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第 1 章 イギリスにおける行政不服申立・苦情処理制度の概要 

 

一 制度・運用実態の概要 

（１） 制度・手続の概要 

① 行政不服申立 

イギリスにおける行政不服申立の現行統一法典は、2007 年審判所、裁判所及び執行法

(Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007)であり、個別分野に分散していた審判所を

統合し、審理手続の統一化を狙った法律である（経緯は二参照）。 

審理の対象は、原処分庁の「判断(decision)」（“decision”は公権力の行使に限定されず

広く行政活動を把握し得る概念であることから、本報告書ではあえて原文に忠実に訳出し

た）であるが、2007 年審判所、裁判所及び執行法はこの判断の範囲を明文化しておらず、

統一的な基本原理がある訳ではない。しかし、同法成立前に個々の審判所が有していた権

限を移管したことから、従来、個々の審判所が対象としていた「判断」が審理の対象であ

ると考えることができる。ただし、全ての原処分庁の「判断」が審判所に係属するのでは

なく、通常、原処分庁による「 初の意思決定(initial decision-making)」が行われた後、

原処分庁段階での「予備的審査(preliminary review)」が行われ、そこで未解決のケース

に係る判断が審判所における審理の対象となる「判断」となる。なお、この「予備的審査」

は、法的根拠がある場合（例：1998 年社会保障法(Social Security Act 1998)38 条に基づ

く生活保護決定(social fund determination)と法的根拠がない場合（例：海外からの移民

申請に対する決定）が見られる（このあたりの説明は、Mark Elliott and Robert Thomas, 

Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 664）。 

申立の種類は、「第一層審判所(First-tier Tribunal)」及び「第二層審判所(Upper 

Tribunal)」それぞれに対する「不服申立(appeal)」に分かれるが、訴訟以前の審判制度の

中で第一層審判所への不服申立が第二層審判所への不服申立に前置され、第二層審判所は

「全ての法的問題(any point of law)」に関する場合のみ審理可能とされる（11 条 1 項）。 

申立の期間については、2007 年審判所、裁判所及び執行法本体において統一的な規定が

置かれておらず、審判所手続に係る規則(rule)の制定が求められている（附則 5 第 4）。こ

の場合、第一層審判所では審理機関として設置される各「室(chamber)」ごとに制定され

る規則の中で、第二層審判所では共通した規則の中で、定められている。 

審理機関については、大法官が首席審判所長(Senior President of Tribunals)と協力して、
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第一層審判所及び第二層審判所においてそれぞれ室を設置するものとされ（7 条 1 項）、そ

の場合、単独又は複数人の主宰する者（室長(Chamber President)）が置かれる（同条 4

項）。一人の人物が複数の室を兼任することは認められる（同条 3 項）。室の種類は多数に

分かれており、従来、個々の審判所が担ってきた審理手続を集約し、担当する室が個々の

行政機関による判断に対する不服申立を受けた上で審理、判断するものとする（詳細は二

参照）。各層の審判所間の関係については、第一層審判所が原処分庁による「判断(decision)」

を審理する一方、第二層審判所は、第一層審判所の審理に不服がある者につき、同審判所

の判断に係る法的問題に限定して判断する（11 条 1 項）。両審判所とも「裁判官(judge)」

から構成されるが（4、5 条）、この場合、法曹資格(judicial-appointment eligibility)を有

する者とそうではない者とに分かれる一方、両審判所を兼任できる「裁判官」は、実際に

裁判所における「裁判官」である必要がある（6 条 1 項）。なお、審判所における「裁判官」

は、第一層については大法官(Lord Chancellor)が、第二層については大法官の推薦により

女王が、それぞれ任命するものとしている（附則 2 第 1(1)、同 3 第 1(1)）。確かに、内閣

構成員である大法官から任命を受けた者が原処分庁の判断を審理することをもって、原処

分庁から独立した存在が審理するとは言いにくいが、審判所自体は司法行政を担当する大

法官府(Chancery)（現在の司法省(Department of Justice)）に属するため、基本的に原処

分庁とは異なる機関という意味では、独立性が担保されているといえよう。加えて、申立

人適格に関する箇所においても言及するが、第二層審判所に対し「事件に対する全ての当

事者が不服申立に係る権利を有する(any party to a case has a right of appeal)」とされ、

控訴院に対し控訴する場合であっても同様の規定が置かれているため（11 条 2 項、13 条 2

項）、原処分庁も申立人適格を有するものと考えられる。なお、第一層及び第二層の両審判

所が自らの判断を再審査する場合があるが、それは審判所が自主的に行うこと以外にも、

全ての当事者からの申立があることを想定している（9 条 2 項(a)(b)、10 条 2 項(a)(b)）。 

審理手続については、第一層及び第二層の両審判所において共通して規定されている訳

ではなく、2007 年審判所、裁判所及び執行法は、第一層、第二層の各審判所において「審

判所手続規則(Tribunal Procedure Rules)」と称する手続を規定する規則の制定を求めて

いる（22 条 1 項）。この場合、審判所手続委員会(Tribunal Procedure Committee)が制定

するものとされるため（同条 2 項）、統一的なルール化が期待されているといえよう。こ

の場合、規則において制定される必要のある手続については、あらかじめ附則において規

定されており、例えば、「不服申立期間(Time limits)」、「再申立(Repeat applications)」、
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「聴聞(Hearings)」、「証拠、証人及び参加人(Evidence, witnesses and attendance)」（附

則 5 第 2～5、7、10）等について定めることが求められるが、各規則においてはより詳細

な手続が設けられている点に特徴がある。なお、第一層審判所については各室に応じた規

則が制定される一方、第二層審判所については制定される規則が共通化されている。 

審理手続における「代理(Representation)」に係る規定も、他の審理手続と同様、2007

年審判所、裁判所及び執行法に統一的な規定が置かれている訳ではないため、具体的には、

審判所手続委員会が規定する規則によるところとなる。この場合、例えば、「全ての当事者

は（法律上の代表者であるか否かを問わず(whether a legal representative or not)）一人

の代理人を当該手続における当事者を代理するために指名することができる」とされてお

り（2009 年審判所手続（第一層審判所）（社会的資格室）規則 11(1)、2008 年審判手続（第

一層審判所）（戦没者遺族年金及び軍補償室）規則 11(1)、2008 年審判所手続（第二層審

判所）規則 11(1)）、「法律上の代表者」とされるのは法曹資格のある代理人と解されるこ

とから、資格制限を設けていない点に特徴がある。 

仮の救済については、第一層審判所の場合、2007 年審判所、裁判所及び執行法本体では

なく規則において制定されており、具体的には、審判所が「正義のためである(in the 

interests of justice)」と解する場合といった一定の要件を満たせば、「審判所は、諸手続を

経た判断又はその判断の一部を留保し、当該判断又はその判断の一部を再度し直すことが

できる」とされる（2009 年審判所手続（第一層審判所）（社会的資格室）規則 37(1)、2008

年審判手続（第一層審判所）（戦没者遺族年金及び軍補償室）規則 35(1)）。他方、第二層

審判所については、同法において、特に、作為的命令(mandatory order)、宣言的命令

(declaration order)及び差止命令(injunction order)を明示的に規定する（15 条 1 項(a)、

(d)・(e)）。 

裁決・決定の態様については、第一層審判所の場合、「判断又は判断の記録における偶

然の誤りを正すこと」、「判断に対し付記された理由を修正すること」が可能とされるほか

（9 条 4 項）、事案に対する再審査（同条 5 項）、自ら判断は留保し第二層審判所に当該事

案を付託して再審査を求めること（同条 6 項）がそれぞれ可能とされる。第二層審判所の

場合、「司法審査(judicial review)」の申立に対し、作為的命令、禁止命令(prohibiting order)、

取消命令(quashing order)、宣言的命令、そして差止命令を救済として与える際に、高等

法院が適用する原則を適用するものとし、当該救済に係る命令は同院が与える場合と同様

の効果及び執行力を持つものとしている（15 条 1、3～6 項）。第一層及び第二層の両審判
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所ともに、再審査は一度だけ行われるものとし、当初の判断とは異なるものでなければな

らないが、自らの判断を再審査することは「自発的に(of its own initiative)」行うことが

できるものとした（9 条 2 項(a)・10・11 項、10 条 2 項(a)・8・9 項）。このため、審判所

による裁量的審査も可能ということになる。したがって、第一層審判所が行う判断は広範

な裁量的な判断を可能とする一方、第二層審判所における判断は司法府（控訴院）による

判決と同一の態様を採っていると考えられる。 

申立人適格については、第一層及び第二層の両審判所ともに、実際に不利益を受けた申

立人以外の第三者にまで及ぶことが明文化されている訳ではない。しかし、上記に示した

ように、第一層及び第二層の両審判所ともに、不服申立に対する自らの判断につき審査が

行われる場合、「事件に対する全ての当事者」に不服申立を可能とするシステムとなってい

る（9 条 2 項(b)、11 条 2 項）。さらに、第二層審判所に対する不服申立の場合、大法官が

命令によりその範囲を決めることが可能とされる（11 条 8 項）。なお、第一層審判所につ

いては、第二層審判所に不服申立を行っていない者とされており（11 条 1 項、9 条 1 項）、

申立人適格の範囲は若干異なっている。 

訴訟との関係については、第二層審判所の判断に対し不服がある場合、控訴院(Court of 

Appeal)への提訴が認められることになるが（13 条 1 項）、この点については、次の視点か

ら見ておく。 

第 1 に、審査対象については、第二層審判所と控訴院のそれぞれが対象とする原処分庁

の「判断」には差がないと考えられる。 

第 2 に、申立人適格との関係については、第二層審判所の判断に対する控訴院への提訴

にあたり、訴えが認められる者の範囲は、大法官の命令により決めることが可能とされる

ものの、「事件に対する全ての当事者」に対する訴えが認められる権利があることが規定さ

れるため（13 条 2、14 項）、第一層・第二層の両審判所による判断に係る申立人適格の範

囲と同様といえる。 

第 3 に、司法手続についてであるが、第一層審判所の判断に不服がある場合に、直接「司

法審査」を求め高等法院(High Court)に提訴できるかについては問題がある。この点、2007

年審判所、裁判所及び執行法における 1981 年 高裁判所法(Supreme Court Act 1981)の

改正により、一定要件を満たした場合は第二層審判所に対し差し戻され、そこで不服が申

し立てられたものと見なされる一方（19 条 1 項）、第二層審判所に対する不服申立があっ

た場合、高等法院に移送される場合もあるが（18 条 3 項）、原処分庁の判断に不服がある
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場合、直接審判所を通じずに「司法審査」を求めて高等法院に提訴するルートは明文上設

けられていない。なお、裁判所が審判所による法的な判断(on a point of law)に従うか否か

については、学説上争いがある（Timothy Endicott, Administrative Law (Oxford: Oxford 

University Press, 2009), p. 452）。 

② 苦情処理 

本報告書における文脈でのオンブズマンは、二つ存在する。一つに、政府当局・公的主

体に係る苦情申出に対応する 1967 年議会コミッショナー法(Parliamentary 

Commissioner Act 1967)に基づき設立された行政に関する議会コミッショナー

(Parliamentary Commissioner for Administration)が「議会オンブズマン(Parliament 

Ombudsman)」として、もう一つに、健康サービスに係る苦情申出に対応する 1993 年健

康サービスコミッショナー法(Health Service Commissioner Act 1993)に基づく健康サー

ビスコミッショナーが「健康サービスオンブズマン(Health Service Ombudsman)」であ

る。両者は法的には区別されるものの、現在「議会健康サービスオンブズマン

(Parliamentary and Health Service Ombudsman)」と称し、機能上統合して活動してい

る（1967 年議会コミッショナー法 11ZAA 条）。但し、以下では、行政活動に対する苦情

申出という趣旨に限定する意味で、議会オンブズマンに係る機能についてのみ見ておく。 

議会オンブズマンの場合、苦情申出人は国会議員に対し書面での申出を行う必要がある

点に特徴がある（1967 年議会コミッショナー法 5 条 1 項）。そこでは、国有企業に関する

苦情、裁判所に訴えが可能な問題、警察に対する苦情、本人以外の苦情、政府の政策への

苦情、本人が気付いてから 12 ヶ月を超えて国会議員に申し出た苦情等は除外される（1967

年議会コミッショナー法 6 条 3 項、附則 3 等）。 

議会オンブズマンは、「本法 5 条 1 項に基づき調査を行った後、誤った行政活動の結果

侵害を受けた人物に不当性が生じた、又はそれが救済されなかった若しくは救済されない

であろうとコミッショナーが思料する場合、適切であると思料すれば、コミッショナーは

議会各院に対し、当該事件に関する特別の報告を行うことができる」（1967 年議会コミッ

ショナー法 10 条 3 項）とする。申出が正当であると判断した場合、謝罪、金銭補償等を

指摘できる。オンブズマンの判断に対する不服申立は認められない。 

（２） 運用実態 

① 行政不服申立 

ここでは、審判所に関わる一連の事務を担当するエイジェンシーである審判所サービス
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(Tribunal Service)（2011 年 4 月 1 日以降は王立裁判所・審判所サービス(Her Majesty’s 

Courts and Tribunals Service)となるが以下では本名称に統一）からの統計資料によるた

め、第一層・第二層の両審判所並びにその管轄には属さない労働審判所・労働控訴審判所

に係属する申立事件の両者が含まれた数値であることをお断りしておく。 

不服申立件数（審判所サービスが受理した件数）は、2009～2010 年においてその総数

が 793,900 件であり、このうち件数の上位 3 位に占める内容として、社会保障・子供支援

に関する事件が339,200件、雇用に関する事件が236,100件、そして移民判事(Immigration 

Judge)による移民・亡命に関する事件が 159,800 件であるとされる(Ministry of Justice 

and Tribunal Service, Quarterly Statistics for the Tribunals Service, 2nd quarter 

2010-11: 1 July 2010 to 30 September 2010 (13 January 2011), p. 20)。 

不服申立に対する判断期間は、個々の分野で分かれるため、具体的な日数はつまびらか

ではないものの、判断期間内において審判所により処理された割合は、2009～2010 年（但

し、2010 年 4 月以前）においては全体のうち 50％であるとされる(Ministry of Justice and 

Tribunal Service, Quarterly Statistics for the Tribunals Service, 2nd quarter 2010-11: 1 

July 2010 to 30 September 2010 (13 January 2011), p. 32)。 

不服申立に関する認容件数とその割合は、2009～2010 年においては 17,700 件であり

36％を占める一方、認容率が高い分野としては、それぞれ、不十分な支給(Incapacity 

Benefit)に関する事件が 6,100 件であり 50％、障害者生活支援(Disability Living 

Allowance)に関する事件が 5,600 件であり 41％であるとされる(Ministry of Justice and 

Tribunal Service, Quarterly Statistics for the Tribunals Service, 2nd quarter 2010-11: 1 

July 2010 to 30 September 2010 (13 January 2011), p. 29)。 

② 苦情処理 

議会健康サービスオンブズマンに対する苦情申出件数は、2009～2010 年においてはそ

の総数が 23,667 件であり、このうち、健康サービスオンブズマンに関する件数が 12,889

件、議会オンブズマンに関する件数が 8,079 件、権限範囲外とされた件数が 2,699 件であ

るとされる(Parliamentary Health and Service Ombudsman, Making An Impact 

Annual Report 2009-10: HC 274 (14 July 2010), p. 18)。 

議会オンブズマンに対する苦情処理申出の総件数のうち、対象とされた行政府ごとに見

てみると、2009～2010 年における上位 3 位は、労働年金省(Department of Work and 

Pensions)が 3,000 件、歳入関税省(HM Revenue and Customs)が 1,869 件、そして内務省
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(Home Office)が 952 件であるとされる(Parliamentary Health and Service Ombudsman, 

Making An Impact Annual Report 2009-10: HC 274 (14 July 2010), p. 48)。 

苦情処理申出に対する処理期間の割合について、2009～2010 年については、5 労働日内

に 初の回答がなされる割合が 96％である一方、申出に対する実質的な回答期間が 16 週

間内である割合が 93％であるとされる(Parliamentary Health and Service Ombudsman, 

Making An Impact Annual Report 2009-10: HC 274 (14 July 2010), p. 47)。 

2009～2010 年に議会オンブズマンに対する苦情処理申出が受理された 191 件のうち完

全に認容された(fully-upheld)割合は 49%、部分認容(partly upheld)の割合が 31%、そし

て棄却(not upheld)の割合が 20%とされる一方、受理件数では、労働年金省、内務省、そ

して司法省の順となっている(Parliamentary Health and Service Ombudsman, Making 

An Impact Annual Report 2009-10: HC 274 (14 July 2010), p. 26, figure 6)。 

（３） 苦情を契機とした権利救済・制度改善のあり方 

議会オンブズマンは、苦情の申出を受けた国会議員の付託を受け、問題となる内容を調

査した上で、「誤った行政活動(mal-administration)」により申出人が侵害を受けたかにつ

いて報告書を作成する。この段階で当該行政庁に対し改善を要求するが、もし改善が行わ

れない場合、さらに議会各院に対して特別の報告を行うことで、「誤った行政活動」の解消

を図ることになる。 

このような特別の報告を行うに至った事例として、旧日本軍により勾留された退役軍人

の家族への補償に係る事例がある。本件では、イギリス政府が補償対象者の基準を「イギ

リス市民(British civilians)」としており、イギリス国内で誕生した人物との血縁関係にあ

る者に限定していた。しかし、苦情申出人は、父がインド、母がイラクにそれぞれ生まれ

ており、本人は第二次大戦後にイギリスの伯母の家で育ち、イギリス国内の大学を卒業後、

軍務に着いた後、政治学教授の職にあったが、その者の補償請求に対し防衛省は拒否した。

このため、議会オンブズマンに苦情申出を行ったところ、同省はこの件につき「誤った行

政活動」であると認めたものの、申出人の申請を再審査することを拒否したため、同オン

ブズマンは議会に対し特別報告書を提出した結果、当該基準が変更されることになった（本

件は Timothy Endicott, Administrative Law (Oxford: Oxford University Press, 2009), 

pp. 466-467 にある引用事件に依った）。 

（４） 近時の制度改正 

ここでは、行政不服申立について触れる。2007 年審判所、裁判所及び執行法の成立に伴
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い、これまで多数の審判所が有する個々の権限を移管し集約したが、このことにより、イ

ギリスにおける行政不服申立の統一的なシステムが具体化されることとなった。具体的に

は二において触れるが、同法の成立により、聴聞を経ることを要しないルートを設けるこ

とで国民への簡易迅速な救済サービスを提供し得る点、第二層審判所が「司法審査」の実

施を可能にすることで紛争を司法府に至る前に解決できる点、などを指摘できる。 

（５） 現行制度の問題点及び今後の課題 

ここでは、行政不服申立について触れる。審判所の集約と制度の統一化とはいっても、

完全な集約ではない。すなわち、私人間における紛争解決を果たす審判所（例：労働審判

所(Employment Tribunal)及び労働控訴審判所(Employment Appeal Tribunal)）における

審判事務も審判所サービスの対象事務に含まれるものの、行政不服申立に係る審判制度の

ような二層制審判所とはなっていないことがある。加えて、審判所における不服申立の仕

組み自体も、聴聞のやり方といった審理手続が完全に統一化されておらず、さらには、申

立期間が事案によっては異なる点を挙げることができる。なお、実運用面においては、審

判所サービスにより、申立人の第一回目の審判所への不服申立てに対する審理期間の更な

る短縮化が求められている。 

 

二 イギリスにおける特筆すべき制度・運用実態 

（１） 審判所改革の沿革 

イギリスにおける行政不服申立・苦情処理制度は、現在の日本における行政不服審査法

のような統一法典が当初より存在したわけではなく、複数分野における独立した制度の中

で発展してきたという特徴がある。したがって、個別分野において制度の充実化が図られ

る分、全体として鳥瞰した場合、極めて複雑な仕組みが採られてきたといえよう。しかし、

一にも取り上げたように、行政不服申立の場合、2007 年審判所、裁判所及び執行法の成立

を契機にして、分野横断的な制度作りがなされることで、国民にとって一本化した救済ル

ートが提供されるに至ったことは、イギリス法における歴史の中でも極めて画期的である

と考えられる。以下では、このような統一的な制度に至った背景に触れておく。 

そもそも、審判所改革については、1957 年のオリバー・フランクス卿主催の委員会から

公表された「行政審判及び審問に関する委員会報告書」(Report of the Committee on 

Administrative Tribunals and Enquiry: Cmnd. 218)（以下、「フランクス報告書」という）

にまで遡る。同報告書は、「公開制(openness)」、「公正性(fairness)」そして「公平性 
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(impartiality)」の三原則を主眼として審判所制度を正当化することなどによって、イギリ

スにおける行政不服申立に関する改善すべき点を指摘していた。 

 もっとも、審判所制度が各分野に応じて発展してきた事実はあっても、統一的な審判所

制度を提言したのが、アンドリュー・レガット卿による「利用者に対する審判所－一つの

システム、一つのサービス」と題する報告書（Tribunals for Users-One System, One 

Service (March 2001)）（2001 年 8 月公刊）（以下、「レガット報告書」という）であり、

これを受けて、政府が具体化したのが 2004 年 7 月に公表された白書「公共サービスの転

換：不服申立、救済及び審判所」(Transforming Public Services: Complaints, Redress and 

Tribunals: Cm 6243 (July 2004))であった。したがって、1957 年にフランクス報告書が公

表されて以来、約 50 年経って審判所における具体的な改革が着手され、統一的な制度化

がなされたという経緯がある。 

とはいえ、レガット報告書が具体化される背景には、イギリス固有の事情があったとい

うよりは、むしろ、EU レベルにおいて欧州人権条約(European Convention on Human 

Rights)が制定され、これを国内法化した 1998 年人権法(Human Rights Act 1998)との関

係において、同条約 6 条を充足するほど審判所が政府から十分には独立してない点が問題

視されたということがある。しかし、「条約 6 条の要求を満たすためには、司法審査及び

地方裁判所への提訴の可能性が全体の手続に対し十分な独立性をもたらし得る」とのイギ

リス国内における判例もあり (Genevra Richardson, “Tribunals,” in David Feldman and 

Andrew Burrows (eds.), English Public Law: Second Edition (Oxford: Oxford 

University Press, 2009), para. 20.26)、実際上の不利益による強い制度改革が求められた

という見方は必ずしも正しいとはいえないが、少なくとも審判所改革の必要性は EU 法の

理念に後押しされたととらえることは誤りではないと思われる。 

（２） 審判所の専門性 

イギリスにおける審判所制度は、一に取り上げたように、二階層制になっているものの、

第一層審判所では多数の「室」が存在し、その各室において専門性を有することから、取

り扱われる案件が集中的に審議される一方、室に配置される専門性の高い「裁判官」と称

する審判官の判断能力を通じ、より迅速な判断がなされている点を指摘できよう。そこで、

実際に設置される「室」について見てみると、具体的には次の通りとなっている。 

第一層審判所では、「社会的資格室(Social Entitlement Chamber)」（亡命支援、社会保

障・子供支援、犯罪被害補償を管轄）、「保健、教育及び社会ケア室(Health, Education and 
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Social Care Chamber)」（ケア設備、精神保健、特別教育ニーズ・身障者、主要保健リス

トを管轄）、「戦没者遺族年金及び軍補償室(War Pensions and Armed Forces 

Compensation Chamber)」（遺族年金及び軍に関わる補償を管轄）、「総合的規制室

(General Regulatory Chamber)」（チャリティー、支払事務管理サービス、消費者信用、

環境、不動産、賭博申立、入国管理サービス、情報権利、イングランドにおける地方公共

団体の設備、輸送を管轄）、「移民及び亡命室(Immigration and Asylum Chamber)」（移民

と亡命を管轄）、そして「租税室(Tax Chamber)」（租税を管轄）からなる。次に、第二層

審判所では、「行政上の不服申立室(Administrative Appeals Chamber)」、「租税及び衡平

室(Tax and Chancery Chamber)」、「土地室(Lands Chamber)」及び「移民及び亡命

(Immigration and Asylum)」に分かれる。 

なお、以上の室は、これまで個々に制度形成がなされてきた分野を種類別に分けるもの

だが、権限が移管される分野は網羅的ではない。その証拠に、例えば、競争法を管轄する

競争不服申立審判所(Competition Appeal Tribunal)については、このような一般法の管轄

下に置かれず、独立した審判手続を形成している。 

（３） 審判所の性質と示唆的諸点 

① 目指す方向 

イギリスの審判所における審判官は、大法官が指名する「裁判官」が審理を主宰する点

において、審理制度が司法手続の一環とされているとの見方ができる。このことは、我が

国では、行政不服審査法が行政手続の一環として位置付ける方向性から一線を画す傾向が

注目に値する。すなわち、レガット報告書では、「元々、多くの審判所の機能は、行政過程

の中で始まった。審判所は、裁判所に依存するよりも、より迅速、簡潔かつ安価に、可能

性のある過ちや違法性を訴える独立した手段として市民が必要としてきたことは明らかで

あるのだから、設立されたのである。審判所は、裁判所に対する代替であり、行政上の手

続に対するそれではない。それらは、裁判所に対する独立性及び公平性と同等の質を示す

ものと思われる場合に限り、利用者の信頼を維持するであろう」(Tribunals for Users-One 

System, One Service (March 2001), para. 2.18)とし、公的見解として、イギリスにおける

審判所制度の統一化の動きは、司法手続に代替すべきとの認識の下に成立していると見る

ことができよう。 

以上にあって、2007 年審判所、裁判所及び執行法においては、審判所における司法化は

二層制全ての審判所に共通したものとはいえない。すなわち、第二層審判所は、一にも触



- 11 - 
 

れたように、本来裁判所が実施すべき「司法審査」を実施できるようにすることで、高等

法院（第一審に相当）と同等の取扱いがなされ、司法化に伴う統一的な仕組みが整備され

たといえる一方、第一層審判所は必ずしもそうではない。もっとも、第一層及び第二層の

両審判所は、ともに自らの判断を再審査することを可能にする点、規則において「当事者

の注意を、紛争解決のための全ての適切な代替的手続の利用可能性に仕向けるよう」求め

ている（2009 年審判所手続（第一層審判所）（社会的資格室）規則 3(1)(a)、2008 年審判

手続（第一層審判所）（戦没者遺族年金及び軍補償室）規則 3(1)(a)、2008 年審判所手続（第

二層審判所）規則 3(1)(a)）ことで、審判所における正式な審理手続のルートには乗せない

という方策も併せて採用されている点、などからすれば、不服申立事案の司法府への係属

というよりはむしろ審判所内での紛争解決を極力目指す仕組みであると考えられる。この

ことから、イギリスにおける審判所制度は、より客観化した審理手続を目指す方向性にあ

るというとらえ方よりは、むしろ、司法手続の一環として位置付ける中で迅速な紛争解決

を目指すことに着目した実利的制度という見方が適当と思われる。 

② 審理手続の具体的内容 

次に、我が国の行政不服申立制度への示唆として、審理手続そのものとの比較において

大きく異なる点を指摘すれば、次の点があるように思われる。 

第 1 に、審理の主宰者の独立性を担保することが我が国の行政不服申立制度における課

題と思われる一方、イギリス審判所制度は、かねてより「素人」審判官を含む、行政庁と

は独立した存在が重視されており、これは、2007 年審判所、裁判所及び執行法によっても

変わらない。さらに、第一層審判所の判断に不服がある場合は、第二層審判所にさらに不

服申立を可能にする仕組みがある中、同審判所の審判官は、本来の意味での「裁判官」で

あり、審判所制度が手続の司法化をより具現化した仕組みの中で運用されることが念頭に

置かれている。 

第 2 に、審理の具体的方法は、現行の行政不服審査法では書面審理を原則としつつ、審

査請求においては口頭意見陳述の実施方式が審査庁の裁量判断によるところを大とするた

め（25 条 1 項）、当事者主義へのアプローチにおいて課題が残る。これに対し、イギリス

審判所制度は、第一層審判所の場合、各「室」において、事案に応じた公開・非公開によ

る対応の相違が見られるものの（例：2008 年審判所手続（第一層審判所）（保健、教育及

び社会ケア室）規則 26・38）、聴聞主義を原則とし、聴聞への参加者、時間・場所といっ

た点も規定されるため、審判所が採り得る審理手続に係る裁量を狭めるものと理解できよ
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う。さらに、このような実態は、2007 年審判所、裁判所及び執行法本体に詳細な審理手続

を規定せず、審判所手続委員会が規則の制定を通じて具体化していく方法によるものであ

り、これは、審理手続においても行政庁とは独立した第三者性を高める仕組みであるとも

言い得る。 

第 3 に、審判所の判断は、自発的に又は当該事件に関する全ての当事者の申立により再

審査の対象とされる点は、審判所自身の裁量的審査と同時に原処分庁による不服申立も可

能にする意味において、現行の行政不服審査法には見られない特殊な仕組みとして注目さ

れよう。 

（４） 苦情申出制度との関係 

イギリスの苦情申出制度は、議会オンブズマンの登場が 1967 年であることからして、

その歴史的沿革からすれば、確立した制度になっていると考えることができよう。もっと

も、行政活動に対する苦情申出の場合に限定すれば、国会議員に対する書面による申出が

求められる点は、イギリスが行政活動の監視が議会を通じて行うことを慣習としてきたた

め、オンブズマン制度が独立してその監視活動を行うイメージとは大きく異なるといえよ

う。 

そこで、一には触れていないが、オンブズマンによる申出に対する判断と司法審査との

関係が問題となる。これについては、1967 年議会コミッショナー法が裁判所により救済を

受けられる者については、議会オンブズマンに対し苦情申出は認められないものとしてお

り（5 条 2 項(b)）、対象となる苦情の内容は制限されている。このため、仮に司法審査を

可能とする行政活動に係る苦情申出は全て裁判所に対する訴えのみを救済手段とすること

になり、救済範囲の狭さが問題となるが、これについては、学説上、「同じ行為が司法審査

に関する問題に持ち込まれている場合は常にオンブズマンの調査を禁止する」趣旨と解さ

れており(Timothy Endicott, Administrative Law (Oxford: Oxford University Press, 

2009), pp. 479)、重複的な申立・申出を禁止する対応が採られていることになる。その意

味では、イギリスにおける苦情申出制度の場合、司法的救済を求めていない事案が議会オ

ンブズマンにより解決される可能性があるという点において、救済制度におけるある程度

の棲み分けが図られているとの見方ができよう。
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［参考資料］ 

 

一 関係条文 

 

１ 2007 年審判所、裁判所及び執行法（2007 Chapter 15） 

（ウェッブサイト： http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/contents） 

 

第 4 条 第一層審判所の裁判官及び他の構成員 

１ …次の者である場合は、第一審審判所の裁判官である。 

(a) 附則第 2 第 1(1)に基づく指名により第一層審判所の裁判官であること 

(b) 転任した第一層審判所の裁判官であること（第 31 条第 2 項参照） 

(c) 第二層審判所の裁判官であること 

(d) 2002 年国籍、移民及び亡命法附則第 4 第 2(1)(a)ないし(d)に基づき指名された亡命移

民審判所の構成員（法曹資格を有する者）でありかつ第二層審判所の裁判官ではないこ

と 

又は 

(e) 労働審判所の審判官パネルの構成員であること 

〔2～4 項省略〕 

 

第 5 条 第二層審判所の裁判官及び他の構成員 

１ …次の者である場合は、第二層審判所の裁判官である。 

(a) 審判所長であること 

(b) 附則第 3 第 1(1)に基づき指名された第二層審判官の裁判官であること 

(c) 転任した第二層審判所の裁判官であること（第 31 条第 2 項参照） 

(d) 2002 年国籍、移民及び亡命法附則第 4 第 2(1)(a)ないし(d)に基づき指名された亡命移

民審判所の構成員（法曹資格を有する者）であり、かつ 

(i) 当該審判所の長又は副長であること、若しくは 

(ii) 当該審判所の長又は副長ではないが、上級移民判事の称号を有する者であること 

(e) 1992 年社会保障行政（北アイルランド）法第 50 条第 1 項に基づき指名された首席社

会保障コミッショナー又は全ての他の社会保障コミッショナーであること 

(f) 同法第 50 条第 2 項に基づき指名される社会保障コミッショナーであること 

(g) 第 6 条第 1 項に該当する者であること 

(h) 第二層審判所副首席裁判官（附則 3 第 7 又は第 31 条第 2 項に基づく場合のいずれか）

であること、又は 

(i) 第二層審判所の室又は第一層審判所の室の室長又は副室長であり、(a)ないし(h)のいず

れにも該当しない者であること 

〔2～4 項省略〕 

 

第 6 条 第一層審判所及び第二層審判所の裁判官である特定の裁判官 
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１ …次の者である場合は本項（したがって、第 4 条第 1 項(c)及び第 5 条第 1 項(g)によ

り、第一層審判所及び第二層審判所である）に該当する。 

(a) イングランド及びウェールズの通常の控訴院裁判官（場合によっては、裁判所のいず

れの部門においても副院長を含む）であること 

(b) 北アイルランド控訴院長官であること 

(c) スコットランド民事上級裁判所裁判官であること 

(d) イングランド、ウェールズ又は北アイルランド控訴院の普通裁判官であること 

(e) 巡回裁判官であること 

(f) スコットランド執行官裁判所裁判官であること 

(g) 北アイルランド県裁判所裁判官であること 

(h) イングランド、ウェールズ又は北アイルランドの地方裁判所裁判官であること、又は 

(i) 地方裁判所裁判官（治安判事裁判所）であること 

〔2 項省略〕 

 

第７条 室：管轄及び先例 

１ …大法官は、命令により、首席審判所長と協力して、第一層審判所及び第二層審判所

それぞれの組織において複数の室に関する規定を制定することができる。 

〔2 項省略〕 

３ …一人の人物が、いかなる特定の時点にあっても、第一層審判所のうち複数の室を主

宰することができず、かついかなる特定の時点にあっても、第二層審判所のうち複数の室

を主宰することはできない（但し、第一層審判所の一つの室及び第二層審判所の一つの室

を同時に主宰することはできる）。 

４ …本条に基づき室を主宰するために任命された人物は、室長と称される。 

〔５項以下省略〕 

 

第 9 条 第一層審判所による判断の審査 

１ …第一層審判所は、第 11 条第 1 項に基づき除外された判断以外の事件における問題

について、自らが行う判断を審査することができる（但し、第 9 項参照）。 

２ …当該判断について第 1 項に基づく第一層審判所の権限は、次の場合に行使が可能で

ある。 

(a) 自発的に行う場合、又は 

(b) 第 11 条第 2 項に従い、当該判断について不服申立の権利を有する人物による申立に

基づく場合 

〔３項省略〕 

４ …第一層審判所が第 1 項に基づく判断を審査する場合、第一層審判所は、審査の観点

から、次の点の全てを行うことができる。 

(a) 判断又は判断の記録における偶然の誤りを正すこと 

(b) 判断に対し付記された理由を修正すること 

(c) 判断を留保すること 

５ …第 4 項(c)に基づく場合、第一層審判所は判断を留保し、第一層審判所は次のいずれ

かの行為を行わなければならない。 
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(a) 関連する問題を再判断すること、又は 

(b) 第二層審判所に対し事案を付託すること 

６ …第 5 項(b)に基づき事案が第二層審判所に対し付託された場合、第二層審判所はその

事案を再度判断しなければならない。 

〔７～８項省略〕 

９ …本条は、第４項(c)に基づき留保された判断が第 11 条第１項に従い除外された判断

ではないものとして効力を有する。但し、第４項(c)に基づく判断の第１項に基づく審査

に鑑み、第一層審判所の権限は第４項(a)に基づく場合のみとする。 

１０ …第一層審判所の判断は第 1 項に基づき一度しか審査されてはならず、第一層審判

所が、一度先の判断が第 1 項に基づき審査されるべきではないと判断した場合、同項に

基づき先の判断を審査する判断を行うことはできない。 

１１ …本条に基づき判断が留保されかつ関連する問題が再判断される場合、留保される

判断及び再判断される判断は、第 10 項にしたがい、異なる判断が行われるものとする。 

 

