
白藤博行・速報判例解説（法学セミナー増刊）4号47頁
山村恒年・判例地方自治313号67頁
宇賀克也・別冊判例タイムズ25号278頁（平成20年度主要民事判例解
説）
高木英行・東洋法学53巻3号61頁
増田稔・法曹時報63巻1号203頁
増田稔・ジュリスト増刊〔最高裁時の判例6平成18～20年〕45頁
増田稔・最高裁判所判例解説民事篇平成20年度444頁
橋本博之・別冊ジュリスト206号216頁〔環境法判例百選 第2版〕
三浦大介・自治総研405号82頁
山下竜一・別冊ジュリスト212号330頁〔行政判例百選2 第6版〕

民集60巻6号2369
旧高根町水道事業水道料金改定
平成18年7月14日 頁
処分性なし
条例
裁判所ウェブサイト

下山憲治・法学セミナー624号102頁
牛嶋仁・法令解説資料総覧299号67頁
増田稔・ジュリスト1335号115頁
渡井理佳子・判例地方自治292号103頁
黒川哲志・ジュリスト臨時増刊1332号47頁〔平成18年度重要判例解説〕
増田稔・法曹時報60巻10号159頁
野呂充・受験新報669号16頁
山本隆司・法学教室344号83頁
宇賀克也・別冊判例タイムズ22号296頁（平成19年度主要民事判例解
説）
増田稔・ジュリスト増刊〔最高裁時の判例6平成18～20年〕42頁
増田稔・最高裁判所判例解説民事篇平成18年度804頁
巽智彦・法学協会雑誌129巻8号213頁
大田直史・別冊ジュリスト212号336頁〔行政判例百選2 第6版〕
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276
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

判例 １．処
9
分性

判例 １．処
10
分性

判例 １．処
11
分性

カ条例

カ条例

キ応答
行為

裁判所

最判

年月日

概要

論点についての結論

民集63巻9号2124
横浜市市立保育所廃止条例制定
平成21年11月26日 頁
処分性あり
行為
裁判所ウェブサイト

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
高橋滋・法学セミナー664号131頁
秦雅子・賃金と社会保障1510号69頁
江原勲、北原昌文・判例地方自治329号4頁
北見宏介・速報判例解説（法学セミナー増刊）7号45頁
古田孝夫・ジュリスト1413号99頁
前田雅子・民商法雑誌143巻1号91頁
高橋滋・自治研究87巻2号143頁
山本隆司・法学教室366号91頁
石塚武志・京都大学／法学論叢168巻5号84頁
宇賀克也・別冊判例タイムズ32号352頁（平成22年度主要民事判例解
説）
久保茂樹・ジュリスト臨時増刊1420号62頁〔平成22年度重要判例解説〕
古田孝夫・法曹時報64巻3号201頁
古田孝夫・最高裁判所判例解説民事篇平成21年度855頁
高木英行・東洋法学56巻1号1頁
興津征雄・別冊ジュリスト212号434頁 〔行政判例百選2 第6版〕

処分性なし

玉国文敏・別冊ジュリスト168号10頁 〔地方自治判例百選 第3版〕
藤田尚則・ジュリスト臨時増刊1269号26頁（平成15年度重要判例解説）
高橋滋・別冊ジュリスト178号18頁 〔租税判例百選 第4版〕
須賀博志・別冊ジュリスト187号460頁 〔憲法判例百選2 第5版〕
山下竜一・法学セミナー584号32頁
山下清兵衛・月刊税務事例38巻5号38頁
林仲宣・税64巻10号50頁
水野忠恒・税研ＪＴＲＩ25巻3号181頁

非嫡出子との記載を空欄にした出
生届が不受理となったための住民
民集63巻4号638頁
平成21年4月17日
票不記載処分取消訴訟（住民票 処分性なし
裁判所ウェブサイト
記載申出に対する不記載応答の
処分性）（最高裁）

野口貴公美・法学セミナー657号123頁
渡井理佳子・自治研究85巻10号149頁
山本隆司・法学教室352号44頁
清野正彦・ジュリスト1393号103頁
大田直史・民商法雑誌141巻2号223頁
澤田省三・戸籍840号37頁
稲葉一将・速報判例解説（法学セミナー増刊）5号65頁
横田光平・ジュリスト臨時増刊1398号56頁〔平成21年度重要判例解説〕
石崎誠也・法学教室別冊附録354号8頁 〔判例セレクト2009－2〕
清野正彦・法曹時報62巻6号162頁
村重慶一・戸籍時報657号124頁
澤田省三・戸籍841号1頁
中路義彦・別冊判例タイムズ29号158頁（平成21年度主要民事判例解
説）
横田光平・法学協会雑誌129巻6号212頁
諸坂佐利・別冊ジュリスト211号132頁 〔行政判例百選1 第6版〕
清野正彦・最高裁判所判例解説民事篇平成21年度295頁

東京高判 平成15年1月30日

最判

掲載誌

判時1814号44頁
東京都外形標準課税条例
裁判所ウェブサイト

276

277
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

ア行政 (ア)青
判例 ２．理 手続法 色申告
12
由提示 以前の の更正
判例
処分

ア行政 (ア)青
判例 ２．理 手続法 色申告
13
由提示 以前の の更正
判例
処分

ア行政 (ア)青
判例 ２．理 手続法 色申告
14
由提示 以前の の更正
判例
処分

裁判所

最判

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

民集16巻12号2557 青色申告承認取消処分に対する
理由付記の違法性は
昭和37年12月26日 頁
審査請求棄却決定通知書の理由
認めたが上告棄却
裁判所ウェブサイト 付記

民集17巻4号617頁
更正処分の理由付記
裁判所ウェブサイト

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
清永敬次・シュトイエル11号
平峯隆・民商法雑誌49巻3号
兼子仁・別冊ジュリスト17号224頁
市原昌三郎・ジュリスト93号346頁
金子宏・別冊ジュリスト62号222頁
金子宏・ジュリスト臨時増刊248－2号248頁 〔行政判例百選 増補版〕
田中真次・最高裁判所判例解説民事篇昭和37年度479頁
藤原静雄・別冊ジュリスト182号298頁 〔行政判例百選2 第5版〕
藤原静雄・別冊ジュリスト212号306頁 〔行政判例百選2 第6版〕

中川一郎・シュトイエル16号
浦谷清・民商法雑誌50巻1号
理由付記の違法を認 高柳信一・別冊ジュリスト17号166頁
めて原判決破棄、被告 高柳信一・別冊ジュリスト79号156頁
の控訴棄却（請求認容 渡部吉隆・最高裁判所判例解説民事篇昭和38年度128頁
とした第一審判決を維 下川環・別冊ジュリスト181号250頁 〔行政判例百選1 第5版〕
持）
千葉裕・旬刊商事法務283号16頁
堺澤良・月刊税務事例41巻3号51頁
下川環・別冊ジュリスト211号256頁 〔行政判例百選1 第6版〕

最判

昭和38年5月31日

最判

浜野惺・ジュリスト847号
矢野敬一・税務弘報34巻6号
濱野惺・法曹時報38巻4号
碓井光明・判例時報1198号
理由付記の違法を認 木村弘之亮・ジュリスト870号
民集39巻3号850頁 青色申告法人税更正処分の理由 めず、請求を認容した 高野修・Ａｒｔｅｓ Ｌｉｂｅｒａｌｅｓ42号
昭和60年4月23日
裁判所ウェブサイト 付記の程度
原判決を破棄し、事案 芝池義一・別冊ジュリスト120号158頁
を原審に差戻し。
浜野惺・最高裁判所判例解説民事篇昭和60年度168頁
芝池義一・別冊ジュリスト178号202頁 〔租税判例百選 第4版〕
法律時報57巻13号213頁
林仲宣・税64巻10号98頁
深澤龍一郎・別冊ジュリスト207号195頁 〔租税判例百選 第5版〕
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278
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

ア行政 (イ)申
判例 ２．理 手続法 請拒否
15
由提示 以前の 処分へ
判例
の拡張

ア行政
判例 ２．理 手続法
16
由提示 以前の
判例

(イ)申
請拒否
処分へ
の拡張

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

最判

泉徳治・ジュリスト836号
福家俊朗・判例時報1160号
田中舘照橘・法令解説資料総覧47号
萩野芳夫・民商法雑誌93巻3号
山田洋・法政研究52巻2号
理由付記の違法を認 牛嶋仁・広島法学9巻3号
民集39巻1号22頁 旅券法一般旅券発給拒否通知の め、原判決取消、第一 泉徳治・法曹時報38巻5号
昭和60年1月22日
裁判所ウェブサイト 理由付記
審判決を結論において 高野修・Ａｒｔｅｓ Ｌｉｂｅｒａｌｅｓ42号
正当として請求認容。 東平好史・ジュリスト臨時増刊862号40頁
市原昌三郎・ジュリスト93号266頁
泉徳治・最高裁判所判例解説民事篇昭和60年度1頁
大浜啓吉・別冊ジュリスト181号252頁 〔行政判例百選1 第5版〕
芦部信喜・法学教室55号142頁
折橋洋介・別冊ジュリスト211号260頁 〔行政判例百選1 第6版〕

最判

田中舘照橘・法令解説資料総覧143号
多賀谷一照・法学教室153号
上告棄却（理由付記の 平松毅・民商法雑誌108巻4＝5号
判時1453号116頁 警視庁公文書非開示決定通知書
違法を認め請求を認 平松毅・別冊ジュリスト125号32頁
平成4年12月10日
裁判所ウェブサイト の理由付記
容した原判決を維持） 平松毅・別冊ジュリスト168号40頁
織朱實・別冊ジュリスト181号254頁 〔行政判例百選1 第5版〕
加藤就一・判例タイムズ852号304頁（平成5年度主要民事判例解説）

イ行政 (ア)理
判時1660号44頁
馬主登録申請拒否処分と行政手
判例 ２．理
手続法 由の提 東京地判 平成10年2月27日 判タ1015号113頁
続法8条の理由提示義務
R2
由提示
施行後 示義務
裁判所ウェブサイト