第 10 条 第二層審判所による判断の審査 

１ …第二層審判所は、第 13 条第 1 項に基づき除外された判断以外の事件における問題

について、自らが行う判断を審査することができる（但し、第 7 項参照）。 

２ …当該判断について第 1 項に基づく第二層審判所の権限は、次の場合に行使が可能で

ある。 

(a) 自発的に行う場合、又は 

(b) 第 13 条第 2 項に従い当該判断について不服申立の権利を有する人物による申立に基

づく場合 

〔３～７項省略〕 

８ …第二層審判所の判断は第 1 項に基づき一度しか審査されてはならず、第一層審判所

が、一度先の判断が第 1 項に基づき審査されるべきではないと判断した場合、同項に基

づき先の判断を審査する判断を行うことはできない。 

９ …本条に基づき判断が留保されかつ関連する問題が再判断される場合、留保される判

断及び再判断される判断は、第 8 項にしたがい、異なる判断が行われるものとする。 

 

第 11 条 第二層審判所に対する不服申立の権利 

１ …第 2 項に従い、不服申立の権利に対する言及は、除外された判断を除き、第一層審

判所が行う判断から生ずる全ての法的問題について、第二層審判所への不服申立の権利に

対するものである。 

２ …当該事件に対する全ての当事者は、第 8 項に従い、不服申立の権利を有する。 

〔３～７項省略〕 

８ …大法官は、第 2 項に従い、命令により、当該事件に対する一方当事者として取り扱

われ又はそのようには取り扱われない人物について規定を定めることができる。 

 

第 13 条 控訴院等に対する控訴の権利 

１ …第 2 項に従い、控訴の権利に対する言及は、除外された判断を除き、第二層審判所

が行う判断から生ずる全ての法的問題について、当該控訴裁判所への控訴の権利に対する
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ものである。 

２ …当該事件に対する全ての当事者は、第 4 項に従い、控訴の権利を有する。 

３ …当該権利は、承認(permission)（又は北アイルランドでは、許可(leave)）をもって

のみ行使ができる。 

４ …承認（又は許可）は、当事者の申請に基づき、次の者により付与される。 

(a) 第二層審判所、又は 

(b) 関連する控訴裁判所 

〔５～１０項以下省略〕 

１１ …第 4 項に基づき第二層審判所が自らに対する申請を判断する前に、第二層審判所

は提案された控訴について関連する控訴裁判所となる裁判所を特定しなければならない。 

１２ …提案された控訴について第 11 項に基づき特定される裁判所は、次の裁判所のう

ち第二層審判所にとって 適と思われるいずれかのものである。 

(a) イングランド及びウェールズにおける控訴院 

(b) スコットランド民事上級裁判所 

(c) 北アイルランドにおける控訴院 

１３ …第 11 項を除き本条において、控訴についての「関連する控訴院」とは、第 11 項

に基づき当該控訴に関する第二層審判所によって特定された裁判所を意味する。 

１４ …大法官は、第 2 項に従い、命令により、当該事件に対する一方当事者として取り

扱われ又はそのようには取り扱われない人物について規定を定めることができる。 

〔１５項省略〕 

 

第 15 条 第二層審判所の「司法審査」の管轄権 

１ …第二層審判所は、イングランド及びウェールズ法事件又は北アイルランド法に基づ

き生ずる事件においては、次の種類の救済を与える権限を有する。 

(a)  作為的命令 

(b)  禁止命令 

(c)  取消命令 

(d)  宣言的命令 

(e)  差止命令 

〔２項省略〕 

３ …第二層審判所が与えた第 1 項に基づく救済は、 

(a) 司法審査の申立に基づき高等法院が与えた類似の救済として同様の効果を有し、かつ 

(b) 司法審査の申立に基づき高等法院が与えた救済であるものとして執行力あるものと

する。 

４ …第 1 項(a)、(b)又は(c)に基づき救済が与えられるか否かを決定する上で、第二層審

判所は、高等法院が司法審査の申立に基づき救済を与えられるか否かを決する際に適用す

る原則を適用しなければならない。 

５ …第 1 項(d)又は(e)に基づき救済が与えられるか否かを決定する上で、第二層審判所は

次のことをしなければならない。 

(a) イングランド及びウェールズ法に基づき生ずる事件においては、高等法院が司法審査

の申立に基づき 1981 年 高裁判所法（c.54）第 31 条第 2 項に基づき救済を与えるか否か
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を決する際に適用する原則を適用しなければならない。 

(b)  北アイルランド法に基づき生ずる事件においては、高等法院が司法審査の申立に基

づき救済を与えるか否かを決する際に適用する原則を適用しなければならない。 

６ …北アイルランド法に基づき生ずる事件においては、第 3 項(a)の適用について、 

(a) 第 1 項(a)に基づく作為的命令は執行命令(order of madamus)に対応して行われるこ

と、 

(b) 第 1 項(b) に基づく禁止命令は禁止命令(order of prohibition)に対応して行われるこ

と、及び 

(c) 第 1 項(c) に基づく取消命令は移送命令(order of certiorari)に対応して行われること。 

 

第 18 条 第 15 条第 1 項に基づく管轄権の制限 

１ …本条は、不服申立が第二層審判所に対し次の点（単独であるか否かを問わず）を求

める場合に該当する。 

(a) 第 15 条第 1 項に基づく救済、又は 

(b) 第 15 条第 1 項に基づき救済を申請するための承認（又は、北アイルランド法に基づ

く事件では許可） 

〔２項省略〕 

３ …審判所が申立てを判断する機能を有さない場合、申立によって高等法院に対する提

訴に移送しなければならない。 

〔４項以下省略〕 

 

第 22 条 審判所手続規則 

１ …「審判所手続規則」と呼ばれる規則は、次の内容を占めるものである。 

(a) 第一層審判所において実施される行為及び手続、及び 

(b) 第二層審判所において実施される行為及び手続 

２ …審判所手続規則は審判所手続委員会により制定されるものとする。 

〔３項以下省略〕 

 

２ 1967 年議会コミッショナー法（1967 Chapter13） 

（ウェッブサイト： http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/13/contents） 

 

第 5 条 調査の対象となる問題 

１ …本条規定に基づき、コミッショナーは、次のいかなる場合においても、省又は権限

機関の行政上の職務を行使する際に行われる活動であり、本法が適用する政府当局又は

他の機関が行う又はそこが代替する全ての活動を調査することができる。 

(a) 誤った行政活動の結果、不当性が維持されている旨苦情を申し出る一般国民により、

庶民院議員の一人に対し適法に文書により苦情が申し出られる場合であり、かつ 

(b) 苦情申出が、それを行った人物の同意の下、調査の実施を要求する当該院の議員によ

り、コミッショナーに対して付託される場合 

〔2 項以下省略〕 
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第 6 条 苦情申立に関する規定 

3 … 初に侵害を受けた人物が、主張した諸問題を告知した日以降 12 ヶ月以内に庶民院

議員に対し苦情申出を行わなければ、その申出は本法に基づき取り扱われてはならない。

但し、コミッショナーは、調査を実施することが適切である特別な状況にあると思料す

る場合、当該期間以内に行われない苦情申出に従って調査を行うことができる。 

〔1，2 及び 4 項以下省略〕 

 

第 10 条 コミッショナーによる報告 

3 …本法第 5 条第 1 項に基づき調査を行った後、誤った行政活動の結果侵害を受けた人

物に不当性が生じた、又はそれが救済されなかった若しくは救済されないであろうとコ

ミッショナーが思料する場合、適切であると思料すれば、コミッショナーは議会各院に

対し、当該事件に関する特別の報告を行うことができる。 

〔1、2 及び 4 項以下省略〕 

 

第 11ZAA 条 議会コミッショナーと他のコミッショナー間の共同作業 

１ …本法に基づき、調査の実施過程におけるいかなる段階においてもコミッショナーが、

苦情申出が次の機関の管轄下にある問題に部分的に関連するとの意見を有する場合、本

条第 2 項にしたがい、コミッショナー又は以下のコミッショナーと共同して、本法に基

づく調査を実施することができる。 

(a) イングランド健康サービスコミッショナー 

(b) 地域コミッショナー、又は 

(c) その両者 

〔2 項以下省略〕 

 

 

二 参考文献等 

 

１ 公的資料 

Ministry of Justice and Tribunal Service, Quarterly Statistics for the Tribunals Service, 

2nd quarter 2010-11: 1 July 2010 to 30 September 2010 (13 January 2011) 

（ウェッブサイト： 

http://www.justice.gov.uk/publications/docs/tribunals-stats-q2-2010-11.pdf） 

〔資料の説明〕 本資料は、司法省及び審判所サービスから公表される四半期ごとの統計

資料であり、本調査実施時点において 新のものである。具体的には、2010 年 7 月 1

日から 2010 年 9月 30日までの不服申立の処理件数が審判所における室ごとに掲載され

ていることなどから、イギリスにおける審判所制度の実態を知る上で重要なものと考え

られる。 
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Parliamentary Health and Service Ombudsman, Making An Impact Annual Report 

2009-10: HC 274 (14 July 2010) 

（ウェッブサイト：

http://www.ombudsman.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/4263/Annual-Report-200

9-10-low-res-with-appendix-as-spread.pdf） 

〔資料の説明〕 本資料は、議会健康サービスオンブズマンから議会に提出される年次報

告書であり、本調査実施時点において 新の統計が示されているものである。具体的に

は、2009～2010 年の一年間における苦情申出件数が掲載されている等、イギリスにお

ける苦情申出制度の実態を知る上で重要なものと考えられる。 

 

２ 書籍 

H.W.R.Wade and C.F.Forsyth, Administrative Law: Tenth Edition (Oxford: Oxford 

University Press, 2009) 

イギリス行政法の共著概説書の一つであり、同国における も権威ある体系書である。審 

判所制度についても、歴史的経緯とともに明解に触れられている。 

Peter Leyland and Gordon Anthony, Textbook on Administrative Law: Sixth Edition 

(Oxford: Oxford University Press, 2009) 

イギリス行政法の共著概説書の一つであり、審判所制度について簡易かつ簡明に記載され 

ている。 

Timothy Endicott, Administrative Law (Oxford: Oxford University Press, 2009) 

イギリス行政法の単著概説書の一つであり、審判所制度に係る概要のほか、苦情申出に係 

る概要が簡易かつ簡明に記載されている。 

Genevra Richardson, “Tribunals,” in David Feldman and Andrew Burrows (eds.), 

English Public Law: Second Edition (Oxford: Oxford University Press, 2009) 

本論文はイギリス公法の体系的学術書の一つに掲載されたものであり、審判所制度に係る 

経緯をはじめ、学術的位置づけを行う論考である。 

Mark Elliott and Robert Thomas, Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2011) 

イギリス公法の共著概説書の一つであり、2007 年審判所、裁判所及び執行法を含む審判所 

制度に係る 新の制度等が簡明に記載されている。 
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伊藤治彦「イギリス行政審判所の独立性についての一考察」岡山商科大学法学論叢 9 号 

深澤龍一郎「イギリス公的扶助領域における行政審判所の展開（１）、（２）・完」法学論叢
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榊原秀訓「ブレア政権の審判所改革」南山法学 31 巻 1・2 号 

榊原秀訓「イギリスにおける審判所改革」行財政研究 67 号 
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審判所サービス(http://www.tribunals.gov.uk/index.htm) 

議会健康サービスオンブズマン(http://www.ombudsman.org.uk/) 



- 21 - 
 

第２章 アメリカにおける行政不服申立・苦情処理制度の概要 

 

１ アメリカの行政不服申立制度について 

（１）制度・運用実態の概要 

行政不服審査制度は、公正な意思決定の過程を確保するためには必要不可欠なものと考

えられている。アメリカにおける行政不服審査の手続については、わが国における行政不

服審査法のような一般法がなく、個別法や行政機関の規則により実施されているため、多

様なものとなっているのが現状である。そして行政手続に関する一般法である連邦行政手

続法に定められている正式裁決手続が、個別法の中において、行政不服申立手続のために

援用されていることもある。そのため以下の説明においては、アメリカ連邦行政手続法に

おける正式裁決を基盤とする行政不服審査制度について概説したいと思う。 

アメリカ連邦行政手続法は、行政機関が決定を行うに当たって、行政機関からの独立性

が保障されている行政法審判官が正式の聴聞を主宰し、行政法審判官が第一次的決定を行

い、規則の定める期間内に行政機関への不服申立がない場合、または行政機関の職権によ

る再審理が行われない場合に、その決定は、 終的な行政機関の決定となると規定してい

る（連邦行政手続法５５７条）。このことからアメリカにおける行政機関の第一次的決定は、

第三者的な立場にある者によって行われるため、その意思決定は、公正性が担保されてい

るということができる。 

この連邦行政手続法は、行政法審判官によってなされた第一次的決定に対して不服申立

をすることができるということを前提としている。これは、連邦行政手続法５５７条第ｂ

項が、行政法審判官の決定は、行政機関への不服申立がなされた場合には、当該行政機関

の決定とはならない旨の規定を設けていることから理解できる。このような連邦行政手続

法を基礎として不服申立制度が構築されているという解釈については、判例も肯定してい

るところである（925 F.2d 1147[9thＣir.1991]）。 

このように連邦行政手続法に基づき、行政法審判官による聴聞の機会を与えたのちに、

記録に基づいて行政決定を行う意思形成過程のことを正式裁決というが、個別法令に基づ

き、連邦行政手続法において規定されている聴聞手続を経ずに行政決定を行うという手続

も存在する。個別法令の手続に基づき実施されている行政機関の意思形成過程においては、

行政法審判官による事前の聴聞手続は行われないが、事後において行政法審判官による審

査手続が行われるという行政領域も存在する。このような行政領域では行政法審判官によ
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る事後審理が、行政機関が行った判断に対する不服申立手続としてなされていることから、

行政法審判官による事後審理も不服申立制度の一形態として位置付けることができるであ

ろう。例えば、社会保障の領域においては、連邦行政手続法の聴聞手続を経ずに行政決定

が行われ、当該決定に対する不服申立てについて行政法審判官が審理を行っている例がみ

られる。 

 また、アメリカにおける行政不服審査制度と行政訴訟との関係について、日本法との比

較を簡単にしておきたい。日本法においては、ある行為について行政上の不服申立制度が

設けられている場合には、訴訟要件としての処分性を肯定され、行政訴訟の対象となりや

すいという傾向が一般的にみられる。逆に言えば不服申立制度の規定がないことが、処分

性を否定し、行政訴訟の対象とならない理由として用いられることがあると指摘できるだ

ろう。しかしアメリカ法では、行政上の不服申立が制度上用意されていることをもって司

法審査を許容する、すなわち行政訴訟の対象として認める傾向は必ずしも一般的であると

は言えず、むしろ行政上の不服申立手続がないことが、司法審査を肯定する傾向が見られ

る。これに関しては、行政不服審査法と行政事件訴訟法の連続性を尊重するという日本法

特有の法事情があるのに対して、アメリカ法においては、行政庁が原則として自由に行政

上の不服申立制度を創出しうるということから、司法審査のタイミングの判断において、

行政上の不服申立制度の有無が必ずしも重視されないという傾向があるためであるとの分

析がなされている（越智敏裕『アメリカ行政訴訟の対象』（弘文堂、2008 年）４７２頁）。 

 

（２）特筆すべき制度・運用実態 

①行政不服審査機関の種類 

行政不服審査にはいくつかの類型が存在する。従来から存在する類型は、行政法審判官

が第一次的決定または勧告的決定のいずれかの決定を行った上で、行政機関の長がその第

一次的決定または勧告的決定を採用し、または容認するかどうかを判断するというもので

ある。 

また不服申立の受理件数が多い行政機関のような場合には別の類型として、行政不服審

査が行政機関の長の指揮監督の下で特別に設置されている不服審査機関によって行われる

というものがある。このような類型においては、行政機関の長の代わりに当該行政不服審

査機関が行政法審判官の決定を審査している。 
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②行政不服申立の期間 

行政上の不服申立は、一定の不服申立期間内にしなければならず、不服申立期間が経過

した場合には、その不服申立は不適法なものとして却下される。この不服申立期間につい

ては、法律または行政機関の規則もしくは実務によって定められているため、一律の期間

が法律によって定められているわけではない。そして行政機関は、行政法審判官の決定に

対する行政上の不服申立の期間を定める固有の権限を有していると考えられている

（Health Equity Resources Urbana, Inc.v.Sullivan,927 F.2d 963,967[9th Cir.1991]）。 

正当な理由によって不服申立期間内に不服申立がなされなかった場合には、行政不服審

査機関は、裁量によって不服申立期間を延長することができるとされている。不服申立人

が、不服申立期間を経過した後に不服申立を行ったことに対して、正当な事由があること

を示した場合に、不服申立期間の経過後であることによって行政機関に実質的な不利益が

生じないときは、不服申立期間経過後の不服申立が認められている（Pyles v. MSPB,45 

F.3d 411,414[Fed.Cir.1995]）。 

 

③行政不服審査の手続 

当事者に対して反論する権利を与えることは手続的デュープロセスの基本的要素であ

るため、行政機関は、第一次的決定により不利益を受ける当事者に対し、その第一次的決

定の行政不服審査を求める手段について的確に通知する義務があるとされている

（Gonzales v. Sullivan,914 F.2d 1197,1203[9th Cir.1990]）。 

行政不服審査機関は、原則として不告不理の原則が適用されず、不服申立人が請求して

いる以上の審査を行うことも許される（Clift v. Sullivan,927 F.2d 367,368[8th Cir.1991]）。

しかし、移民不服審判庁は、不服申立がすでに取下げられている場合には、その不服申立

の審査を再び開始することはできないとの判例が存在する（Panchevre v. U.S Dep. of 

Justice-INS,922 F.2d 1229,1231[5th Cir.1992]）。 

不服申立がなされた場合に行政命令の執行停止が問題となるが、不服申立が係属中は、

慣例として行政命令の執行が停止されることとされている。行政法審判官の命令は、不服

申立人の申立てにより不服申立が係属中は、原則としてその執行が一時停止されるとの判

例が存在する（New Orlens S. S. Ass’n v. Plaquemines Port Harbor and Terminal Dist., 

816 F.2d 1074, 1077[5th Cir.1987]）。 

 行政不服申立手続における不服申立手続の代理人の資格については、連邦行政手続法の
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規定が参考となる。連邦行政手続法の５５５条第ｂ項は、「行政庁又はその代表者のもとに

自身出頭を命じられた者は、弁護士又は行政庁が許可するときにはその他の資格ある代理

人とともに出頭し、これらの者をして代理させ、且つ助言を受ける権利を有する」（事後救

済制度に関する調査研究報告書６１頁から引用）と規定している。この５５５条の適用場

面は、正式裁決手続だけに限られているわけではなく、個別法令の手続においても適用さ

れると考えられているため、前述したように行政法審判官による事後審理が不服申立制度

として利用される場合には、この連邦行政手続法５５５条第ｂ項の規定に基づき、代理人

となる資格を有する者は弁護士だけに限られず、行政庁が許可する者も代理人として関与

することができる。 

行政法審判官による事後審理が不服申立手続として利用される行政領域として、社会保

障給付が挙げられるので、社会保障の領域を取り上げて説明することにしたい。社会保障

給付の拒否処分、減額、打切りの第一次決定に不服のある者は、わが国の異議申立に相当

する再考慮審理の請求をすることができる。この再考慮請求に対する決定になお不服があ

るときは、ヒアリング・不服申立局に不服審査聴聞の請求をすることができ、このヒアリ

ング・不服申立局における審理は、行政法審判官によって審理される。ここでの審理は、

社会保障法及び社会保険行政規則による規律を受けるほか、連邦行政手続法の裁決手続の

適用も受けることになるが、連邦行政手続法が規定する聴聞の一般的な形態である対審型

ヒアリングではなく、非対審型のヒアリングとなっている。さらにこの行政法審判官の決

定に不服があるときは、不服申立審査会（Appeals Council）に不服申立をすることができ、

不服申立審査会の裁決に対してもなお不服がある場合には、連邦地方裁判所に出訴するこ

とができるというシステムになっている（社会保障給付の３段階の不服申立制度について

は、社会保障庁のホームページで紹介されている。ＵＲＬは参考文献に記載。）。 

 

④行政不服審査機関における審査権の内容 

事実認定に関する審査権 

行政不服審査機関は、行政法審判官の決定について原則的には覆審的な審査を行うこと

ができると解されている。しかし、行政機関の行為に対する司法審査に際しては、覆審的

審査が制限されるという制限的基準という法理が行政不服審査についても適用される場合

があり、その場合には、行政不服審査機関による審査の範囲は、行政法審判官による事実

認定が合理的であるかどうかを判断することだけに限定されることになる。この法理の下
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においては、事実認定について覆審的審理を行う権限が行政不服審査機関に与えられてい

ないため、行政不服審査機関は、自己の判断をもって行政法審判官の判断に代置すること

はできないことになっている。 

 

政策に関する審査権 

行政不服審査機関は、行政法審判官が行った決定の誤りを審査することだけにとどまら

ず、個々の事件を判断するに際して、行政機関としての政策的な問題にも配慮しなければ

ならない場面が生じ、その場合には政策的な判断を迫られることもある。このことから行

政不服審査機関は、不服審査の判断過程において、政策判断を自己のまったくの自由裁量

で行うことができるかが問題とされている。従来から行政機関の長は、理論的に政策に対

する 終的な決定をする権限を保有していると解されていたため、行政機関の長は行政機

関の規則制定による政策形成と、個別的な行政決定による政策形成との両方を通じて行政

政策を実現してきたという経緯がある。このため行政不服審査機関が当該行政機関の長で

ある場合には、行政機関の長は不服申立手続において政策的な判断をも行ってきたのであ

る。しかし、不服申立の受理件数が増加するにつれて、行政機関の長がすべての不服申立

に対して判断を行うことができなくなったため、行政機関の長の裁決権限を下級機関に委

任した上で、下級機関が不服審査を行うという現象が生じてきたのである。このような下

級機関が行政不服審査機関としての職務を行う場合にも、行政規則を解釈する政策判断は

行政機関の長に依然として留保されていると考えられるため、行政機関の長以外の者が行

政不服審査機関として権限を行使する場合には、政策決定を伴う判断を行うことはできな

いということになっている。 

 

法律の解釈に関する審査権 

 行政不服審査機関は、法律上の問題について全面的な権限を有している。 

 

手続に関する審査権 

行政機関は手続を定める広範的な裁量権を有するため、行政不服審査機関においては、

行政法審判官が適用した手続について全面的な審査権限を有している。 
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⑤行政不服審査機関における判断の種類 

修正 

行政不服審査機関は、下級機関の決定を修正する権限を有している。しかし、法律によ

って、特定の行政不服審査機関の権限が制限されている場合もある。例えば、教育強化改

善法の下では、教育長官は、正当な理由がなければ、下級機関の決定を修正したり、取り

消したりすることはできないとされている（California, Dept. of Educ. v. Bennett, 849 

F.2d 1227,1231[9th Cir.1988]）。 

 

即時却下 

行政不服審査機関は、関係当事者が不服申立の理由を明示することができない場合には、

当該不服申立を即時却下することが許される。また、行政不服審査機関が当該不服申立を

遅延目的で提起したものであると判断した場合にも、その不服申立を即時却下することが

できる(Martinez-Zelaya v. INS,841 F.2d 294,296[9th Cir.1988])。さらに行政不服審査機

関は、不服申立が不正な動機で提起されたものであると判断できない場合であっても、関

係当事者が不服申立ての理由を明示できない場合には、当該不服申立を却下することがで

きるとされている（Lozada v. INS,857 F.2d 10,12[1st Cir.1988]）。 

 

差戻し 

行政不服審査機関は、下級機関の決定に瑕疵がある場合には、当該下級機関に対し、当

該案件を差戻す権限を有する。この下級機関の決定の瑕疵が、事実認定に関するものであ

る場合には、差戻しをすることが適切ということになる。これは、事実認定に関する審査

権で述べたように、行政不服審査機関は、下級機関の事実認定について覆審的審理を行う

権限がないため、新たな事実認定を行うことはできず、下級機関の事実認定に不合理な点

が存在するか否かを審査し、存在する場合には下級機関に事実認定の再審査を命じること

になるからである。 

しかし、決定の瑕疵が法律問題に関するものである場合には、行政不服審査機関は、下

級機関の決定を修正した上で、 終的な決定を行うことになる。 

 

取消又は無効 

行政不服審査機関は、原則として下級機関の決定を取り消し、または無効とすることが
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でき、また下級機関の決定を自己の決定に代置することもできる。 

 

肯認 

行政不服審査機関は、下級機関が行った決定をそのまま肯認して採用することができる。

行政不服審査機関は、下級機関の決定に合理的な理由が存在すれば下級機関の決定をその

まま採用することができるが、その場合に特段の検討を加えることなく当該決定を肯認す

るには、下級機関の判断が当該決定を支持するのに十分なものでなければならないと判例

は判示している（Cuevas v. INS,43 F.3d 1167,1170[7th Cir.1995]）。 

 

⑥行政法審判官の選任、地位及びセントラルパネルシステム 

行政法審判官には公正かつ的確な審理の主宰を実現することが求められているため、選

考に当たっては、人事管理庁に行政法審判官の適格者の名簿の作成及び維持に関する権限

が与えられている。人事管理庁は、行政法審判官として適格と認定されるための 低限の

要件を定めている。それによれば、アメリカ国内の弁護士資格を有する者でなければなら

ず、行政法審判官となるにふさわしい経験を７年以上有しなければならない。この 低限

の要件を満たした者は、補足的適性報告書、筆記試験、口頭試問、人物照会調査の結果に

基づき、得点が与えられ、合格水準に達した者は有資格者名簿に登載され、この名簿に基

づいて行政機関が任命することになっている。 

行政法審判官の職権行使の独立性を保障するために、行政法審判官は、自己の所属する

行政機関の評価とは独立して、法律と人事管理庁の定める規則に従って給与を受け、また、

恣意的な免職、停職、減給の不利益処分が行われないように能力主義保護委員会で正式の

ヒアリングの機会を与えられ、同委員会の定める正当な理由が立証された場合にのみ、不

利益処分がなされることになっている。 

しかし行政法審判官の独立性を要求する動きとは反対に、管理を強化しようとする傾向

が見られる。これは行政法審判官も行政機関の職員であることから、その業務の生産性及

び質の向上の強化が求められるため、任期制、勤務評価という人事管理を導入しようとす

るものである。これにより、行政法審判官が行政機関の一員であるという側面を重視して、

行政効率向上の見地から人事管理を強化しようとすることと、行政法審判官の独立を確保

する要請とをどのように調整し、実現するかが課題とされる。そしてこの課題を克服しよ

うとするのが、セントラルパネルシステムである。セントラルパネルシステムとは、行政
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法審判官の統一集団を結成し、個々の行政法審判官は、特定の行政機関に所属するのでは

なく、独立のセントラルパネルに籍を置いたまま、各行政機関の必要に応じてヒアリング

を提供するというものである。この制度では、ヒアリングが必要となった場合に行政法審

判官に事件が割り当てられるため、常時行政機関に籍を置く制度とは異なり、効率的な運

営を確保することができる。このようなセントラルパネルシステムは、連邦では論争が生

じているため実現には至っていないが、多くの州では法制化が行われ、既に実施されてい

る。各州において実施されているセントラルパネルシステムは、多様性に富んでいるため、

一般的に言えることは、ヒアリング担当機関の組織的分離ということであるが、この組織

的分離の程度についても州により相違が見られる。その相違についてはセントラルパネル

が、行政機関から完全に独立した別個の組織である場合、行政省内、州務省内に置かれる

が各省の監督指示には服さない場合、省の長官がヒアリングの内容に立ち入らない範囲で

一般的な指揮監督を行うことは禁じられていない場合等さまざまである。このため、セン

トラルパネルシステムが、従来からのシステムと比べて優れているとは一概には言えない

状態にある（各州におけるセントラルパネルシステムの実情については、宇賀克也『アメ

リカ行政法第２版』（弘文堂、2000 年）１５５頁以下に詳しく紹介されているため、参照

していただきたい。）。 

 

２．アメリカにおける苦情処理制度について 

（１）制度・運用実態の概要 

アメリカにおける苦情処理制度については、シアトル市の市民サービス局行政部を取り

上げて説明したい。 

 シアトル市の市民サービス局は、シアトル市の情報提供、苦情案件及び苦情処理を取り

扱う部門であり、その役割は、市長の指揮の下、市民に代わって関係部署と議論をし、必

要な場合には法律や政策を変更することにより、市民が抱える問題を解決する手助けを行

うことである。市民サービス局における特徴的な点としては、コンピューターによる苦情

追跡システムが導入されていることである。この追跡システムにより、苦情申立人の氏名、

関連部署、該当分野、苦情案件の調査担当者等のさまざまな角度から苦情案件を検索する

ことができる苦情のデータベースが構築されている。このシステムを使うことによって、

市民サービス局の局長は各職員の業務量や現時点での取扱件数を観察することができ、苦

情調査官ごとの未決案件を調べることができるため、各調査官の扱う苦情件数を操作する
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ことで、苦情処理の迅速化に寄与している。  

（２）特筆すべき制度・運用実態 

 特筆すべき制度としては、苦情調査官による苦情処理の迅速化を図るために、週に４時

間の「フリータイム」という制度が導入されていることである。これは、日々苦情処理に

追われる調査官が、じっくりと案件の処理に取り組むことができるようにするため、週に

４時間は、外部と隔離された事務所で処理が遅れている案件の解決に専念するというもの

である。この制度の導入によって、案件の処理が迅速になったという効果が生じているよ

うである。 

 

３．具体的検討 

アメリカ連邦行政手続法では、行政機関の決定は行政機関からの独立性が保障されてい

る行政法審判官が正式の聴聞を主宰し、それに基づき行政法審判管が第一次的決定を行い、

規則の定める期間内に行政機関への不服申立がない場合、または行政機関の職権による再

審理が行われない場合に、その決定は、 終的な行政機関の決定となると規定している。

このようにアメリカにおける行政機関の決定は、第三者的な立場にある行政法審判官によ

って行われるため、その意思決定は公正性、妥当性、客観性が担保されているということ

ができる。このような独立性が保障され、意思決定の中立・公正性が確保されている意思

決定者が、行政上の意思形成過程に関与するという制度は、日本への導入に対して、積極

的な評価をすることができるように思われる。さらに事後的救済制度である行政不服審査

制度においても、同様の審判官制度の創設を肯定することができよう。また日本への具体

的な導入に際しては、アメリカにおいて近時採用されている行政法審判官の地位の独立と

行政効率の向上との調整を図るセントラルパネルシステムも大いに参考となろう。 

しかし、アメリカにおける行政不服審査の過程は、第一次的決定のための聴聞の過程ほ

ど公正であるということができないのが現状であろう。これは行政機関の長が、行政法審

判官の決定を自由に再審査することができるためである。すなわち、連邦行政手続法によ

ると、行政法審判官の第一次的決定に対して、規則の定める期間内に行政機関への不服申

立てがなされた場合、または行政機関の職権による再審査が行われた場合に、行政機関の

長は、自ら第一次的決定を行った場合に有するすべての権限を保持するものとされており、

これによって行政機関は、行政法審判官の決定を取り消し、自己の決定をもってこれに代

えることができるからである。このような不公正さを改善する動きとして、行政法審判官
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の決定に対しては、行政機関の審査に服させるべきではないという主張も一部では見られ

るようであるが、未だ残されている課題でもある。 

日本では事前の行政手続、事後の行政不服審査制度と区別した上で、それぞれ一般法が

整備されている。しかしアメリカには事前事後の明瞭な区別がなく、そしてアメリカでは

行政上の各種手続において共通する一般的な規定が設けられておらず、各個別法規におい

て規制が加えられているというような法令上の違いを指摘することができる。このような

差異を看過して、また各国の法令制度及び立法過程を考慮せずに、制度の導入論を単純に

進めることはできないといえよう。さらにこのことは苦情処理制度においても同様の結論

に達するであろう。このため、審判官制度、セントラルパネルシステムの日本への導入に

際しては、慎重な議論がなされるべきである。 

後に本研究報告を通じて筆者が得た認識について付け加えると、アメリカにおける不

服申立制度全般にわたって研究した日本の先行業績が少ないということ、アメリカにおけ

る不服申立手続を扱った先行研究もその報告内容が概略的なものであるということ、また

その参考文献の入手が難しいということが感じられる。そのため本研究報告においても、

アメリカにおける不服申立手続について詳細な報告を行うことができず、また不服申立の

実務的な手続についても全体的に説明を加えることができないという結果となってしまっ

た。このことから本研究報告では、可能な限り不服申立制度の一般的な部分に言及しなが

らも、具体的な不服申立手続に関する説明については、特定の行政分野の不服申立手続の

説明に偏る報告となってしまった点にはご留意いただきたいと思う。また、前述のとおり

アメリカにおける不服申立制度について言及した先行研究が概略的なものであるため、不

服申立制度の全体把握には筆者の推論によらざるを得ない部分が生じてしまうことから、

詳細な手続の運用実態の報告は、控えさせていただいた。 

このような研究資料の不足については、アメリカにおける不服申立手続が、各個別法規

及び行政規則によって規定されているため各行政領域の不服申立制度を横断的に考察する

ことが困難であることと、さらに、日本とアメリカとの間には行政訴訟の訴訟制度に関し

て差異があり、その違いが行政不服申立制度にも影響を与えているのではないかと推察で

きることから生じているように思われる。また不服申立制度が統一法規によって整備され

ていないだけでなく、個別法規においても詳細な規定が設けられておらず、手続の細部が

行政規則や判例の解釈に委ねられているという傾向が見受けられることにも起因するので

ないかと考えられる。 
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［参考資料］ 

 

一 関係条文 

 

１．合衆国法典第５編 第５章 行政手続  

（日本語訳は「事後救済制度に関する調査研究報告書」60 頁以下による。） 

 (裁決) 

第 554 条 

a 行政庁による聴聞の機会を与えた後記録に基づいて裁決を行うことが法律により要求 

されている場合においては、左に掲げる事項に関する場合を除き、本条の規定による｡ 

①裁判所において、法律問題及び事実問題につき、覆審的審理に服する事項 

②本巻の第 3105 条により任命される聴聞審理官を除き、合衆国の職員の選考若しくは

在職条件 

③検査、試験又は選挙に基づいてのみ決定が行われる手続 

④陸海軍の職能又は外交上の職能の遂行 

⑤行政庁が裁判所の機関として行動する場合 

⑥被傭者代表の証明 

b 行政庁による聴聞について告知を受ける権利を有する者に対しては、適当な時期に左 

に掲げる事項を通知しなければならない｡ 

①聴聞の日時､場所及び性質 

②聴聞を行う根拠となる法律上の権限及び管轄権 

③事実上及び法律上の主張 

私人が裁決の申立人である場合においては、当該手続の相手方たる当事者は、事実上

又は法律上の争点を速やかに告知しなければならない。その他の場合においては、行政

庁は、規則により答弁を要求することができる。聴聞の日時及び場所を定めるに当たっ

ては、当事者又はその代理人の便宜と必要を適切に考慮しなければならない。 

c 行政庁は、すべての当事者に対し、左の機会を与えなければならない。 

①時間、手続の性質及び公益がこれを許すときは、事実、弁論、和解案の申出又は調整

案を提出し並びに考慮すること 

②当事者が合意により争いを解決できない場合において、告知に基づき、本巻第 556 条
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及び第 557 条に従い、聴聞並びに決定を行うこと 

d 本巻第 556 条に従って証拠の受理を主宰する職員は、本巻第 557 条の定める勧告的決

定又は第一次的決定を行わなければならない。但し、その者が当該行政庁の職務を行う

ことができなくなったときは、この限りでない。法により認められた一方的事項の処理

に必要な場合を除き、証拠受理を主宰する職員は、 （１）すべての当事者に告知し参

加する機会を与えた後でなければ、当該事件の事実に関し、いかなる者又はいずれの当

事者の陳述をも聞いてはならず、また（２）行政庁のために調査又は訴追の職務を行う

職員若しくは代理人に対して責任を負い、又はその指揮監督に服してはならない。 

ある事件について行政庁のために調査若しくは訴追の職務を行う職員又は代理人は、 

その事件又はこれと事実上関連ある事件において、本巻第 557条に従ってなされる決定、

勧告的決定又は行政庁による再審査に関与し、又は助言してはならない。但し、公開手

続で証人又は代理人となる場合はこの限りでない。本項の規定は、以下の場合には適用

されない。 

（Ａ）新規の許可の請求に対する決定 

（Ｂ）公益事業又は運送事業の料金、施設若しくは実務慣行の効力又は適用に関する手 

   続 

（Ｃ）当該行政庁又はこれを構成する団体の構成員 

e 省略 

 

 (附随的事項) 

第 555 条 

a 本条は本節に別段の定めがある場合を除き、適用される｡ 

b 行政庁又はその代表者のもとに自身出頭を命ぜられた者は、弁護士又は行政庁が許可

するときにはその他の資格ある代理人とともに出頭し、これらの者をして代理させ、且

つ助言を受ける権利を有する。すべての当事者は、いかなる行政庁の手続においても、

自身出頭し、又は弁護士若しくはその他の正当な資格を有する代理人をして出頭せしめ、

若しくはこれとともに出頭する権利を有する。公務の正常な運営が許す限り、利害関係

人は、行政庁又はその責任ある職員のもとに出頭し、すべての手続（中間、略式その他

形式の如何を問わない）において、又は行政庁の職務に関して、争点、要求若しくは議

論の提出、調整又は決定を求めることができる。行政庁は、当事者又はその代理人の便
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宜及び必要に対し適切な考慮を払いつつ、提出された事項を合理的期間内に処理しなけ

ればならない。本項は、弁護士でない者が、他人のために行政庁若しくは行政庁の手続

に出頭し、又はこの者を代理する権利を認めたものでもなく否認したものでもない。 

c 省略 

d 省略 

e 省略 

 

 (聴聞、主宰者、権限と義務、立証責任、証拠、決定の基礎としての記録) 

第 556 条 

a 本条は本節第 553 又は第 554 条により本条に従って行うことが要求されている聴聞に

適用される。 

b 証拠調は､左に掲げる者がこれを行う。 

①行政庁 

②行政庁を構成する合議体の１名又は２名以上の委員 

③本巻第 3105 条により任命された１名又は２名以上の聴聞審理官 

但し、本節の規定は、特に法律によって設けられ若しくは法律に従って指名された委

員会又はその他の職員が、特定の種類の手続の全部又は一部を行うことを妨げるもので

はない。聴聞主宰者及び本巻第 557 条に従い決定に参加する職員は、公平にその職務を

行わなければならない。これらの職員は、自ら除斥の事由があると認めるときは、何時

でも回避することができる。これらの職員の個人的偏見又は資格の欠缺について、時機

に遅れず且つ十分な宣誓供述書が誠実に提出されたときは、行政庁は、事件の記録及び

決定の一部として、これにつき決定しなければならない。 

c 聴聞を主宰する職員は、当該行政庁の公告した規則に従い、且つ当該行政庁の権限の 

範囲内で、左に掲げる事項を行う権限を有する｡ 

①宣誓及び確約をさせること 

②法により認められた召喚状を発すること 

③証拠の申立につき裁定し、関連性ある証拠を受理すること 

④正義の目的に資すると認められる場合に、供述録取書をとり、又はとらせること 

⑤聴聞の進行を指揮すること 

⑥当事者の同意により争点につき和解し又は簡素化を図るために協議を行うこと 
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⑦手続上の申立又はこれに類する事項を処理すること 

⑧本巻第 557 条に従って、決定又は勧告的決定を行うこと 

⑨本節に反しない限りにおいて、行政庁の規則に定められたその他の行為をすること 

d 省略 

e 省略 

 

(決定) 

第 557 条 

a 本条は､本巻第 556 条に従い聴聞を行うことを要する場合に適用される。 

b 行政庁が証拠の受理を主宰した事件においては、これを主宰した職員（但し本巻第 554

条ｄ項が適用されない事件においては本巻第 556条に従い聴聞を主宰する資格を有する

その他の職員）が事件の第一次的決定を行わなければならない。但し、行政庁が、特定

の事件において若しくは一般的規則により、第一次的決定のために、記録の全部を当該

行政庁に提出すべきことを求めた場合はこの限りでない。聴聞主宰官が第一次的決定を

なし、且つ規則の定める期間内に行政庁に対する不服申立て又は行政庁自身の職権によ

る審査が行われないときは、右の決定は、更に別段の手続を要しないで、当該行政庁の

決定となる。聴聞主宰官の第一次的決定に対して不服申立てがあったとき又は職権によ

る審査が行われたときは、行政庁は、告知若しくは規則により争点を制限する場合を除

き、自ら第一次決定を行う場合と同じ権限を有する。行政庁が、自ら証拠の受理を主宰

しないで、第一次的決定を行うときは、聴聞主宰官が先ず勧告的決定をしなければなら

ない。但し、規則制定又は新規の許可の請求に対して決定を行う場合には、 （１）行

政庁が、これに代えて仮決定を行い、若しくはその責任ある職員が決定を勧告すること

ができる。（２）行政庁が、記録に基づいて、その職能を適切且つ遅滞なく行うために

絶対に必要であると認める事件では、上記の手続を省略することができる。 

c 省略 

d① 法により認められた一方的事項の処理に必要な場合を除いて、本条 a 項の適用され

る全ての行政庁の手続において、以下のことが妥当する。 

（Ａ）行政庁外のいかなる利害関係人も、行政庁の構成員、行政法審判官、その他当該

手続の決定過程に関与すると合理的に期待される職員に対して、当該手続の実体に

関係する一方的通信を行い、又は故意的に行わしめてはならない。 
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（Ｂ）行政庁の構成員、行政法審判官、その他当該手続の決定過程に関与すると合理的 

に期待される職員は、行政庁外のいかなる利害関係人に対しても、当該手続の実体

に関係する一方的通信を行い､又は故意に行わしめてはならない｡ 

（Ｃ）本項により禁止される通信を受け、又は行い若しくは故意に行わせた行政庁の構

成員、行政法審判官その他当該手続の決定過程に関与すると合理的に期待される職

員は、当該手続の公の記録の中に以下の事項を記載しなければならない。 

（ⅰ）書面による右の通信の全て 

（ⅱ）口頭による右の通信の全てにつきその内容を記載したメモ 

（ⅲ）（ⅰ）（ⅱ）の事項に対する書面による応答の全て、口頭による応答の全てにつ

きその内容を記載したメモ 

（Ｄ）本項に違反して、当事者が故意に行った又は故意に行わしめた通信を受理した

ときは、行政庁、行政法審判官又は聴聞を主宰する他の職員は､正義にかない法律

の根底にある政策と合致する限りにおいて、当該当事者に対して、当該手続におけ

る彼の請求又は利益か右違反のゆえに棄却され否定され無視されその他不利益に

影響を受けるべきでない理由を説明することを求めることができる。 

（Ｅ）本節による禁止は行政庁が指定する時点から行われる。行政庁は、聴聞手続の

告知より遅い時点を指定してはならない。但し、当該通信につき責を負うべき者が

告知が行われるであろうことを知っているときは、そのことを知ったときから禁止

が適用される。 

② 本節は議会に対して情報を提供しない権限を根拠づけるものではない。 

 

２．連邦行政規則 

 

§404.907 Reconsideration—general. 

If you are dissatisfied with the initial determination, reconsideration is the first step in 

the administrative review process that we provide, except that we provide the 

opportunity for a hearing before an administrative law judge as the first step for those 

situations described in §§404.930 (a)(6) and (a)(7), where you appeal an initial 

determination denying your request for waiver of adjustment or recovery of an 

overpayment (see §404.506). If you are dissatisfied with our reconsidered 
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determination, you may request a hearing before an administrative law judge. 

 

§404.907 再考慮―総論 

第一次的決定に対して不服がある場合には、再考慮が、規定された行政不服審査におけ

る第一段階である。但し、行政法審判官の面前での聴聞のための機会が、§§404.930(a)(b)

及び(a)7 において記述された過払い（§404.506 参照）の清算又は返還の免除を求める申立

棄却の第一次的決定に不服申立する場合の第一段階として規定している場合には、この限

りではない。再考慮決定に不服がある場合には、行政法審判官の面前での聴聞を要求する

ことができる。 

 

 §404.929 Hearing before an administrative law judge—general.  

If you are dissatisfied with one of the determinations or decisions listed in §404.930 

you may request a hearing. The Associate Commissioner for Hearings and Appeals, or 

his or her delegate, shall appoint an administrative law judge to conduct the hearing. 

If circumstances warrant, the Associate Commissioner, or his or her delegate, may 

assign your case to another administrative law judge. At the hearing you may appear 

in person or by video teleconferencing, submit new evidence, examine the evidence 

used in making the determination or decision under review, and present and question 

witnesses. The administrative law judge who conducts the hearing may ask you 

questions. He or she shall issue a decision based on the hearing record. If you waive 

your right to appear at the hearing, either in person or by video teleconferencing, the 

administrative law judge will make a decision based on the evidence that is in the file 

and any new evidence that may have been submitted for consideration. 

 

 §404.929 行政法審判官の面前での聴聞―総論 

§404.930 に列挙された決定又は裁決の一つに不服がある場合には、聴聞を申立てること

ができる。聴聞及び不服申立に際しての副コミッショナー（Associate Commissioner for 

Hearings and Appeals）又はその代理人は、聴聞を行うための行政法審判官を任命するも

のとする。必要に応じて、聴聞及び不服申立に際しての副コミッショナー（Associate 

Commissioner for Hearings and Appeals）又はその代理人は、当該事件を他の行政法審
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判官に割り当てることができる。聴聞では、出頭又はテレビ会議により行い、新たな証拠

を提出し、前審の決定又は裁決において使用された証拠を検証し、目撃者を召喚して質問

することができる。聴聞を行う行政法審判官は、申立人に質問することができる。行政法

審判官は、記録に基づいて決定を発するものとする。聴聞に出頭し又はテレビ会議によっ

て陳述する権利を放棄するのであれば、行政法審判官は、審理において提出が認められた

新しい証拠及び書証に基づいて決定を作成することになる。 

 

§404.967 Appeals Council review—general. 

If you or any other party is dissatisfied with the hearing decision or with the dismissal 

of a hearing request, you may request that the Appeals Council review that action. The 

Appeals Council may deny or dismiss the request for review, or it may grant the 

request and either issue a decision or remand the case to an administrative law judge. 

The Appeals Council shall notify the parties at their last known address of the action it 

takes. 

 

§404.967 不服申立審査会での審理―総論 

名宛人又はその他の当事者が、聴聞決定又は聴聞申立却下に不服がある場合には、不服

申立審査会にその行為の審査を求めることができる。不服申立審査会は、不服申立を棄却

又は却下し、もしくは申立を認容した上で、決定を発し、又は行政法審判官へ事件を差し

戻すことができる。不服申立審査会は、申立が提起された 後の知られた住所において、

当事者に告知するものとする。 
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http://www.ssa.gov/appeals/odar_pubs/70-10281.html 

不服申立制度に関するリーフレットが作成されている。 

http://www.ssa.gov/appeals/odar_pubs/70-10281.pdf 

連邦行政規則についての紹介。 

http://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/404/404-0000.htm 

 

さらに関連する連邦規則があるが、本研究報告と直接の関係がないため、英文での指摘

にとどめる。 

 

§404.908 Parties to a reconsideration. 

 (a) Who may request a reconsideration. If you are dissatisfied with the initial 

determination, you may request that we reconsider it. In addition, a person who shows 

in writing that his or her rights may be adversely affected by the initial determination 

may request a reconsideration. 

(b) Who are parties to a reconsideration. After a request for the reconsideration, you 

and any person who shows in writing that his or her rights are adversely affected by 

the initial determination will be parties to the reconsideration. 

 

§404.909 How to request reconsideration. 

 (a) We shall reconsider an initial determination if you or any other party to the 

reconsideration files a written request— 

(1) Within 60 days after the date you receive notice of the initial determination (or 

within the extended time period if we extend the time as provided in paragraph (b) of 

this section); 

(2) At one of our offices, the Veterans Administration Regional Office in the Philippines, 

or an office of the Railroad Retirement Board if you have 10 or more years of service in 

the railroad industry. 

(b) Extension of time to request a reconsideration. If you want a reconsideration of the 

initial determination but do not request one in time, you may ask us for more time to 

request a reconsideration. Your request for an extension of time must be in writing and 

must give the reasons why the request for reconsideration was not filed within the 

stated time period. If you show us that you had good cause for missing the deadline, we 

will extend the time period. To determine whether good cause exists, we use the 

standards explained in §404.911. 

 

§404.911 Good cause for missing the deadline to request review. 

 (a) In determining whether you have shown that you had good cause for missing a 

deadline to request review we consider— 
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(1) What circumstances kept you from making the request on time; 

(2) Whether our action misled you; 

(3) Whether you did not understand the requirements of the Act resulting from 

amendments to the Act, other legislation, or court decisions; and 

(4) Whether you had any physical, mental, educational, or linguistic limitations 

(including any lack of facility with the English language) which prevented you from 

filing a timely request or from understanding or knowing about the need to file a 

timely request for review. 

(b) Examples of circumstances where good cause may exist include, but are not limited 

to, the following situations: 

(1) You were seriously ill and were prevented from contacting us in person, in writing, 

or through a friend, relative, or other person. 

(2) There was a death or serious illness in your immediate family. 

(3) Important records were destroyed or damaged by fire or other accidental cause. 

(4) You were trying very hard to find necessary information to support your claim but 

did not find the information within the stated time periods. 

(5) You asked us for additional information explaining our action within the time limit, 

and within 60 days of receiving the explanation you requested reconsideration or a 

hearing, or within 30 days of receiving the explanation you requested Appeal Council 

review or filed a civil suit. 

(6) We gave you incorrect or incomplete information about when and how to request 

administrative review or to file a civil suit. 

(7) You did not receive notice of the determination or decision. 

(8) You sent the request to another Government agency in good faith within the time 

limit and the request did not reach us until after the time period had expired. 

(9) Unusual or unavoidable circumstances exist, including the circumstances described 

in paragraph (a)(4) of this section, which show that you could not have known of the 

need to file timely, or which prevented you from filing timely. 

 

 §404.913 Reconsideration procedures. 

 (a) Case review. With the exception of the type of case described in paragraph (b) of 

this section, the reconsideration process consists of a case review. Under a case review 

procedure, we will give you and the other parties to the reconsideration an opportunity 

to present additional evidence to us. The official who reviews your case will then make 

a reconsidered determination based on all of this evidence. 

(b) Disability hearing. If you have been receiving benefits based on disability and you 

request reconsideration of an initial or revised determination that, based on medical 

factors, you are not now disabled, we will give you and the other parties to the 

reconsideration an opportunity for a disability hearing. (See §§404.914 through 

404.918.) 
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§404.930 Availability of a hearing before an administrative law judge. 

 (a) You or another party may request a hearing before an administrative law judge if 

we have made— 

(1) A reconsidered determination; 

(2) A revised determination of an initial determination, unless the revised 

determination concerns the issue of whether, based on medical factors, you are 

disabled; 

(3) A reconsideration of a revised initial determination concerning the issue of whether, 

based on medical factors, you are disabled; 

(4) A revised reconsidered determination; 

(5) A revised decision based on evidence not included in the record on which the prior 

decision was based; 

(6) An initial determination denying waiver of adjustment or recovery of an 

overpayment based on a personal conference (see §404.506); or 

(7) An initial determination denying waiver of adjustment or recovery of an 

overpayment based on a review of the written evidence of record (see §404.506), and 

the determination was made concurrent with, or subsequent to, our reconsideration 

determination regarding the underlying overpayment but before an administrative 

law judge holds a hearing. 

(b) We will hold a hearing only if you or another party to the hearing file a written 

request for a hearing. 

(c) If you received a reconsidered determination instead of a decision by a Federal 

reviewing official as a result of §405.240 of this chapter, we will apply the procedures 

contained in subpart D of part 405 of this chapter to your request for a hearing before 

an administrative law judge. 

 

§404.932 Parties to a hearing before an administrative law judge. 

 (a) Who may request a hearing. You may request a hearing if a hearing is available 

under §404.930. In addition, a person who shows in writing that his or her rights may 

be adversely affected by the decision may request a hearing. 

(b) Who are parties to a hearing. After a request for a hearing is made, you, the other 

parties to the initial, reconsidered, or revised determination, and any other person who 

shows in writing that his or her rights may be adversely affected by the hearing, are 

parties to the hearing. In addition, any other person may be made a party to the 

hearing if his or her rights may be adversely affected by the decision, and the 

administrative law judge notifies the person to appear at the hearing or to present 

evidence supporting his or her interest. 

 

§404.933 How to request a hearing before an administrative law judge. 

 (a) Written request. You may request a hearing by filing a written request. You should 

include in your request— 
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(1) The name and social security number of the wage earner; 

(2) The reasons you disagree with the previous determination or decision; 

(3) A statement of additional evidence to be submitted and the date you will submit it; 

and 

(4) The name and address of any designated representative. 

(b) When and where to file. The request must be filed— 

(1) Within 60 days after the date you receive notice of the previous determination or 

decision (or within the extended time period if we extend the time as provided in 

paragraph (c) of this section); 

(2) At one of our offices, the Veterans Administration Regional Office in the Philippines, 

or an office of the Railroad Retirement Board for persons having 10 or more years of 

service in the railroad industry. 

(c) Extension of time to request a hearing. If you have a right to a hearing but do not 

request one in time, you may ask for more time to make your request. The request for 

an extension of time must be in writing and it must give the reasons why the request 

for a hearing was not filed within the stated time period. You may file your request for 

an extension of time at one of our offices. If you show that you had good cause for 

missing the deadline, the time period will be extended. To determine whether good 

cause exists, we use the standards explained in §404.911. 

 

§404.944 Administrative law judge hearing procedures—general. 

A hearing is open to the parties and to other persons the administrative law judge 

considers necessary and proper. At the hearing, the administrative law judge looks 

fully into the issues, questions you and the other witnesses, and accepts as evidence 

any documents that are material to the issues. The administrative law judge may stop 

the hearing temporarily and continue it at a later date if he or she believes that there 

is material evidence missing at the hearing. The administrative law judge may also 

reopen the hearing at any time before he or she mails a notice of the decision in order 

to receive new and material evidence. The administrative law judge may decide when 

the evidence will be presented and when the issues will be discussed. 

 

§404.968 How to request Appeals Council review. 

 (a) Time and place to request Appeals Council review. You may request Appeals 

Council review by filing a written request. Any documents or other evidence you wish 

to have considered by the Appeals Council should be submitted with your request for 

review. You may file your request— 

(1) Within 60 days after the date you receive notice of the hearing decision or dismissal 

(or within the extended time period if we extend the time as provided in paragraph (b) 

of this section); 

(2) At one of our offices, the Veterans Administration Regional Office in the Philippines, 

or an office of the Railroad Retirement Board if you have 10 or more years of service in 
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the railroad industry. 

(b) Extension of time to request review. You or any party to a hearing decision may ask 

that the time for filing a request for the review be extended. The request for an 

extension of time must be in writing. It must be filed with the Appeals Council, and it 

must give the reasons why the request for review was not filed within the stated time 

period. If you show that you had good cause for missing the deadline, the time period 

will be extended. To determine whether good cause exists, we use the standards 

explained in §404.911. 

 

§404.969 Appeals Council initiates review. 

 (a) General. Anytime within 60 days after the date of a decision or dismissal that is 

subject to review under this section, the Appeals Council may decide on its own motion 

to review the action that was taken in your case. We may refer your case to the Appeals 

Council for it to consider reviewing under this authority. 

(b) Identification of cases. We will identify a case for referral to the Appeals Council for 

possible review under its own-motion authority before we effectuate a decision in the 

case. We will identify cases for referral to the Appeals Council through random and 

selective sampling techniques, which we may use in association with examination of 

the cases identified by sampling. We will also identify cases for referral to the Appeals 

Council through the evaluation of cases we conduct in order to effectuate decisions. 

(1) Random and selective sampling and case examinations. We may use random and 

selective sampling to identify cases involving any type of action (i.e., wholly or 

partially favorable decisions, unfavorable decisions, or dismissals) and any type of 

benefits (i.e., benefits based on disability and benefits not based on disability). We will 

use selective sampling to identify cases that exhibit problematic issues or fact patterns 

that increase the likelihood of error. Neither our random sampling procedures nor our 

selective sampling procedures will identify cases based on the identity of the 

decisionmaker or the identity of the office issuing the decision. We may examine cases 

that have been identified through random or selective sampling to refine the 

identification of cases that may meet the criteria for review by the Appeals Council. 

(2) Identification as a result of the effectuation process. We may refer a case requiring 

effectuation to the Appeals Council if, in the view of the effectuating component, the 

decision cannot be effectuated because it contains a clerical error affecting the outcome 

of the claim; the decision is clearly inconsistent with the Social Security Act, the 

regulations, or a published ruling; or the decision is unclear regarding a matter that 

affects the claim's outcome. 

(c) Referral of cases. We will make referrals that occur as the result of a case 

examination or the effectuation process in writing. The written referral based on the 

results of such a case examination or the effectuation process will state the referring 

component's reasons for believing that the Appeals Council should review the case on 

its own motion. Referrals that result from selective sampling without a case 
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examination may be accompanied by a written statement identifying the issue(s) or 

fact pattern that caused the referral. Referrals that result from random sampling 

without a case examination will only identify the case as a random sample case. 

(d) Appeals Council's action. If the Appeals Council decides to review a decision or 

dismissal on its own motion, it will mail a notice of review to all the parties as provided 

in §404.973. The Appeals Council will include with that notice a copy of any written 

referral it has received under paragraph (c) of this section. The Appeals Council's 

decision to review a case is established by its issuance of the notice of review. If it is 

unable to decide within the applicable 60-day period whether to review a decision or 

dismissal, the Appeals Council may consider the case to determine if the decision or 

dismissal should be reopened pursuant to §§404.987 and 404.988. If the Appeals 

Council decides to review a decision on its own motion or to reopen a decision as 

provided in §§404.987 and 404.988, the notice of review or the notice of reopening 

issued by the Appeals Council will advise, where appropriate, that interim benefits 

will be payable if a final decision has not been issued within 110 days after the date of 

the decision that is reviewed or reopened, and that any interim benefits paid will not 

be considered overpayments unless the benefits are fraudulently obtained. 
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第３章 ドイツにおける行政不服申立・苦情処理制度の概要 

 

一 制度・運用実態の概要 

 

ドイツにおいては、一般的な不服申立手続として、主として連邦法である行政裁判所法

（ Verwaltungsgerichtsordnung ： VwGO ） に 基 づ く 、 異 議 審 査 請 求 手 続

（Widerspruchsverfahren）が設けられている。以下、異議審査請求手続ないし制度の概

要を記す。 

 

１ 適用法令 

連邦行政手続法（Verwaltungsverfahrensgesetz：VwVfG）79 条は、「法律に別段の定

めのない限り、行政行為に対する正式の権利救済手続には行政裁判所法及びその実施のた

めの法規定が適用される。それ以外についてはこの法律が適用される」と規定する。この

規定から明らかであるように、異議審査請求手続には、第一次的には行政裁判所法、より

厳密にいえば同法の 68 条から 73 条の規定及び各州の行政裁判所法実施法

（Ausführungsgesetze der Länder:AGVwGO）が適用される。その上で、連邦法である

行政裁判所法及び州法である行政裁判所法実施法を補充する形で、連邦及び各州の行政手

続法が適用されている。さらに、上述した 68 条から 73 条以外にも、行政裁判所法のいく

つかの規定は異議審査請求手続に準用されているほか、後述するように、行政訴訟の出訴

適格について規定する 42 条 2 項などの一部の規定は、異議審査請求手続に類推適用され

ると解されている。 

 

２ 審査対象 

異議審査請求の審査対象となるのは、「行政行為」（Verwaltungsakt）である。「行政行

為」については、連邦行政手続法 39 条に定義規定が設けられている。それによれば、行

政行為とは、「行政庁が公法の領域において個別事案を規律するために行う外部に対して直

接的な法的効果を有する処分、決定またはその他の高権的措置」である。この定義から明

らかであるように、「規律」の性質を有しない事実行為、法規命令等の一般的規範、行政内

部行為等は、異議審査請求の対象とならない。 

申立ての種類とも関係するが、異議審査請求の審査対象となるのは、現実に発布された
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行政行為である。そのため、自らに不利益な行政行為の発布に先立ちその差止めを求める

趣旨の異議審査請求は認められていない。また、行政の不作為それ自体は異議審査請求の

審査対象とならず、不作為それ自体を攻撃する趣旨の異議審査請求は認められていない。 

 

３ 申立ての種類 

異議審査請求の種類としては、行政行為の取消しを求める異議審査請求

（Anfechtungswiderspruch：68 条 1 項）と、義務付けを求める異議審査請求

（Verpflichtungswiderspruch：68 条 2 項）とが設けられている。そして、両者はそれぞ

れ、取消訴訟（Anfechtungsklage）、義務付け訴訟（Verpflichtungsklage）を提起するた

めの訴訟要件となっている（68 条）。 

 

４ 申立期間 

異議審査請求の申立期間は、行政行為の送達を受けてから 1 ヵ月である。異議審査請求

の申立先は原処分庁とされているが、異議審査庁に対して申立てを行った場合でも、申立

期間を遵守したものとされる（以上につき 70 条 1 項）。ただし、教示の懈怠又は誤りの場

合には、70 条 2 項が準用する 58 条 2 項により、申立期間は行政行為の送達を受けてから

1 年となる。ただし、連邦行政手続法の規定上、権利救済についての教示を行うべき旨の

明文規定が用意されているのは、63 条以下に規定される正式行政手続（Förmliches 

Verwaltungsverfahren）（69 条）及び 72 条以下に規定される計画確定手続

（Planfeststellungsverfahren）（74 条）の場合のみであり、一般的な行政手続により規律

される行政行為の場合に、教示の懈怠等を理由とする救済措置がどの程度意味を有するか

については明らかではない。 

 

５ 審査機関 

審査機関は、原則として行政行為を発布した原処分庁の直近上級行政庁とされている

（行裁 73 条 1 項 2 文 1 号）。直近上級行政庁が連邦又は州の 上級庁である場合には、原

処分庁が審査を行うことになる（同 2 号）。なお、「訴訟との関係」の項に記す通り、連邦

又は州の 上級行政庁が原処分庁である場合には、そもそも異議審査請求が実施されず、

異議審査請求を経ずに直ちに訴訟を提起することになる（68 条 1 項 2 文 1 号）。 

自治行政事務の場合には、法律に特別の定めがある場合を除き、自治行政を所管する行
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政庁（Selbstverwaltungsbehörde）が審査を行うことになる（73 条 1 項 2 文 3 号）。自治

行政事務については、多くの州法が「特別の定め」を置いている。州法の「特別の定め」

に基づき、自治行政庁ではなく州の行政機関が審査機関となる場合には、自治権の保障の

観点から、審査範囲が行政行為の適法性に限定されている。 

なお、73 条 2 項は、行政庁に代えて委員会（Ausschüsse）又は審議会（Beiräte）を審

査機関とすることを許容している。この場合、1 項の規定による審査機関の指定にかかわ

らず、原処分庁のもとにこうした委員会等を設置することも可能とされている。この規定

に基づいて、独立の審査機関を設けている例が、連邦、州の双方についてしばしばみられ

る。 

 

６ 審理手続 

異議審査請求は、行政行為を発布した原処分庁に対して提起することとされている（70

条 1 項）。前述のとおり、異議審査庁に対して提起された場合であっても申立期間を遵守

したものとされる。 

異議審査庁における手続に先立ち、原処分庁における救済手続（Abhilfeverfahren）が

行われる。救済手続において、原処分庁が異議審査請求に理由があると認める場合には救

済が行われる（72 条）。救済手続における不利益変更は禁止されていると解されている。

原処分庁による救済手続において救済が行われない場合には、事案は異議審査庁に移送さ

れ、異議審査庁における手続に移行する。 

異議審査庁における手続には、行政手続法が適用され、同法における手続原則が妥当す

る。手続当事者は、異議審査請求人と原処分庁である。異議審査請求人の異議を契機に、

異議審査手続において初めて原処分を取消し又は変更する場合には、原則として、予め利

害関係人に対して聴聞を行うことが義務付けられている（71 条。なお、同条は救済手続に

も適用される）。 

 

７ 代理人 

異議審査請求手続においては、代理強制は行われておらず、代理人への委任は当事者の

自由に委ねられている。代理人への委任の可否、代理人の範囲については、連邦について

は連邦行政手続法 14 条の規定が適用され、同条によれば、代理人の資格についての特段

の制限は設けられていない。 
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８ 仮の救済 

異議審査請求の提起には原則として延期効（aufschiebende Wirkung）が認められ、わ

が国の場合とは逆に、執行停止原則が採用されている（80 条 1 項）。行政行為の取消しを

求める異議審査請求においては、同条 2 項以下の例外に該当しない限り、その提起に伴い

行政行為の効力が停止されるという形で、仮の救済が得られるという建前となっている。 

これに対して、義務付けを求める異議審査請求においては、義務付け訴訟における仮命

令に相当するような制度は設けられていない。ただし、行政裁判所法 123 条は仮命令の制

度を設けており、仮命令の申立ては訴訟提起前であっても行うことができる。また、義務

付けを求める異議審査請求を提起する前であっても、仮命令の申立ては可能であるとされ

ている。ただし、仮命令の申立ては義務付けを求める異議審査請求に代替するものではな

いため、異議審査請求が前置されている場合には、異議審査請求の提起前に仮命令の申し

立てを行った場合であっても、異議審査請求を提起することが必要とされている。 

 

９ 裁決・決定の態様 

異議審査請求の提起が適法に行われなかった場合には、当該請求は不適法却下となる。

異議審査請求自体は適法に提起されたものの、請求に理由がないと認められる場合には、

請求が棄却される。行政行為の取消しを求める異議審査請求の場合に、請求に理由がある

と認められる場合には、「行政行為が違法でありそれによって原告の権利が毀損されている

場合には、裁判所は行政行為及び異議審査決定を取消す」と規定する行政裁判所法 113 条

1 項 1 号が類推適用され、異議審査請求庁が当該行政行為の全部又は一部を取り消すこと

になる。行政行為の義務付けを求める異議審査請求の場合に、請求に理由があると認めら

れる場合には、異議審査庁が原処分庁に対して行政行為の発布を義務付け、あるいは異議

審査庁自らが行政行為を発布するということになる。一般的な教科書の記述においては、

実効的権利保護の原則、手続の迅速性の観点等を理由に、後者が望ましいとされている。 

不利益変更の可否については明文の規定はないが、通説・判例はこれを肯定している。

ただし、近時はこれに一定の制限を課す動きもみられるようである。 

審査対象は行政行為の適法性、合目的性であり（68 条）、裁量審査を行うことが原則と

されている。しかしながら、「審査機関」の箇所で述べたように、自治事務であって州の行

政機関が審査機関となる場合、行政庁に代えて独立の機関が審査機関となる場合等におい

ては、審査対象は行政行為の適法性に限定される。 
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異議決定（Widerspruchsbesheide）は、書面により送達しなければならず、その際には、

理由を付記し、権利救済の教示（Rechtsmittelbelehrung）を行わなければならない（73

条 3 項）。 

 

１０ 申立人適格 

異議審査請求についての申立人適格を定める明文規定は設けられていない。もっとも、

解釈論上、申立人適格については出訴適格を定める 42 条 2 項が類推適用されると一般に

解されている。42 条 2 項は、「法律上別段の定めのない限り、原告が行政行為、行政行為

の拒否又は不作為により自らの権利を毀損されたと主張する場合に限り、訴えが許される」

と規定する。出訴適格が認められるのは、行政行為の名宛人に限らず、いわゆる第三者も

これに含まれている。そして、ドイツにおける第三者の出訴適格は、わが国における第三

者の原告適格よりも広範に認められていることが指摘されている。ここから、ドイツの異

議審査請求における申立人適格においては、わが国の通説と同様に申立人適格と原告適格

は一致するという前提の上で、第三者についてはわが国よりも広い範囲で申立人適格が認

められているものと考えられる。 

 

１１ 訴訟との関係 

取消訴訟を提起するためには、それに先立ち異議審査請求を行わなければならない。こ

の例外として、法律に特別の定めがある場合（68 条 1 項 2 文柱書）、連邦又は州の 上級

行政庁が処分庁である場合（同項 2 文 1 号）、救済決定又は異議決定に対して初めて不服

を有する場合（同項 2 文 2 号）が挙げられており、この例外に該当する場合には異議審査

請求を経ずに直ちに取消訴訟を提起することができる。 

義務付け訴訟については、「行政行為を実施するよう求める申請が拒否された場合に」

つき、上記の原則及び例外が妥当する（68 条 2 項は、「行政行為を実施するよう求める申

請が拒否された場合には、義務付け訴訟について 1 項の規定を準用する。」と規定する。）。 

ここで、行政裁判所法 75 条 1 文は、「異議審査請求又は行政行為の実施を求める申請

（Antrag）に対して十分な理由なく適切な期間内に実体的な判断が行われない場合には、

68 条の規定にかかわらず訴訟を提起することができる」と規定する。そして同 2 文以下に

よれば、この「適切な期間」は原則として 3 か月とされている。この規定は、わが国の行

政事件訴訟法 8 条 2 項 1 号に相当する規定であり、取消訴訟と義務付け訴訟双方について
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の異議審査請求手続の処理が遅延した場合の救済規定としての意味を有すると同時に、行

政行為を求める申請に対する不作為の場合に異議審査請求を行うことなく義務付け訴訟の

提起を認める趣旨の規定である。 

ここで、確認のために「申立ての対象」、「申立ての種類」、「訴訟との関係」について整

理しておく。第一に、実際に発布された行政行為の取消訴訟を提起する場合には、行政行

為の取消しを求める異議審査請求を提起することが必要とされる（68 条 1 項）。第二に、

行政行為を求める申請に対する拒否（これ自体も行政行為に該当する）があったことを理

由に義務付け訴訟を提起する場合には、行政行為の義務付けを求める異議審査請求を提起

する必要がある（68 条 2 項）。この第一と第二の場合には、例外が設けられている（取消

しの場合につき 68 条 1 項 2 文各号、義務付けの場合にはこれを 68 条 2 項で準用）ほか、

異議審査請求手続が遅延した場合には裁決を経ずに取消又は義務付け訴訟を提起すること

ができる（75 条）。そして第三に、行政行為を求める申請に対する不作為の場合には、異

議審査請求を経ずに直接義務付け訴訟を提起することができる（75 条）。この点は、「申立

ての対象」の項において、不作為は対象とならないとしたことと表裏の関係にある。 

 

１２ 運用実態等 

連邦法における運用実態については、各種文献、連邦内務省、連邦司法省、連邦行政裁

判所、連邦行政裁判所等の関係機関を中心に各種ウェブサイトを中心に調査したものの、

現時点では運用実態を示すデータは確認できていない。なお、行政訴訟の運用実態につい

ては、連邦統計局による年度別の詳細なデータが公表されている。 

 

１３ 苦情処理等との関係 

ドイツにおいては、国際オンブズマン協会への加盟機関である請願委員会

（Petitionsausschuss）が、一般的な苦情処理を所管している。基本法 17 条は、「何人も、

個人で、又は他人と共同して、書面で、管轄機関及び国民代表機関に対して、請願又は苦

情の申立てを行う権利を有する。」と規定し、1975 年の請願法制の改革に伴い追加された

45c 条は、「（１）連邦議会は、17 条によって連邦議会に提出された請願及び苦情申立てを

処理する義務を負う請願委員会を設置する。（２）苦情申立てを審査する委員会の権限につ

いては、連邦法律で定める」と規定している。ドイツにおいては、1960 年代から 70 年代

にかけて一般オンブズマンの導入についての論争が起こり、その結果オンブズマンそのも
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のの導入ではなく、連邦議会の請願委員会の権限強化によりオンブズマン類似機能の充足