イ行政 (ア)理
判例 ２．理
手続法 由の提
17
由提示
施行後 示義務

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

最判

平成11年11月19日

民集53巻8号1862
頁

請求認容（拒否処分を
宇賀克也・判例タイムズ1036号340頁（平成11年度主要民事判例解説）
取消）

室井敬司・法学教室235号
川上宏二郎・判例時報1721号
平松毅・民商法雑誌123巻1号
大橋寛明・ジュリスト1194号
大橋寛明・法曹時報53巻10号
島村健・法学協会雑誌118巻10号
理由の差し替えを認め 常岡孝好・ジュリスト臨時増刊1179号37頁
情報公開条例非公開決定通知の
て原判決破棄、事案を 大橋寛明・ジュリスト増刊（最高裁時の判例1 公法編）170頁
理由付記と理由の差し替え
原審に差戻し。
大橋寛明・最高裁判所判例解説民事篇平成11年度812頁
池田直樹・別冊ジュリスト182号398頁 〔行政判例百選2 第5版〕
山田真依子・判例タイムズ1065号360頁（平成12年度主要民事判例解
説）
三宅弘・法律時報73巻2号56頁
野村武司・法律時報73巻3号88頁
池田直樹・別冊ジュリスト212号406頁 〔行政判例百選2 第6版〕
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279
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

(イ）処
イ行政
判例 ２．理
分基準
手続法
18
由提示
と理由
施行後
の提示

裁判所

最判

年月日

平成23年6月7日

掲載誌

民集65巻4号2081
頁

概要

論点についての結論

一級建築士免許取消処分の理由
破棄自判、請求認容
提示

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
羽根一成・地方自治職員研修44巻10号70頁
野口貴公美・法学セミナー681号129頁
北島周作・法学教室373号49頁
宇賀克也・自治実務セミナー50巻11号38頁
古田孝夫・ジュリスト1436号97頁
本多滝夫・ジュリスト臨時増刊1440号34頁 〔平成23年度重要判例解説〕
高木光・判例時報2142号148頁 〈判例評論639／最新判例批評23〉
原田大樹・九州大学／法政研究78巻4号57頁
友岡史仁・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）10号39頁
北島周作・別冊ジュリスト211号258頁 〔行政判例百選1 第6版〕

(イ）処
イ行政
判例 ２．理
分基準
一般貸切旅客自動車運送事業許
手続法
大阪地判 平成24年6月28日 裁判所ウェブサイト
請求認容
と理由
可取消処分の理由提示
19
由提示
施行後
の提示

石井昇・法学セミナー695号127頁
友岡史仁・新・判例解説Watch Web版（行政法 No.117)

(イ）処
イ行政
分基準
判タ1253号122頁 輸送施設使用停止命令処分の処
判例 ２．理
大阪地判 平成19年2月13日
請求認容
手続法
と理由
裁判所ウェブサイト 分基準と理由付記
R3
由提示
施行後
の提示

-

３．不
服申立 ア不服
判例
適格・ 申立適
20
原告適 格
格

遠藤きみ・法律のひろば31巻5号
田中舘照橘・法令解説資料総覧3号
布村勇二・法律のひろば31巻6号
城山安久・ジュリスト667号
上原敏夫・民商法雑誌80巻2号
宮崎良夫・ジュリスト693号
越山安久・法曹時報34巻1号
渋谷達紀・別冊ジュリスト110号240頁
岡村周一・別冊ジュリスト123号344頁
木元錦哉・別冊ジュリスト135号204頁
鈴木深雪・別冊ジュリスト141号242頁
岡村周一・別冊ジュリスト151号368頁
服部育生・別冊ジュリスト161号234頁
宮崎良夫・ジュリスト臨時増刊693号45頁
向田直範・ジュリスト81号192頁
岡村周一・ジュリスト93号338頁
阿部泰隆・別冊ジュリスト61号318頁
越山安久・最高裁判所判例解説民事篇昭和53年度75頁
岡村周一・別冊ジュリスト182号286頁 〔行政判例百選2 第5版〕
菊地元一・法学セミナー283号52頁
福永有利・判例タイムズ390号228頁（昭和53年度民事主要判例解説）
高橋滋・別冊ジュリスト199号228頁 〔経済法判例・審決百選〕
阿部泰隆・自治研究87巻7号3頁
岡村周一・別冊ジュリスト212号294頁 〔行政判例百選2 第6版〕

最判

昭和53年3月14日

民集32巻2号211頁
主婦連ジュース事件
裁判所ウェブサイト

279

主婦連の原告適格は
否定

280
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

３．不
服申立 ア不服
判例
適格・ 申立適
21
原告適 格
格

３．不
服申立 ア不服
判例
適格・ 申立適
22
原告適 格
格

３．不
服申立
判例
適格・
23
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R4
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R5
原告適
格

イ原告 (ア)都
適格
市計画

裁判所

最判

最判

最大判

年月日

昭和56年5月14日

平成18年1月19日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

民集35巻4号717頁 地方公共団体議会議員失職決定 不服申立適格は当該
裁判所ウェブサイト の不服申立適格
議員本人のみ

新村正人・法曹時報37巻2号
岡村周一・別冊ジュリスト123号346頁
中西又三・別冊ジュリスト125号70頁
岡村周一・別冊ジュリスト151号370頁
岡村周一・ジュリスト93号340頁
新村正人・最高裁判所判例解説民事篇昭和56年度311頁
岡村周一・別冊ジュリスト182号288頁 〔行政判例百選2 第5版〕
法律時報53巻11号162頁
新村正人・ジュリスト749号107頁
岡村周一・別冊ジュリスト212号296頁 〔行政判例百選2 第6版〕

民集60巻1号65頁 第二次納税義務者の不服申立適
肯定
裁判所ウェブサイト 格

占部裕典・法令解説資料総覧294号81頁
山田二郎・ジュリスト1325号252頁
伊藤義一、山口裕・ＴＫＣ税研情報15巻6号1頁
図子善信・久留米大学法学55号213頁
川神裕・ジュリスト1330号136頁
徴収実務研究会・国税速報5830号11頁
岩崎政明・ジュリスト臨時増刊1332号37頁 〔平成18年度重要判例解説〕
川神裕・法曹時報59巻9号295頁
橘素子・国税速報5978号6頁
高須要子・判例タイムズ1245号252頁（平成18年度主要民事判例解説）
山本英樹・月刊税務事例40巻12号82頁
江原勲・税62巻8号78頁
伊藤義一・月刊税務事例38巻10号1頁
渡辺充・旬刊速報税理25巻20号36頁
朝倉洋子・旬刊速報税理25巻36号33頁
林仲宣・税64巻10号100頁
田中治・税研ＪＴＲＩ25巻3号48頁
重本達哉・京都大学／法学論叢165巻6号138頁
川神裕・ジュリスト増刊〔最高裁時の判例6平成18～20年〕81頁
田中啓之・法学協会雑誌128巻6号257頁
川神裕・最高裁判所判例解説民事篇平成18年度67頁
三木義一・別冊ジュリスト207号48頁 〔租税判例百選 第5版〕

民集59巻10号2645
都市計画事業認可取消訴訟（小
平成17年12月7日 頁
田急最高裁判決）
裁判所ウェブサイト

肯定

一般論として事業地内
鉄道連続立体交差化のための都
イ原告 (ア)都
所有者以外の周辺住
東京地判 平成20年1月29日 裁判所ウェブサイト 市計画事業変更等の認可取消訴
適格
市計画
民にも肯定、ただ事案
訟
につき否定
高架式道路設置のための都市計
イ原告 (ア)都 名古屋高
平成21年11月13日 裁判所ウェブサイト 画事業変更認可と周辺住民の原 原告適格肯定
適格
市計画
判
告適格（控訴審）

280

佐藤優希・志学館法学12号23頁

281
掲載
大分類
番号
３．不
服申立
判例
適格・
R6
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R7
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R8
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R9
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R10
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R11
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R12
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R13
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R14
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R15
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R16
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R17
原告適
格

中分類 小分類

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

高架式道路設置のための都市計
イ原告 (ア)都 名古屋地
判タ1340号121頁
平成21年2月26日
画事業変更認可と周辺住民の原 原告適格肯定
適格
市計画
判
裁判所ウェブサイト
告適格（第1審）

-

都市計画の変更につき区域外の
イ原告 (ア)都
東京高判 平成21年11月26日 裁判所ウェブサイト マンション区分所有者・居住者で
適格
市計画
眺望の利益を有する者

-

原告適格否定

開発許可の開発区域周辺（崖崩
判例地方自治280 れ等により直接被害を受けること
イ原告 (ア)都
前者につき肯定、後者
が予想される範囲）に居住する者
横浜地判 平成17年10月19日 号93頁
適格
市計画
につき否定
裁判所ウェブサイト と良好な環境の下に生活する利益
等を主張する者
開発許可の開発区域周辺に居住
イ原告 (ア)都
判例地方自治304 し良好な環境の下に生活する利益
横浜地判 平成18年5月17日
否定
適格
市計画
号86頁
等（飲食店営業に伴う迷惑行為
等）を主張する者
開発許可につき近隣の土地所有
イ原告 (ア)都 名古屋地
平成19年10月10日 裁判所ウェブサイト 者（宅地造成につき接道要件を充 否定
適格
市計画
判
たさないことになる土地）
イ原告 (ア)都
大阪高判 平成20年7月31日 判時2059号26頁
適格
市計画
判時2059号36頁
イ原告 (ア)都
大阪地判 平成19年12月6日 判例地方自治309
適格
市計画
号82頁
イ原告 (ア)都
大阪地判
適格
市計画

平成20年8月7日

開発許可・建築確認につき過去に
された別の開発許可にかかる開
肯定
発利益を主張する周辺土地所有
者（控訴審）
開発許可・建築確認につき過去に
された別の開発許可にかかる開
否定
発利益を主張する周辺土地所有
者（第1審）

-

戸部真澄・速報判例解説（法学セミナー増刊）4号43頁

-

開発許可の開発区域周辺（崖崩
裁判所ウェブサイト
一般論として肯定、当
れ等により直接被害を受けること
該事案につき否定
判タ1303号128頁
が予想される範囲）に居住する者

イ原告 (ア)都
東京地判 平成22年5月13日 裁判所ウェブサイト 開発許可と隣接住民の原告適格
適格
市計画

否定

-

都市公園になったときに避難場所
イ原告 (ア)都
東京高判 平成21年9月16日 裁判所ウェブサイト として利用する蓋然性が高い周辺 肯定
適格
市計画
住民（控訴審）