を目指すことが選択されたという経緯がある。請願委員会の運用実績を見ると、1980 年以

降毎年 1 万件～2 万件程度の請願が行われており、直近のデータでは、2009 年に 18,861

件の請願が行われている。請願委員会による請願ないし苦情処理制度と、異議審査請求手

続との直接の関係は確認することができなかった。 

なお、ドイツにおいては、これ以外に、特殊オンブズマンとして軍事オンブズマンに相

当する防衛監察官（Wehrbeauftragter）が設けられている（基本法 45b 条）。 

苦情処理に関連して付言すると、近時、行政法の分野で行政訴訟内または訴訟外の「調

停」（Mediation）についての議論が盛んに行われており、異議審査請求を廃止した州の一

部では、異議審査請求に代えて調停を活用しようという議論があるようである（Maurer, 

§3 Rn.10, §5 Rn.4）。ただし、管見の限り、ドイツで行われている行政における「調停」

についての議論は、環境法、都市計画法などの個別領域における一部の例を素材に講学上

の「調停」概念を構築し、法的位置づけ、法的限界等についての学問上の抽象的な議論が

展開されているにとどまり、現時点では行政実務一般、具体的な制度論との架橋は実現さ

れていないようである。また、州レベルにおいても、異議審査請求手続との制度的な関係

を示す資料を確認することができなかった。 

 

二 ドイツにおける特筆すべき制度・運用実態 

 

ドイツにおいては、近時州レベルにおいて、異議審査請求制度を全部又は一部廃止する

という傾向が看取される。以下では、この傾向の背景、法的基盤、現状について簡単に紹

介する。 

異議審査請求手続について規定する行政裁判所法は1960年に制定されたものであるが、

その目的の一つが、当時州ごとに多種多様であった各州の異議手続を行政訴訟の訴訟要件

として統一することにあった。この背景事情を示す規定が 77 条 2 項であり、同項は、行

政訴訟の要件としての異議手続又は不服手続に係る州法上の規定を行政裁判所法の規定に

より置き換える旨を規定している。 

90 年代に入り、「スリムな国家（Schlanken Staat）」の掛け声の下、行政手続の簡素化、

迅速化が図られ、その一環である 1996 年の行政裁判所法改正（1997 年施行）により、異

議審査請求前置の例外について修正が加えられた。異議審査請求前置を定める 68 条 1 項 2
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文柱書は、改正前は「特別の場合について（für besondere Fälle）法律に定めのある場合」

という文言であったが、改正により「特別の場合について」という限定的な文言が削除さ

れた。この「法律」には州法も含まれるが、この改正により州法により異議審査請求前置

の例外を規定する余地が拡大された。 

さらに、2000 年の行政裁判所法改正（2001 年施行）により、73 条 1 項に第 3 文が挿入

された。第 3 文は、異議審査請求の審査機関を直近上級行政庁とする原則に対して、州法

も含む法律により、原処分庁を異議審査請求の審査機関とすることを認める趣旨の規定で

ある。この改正により、審査機関の面で州の立法裁量の余地が拡大したということができ

る。 

これらの行政裁判所法の改正を背景として、2000 年代半ばより、各州における異議審査

請求制度の廃止または縮小が相次いでいる。具体的には、多くの領域で異議審査請求を廃

止する州（バーデン・ヴュルテンベルク、バイエルン、ヘッセン、ニーダーザクセン、ノ

ルトライン・ヴェストファーレン、ザクセン・アンハルト）、分野を限定して異議審査請求

を廃止する州（ベルリン、ハンブルク、チューリンゲン）、期間又は場所を区切って実験的

に異議審査請求を廃止する州、廃止又は縮小を行わない州と、その対応のあり方は多様で

ある（以上につき、Biermann, Das Widerspruchsverfahren unter Reformdruck）。 

こうした異議審査請求の廃止または縮小の動きの背景には、前述した「スリムな国家」

の思想に加えて、コスト削減、脱官僚主義、市民の裁判所への出訴制限の負担緩和等の観

点があることが指摘されている。これに対して、学説においては批判もみられるところで

ある（以上につき、Hufen, §5 Rn.4f.）。 
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〔参考資料〕 

 

一 関係条文 

 

連邦行政裁判所法（Verwaltungsgerichtsordnung：VwGO） 

 

68 条 

（１）取消訴訟（Anfechtungsklage）の提起に先立ち、行政行為（Verwaltungsakt）の

適法性及び合目的性を審査しなければならない。法律に定めがある場合、又は、１．法律

が審査を指示している場合を除き、連邦又は州の 上級行政庁により行政行為が発布され

た場合、２．救済決定（Abhilfebescheid）又は異議審査決定（Widerspruchsbescheid）

に対して初めて異議が申し立てられる場合には、かかる審査は不要である。 

（２）行政行為の実施を求める申請が拒否された場合には、義務付け訴訟

（Verpflichtungsklage）について 1 項の規定を準用する。 

 

69 条 

 前置手続（Vorverfahren）は異議審査請求（Widerspruch）の提起により開始する。 

 

70 条 

（１）異議審査請求は、請求人に対して行政行為が送達されてから 1 か月以内に、書面又

は記録させる方式（Niederschrift）により、行政行為を発布した行政庁に対して提起しな

ければならない。当該期間は、異議審査決定を発布すべき行政庁に対して提起した場合で

あっても遵守される。 

（２）58 条及び 60 条 1 項から 4 項の規定を準用する。 

 

71 条 聴聞（Anhörung） 

 異議審査請求手続における行政行為の取消し又は変更により初めて不服が生じる場合に

は、救済決定または異議審査決定の発布に先立ち利害関係人（Betroffene）に対して聴聞

を行うものとする。 

 

72 条 行政庁が異議審査請求に理由があると認める場合には、行政庁は異議審査請求に対

する救済を行い、費用（Kosten）についての決定を行う。 

 

73 条 

（１）行政庁が異議審査請求に対して救済を行わない場合には、異議審査決定を行う。異

議審査決定は、１．法律により他の上級行政庁が指定されていない場合には直近行政庁

（nächsthöhere Behörde）、２．直近上級行政庁が連邦又は州の 上級行政庁である場合

には行政行為を発布した行政庁、３．自治行政事務（Selbstverwaltungsangelegenheiten）

においては、法律に別段の定めのない限り、自治行政庁（Selbstverwaltungsbehörde）、

がこれを行う。第 2 文第 1 号の規定にかかわらず、法律をもって行政行為を発布した行政
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庁が異議審査請求についての決定についても所管するよう定めることができる。 

（２）1 項の前置手続（Vorverfahren）において、委員会（Ausschüsse）又は審議会（Beiräte）

が行政庁に代わる旨の規定は、効力を失わない。委員会又は審議会は、1 項 1 号の規定に

かかわらず、行政行為を発布した行政庁にも設置することができる。 

（３）異議審査決定は、理由を付記し、権利救済の教示（Rechtsmittelbelehrung）を行

い、送達しなければならない。送達は職権により行政送達法

（Verwaltungszustellungsgesetz）の規定に基づいて行わなければならない。異議審査決

定は費用の負担者についても規定する。 

 

74 条 

（１）取消訴訟は異議審査決定の送達から 1 か月以内に提起しなければならない。68 条 1

項の規定に基づき異議審査請求が必要とされていない場合には、取消訴訟は行政行為の送

達から 1 か月以内に提起しなければならない。 

（２）1 項は行政行為を求める申請が拒否された場合について義務付け訴訟に準用する。 

 

75 条 

 異議審査請求又は行政行為を求める申請（Antrag）に対して十分な理由なく適切な期間

内に内容に関する決定が行われない場合には、68 条の規定にかかわらず訴訟を提起するこ

とができる。事案の特殊事情のゆえにより期間を短縮する必要がある場合を除き、異議審

査請求の提起又は行政行為を求める申請から 3 か月を経過するまでは、訴訟を提起するこ

とはできない。〔3 文以下略〕 

 

76 条（廃止） 

 

77 条 

（１）異議手続又は不服手続（Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren）に係る他の連邦

法律におけるあらゆる規定は、本節の規定により置き換える。 

（２）行政訴訟の要件としての異議手続又は不服手続に係る州法上の規定についても同様

とする。 

 

80 条 

（１）異議審査請求及び取消訴訟は延期効を有する。このことは、形成的及び確認的行政

行為並びに二重効果（80a 条）を有する行政行為にも妥当する。 

（２）延期効は以下の場合には生じない。〔以下略〕 

 

 

二 参考文献等 

 

１ 公的資料 

なし 
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２ 書籍 

Eyermann, Erich/ Fröhler, Ludwig, Verwaltungsgerichtsordnung Kommentar, 13.Aufl.

（2010） 
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Erwägungen－, Die öffentliche Verwaltung, 2008, S.217ff. 

Biermann, Henning, Das Widerspruchsverfahren unter Reformdruck－Förmliche 
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Steinbeiß-Winkelmann, Christine, Abschaffung des Widerspruchsverfahrens‐ein 

Fortschritt?, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009, S.686ff. 

Schönenbroicher, Klaus, Leitziele und Kernpunkte der Reform des 

Widerspruchsverfahrens, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2009, S.1144ff. 

 

○行政における「調停」（Mediation）に関するもの 

von Bargen, Joachim, Mediation im Verwaltungsprozess－Eine neue Form 

konsensualer Konfliktlösung vor Gericht－, Deutsches Verwaltungsblatt, 2004, 

S.468ff. 

Ortloff, Karsten-Michael, Mediation außerhalb und innerhalb des Verwaltungsprozess, 
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Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2004, S.385ff. 

Ziekow, Jan, Mediation in der Verwaltungsgerichtsbarkeit－Möklichkeiten der 

Implementation und rechtliche Folgerungen－, Neue Zeitschrift für 

Verwaltungsrecht, 2004, S.390ff. 

Pitschas, Rainer, Mediation als Methode und Instrument der Konfliktmittlung im 

öffentlichen Sektor, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2004, S.396ff. 

Härtel, Ines, Mediation im Verwaltungsrecht, Juristen Zeitung, 2006, S.753ff. 

Schäfer, Lars, Medeation im öffentlichen Bereich braucht gesetzliche Regeln, Neue 

Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2006, S.39ff 

Ortloff, Karsten-Michael, Mediation im Verwaltungsprozess: Bericht aus der Praxis, 

Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2006, S.148ff. 

Wimmer, Raimund/ Wimmer, Ulrich, Verfassungsrechtliche Aspekte richterlicher 

Medeation, Neue Juristische Wochenschrift, 2007, S.3243ff. 

 

４ その他文献 

田中嘉彦「請願制度の今日的意義と改革動向」レファレンス 2006 年 6 月号 

山本隆司「行政訴訟に関する外国法制調査―ドイツ（上）（下）」ジュリスト 1238 号 86 頁、
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５ ウェブサイト 
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第４章 フランスにおける行政不服申立・苦情処理制度の概要 

 

一 制度・運用実態の概要 

 

１ 基本前提 

 

(1)行政裁判との関係 

 フランスにおいては、行政裁判(recours contentieux)は国務院(Conseil d’État、以下

CE と略する)を頂点とする行政裁判所の管轄に属する。一定の独立性は認められている

とはいえ、CE も行政の一組織であることから、CE の担う行政裁判は(広義の)不服申立

制度に当たるとも考えられる。しかし、ここでは、この行政裁判制度は分析範囲から除外

する。 

 

＊行政裁判とは別に、行政内部の自己統制手段として不服申立(recours administratif)が

ある。このうち、行政決定を行った機関に提起するものを異議申立(recours gracieux)、行

政決定を行った機関の上級庁に提起するものを審査請求(recours hiérarchique)と呼ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)歴史的由来 

 歴史的には、フランス行政裁判制度は administrateur-juge の法理(行政による自己統制)

を克服することで発展してきた。そのため、行政による自己統制としての不服申立が注目

されることは少なかった。このことが不服申立制度の発展を阻害してきたと考えられる。 

 

(3)関連する法規定 

 不服申立を提起する権利は「公法上の一般原則(principe général du droit public)」とし

行政争訟制度 行政裁判(RC)

不服申立(RA) 異議申立(RG) 

審査請求(RH) 

CE の管轄に属する 
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て位置付けられている(Chapus no.128)。 また、手続の一部については、Loi n°2000-321 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations(行政との関係における市民の権利に関する法律。以下 2000 年法と略す

る)の 18-25 条に規定されている。 

 しかし、不服申立制度に関する一般法は存在せず、その他の手続ルール等は主として CE

の判例法によって形成されている。また個別法律によって例外が定められることも多いた

め、曖昧な点が数多く残されているとともに、一貫性・統一性が欠けたままとなっている。 

 

＊なお、一般に、審査請求は階層的統制権(pouvoir hiérarchique)の発動を求める手続とし

て理解されているが、この階層的統制権も特別の法令の根拠なしに承認されたものである

(Chapus no.545)。 このように、元々は行政内部の統制手続を起源とするため、審査請求

については詳細な手続ルールは発展してこなかった。例えば、審査請求は「特別な形式な

く(sans forme particulière)」実施されるものであるとも説明されている(Chapus No.546)。 

 

(4)制度に対する評価 

 行政組織からある程度独立した CE への信頼が高い半面、不服申立制度に対する評価は

極めて低い。統計データの欠如のため、実際上の効果に関する定量的な評価が為されてい

ないが、僅かな例外(租税分野等)を除いて、現行の不服申立制度は国民の権利救済に寄与

していないという批判がある。特に、手続面においては、不服申立人の権利がほとんど保

障されていないとも分析されている(Brisson 1996 p.260)。 

 

＊1981 年に公刊された CE の調査報告書では、不服申立が提起された際、行政機関は十分

な再検討を行っていないと指摘されている(Études et Documents du Conseil d'État 

(EDCE) 1980-1981, p.304)。また、1993 年の CE の報告書でも、不服申立に際しての行政

機関の自己統制が不十分であるとされている (Régler autrement les conflits : 

Conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, 1993. なお、Brisson 

1996 p.3, p.15 も参照)。その原因としては、不服申立を処理する専門組織が行政内部に欠

けていること、紛争処理は専ら CE に委ねられていること、等が挙げられている(Brisson 

1996 p.16)。 

＊なお、2008 年に公表された CE の調査報告書では、RAPO(不服申立前置)の利点として、
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利用者(不服申立人)に迅速な救済をもたらすこと、行政機関の決定の質を高めること、行

政裁判所への訴えが減ること、といった利点があると分析されている(EDCE 2008 p.35)。 

 

 また、行政法学説においては、不服申立制度は(国民の権利救済手段としてではなく)行

政内部の統制手段の一つとして位置づけられることが多い。あるいは、単なる請願

(pétition)の一種と理解されることもある(Brisson 1996 p.23, p.136-137)。 もっとも、近

年では、同制度が学説の注目を浴びることは極めて少なく、不服申立制度を研究対象とす

る専門書は、管見の限り、Jean-François Brisson の 1996 年のモノグラフィーしか存在し

ない。なお、学説においては、同制度が様々な不備を抱えていることは認識されているが、

同制度を発展させて真の権利救済手段に高めるべきであると主張されることは稀である

（例外は Brisson の前掲書である）。 

 

２ 近年の動向 

 

(1)RAPO の拡充 

 行政裁判の急激な増加により、CE を頂点とする行政裁判所は過重負担に陥っている。

このため、1980 年代頃から、不服申立制度を活用することで行政裁判所の負担軽減を図 

ることが意図された(Brisson 1996 p.24)。 これらの改善策は 1981 年・1987・1993 年 

の CE の報告書で度々打ち出されている(cf. Régler autrement les conflits, 1993)。  

特に、この観点から、不服申立前置(recours administratif préalable obligatoire, RAPO

と略される)の拡大も提唱されてきた。しかし、RAPO の実効性(権利保障の程度)が必ずし

も高くない現状では、RAPO の拡充は却って国民の権利保護を損ねるとの批判もある。 

 

(2)一般法の必要性 

 また、一般法を制定し、制度の harmonisation を図るとともにより実効的な権利救済を

保障すべきであるとも提唱されている(審理に際して独立委員会等を活用すること等)。も

っとも、実際には、財政上の制約等により、RAPO の拡充も不服申立制度の改善も進んで

いない(Brisson 1996 p.34, Brisson 2009 p.1-4, p.12-13)。 

 2000 年法の制定以後、制度一般に関する改正は為されていないが、幾つかの個別分野(軍

人地位、刑務所内懲戒、ビザ発給)では、新たに RAPO が導入されるとともに、審理機関・
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手続等が整備された。今後、この動きが他の行政分野にも広がるか否かが注目されている

(Brisson 2009 p.3, EDCE 2008 p.122, p.136, p.156)。 

 

二 フランスにおける特筆すべき制度・運用実態 

 

１ 制度の概要 

 

(1)不服申立の対象 

 あらゆる行政決定(décision)が不服申立の対象となる。不服申立はインフォーマルな請願

の一種として理解されており、その対象は極めて広いと解されている。下級行政庁が下し

た行政決定(原決定)については、行政客体(行政決定の名宛人等)には審査請求を提起する権

利が承認される。これは「公法上の一般原則(principe général du droit public)」に当たる

と考えられている(cf. CE 30 juin 1950, Quéralt 判決) (Brisson 1996 p.236)。  

一般に不服申立ての対象となる決定については越権訴訟の提起も可能であると解され

ているようだが、両者の間に明示的な関連性があるわけではない。 

 

(2)不服申立の種類 

 異議申立(recours gracieux)と審査請求(recours hiérarchique)の二種類がある。また、

選択的不服申立と不服申立前置(RAPO)がある。原則として(selon le droit commun)、不服

申立前置や異議申立前置は採用されていない。そのため、行政決定の名宛人等は、直ちに

行政裁判を提起することもできるし、不服申立を提起する場合でも、異議申立と審査請求

を自由に選択できる。もちろん、上級庁が存在しない場合(大統領・首相・大臣・独立機関

等が決定機関である場合)には、異議申立のみが提起可能である。 

 

(3)不服申立前置 

 近年、行政裁判所の負担過重、処理の遅延を防ぐために、不服申立前置(RAPO)を拡充

することが提唱されている。既に RAPO が幾つかの領域(租税分野等 140 ほど)において採

用されており、更なる拡大も提案されているが、実際にはごく一部に導入されるにとどま

っている。  
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(4)不服申立期間 

 不服申立期間は、行政決定が送達・公告されてから 2 カ月以内である(但し、特別法によ

って例外が定められている場合がある。)。 

 

(5)審理機関 

 審理機関は、異議申立の場合は処分を行った行政機関、審査請求の場合は処分を行った

行政機関の上級庁である。いずれの場合でも、不服申立は、対象となる行政決定につき権

限を有する行政機関に提起されなければならない。また、特別法により、上級庁以外の第

三者機関(合議制機関)が審理機関となる場合もある(EDCE 2008 p.33, p.56-57)。 

 その具体例として、情報公開に関する CADA(Commission d’accès aux documents 

administratifs)、ビザ発給に関する CRV(Commission de recours contre les refus de visa 

d’entrée en France)がある。 

 仮に不服申立人が誤って別の機関に不服申立を提起した場合、不服申立を受領した機関

は適正な審理機関に回付しなければならない(2000 年法 20 条)。 

 

(6)上級庁の審査義務 

 審査請求が提起された場合、上級庁は必ず階層的統制権を行使し、原決定の適法性・妥

当性を審査する義務を負う。その際、上級庁は、主張された違法事由(motifs)だけでなく、

その他の違法事由をも審査しなければならない(Chapus No.544)。 

 なお、審査請求の結果につき、下級庁が上級庁に対して異議を唱えることはできない(下

級庁が裁決の取消訴訟を行政裁判所に求めることは認められていない)(Chapus No.544)。 

 

(7)審理手続 

 先に述べたように、不服申立一般に妥当する統一的な手続は定められていない(一般法の

欠如)。以下、特別法の定める手続を列挙する(EDCE 2008 p.34, p.64, p.67, p.69, p.72)。 

 

(a)対審手続は原則として採用されていないが(2000 年法 24 条 1 項に基づく)、意見主張の

機会が不服申立人に特別に付与されることもある。 

(b)決定・裁決に際して、原則として審理機関は理由付記を行う必要はない。但し、特別法

や判例法により理由付記が義務付けられる場合もある。 
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(c)不服申立提起から 2 カ月を過ぎてもなお応答しない場合、この沈黙は黙示的な棄却とみ

なされる(2000 年法 21 条)。 但し、特別法により、沈黙が黙示的な認容とみなされること

や、応答期間が延長・短縮されることもある。 

(d)審理に際しては、特別法に基づき合議制機関への諮問が為される場合もある。 

(e)不服申立の提起は執行停止の効力を有さないのが原則である(caractère non suspensif)。

また、仮の救済(急速審理・référé)も制度化されていない。 

 

＊なお、行政裁判においては、この急速審理が既に制度化されている。そのため行政決定

に不満を持つ関係人は越権訴訟を提起することで仮の救済を得ることができる。また、不

服申立前置の場合、申立人は不服申立を提起した後に、(決定・裁決を経ることなく)直ち

に行政裁判官に仮の救済(référé)を求めることが可能である(CE 12 oct 2001 Société 

Roche, EDCE 2008 p.80)。 

 

(8)裁決・決定の態様(原決定の変更の可否) 

 裁決・決定の態様については、異議申立においては、原決定の取消の他、変更も可能で

ある。審査請求においては、裁決の態様は階層的統制権(pouvoir hiérarchique)の内容に左

右される。原則として原決定の変更は不可能であり、下級庁に対して指示(instruction)を

与えることだけが認められている。 

 なお、特別法によって例外が定められる場合もある。特に RAPO の場合、上級庁の下し

た裁決は原決定を消滅させる効力を有するために、必然的に上級庁は変更も為し得ると解

されている(Chapus No.550-551, EDCE 2008 p.58-59)。 

 なお、第三者に権利を付与する決定(décisions créatrices de droit)(公務員の任命、種々

の免許・許可の付与等)については、以下の場合にのみ取消・変更が可能である：①原決定

が違法性を帯びており、かつ②原決定が終局的なもの(définitive)となっていない場合(＝不

可争力の不発生)である(Chapus No.547)。 なお、義務付け・予防的差止については不明

である。 

 

(9)不服申立人適格 

 不服申立人適格は、行政決定の名宛人だけでなく、「利害関係人(intéressé)」にも認めら

れる。その範囲は極めて広範であると解されている(Brisson 1996 p.237)。 もっとも、こ
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の点に関する判例は極めて少ないために、その具体的な限界は不明である。 

CE 13 mai 1992 Mars 判決は不服申立適格が否定された事例であるが、これは、審査請

求人が自己に有利となる行政決定を得たにもかかわらず、なおその決定に対して審査請求

を提起したという特殊な事案であり、参考にならないと考えられる(審査請求人がそのよう

な審査請求を提起した理由は不明である)(Chapus 545-(3), 547-(1))。 

一般に、不服申立人適格と原告適格は同じ範囲であると解されているようだが、そもそ

も、不服申立人適格について争われた事例が極めて希であるため、両者の関連性は明らか

でない。 

 

(10)行政訴訟との関係 

 下級庁の行った原決定と審査請求を受けて上級庁の行った裁決は別個に行政裁判の対象

となり得る。すなわち、裁決において審査請求が棄却された場合、審査請求人としては、

原決定の取消訴訟(recours à excès du pouvoir)を提起することもできるし、裁決の取消訴

訟を提起することもできる。 

 但し、RAPO の場合、上級庁の下した裁決は原決定を消滅させる効力を有するために、

審査請求人はこの裁決に対してのみ行政裁判を提起できる(Chapus 547-(3), 550)。 

なお、不服申立手続における資料がその後の行政裁判においてどのように活用されている

か、と言う点は不明である。 

 

(11)苦情処理制度との関係 

 苦情処理制度としては、共和国斡旋官(médiateur de la République)による斡旋手続があ

る(2011 年 3 月より人権擁護官(Défenseur des droits)による救済手続に置き換えられる予

定)。但し、同制度と不服申立制度は完全に別の体系であり、両者の間に連携は存在しない 

(政府公式サイト http://www.mediateur-republique.fr/)。 

 

(12)代理人 

 本人による不服申立ても可能(弁護士への依頼は不要)。代理人に依頼する際には、特に

代理人の資格についての制限は存在しないようである。 
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２ 運用実態 

 

(1)総論 

 統計データについては、2008 年に公表された CE の報告書でも、「驚くべきことに、行

政機関が不服申立の総数を記録せず、必要な統計上の手段を実施していない場合がしばし

ばである」とされており、統計データの不存在が問題の一つとして挙げられている(EDCE 

2008 p.35) 。そのため、一部の個別分野を除いて、運用実態を定量的に分析することは現

状では不可能である。 

 

(2)不服申立数 

 上記の理由から不服申立の総数は不明となっている。以下、統計データが存在するもの

のみを挙げる(いずれも数値は 2006 年のもの) (EDCE 2008 p.18, p.23, p.24, p.29)。 

租税分野(課税基礎(Assiette)算定) 年 380 万件 

租税分野(徴収(recouvrement)) 年 4800 件 

軍人地位(situation personelle des militaires) 年 2745 件 

住宅扶助(aide personnalisée au logement) 年 36 万件 

情報公開分野(accès aux documents) 年 4900 件 

ビザ発給(refus de visa) 年 4100 件 

 

＊以上のように、RAPO のうち、租税関係と住宅扶助関係では申立が多数提起されている

が、ほとんど利用されていないもの(申立数が年間数件に満たないもの)もある(EDCE 2008 

p.15, p.33)。 

 

(3)標準処理期間 

 同様に、標準処理期間も不明である。なお、原則として、不服申立提起から 2 カ月を過

ぎてもなお応答しない場合、この沈黙は黙示的な棄却とみなされる(2000 年法 21 条)。 こ

の場合、当然のことながら、処理期間が 2 カ月を超えることはない。 

 

(4)認容率 

 同様に認容率(不服申立人に有利に決定が変更された割合・一部認容も含む)も不明であ
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る。統計データが存在するもののみを挙げる(EDCE 2008 p.18, p.29.)。 

租税分野(課税基礎算定 Assiette) 認容率 93％ 

租税分野(徴収 recouvrement) 認容率 34％ 

住宅扶助 認容率 58%(212,440÷366,000) 

 

＊但し、Brisson 2009 p.3 は、租税分野における RAPO の成功は例外的なものであると分

析している。実際、課税基礎のごく一部の修正でも「一部認容」とカウントされるために、

一部認容の率が極めて高くなっていると推察される。なお、「全部認容」のみを含めた認容

率のデータは存在しないようである。 

 

３ 不服・苦情を契機とした権利救済・制度改善のあり方 

 

 フランス法においては、一般にはこのような制度は存在しない。但し、租税分野におい

ては、不服申立人は租税調停人(conciliateur fiscal)に調停を依頼することができる(EDCE 

2008 p.20, p.78)。 

 

 租税調停人は行政・不服申立人双方から事情を聞いた上で、和解案を提示する。2007

年には 82,000 件の調停依頼が行われ、そのうち 36％が不服申立人に有利に終わった(一部

認容も含む)。 
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［参考資料］ 

 

一 関係条文 

 

Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations(行政との関係における市民の権利に関する法律・2000 年法と略) 

 

Article 18 

Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les 

réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités 

administratives. 

A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne 

s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents. 

 

18 条 (定義 その他)  

1 項 行政機関に対して発せられた申請や要請(異議申立、審査請求も含む)は、この章(18

条‐25 条)にいう申請(demande)とみなされる。 

2 項 21 条を除いて、19 条から 24 条までの規定は行政機関とその職員との関係について

は適用されない。 

 

Article 19 

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de 

réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret 

détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de 

la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle 

pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document 

prévus par les lois et les règlements. 

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, 

notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. 

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé 

de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le 

décret mentionné au premier alinéa. 

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des 

délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse 

lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est 

susceptible de naître une décision implicite. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé 

de réception est régi par des dispositions spéciales. 
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19 条 (受領証明書の交付) 

1 項 行政機関に申請が到達した際には、国務院デクレの定める条件に基づき、行政機関

は受領証明書(accusé de réception)を申請者に送付するものとする。 

2 項 特にその量・反復性・体系性の観点から濫用的(abusif)とみなされる申請については、

行政機関は受領証明書を送付する義務を負わない。 

3 項 受領証明書が申請人に到達しなかった場合又は第 1 項のデクレの定める記載事項を

欠いていた場合には、行政機関は申請者に対して出訴期間の経過(による不可争力の発生)

を主張できない。 

4 項 受領証明書が申請人に到達しなかった場合、仮に(申請に対する)決定が適法かつ明示

的に申請者に通知されたとしても、行政機関は申請者に対して出訴期間の経過(による不可

争力の発生)を主張できない。 

5 項 本条の規定は、受領証明書の交付について特別の定めが設けられている場合には、

適用されない。 

 

Article 20 

Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette 

dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. 

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet 

court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. 

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite 

d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité 

compétente. 

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. 

 

20 条 (申請の移送) 

1 項 申請が権限を有しない行政機関に提出された場合、当該行政機関は権限を有する機

関に申請を送付した上で、その旨を申請者に通知するものとする。 

2 項 黙示的な拒否決定が生じるまでの期間については、 初の行政機関が申請を受領し

た日が起算日となる。 

3 項 黙示的な認容決定が生じるまでの期間については、権限を有する行政機関が申請を

受領した日が起算日となる。 

4 項 以上の全ての場合において、受領証明書は権限を有する行政機関から送達される。 

 

Article 21 

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les 

conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par 

l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. 

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil 

d'Etat prévoient un délai différent. 
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21 条 

1 項 申請が到達してから 2 ヶ月間行政機関が応答をしない場合、この不応答は申請を拒

否する決定とみなされる。但し、第 22 条の定める条件の下で黙示的認容決定の制度が採

られている場合を除く。 

2 項 手続の複雑さや緊急性が期限の変更を正当化する場合、国務院デクレによってこの

(黙示的拒否決定の効力が生じるまでの)期間を変更し得る。 

 

Article 22 

Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande 

vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette 

décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par 

l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, 

ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les 

mesures destinées à assurer l'information des tiers. 

Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite 

d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la 

protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur 

constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils 

ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant 

un caractère financier. 

 

22 条 

1 項 国務院デクレによって定められた行政決定については、行政機関の二ヶ月間におよ

ぶ不応答は黙示的認容決定とみなされる。この黙示的認容決定については、申請者の要請

がある場合には、行政機関はその証明書を発行しなければならない。手続の複雑さや緊急

性が期限の変更を正当化する場合、国務院デクレによってこの(黙示的認容決定の効力が生

じるまでの)期間を変更し得る。必要に応じて、このデクレは第三者への情報伝達を保障す

るための措置を定めるものとする。 

2 項 しかしながら、憲法上の価値や基本的自由の保障、公共の秩序、フランスの国際法

上の義務等が損なわれる場合には、国務院デクレはこの黙示的認容決定の制度を導入する

ことはできない。同様に、社会保障の領域を除いて、財政事項に関わる申請についても黙

示的認容決定の制度を導入することはできない。 

 

Article 23 

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité 

administrative : 

1 Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers 

ont été mises en oeuvre ; 

2 Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la 

décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 

3 Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. 
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23 条 

黙示的認容決定が違法性を帯びる場合、行政機関は以下の期間に限ってこれを取り消すこ

とができる： 

1. (黙示的認容決定について)第三者へ情報が提供された場合には、行政訴訟の出訴期間

が満了するまでの間。 

2. (黙示的認容決定について)第三者へ情報が提供されなかった場合には、黙示的決定が

為されてから 2 ヶ月の間。 

3. 行政訴訟が提起された場合には、判決が下されるまでの間。 

 

Article 24 

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui 

doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 

juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des 

relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne 

intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, 

sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un 

conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est 

pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, 

leur caractère répétitif ou systématique. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 

1 En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 

2 Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la 

conduite des relations internationales ; 

3 Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure 

contradictoire particulière. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par 

décret en Conseil d'Etat. 

 

24 条 (不利益処分に関する聴聞手続)  

1 項 1979 年 7 月 11 日 79‐587 法(行政と公衆との関係改善及び行政行為の理由付記に

関する法律)1 条及び 2 条に基づき理由付記が必要な個別的行政決定(但し、申請に対する

決定を除く)については、以下の手続が採られなければならない：決定前に関係人(personne 

intéressée)に弁明書の提出の機会を与えること、また、必要な場合には、関係人の要請に

基づき、口頭による意見主張の機会を与えること。関係人は、自らの選ぶ法律顧問を伴う

ことができる。また、自らの選ぶ代理人に代理させることもできる。口頭による意見主張

の機会について、特にその量・反復性・体系性の観点から濫用的(abusif)とみなされる要

請が為された場合、行政機関は当該機会を与える義務を負わない。 

2 項 前項の規定は以下に挙げるいずれかの場合には適用されない。 

1. 緊急の必要がある場合、又は例外的な事態が生じた場合 

2. 手続を採ることが国際関係に影響を及ぼす場合、又は公の秩序を損ねる場合 

3. 法律により特別の対審手続が採られている場合 
3 項 本条の施行に関する規定は、必要に応じて国務院デクレで定める。 
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Article 25 

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de 
salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales 
indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts 
à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter 
ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister 
par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 

25 条 (社会保障および農業共済に関する例外) (略) 

 

 

二 参考文献等 

 

１ 公的資料 

不服申立制度の概略：フランス政府公式サイト(Service-Public.fr) 

http://vosdroits.service-public.fr/F2474.xhtml 

 

共和国斡旋官(médiateur de la République)：政府公式サイト 

http://www.mediateur-republique.fr/ 

 

２ 書籍 

Jean-François Brisson, Les recours administratifs en droit public français: 
Contribution à l'étude du contentieux administratif non juridictionnel, 1996, LGDJ. 

不服申立制度に関する代表的専門書(”Brisson 1996”と略)。 

 

René Chapus, Droit administratif general, 15 éd. Tome 1, 2001, Montchrestien. 

行政法総論に関する代表的体系書。2001 年以降改訂されていないが、叙述の多くは今日

においても妥当する(“Chapus”と略)。 

 

Conseil d’Etat, Les recours administratifs préalables obligatoires, 2008, La 

Documentation française. 

行政裁判所(Conseil d’Etat)による不服申立前置(RAPO)に関する報告書。不服申立制度

一般に関する叙述も多く見受けられ、同制度をめぐる 新の現状が説明されている

(“EDCE 2008”と略)。 

 

Conseil d'Etat, Régler autrement les conflits Conciliation, transaction, arbitrage en 
matière administrative, 1993, La documentation française. 

同じく行政裁判所による報告書。行政裁判所の負担を軽減するために、裁判外の手段を

拡充することを提唱する。 

 

E. Prévédourou, Les recours administratifs obligatoires, Etude comparée des droits 
allemand et français, LGDJ 1996.  
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不服申立前置に関するフランス・ドイツ比較研究。 

 

J-C.Bonichot, Le recours administratif préalable obligatoire : dinosaure juridique ou 

panacée administrative ?, Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz 2007, 

p 81 et s. 

不服前置制度がもたらすメリット・デメリットに関する分析。 

 

３ 雑誌論文 

Michel Fromont, Les modes alternatifs de règlement des litiges: l’exemple allemand, 

AJDA 1997, p. 59. 

ドイツ法における裁判外紛争解決手段に関する研究。 

 

GREMAUD (B); Les recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du 

travail, Droit Social 1987, p 482  

労働法分野における階層的統制について。 

 

J-L. Pissaloux, Une expérience réussie: le recours administratif préalable des 

militaires, AJDA 2005, p. 1042.   

軍人の地位(昇進・配属等)に関する不服申立制度について。 

 

４ その他文献 

D. Truchet, Recours administratifs, Encyclopédie Dalloz, contentieux administratif, II, 
2000.  

不服申立制度に関する概略的説明。 

 

Sénat, Rapport Haenel, Sur le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, 
l’exécution de leurs décisions ainsi que sur les services chargés du contentieux 
administratif dans les administrations publiques, 1991-1992  

不服申立制度に関する上院(Sénat)の報告書。不服申立制度に関する現状が分析されてい

る。 

  

５ ウェブサイト 

Les recours administratifs préalables obligatoires en droit public français, alternative 

au juge ou voie sans issue ? .Jean-François Brisson, Professeur à l’université de 

Bordeaux IV, 2009. 

http://chairemadp.sciences-po.fr/pdf/seminaires/2009/CONTRIBUTION_JEAN_FRA

NCOIS_BRISSON.pdf 

政治学院 (Science Po)主催の学会 ("Problèmes de procédure administrative non 

contentieuse"「裁判外の行政紛争解決手続の問題点」)における Brisson の報告原稿。

不服申立制度の 新の状況について説明するとともに、今後のあるべき改革について提

唱している(“Brisson 2009”と略)。 
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第５章 大韓民国における行政不服申立・苦情処理制度の概要 

 

一 韓国の行政不服審査制度 

１ 行政審判法―行政不服審査制度の一般法 

韓国の行政不服審査についての一般法は、行政審判法である。これは、それまでの訴願

法に代わるものとして、1984 年 12 月 15 日に公布、翌年 10 月 1 日から施行された後に、

1995 年、1997 年、1998 年、2008 年と 4 回の部分改正を経て、2010 年 1 月 25 日に全部

改正されたものである（法律第 9968 号）。この現行の韓国の行政審判法は、同年 7 月 26

日から施行されている。 

もちろん、個別法で行政審判法とは異なる行政不服審査手続を規定することは可能であ

るし、その場合には個別法の規定が優先して適用されることは当然であるし、また、行政

審判に関して個別法律で規定していない事項と手続に関しては一般法である行政審判法が

適用されることは、行政審判法に明示している(4 条 2 項)。しかし、このような特別な行

政不服審査[特別行政審判]手続の濫設を防止するために、「事案の専門性と特殊性を活かす

ために特に必要な場合の他には、この法律による行政審判にかわる特別な行政不服手続(以

下、「特別行政審判」という。)またはこの法律による行政審判手続に対する特例を、他の

法律で定めることはできない」(4 条 1 項)と定め、さらに、個別法で特別行政審判を新設

したり、国民に不利な内容に変更しようとする場合には、あらかじめ行政機関の長が中央

行政審判委員会と協議しなければならないとの規定を置いている(4 条 3 項)。 

もっとも、このような規定が設けられたこと自体が、ある意味、行政審判法上の行政審

判に対して多くの個別法で特例が置かれていることの証左でもある。特別行政審判の代表

的な例としては、国税基本法における「審査請求」または「審判請求」、国家公務員法上の

「訴請審査の請求」、土地の取得及び補償に関する法律上の「異議申請」などがある。 

 

２ 行政審判の種類 

 行政審判の種類として、現行法は、取消審判(5 条 1 号)、無効等確認審判(同条 2 号)、義

務履行審判[義務付け審判](同条 3 号)の三つを規定している。 

取消審判は、請求期間の制限(27 条)、執行不停止原則(30 条)、事情裁決(44 条)の制度を

採用しており、取消裁決には、処分取消裁決のほか、処分変更裁決、処分変更命令裁決が

ある。 
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無効等確認審判には、請求期間の制限もなく(27 条 7 項)、事情裁決もない(44 条 3 項)

ことが、明文で定められている。 

義務履行審判は、拒否処分に対する義務履行審判には請求期間の制限があるが、不作為

に対する義務履行審判には請求期間の制限はなく(27 条 7 項)、事情裁決も適用される(44

条 3 項)。 

 

３ 行政審判機関 

（１）法的地位 

行政審判法は、行政審判請求事件を審議・議決するための行政審判機関として、合議制

の行政審判委員会の設置を定めている。すなわち、行政審判委員会は、合議制の行政庁の

地位を有する。もっとも、行政審判委員会は、所属機関から職務上独立した行政庁である。

また、行政審判委員会は、常設の機関ではなく、行政審判請求を審理・議決する必要ごと

に、予め任命されている行政審判委員のうちの一部の委員で構成される。行政審判委員は、

原則上、非常任であるが、中央行政審判委員会には 4 人以内の常任委員を置くことができ

るようになっている。 

（２）類型 

行政審判委員会には、中央行政審判委員会、市・道[広域自治体]知事所属の行政審判委

員会、処分庁所属の行政審判委員会（監査院や国会事務総長など、その地位・性格の独立

性と特殊性が認められる場合に設置、6 条 1 項）、当該行政庁所属の行政審判委員会（大統

領令で定める国家行政機関所属の特別地方行政機関の長の処分について設置、6 条 4 項）

があるが、後者の 2 つは、例外的なものである。 

ⅰ）中央行政審判委員会は、国民権益委員会に置かれる。中央行政審判委員会は、①国

家行政機関の長または所属行政庁(処分庁所属の行政審判委員会設置対象(6条 1項)を除く)、

②市・道知事または議会、③関係法律によって国・地方自治団体・公法人などが共同で設

立した行政庁、それぞれの処分または不作為に対する審判請求を審理・裁決する(６条2項)。 

ⅱ）市・道知事所属の行政審判委員会は、①市・道所属の行政庁、②市・道の管轄区域

にある市・郡・自治区[基礎自治体]の長、所属行政庁または基礎自治体の議会、③市・道

の管轄区域にある二つ以上の基礎自治団体・公法人などが共同で設立した行政庁、それぞ

れの処分または不作為に対する審判請求を審理・裁決するために、市・道知事の所属に置

かれる。 
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（３）構成 

ⅰ)中央行政審判委員会は、委員長１名を含む 50 名以内の委員で構成されるが、委員の

うち常任委員は 4 名以内とする(8 条 1 項)。中央行政審判委員会の委員長は、国民権益委

員会の副委員長のうち 1 名がなり、委員長が不在もしくはやむを得ない事由で職務を遂行

できないときまたは委員長が必要であると認めるときには、常任委員が委員長の職務を代

行する(8 条 2 項)。 

ⅱ)行政審判委員会(この項においては中央行政審判委員会を除く)は、委員長 1 名を含

む 30 名以内の委員で構成する(7 条 1 項)。行政審判委員会の委員長は、その行政審判委員

会が所属する行政庁がなり、委員長が不在もしくはやむを得ない事由で職務を遂行できな

いときまたは委員長が必要であると認めるときには、一定の順序に基づき委員が職務を代

行する(７条 2 項)。なお、行政審判委員会においては、当該地方自治体の条例で定めると

ころにより、公務員でない委員を委員長に定めることができ、その場合には、委員長は非

常任とする(7 条 3 項)。 

ⅲ)委員の資格 

行政審判委員会(この項においては中央行政審判委員会を除く)の委員は、1．弁護士資

格を取得した後 5 年以上勤務した経験のある者、2．高等教育法の規定による学校で助教

授以上の職にあるかまたはあった者、3．行政機関の 4 級以上の公務員であった者または

高位公務員団に属する公務員であった者、4.博士学位を取得した後当該分野で 5 年以上勤

務した経験がある者、5.その他行政審判に関する知識及び経験が豊富な者の中から、当該

行政審判委員会が所属する行政庁が委嘱し、またはその所属公務員から指名する(7 条 4 項)。

ただし、中央行政審判委員会の非常任委員は、上記 1 から 5 に該当する者の中から中央行

政審判委員会委員長の提案により国務総理が委嘱するが(8 条 4 項)、常任委員については、

3 級以上の公務員または高位公務員団に属する一般職公務員として 3 年以上勤務した者ま

たは行政審判に関する知識及び経験が豊富な者の中から、中央行政審判委員会の委員長の

提案により国務総理を経由して大統領が任命する(8 条 3 項)。 

中央行政審判委員会常任委員の任期は 3 年で、一回に限り重任することができる(9 条 2

項)、その他の非常任委員及び行政審判委員会の委員の任期は 2 年で、2 回に限って重任す

ることができる(3 項)。民間委員として委嘱されたものは、禁固以上の刑を宣告され、また

はやむをえない事由で長期間勤務を遂行できなくなった場合を除いては、任期中その意思

に反して解嘱されない(9 条 5 項)。 
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（４）会議 

ⅰ)中央行政審判委員会の会議(8 条 6 項に定める小委員会の会議を除く)は、委員長、常

任委員、及び委員長が会議ごとに定める非常任委員の、総 9 名で構成する(8 条 5 項)。中

央行政審判委員会は、審判請求事件のうち、「道路交通法」による自動車運転免許行政処分

に関する事件(小委員会が中央行政審判委員会で審理・議決するように決定した事件を除

く)を審理・議決するために、4 名の委員で構成する小委員会を置くことができる(8 条 6

項)。 

中央行政審判委員会及び小委員会は、構成員過半数の出席と出席委員過半数の賛成で議

決する(8 条 7 項)。 

ⅱ)行政審判委員会(この項においては中央行政審判委員会を除く)の会議は、委員長と委員

長が会議ごとに指定する8名の委員の総9名(そのうち委嘱委員は6名以上でなければなら

ないが、委員長が公務員でない場合には5名以上でよい)で構成する(7条5項)。ただし、国

会規則、大法院規則、憲法裁判所規則、中央選挙管理委員会規則または大統領令（市・道

知事所属で置く行政審判委員会の場合には当該地方自治団体の条例）で定めるところによ

り委員長と委員長が会議ごとに指定する6名の委員の総7名で構成することができ、この場

合には、委嘱委員は5名以上とし、委員長が公務員でない場合には4名以上と規定している

(7条5項但書）。 

会議は、構成員過半数の出席と出席委員過半数の賛成で議決する(7条6項)。 

（５）委員の除斥・忌避・回避 

公正な審判のために、一定の事由がある場合には、委員会の委員が審理・議決から排除

される除斥(10 条 1 項)、公正な審理・議決を期待するのが困難な事情がある場合に当事者

の申請に基づき委員長の決定で審理・議決から排除する忌避(2 項)、委員が自ら除斥または

忌避の事由があると認めて自発的に審理・議決を避ける回避(6 項)が規定されている。事件

の審理・議決に関する事務に関しては、委員でない職員にも、これらが適用される(7 項)。 

（６）権限 

ⅰ)審理権 

行政審判委員会は、行政審判請求事件に対して、審理する権限を有する。関連審判請求

の併合審理権と併合された審判請求の分離審理権も有している(37 条)。 

ⅱ)審理権に付随する権限 

この審理権を効率的に行使するために、①証拠調査権(36 条 1 項)、②代表者選定勧告権
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(15 条 2 項)、③請求人の地位承継許可権(16 条 5 項)、④代理人選任許可権(18 条 1 項 5 号)、

⑤被請求人更正決定権(17 条 2 項)、⑥審判参加許可及び要求権(20 条 5 項、21 条 1 項)、

⑦請求の変更許可権(29 条 6 項)、⑧補正命令権(32 条)、⑨関係行政機関に対する必要な書

類の提出または意見の陳述要求権(35 条)を有する。 

ⅲ)裁決権 

従前は、行政審判委員会が審理・議決して、裁決庁が裁決権を行使していたが、2008

年の改正以後、請求の一元化ないし権利救済手続の迅速化のために、行政審判委員会が裁

決権を有するようにした。 

ⅳ)執行停止及びその取消決定権 

執行不停止原則をとっており、例外的に一定の場合に限って当事者の申請または職権で、

執行停止決定をすることができるようにし、また、執行停止後に一定の事由がある場合に

は執行停止決定を取り消すことができるようにした(30 条 2 項、4 項)。これらの権限は、

従来は裁決庁に属していたが、2008 年の改正によって、行政審判委員会の権限になった。 

ⅴ)臨時処分権 

「委員会は、処分または不作為が違法または不当であると相当に疑われる場合で、処分

または不作為の当事者が受けるおそれのある重大な不利益または当事者に生ずる急迫な危

険を避けるために臨時的な地位を定めなければならない必要がある場合には、職権または

当事者の申請によって、臨時処分を決定することができる」(31 条１項)。この臨時処分は、

執行停止によって目的を達成できる場合には、許されない(31 条 3 項)。 

ⅵ)是正措置要求権 

中央行政審判委員会は、審判請求を審理・議決するときに、処分または不作為の根拠に

なる命令等に法令の根拠がない、上位法令に違背する、あるいは国民に過度な負担を与え

るなど、その法令等が著しく不合理である場合には、関係行政機関に、その命令等の改正・

廃止など適切な是正措置を要求することができる(59 条 1 項)。要請を受けた関係行政機関

は、正当な事由がない限りこれに従わなければならない(59 条 2 項)。 

（７）義務 

 被請求人に対する審判請求書副本の送付義務(26 条 1 項)、他の当事者に対する答弁書

副本の送達義務（２６条 2 項)、第三者が提起した審判請求を処分の相手方に通知する義務

(24 条 2 項)、当事者から提出された証拠書類の副本を他の当事者に送達する義務(34 条 3

項)、証拠書類等の返還義務(55 条)、裁決書正本の送達義務(48 条)がある。 
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４ 行政審判の当事者 

（１）審判請求人－審判請求人適格 

審判請求人適格を有する者は、①取消審判請求の場合には、「処分の取消しまたは変更

を求める法律上の利益がある者」(13 条 1 項)であり、②無効等確認審判請求の場合には、

「処分の効力の有無または存在の有無の確認を求める法律上の利益がある者」(2 項)であり、

③義務履行審判請求の場合には、「処分を申請した者で、行政庁の拒否処分または不作為に

対して一定の処分を求める法律上の利益がある者」(3 項)である。要するに、いずれも「法

律上の利益がある者」が行政審判を請求することができる。 

（２）被審判請求人適格 

 被審判請求人は、行政庁（義務履行審判の場合は、請求人の申請を受けた行政庁）、すな

わち処分庁と不作為庁である(17 条 1 項)。処分または不作為があった後にそれに関する権

限が他の行政庁に承継されたときには、新たにその権限を承継した行政庁が被請求人にな

る(17 条 1 項但書)。 

（３）利害関係者(参加人) 

 利害関係者の行政審判手続への参加には、①審判結果に利害関係のある第三者または行

政庁が行政審判委員会の許可を受けてその事件に参加する、いわゆる許可による参加(20

条)と、②行政審判委員会が必要であると認めるときには行政審判結果に利害関係のある第

三者または行政庁に対して審判に参加することを要求することができ、この要求に応じて

参加する、いわゆる要求による参加がある(21 条 1 項)。参加人は、行政審判手続において

当事者がなし得る審判手続上の行為をすることができる(22 条 1 項)。 

（４）代理人 

請求人は、①請求人の配偶者、請求人または配偶者の 4 親等以内の血族、②請求人が法

人または法人格のない社団もしくは財団の場合には、その所属の役職員、③弁護士、④他

の法律によって審判請求を代理できる者、⑤その他委員会の許可を得た者、を代理人とし

て選任することができる(18 条 1 項)。一方、被請求人が代理人として選任できる者は、①

その所属職員、②弁護士、③他の法律によって審判請求を代理できる者、④その他委員会

の許可を得た者である(18 条 2 項)。 
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５ 行政審判手続 

（１）行政審判の請求 

ⅰ)審判請求の対象 

「行政庁の処分または不作為に対しては、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、

行政審判を請求することができる」(3 条 1 項)と定めるとともに、「処分とは、行政庁が行

う具体的事実に関する法執行としての公権力の行使またはその拒否その他これに準ずる行

政作用をいう」(2 条 1 号)、「不作為とは、行政庁が当事者の申請に対して相当な期間内に

一定の処分をしなければならない法律上の義務があるにもかかわらず処分をしないことを

いう」(2 号)と定義している。この処分及び不作為の定義は、行政訴訟法上の定義(行訴法

2 条 1 項 1 号、2 号)と同じである。権力的事実行為が処分に含まれると明示した大法院の

判例はないが、権力的事実行為と見ることのできる断水措置(1985.12.24)、刑務所の在所

者の移送措置(1992.8.7)などについて、大法院は処分性を認めている。また、憲法裁判所

は、「受刑者の書信を刑務所長が検閲する行為は、いわゆる権力的事実行為であって、行政

審判や行政訴訟の対象になる行政処分と見ることができる」(1999.8.27)と明確に述べてい

る。 

なお、大統領の処分・不作為に対しては、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、

行政審判を請求することができないこと(3 条 2 項)、また、審判請求に対する裁決があれ

ば、その裁決及び同一の処分・不作為に対しては再び行政審判を請求することはできない

こと(51 条)が、規定されている。取消審判及び無効等確認審判の対象は、「処分」であり(5

条 1 号、2 号)、義務履行審判の対象は、当事者の申請に対する行政庁の違法または不当な

拒否処分または不作為である(5 条 3 号)。 

ⅱ)審判請求の方式 

審判請求は、一定の事項を記載した書面で行わなければならない(28 条)。行政審判委員

会は、必要的記載事項の瑕疵が補正できるときには期間を定めて補正を命ずることができ

(32 条 1 項)、それ以外の場合は却下裁決をしなければならない。 

ⅲ)審判請求の期間 

行政審判は、処分があったことを知った日から 90 日以内に請求しなければならず(27 条

1 項)、処分があった日から 180 日を経過すれば、これを提起することはできない(27 条 3

項本文)。請求人が、天災地変、戦争、事変、その他の不可抗力により、90 日以内に審判

請求を提起することができなかったときには、その事由が消滅した日から 14 日以内(国外
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から請求するときは 30 日以内)に提起することができる(27 条 2 項)。1 項と 2 項の期間は

不変期間とする(27 条 4 項)。正当な理由があれば、180 日を過ぎても、提起することがで

きる(27 条 3 項但書)。審判請求期間を教示しなかった場合には処分があった日から 180 日

以内に(27 条 6 項)、また、規定よりも長い期間を教示した場合には教示した期間内に(27

条 5 項)、審判請求を提起することができる。 

ⅳ)審判請求書の提出 

行政審判を請求しようとする者は、審判請求書を作成して被請求人または委員会に提出

しなければならない(23 条 1 項)。従来は、処分庁経由主義を採っていたが、処分庁が請求

人に審判請求の取下げを促したり、または不当に受理しないという弊害があったので、

1995 年に廃止して、選択的処分庁経由主義を採用した。 

被請求人である処分庁に提出された場合には、審判請求書を受理した被請求人は、その

審判請求に理由があると認めるときは、審判請求の趣旨に従い職権で処分を取消し・変更・

確認または申請に従う処分(取消等)をすることができる。この場合には、書面で請求人に

通知しなければならない(25 条 1 項)。被請求人は、職権取消等をした場合には、請求人が

審判請求を取り下げたときを除いて、審判請求書・答弁書を送るときに職権取消等の事実

を証明する書類を委員会に併せて提出しなければならない(25 条 2 項)。 

ⅴ)審判請求の変更 

①請求人は請求の基礎に変更がない範囲内で請求の趣旨または理由を変更することが

でき(29 条 1 項)、②行政審判が請求された後に被請求人が新たな処分をしまたは審判請求

の対象である処分を変更した場合には、請求人は新たな処分または変更した処分に応じて

請求の趣旨または理由を変更することができる(29 条 2 項)。なお、③請求の変更は書面で

申請しなければならない(29 条 3 項)。 

ⅵ)審判請求の効果 

行政審判委員会に対する効果としては、行政審判の請求がなされれば、委員会は被請求

人または委員会が審判請求書を受理した日から 60 日以内に裁決しなければならない義務

を負うが、やむを得ない事情があるときは、委員長が職権で 30 日の延長をすることがで

きる(45 条)。処分に対する効果としては、審判請求は、処分の効力、執行、その手続の続

行には影響を与えないという、執行不停止の原則が採られている（30 条 1 項)。 
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（２）仮の救済 

ⅰ)執行停止の決定 

委員会は、例外的に、処分、その執行または手続の続行によって重大な損害を生じるこ

とを予防する必要が緊急にあると認めるときには、職権または当事者の申請によって、委

員会の審理・議決を経て、処分の効力等を停止することができる(30 条 2 項)。ただし、委

員会の審理・議決を待っていては重大な損害の発生のおそれがあると認める場合には、委

員会の委員長は、職権で、審理・議決にかわる決定をすることができる(30 条 6 項)。 

2010 年度の国務総理行政審判委員会及び中央行政審判委員会における執行停止申請件

数は 1,615 件であり、2009 年度の 1,919 件に比べて 304 件減少し、執行停止申請に対す

る認容率も前年度の 125 件(6.6%)から 81 件(5.3%)に 1.3%減少した。また、当事者の申請

なしに委員会が請求人の利益のために職権で決めた職権執行停止決定も 2009年度の 24件

から 2010 年度には 14 件に減少した (국민권익위원회 『 2010 국민권익백서』

(국민권익위원회、2011 年)707 頁)。 

ⅱ)臨時処分 

「委員会は、処分または不作為が違法・不当であると相当に疑われる場合で、処分または

不作為のために当事者が被るおそれのある重大な不利益または当事者に生じる急迫な危険

を防ぐために臨時の地位を定めなければならない必要がある場合には、職権または当事者

の申請により、臨時処分を決定することができる」(31 条 1 項)。 

（3）電子情報処理組織を通じた審判請求 

行政審判手続を踏もうとする者は、審判請求書及びその他の書類を電子文書化し、情報

通信網を利用して、委員会で指定・運営する電子情報処理組織を通じて提出することがで

きる(52 条 1 項)。 

 

６ 行政審判の審理 

（１）対審主義 

行政審判は、請求人と被請求人とが互いに対等な立場で攻撃・防御して、行政審判委員

会が中立的な地位で審理する対審主義を原則としている。 

（２）口頭審理主義と書面主義 

行政審判法によれば、「行政審判の審理は、口頭審理または書面審理で行う」(40 条 1 項

本文)と定めるが、「当事者が口頭審理を申請したときには、書面審理のみで決定すること
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ができると認める場合を除いては、口頭審理をしなければならない」(40 条 1 項但書)とし

て、当事者の口頭審理申請権を保障している。 

2010 年度の審理過程における口頭審理実績は、585 件の口頭審理申請に対して 367 件

が実施され、口頭審理許容率は 62.7%であった。しかし、全体の処理件数(30,473 件)から

見ると、口頭審理実施率は、わずか 1.5%にすぎない(국민권익위원회、前掲書、705 頁)。 

（３）職権審理主義 

委員会が必要であると認めるときには、当事者が主張しない事実についても審理するこ

とができ(39 条)、事件の審理のためには職権で証拠を調査できると規定している(36 条 1

項)。もっとも、後述するように、当事者の手続的権利を認めて、当事者主義の要素も加味

している。 

（４）非公開主義 

行政審判法には明文の規定はないが、職権審理主義や書面審理主義などから、審理と裁

決の過程を公開しないという原則を採っているものと解釈されている。 

（５）当事者の手続的権利 

当事者は、手続的権利として、委員・職員に対する忌避申請権(10 条)、答弁書・補充書

面などを提出する補充書面提出権(33 条)、口頭審理申請権(40 条 1 項但書)、証拠書類・証

拠物の提出権(34 条)、証拠調査申請権(36 条)を有している。 

 

７ 行政審判の裁決 

（１）裁決の期間 

裁決は、被請求人または委員会が審判請求書を受理した日から 60 日以内にしなければ

ならないが、やむを得ない事情があるときは、委員長が職権で 30 日延長することができ

る（45 条 1 項）。 

中央行政審判委員会・国務総理行政審判委員会における平均裁決期間は、2009 年度が

74.2 日、2010 年度が 79.3 日であった。2010 年度に処理した 30,472 件中 60 日以内に処

理した事件は 18,175 件(59.6%)であり、61 日を超過して 90 日以内に処理した事件は 6,392

件(21.0%)であるので、全体事件の 80.6%が法定の裁決期間に処理されたが、5,905 件

(19.4%)は 90 日を超えて処理されている(국민권익위원회、前掲書、701～702 頁)。 

（２）裁決の方式 

裁決は、所定の事項を記載した書面で行う（46 条）。 
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（３）裁決の範囲 

不告不理の原則（47 条 1 項）及び不利益変更禁止の原則（47 条 2 項）を明記している。 

（４）裁決の種類 

棄却裁決の一つとして、事情裁決を規定しているが（44 条 1 項）、この場合には、委員

会は請求人に対して相当な救済方法をとるか、相当な救済方法をとるべきことを被請求人

に命じることができる（44 条 2 項）。事情裁決は、無効等確認審判では認められないこと

を明文で規定している（44 条 3 項）。 

取消審判の認容裁決には、取消裁決、変更裁決・変更命令裁決がある（43 条 3 項）。従

来は、委員会が処分庁に取消しを命ずる取消命令裁決があったが、①活用される割合が著

しく低い、②処分庁がこれを履行しなければ当事者の権利救済が損なわれる、③取消命令

裁決に対しては委員会の直接処分権を認めることが困難であるとの理由から、削除された。

無効等確認審判の認容裁決には、有効確認裁決・無効確認裁決・存在確認裁決・不存在確

認裁決がある（43 条 4 項）。義務履行審判の認容裁決には、処分裁決・処分命令裁決があ

る。行政審判委員会の処分命令裁決にもかかわらず処分庁が処分をしないときには、当事

者の申請により、期間を定めて書面で是正を命じ、その期間内に履行しない場合には、直

接当該処分をすることができる（50 条）。 

審判請求に対する裁決がある場合には、当該裁決及び同一処分または不作為に対しては

再び裁決をすることができない（51 条）。 

また、大法院は、裁決は被請求人とその他の関係行政庁を拘束するとの規定(49 条 1 項)

を根拠に、処分庁は裁決に対して不服を申し立てることはできないと解している

(1998.5.8)。 

 

８ 教示制度 

行政審判法は、行政庁が相手方に対して自ら行う職権教示と利害関係人の要求がある場

合に行われる申請による教示の二つを規定している（58 条）。従来は、書面による処分だ

けが教示の対象になっていたが、現行法では、口頭による処分についても教示の対象とし

ている（58 条１項）。教示の内容は、行政審判を提起することができるか否か、提起する

場合の審判請求手続及び請求期間である。教示の相手方は当該処分の相手方であるが（58

条 1 項）、第三者を含めた利害関係人には教示請求権を認めている（2 項）。 

行政審判請求書の提出機関を教示しなかったり、または、誤って教示したために、請求
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人が審判請求書を異なる行政機関に提出したときには、受け取った行政機関は、その審判

請求書を、遅滞なく、正当な権限を有する被請求人に送らなければならない（23 条 2 項）。

この場合、審判請求期間の計算においては、審判権限のない行政機関に審判請求書が提出

されたときに、行政審判が請求されたものとみなすとされている（23 条 4 項）。なお、前

述したように、請求期間の不教示の場合には、処分があった日から 180 日以内に（27 条 6

項）、請求期間を誤って長く教示したときは、教示された期間内に、審判請求があれば、

27 条 1 項の期間内に請求されたものとみなしている（27 条 5 項）。 

 

二 韓国における特筆すべき制度・運用実態 

 

1 近時の改正内容―2008 年一部改正と 2010 年の全部改正 

現行の行政審判法の特色を明らかにするために、近時の改正について、簡単に整理して

おくことにする。これによって、韓国の行政審判法の現在地とともに、その将来の発展の

方向性の概略を知る手掛かりを得られるであろう。 

（1）2008 年の改正 

 ⅰ)国務総理行政審判委員会を国民権益委員会に設置 

 これまで、国民の権利利益の救済及び保護のための機能が、国民苦衷処理委員会・行政

審判委員会及び国家清廉委員会など、幾つかの機関に分かれていたために、国民に混乱と

不便を招いた面が少なくなく、また、2008 年に出帆した李明博政権の掲げる「小さな政府」

にも合致しなかった。そこで 2008 年に制定した「腐敗防止及び国民権益委員会の設置と運

営に関する法律」は、国民権益委員会を新たに設置して、ここに国民苦衷処理委員会、国

務総理行政審判委員会、国家清廉委員会を統合することにした。これに合わせて行政審判

法も改正され、従来は法制処長[内閣法制局長官に類似]が国務総理行政審判委員会の委員

長となり、委員会の運営を担当してきたが、これを改めて、国務総理行政審判委員会を国

民権益委員会に置くとともに、国民権益委員会の副委員長(3 名)のうちの 1 人が国務総理

行政審判委員会の委員長となるように定めた。 

 ⅱ)裁決庁を廃止して、行政審判機関を行政審判委員会に一元化 

 従来は、行政審判の客観性と公正性を担保するために、審理・議決機能と裁決機能を分

離させ、前者の機能を裁決庁に所属する行政審判委員会に付与し、後者の機能を裁決庁に

付与するという、二元的構造を採用していた。しかし、裁決庁に再議要求権を与えない限
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りは、裁決庁の裁決は行政審判委員会の議決に従うだけのまったくの形式的なものに過ぎ

ない。そこで、手続の迅速化を進めるために、審理・議決・裁決の機能を行政審判委員会

に統合したのである。 

（２）2010 年の全部改正 

  ⅰ)名称変更 

 国務総理行政審判委員会の名称を「中央行政審判委員会」に変更した(6 条 2 項)。従来

の国務総理行政審判委員会は、1995 年の改正によって、各中央行政機関に設置されていた

行政審判委員会が廃止され、その機能が国務総理行政審判委員会に統合されることで、国

務総理行政審判委員会は全ての国家機関の処分又は不作為に対する審判請求事件を担当す

ることになった。さらに、2008 年の改正によって、国務総理行政審判委員会は国民権益委

員会の中に置かれることになった。そこで、中央行政機関と広域地方自治団体の処分又は

不作為に対する行政審判の管轄範囲を反映した呼びやすい名称として、「中央行政審判委員

会」の名称が採用されることになったのである。 

ⅱ)特別行政審判新設などの際の協議の義務化 

 特別な事由なく個別の法令によって行政審判に対する特別な手続を規定する事例が増え

ているが、このような特別行政審判の濫設を防止するために、行政機関の長が個別法によ

って特別行政審判を新設したり、国民に不利な内容に変更しようとする場合には、あらか

じめ中央行政審判委員会と協議することを義務付けることにした(4 条 3 項)。 

ⅲ)異議申請制度の導入 

これまで譲受人の請求人地位承継申請に対する不許可など、行政審判委員会の手続的事

項に対する決定については、当事者には争う方法がなかった。今回の改正によって、行政

審判委員会の決定のうち当事者の手続的権利に重大な影響を及ぼす地位承継の不許可、被

請求人の更正決定、参加申請の不許可、請求の変更不許可などについては、行政審判委員

会に異議申請をすることができるようになった(16 条 8 項、17 条 6 項、20 条 6 項、29 条

7 項)。 

ⅳ)審判参加人の手続的権利の強化 

 審判参加人に当事者に準ずる手続的地位を与え、関連書類を参加人にも送達するように

するなど、審判参加人の手続的権利を強化した(20 条～22 条)。 
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  ⅴ)執行停止要件の緩和 

 執行停止の要件を、これまでの「回復の困難な損害を予防するために緊急な必要がある

と認めるとき」から、「重大な損害が生ずるのを予防する必要性が緊急であると認めるとき」

に緩和した(30 条)。 

  ⅵ)臨時処分制度の導入 

 行政庁の拒否処分や不作為のために発生する当事者の重大な不利益や緊迫した危険を防

ぐために当事者に臨時の地位を付与する臨時処分制度を導入した(31 条)。行政訴訟におけ

る臨時の地位を定める仮処分に該当するものである。 

  ⅶ)取消命令裁決の削除 

 改正前は、行政審判委員会が処分庁に取消しを命ずる取消命令裁決があったが、取消命

令裁決は、実際においてほとんど活用されなかっただけでなく、処分庁が裁決を履行しな

ければ却って当事者の権利救済を弱体化する結果をもたらすことにもなるので、これを削

除した。 

ⅷ)オンライン行政審判制度の導入のための法的根拠を用意 

従来から電子政府法に基づいてオンラインでの審判請求を受け付けていたが、請求人に

対する送達はすべて書面で行っていたので、これらを補充して、行政審判法の中に正面か

ら規定することにした（7 章）。2010 年のオンライン行政審判利用実績はオンライン請求率

が 13.0%、オンライン答弁率が 94.5%であり、システム構築以後では も高い利用率を記録

した(국민권익위원회、前掲書)。 

ⅸ)平易な法律用語の使用 

近の「分かりやすい法令」を作成するとの方針のもと、法令のハングル化、難しい法

令用語の平易化、ハングル表記法の順守、正確かつ自然な法文章の構成、体系整備を通じ

た簡潔化・明確化の方向での改正を反映した。 

 

２ 行政審判と類似した制度 

（１）異議申請 

行政審判は原則的に処分庁の直近上級行政庁に提起する争訟であるが、異議申請は処分

庁に再審査を求める不服手続である。また、行政審判はすべての違法・不当な処分等に対

して認められるが、異議申請は個別法で定める処分等についてだけ認められる。個別法で

異議申請制度を置きながらも、行政審判については何らの規定も置いていない場合に、異
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議申請を提起した後に、別途、行政審判を提起することができるか否かという問題につい

て、大法院は、「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」上、個別公示地価に対する異

議申請と関連して、異議申請によるその結果の通知を受けた後に再び行政審判法による行

政審判を提起することができると判示した（2010.1.28）。 

（２）請願 

行政審判は、侵害された権利利益の救済のための争訟制度であるので提起機関や期間が

厳格に制限されているが、請願は国政に対する国民の意思表示を保障するための制度であ

るので、いかなる機関にも、また、何時でも提起することができる。憲法で国民の請願権

について定めるとともに、法律としては、請願法がある。 

（３）陳情 

陳情は法定の形式・手続によることなく行政庁に対して一定の希望を陳述する行為であ

り、それに対する行政機関の応答は別段法的な意味を有しない。陳情は、その意味で請願

と類似した意味で使用される。また、その希望する内容が処分などの特定の行為であれば、

苦衷民願ということもできる。大法院は、表題に陳情書と書かれていても、その内容が行

政審判請求に該当する場合には、行政審判として処理しなければならないと判示している

（2000.6.9.）。 

（４）苦衷民願処理制度 

これは、国民の苦情・不満を、国民と行政機関の間で中立的・独立的な機関である国民

権益委員会または市民苦衷処理委員会で簡便・迅速に調査・解決する制度である。苦衷民

願とは、「行政機関等の違法・不当または消極的な処分及び不合理な行政指導によって国民

の権利を侵害し、または国民に不便または負担を与える事項に関する民願をいう」(「腐敗

防止及び国民権益委員会の設置と運営に関する法律」2 条 5 号)と定義されている。したが

って、権利だけでなく、不便、負担などの解消を求める国民の利便性、物質的・精神的な

安穏なども権益の概念ないしは国民権益委員会が保護して救済すべき対象ないし価値に含

まれる。また、その救済手段も、是正・制度改善などの勧告、意見表明、公表などであり、

それらに法的拘束力はない。そもそも「民願」とは、住民が行政機関に対して行う申請・

苦情・その他行政機関に特定の行為を要求する行為であり、住民が行政機関に用事がある

というとき（私用を除き）、その「用事」というのが民願である(（財）自治体国際化協会

（CLAIR）編『各国の電子自治体の推進状況』第 6 章「韓国」（高橋誠執筆）、(財）自治

体国際化協会（CLAIR）、2006 年) 123 頁)。 
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 苦衷民願処理は、民願申請、民願調査、審議議決、決定の通知及び処理結果の通知の順