-

都市公園になったときに避難場所
イ原告 (ア)都
東京地判 平成20年12月24日 裁判所ウェブサイト として利用する蓋然性が高い周辺 肯定
適格
市計画
住民（第1審）

湊二郎・法学教室別冊附録354号9頁

都市計画事業の認可と騒音等に
イ原告 (ア)都
判タ1271号109頁
よる健康等に係る著しい被害を直 肯定
大阪地判 平成20年3月27日
適格
市計画
裁判所ウェブサイト
接に受ける近隣居住者・勤務者

村田哲夫、岸本孝之・判例地方自治318号4頁
大久保規子・判例地方自治326号73頁

281

282
掲載
大分類 中分類 小分類 裁判所
年月日
掲載誌
概要
論点についての結論
番号
３．不
開発許可と開発区域内において家
服申立
判例
イ原告 (ア)都
裁、溢水、地盤沈下、出水等が発
大阪地判 平成24年3月28日 裁判所ウェブサイト
肯定
適格・
R18
適格
市計画
生し場合に被害を受ける蓋然性が
原告適
ある範囲の居住者
格

３．不
服申立
イ原告 (イ)公
判例
適格・
適格
営競技
24
原告適
格

最判

３．不
服申立
判例
イ原告 (イ)公
適格・
大阪高判
R19
適格
営競技
原告適
格
判例
R20
判例
R21
判例
R22
判例
R23

３．不
服申立
適格・
原告適
格
３．不
服申立
適格・
原告適
格
３．不
服申立
適格・
原告適
格
３．不
服申立
適格・
原告適
格

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

豊田里麻・法律のひろば63巻2号56頁
野口貴公美・法学セミナー663号119頁
高橋明男・ジュリスト臨時増刊1398号58頁 〔平成21年度重要判例解説〕
清野正彦・ジュリスト1402号130頁
山田健吾・速報判例解説（法学セミナー増刊）7号41頁
阿部泰隆・判例時報2087号164頁
清野正彦・法曹時報62巻11号196頁
施設から200m以内で
杉浦一輝・判例タイムズ1335号45頁
医療施設等を開設す
民集63巻8号1711
杉浦一輝・判例タイムズ1336号20頁
場外車券発売施設設置許可処分 る3名以外の原告適格
平成21年10月15日 頁
山本隆司・法学教室366号96頁
取消訴訟（最高裁）
を否定し、3名について
裁判所ウェブサイト
神橋一彦・民商法雑誌143巻3号295頁
は差戻審での審理に
石垣智子・判例タイムズ1358号30頁
委ねた
中山幾次郎、佐藤康憲・別冊判例タイムズ32号354頁（平成22年度主要
民事判例解説）
常岡孝好・別冊ジュリスト206号220頁 〔環境法判例百選 第2版〕
板垣勝彦・法学協会雑誌129巻5号224頁
宇賀克也・自治実務セミナー51巻7号40頁
清野正彦・最高裁判所判例解説民事篇平成21年度658頁
勢一智子・別冊ジュリスト212号368頁 〔行政判例百選2 第6版〕

大橋洋一・自治研究85巻8号131頁
1000メートル以内の居 大沼洋一・判例時報2030号148頁
判時2019号17頁
場外車券発売施設設置許可処分
平成20年3月6日
住・事業・病院経営者 南川和宣・岡山大学法学会雑誌59巻2号265頁
裁判所ウェブサイト 取消訴訟（控訴審）
に肯定
宇賀克也・自治実務セミナー51巻7号40頁

イ原告 (イ)公
判タ1257号79頁
場外車券発売施設設置許可処分 医療施設、学生等、入
大阪地判 平成19年3月14日
宇賀克也・自治実務セミナー51巻7号40頁
適格
営競技
裁判所ウェブサイト 取消訴訟（第1審）
院者等につき否定
イ原告 (イ)公
東京地判 平成19年3月29日 裁判所ウェブサイト 場外車券販売施設設置許可
適格
営競技

周辺住民につき否定、
医療施設設置者につ
いては一般論肯定、当
該事案につき否定

イ原告 (イ)公 名古屋地
勝舟投票権場外販売場の設置確 周辺住民の原告適格
平成18年7月20日 裁判所ウェブサイト
適格
営競技
決
認執行停止申立て
否定

-

イ原告 (イ)公
勝舟投票権場外販売場の基準適 周辺住民の原告適格
東京高判 平成20年4月17日 裁判所ウェブサイト
適格
営競技
合確認取消訴訟（控訴審）
否定

-

282

283
掲載
大分類 中分類 小分類 裁判所
年月日
掲載誌
概要
番号
３．不
服申立
判例
イ原告 (イ)公
勝舟投票権場外販売場の基準適
適格・
東京地判 平成18年12月20日 裁判所ウェブサイト
R24
適格
営競技
合確認取消訴訟（第1審）
原告適
格

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

市町村の自治会・町内
会等に所属する者等
の原告適格を一般論 で肯定、当該事案につ
き否定

集民226号141頁
病院開設許可取消訴訟と既存の
平成19年10月19日 判時1993号3頁
医療法人（最高裁）
裁判所ウェブサイト

否定

細川俊彦・民商法雑誌138巻2号251頁
山田洋・判例時報2018号164頁
大西有二・ジュリスト臨時増刊1354号50頁 〔平成19年度重要判例解説〕
西口元・別冊判例タイムズ25号282頁（平成20年度主要民事判例解説）
宇賀克也・自治実務セミナー51巻6号38頁

３．不
服申立
イ原告 (ウ)病
病院開設許可取消訴訟と既存の
判例
東京高判 平成17年9月13日 裁判所ウェブサイト
適格・
適格
院開設
医療法人開設者
R25
原告適
格

否定

-

３．不
服申立
判例
イ原告 (ウ)病
適格・
25
適格
院開設
原告適
格

３．不
(エ)道
服申立
判例
イ原告 交法の
適格・
26
適格
優良運
原告適
転者
格

３．不
服申立
判例
適格・
R26
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R27
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R28
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R29
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R30
原告適
格

最判

最判

平成21年2月27日

民集63巻2号27頁 道交法の優良運転者制度の保障
法律上の利益と認定
裁判所ウェブサイト する法的地位

一般論は肯定、100
メートルを超える住民
に対し否定

大久保規子・法学セミナー655号119頁
野田崇・ジュリスト臨時増刊1398号60頁 〔平成21年度重要判例解説〕
中原茂樹・法学教室別冊附録354号10頁
室井敬司・自治研究87巻1号135頁
深澤龍一郎・民商法雑誌143巻2号170頁
山本隆司・法学教室366号85頁
西川知一郎・別冊判例タイムズ29号314頁（平成21年度主要民事判例
解説）
長屋文裕・最高裁判所判例解説民事篇平成21年度106頁
長屋文裕・法曹時報64巻10号69頁
近藤哲雄・法学研究43巻2号141頁
針原祥次・判例地方自治300号68頁
野呂充・受験新報676号18頁

イ原告 (オ)そ
適格
の他

大阪地判 平成18年10月26日 判タ1226号82頁

風営法の営業所の構造・設備変
更承認と住居集合地域内の住民

イ原告 (オ)そ
適格
の他

大阪地判 平成20年2月14日 判タ1265号67頁

風営法の営業所の構造・設備変
更承認と営業実施により騒音、振 肯定
動等の被害を直接受ける住民

イ原告 (オ)そ
適格
の他

墓地経営許可と「嫌忌施設である
高橋滋・法学セミナー652号129頁
一般論は肯定、当該事
福岡高判 平成20年5月27日 裁判所ウェブサイト がゆえに生じる精神的苦痛等から
田中孝男・速報判例解説（法学セミナー増刊）4号27頁
案につき否定
免れる利益」

イ原告 (オ)そ
適格
の他
イ原告 (オ)そ
適格
の他

稲葉一将・速報判例解説（法学セミナー増刊）4号23頁

墓地経営許可と「衛生環境の悪化
白藤博行・判例時報2102号164頁
判時2079号25頁
による健康又は生活環境の著しい
東京地判 平成22年4月16日
肯定
北村喜宣・速報判例解説（法学セミナー増刊）9号313頁
裁判所ウェブサイト 被害を直接受ける恐れがあるも
の」
土地所有者等につき
圏央道土地収用事業認定取消訴 肯定、周辺住民及び環
東京高判 平成20年6月19日 裁判所ウェブサイト
境保護団体につき否
訟（控訴審）
定

283

284
掲載
大分類
番号
３．不
服申立
判例
適格・
R31
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R32
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R33
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R34
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R35
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R36
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R37
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R38
原告適
格

中分類 小分類
イ原告 (オ)そ
適格
の他
イ原告 (オ)そ
適格
の他
イ原告 (オ)そ
適格
の他

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

土地所有者等につき
訟務月報53巻7号
圏央道土地収用事業認定取消訴 肯定、周辺住民及び環
東京地判 平成17年5月31日 1937頁
訟（第1審）
境保護団体につき否
裁判所ウェブサイト
定
条例により広域避難場所に指定さ
避難区域住民につき
れているグラウンドを含む土地区
東京地判 平成20年5月29日 判時2015号24頁
肯定、動植物多様性等 福井秀夫・自治研究85巻12号130頁
画整理事業施行認可（三井グラウ
の主張者につき否定
ンド事件）
仮換地指定における財産区住民、
判例地方自治282 土地区画整理での市道整備につ
大阪地判 平成17年8月25日
いずれも否定
号84頁
き「まちづくり権」等を主張する周
辺住民

イ原告 (オ)そ
適格
の他

大阪高判 平成20年8月28日 裁判所ウェブサイト

建築確認取消訴訟と通風阻害を
主張する周辺住民（控訴審）

肯定

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

大阪地判 平成19年12月27日

判タ1270号191頁 建築確認取消訴訟と通風阻害を
裁判所ウェブサイト 主張する周辺住民（第1審）

肯定

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京高判

建築確認と当該建物の倒壊・炎上
平成20年7月9日 裁判所ウェブサイト 等で直接被害を受ける範囲の住 肯定
民・居住者（控訴審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京地判

建築確認と当該建物の倒壊・炎上
平成19年9月7日 裁判所ウェブサイト 等で直接被害を受ける範囲の住 肯定
民・居住者（第1審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京地判 平成23年9月21日 判例集未搭載

３．不
服申立
判例
イ原告 (オ)そ
適格・
R39
適格
の他
原告適
格

広島地判 平成21年10月1日

建築確認と当該建物の倒壊・炎上
前者につき肯定、後者
等で直接被害を受ける範囲の住
につき否定
民・居住者/景観利益主張者

判時2060号3頁
鞆の浦公有水面埋め立てと景観
裁判所ウェブサイト 利益、慣習排水権、漁業者

284

いずれも肯定

大久保規子・法学セミナー661号127頁
交告尚史・法学教室354号7頁
山村恒年・判例地方自治327号85頁
横山信二・松山大学法学部20周年記念論文集99頁
早稲田大学大学院／ＬＡＷ ＡＮＤ ＰＲＡＣＴＩＣＥ4号57頁
臼井雅子・中央学院大学法学論叢23巻2号39頁
山下竜一・判例時報2078号164頁
福永実・速報判例解説（法学セミナー増刊）6号53頁
清水晶紀・速報判例解説（法学セミナー増刊）7号325頁
太田照美・京都産業大学／産大法学43巻3＝4号71頁
北村喜宣・産業と環境39巻1号36頁
富井利安・関東学院法学20巻2号47頁
北河隆之・判例地方自治343号91頁
島村健・ジュリスト臨時増刊1420号64頁 〔平成22年度重要判例解説〕
角松生史・別冊ジュリスト206号178頁 〔環境法判例百選 第2版〕
横山信二・広島法学35巻4号172頁

285
掲載
大分類
番号
３．不
服申立
判例
適格・
R40
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R41
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R42
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R43
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R44
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R45
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R46
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R47
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R48
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R49
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R50
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R51
原告適
格

中分類 小分類

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

公有水面埋め立て免許と汚濁流
一般論としては肯定、
平成20年9月8日 裁判所ウェブサイト 出による被害・慣習法上の漁業権
当該事案につき否定
（控訴審）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

福岡高判

イ原告 (オ)そ
適格
の他

公有水面埋め立て免許と汚濁流
一般論としては肯定、
大分地判 平成19年3月26日 裁判所ウェブサイト 出による被害・慣習法上の漁業権
当該事案につき否定
（第1審）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

公有水面埋立免許と生命身体の
広島高裁
平成19年10月31日 裁判所ウェブサイト 安全、健康・生活環境に著しい被
松江支判
害が発生する者等（控訴審）

一般論としては肯定、
当該事案につき否定

イ原告 (オ)そ
適格
の他

公有水面埋立免許と生命身体の
松江地判 平成19年3月19日 裁判所ウェブサイト 安全、健康・生活環境に著しい被
害が発生する者等（第1審）

一般論としては肯定、
当該事案につき否定

イ原告 (オ)そ
適格
の他

判例地方自治312 水域施設建設協議応諾と漁業権
一般論につき肯定、当
横浜地判 平成20年2月27日 号62頁
（本件では漁協組合員及びレク活
該事案につき否定
裁判所ウェブサイト 動団体員、海釣りする者）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京高判

イ原告 (オ)そ
適格
の他

新東京国際空港にかかる工事実
私権制限を受けること 吉村祥子・ジュリスト臨時増刊1376号[平成20年度重要判例解説〕328
千葉地判 平成19年10月19日 裁判所ウェブサイト 施計画の変更認可処分等取消訴
となる者につき肯定
頁
訟（第1審）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京地判 平成18年3月28日 判タ1239号157頁

イ原告 (オ)そ
適格
の他

平成21年6月1日

裁判所ウェブサイト

新東京国際空港にかかる工事実
私権制限を受けること
施計画の変更認可処分等取消訴
となる者につき肯定
訟（控訴審）

混雑飛行場に係る運行許可と同
飛行場で定期運行している者

一般論につき肯定、当
寺田麻佑・自治研究85巻6号116頁
該事案につき否定

大阪高判 平成19年10月25日

鉄道施設工事施工認可と騒音被
判タ1264号2805頁
害を受ける住民/不動産権利者
裁判所ウェブサイト
（控訴審）

前者につき肯定、後者
高橋信行・自治研究85巻7号120頁
につき否定

イ原告 (オ)そ
適格
の他

大阪地判 平成18年3月30日

鉄道施設工事施工認可と騒音被
判タ1230号115頁
害を受ける住民/不動産権利者
裁判所ウェブサイト
（第1審）

前者につき肯定、後者
につき否定

イ原告 (オ)そ
適格
の他

鉄道施設変更工事完成検査合格
東京地判 平成20年1月29日 裁判所ウェブサイト 処分と騒音・日照阻害等を主張す 否定
る周辺住民

イ原告 (オ)そ
適格
の他

産業廃棄物処分業の許可と周辺
前者につき肯定、後者
大阪高判 平成19年1月24日 裁判所ウェブサイト 住民/隣接建物において食品加工
につき否定
業を営む法人（控訴審）
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-

286
掲載
大分類
番号
３．不
服申立
判例
適格・
R52
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R53
原告適
格

中分類 小分類

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

産業廃棄物処分業の許可と周辺
判タ1221号238頁
前者につき肯定、後者
住民/隣接建物において食品加工
裁判所ウェブサイト
につき否定
業を営む法人（第1審）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

大阪地判 平成18年2月22日

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京高判 平成21年5月20日 裁判所ウェブサイト

３．不
服申立
判例
イ原告 (オ)そ
適格・
R54
適格
の他
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R55
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R56
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R57
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R58
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R59
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R60
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R61
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R62
原告適
格

裁判所

産業廃棄物処理施設設置許可と
周辺住民（控訴審）

判例時報2004号62
産業廃棄物処理施設設置許可と
千葉地裁 平成19年8月21日 頁
周辺住民（第1審）
裁判所ウェブサイト

肯定

肯定

清水晶紀・別冊ジュリスト206号156頁 〔環境法判例百選 第2版〕

高橋正人・東北大学／東北法学33号141頁
桑原勇進・ジュリスト臨時増刊1376号48頁 〔平成20年度重要判例解説〕
田中孝男・速報判例解説（法学セミナー増刊）2号53頁
大久保規子・判例地方自治313号53頁
佐久間健吉・別冊判例タイムズ25号276頁（平成20年度主要民事判例
解説）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

一般廃棄物収集運搬業許可と浄
福岡高裁
平成22年11月24日 裁判所ウェブサイト 化清掃業の許可と既存のし尿・浄 否定
宮崎支判
化槽汚泥収集業者（控訴審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

一般廃棄物収集運搬業許可と浄
鹿児島地
平成22年5月25日 裁判所ウェブサイト 化清掃業の許可と既存のし尿・浄 否定
判
化槽汚泥収集業者（第1審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

市まちづくり条例に基づく開発基
東京高判 平成22年6月10日 裁判所ウェブサイト 準適合確認通知と日照阻害される 肯定
周辺住民（控訴審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

市まちづくり条例に基づく開発基
東京地判 平成21年11月27日 裁判所ウェブサイト 準適合確認通知と日照阻害される 肯定
周辺住民（第1審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

タクシー運賃料金変更認可と当該
東京高判 平成21年4月16日 裁判所ウェブサイト 事業者に勤務するタクシー運転手 否定
（控訴審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

タクシー運賃料金変更認可と当該
東京地判 平成20年5月16日 裁判所ウェブサイト 事業者に勤務するタクシー運転手 否定
（第1審）

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

東京地判 平成20年3月19日 裁判所ウェブサイト

特殊車両通行の認定と道路沿道・
否定
周辺住民

-

イ原告 (オ)そ
適格
の他

福岡高裁
市道の路線廃止と日常的な利用
平成18年1月27日 裁判所ウェブサイト
宮崎支判
者
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肯定

-

287
掲載
大分類
番号
３．不
服申立
判例
適格・
R63
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R64
原告適
格
３．不
服申立
判例
適格・
R65
原告適
格
４．不
（判 服申立
例
期間・
22） 出訴期
間

中分類 小分類

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

イ原告 (オ)そ
適格
の他

社会福祉法人の解散認可と勤務
福岡高判 平成22年1月21日 裁判所ウェブサイト する社会福祉事業従事者（控訴
審）

イ原告 (オ)そ
適格
の他

福岡地判 平成21年2月25日 裁判所ウェブサイト

イ原告 (オ)そ
適格
の他

熊本地判 平成23年12月14日

ア不服
申立期
間

４．不
服申立 ア不服
判例
期間・ 申立期
27
出訴期 間
間

４．不
服申立 ア不服
判例
期間・ 申立期
R66
出訴期 間
間

４．不
服申立
判例
イ出訴
期間・
28
期間
出訴期
間

４．不
服申立
イ出訴
判例
期間・
期間
R67
出訴期
間

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

肯定

-

社会福祉法人の解散認可と勤務
肯定
する社会福祉事業従事者（第1審）

-

製造たばこ小売り販売許可処分と
判時2155号43頁
近隣で同許可を受けて同業を営む 肯定
裁判所ウェブサイト
者

-

民集60巻1号65頁 第二次納税義務者にとっての「処
納付告知日とした
裁判所ウェブサイト 分があったことを知った日」

最判

平成18年1月19日

最判

大橋寛明・ジュリスト1262号140頁
大橋寛明・法曹時報56巻12号190頁
野口貴公美・ジュリスト臨時増刊1246号50頁（平成14年度重要判例解
説）
民集56巻8号1903
都市計画事業認可の告示と「処分 告示日を「知った日」と 大橋寛明・最高裁判所判例解説民事篇平成14年度878頁
平成14年10月24日 頁
があったことを知った日」
した
大橋寛明・ジュリスト増刊 最高裁時の判例4刑事法編310頁
裁判所ウェブサイト
日景聡・判例タイムズ臨増1154号278頁 〔平成15年度主要民事判例解
説〕
比山節男・別冊ジュリスト182号284頁 〔行政判例百選2 第5版〕
比山節男・別冊ジュリスト212号292頁 〔行政判例百選2 第6版〕