で行われる。申請は、本人または代理人を通じて、書面で直接申請するか、または郵便、

インターネット、ＦＡＸなどを通じて行うことができる。受理された苦衷民願について、

関係行政機関に説明要求と関係資料・書類などの提出、関係職員の出席及び意見陳述など

の調査を実施する。調査が完了したら、委員会が審議して、是正勧告、意見表明、法令・

制度・政策などの改善の勧告・意見表明などを議決する。議決事項について通知書を作成

して、当事者に通知する一方、委員会の勧告または意見を受けた関係行政機関は、これを

尊重しなければならない。処理期間は原則として民願受理から 60 日、場合によっては 30

日の延長をすることができる。 

なお、同一の案件が処分に該当し、かつ、請求人適格を有するなど、いわゆる行政審判

の提起要件を備えている限りにおいては、行政審判と苦衷民願の両方を利用することはで

きる。しかし、苦衷民願の提起によって、結果として行政審判請求期間の徒過による行政

審判請求権の制限をもたらす可能性もあるので、苦衷民願を受理した機関はその表題にと

らわれることなく、その内容が行政審判を請求するものであるか否かを検討して、その内

容が行政処分の是正を求めるものであれば、速やかに処分庁や行政審判委員会に送付する

のが妥当である(류광해『행정심판노트』(충남대학교출판부、2010)28 頁)。 

大法院は、この両者の関係について、行政審判前置主義を採用していた行政訴訟法の時

代の判決ではあるが、次のように判示している。すなわち、「国民苦衷処理制度は、……行

政審判法による行政審判……等の不服救済手続とは制度の趣旨及び性格を異にしているの

で、国民苦衷処理委員会に対する苦衷民願の申請が行政訴訟の前置手続として要求される

行政審判の請求に該当するものとみることはできない。ただし、国民苦衷処理委員会に受

理された申請書が行政機関の処分に対して是正を求める趣旨であることが内容上明らかで、

国民苦衷処理委員会がこれを当該処分庁またはその裁決庁に送付した場合に限って、行政

審判法……の規定によって申請書が国民苦衷処理委員会に受理されたときに、行政審判の

請求が提起されたものとみることができる」(1995.9.29)と述べている。 

国民権益委員会は 2008 年度に総 29,433 件(前年度の繰越し受理の 2,061 件を含む)の苦

衷民願を受理して、27,509件（93%）を処理した。2007年度は総25,436件の受理、23,373件

の処理であったので、受理件数で 15.7%、処理件数で 17.7%増加している

(국민권익위원회『국민권익위원회 주요업무 

안내서』국민권익위원회（운영자원과）、2008 年)44～45 頁）。苦衷民願の主要な



- 89 - 
 

発生原因は、拒否、不作為などの消極的処分(23％)、私人間の関係(23％)、違法・不当な

処分及び規制(17％)、申請人の不合理な要求(14％)、各種行政についての問合せ及び

建議(13％)、不合理な政策・制度・法令(6％)、公職形態(不誠実、怠惰)などである

(문용린『권익구제 교재 개발 

연구』국민권익위원회민원조사기획과、2009 年)18～19 頁) 。 

国民権益委員会のホームページには、朝鮮朝時代に国民が国王に直訴するときに打った

鼓から由来する「国民申聞鼓」と名付けられた、オンライン政府民願ポータルサイト 

(www.epeople.go.kr)が、政府に対するあらゆる民願、提案、政策討論、腐敗通報、行政審

判を申請できるインターネット国民コミュニケーション窓口として設けられている。これ

は、中央部処[省庁に相当]、地方自治体、海外公館、司法府などの主要公共機関と連結さ

れているために、この窓口を通じて多くの機関に重複して申請された民願等は、この統合

システムを通じて所管機関に自動的に分類されている。 

この結果、民願処理期間が飛躍的に迅速化され、複合民願の場合、処理期間は 2005 年

の平均 36.1 日が、国民申聞鼓の構築以後の 2008 年は 9.2 日に短縮され、一般民願も、2005

年の平均 12 日が 2008 年には 6.9 日に短縮された(문용린、前掲書、26 頁）。 

法的効果の異なる行政審判と民願等の苦情処理を厳格に区別することは必要であるが、

国政に対する国民の意思表示を保障するに過ぎない請願、法定の形式・手続によらずに希

望を述べるに過ぎない陳情を、少なくとも法定の手続によって苦情の処理が進行し、期日

までに何らかの議決が国民に通知される苦衷民願から厳密に区別する実益は国民の側から

はないといえよう。また、「実際には、請願、民願、陳情が、互いに区分されることなく混

用されているのが現実である」(류광해、前掲書、24 頁)のである。 
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［参考資料］ 

 

一 関係条文 

 

行政審判法[全部改正2010.1.25 法律第9968号施行日2010.7.26] 

 

第1章 総則 

第1条（目的）この法律は、行政審判手続を通じて、行政庁の違法若しくは不当な処分又は

不作為によって侵害された国民の権利又は利益を救済し、併せて行政の適正な運営を図

ることを目的とする。 

第2条（定義）この法律で使用する用語の意義は、次のとおりである。 

1. 「処分」とは、行政庁が行う具体的事実に関する法執行としての公権力の行使又は

その拒否その他これに準ずる行政作用をいう。 

2. 「不作為」とは、行政庁が当事者の申請に対し相当な期間内に一定の処分をしなけ

ればならない法律上の義務があるにもかかわらず処分をしないことをいう。 

3. 「裁決」とは、行政審判の請求に対して第6条に基づき行政審判委員会が行う判断を

いう。 

4. 「行政庁」とは、行政に関する意思を決定して表示する国又は地方自治団体の機関、

その他法令又は自治法規により行政権限を有し、又は委託を受けた公共団体及びその

機関又は私人をいう。 

第3条（行政審判の対象）①行政庁の処分又は不作為については、他の法律に特別な規定が

ある場合を除き、この法律により行政審判を請求することができる。 

②大統領の処分又は不作為については、他の法律で行政審判を請求することができると定

めた場合を除き、行政審判を請求することができない。 

第4条（特別行政審判等）①事案の専門性及び特殊性を活かすために特に必要な場合を除き、

この法律による行政審判にかわる特別な行政不服手続（以下「特別行政審判」という。）

又はこの法律による行政審判手続に対する特例を他の法律で定めることはできない。 

②他の法律で、特別行政審判又はこの法律による行政審判手続に対する特例を定めた場合

においても、その法律で規定しない事項に関しては、この法律で定めるところによる。 

③関係行政機関の長が特別行政審判又はこの法律による行政審判手続に対する特例を新設

又は変更する法令を制定・改正するときは、あらかじめ中央行政審判委員会と協議しな

ければならない。 

第5条（行政審判の種類）行政審判の種類は、次の各号のとおりである。 

1. 取消審判：行政庁の違法又は不当な処分を取消し又は変更する行政審判 

2. 無効等確認審判：行政庁の処分の効力有無又は存否を確認する行政審判 

3. 義務履行審判：当事者の申請に対する行政庁の違法若しくは不当な拒否処分又は不

作為に対して一定の処分をさせる行政審判 
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第2章 審判機関 

第6条（行政審判委員会の設置）①次の各号の行政庁又はその所属行政庁（行政機関の階層

構造に拘らずその監督を受け、又は委託を受けたすべての行政庁をいうが、委託を受け

た行政庁は、その委託を受けた事務に関しては、委託した行政庁の所属行政庁とみなす。

以下同じ。）の処分又は不作為に対する行政審判の請求（以下「審判請求」という。）

については、次の各号の行政庁に置く行政審判委員会で審理・裁決する。 

1. 監査院、国家情報院長、その他大統領令で定める大統領所属機関の長 

2. 国会事務総長・法院行政処長・憲法裁判所事務処長及び中央選挙管理委員会事務総

長 

3. 国家人権委員会、「真実・和解のための過去史整理委員会」その他地位・性格の独

立性及び特殊性等が認められ、大統領令で定める行政庁 

②次の各号の行政庁の処分又は不作為に対する審判請求については、「腐敗防止及び国民

権益委員会の設置と運営に関する法律」に基づき設置される国民権益委員会（以下「国

民権益委員会」という。）に置かれる中央行政審判委員会で審理・裁決する。 

1. 第1項による行政庁以外の国家行政機関の長又はその所属行政庁 

2. 特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事（特別市・広域市・道又は特別自治

道の教育監を含む。以下「市・道知事」という。）又は特別市・広域市・道・特別自

治道（以下「市・道」という。）の議会（議長、委員会の委員長、事務処長等議会に

所属するすべての行政庁を含む。） 

3. 「地方自治法」に基づき地方自治団体組合等関係法律により国家・地方自治団体・

公共法人等が共同で設立した行政庁。ただし、第3項第3号に該当する行政庁は、これ

を除く。 

②次の各号の行政庁の処分又は不作為に対する審判請求については、市・道知事所属に置

かれる行政審判委員会で審理・裁決する。 

1. 市・道所属行政庁 

2. 市・道の管轄区域にある市・郡・自治区の長、所属行政庁又は市・郡・自治区の議

会（議長、委員会の委員長、事務局長、事務課長等議会所属のすべての行政庁を含む。） 

3. 市・道の管轄区域にある二以上の地方自治団体（市・郡・自治区をいう。）・公共

法人等が共同で設立した行政庁 

③第2項第1号にかかわらず、大統領令で定める国家行政機関所属の特別地方行政機関の長

の処分又は不作為に対する審判請求については、当該行政庁の直近上級行政機関に置か

れる行政審判委員会で審理・裁決する。 

第7条（行政審判委員会の構成）①行政審判委員会（中央行政審判委員会を除く。以下この

条において同じ。）は、委員長1人を含む30人以内の委員で構成する。 

②行政審判委員会の委員長は、その行政審判委員会が所属する行政庁がなり、委員長が欠

けたとき、やむをえない事由で職務を遂行できないとき又は委員長が必要と認めるとき

は、次の各号の順序により委員が委員長の職務を代行する。 

1. 委員長が事前に指名した委員 

2. 第4項により指名された公務員である委員（2人以上の場合には、職級又は高位公務

員団に属する公務員の職務等級が高い委員の順序で、職級又は職務等級も同じ場合に

は委員在職期間が長い委員の順序で、在職期間も同じ場合には年長者の順序とする。） 
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③第2項にかかわらず、第6条第3項により市・道知事所属に置かれる行政審判委員会の場合

には、当該地方自治団体の条例に定めるところにより公務員でない委員を委員長に定め

ることができる。この場合、委員長は、非常任とする。 

④行政審判委員会の委員は、当該行政審判委員会が所属する行政庁が次の各号のいずれか

一に該当する人の中から委嘱し、又はその所属公務員の中から指名する。 

1. 弁護士資格を取得した後5年以上の実務経験がある者 

2. 「高等教育法」第2条第1号から第6号までの規定に基づく学校において助教授以上と

して在職し、又は在職していた者 

3. 行政機関の4級以上の公務員又は高位公務員団に属する公務員であった者 

4. 博士学位を取得した後当該分野で5年以上勤務した経験がある者 

5. その他行政審判と関連した分野の知識と経験が豊富な者 

⑤行政審判委員会の会議は、委員長及び委員長が会議ごとに指定する8人の委員（そのうち

第4項による委嘱委員は6人以上とするが、第3項により委員長が公務員でない場合には5

人以上とする。）で構成する。ただし、国会規則、大法院規則、憲法裁判所規則、中央

選挙管理委員会規則又は大統領令（第6条第3項により市・道知事所属に置かれる行政審

判委員会の場合には当該地方自治団体の条例）で定めるところにより、委員長及び委員

長が会議ごとに指定する6人の委員（そのうち第4項による委嘱委員は5人以上とするが、

第3項により公務員でない委員が委員長の場合には4人以上とする。）で構成することが

できる。 

⑥行政審判委員会は、第5項による構成員過半数の出席と出席委員過半数の賛成で議決する。 

⑦行政審判委員会の組織及び運営その他必要な事項は、国会規則、大法院規則、憲法裁判

所規則、中央選挙管理委員会規則又は大統領令で定める。 

第8条（中央行政審判委員会の構成）①中央行政審判委員会は、委員長1人を含む50人以内

の委員で構成するが、委員のうち常任委員は、4人以内とする。 

②中央行政審判委員会の委員長は、国民権益委員会の副委員長の中の1人がなり、委員長が

欠けたとき、やむをえない事由で職務を遂行できないとき又は委員長が必要と認めると

きは、常任委員（常任で在職した期間が長い委員の順序で、在職期間が同じ場合には年

長者の順序とする。）が委員長の職務を代行する。 

③中央行政審判委員会の常任委員は、特別職国家公務員として任命されるが、3級以上の公

務員又は高位公務員団に属する一般職公務員として3年以上勤務した者又はその他行政

審判に関する知識及び経験が豊富な者の中から中央行政審判委員会委員長の提案によ

り国務総理を経由して大統領が任命する。 

④中央行政審判委員会の非常任委員は、第7条第4項各号のいずれかに該当する者の中から

中央行政審判委員会委員長の提案により国務総理が委嘱する。 

⑤中央行政審判委員会の会議（第6項による小委員会会議は除く。）は、委員長、常任委員

及び委員長が会議ごとに指定する非常任委員を含む総勢9人で構成する。 

⑥中央行政審判委員会は、審判請求事件（以下「事件」という。）のうち「道路交通法」

による自動車運転免許行政処分に関する事件（小委員会が中央行政審判委員会で審理・

議決するよう決定した事件は除く。）を審理・議決させるために4人の委員で構成する

小委員会を置くことができる。 

⑦中央行政審判委員会及び小委員会は、各々第5項及び第6項による構成員過半数の出席と
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出席委員過半数の賛成で議決する。 

⑧中央行政審判委員会は、委員長が指定する事件をあらかじめ検討することが必要な場合

には、専門委員会を置くことができる。 

⑨中央行政審判委員会、小委員会及び専門委員会の組織及び運営等に必要な事項は、大統

領令で定める。 

第9条（委員の任期及び身分保障等）①第7条第4項に基づき指名された委員は、その職に在

職する間、在任する。 

②第8条第3項により任命された中央行政審判委員会常任委員の任期は、3年とし、1次に限

って連任することができる。 

③第7条第4項及び第8条第4項により委嘱された委員の任期は、2年とし、2次に限って連任

することができる。 ただし、第6条第1項第2号に規定された機関に置かれる行政審判委

員会の委嘱委員の場合には、各々国会規則、大法院規則、憲法裁判所規則又は中央選挙

管理委員会規則の定めるところによる。 

④次の各号のいずれかに該当する者は、第6条に基づく行政審判委員会（以下「委員会」と

いう。）の委員になることができず、委員がこれに該当するようになったときは、当然

に退職する。 

1. 大韓民国国民でない者 

2. 「国家公務員法」第33条各号のいずれかに該当する者 

⑤第7条第4項及び第8条第4項により委嘱された委員は、禁錮以上の刑を宣告され、又はや

むをえない事由で長期間職務を遂行できなくなる場合のほかは、任期中その意思に反し

て解嘱されない。 

第10条（委員の除斥・忌避・回避）①委員会の委員は、次の各号のいずれかに該当する場

合には、その事件の審理・議決から除斥される。この場合、除斥決定は、委員会の委員

長（以下「委員長」という。）が職権又は当事者の申請により行う。 

1. 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者又は事件に関して

共同権利者若しくは義務者の場合 

2. 委員が、事件の当事者と親族又は親族であった場合 

3. 委員が、事件に関して証言又は鑑定をした場合 

4. 委員が、当事者の代理人として事件に関与し、又は関与していた場合 

5. 委員が、事件の対象になった処分又は不作為に関与した場合 

②当事者は、委員に公正な審理・議決を期待するのが困難な事情があれば、委員長に忌避

申請をすることができる。 

③委員に対する除斥申請又は忌避申請は、その理由を疏明する文書によって行わなければ

ならない。 

④委員長は、除斥申請又は忌避申請の対象になった委員から、それについての意見を受け

ることができる。 

⑤委員長は、除斥申請又は忌避申請を受けたときは、除斥又は忌避の許否についての決定

をして、遅滞なく、申請人に決定書正本を送達しなければならない。 

⑥委員会の会議に参加する委員が除斥事由又は忌避事由に該当することを知ったときは、

自らその事件の審理・議決を回避することができる。この場合、回避しようとする委員

は、委員長にその事由を疎明しなければならない。 
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⑦事件の審理・議決に関する事務に関与する委員でない職員にも、第1項から第6項までの

規定を準用する。 

第11条（罰則適用時の公務員擬制）委員の中で公務員でない委員は、刑法及びその他の法

律による罰則を適用するときは、公務員とみなす。 

第12条（委員会の権限継承）―略― 

 

第3章 当事者及び関係人 

第13条（請求人適格）①取消審判は、処分の取消し又は変更を求める法律上の利益がある

者が請求することができる。処分の効果が期間の経過、処分の執行その他の事由で消滅

した後にも、その処分の取消しによって回復する法律上の利益がある者の場合も、同様

とする。 

②無効等確認審判は、処分の効力有無又は存在有無の確認を求める法律上の利益がある者

が請求することができる。 

③義務履行審判は、処分を申請した者で行政庁の拒否処分又は不作為に対して一定の処分

を求める法律上の利益がある者が請求することができる。 

第14条（法人でない社団又は財団の請求人能力）法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人が定められている場合には、その社団又は財団の名称で審判請求をすることができ

る。 

第15条（選定代表者）―略― 

第16条（請求人の地位承継）―略― 

第17条（被請求人の適格及び更正）①行政審判は、処分をした行政庁（義務履行審判の場

合には請求人の申請を受けた行政庁）を被請求人として、請求しなければならない。た

だし、審判請求の対象と関係する権限が他の行政庁に承継された場合には、権限を承継

した行政庁を被請求人としなければならない。②～⑥略 

第18条（代理人の選任）①請求人は、法定代理人の他に次の各号のいずれかに該当する者

を代理人として選任することができる。 

1. 請求人の配偶者、請求人又は配偶者の4親等以内の血族 

2. 請求人が法人又は第14条による請求人能力のある法人格なき社団若しくは財団の場

合には、その所属役職員 

3. 弁護士 

4. 他の法律により審判請求を代理できる者 

5. その他委員会の許可を受けた者 

②～③略 

第19条（代表者等の資格）―略― 

第20条（審判参加）―略― 

第21条（審判参加の要求）―略― 

第22条（参加人の地位）①参加人は、行政審判手続で当事者ができる審判手続上の行為を

することができる。 

②この法律により当事者が委員会に書類を提出するときは、参加人の数と同数の副本を提

出しなければならず、委員会が当事者に通知をし、又は書類を送達するときは、参加人

にも通知し、又は送達しなければならない。 
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③参加人の代理人選任、代表者資格及び書類提出に関しては、第18条、第19条及び本条第2

項を準用する。 

 

第4章 行政審判請求 

第23条（審判請求書の提出）①行政審判を請求しようとする者は、第28条により審判請求

書を作成して、被請求人又は委員会に提出しなければならない。この場合、被請求人と

同数の審判請求書副本を併せて提出しなければならない。 

②～④略 

第24条（被請求人の審判請求書等の受付・処理）①被請求人が第23条第1項、第2項又は第

26条第1項により審判請求書を受け付け、又は送付を受けたときは、10日以内に審判請

求書（第23条第1項、第2項の場合のみ該当する。）及び答弁書を委員会に送付しなけれ

ばならない。ただし、請求人が審判請求を取り下げた場合は、この限りでない。 

②被請求人は、処分の相手方でない第三者が審判請求をした場合には、遅滞なく、処分の

相手方にその事実を知らせなければならない。この場合、審判請求書写本を併せて送達

しなければならない。 

③被請求人が第1項本文により審判請求書を送付するときは、審判請求書に委員会を表示せ

ず、又は誤って表示された場合にも、正当な権限がある委員会に送付しなければならな

い。 

④被請求人は、第1項本文により答弁書を送付するときは、請求人と同数の答弁書副本を併

せて送付し、答弁書には次の各号の事項を明確に記載しなければならない。 

1. 処分又は不作為の根拠及び理由 

2. 審判請求の趣旨及び理由に対応する答弁 

3. 第2項に該当する場合には、処分の相手方の氏名、住所、連絡先及び第2項の義務履

行の有無 

⑤第2項及び第3項の場合に、被請求人は、送付事実を、遅滞なく、請求人に知らせなけれ

ばならない。 

⑥中央行政審判委員会で審理・裁決する事件の場合、被請求人は、第1項により委員会に審

判請求書又は答弁書を送付するときは、所管中央行政機関の長にも、その審判請求・答

弁の内容を知らせなければならない。 

第25条（被請求人の職権取消し等）①第23条第1項、第2項又は第26条第1項により審判請求

書を受けた被請求人は、その審判請求が理由あると認めるときは、審判請求の趣旨に従

い、職権で処分を取り消し、変更し、若しくは確認し、又は申請に基づく処分（以下こ

の条において「職権取消し等」という。）をすることができる。この場合、書面で請求

人に知らせなければならない。 

②被請求人は、第1項により職権取消し等をしたときは、請求人が審判請求を取り下げた場

合を除き、第24条第1項本文により審判請求書・答弁書を送付するときに、職権取消し

等の事実を証明する書類を委員会に併せて提出しなければならない。 

第26条（委員会の審判請求書等の受付・処理）―略― 

第27条（審判請求の期間）①行政審判は、処分があったことを知った日から90日以内に請

求しなければならない。 

②請求人が天災地変、戦争、事変その他の不可抗力によって、第1項で定めた期間に審判請
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求をできなかったときは、その事由が消滅した日から14日以内に行政審判を請求するこ

とができる。ただし、国外から行政審判を請求する場合には、その期間を30日とする。 

③行政審判は、処分があった日から180日が過ぎたときは、請求することができない。ただ

し、正当な事由がある場合には、この限りでない。 

④第1項及び第2項の期間は、不変期間とする。 

⑤行政庁が審判請求期間を第1項に規定した期間より長い期間であると誤って知らせた場

合、その誤って知らせた期間に審判請求があったときは、その行政審判は第1項に規定

した期間に請求されたとみなす。 

⑥行政庁が審判請求期間を知らせない場合には、第3項に規定した期間に審判請求をするこ

とができる。 

⑦第1項から第6項までの規定は、無効等確認審判請求及び不作為に対する義務履行審判請

求には適用しない。 

第28条（審判請求の方式）①審判請求は、書面でしなければならない。 

②～⑤略 

第29条（請求の変更）―略― 

第30条（執行停止）①審判請求は、処分の効力、その執行又は手続の続行に影響を与えな

い。 

②委員会は、処分、処分の執行又は手続の続行のために重大な損害の生ずることを予防す

る必要性が緊急にあると認めるときは、職権、又は当事者の申請により、処分の効力、

処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止（以下「執行停止」という。）を決定

することができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行を停止に

よってその目的を達成することができるときは、許されない。 

③執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、許されない。 

④委員会は、執行停止を決定した後に執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は

その停止事由がなくなった場合には、職権又は当事者の申請により、執行停止決定を取

り消すことができる。 

⑤執行停止の申請は、審判請求と同時に又は審判請求に対する第7条第6項若しくは第8条第

7項による委員会若しくは小委員会の議決がある前までに、執行停止決定の取消しの申

請は、審判請求に対する第7条第6項又は第8条第7項による委員会又は小委員会の議決が

ある前までに、申請の趣旨及び原因を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

ただし、審判請求書を被請求人に提出した場合で、審判請求と同時に執行停止の申請を

するときは、審判請求書写本及び受付証明書を併せて提出しなければならない。 

⑥第2項及び第4項にかかわらず、委員会の審理・決定を待つ場合に重大な損害が生ずるお

それがあると認めるときは、委員長は、職権で委員会の審理・決定に替わる決定をする

ことができる。この場合、委員長は、遅滞なく、委員会にその事実を報告して追認を受

けなければならず、委員会の追認を受けられないときは、委員長は、執行停止又は執行

停止取消しに関する決定を取り消さなければならない。 

⑦委員会は、執行停止又は執行停止の取消しに関して審理・決定したときは、遅滞なく、

当事者に決定書正本を送達しなければならない。 

第31条（臨時処分）①委員会は、処分又は不作為が違法又は不当であると相当の疑いがあ

る場合で、処分又は不作為のために当事者が受けるおそれのある重大な不利益又は当事
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者に生ずる急迫した危険を避けるために臨時の地位を定めなければならない必要があ

る場合には、職権又は当事者の申請により、臨時処分を決定することができる。 

②第1項による臨時処分に関しては、第30条第3項から第7項までを準用する。この場合、同

条第6項前段中「重大な損害が生ずるおそれ」は、「重大な不利益又は急迫した危険が

生ずるおそれ」とみなす。 

③第1項による臨時処分は、第30条第2項による執行停止によって目的を達成できる場合に

は、許されない。 

 

第5章 審理 

第32条（補正）①委員会は、審判請求が適法でないものの補正することができると認める

ときは、期間を定めて、請求人に補正すべきことを要求することができる。ただし、軽

微な事項は、職権で補正することができる。 

②請求人は、第1項の要求を受けたときは、書面で補正しなければならない。この場合、他

の当事者と同数の補正書副本を併せて提出しなければならない。 

③委員会は、第2項により提出された補正書副本を、遅滞なく、他の当事者に送達しなけれ

ばならない。 

④第1項による補正をした場合には、初めから適法に行政審判が請求されたものとみなす。 

⑤第1項による補正期間は、第45条による裁決期間に算入しない。 

第33条（主張の補充）―略― 

第34条（証拠書類等の提出）―略― 

第35条（資料の提出要求等）①委員会は、事件審理に必要なときは、関係行政機関が保管

中の関連文書、帳簿、その他必要な資料の提出を要求することができる。 

②委員会は、必要と認めるときは、事件と関連した法令を主管する行政機関その他関係行

政機関の長又はその所属公務員に、委員会の会議に参加して意見を陳述することを要求

し、又は意見書を提出することを要求することができる。 

③関係行政機関の長は、特別な事情がない限り、第1項及び第2項による委員会の要求に従

わなければならない。 

④中央行政審判委員会で審理・裁決する審判請求の場合、所管中央行政機関の長は、意見

書を提出し、又は委員会に出席して意見を陳述することができる。 

第36条（証拠調査）①委員会は、事件を審理するために必要なときは、職権又は当事者の

申請により、次の各号の方法によって証拠調査をすることができる。 

1. 当事者又は関係人（関係行政機関所属公務員を含む。以下同じ。）を委員会の会議

に出席させ、訊問する方法 

2. 当事者又は関係人が持っている文書、帳簿、物件又はその他の証拠資料の提出を要

求し、領置する方法 

3. 特別な学識及び経験を有する第三者に鑑定を要求する方法 

4. 当事者又は関係人の住所、居所、事業場その他の必要な場所に立ち入って、当事者

又は関係人に質問し、又は書類、物件等を調査若しくは検証する方法 

②委員会は、必要なときは、委員会が所属する行政庁の職員又は他の行政機関に嘱託して、

第1項の証拠調査をさせることができる。 

③第1項による証拠調査を遂行する者は、その身分を示す証票を携帯して、これを当事者及
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び関係人に提示しなければならない。 

④第1項による当事者等は、委員会の調査又は要求等に誠実に協力しなければならない。 

第37条（手続の併合又は分離）―略― 

第38条（審理期日の指定と変更）―略― 

第39条（職権審理）委員会は、必要なときは、当事者が主張しない事実に対しても審理す

ることができる。 

第40条（審理の方式）①行政審判の審理は、口頭審理又は書面審理でする。ただし、当事

者が口頭審理を申請した場合には、書面審理だけで決定することができると認められる

ときのほかは、口頭審理をしなければならない。 

②委員会は、第1項ただし書により口頭審理申請を受けたときは、その許否を決定して、申

請人に知らせなければならない。 

③第2項の通知は、簡易通知の方法によってすることができる。 

第41条（発言内容等の非公開）委員会で委員が発言した内容又はその他公開されれば委員

会の審理・裁決の公正性を害するおそれがある事項として、大統領令で定める事項は、

公開しない。 

第42条（審判請求等の取下げ）―略― 

 

第6章 裁決 

第43条（裁決の区分）①委員会は、審判請求が適法でないときは、その審判請求を却下す

る。 

②委員会は、審判請求に理由がないと認めるときは、その審判請求を棄却する。 

③委員会は、取消審判の請求に理由があると認めるときは、処分を取り消し、他の処分に

変更し、又は処分を他の処分に変更することを被請求人に命じる。 

④委員会は、無効等確認審判の請求に理由があると認めるときは、処分の効力有無又は処

分の存否を確認する。 

⑤委員会は、義務履行審判の請求に理由があると認めるときは、遅滞なく、申請に基づく

処分をし、又は処分をすることを被請求人に命じる。 

第44条（事情裁決）①委員会は、審判請求に理由があると認める場合であっても、これを

認容することが公共の福祉に大きく違背すると認めるときは、その審判請求を棄却する

裁決をすることができる。この場合、委員会は、裁決の主文でその処分又は不作為が違

法又は不当であることを、具体的に明らかにしなければならない。 

②委員会は、第1項に基づく裁決をするときは、請求人に対して相当な救済方法をとり、又

は相当な救済方法をとることを被請求人に命じることができる。 

③第1項及び第2項は、無効等確認審判には、適用しない。 

第45条（裁決期間）①裁決は、第23条により被請求人又は委員会が審判請求書を受けた日

から60日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、委員

長が職権で30日を延長することができる。 

②委員長は、第1項ただし書により裁決期間を延長する場合には、裁決期間が終わる7日前

まで当事者に知らせなければならない。 

第46 条（裁決の方式）①裁決は、書面で行う。 

②～③略 
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第47条（裁決の範囲）①委員会は、審判請求の対象になる処分又は不作為以外の事項につ

いては、裁決することができない。 

②委員会は、審判請求の対象になる処分よりも請求人に不利な裁決をすることができない。 

第48条（裁決の送達と効力発生）―略― 

第49条（裁決の拘束力等）①審判請求を認容する裁決は、被請求人及びその他の関係行政

庁を拘束する。 

②当事者の申請を拒否し、又は不作為で放置した処分の履行を命じる裁決があったときは、

行政庁は、遅滞なく、以前の申請に対して裁決の趣旨に従い処分をしなければならない。 

③申請による処分が手続の違法又は不当を理由として裁決で取り消された場合には、第2

項を準用する。 

④法令の規定により公告又は告示した処分が、裁決で取消し又は変更されたときは、処分

をした行政庁は、遅滞なく、その処分が取消し又は変更されたことを、公告又は告示し

なければならない。 

⑤法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取消し、又

は変更されたときは、処分をした行政庁は、遅滞なく、その利害関係人にその処分が取

消し又は変更されたことを知らせなければならない。 

第50条（委員会の直接処分）①委員会は、被請求人が第49条第2項にもかかわらず、処分を

しない場合には、当事者の申請に応じて、期間を定めて書面で是正を命じ、その期間に

履行しないときは、直接処分をすることができる。ただし、その処分の性質又はその他

の不可避な事由によって委員会が直接処分をすることができない場合には、この限りで

ない。 

②委員会は、第1項本文により直接処分をしたときは、その事実を当該行政庁に通知しなけ

ればならず、その通知を受けた行政庁は、委員会がした処分を、自らがした処分とみな

して、関係法令に従い管理、監督等必要な措置をしなければならない。 

第51条（行政審判再請求の禁止）審判請求に対する裁決があったときは、その裁決及び同

一の処分又は不作為に対して、再び行政審判を請求することができない。 

 

第7章 電子情報処理組織を通した行政審判手続の遂行 

第52条（電子情報処理組織を通した審判請求等）―略― 

第53条（電子署名等）―略― 

第54条（電子情報処理組織を利用した送達等）―略― 

 

第8章 補則 

第55条（証拠書類等の返還）―略― 

第56条（住所等送達場所変更の申告義務）―略― 

第57条（書類の送達）―略― 

第58条（行政審判の教示）―略― 

第59条（不合理な法令等の改善）①中央行政審判委員会は、審判請求を審理・裁決するに

おいて、処分又は不作為の根拠になる命令等（大統領令、総理令、部令、訓令、例規、

告示、条例、規則等をいう。以下同じ。）が法令に根拠がない、上位法令に違反する、

又は国民に過度な負担を与える等甚だしく不合理であるときは、関係行政機関にその命
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令等の改正、廃止等適切な是正措置を要請することができる。 

②第1項による要請を受けた関係行政機関は、正当な事由がない限り、これに従わなければ

ならない。 

第60条（調査・指導等）①中央行政審判委員会は、行政庁に対して、次の各号の事項等を

調査して、必要な指導をすることができる。 

1. 委員会の運営実態 

2. 裁決履行状況 

3. 行政審判の運営現況 

②行政庁は、この法律による行政審判を経て、行政訴訟法による抗告訴訟が提起された事

件について、その内容及び結果等大統領令で定める事項を半期ごとにその次の月の15日

までに、当該審判請求に対する裁決をした中央行政審判委員会又は第6条第3項により

市・道知事所属に設置される行政審判委員会に知らせなければならない。 

③第6条第3項により市・道知事所属に設置される行政審判委員会は、中央行政審判委員会

が要請したときは、第2項により収集した資料を提出しなければならない。 

第61条（権限の委任） 
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表１：中央行政審判委員会年度別事件処理現況(単位:件) 

区分 

年度 

受理件数 審理·議決 認容率 

(%) 

取下げ•

移送 計 認容 棄却 却下 

1998 6,847 7,335 2,423 4,656 256 33 0

1999 8,032 8,056 2,066 5,590 400 25.6 67

2000 9,454 8,842 1,899 6,265 678 21.5 123

2001 11,317 12,246 2,889 8,620 737 23.6 110

2002 11,725 9,442 1,884 6,988 570 20 587

2003 13,859 13,164 2,500 10,028 636 19 269

2004 21,148 19,114 3,372 14,945 797 17.6 547

2005 21,345 21,131 3,102 17,157 872 14.7 891

2006 19,541 18,744 2,968 15,160 616 15.8 448

2007 23,330 23,179 3,720 18,818 641 16 555

2008 24,194 23,142 3,462 18,840 840 15 1,211

2009 29,574 27,461 4,162 22,358 941 15.2 1,151

2010 31,019 30,472 4,990 24,320 1,162 16.4 1,001

2011.02 4,697 5,162 806 4,224 132 15.6 178

合計 236,082 227,490 40,243 177,969 9,278 17.7 7,138

表１～４出所「中央行政審判委員会」 

（https://www.simpan.go.kr/claim/index.jsp） 

 

表２：事件別処理現況 – 運転免許関連事件(単位:件) 

※道路交通法に基づく処分などの関連事件

区分

年度 

受理 審理·議決 

小計 認容 棄却 却下 

1998 5,602 6,108 2,180 3,862 66 

1999 6,178 6,455 1,848 4,450 157 

2000 7,054 6,436 1,654 4,467 315 

2001 8,331 9,114 2,582 6,096 436 

2002 9,392 7,792 1,735 5,652 405 
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2003 11,761 10,936 2,312 8,362 262 

2004 18,993 17,098 3,163 13,401 534 

2005 18,467 18,546 2,906 15,078 562 

2006 16,524 15,813 2,717 12,799 297 

2007 19,997 20,589 3,544 16,744 301 

2008 19,538 18,608 3,127 15,244 237 

2009 24,054 22,708 3,800 18,549 359 

2010 24,999 24,552 4,281 19,946 325 

2011.02 3,841 4,368 738 3,579 51 

合計 194,731 189,123 36,587 148,229 4,307 

表３：事件別処理現況 – 褒勲関連事件(単位:件) 

※国家有功者等優遇及び支援に関する法律などの褒勲関連法令に基づく処分などの 

関連事件

区分

年度 

受理 審理·議決 

小計 認容 棄却 却下 

1998 416 405 53 343 9 

1999 736 695 87 585 23 

2000 1,317 1,210 119 1,056 35 

2001 1,612 1,783 147 1,603 33 

2002 1,325 1,069 61 984 24 

2003 893 983 43 908 32 

2004 1,024 894 40 831 23 

2005 1,215 1,209 41 1,134 34 

2006 1,542 1,490 36 1,431 23 

2007 1,420 1,324 19 1,271 34 

2008 2,325 2,045 40 1,958 47 

2009 2,667 2,691 102 2,521 68 

2010 719 618 17 579 22 

2011.02 375 384 13 357 14 

合計 19,52 18,677 887 17,316 474 
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表４：事件別処理現況 – 一般事件(その他)(単位:件) 

※褒勲事件と運転免許事件を除いたすべての事件

区分

年度 

受理 審理·議決 

小計 認容 棄却 却下 

1998 829 822 190 451 181 

1999 1,118 906 131 555 220 

2000 1,083 1,196 126 742 328 

2001 1,374 1,349 160 921 268 

2002 1,008 581 88 352 141 

2003 1,205 1,245 145 758 342 

2004 1,131 1,122 169 713 240 

2005 1,663 1,376 155 945 276 

2006 1,475 1,441 215 930 296 

2007 1,913 1,266 157 803 306 

2008 2,331 2,489 295 1,638 556 

2009 2,853 2,062 260 1,288 514 

2010 942 826 123 501 202 

2011.02 481 410 55 288 67 

合計 21,830 19,690 2,769 12,424 4,497 
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表５：年度別事件処理期間の現況 

(単位:件) 

区分 

 

年度 

総処理件数 平均裁決期

間 

処理期間内 処理期間徒

過 

60 日以内 61～90 日 90 日経過 

2009 27,461 74.2 16,966 

(61.8%) 