福岡高判 平成22年5月25日

最判

賃金と社会保障
1524号59頁

昭和51年5月6日 民集30巻4号541頁

横浜地判 平成22年1月27日

判例地方自治337
号41頁

受領拒絶に正当な理
生活保護停止処分通知書の受領 由なしとして適法な審
査請求を経ていないこ
拒絶と審査請求前置
とから訴え却下

課税処分に対する異議申立てに
対する税務署長の決定

伴義聖・税務弘報24巻9号
森勝治・判例時報835号
岸田貞夫・民商法雑誌76巻2号
兼子仁・ジュリスト644号
越山安久・法曹時報31巻3号
国税不服審判所への 藤谷正博・別冊ジュリスト123号342頁
審査請求とは区別して 藤谷正博・別冊ジュリスト151号366頁
1項で計算
金子芳雄・別冊ジュリスト79号214頁
藤谷正博・ジュリスト93号336頁
山田二郎・別冊ジュリスト61号316頁
越山安久・最高裁判所判例解説民事篇昭和51年度216頁
西田幸介・別冊ジュリスト182号384頁 〔行政判例百選2 第5版〕
西田幸介・別冊ジュリスト212号390頁 〔行政判例百選2 第6版〕

研究所設置許可処分につき話し
正当な理由該当性を
合いがもたれていたにもかかわら
認めず却下
ず9ヶ月後に提訴された場合
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-

288
掲載
大分類 中分類
番号
４．不
服申立
判例
イ出訴
期間・
29
期間
出訴期
間
ア非申
判例 ５．義 請型義
30
務付け 務付け
訴訟

小分類

裁判所

年月日

東京地判 平成22年9月29日

掲載誌

概要

論点についての結論

固定資産税課税台帳の登録価格
判時2108号38頁
正当な理由該当性を
についての争いか否かが微妙な
裁判所ウェブサイト
認めた
事案

(ア)住
非嫡出子との記載を空欄にした出
民票記
判時1981号9頁
生届が不受理となったための住民
認容
載義務 東京地判 平成19年5月31日
裁判所ウェブサイト 票不記載処分取消訴訟・住民票
付け訴
記載義務付け訴訟（第1審）
訟
(ア)住
ア非申
非嫡出子との記載を空欄にした出
民票記
判例 ５．義 請型義
判タ1227号67頁
生届が不受理となったための住民
却下
載義務 東京高判 平成19年11月5日
31
務付け 務付け
裁判所ウェブサイト 票不記載処分取消訴訟・住民票
付け訴
訴訟
記載義務付け訴訟（控訴審）
訟
ア非申
(イ)在
判例 ５．義 請型義
名古屋地
留特別
平成22年12月9日 判タ1367号124頁
32
務付け 務付け
判
許可
訴訟

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
木山泰嗣・税経通信66巻11号193頁
今本啓介・判例時報2130号148頁

村重慶一・戸籍時報623号66頁
田中孝男・速報判例解説（法学セミナー増刊）2号37頁
横田光平・季刊教育法157号64頁
村重慶一・戸籍時報638号85頁
二宮周平・速報判例解説（法学セミナー増刊）3号77頁
二宮周平・別冊判例タイムズ25号134頁（平成20年度主要民事判例解
説）

友岡史仁・法学セミナー678号125頁
裁決取消は認容、非申 川村真理・国際人権22号163頁
在留特別許可義務付け訴訟（非申
請型義務付けは補充 永田高英・ジュリスト臨時増刊1440号297頁〔平成23年度重要判例解
請型）
性要件を認めず却下 説〕
北村和生・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）10号51頁

ア非申
(イ)在
判例 ５．義 請型義
裁決後の婚姻による在留特別許
留特別 東京地判 平成17年11月25日 裁判所ウェブサイト
可義務付け訴訟（非申請型）
R68 務付け 務付け
許可
訴訟

請求棄却

-

ア非申
(イ)在
判例 ５．義 請型義
裁決後の婚姻による裁決撤回義
留特別 東京地判 平成20年8月22日 裁判所ウェブサイト
R69 務付け 務付け
務付け訴訟（非申請型）
許可
訴訟

請求棄却

-

ア非申
(イ)在
判例 ５．義 請型義
留特別 東京高判 平成21年3月5日 裁判所ウェブサイト
R70 務付け 務付け
許可
訴訟
ア非申
(イ)在
判例 ５．義 請型義
留特別 東京地判 平成21年3月25日 裁判所ウェブサイト
R71 務付け 務付け
許可
訴訟
(ウ)産
業廃棄
ア非申 物処分
判例 ５．義 請型義 場に対
福岡高判 平成23年2月7日 判時2122号45頁
33
務付け 務付け する是
正命令
訴訟
と代執
行

在留特別許可義務付け訴訟（非申 申請型だとした原判決
請型への鞍替え控訴審）
を取り消して訴え却下

異議の申出をしないまま提訴した
訴え却下
在留特別許可義務付け訴訟

-

旧筑穂町産廃是正措置命令義務
認容
付け（控訴審）

飯島淳子・ジュリスト臨時増刊1440号48頁 〔平成23年度重要判例解説〕
筑紫圭一・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）10号299頁
奥宮京子、高橋哲也・判例地方自治361号4頁
越智敏裕・民事判例（日本評論社刊）3号168頁
平川英子・早稲田法学87巻4号127頁
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289
掲載
大分類 中分類 小分類
番号
(ウ)産
業廃棄
ア非申 物処分
判例 ５．義 請型義 場に対
R72 務付け 務付け する是
訴訟
正命令
と代執
行
(ウ)産
業廃棄
ア非申 物処分
判例 ５．義 請型義 場に対
R73 務付け 務付け する是
訴訟
正命令
と代執
行
(ウ)産
業廃棄
ア非申 物処分
判例 ５．義 請型義 場に対
R74 務付け 務付け する是
訴訟
正命令
と代執
行
(ウ)産
業廃棄
ア非申 物処分
判例 ５．義 請型義 場に対
R75 務付け 務付け する是
訴訟
正命令
と代執
行
ア非申
判例 ５．義 請型義 （エ）そ
R76 務付け 務付け の他
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義 （エ）そ
R77 務付け 務付け の他
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義 （エ）そ
R78 務付け 務付け の他
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義 （エ）そ
R79 務付け 務付け の他
訴訟

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）

福岡地判 平成20年2月25日 判時2122号50頁

旧筑穂町産廃是正措置命令義務 「重大な損害」該当性
付け（第1審）
を認めず訴え却下

平川英子・早稲田法学87巻4号127頁

福島地判 平成24年4月24日 判時2148号45頁

福島産廃設置許可取消義務付け
請求認容
訴訟（第1審）

高橋滋・法学セミナー694号129頁

さいたま
地判

平成23年1月26日

廃掃法に基づく措置命令等の義務 「重大な損害」該当性
付け訴訟
を認めず訴え却下

-

東京地判

平成19年9月7日 裁判所ウェブサイト

建築基準法是正措置命令義務付 「重大な損害」該当性
け訴訟（第1審）
を認めたが請求棄却

-

東京高判

平成20年7月9日 裁判所ウェブサイト

「重大な損害」該当性
建築基準法是正措置命令義務付 を認めたが訴えの利益
け訴訟（控訴審）
が消滅したため訴え却
下

大阪地判 平成21年9月17日

判例地方自治354
号84頁

判例地方自治330
号58頁

建築基準法是正措置命令義務付 「重大な損害」該当性
け訴訟（大阪）
を認めたが請求棄却

-

第三者を害する日影規制違反に
東京高判 平成18年5月11日 裁判所ウェブサイト 基づく建築基準法是正措置命令
義務付け訴訟（控訴審）

原告自身についての
「重大な損害」該当性
を認めず訴え却下

-

第三者を害する日影規制違反に
東京地判 平成17年12月16日 裁判所ウェブサイト 基づく建築基準法是正措置命令
義務付け訴訟（第1審）

原告自身についての
「重大な損害」該当性
を認めず訴え却下

-
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290
掲載
大分類 中分類
番号
ア非申
判例 ５．義 請型義
R80 務付け 務付け
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義
R81 務付け 務付け
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義
R82 務付け 務付け
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義
R83 務付け 務付け
訴訟
ア非申
判例 ５．義 請型義
R84 務付け 務付け
訴訟

小分類

裁判所

年月日

掲載誌

（エ）そ
東京地判 平成21年11月26日 判例集未搭載
の他

概要

論点についての結論

第三者を害する違反に基づく建築
基準法是正措置命令義務付け訴 訴え却下
訟

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
-

（エ）そ
判タ1282号75頁
景観利益を根拠とする建築基準法 「重大な損害」該当性
京都地判 平成19年11月7日
の他
裁判所ウェブサイト 是正措置命令義務付け訴訟
を否定して訴え却下

-

（エ）そ
横浜地判
の他

-

平成23年3月9日

判例地方自治355
号72頁

オートキャンプ場周辺河川工事是 「重大な損害」該当性
正命令義務付け訴訟
を否定して訴え却下

（エ）そ
固定資産課税台帳登録価格修
東京高判 平成18年11月15日 裁判所ウェブサイト
の他
正・登録義務付け訴訟（控訴審）

「補充性」該当性を否
定して訴え却下

-

（エ）そ
固定資産課税台帳登録価格修
横浜地判 平成18年7月19日 裁判所ウェブサイト
の他
正・登録義務付け訴訟（第1審）

「補充性」該当性を否
定して訴え却下

-

ア非申
判例 ５．義 請型義 （エ）そ
判タ1349号87頁
独禁法課徴金納付命令取消義務 「重大な損害」該当性
東京地判 平成22年4月28日
R85 務付け 務付け の他
裁判所ウェブサイト 付け訴訟
を否定して訴え却下
訴訟

宇都宮秀樹・ジュリスト1405号132頁
中川晶比兒・公正取引726号68頁
山部俊文・ジュリスト1427号153頁
高橋滋・公正取引735号79頁

ア非申
判例 ５．義 請型義 （エ）そ
所得税・消費税減額更正処分義
広島地判 平成19年10月26日 裁判所ウェブサイト
R86 務付け 務付け の他
務付け訴訟
訴訟

伊藤義一、井出浩一・ＴＫＣ税研情報17巻6号1頁
占部裕典・民商法雑誌139巻2号147頁
今村隆・ジュリスト1377号164頁
占部裕典・速報判例解説（法学セミナー増刊）3号279頁

「補充性」該当性を否
定して訴え却下

イ申請
裁判所ウェブサイト
三宅裕一郎・法学セミナー684号126頁
判例 ５．義 型義務 (ア)情
沖縄返還協定「密約」開示決定義
東京高判 平成23年9月29日 判時2142号3頁
原判決取消、請求棄却 我部政明・法律時報83巻13号1頁
34
務付け 付け訴 報公開
務付け訴訟(控訴審）
判タ1377号79頁
中村英樹・季報情報公開個人情報保護45号31頁
訟

イ申請
判例 ５．義 型義務 (ア)情
東京地判
R87 務付け 付け訴 報公開
訟

平成22年4月9日 判時2076号19頁

沖縄返還協定「密約」開示決定義
請求認容
務付け訴訟（第一審）
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宇賀克也・判例時報2093号164頁
三宅裕一郎・法学セミナー672号120頁
上拂耕生・季報情報公開・個人情報保護39号33頁
稲葉一将・速報判例解説（法学セミナー増刊）8号57頁
我部政明・法律時報83巻13号1頁
西口元・別冊判例タイムズ32号360頁（平成22年度主要民事判例解説）
中野徹也・ジュリスト臨時増刊1420号348頁 〔平成22年度重要判例解
説〕

291
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

イ申請
判例 ５．義 型義務 (ア)情
R88 務付け 付け訴 報公開
訟

イ申請
判例 ５．義 型義務 (ア)情
R89 務付け 付け訴 報公開
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (ア)情
R90 務付け 付け訴 報公開
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (ア)情
R91 務付け 付け訴 報公開
訟
イ申請
（イ）保
判例 ５．義 型義務
育園入
35
務付け 付け訴
園承諾
訟

裁判所

最判

年月日

平成23年10月14日

掲載誌

概要

論点についての結論

判時2159号53頁
省エネ法定期報告書不開示部分
破棄自判、請求棄却
裁判所ウェブサイト 開示決定義務付け訴訟（上告審）

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
友岡史仁・法学セミナー684号127頁
高橋滋・ジュリスト臨時増刊1440号40頁 〔平成23年度重要判例解説〕
萩原聡央・名古屋経済大学市邨学園短期大学／名経法学31号183頁
佐伯彰洋・民商法雑誌146巻3号327頁
宇賀克也・自治実務セミナー51巻9号36頁
山田健吾・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）11号61頁
北村喜宣・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）11号293頁
島村健・民事判例（日本評論社刊）4号170頁

名古屋高
省エネ法定期報告書不開示部分
平成19年11月15日 裁判所ウェブサイト
請求認容
判
開示決定義務付け訴訟（控訴審）

佐伯彰洋・別冊ジュリスト206号236頁 〔環境法判例百選 第2版〕

名古屋地
判タ1266号207頁 省エネ法定期報告書不開示部分
平成18年10月5日
判
裁判所ウェブサイト 開示決定義務付け訴訟（第1審）

請求認容

佐伯彰洋・季報情報公開・個人情報保護25号29頁

東京地判 平成18年2月28日 裁判所ウェブサイト

服役中の受刑者による刑務所内
診療録開示義務付け訴訟

訴え却下

-

東京地判 平成18年10月25日 判時1956号62頁

カニューレ装着児童の保育園入園
請求認容
承諾義務付け訴訟

イ申請 （ウ）タ
友岡史仁・速報判例解説（法学セミナー増刊）7号49頁
タクシー運賃変更認可拒否処分取
判例 ５．義 型義務 クシー
判時2071号20頁
取消につき認容、義務 横田明美・自治研究87巻6号95頁
大阪地判 平成21年9月25日
消訴訟・認可処分義務付け訴訟
36
務付け 付け訴 運賃変
裁判所ウェブサイト
付けにつき認容
日野辰哉・早稲田法学86巻4号323頁
（単独取消判決後の第一審）
訟
更認可
片山健・別冊判例タイムズ32号356頁（平成22年度主要民事判例解説

イ申請 （ウ）タ
判例 ５．義 型義務 クシー
大阪高判
37
務付け 付け訴 運賃変
訟
更認可

平成22年9月9日

タクシー運賃変更認可拒否処分取 原判決取消、取消につ 東條吉純・ジュリスト1421号109頁
判時2108号21頁
消訴訟・認可処分義務付け訴訟 き棄却、義務付けにつ 日野辰哉・判例時報2127号148頁
裁判所ウェブサイト
（控訴審）
き却下
神橋一彦・ジュリスト臨時増刊1440号46頁 〔平成23年度重要判例解説〕

イ申請
(エ)在
判例 ５．義 型義務
判時2013号61頁
在留特別許可義務付け訴訟（申請
留特別 東京地判 平成20年2月29日
請求認容
38
務付け 付け訴
裁判所ウェブサイト 型）
許可
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R92 務付け 付け訴 の他
訟

東京高判 平成17年12月26日 裁判所ウェブサイト

有効期間5年の運転免許交付義
務付け訴訟

291

大橋真由美・ジュリスト臨時増刊1376号54頁〔平成20年度重要判例解
説〕
吉野内謙志・別冊判例タイムズ25号280頁（平成20年度主要民事判例
解説）
中嶋直木・東北法学35号41頁

取消につき請求棄却、
義務付けにつき請求 棄却
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掲載
大分類 中分類 小分類
番号
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R93 務付け 付け訴 の他
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R94 務付け 付け訴 の他
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R95 務付け 付け訴 の他
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R96 務付け 付け訴 の他
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R97 務付け 付け訴 の他
訟
イ申請
判例 ５．義 型義務 (オ)そ
R98 務付け 付け訴 の他
訟
イ申請
(カ)単
判例 ５．義 型義務
独取消
39
務付け 付け訴
判決
訟
イ申請
(カ)単
判例 ５．義 型義務
独取消
R99 務付け 付け訴
判決
訟
イ申請
(カ)単
判例 ５．義 型義務
独取消
R100 務付け 付け訴
判決
訟

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

判例地方自治317
豚舎への通路敷設を目的とする市
新潟地判 平成20年11月14日 号49頁
請求認容
管理水路利用許可義務付け訴訟
裁判所ウェブサイト

東京地判

障害基礎年金・厚生年金の裁定
請求日前部分に対する不支給決
平成19年9月5日 裁判所ウェブサイト
定についての取消及び支給義務
付け訴訟

熊本地判 平成20年1月25日 裁判所ウェブサイト

一部認容

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
高橋滋・法学セミナー658号115頁
江原勲・判例地方自治320号4頁
辻忠雄・判例地方自治320号104頁

-

水俣病認定申請棄却処分取消、 取消請求棄却、義務付
水俣病認定義務付け訴訟（第1審） け訴え却下

水俣病認定申請棄却処分取消、
福岡高判 平成24年2月27日 裁判所ウェブサイト 水俣病認定義務付け訴訟（控訴
審）

原判決取消、請求認容

大久保規子・法学セミナー691号153頁
原島良成・新・判例解説Ｗａｔｃｈ（法学セミナー増刊）11号301頁

長崎地判 平成20年11月10日 判時2058号42頁

義務付け訴訟につい
長崎県被爆者健康管理手帳交付
ては未だ判断されてい 山本敬生・自治研究87巻4号118頁
の義務付け訴訟
ない

大阪高判 平成24年2月23日 LEX/DB 25480503

うつ病自殺労災認定義務付け訴
訟

大阪地判 平成19年3月14日 判タ1252号189頁

タクシー運賃変更認可拒否処分取
取消判決のみの終局
消訴訟・認可処分義務付け訴訟単
判決
独取消判決

太田幸夫・別冊判例タイムズ22号312頁（平成19年度主要民事判例解
説）
日野辰哉・早稲田法学86巻4号323頁

長崎地判 平成20年11月10日 判時2058号42頁

長崎県被爆者健康管理手帳交付 取消判決のみの終局
の義務付け訴訟(単独取消判決） 判決

山本敬生・自治研究87巻4号118頁

東京地判 平成23年12月19日 判タ1380号93頁

難民認定を受けていたイラン人に
対する国籍を理由とする研究生入 無効確認判決のみの
学不許可決定無効確認・入学許 終局判決
可義務付け訴訟

齊藤芳浩・法学教室389号別冊附録（判例セレクト2012[1]）4頁

請求認容

労働判例ジャーナル3号25頁

イ申請
(カ)単
耐震性調査資料不開示決定取消 取消判決のみの終局
判例 ５．義 型義務
独取消 東京地判 平成24年3月22日 裁判所ウェブサイト
R101 務付け 付け訴
訴訟・開示決定義務付け訴訟
判決
判決
訟

-

ウ仮の
義務付
判例 ５．義
け申立
40
務付け
て（申
請型）

田村達久・法学セミナー623号118頁
横田光平・季刊教育法150号90頁
神橋一彦・判例時報1984号170頁
恩地紀代子・判例地方自治300号45頁
内田善厚・判例タイムズ1245号281頁（平成18年度主要民事判例解説）

（ア）就
園・就
判時1931号10頁
カニューレ装着児童の保育園入園
東京地決 平成18年1月25日
申立認容
学指定
裁判所ウェブサイト 承諾仮の義務付け申立て
等
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293
掲載
大分類 中分類 小分類
番号
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
け申立
R102 務付け
て（申
請型）

裁判所

（ア）就
園・就
徳島地決
学指定
等

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

判例地方自治270 二分脊椎障害のある幼児の町立
平成17年6月7日 号48頁
幼稚園への就園許可仮の義務付 申立認容
裁判所ウェブサイト け申立て

ウ仮の
（ア）就
義務付
気管支ぜんそくの児童の特別支援
園・就
判例 ５．義
け申立
大阪高決 平成20年3月28日 裁判所ウェブサイト 学校への就学指定通知仮の義務 申立認容
学指定
R103 務付け
て（申
付け申立て（控訴審）
等
請型）
ウ仮の
（ア）就
義務付
賃金と社会保障
気管支ぜんそくの児童の特別支援
判例 ５．義
園・就
け申立
大阪地決 平成19年8月10日 1451号38頁
学校への就学指定通知仮の義務 申立認容
R104 務付け
学指定
て（申
裁判所ウェブサイト 付け申立て（第1審）
等
請型）
ウ仮の
（ア）就
義務付
気管支ぜんそくの児童の特別支援
判例 ５．義
園・就
判例地方自治316
け申立
大阪地決 平成20年7月18日
学校への就学指定通知仮の義務 申立認容
R105 務付け
学指定
号37頁
て（申
付け申立て（第1審）
等
請型）

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
渡辺賢・判例地方自治277号110頁
横田光平・季刊教育法150号90頁
西口元・判例タイムズ臨時増刊1215号282頁（平成17年度主要民事判
例解説）
磯村篤範・判例地方自治293号107頁
白井皓喜、新道英樹・判例地方自治275号4頁