5,320 

(19.4%) 

5,175 

(18.8%) 

2010 30,472 79.3 18,175 

(59.6%) 

6,392 

(21.0%) 

5,905 

(19.4%) 

増減 3,011 5.1 1,209 1,072 730 

국민권익위원회『2010 국민권익백서』(국민권익위원회、2011)702 頁。 

 

 

表６：事件類型別処理期間現況 

(単位:件) 

区分 

年度 

総処理件数 平均裁決期

間 

運転免許 褒勲 一般 

2009 27,461 74.2 57.3 130.8 186.1 

2010 30,472 79.3 59.0 116.9 197.4 

국민권익위원회、同上、703 頁。 
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第６章 スウェーデンにおける苦情処理と行政不服審査 

 

一 オンブズマン 

１ 沿革 

 ここでは、主としてオンブズマン制度を取り上げ、これに付随して行政不服審査に関す

るオンブズマンの権限に触れることにする。 

 オンブズマンの起源は、1700 年に発生した北方戦争のために、国王が不在であった 13

年間に行政秩序が乱れたので、1713 年にトルコに亡命中のカール 12 世が、国王の代理人

としての法務長官を任命する指令を発したことに由来する。1718 年にカール 12 世が死亡

し、ロシア、ポーランド及びデンマークの三国との戦争である北方戦争が終結し、スウェ

ーデンは、三ヶ国にそれぞれ領土を割譲した。戦後、国王の失政に対する反動から、議会

が全権を行使する自由時代が始まった。当初、貴族や富裕商人を基盤とするハット党が政

権を掌握していたが、その失政による政権交代により、小市民や農民を基盤とするキャッ

プス党が政権を握ると、世襲貴族を基盤とする官僚制を統制するために、1766 年に公文書

公開制が導入され、同時に、カール 12 世の指令によって設置されたオンブズマンの前身

である法務長官の任命権も議会が獲得した。1772 年に国王のクーデターにより絶対王政が

復活するが、再び国王の失政により、1809 年に新憲法が採択され、国王が任命する法務長

官と並んで、議会が任命するオンブズマンが設置された。これが第二次大戦後、世界に広

がった。 

 1915 年に議会は、軍を監視する軍事オンブズマンを設置したが、1968 年にこの両者を

合体してオンブズマンを３人で構成することとした。1976 年にオンブズマンの数は４人に

増員され、今日に至っている（Claues Eklundh, “The Swedish Parliamentary 

Ombudsman System”, in Kamal Hossain, Leonard F.M.Besselink, Haile Selassie 

Gebre Selassie and Edmond Völker(Eds.) Human Rights Commissions and 

Ombudsman Offices”,Kluwer Law International 2000 pp.423-424）。 

 

２ オンブズマンと憲法 

 スウェーデンには、４つの憲法がある。統治法典、出版の自由に関する法律、表現の自

由に関する法律及び王位継承法である。ただし、統治法典が残りの３つの憲法典に優越す

る効力を有する。 
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 オンブズマンに関する規定を含むスウェーデンの憲法は、1974 年に大改正され、その後

小改正を繰り返して今日に至っている。 

 スウェーデンの統治機構は、外見上議院内閣制に類似しているが、大臣が、それぞれの

省に属するすべての行政機関と職員を統括する通常の議院内閣制ではない。スウェーデン

の政府は、閣僚とそれを補助する職員だけから構成され、専ら法案作成などの政策形成を

担う執政府と、法律を執行する多数の行政機関（国税庁、社会保険庁，消費者庁など）か

ら構成される行政府が組織的に区別されており、執政府は、行政府に対しては、抽象的一

般的な政令を発することはできるが、行政府における個別的な事務処理に関する訓令、通

達などは、担当大臣であっても発することはできないし、仮に発しても行政府はそれに拘

束されない。行政府は、法律を論理的客観的に解釈して執行することとされており、この

点で裁判官と同様の独立的地位を保有している。 

 このような区別に対応して、議会が統制するのは、法案、政令、財政などについての閣

議決定を通じて政策形成を行う執政府及び大臣だけである。 

 他方、法律執行を行う行政府に対しては、議会に代りオンブズマンが、国民からの苦情、

報道、定期的な巡回などによって得た情報に基づいて監察を行っている。 

 オンブズマンによる監察の対象となるのは、行政府、裁判所及び地方自治体である。国

会は、オンブズマンを統制するが、個々の事案に関して指示することはできない（Claes 

Eklundh, op. Cit.,p424）。 

 

３ オンブズマンの任務 

 オンブズマンの任務は、憲法及び法律に定められている法の支配の原則を遵守させ、及

び個人の自由及び権利を保護することにある。このため、オンブズマンは、裁判所及び行

政機関が憲法の規定の適用における客観性及び公平性を確保し、かつ、行政過程において

国民の自由及び権利が侵害されないようにすることを確保する(Ibid.,p.425)。 

 

４ オンブズマンの管轄 

 オンブズマンの監視は、すべての中央の行政機関、地方自治体及びその職員に及ぶ。特

に、警察（秘密警察も含む。）、軍隊及び刑務所に及ぶ。 

 また、オンブズマンは、公権力を行使するすべてのその他の人々も監視の対象とする。

例えば、自動車の安全性を確保し、欠陥自動車の運行を禁止する国営企業の従業員も、オ
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ンブズマンの監視に服する。 

 また、裁判所もオンブズマンの監視に服する。しかし、オンブズマンが裁判所の判決に

影響を与えないことも重要である。なぜなら、このことは、裁判所が専ら法律の内容にの

み拘束され、独立にその職務を遂行しなければならないという基本的な原則とは矛盾する

であろうからである。従って、オンブズマンは、通常、裁判所による法律の適用や証拠の

評価にかかわる意見を述べることはしない。オンブズマンが、裁判所及び行政裁判所を監

視するに際しての主たる領域は、事件が訴訟手続に関する規則に従って審理されたか、判

決が適切な期間内に下されたかにある。ただし、判決には全く監視が及ばないというので

はない。例えば、判決が明らかに誤っていることもある。例えば、被告人に法律が許容し

ているよりも厳しい判決が下されるかもしれないからである(Claes Eklundh, op cit., 

pp.425-426)。その際には、今後類似の事件の発生を予防するため、オンブズマンは関係裁

判官を刑事訴追するか又は裁判官の懲戒処分を管轄する部署に参考資料として事実を通知

する。 

 前述したように、大臣も国会議員もその管轄に服さないが、個別的な場合に、大臣や国

会議員の刑事責任を追及するために、国会はオンブズマンに訴追を委ねることがないわけ

ではない(オンブズマンの職務に関する法律第 10 条)。 

 

５ オンブズマンの調査権 

 スウェーデンは、公文書公開制発祥の地であるが、それでも国の安全や国民のプライバ

シーなど、秘密にしなければならない文書はある。しかし、オンブズマンは、秘密文書に

もアクセスすることができる。このことは、明らかに秘密警察に対する効果的な監視のた

めの前提条件であるからだ。更に、監視に服するすべての職員は、求められた情報を提供

し、調査その他の方法で協力することを義務付けられている(Claes Eklundh op.cit.,p.426)。 

 

６ オンブズマンの是正権限 

 オンブズマンは、政府から完全に独立であり、権限機関の処分には関与しない。オンブ

ズマンは、不服申立ての審級機関ではないから、処分や判決を変更することはできないし、

行政機関や裁判所に何らかの方法で変更を命令することもできない。オンブズマンの役割

は、決定に対してすべての職員は、個人的な責任を負っているという原則に基づいている。

今から 200 年前にオンブズマンが活動を始めたとき、その主たる役割は検察官のそれであ
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った。職員が過ちを犯したとき、オンブズマンは当事者に対する訴追を開始し、軽微な事

件では懲戒処分を求めた。今日では、刑事訴追に値するような過誤は、あまり発見されな

いが、それでも職員を訴追する権限は、オンブズマンの批判的意見表明に特別の重みを与

える根拠となっているという意味で、その権限の基盤となっているといえる。 

 オンブズマンが、公権力の濫用又は懈怠の罪を犯した職員を訴追する権限を有するから

といって、それを犯罪取締組織と規定することはできない。なぜなら、その職務は過誤の

発生を防ぐことにあるからである。そのために も重要な役割を果たすのは、過誤を犯し

た職員に対する訓示である。オンブズマンは、とられた処置が不十分、不適当又は無思慮

であるが、訴追するまでもないときは、自ら事件をどう処理すべきかを指摘する。オンブ

ズマンは、適切な司法上及び行政上の措置のためガイドラインを記した意見表明をするこ

ともある。これが行政改善のために効果的であることも判明している。なぜなら、職員に

とって、公に批判されることは、何としてでも避けたいからである。オンブズマンは、ま

た、内閣又は国会に、法律の改正を勧告することもできる（Claes Eklundh op 

cit.,pp.426-7）。ただし、オンブズマンが、組織上の弊害を発見した場合には、是正措置を

勧告することはできるが、行政機関にはそれに回答する義務はない。単に、弊害を明らか

にした上で、国会に報告し、体系的合目的な法律解釈を勧告するにとどまる（（Joachim 

Stern“Sweden“, in Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Hrsg.), “Europäische 

Ombudsman-Institutionen“, Springer Wien New Zork,s.364）。 

 

７ オンブズマンの組織 

 ４人のオンブズマンは、国会の本会議で４年の任期で選出される。人事案件を提出する

のは、国家の憲法委員会である。オンブズマンは、政治的に中立であることが求められる

ので、国会に代表されているすべての政党によって受け入れられることが望ましいとされ

ている。国会では、過半数の議決で選出される。 

 オンブズマンの任命資格については定められていないし、兼職禁止についても法律には

規定されていないが、現実には、通常裁判官から選出され、 高裁判所又は 高行政裁判

所の裁判官として適任であると思われる人から選ばれる。 

 オンブズマンの一人が長官となる。ただし、彼は他のオンブズマンの監視活動に介入す

ることはできない。各オンブズマンは、その活動に対して、国会にのみ責任を負う。オン

ブズマンの活動は、国会の憲法委員会においてその年次報告書に基づいて審査される。オ
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ンブズマンが、国会の信任を享受しない状況になった場合には、多数決により、即時に罷

免される。 

 1995 年以来、国会は、オンブズマンが職務を遂行できない場合その他の場合に備えて、

２年の任期でオンブズマン代理を任命するようになった。その任命資格は、かってオンブ

ズマンとしての職務を遂行した経験がある者と規定されている。その場合、少なくとも一

回はオンブズマンとしての職務を行うことになる。具体的にいつ就職するかは、長官が決

定する。 

 オンブズマンの給与は、月額 120 万円程度（79,000 クローナ、8，500 ユーロ）であり、

議員よりも高く、大臣より低い金額が設定されている（Joachim Stern Ibid.,ss.361-2）。 

 事務局には、約 50 人の事務局員が、その仕事を補助している。その内訳は、30 人の法

律家のほか、記録、秘書、行政職員などである。ただし、調査することなく苦情を却下す

る決定も含めて、 終的な決定は、オンブズマンだけが行うことができる。法律的な職務

を遂行する職員は、通常若い裁判官から選出される。運営資金は、財務省を介することな

く、直接国会から給付される。 

 

８ 苦情の処理 

 オンブズマンが設置された当初は、すべての事件はオンブズマンの職権で取り上げられ

たが、その後、国民からの苦情が申し立てられるようになり、今日では活動の重点は、苦

情の処理に充てられている。 

 国会は、苦情の処理が、オンブズマンの活動の中心であると認識している。その理由は、

法の支配に基づく民主主義社会では、すべての国民は、処分を政府から独立の権限ある機

関によって法的観点から審査してもらう権利を有するべきだということにある。また、職

員が、不正な行為を行った場合には、その行為がオンブズマンによって審査されうること

を自覚していることが、非常に重要であることにある。 

 スウェーデンに居住していない他国の国民を含むすべての人々は、苦情を申し立てる権

利を有する。苦情事案に対する本人との利害関係は要件とされていない。絶対的な期間制

限も定められていないが、２年以上前に生じた事案に関する苦情は、特別の事情がない限

り、調査してはならないと定められている。 

 苦情は、書面によらなければならないが、書面の作成には事務局の職員は援助を与える

用意がある。苦情の申立ては無料である。匿名の苦情は認容されないが、それが職権によ
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る調査の契機になることはある。 

 苦情の大部分は、社会福祉、刑務所の処遇、警察及び裁判所に関するものであり、毎年

苦情の半数以上はこれらの事案で占められる。ほかの活動分野としては、情報公開やマス

メディアに情報を与える公務員の権利に関するものなどがある。 

 苦情のうちの 40％以上は、調査することなく、却下される。単に 12－14％が、オンブ

ズマンによる何らかのコメントの対象となる。なぜなら、苦情の多くは、誤解に基づくも

のや、合法的に行われた行為に対するものなどであることによる。 

 調査が終了すると、オンブズマンは処分を発表するが、それと同時に、苦情を含めたす

べての文書は公開される。報道機関は、閲覧のための部屋をオンブズマン事務所に有して

おり、随時情報を選別し、報道する。オンブズマンの処分は、判決文の書式に従って詳細

に記されており、しばしばマスメディアで報道されるし、年次報告書として公表される

(Claes Eklundh op cit.,p.429)。 

 

９ 職権による活動 

 オンブズマンは、職権で調査を行うこともできる。その端緒の多くは、苦情に基づく調

査中に知ることができた見聞であるが、テレビや新聞報道が端緒になることもある。例え

ば、苦情調査中に、苦情に含まれていなかった過誤や不十分な対応などを発見し、職権で

調査することもある。調査は、それなりの理由がないと開始しないので、職権調査は、結

果的に批判的コメントに発展する確率が高く、平均して調査の 80％において批判的見解の

表明に至っている(Ibidl,p.429)。 

 

１０ 巡回監察 

 オンブズマンは、設立以来、年間 50 乃至 70 日を国中の様々な官公庁の巡回調査にあて

ており、巡回監察が事務局員に委託されて行われる場合もある。調査中は、文書資料の検

査に殆どの時間が費やされるが、面談が行われる場合もある。例えば、刑務所、精神病院、

難民収用所、養護施設などを監察するときは、収容者はオンブズマンに面談し、不服があ

るときはそれを申し立てる機会が与えられるであろう。 

 巡回は、オンブズマンにとって非常に重要である。それは、オンブズマンや事務局員に、

職員が職務を遂行している現場の状況や周辺環境を知る機会が与えられるからであり、そ

の結果、苦情を見るよりは、視察する方が、組織的に行われている過誤を発見できる割合
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は高い。しかも、どの官庁も視察の対象となりうるという意識が、公務員が法令遵守のた

めの注意を怠らないようにさせる効果がある（Ibid.,p430）。 

 

１１ 年次報告書 

 オンブズマンは、毎年国会に年次報告書を提出しなければならないが、それには重要で

あると思われるすべての事案が詳細に記録されており、通常 500 頁にのぼり、英文の要約

も添付されている。この報告書は、国会の憲法委員会で審査され、委員会は審議した結果

を国会に報告し、本会議で議論される。 

 

１２ オンブズマンの効用 

 スウェーデン社会におけるオンブズマンの効用を測ることは難しいが、オンブズマンな

くしてスウェーデン憲法が機能すると想像することは殆どできない。なぜなら、この制度

は、通常の市民に、官公庁における職務の合法性と公平性を、安価で簡易な方法により審

査させる機会を提供しているからである。官公庁に対する効果的な監察により、オンブズ

マンは、官公庁に対する国民の信頼を確保してきたのである。 

 オンブズマンは、官公庁にとっても、行政手続及び訴訟手続の内容についての助言を受

ける機会を与えることに貢献している。 

 法の支配を確保し、市民の権利と自由を保護する役割は、もちろんオンブズマンだけが

果たしているのではない。それは、裁判所や検察官のような法執行機関に代替することは

できないが、法執行機関に対する補完として不可欠であると評価されている。オンブズマ

ンに特有の監察の質に関する特質は、他の機関が引き受けることができない実務的及び心

理的効果をもたらしている。なかんずく、オンブズマンが存在するだけで、多くの過誤が

未然に防止されているという重要な予防的効果をもたらしている(Ibid.,pp430-1)。 

 

１３ 統計 

 2005 年 7 月から 2006 年 7 月までの期間では、オンブズマンは、6008 件の新たな苦情

を受理したが、そのうち半数は、調査に入ることなく却下されている。 

 6008 件のうち、89 件は、職権により取り上げられた事案であり、115 件は、新しく制

定された法律の解釈運用に関するものであり、912 件は刑務所における苦情であり、756

件が社会保障に関するものであり、539 件が警察に関するものである。 
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 これらのうち、653 件において、官公庁の措置に対する批判的意見が表明された。６件

において刑事訴追又は懲戒手続が開始された(Joachim Stern op cit.,s.369)。 

 

二 苦情処理と行政上の不服申立て 

１ 法務長官 

 オンブズマンの起源は、前述したように、北方戦争中にトルコに亡命していたカール 12

世が国内における自己の代理人を任命したことに端を発する。その任務は、法令の遵守を

確保すること、官吏及び裁判官がその任務を適法に遂行していない場合に告発することで

あった。その後、国会がその任命権を掌握したこともあったが、1809 年に制定された統治

法典では、法務長官は政府が任命し、オンブズマンは国会が任命することとされ、同種の

機関が並存していた。法務長官は、国民からの苦情を処理すると同時に、日本でいう内閣

法制局長官の職務も遂行していた。しかし、1998 年に両者の権限についての調整が行われ、

国民からの苦情は受理しないこととされた。それに代えて、行政におけるシステムに関す

る問題を提起すること、民事訴訟において政府を代表すること、出版の自由及び表現の自

由に関する法律違反に対する告発者となることに限定された。従って、公務員が、出版の

自由に関する基本法に違反した場合の訴追は、オンブズマンではなく、法務長官である

（Ibid.,s.364）。 

 

２ 苦情の処理と不服申立て 

 スウェーデンにおいては、通常の裁判所が行政上の決定を審理し、これを取り消すこと

ができる場合は、イギリス、デンマーク、ノルウェーと比較して、非常に制限されている。

通常の裁判所は、例えば瑕疵ある行政行為の執行に協力することを拒む場合とか、官吏に

関する訴追若しくは損害賠償の請求に関連する場合とか、稀な場合には、国又は自治団体

に対して行政行為の合法性を争い、損害賠償を請求する場合等の例外的な場合に、間接的

にそれらを審査することができるに過ぎない。従って、スウェーデンでは、オンブズマン

のような、行政から独立した統制機関の必要性は特に大きいのである。 

 しかしこのような状態は批判を浴び、その結果、毎年改定される法律に列挙されている

種類の事件については、行政権の法的及び裁量的側面の双方に渉って統制する機能を持つ

審判所が設置されることになった。 

 こうして国民は、行政上の決定に対しては、上級行政機関又は特別の行政審判所に不服
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を申し立てることができる。その際、行政上の不服申立てと自治団体の決定に対するそれ

を区別しなければならない。前者は、国の行政機関の決定及び不服申立手続が条例とは別

に特別法で定められている場合の市町村参事会の決定に対する不服申立てであり、後者は、

自治団体の決議機関の決定又は条例自身がそれを定めている場合の地方行政機関の決定に

対する不服申立てであり、これに対しては地方自治を強調する見地から、前者とは異なっ

た法令が適用される。 

 行政上の不服申立てに対して行政審判所が権限を有する場合は、当該法律に列挙されて

いる。それ以外の不服は、 終的には政府が決定する。以上のような権限の配分は、就中

行政審判所が法律問題に関し、政府が裁量的及び政治的問題に関し決定すべきであるとい

う基本的な考慮に基づいている。しかし、この原則で首尾一貫している訳ではない。これ

らの行政審判所には、 高行政裁判所（1909 年設立）、財務審判所（主に税務について）、

保険審判所、家賃審判所（家賃統制について）、特許審判所その他がある。 

 以上に対して不服を申し立てることができるのは、法律上の利害関係を有する者に限ら

れる。行政審判所は、事件の合法性のみならず妥当性についても判断することができ、そ

の結果単にこれを取り消すだけではなく、変更し或いは新たな行政上の決定を行うことが

できるのである。 

 他方、上級行政庁に対する不服申立ては、前述のように、内閣は行政府に対する訓令、

通達を発する権限を有しないので、ごく限られた事件の場合しか、上級行政庁への審査請

求、 終的には政府への審査請求をすることはできない(ibid.,s.359ff.）。 

 しかし、事案を処理した方法に関して、関係者を処罰してもらいたいとか訓示をしても

らいという場合もある。この場合、オンブズマンに苦情を申し立てることになる。苦情の

申立てには、既存の訴訟上又は行政上の救済手段を尽くすことは、求められていない。た

だ、事件が裁判所に係属中であるときとか、行政上の不服申立てが可能であるときなどに

は、通常調査を開始しない。しかし、事件が膠着状態にあるとか、審理が始まった後合理

的期間内に判決が下りないと申し立てられた段階で、調査が始まる。 

 また、苦情の中には、本人の主張によれば、当事者に釈明の機会が与えられなかった犯

罪に対して判決がなされたというものもある。しかし、これは通常オンブズマンの管轄事

項ではない。これは本来なら、権限ある裁判所で判断してもらうべき問題である。 

 また、苦情の中には、却下するのではなく、警察とか検察官などの他の機関に付託する

ことによってより効率的に処理されるものがある。この場合、オンブズマンは、他の機関、
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例えば検察庁に付託する権限も与えられている。 

 却下されず、付託もされなかった苦情は、調査される。その 初のステップは、関係機

関に関連文書を請求することである。これらの文書だけから苦情には十分な理由がないこ

とが判明することが多い。残余の苦情に対しては、関係者に文書で釈明を求める。この釈

明に対して苦情申立人にも反論する機会が与えられる。更に、専門家又は権限機関の見解

が求められる場合もある。より信憑性のある証拠を収集するために、口頭による聴聞が行

われることもある。 

 調査中に、職員が職務上の罪を犯した疑いがある場合は、オンブズマンには検察官とし

ての資格において、刑事捜査を開始する義務が発生する。職員に犯罪の嫌疑がある場合に

は、黙秘権が発生するから、オンブズマンに真実の情報を提供する義務は停止される(Claes 

Eklundh op cit.,p.429)。 
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［参考資料］ 

 

一 法令 

 

オンブズマンの職務に関する法律 

(Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän) 

1986 年 11 月 13 日公布 1999 年 4 月 1 日統合 

 

国会の議決に基づいて次のように決議した。 

 

【職務】 

第１条 国会法８章第１０条に基づいて、国会オンブズマン長官と３人の国会オンブズマ

ンからなる４人のオンブズマンをおく。 

国会オンブズマン長官と国会オンブズマンは、第２条に規定されている公権力の行使を委

ねられている者が、法令を遵守し、その他その職務上の義務を充足しているか否かについ

ての監察を行う。 

第２条 オンブズマンの監察に服するのは、 

（１）国及び自治体の機関 

（２）これらの機関の官吏とその他の雇員 

（３）その職業又は任務が公権力の行使を伴うその他の個人で、その活動のうちの公権力

の行使にかかる活動。 

（４）政府が決定的影響を行使している公企業に雇用されている官吏その他の雇員が、企

業のために行う活動。 

ただし、軍隊における将校に関する限り、監察は、少尉以上の階級又はそれに相当する階

級に属する将校にのみ及ぶものとする。 

オンブズマンの監視は、次の者には及ばない。 

（１）国会議員 

（２）国会の委員会、国会の選挙審査委員会、国会の苦情処理委員会、議院の事務官。 

（３）国立銀行の理事及び国立銀行の執行役員は、通貨と金融の規制に関する法律に基づ

く決定を行う国立銀行の権限の行使に関する限度において除外される。 

（４）政府又は大臣 

（５）法務長官 

（６）自治体における政策形成を行う職員 

オンブズマンは、他のどのオンブズマンの監視にも服さない。官吏という用語は、この法

律においては、文脈から別段の意味であることが示されていない限り、オンブズマンの監

視に服する者を意味する。 

第３条 オンブズマンは、特に、裁判所及び公共機関が、その活動において、客観性及び

公平性に関する統治法典の定めを遵守し、公行政において市民の基本的な権利及び自由が

侵害されないことを確保するものとする。 
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自治体に対する監視においてオンブズマンは、自治体の自治によって定められた慣例を尊

重するものとする。 

第４条 オンブズマンは、立法における欠陥を是正することに寄与するものとする。監視

活動の間に法律改正又は国のその他の措置に関して疑問を提起する理由が生じたときは、

オンブズマンは、政府又は国会に対して意見表明をすることができる。 

第５条 監察は、公衆から申し立てられた苦情の審査に際して、巡回監察の方法で及びオ

ンブズマンが必要と思料するその地の調査に際して行われる。 

オンブズマンは、巡回監察及びその他の調査に関しては、オンブズマン長官と協議するも

のとする。 

第６条 オンブズマンは、事案を、当局によって何らかの措置がとられるべきであること、

又は職員が法令に違反しているかその他誤っているか若しくは不当である旨の意見を表明

する決定を付して終結するものとする。オンブズマンは、法律の体系的かつ適切な適用を

促進するための意見表明も、行うことができる。 

オンブズマンは、特別検察官としての資格に基づいて、職務上の義務もしくは任務に違反

するか、報道の自由に関する法律違反又は表現の自由の権利に対する侵害以外の、刑法上

の罪を犯した官吏に対して訴追することができる。事案に対する調査の結果、予審、訴追

及び自己負罪拒否特権に関する法律の規定が、刑事事件において検察官に与えられている

その他の権限に関する規定と共に適用される。地方裁判所に提起された事件は、そうする

例外的な理由がある場合にのみ、 高裁判所に上告されるものとする。 

職務上の義務若しくは任務に違反する過誤を犯した官吏に対して、懲戒処分のための手続

をとることができる場合には、オンブズマンは、その措置について決定することができる

権限を有する者に事案を通知することができる。歯科医、医薬製品の小売業、獣医のよう

に、医療の分野において開業する資格を与える専門的資格その他の免許を有する個人が、

その専門分野における甚だしい不適格性が明らかになるか、その他明らかに実務上の適格

性を欠いていることが示された場合には、オンブズマンは、資格又は免許の撤回について

決定する権限を有する者に報告書を提出することができる。免許の制限に関する同様の報

告は、その資格を有する者がその他の方法で権限を濫用したときにもすることができる。

歯科医、医薬製品の小売業、獣医のように、医療の分野において開業する資格を与える専

門的資格その他の免許を有する個人が、その専門分野における不適格性が明らかになるか、

その他実務を行う適格性を欠いていることが示された場合には、オンブズマンは、研修の

義務付けをその決定をする権限を有する者に報告することができる。 

オンブズマンは、官吏が、犯罪又は著しい若しくは再度の非行により、解雇又は休職させ

ることが必要であると思料したときは、その措置について決定する権限を有する者に事案

を報告することができる。 

オンブズマンが、前二項に規定する報告書を提出したときは、当該事案に対する自身の調

査を補完し、他の職員によって遂行された当該事案に関する調査に対して意見を提出し、

更に口頭審問が行われるときにはそれに出席する機会を与えられるものとする。ただし、

事案が休職に係るものである場合には、この限りではない。 

第７条 省略 

第８条 オンブズマンは、独立の決定権限を有しない下級官吏に対しては、そうすること

に特別の理由がある場合でなければ、介入してはならない。 
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第９条 オンブズマンが、 高裁判所又は 高行政裁判所の裁判官に対する訴追を開始し、

それらの職員の解雇若しくは休職を求め、又はそれらの職員に診断書の提出をもとめる権

限は、憲法に規定するところによる。 

第１０条 オンブズマンは、憲法委員会が憲法１２．３の規定に基づき、大臣に対して措

置をとることを決定した場合には訴追を開始することを、国会内の官吏又はその機関に対

して、国会内の委員会が規則に従って訴追することを決定した場合には、その手続を開始

しなければならない。ただし、オンブズマンに対する訴追手続についてはその限りではな

い。 

第１１条 オンブズマンは、前年の７月１日から翌年の６月３０日までの期間における職

務遂行に関する印刷された報告書を、遅くとも毎年１１月１５日までに提出しなければな

らない。この報告書には、第４条第１項、第６条２－４項及び第７条の規定に基づいてと

られた措置に関する説明並びにオンブズマンが公表したその他の重要な決定を含むものと

する。この報告書には、その活動に関するその他の調査も含むものとする。 

 

【組織】 

第１２条 国会法８章１０条の規定に基づき、オンブズマン長官は、行政部門の長として

全般的な指揮監督を行う。長官は、その活動の組織について及びオンブズマンへの事案の

配分についての行政規則を定めるものとする。 

第１３条 オンブズマンの活動は、オンブズマン事務局によって管理されるものとし、事

務局は、国会が定めるところに従って、事務局長、課長その他の行政職員を雇用するもの

とする。必要があり、かつ、そのための資金が用意されている限り、オンブズマン長官は、

他の職員、専門家、仲裁人を任命することができる。オンブズマン長官は、職員の任務を

決定する。 

事務局長は、オンブズマン長官を補助する秘書の職務を管理し、その他、オンブズマンに

対し必要とする援助を与える。 

第１４条 この法律の規定及び長官が定める規則に加えて、長官は、秘書の職務を遂行す

るために必要な規則を定めることができる。 

オンブズマン長官は、組織上の重要な問題について、憲法委員会と協議するものとする。 

オンブズマンは、憲法委員会と協議する前に、オンブズマン長官と協議するものとする。 

第１５条 規則の定めにかかわらず、長官は、特定の事案又は一連の事案を自身又は他の

オンブズマンの一人に割り当てる特別の決定をすることができる。 

加えて、オンブズマン長官は、規則又はその他の決定において、次の授権をすることがで

きる。 

オンブズマンの秘書部門に属する官吏が、事案の立案をするための措置をとること。 

官吏が巡回監察をすること。ただし、オンブズマンに代わって、論評その他の意見表明を

する権限はこの限りでない。 

事務局長が、行政管理上の決定をすること。ただし、課長の任命については、この限りで

はない。 

オンブズマン長官は、オンブズマン代理がオンブズマンに代わって職務を行うか否かを決

定する。オンブズマン代理は、オンブズマンが相当な期間の病気、その他の特別の理由に

より、職務の遂行ができないか又はオンブズマン代理による職務遂行が必要となったとき
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に、任命することができる。 

第１６条 オンブズマン長官が、休暇をとるか又は職務を遂行することができないときは、

他のオンブズマンの中の先任者が長官を代理する。もし、２人以上のオンブズマンが、同

期間勤務していた場合には、年長者が優先される。 

 

【苦情】 

第１７条 苦情は、書面で申し立てられるものとする。苦情を記した書面においては、苦

情の対象となっている機関、苦情申立人が苦情を申し立てている処分、その処分の日時並

びに苦情申立人の住所及び氏名を示すものとする。苦情申立人が、苦情を処理し、査定す

るために重要な意味を有する文書を所持している場合には、その文書も添付するものとす

る。 

自由を拘束されている者は、書簡その他の関連文書を送付するに際しては、自由の拘束に

よって妨げられることなく、文書をオンブズマンに書き送ることができる。 

苦情申立人が要求した場合には、苦情を受理した事務局は、確認書を送付するものとする。 

 

【事案の処理に関する一般的規定】 

第１８条 苦情事案が、オンブズマン以外の機関によって適切に調査し、査定することが

できる性質のものであり、かつ、その機関が事前に事案を検討する機会を与えられていな

かった場合には、オンブズマンは、苦情に対する措置をとらせるためにそれをその機関に

転送することができる。ただし、苦情を法務長官に送付するには、事前に了解を得なけれ

ばならない。 

苦情が、スウェーデン弁護士会の会員である官吏に対するものであり、かつ、苦情として

提起されている問題が、民事訴訟法８．７の４項により、弁護士会によって査定されるべ

きものである場合には、オンブズマンは、苦情に基づく措置を弁護士会に付託することが

できる。 

第１９条 オンブズマンは、苦情申立人に、遅滞なく苦情が却下されたのか、受理された

のか、第１８条により他の機関に転送されたのか、それとも調査されるのかを通知しなけ

ればならない。 

第２０条 オンブズマンは、２年以上前の状況に遡る調査は、それをする例外的事情があ

る場合でなければ、してはならない。 

第２１条 オンブズマンは、苦情その他の事案を査定するために必要な調査を行うものと

する。 

オンブズマンが、統治法典の規定に従って情報及び陳述を求める場合には、それが予備的

な調査である場合を除いて、違反に対して１０，０００クローネを超えない違約金を課す

ることができる。オンブズマンは、違約があった場合には、その制裁を課することができ

る。 

もし、公務員法に定める懲戒処分に関する規定の適用を受ける官吏が、懲戒処分が発動さ

れる非行により有罪であると疑う理由がありながら、同法１７条に規定されている書面に

よる警告を非行から２年以内に発することができないおそれがある場合には、オンブズマ

ンがこれに相当する警告を与えることができる。この規定は、他の法律の規定により、懲

戒処分並びに警告及びこれと同様の通知に関する規定が適用される者にも、準用されるも
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のとする。 

オンブズマンが裁判所又はその他の公共機関における審理に出席するときは、発言する権

利を有しない。 

第２２条 オンブズマンは、自ら行うことを決定した調査を、及び起訴することを決定し

た訴訟の追行を、他人に委任することができる。ただし、この措置が 高裁判所又は 高

行政裁判所の裁判官に関するときは、この限りではない。 

判決又は決定に対して上級裁判所へ上訴する決定は、オンブズマンだけが行うことができ

る。 

第７条に規定する事案においては、オンブズマンは、自己に代わって訴追する事務局の職

員を指名することができる。 

第６条３項及び４項に規定する事案においては、オンブズマンは、必要な措置を事務局の

職員に委任することができる。 

第２３条 事案は、口頭陳述の後に終結する。口頭陳述は、事務局の職員、特にそのため

に指名された職員の責任で遂行される。事案を却下又は受理する決定は、そうする例外的

事情がない限り、このような口頭陳述を経ないで行うことができる。 

事案処理に関連してオンブズマンに提出された文書は、事案が終結するまでは、返却する

ことを要しない。この場合において、当局が原本の保有を拒否する場合には、原本は、証

明書が添付された写しが交付される場合には、返却することができる。 

第２４条 すべての事案について、そして事案に関連してとられた措置については、記録

がとられなければならない。 

すべての決定に対しては、決定者、口頭陳述の責任者、日時、決定の内容を示す文書によ

る記録が、オンブズマン事務局に保存されなければならない。特別に指名された者による

決定については、名簿が保存されなければならない。 

巡回監察の間及びその他必要な場合には、文書による記録が保存されなければならない。 

 

【雑則】 

第２５条 国会に年次報告書を提出するときには、該当期間内における議事録、書面によ

る記録、名簿は、憲法委員会に提出されるものとする。 

第２６条 オンブズマン事務局は、オンブズマン長官が決定した時間中、国民に開放され

なければならない。 

第２７条 文書は、特別の理由がない限り、無料で交付されるものとする。 

手数料を徴収する場合には、それは、現行の公共機関一般に適用される規則に従って定め

られた定額とされなければならない。 

手数料を課する決定に対しては、不服を申し立てることはできない。 

第２８条 オンブズマン長官は、オンブズマン事務局の職員及びこれらの職務を委託され

ていない職員で、第１５条に規定されている職務を委託されている者の中から、事務局長

を指名する。 

第２９条 役職への任命に関する決定その他オンブズマン事務局の内部の職員にかかわる

決定に対する不服の申立てに関する規則は、国会及びその機関のための不服申立てに関す

る規則に規定されるものとする。 
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二 参考文献 

 

平松毅「スウェーデンのオンブズマン」季刊行政相談 109 号 32 頁以下（具体的事例を

掲載） 

Claues Eklundh, “The Swedish Parliamentary Ombudsman System”, in Kamal 

Hossain, Leonard F.M.Besselink, Haile Selassie Gebre Selassie and Edmond 

Völker(Eds.), Human Rights Commissions and Ombudsman Offices, Kluwer Law 

International 2000. 

Joachim Stern“Sweden“, in Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Hrsg.), Europäische 

Ombudsman-Institutionen, Springer Wien New York. 