-

-

奥宮京子、高橋哲也・判例地方自治324号3頁
春日修・判例地方自治326号50頁

ウ仮の
（ア）就
賃金と社会保障
四肢障害のある者が特別支援教
義務付
判例 ５．義
園・就
け申立
奈良地決 平成21年6月26日 1504号47頁
育のある特定の中学校を指定する 申立認容
R106 務付け
学指定
て（申
裁判所ウェブサイト ことの仮の義務付け申立て
等
請型）

兒玉修一、西木秀和・賃金と社会保障1504号33頁
今川奈緒・賃金と社会保障1504号38頁
田中孝男・速報判例解説（法学セミナー増刊）6号33頁
小泉広子・季刊教育法167号82頁
天本哲史・判例地方自治339号52頁

ウ仮の
義務付 (イ)公
判例 ５．義
判時1994号26頁
岡山シンフォニーホール使用許可
け申立 の施設 岡山地決 平成19年10月15日
認容
41
務付け
裁判所ウェブサイト 仮の義務付け申立て
て（申 利用
請型）

山崎左紀子・北大法学論集60巻2号257頁
興津征雄・ジュリスト臨時増刊1376号56頁〔平成20年度重要判例解説〕
比山節男・判例地方自治313号35頁
黒原智宏・自治研究86巻8号145頁

ウ仮の
義務付
判例 ５．義
け申立
42
務付け
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
け申立
R107 務付け
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
け申立
R108 務付け
て（申
請型）

(ウ)タク
シー運 名古屋地
判タ1358号94頁
タクシー事業者運賃変更許可仮の
平成22年11月8日
認容
賃変更
決
裁判所ウェブサイト 義務付け申立て（名古屋）
認可

友岡史仁・ジュリスト1443号98頁

(ウ)タク
タクシー事業者運賃変更許可仮の
シー運
福岡高決 平成22年7月20日 裁判所ウェブサイト 義務付け申立て（福岡MKタクシー 抗告棄却（一部認容）
賃変更
抗告審）
認可

-

(ウ)タク
タクシー事業者運賃変更許可仮の
シー運
福岡地決 平成22年5月12日 裁判所ウェブサイト 義務付け申立て（福岡MKタクシー 申立認容
賃変更
第1審）
認可

-
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掲載
大分類 中分類 小分類
番号

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

ウ仮の
義務付
判例 ５．義
(エ)生
判タ1234号87頁
生活保護開始決定仮の義務付け
け申立
那覇地決 平成21年12月22日
認容
43
務付け
活保護
裁判所ウェブサイト 申立て（第1審）
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
(エ)生
判例 ５．義
け申立
活保護
44
務付け
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
(オ)そ
け申立
R109 務付け
の他
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
(オ)そ
け申立
R110 務付け
の他
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
(オ)そ
け申立
R111 務付け
の他
て（申
請型）
ウ仮の
義務付
判例 ５．義
(オ)そ
け申立
R112 務付け
の他
て（申
請型）

判例 ６．差
45
止め

判例 ６．差
R113 止め

ア差止 懲戒処
訴訟
分

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
稲葉一将・速報判例解説（法学セミナー増刊）7号73頁
大井琢・賃金と社会保障1519号67頁
高木博史・賃金と社会保障1519号73頁
大沢光・賃金と社会保障1519号81頁

福岡高裁
生活保護開始決定仮の義務付け
平成22年3月19日 裁判所ウェブサイト
認容
那覇支決
申立て（抗告審）

島村暁代・自治研究87巻6号111頁

上陸時に難民認定を申し立ててい
東京地決 平成18年10月20日 裁判所ウェブサイト る者による入管法上の仮滞在許 申立却下
可の仮の義務付け申立て

-

実子が日本人男性により認知を受
名古屋地
けたことを契機とする退去強制令
平成19年9月28日 裁判所ウェブサイト
申立却下
決
書発付処分の撤回・在留特別許
可の仮の義務付け申立て

-

住民異動届不受理処分を受けた
大阪地決 平成19年8月10日 裁判所ウェブサイト 者による住民登録仮の義務付け
申立て

申立却下

-

市議会リコールの署名簿の審査に
名古屋地
平成22年11月19日 裁判所ウェブサイト 関する諸手続についての仮の義 申立却下
決
務付け申立て

-

最判

民集66巻2号183頁 国歌斉唱義務不存在確認・懲戒
平成24年2月9日
裁判所ウェブサイト 処分差止訴訟（最高裁）

ア差止 (ア)懲
判時2113号30頁
国歌斉唱義務不存在確認・懲戒
東京高判 平成23年1月28日
訴訟
戒処分
裁判所ウェブサイト 処分差止訴訟（控訴審）

294

棄却

申立却下

羽根一成・地方自治職員研修45巻5号70頁
高橋滋・法学セミナー688号131頁
加藤文也・労働法律旬報1768号22頁
石崎誠也・別冊ジュリスト212号440頁 〔行政判例百選2第6版〕
山本隆司・論究ジュリスト3号117頁
加藤文也・労働法律旬報1746号7頁
倉田原志・労働法律旬報1746号18頁
土屋基規・労働法律旬報1746号26頁
加藤文也・法と民主主義461号42頁
黒澤いつき・法と民主主義461号43頁

295
掲載
大分類 中分類 小分類
番号

判例 ６．差
R114 止め

判例 ６．差
46
止め

判例 ６．差
47
止め
判例 ６．差
48
止め
判例 ６．差
R115 止め

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

ア差止 (ア)懲
判時1952号44頁
国歌斉唱義務不存在確認・懲戒
東京地判 平成18年9月21日
訴訟
戒処分
裁判所ウェブサイト 処分差止訴訟（第一審）

請求認容

(イ)公
ア差止 有水面
判時2060号3頁
鞆の浦公有水面埋立免許差止訴
広島地判 平成21年10月1日
請求認容
訴訟
埋め立
裁判所ウェブサイト 訟
て

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
秋山直人・法と民主主義412号59頁
井上禎男・法学セミナー625号107頁
市川須美子・季刊教育法151号84頁
佐々木弘通・法学教室318号別冊附録（判例セレクト2006）5頁
早瀬勝明・山形大学法政論集39号47頁
稲葉一将・法学セミナー増刊（速報判例解説Ｖｏｌ．1）39頁
安西文雄・ジュリスト臨時増刊1332号14頁 〔平成18年度重要判例解説〕
成嶋隆・法律時報79巻2号62頁
雪竹奈緒・法学セミナー625号46頁
土屋英雄・法学セミナー625号49頁
高乗智之・駒沢大学大学院／公法学研究34号1頁
市川須美子・独協法学81号1頁
加藤文也・法と民主主義461号42頁
黒澤いつき・法と民主主義461号43頁
藤統一郎・法と民主主義465号18頁

大久保規子・法学セミナー661号127頁
交告尚史・法学教室354号7頁
山村恒年・判例地方自治327号85頁
横山信二・松山大学法学部20周年記念論文集99頁
早稲田大学大学院／ＬＡＷ ＡＮＤ ＰＲＡＣＴＩＣＥ4号57頁
臼井雅子・中央学院大学法学論叢23巻2号39頁
山下竜一・判例時報2078号164頁
福永実・速報判例解説（法学セミナー増刊）6号53頁
清水晶紀・速報判例解説（法学セミナー増刊）7号325頁
太田照美・京都産業大学／産大法学43巻3＝4号71頁
北村喜宣・産業と環境39巻1号36頁
富井利安・関東学院法学20巻2号47頁
北河隆之・判例地方自治343号91頁
島村健・ジュリスト臨時増刊1420号64頁 〔平成22年度重要判例解説〕
角松生史・別冊ジュリスト206号178頁 〔環境法判例百選 第2版〕
横山信二・広島法学35巻4号172頁

「鉄道施設変更後の高架鉄道施
設上を（鉄道運送事業者が）鉄道
ア差止 (ウ)鉄
判時2000号27頁
訴え却下
小澤道一・自治研究86巻2号135頁
東京地判 平成20年1月29日
訴訟
道走行
裁判所ウェブサイト を複々線で走行させることを許す
一切の処分」の差止訴訟
(エ)保
ア差止
保険医療機関指定取消処分・保
険医登 大阪地判 平成20年1月31日 判タ1268号152頁
請求棄却
訴訟
険医登録取消処分の差止訴訟
録取消
隣接する住民について
は請求棄却、残りの原
ア差止 (オ)そ
近隣住民による建築確認処分差
那覇地判 平成21年1月20日 判タ1337号131頁
告は「重大な損害が生 訴訟
の他
止訴訟
じるおそれ」がなく訴え
却下
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296
掲載
大分類 中分類 小分類
番号
判例 ６．差
R116 止め

ア差止 (オ)そ
訴訟
の他

判例 ６．差
R117 止め

ア差止 (オ)そ
訴訟
の他

判例 ６．差
R118 止め

ア差止 (オ)そ
訴訟
の他

判例
R119
判例
R120
判例
R121
判例
R122
判例
R123
判例
R124

ア差止
訴訟
ア差止
訴訟
ア差止
訴訟
ア差止
訴訟
ア差止
訴訟
ア差止
訴訟

６．差
止め
６．差
止め
６．差
止め
６．差
止め
６．差
止め
６．差
止め

判例 ６．差
R125 止め
判例 ６．差
49
止め
判例 ６．差
50
止め
判例 ６．差
51
止め
判例 ６．差
52
止め
判例 ６．差
53
止め

(オ)そ
の他
(オ)そ
の他
(オ)そ
の他
(オ)そ
の他
(オ)そ
の他
(オ)そ
の他

裁判所

年月日

掲載誌

概要

論点についての結論

建設廃材中間処理のための産業
控訴棄却（「重大な損
大阪高判 平成19年1月24日 裁判所ウェブサイト 廃棄物処分業許可処分差止訴訟
害」がなく訴え却下）
（控訴審）
建設廃材中間処理のための産業
判タ1221号238頁
大阪地判 平成18年2月22日
廃棄物処分業許可処分差止訴訟 訴え却下
裁判所ウェブサイト
（第1審）
判例地方自治315
タクシー乗務員運転免許停止処分
大阪地判 平成19年11月28日 号73頁
訴え却下
差止訴訟
裁判所ウェブサイト
東京地判 平成20年1月18日 裁判所ウェブサイト 運転免許停止処分差止訴訟

福岡高判 平成22年3月25日 裁判所ウェブサイト 工事施工停止命令差止訴訟
東九州自動車道新設工事予定路
判例集未搭載
福岡地判 平成23年9月29日
線地所有者による事業認定差止
LEX/DB 25482703
訴訟
名古屋地
判タ1240号203頁 受刑者に対する調髪処分差止訴
平成18年8月10日
判
裁判所ウェブサイト 訟
一般労働派遣事業許可取消処分
東京地判 平成18年10月20日 裁判所ウェブサイト
差止訴訟
電力線搬送通信設備の型式指定
東京高判 平成19年12月5日 裁判所ウェブサイト
及び許可等差止訴訟（控訴審）
訟務月報53巻8号
電力線搬送通信設備の型式指定
ア差止 (オ)そ
東京地判 平成19年5月25日 2424頁
及び許可等差止訴訟（第1審）
訴訟
の他
裁判所ウェブサイト
イ仮の (ア)保
賃金と社会保障
市立保育所廃止条例制定の仮の
差止め 育所廃 神戸地決 平成19年2月27日 1442号57頁
差止申立て（第1審）
申立て 止
裁判所ウェブサイト
イ仮の (ア)保
市立保育所廃止条例制定の仮の
差止め 育所廃 大阪高決 平成19年3月27日 裁判所ウェブサイト
差止申立て（抗告審）
申立て 止
イ仮の (イ)住
住民票職権消除処分の仮の差止
差止め 民票職 大阪地決 平成19年2月20日 裁判所ウェブサイト
申立て（第1審）
申立て 権消除
イ仮の (イ)住
賃金と社会保障
住民票職権消除処分の仮の差止
差止め 民票職 大阪高決 平成19年3月1日 1448号58頁
申立て（抗告審）
申立て 権消除
裁判所ウェブサイト
イ仮の (ウ)退
退去強制令書発付処分仮の差止
差止め 去強制 大阪地決 平成18年12月12日 判タ1236号140頁
申立て
申立て 令書

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
-

訴え却下

-

訴え却下

-

訴え却下

-

請求棄却

清水晴生・白鴎法学14巻2号135頁

請求棄却

-

訴え却下

-

訴え却下

-

申立認容

寺洋平・法学セミナー631号117頁
山田健吾・速報判例解説（法学セミナー増刊）2号29頁

申立却下

寺洋平・法学セミナー631号117頁
山田健吾・速報判例解説（法学セミナー増刊）2号29頁

申立却下
申立認容
申立却下

判例 ６．差
54
止め

(エ)公
イ仮の
有水面
判時2045号98頁
鞆の浦公有水面埋立免許仮の差
差止め
広島地決 平成20年2月29日
申立却下
埋め立
裁判所ウェブサイト 止申立て
申立て
て

大久保規子･法学セミナー643号119頁
福永実･大阪経大論集60巻1号65頁
北村喜宣･速報判例解説(法学セミナー増刊)3号317頁
早稲田大学大学院/ＬＡＷ ＡＮＤ ＰＲＡＣＴＩＣＥ4号57頁
太田照美･京都産業大学/産大法学43巻3=4号71頁

判例 ６．差
55
止め

イ仮の (オ)産
建設廃材中間処理のための産業
判タ1221号260頁
差止め 廃処理 大阪地決 平成17年7月25日
廃棄物処分業許可処分仮の差止 申立却下
裁判所ウェブサイト
申立て 業許可
申立て

恩地紀代子・判例地方自治287号53頁
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掲載
大分類 中分類 小分類
番号
(カ)ぱ
イ仮の ちんこ
判例 ６．差
差止め 遊技場
56
止め
申立て 営業許
可
イ仮の
判例 ６．差
(キ)そ
差止め
R126 止め
の他
申立て
イ仮の
判例 ６．差
(キ)そ
差止め
R127 止め
の他
申立て
イ仮の
判例 ６．差
(キ)そ
差止め
R128 止め
の他
申立て
イ仮の
判例 ６．差
(キ)そ
差止め
R129 止め
の他
申立て
イ仮の
判例 ６．差
(キ)そ
差止め
R130 止め
の他
申立て

裁判所

年月日

大阪地決 平成18年8月10日

掲載誌

概要

論点についての結論

近隣歯科医院管理者による風営
判タ1224号236頁
法上のぱちんこ遊技場営業許可
裁判所ウェブサイト
仮の差止め申立て

申立却下

評釈（執筆者・出典の順。記事タイトルは省略した。）
上田哲・別冊判例タイムズ22号314頁(平成19年度主要民事判例解説)

マンション建設の開発許可及び建
抗告棄却（申立却下）
築確認仮の差止申立て（抗告審）

-

東京地決 平成20年3月27日 裁判所ウェブサイト

マンション建設の開発許可及び建
申立却下
築確認仮の差止申立て（第1審）

-

大阪地決 平成18年5月22日 裁判所ウェブサイト

保険医登録取消処分の仮の差止
申立却下
申立て

-

宇都宮地
介護老人保健施設業務停止命令
平成19年6月18日 裁判所ウェブサイト
申立却下
決
等の仮の差止申立て

-

司法書士の3ヶ月業務停止命令処
申立却下
分仮の差止申立て

-

東京高決

平成20年6月3日 裁判所ウェブサイト

東京地決 平成22年4月12日 裁判所ウェブサイト

判例 ６．差
R131 止め

イ仮の
(キ)そ
差止め
の他
申立て

他のタクシー事業者が新規参入す
札幌地決 平成21年2月27日 裁判所ウェブサイト る際の事業経営許可処分・運賃認 申立却下
可処分の仮の差止申立て

-

判例 ６．差
R132 止め

イ仮の
(キ)そ
差止め
の他
申立て

水戸地決 平成18年8月11日

市議会解散請求に基づく解散の投
判タ1224号233頁 票のための投票期日の告示等一
申立却下
裁判所ウェブサイト 切の投票事務の執行仮差止申立
て

-

被引
用裁 １．処
判例 分性
1

イ 成
熟性

被引
用裁 １．処
判例 分性
2

（裁決2
福岡高判 平成18年4月27日 判タ1223号141頁
関連）

エ 生 （裁決7
秋田地判
活保護 関連）

タクシー運転手に対する道交法違
処分性否定
反の点数付加行為

-

小林元二･民事研修438号
中川丈久･法学教室160号
末岡峰雄、谷内徹･判例地方自治113号8頁
小林元二･民事研修438号46頁
行集44巻4=5号325
高橋滋･判例時報1485号148頁
頁
生活保護法27条1項の指導・指示
平成5年4月23日
処分性肯定、請求認容 太田匡彦･自治研究71巻7号111頁
判時1459号48頁
の処分性
堀勝洋･別冊ジュリスト153号172頁
裁判所ウェブサイト
中山勲･ジュリスト臨時増刊1046号32頁
長岡徹･法学セミナー468号42頁
佐久間健吉･判例タイムズ852号302頁
橋本宏子･法学教室別冊附録162号14頁
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298

裁決番号 大項目

中項目

小項目

概要

裁決1

１．処分性

ア 不服申立制
度の範囲

高等学校教諭の転任処分の処分性

裁決2

１．処分性

イ 成熟性

道路交通法違反による点数付加行為の処分性

裁決3

１．処分性

ウ 金銭賦課処
分と通知

土地区画整理の清算金通知処分と清算金見直しを
求める審査請求

裁決4

１．処分性

エ 生活保護

生活保護費の支払方法変更を求める審査請求

裁決5

１．処分性

エ 生活保護

生活保護と自動車保有の申出

裁決6

１．処分性

エ 生活保護

生活保護法受給者に対する口頭での指導・指示の
処分性

裁決7

１．処分性

エ 生活保護

生活保護の文書でした指導指示の処分性

裁決8

２．理由の提
示・手続の不
当性

ア 理由の提示

(ア)生活保護
生活保護申請却下処分の理由提示
申請却下処分

裁決9

２．理由の提
示・手続の不
当性

ア 理由の提示

(ア)生活保護 生活保護却下決定の理由提示（母と同一世帯申請
申請却下処分 した後の単身世帯申請）

裁決10

２．理由の提
示・手続の不
当性

ア 理由の提示

(イ）精神障害
者保健福祉手 初診日から6ヶ月が経過していない診断書による精
帳交付申請却 神障害者保健福祉手帳交付申請
下処分

裁決11

２．理由の提
示・手続の不
当性

ア 理由の提示

（ウ）介護給付
費支給決定処 介護給付費支給決定処分の理由提示と審査基準
分と審査基準 の内容
の明確性

裁決12

２．理由の提
示・手続の不
当性

イ 手続の不当
性

介護給付費支給決定処分移動介護部分の認定過
程

裁決13

２．理由の提
示・手続の不
当性

イ 手続の不当
性

中途視覚障害者に対する分限処分の不当性

裁決14

ア 処分の名宛て
３．不服申立適 人以外の第三者
格
による不服申立
て

農地転用許可申請書の貸付人欄に勝手に名前を
書かれたと主張する者の不服申立適格

裁決15

ア 処分の名宛て
３．不服申立適 人以外の第三者
格
による不服申立
て

道路の終日通行止め処分を争う不服申立適格
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裁決番号 大項目

中項目

小項目

概要

裁決16

（ア）正式な手
３．不服申立適 イ 不服申立ての
聴聞期日に出頭せず、陳述書等も提出しなかった
続を踏まえて
格
利益を欠く場合
者からの異議申立て
いない場合

裁決17

（イ）処分自体
への不服では
３．不服申立適 イ 不服申立ての
全部認容の個人情報訂正決定を受けた後、プロセ
なく処分過程に
格
利益を欠く場合
スの開示を求める審査請求
関する不服で
ある場合

裁決18

４．不服申立期 ア 「やむを得な
間
い理由」該当性

玄関ドアの郵便受けから玄関内部に投函された処
分通知書

裁決19

イ 当初の処分
４．不服申立期 書に教示が付さ
間
れていなかった場
合の起算日

教示が付されていない処分後に、教示が付された
同一の処分がなされた場合の不服申立期間

裁決20

５．義務付け

行政書士に対する措置要求をした者に対する調査
の結果及び懲戒処分をしない旨の通知
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