オンブズマン公式サイト：www.jo.se/Page.aspx?Language=en 

「オンブズマンの職務に関する法律」：

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=37&MainMenuId=12&Language=en&ObjectCl

ass=DynamX_Document&Id=575 
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第７章 各国における行政不服申立制度の比較 

 

本章では、イギリス・アメリカ・ドイツ・フランス・韓国の行政不服申立制度について、

それぞれの項目に即して簡単な比較を行う。 

 

１ 関係法令 

イギリス・ドイツ・韓国においては、不服申立制度についての一般法が存在するが、ア

メリカ・フランスにおいては、一般法は存在しない。他方で、アメリカにおいては、連邦

行政手続法を基礎としつつ、個別法及び行政機関の規則に加えて、一部は判例法により、

フランスにおいては、手続の一部について定める制定法が存在するほか、「公法上の一般原

則」、判例法により、それぞれ制度が形成されている。 

 

２ 審査対象 

ドイツ・韓国においては、一般法により審査対象が厳格に規定されている。 

これに対して、イギリス・アメリカ・フランスにおいては、それぞれ「行政機関の判断」、

「行政法審判官の決定」、「あらゆる行政決定」と、比較的柔軟に審査対象該当性が認めら

れている。特に、フランスにおいては、その対象は極めて広いものとされている。 

また、イギリス・ドイツ・フランス・韓国においては、不服申立ての対象とされている

決定ないし行為は行政訴訟の対象とされることが原則であり、この意味で不服申立ての対

象と行政訴訟の対象との間に差を設けるという仕組みは取られておらず、対象の面におい

て不服申立てと行政訴訟との間に連続性が認められるものと考えられる。これに対して、

アメリカにおいては、ある行政の決定ないし行為について不服申立制度が設けられている

場合であっても当該決定ないし行為が行政訴訟の対象とされていない場合、あるいは逆に、

不服申立制度が設けられていない場合に行政訴訟の提起が認められる場合が見られ、対象

の面において不服申立てと行政訴訟の間には連続性は認められないようである。 

 

 

３ 申立期間 

ドイツ・フランス・韓国においては、申立期間が一般ルールとして規定されている。そ

の場合であっても、1 か月（ドイツ）から 90 日（韓国）まで、多少の幅が見られる。 
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これに対して、イギリス・アメリカにおいては、個別分野ごとに規定されている。また、

アメリカにおいては、裁量により申立期間が延長される場合がある。 

 

４ 審査機関 

アメリカ・ドイツ・フランスにおいては、原則として行政機関の階層構造の枠内で、指

揮監督関係を前提として、行政機関の長、行政機関の長の指揮監督の下で特別に設置され

ている不服審査機関、上級機関又は決定を行った機関等が審理を行っている。 

これに対して、イギリス・韓国においては、イギリスでは審判所、韓国では行政審判委

員会といった独立性を有する合議制の機関が審査機関とされている。イギリスにおいては、

審判所は二層構造とされており、それぞれに専門性を有する「室」が設置されており、審

判所は裁判官から構成されている。イギリスにおいては、この「室」の仕組みが審査機関

の第三者性と専門性の両立を図る手立てとなっていると考えられる。韓国においては、委

員会は常設の機関ではなく、事件ごとに行政審判委員の委員により構成される。委員につ

いては資格要件が定められているほか、委員の除斥・忌避・回避の制度が設けられており、

審理の公正性・中立性の確保が意図されている。 

 

５ 審理手続 

不服申立制度についての一般法が存在する場合であっても、審理手続については、一般

法においてその詳細が規定されている場合（ドイツ・韓国）と、イギリスのように手続の

詳細については委員会規則に委ねられている場合とが見られる。手続については法律で大

枠を規定し、詳細については規則ないしガイドラインに委ねるというあり方は、参考にな

りうると考えられる。 

また、ドイツのように、申立先を審査機関ではなく決定機関とした上で、審査機関にお

ける審査に先立ち決定機関が自らの決定を見直す機会を設けている例も見られる。逆に韓

国においては、従来は決定機関を経由して申立てを行う仕組みが採用されていたが、決定

機関による不当な圧力等の弊害を避けるために、現在では審査機関に直接申立てを行う仕

組みとなっている。 

 

６ 代理人 

不服申立手続において代理強制が取られている例は見られない。また、イギリス・アメ
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リカ・ドイツ・フランスにおいては、少なくとも一般法のレベルでは代理人について資格

制限が設けられている例は見られない。韓国の場合、代理人として選任できる者の中に弁

護士が列挙されているが、列挙された者以外にも委員会の許可を得た者を代理人に選任で

きるものとされているため、少なくとも厳格な資格制限は設けられていないように考えら

れる。 

 

７ 仮の救済の有無・内容 

第一に、侵害的決定については、わが国における執行不停止原則とは逆に、不服申立て

の提起に伴い自動的に決定の執行が停止されることを制度上の原則とするという形で仮の

救済を行っている例が見られる（アメリカ・ドイツ）。 

第二に、審判所の決定により、侵害的決定についての仮の救済だけではなく、授益的決

定における仮の地位を付与する形で仮の救済を行っている例が見られる（イギリス・韓国）。

特に韓国においては、2010 年に、行政訴訟における臨時の地位を定める仮処分に相当する

臨時処分制度が導入されており、不服申立制度と訴訟制度との平仄を図るあり方として注

目される。なお、ドイツにおいても、不服申立手続内のものではないが、裁判所に対して

仮命令の申立てを行うという形で仮の救済が図られている。 

さらに、フランスのように、不服申立前置の場合に行政裁判官による仮の救済の可能性

を認めるという形で、不服審査手続と訴訟手続とを連携させている例も見られる。 

 

８ 裁決・決定の態様 

裁決・決定の態様については、各国ごとに様々なあり方が見られる。 

第一に、決定態様について、わが国の現行制度のように取消し及び変更のみを認めるも

のと理解される場合（アメリカ・フランス）と、これを超えて義務付け又は給付も認める

ものと理解される場合（イギリス・ドイツ・韓国）とが見られる。 

第二に、決定態様については、イギリス・ドイツに特に顕著であるように、不服申立て

における決定態様と訴訟における判決態様とを全面的に又は部分的に連動させている例が

見られる。 

第三に、韓国のように、審査機関が決定機関の決定それ自体の当否を判断するだけでは

なく、決定の根拠となる命令等の是正措置を要求できるという例も見られる。 

第四に、決定機関と審査機関の関係として、審査機関が自ら決定を行う場合と審査機関
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が決定機関に対して命令を行う場合とが考えられるが、各国ごとにその重点の置き方は異

なっている。例えば、アメリカにおいては、決定機関と審査機関との間の事実認定権限に

ついての役割分担を前提にして、事実認定の瑕疵については決定機関に差し戻すことが原

則とされており、ドイツにおいては、審査機関が直接決定を行うことが原則とされている

ようである。さらに、韓国のように、処分命令裁決があったにもかかわらず決定機関がこ

れに応じた対応を一定期間のうちに行わない場合に、審査機関が直接決定を行うというよ

うな例も見られる。 

第五に、イギリスのように、審査機関を階層的に構成し、それぞれの審査範囲、決定態

様についての役割を分担させるという例も見られる。 

 

９ 申立人適格 

申立人適格については、アメリカのように個別法により個々に規定されると考えられる

場合と、イギリス・ドイツ・フランス・韓国のように一般的な判断基準に基づき個々のケ

ースについて判断すると考えられる場合とが見られる。後者の類型のうち、特にフランス

については、第三者を含めて申立人適格の範囲が広範に認められていると考えられる。 

また、申立人適格の範囲と訴訟における原告適格の範囲を全く別個のものとして捉えて

いるのは、アメリカのみのようである。 

 

１０ 訴訟との関係 

イギリス及びドイツについては、不服申立前置が原則となっている。 

これに対して、韓国においては従来採用されていた不服申立前置が廃止されている。ま

た、フランスにおいては一般的には不服申立前置は原則とはされていないものの、租税等

の個別領域において採用している例が見られる。 

なお、アメリカにおいては、不服申立てと行政訴訟は別個のものと考えられているよう

であり、両者の間に不服申立前置等の特段の関係は見られない。 

 

 

１１ 苦情処理制度との関係 

イギリス・ドイツ・フランス・韓国においてある程度分野横断的で一般的な苦情処理制

度が設けられているが、アメリカにおいては一般的な苦情処理制度は確認できなかった。 
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イギリスにおいては、重複的な申立て・申出を禁止するという形で不服申立制度と苦情

処理制度との棲み分けが図られている。また、韓国においては、行政審判と苦衷民願の双

方を利用することが可能とされているが、行政審判が利用できる場合に行政処分の是正を

求める趣旨の苦衷民願が行われた場合には、速やかに処分庁ないし行政審判委員会に送付

することが望ましいとされている。それ以外の国においては、苦情処理制度と不服申立制

度とを関係づけるような仕組みを見出すことはできなかった。 

 

１２ 運用実態 

イギリス及び韓国においては、不服申立制度の運用実態について、全体としての数値デ

ータが取りまとめられて公表されている。この両国は、審査機関として、独立性を有する

統一的合議制機関が設立されており、全体としての数値データを把握することが容易であ

ることに加えて、当該機関の情報公開という観点からも、数値データの取りまとめ及び公

表が行われているものと推測される。 

それ以外の国においては、全体としての数値データは取りまとめられていないようであ

る。ただし、フランスにおいては、行政裁判所の発行する資料中に特定の分野についての

申立件数のデータが確認された。アメリカ・ドイツにおいては、全体的にも部分的にも取

りまとめられた数値データを確認することができなかったが、統一的な審査機関が設けら

れていないことに加え、連邦制国家であるという事情が影響しているものと推測される。 

 

１３ 近時の制度改正 

イギリス・韓国においては、それぞれ審判機関の統一を図り、あるいは審判機関の権限

を拡大する趣旨の制度改正が行われている（イギリスについては 2007 年、韓国について

は 2008 年、2010 年）。一方ドイツにおいては、州の立法裁量を拡大する趣旨の法改正が

行われ（1996 年、2000 年）、これを受けて、州においては、ここ 10 年の間に不服申立制

度を縮小又は廃止する方向での制度改正が行われている例が多く見られる。 
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【国別整理表】 

 

国 名 イギリス 

制度・手続の

概要 

関係法令 不服申立については 2007 年審判所、裁判所及び執行法

（以下、「2007 年法」という）、苦情申出については 1967

年議会コミッショナー法（以下、「1967 年法」という）

及び 1993 年健康サービスコミッショナー法。 

審査対象 原処分庁による「判断(decision)」（各審判所による再審

査の対象としての「判断」とは異なる）。2007 年法は、

この「判断」の意味を明文化していないため統一的な基

本原理がある訳ではないが、同法成立に伴い個々の審判

所が有していた権限を移管したことから、従来、個々の

審判所が対象としていた「判断」が審理の対象と考える

ことができる。なお、審判所における審理の前に「予備

的審査(preliminary review)」が行われ、そこで未解決

のケースに係る「判断」が審判所に係属する。 

申立ての種類 第一層審判所(First-tier Tribunal)及び第二層審判所

(Upper Tribunal)へのそれぞれの「不服申立(appeal)」。

但し、第二層審判所に対しては、第一層審判所への不服

申立が前置とされ、「全ての法的問題(any point of law)」

に関する場合にのみ審理可能（2007 年法 11 条 1 項）。 

申立期間 2007 年法本体における統一的な規定はなく、第一層及び

第二層の両審判所ともに審理手続に係る規則(rule)の制

定が必要となる（2007 年法附則 5）。この場合、第一層

審判所については各「室(Chamber)」ごとに制定される

規則の中で、個別分野に応じて定められる。 

審理機関 第一層審判所及び第二層審判所が主要な審理機関であ

り、その中で個々に「室」と呼ばれる部門が、各原処分

庁の判断に対する申立人による不服申立を受け審理す

る（2007 年法 7 条）。第一審審判所は原処分庁による「判
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断」を審査する一方、第二審審判所は第一層審判所の審

理に不服がある者につき、法的問題に限定して判断する

（2007 年法 11 条）。両審判所とも、審判を行う者は「裁

判官(judge)」と呼ばれる（2007 年法 4、5 条）、法曹資

格(judicial-appointment eligibility)を有する者のほか、

そうではない者もこの概念に含まれる。「裁判官」は、

第一層審判所の場合は大法官(Lord Chancellor)によっ

て、第二層審判所の場合は大法官の推薦により女王によ

り任命される（2007 年法附則 2 第 1(1)、同 3 第 1(1)）。

したがって、原処分庁とは独立した機関に属する者が判

断する点において独立性が担保されているといえる。 

審理手続 第一層、第二層の各審判所において共通する審理手続は

2007 年法本体に統一的な規定が置かれているわけでは

なく、審判所手続委員会(Tribunal Procedure 

Committee)が審判所手続に係る規則制定を行う主体と

される（2007 年法 22 条 2 項）。規則において制定が必

要とされる審理手続は、「不服申立期間(Time limits)」、

「再申立(Repeat applications)」、「聴聞(Hearings)」、「証

拠、証人及び参加人(Evidence, witnesses and 

attendance)」（附則 5 第 2～5、7、10）等であるが、詳

細は各規則によるところとなる。 

代理人 「代理(Representation)」については、2007 年法本体で

はなく規則において制定されることは、審理手続と同様

である。規則では、例えば「全ての当事者は（法律上の

代表者であるか否かを問わず）一人の代理人を当該手続

における当事者を代理するために指名することができ

る」とされる（2009 年審判所手続（第一層審判所）（社

会的資格室）規則 11(1)、2008 年審判手続（第一層審判

所）（戦没者遺族年金及び軍補償室）規則 11(1)、2008

年審判所手続（第二層審判所）規則 11(1)）。「法律上の
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代表者(legal representative)」とは法曹資格を有する者

を指すが、代理人に特段資格制限を設けていない。 

仮の救済の有

無・内容 

第一層審判所については、2007 年法本体ではなく規則に

おいて制定されている。規則では、一定の要件において、

「審判所は、諸手続を経た判断又はその判断の一部を留

保し、当該判断又はその判断の一部を再度し直すことが

できる」とされる（2009 年審判所手続（第一層審判所）

（社会的資格室）規則 37(1)、2008 年審判手続（第一層

審判所）（戦没者遺族年金及び軍補償室）規則 35(1)）。

他方、第二層審判所については、2007 年法において、作

為的命令(mandatory order)、宣言的命令(declaration 

order)及び差止命令(injunction order)を明示的に規定す

る（15 条 1 項(a)、(d)・(e)）。 

裁決・決定の

態様 

第一層審判所の場合、「判断又は判断の記録における偶

然の誤りを正すこと」又は「判断に対し付記された理由

を修正すること」（2007 年法 9 条 4 項）、事案に対する

再審査を行うこと（同条 5 項）、自ら判断を留保し第二

層審判所に当該事案を付託して再審査を求めること（同

条 6 項）がそれぞれ可能。第二層審判所の場合、「司法

審査(judicial review)」の申立に対し、作為的命令、禁止

命令(prohibiting order)、取消命令(quashing order)、宣

言的命令、そして差止命令を救済として与える際に、高

等法院が適用する原則を適用し、当該救済に係る命令は

同院が与える場合と同様の効果及び執行力を持つ（15 条

1、3～6 項）。第一層及び第二層の両審判所ともに、一度

だけであり、当初の判断とは異なるものでなければなら

ないが、自らの判断を再審査することは「自発的に(of its 

own initiative)」行うことができるものとし（2007 年法

9 条 2 項(a)・10・11 項、10 条 2 項(a)・8・9 項）、この

点においては、裁量的審査も可能ということになる。以
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上から、第一層審判所が行う判断は広範な裁量的な判断

であり、第二層審判所における判断と司法府（控訴院）

による判決とは同一の態様である。 

申立人適格 第一層及び第二層の両審判所とも、不服申立に対する自

らの判断につき審査を行う場合、「事件に対する全ての

当事者」が不服申立を可能とする（2007年法 9条 2項(b)、

11 条 2 項）。第二層審判所に対する不服申立については、

大法官が命令によりその範囲を決めることが可能であ

る（2007 年法 11 条 8 項）。但し、第一層審判所に対し

ては、第二層審判所に対し不服申立を行っていない者と

され（2007 年法 11 条 1 項、9 条 1 項）、申立人適格の範

囲は異なる。 

訴訟との関係 第二層審判所の判断に不服があれば、控訴院(Court of 

Appeal)への提訴が認められる（2007 年法 13 条 1 項）。

第二層審判所と控訴院のそれぞれが対象とする原処分

庁の「判断」には一致すると考えられる。第二層審判所

の判断に対する控訴院への提訴にあたり、訴えが認めら

れる者の範囲は、大法官の命令により決めることが可能

とされるものの、「事件に対する全ての当事者」に対す

る訴えが認められる権利があることが規定されるため

（2007 年法 13 条 2、14 項）、第一層・第二層の両審判

所による判断に係る申立人適格の範囲と同様といえる。

第一層審判所の判断に不服がある場合に直接控訴院へ

の提訴も考えられるが、一定の要件を充足する場合には

第二層審判所に差し戻され、そこで不服申立されたもの

と見なされるが（2007 年法 19 条 1 項）、第二層審判所

に対する不服申立があった場合、高等法院に移送される

場合もある（2007 年法 18 条 3 項）。原処分の判断に対

する直接高等法院への提訴は 2007 年法による明文のル

ートが存在しないため、認められないと考えられる。な
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お、裁判所が審判所による法的な判断(on a point of law)

に従うかについては、学説上争いがある。 

苦情処理制度

との関係（苦

情処理制度の

概要を含む） 

政府当局・公的主体に係る活動及び健康サービスに対す

る苦情処理機関として、議会オンブズマン（行政に関す

る議会コミッショナー(Parliamentary Commissioner 

for Administration)）及び健康サービスオンブズマン（健

康サービスコミッショナー(Health Service 

Commissioner)）の各機能を統合した「議会健康サービ

スオンブズマン(Parliamentary and Health Service 

Ombusman)」と称される機関が存在する（1967 年法

11ZAA 条）。議会オンブズマンについては、政府当局・

公的主体に係る活動について国会議員に対し書面での

苦情申出を行う必要がある（1967 年法 5 条 1 項）。国有

企業に関する苦情、裁判所に対し訴え可能な問題、警察

に対する苦情、本人以外の苦情、政府の政策への苦情、

本人が気付いてから 12 ヶ月を超えて国会議員に申し出

た苦情は除外され（1967 年法 6 条 3 項、附則 3 等）、当

該機関に対し申出が正当であると判断した場合、謝罪、

金銭補償等を指摘できる。調査の実施後、議会オンブズ

マンにとって「誤った行政活動の結果侵害を受けた人物

に不当性が生じ」るなどした場合、議会各院に対し特別

の報告をすることができる（1967 年法 10 条 3 項）。議

会オンブズマンの判断に対する不服申立ては認められ

ない。 

備考  

運用実態 不服・苦情処

理件数 

・不服申立処理件数（2009～2010 年）：総数 793,900 件

（但し、審判所サービスが受理した件数であり、労働審

判所関連も含む） 

・苦情処理件数（2009～2010 年）：議会健康サービスオ

ンブズマンに対する苦情申出総数は 23,667 件、健康サ
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ービスに関する件数が 12,889 件、行政府に関する件数

が 8,079 件、権限範囲外とされた件数が 2,699 件 

不服・苦情の

主な内容 

・不服申立の件数上位 3 位（2009～2010 年）：社会保障・

子供支援が 279,300 件、移民判事(Immigration Judge)

による移民・亡命が 197,500 件、雇用が 112,400 件 

・苦情処理申出の件数上位 3 位（2009～2010 年）：対労

働年金省が 3,000 件、歳入関税省が 1,869 件、内務省が

952 件 

平均的な処理

期間 

・不服申立に対する判断期間内での処理割合（2009～

2010 年）：50％（但し、2010 年 4 月以前） 

・苦情処理申出に対する処理期間の割合（2009～2010

年）： 5 労働日内の 初の回答割合が 96％、苦情申出

に対する実質的回答割合は 16 週間内が 93％ 

認容率 ・不服申立（2009～2010 年）：17,700 件（36％の認容

率）、認容率が高い分野として、不十分な支給(Incapacity 

Benefit)が 6,100 件（50％の認容率）、障害者生活支援

(Disability Living Allowance)が 5,600 件（41％の認容

率） 

・苦情処理申出（2009～2010 年）：申出が受理され完全

に認容された(fully-upheld)割合が 49％、部分認容

(partly upheld)が 31％、棄却(not upheld)が 20％、受理

件数上位 3 位については、労働年金省、内務省、司法省

の順 

苦情を契機

とした権利

救済・制度改

善のあり方 

制度上の仕組

み 

議会オンブズマンの場合、苦情の申出を受けた国会議員

の付託を受け、問題となる内容を調査した上で、「誤っ

た行政活動(mal-administration)」により侵害を受けた

かについて報告書を作成し、当該行政庁に対し改善を要

求するが改善が行われない場合は議会各院に対して特

別の報告を行うことで更なる改善を期待する。 

運用実態  
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具体例 旧日本軍により勾留された退役軍人の家族への補償に

つき、イギリス政府が「イギリス市民(British civilians)」

を基準とし、イギリス国内で誕生した人物との血縁関係

にある者に限定していたことから、苦情申出人の父がイ

ンド、母がイラクに生まれた場合につき、その者が補償

を請求したところ拒否されたことに関する事件がある。

申出人が議会オンブズマンに苦情申出を行ったところ、

防衛省はこの件につき「誤った行政活動」であると認め

たものの、申出人の申請を再審査することを拒否したた

め、同オンブズマンが議会に対し特別報告書を提出した

結果、当該基準が変更されることになった。 

近時の制度

改正 

制度改正の有

無・内容 

2007 年法の成立に伴う個別の審判所からの権限移管。 

問題意識 これまで複数分野にわたり個別の不服申立制度が存在

する中、それを集約することで統一的なシステムを構築

することができた。 

制度改正の効

果 

不服申立制度を一本化することで、国民への救済サービ

スの提供という観点から、より簡易迅速な対応が可能に

なっていると考えられる。他方で、個別分野に分散して

いたサービスの統合化は、審判所サービス(Tribunal 

Service)による調査を通じ、従来見えにくかった個々の

手続的課題をより明確化できる状態にしたと考えられ

る。 

現行制度の

問題点及び

今後の課題 

 実運営上、審判所サービスにより、審判所への第一回目

の不服申立てに対する審理期間をより短縮化すること

が求められている。 

備考・特記事

項 
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国 名 アメリカ 

制度・手続の

概要 

関係法令 連邦行政手続法（Administrative Procedure Act）及び

個別法令 

審査対象 行政訴訟における訴訟対象と関係なく不服申立の審査

対象となる。 

申立ての種類 社会保障給付に関する不服申立手続には、再考慮請求、

審査請求、再審査請求がある。 

申立期間 法律または行政機関の規則もしくは実務によって定め

られているため、一律の期間が法律によって規定されて

いるわけではない。申立期間は、個別の法律、行政機関

の規則において定められている。 

審理機関 行政法審判官の第一次的決定に対して、当該行政機関の

長が不服審査機関となる。 

不服申立の受理件数が多い行政機関の場合は、行政機関

の長の指揮監督の下で特別に設置されている不服審査

機関によって行われる。 

また、個別法令に基づき、行政法審判官による事前の聴

聞手続は行われないが、事後に行政法審判官による審査

手続が行われる行政領域も存在し、不服申立制度の一形

態として位置付けることができる。 

審理手続 行政機関は、第一次的決定により不利益を受けた当事者

に対し、その第一次的決定の行政不服審査を求める手段

について的確に通知する義務がある。 

行政不服審査機関は、原則として不告不理の原則が適用

されず、不服申立人が請求している以上の審査を行うこ

とも許される。 

当事者は、不服申立を理由づけるための準備書面を用意

する合理的な機会が与えられなければならない。 

代理人 代理人は弁護士だけに限られず、行政庁が許可する者で

あれば代理することができる。 



- 136 - 
 

仮の救済の有

無・内容 

不服申立が係属中は、慣例として行政命令の執行が停止

されることになっている。 

行政法審判官の命令は、不服申立人の申立てにより不服

申立が係属中は、原則としてその執行が一時停止される

との判例が存在する（New Orlens S. S. Ass’n v. 

Plaquemines Port Harbor and Terminal Dist., 816 

F.2d 1074, 1077[5th Cir.1987]）。 

裁決・決定の

態様 

修正 

下級機関の決定を修正すること。 

即時却下 

関係当事者が不服申立の理由を明示することができな

い場合に、当該不服申立を即時却下すること。 

差戻し 

下級機関の決定に瑕疵がある場合には、当該下級機関に

対し、当該案件を差し戻すこと。 

取消又は無効 

下級機関の決定を取り消し、または無効とすること。 

肯認 

下級機関が行った決定をそのまま肯認して採用するこ

と。 

申立人適格 行政機関の手続規則により、誰が行政上の不服申立てを

することができるかについて定めている。 

訴訟との関係 ある行為に対して、行政上の不服申立制度が用意されて

いることをもって行政訴訟の対象となる行為であると

認める傾向は必ずしも一般的であるとは言えない。むし

ろ行政上の不服申立手続がないことが、司法審査を肯定

する傾向がある。 

苦情処理制度

との関係（苦

情処理制度の
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概要を含む） 

備考  

運用実態 

（アメリカ

のシアトル

市における

苦情処理に

ついて） 

不服・苦情処

理件数 

市民から電話、訪問、郵便によって寄せられる苦情の件

数は年間２万～２万４０００件 

不服・苦情の

主な内容 

大多数は、情報の提供を求めるものが多く、残りは、市

政に対する要望等である。 

平均的な処理

期間 

１日で解決できるものもあれば、数か月かかるものもあ

る。 

認容率  

 

不服・苦情を

契機とした

権利救済・制

度改善のあ

り方 

制度上の仕組

み 

 

 

運用実態  

 

具体例  

 

近時の制度

改正 

制度改正の有

無・内容 

 

 

問題意識  

 

制度改正の効

果 

 

 

現行制度の

問題点及び

今後の課題 

 独立性が保障された行政法審判官の決定に対する不服

申立は、当該行政機関の長が審査することになるため、

審理の公正性、客観性が問題とされている。このような

問題を解決するため、行政機関の長から不服審査権限を

剥奪しようとする改善の動きが見られる。 

備考・特記事

項 
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国 名 ドイツ 

制度・手続の

概要 

関係法令 ○連邦行政裁判所法（Verwaltungsgerichtsordnung：

VwGO）68 条－73 条 

○連邦及び各州の行政手続法

（Verwaltungsverfahrensgesetze：VwVfGe） 

○各州の行政裁判所法実施法（Ausführungsgesetze der 

Länder:AGVwGO） 

審査対象 ○行政行為（不作為それ自体は対象とならない） 

行政行為（Verwaltungsakt）とは、「行政庁が公法の

領域において個別事案を規律するために行う外部に対

して直接的な法的効果を有する処分、決定またはその他

の高権的措置」（連邦行政手続法 39 条）である。 

申立ての種類 ○行政行為の取消しを求める異議審査請求

（Anfechtungswiderspruch：68 条 1 項） 

○行政行為の義務付けを求める異議審査請求

（Verpflichtungswiderspruch： 68 条 2 項） 

※それぞれ取消訴訟及び義務付け訴訟の前置手続とさ

れている。 

申立期間 ○申立期間は、行政行為の送達を受けてから 1 ヵ月以内。

本来の申立先である原処分庁ではなく異議審査庁に対

して申立てを行った場合でも、期間を遵守したものとさ

れる（70 条 1 項）。 

○教示の懈怠又は誤りの場合には、行政行為の送達を受

けてから 1 年以内（70 条 2 項･58 条 2 項）。 

審理機関 ○１．原則として原処分庁の直近上級行政庁（73 条 1

項 2 文 1 号）。２．直近上級行政庁が連邦又は州の 上

級庁である場合、原処分庁（同 2 号）。３．自治事務は、

法律に特別の定めがある場合を除き、自治行政庁（同 3

号）。 
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○行政庁に代えて委員会又は審議会を審査機関とする

ことも可能（73 条 2 項）。 

審理手続 ○異議審査請求は行政行為を発布した原処分庁に対し

て提起することとされている（70 条 1 項）。 

○異議審査庁における手続に先立ち、原処分庁における

救済手続（Abhilfeverfahren）が行われる。救済手続に

おいては、原処分庁が異議審査請求に理由があると認め

る場合には救済が行われる（72 条）。救済手続における

不利益変更は禁止されていると解されている。救済手続

における救済が行われない場合には、事案は異議審査庁

に移送され、異議審査庁における手続に移行する。 

○異議審査庁における手続には、行政手続法が適用さ

れ、同法における手続原則が妥当する。手続当事者は、

異議審査請求人と原処分庁である。 

代理人 ○異議審査請求手続における代理については、行政裁判

所法ではなく連邦行政手続法 14 条が適用される（連邦

の場合）。 

○代理強制及び代理人の資格制限ともに設けられてい

ない。 

仮の救済の有

無・内容 

○異議審査請求の提起には原則として延期効

（aufschiebende Wirkung）が認められ、執行停止原則

が採用されている（80 条 1項。2項以下に例外規定あり）。

○義務付けを求める異議審査請求については、異議審査

請求手続における仮の救済は設けられていない。ただ

し、仮命令の申立ては、義務付け訴訟の提起前に行うこ

とが明文で認められており（123 条）、異議審査請求の提

起前に行うこともできると解されている。 

裁決・決定の

態様 

○１．異議審査請求自体が不適法である場合は却下、請

求に理由がない場合には棄却となる。２．適法に提起さ

れ請求に理由がある場合には、行政行為の取消しを求め
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る異議審査請求にあっては行政行為の一部又は全部の

取消しとなる。３．義務付けを求める異議審査請求にあ

っては、異議審査庁が自ら行政処分を発布し、又は原処

分庁に対してこれを義務付けることになる。 

○一般論としては不利益変更は禁止されていない。 

○審査対象は行政行為の適法性、合目的性であり、裁量

審査を行うことが原則とされているが、例外あり。 

○異議決定（Widerspruchsbesheide）は、書面により送

達しなければならず、その際には、理由を付記し、権利

救済の教示を行わなければならない（73 条 3 項）。 

申立人適格 ○明示規定なし。 

ただし、申立人適格は出訴適格と一致すると解されて

おり、出訴適格を定める 42 条 2 項からは、「行政行為、

行政行為の発布の拒絶、申請に対する行政庁の不作為に

より自らの権利が毀損される」場合とされる。申立人適

格=出訴適格はこの定式により判断され、名宛人だけで

はなく第三者についても申立人適格が認められる。 

訴訟との関係 ○原則として前置主義。 

ただし、この例外として、１．法律に特別の定めがあ

る場合（68 条 1 項 2 文柱書）、２．連邦又は州の 上級

行政庁が処分庁である場合（同項 2 文 1 号）、３．救済

決定又は異議決定に対して初めて不服を有する場合（同

項 2 文 2 号）がある。取消訴訟の場合だけではなく義務

付け訴訟を提起する場合にも、上記の例外とともに異議

審査請求が前置されている（同条 2 項）。ただし、申請

に対する不作為の場合には、異議審査請求を経ずに直ち

に義務付け訴訟を提起することができる（75 条参照）。

苦情処理制度

との関係（苦

情処理制度の

○一般的な苦情処理制度として連邦議会に設置された

請願委員会における請願ないし苦情処理手続が設けら

れているが、異議審査請求制度との関係は確認できず。
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概要を含む） ○近時行政法の分野における「調停」（Mediation）につ

いての講学上の議論が盛んであり、異議審査請求との関

係を指摘する文献も見られるが、具体的な制度論のレベ

ルでの展開については確認できず。 

備考  

運用実態 不服・苦情処

理件数 

○異議審査請求の件数については確認できず。 

○連邦請願委員会に対する請願件数は毎年 1 万～2 万件

程度（2009 年は 18,861 件）。 

不服・苦情の

主な内容 

 

平均的な処理

期間 

 

認容率  

不服・苦情を

契機とした

権利救済・制

度改善のあ

り方 

制度上の仕組

み 

 

運用実態  

具体例  

近時の制度

改正 

制度改正の有

無・内容 

○1996 年、2000 年に、それぞれ異議審査請求前置、審

査機関についての州の立法裁量を拡大する趣旨の行政

裁判所法改正が行われた。 

問題意識 ○行政手続の簡素化、迅速化。 

制度改正の効

果 

○多くの州において異議審査請求を廃止又は縮小する

改革が行われた。 

現行制度の

問題点及び

今後の課題 

 ○州における異議審査請求制度の廃止又は縮小の動き

に対しては、これを疑問視する見解も見られる。 

備考・特記事

項 

 ○連邦は裁判手続についての立法権限を有しているも

のの（基本法 74 条 1 項 1 号）、州が固有事務として連邦

法を実施する場合の行政手続についての立法権限は州
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が有しているため（基本法 84 条 1 項）、連邦が行政不服

審査手続について規律しうるのは、行政訴訟の訴訟要件

としての前置手続と性格付けられる事項に限られてい

る。 

○行政構造改革の一環で、多くの州で異議審査請求が廃

止または縮小され、又は廃止に向けた検討が行われてい

る。 
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国 名 フランス 

制度・手続の

概要 

関係法令 不服申立を提起する権利は「公法上の一般原則(principe 

général du droit public)」として位置付けられている

(Chapus No.128)。また、手続の一部については、Loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations

(行政との関係における市民の権利に関する法律。以下

2000 年法と略する)の 18-25 条に規定されている。しか

し、不服申立制度に関する一般法は存在せず、その他の

手続ルール等は CE の判例法によって形成されている。

なお、一般に、審査請求は階層的統制権 (pouvoir 

hiérarchique)の発動を求める手続として理解されてい

るが、この階層的統制権も特別の法令の根拠なしに承認

されたものである(Chapus No.545)。 

審査対象 あらゆる行政決定(décision)が対象となる(不服申立はイ

ンフォーマルな請願の一種として理解されており、その

対象は極めて広いと解されている)。 

申立ての種類 異議申立(recours gracieux)と審査請求(recours 

hiérarchique)の二種類がある。また、選択的不服申立と

不服申立前置(recours administratif préalable 

obligatoire, RAPO と略される)がある。 

申立期間 不服申立期間は、行政決定が送達・公告されてから 2 カ

月以内である(但し、特別法によって例外が定められてい

る場合がある)。 

審理機関 異議申立の場合は処分を行った行政機関、審査請求の場

合は上級庁。特別法に基づき合議制機関への諮問が為さ

れる場合もある。また、特別法により、上級庁以外の第

三者機関(合議制機関)が審理機関となる場合もある

(EDCE 2008 p.33, p.56-57)。 なお、審査請求の結果に
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つき、下級庁が上級庁に対して異議を唱えることはでき

ない(下級庁が裁決の取消訴訟を行政裁判所に求めるこ

とは認められていない)(Chapus No.544)。 

審理手続 不服申立一般に妥当する統一的な手続は定められてい

ない(一般法の欠如)。以下、特別法の定める手続を列挙

する： 

(1)対審手続は原則として採用されていないが(2000 年法

24 条 1 項に基づく)、意見主張の機会が不服申立人に特

別に付与されることもある。 

(2)決定・裁決に際して、原則として審理機関は理由付記

を行う必要はない。但し、特別法や判例法により理由付

記が義務付けられる場合もある。 

(3)不服申立提起から 2 カ月を過ぎてもなお応答しない

場合、この沈黙は黙示的な棄却とみなされる(2000 年法

21 条)。但し、特別法により、沈黙が黙示的な認容とみ

なされることや、応答期間が延長・短縮されることもあ

る(EDCE 2008 p.34, p.64, p.67, p.69, p.72)。 

代理人 不要。代理人の資格制限については特に定められていな

い。 

仮の救済の有

無・内容 

不服申立の提起は執行停止の効力を有さないのが原則

である((caractère non suspensif),EDCE 2008 p.34)。 

また、仮の救済(急速審理・référé)も制度化されていない

(行政裁判においては、この急速審理が既に制度化されて

いる)。不服申立前置の場合、申立人は不服申立を提起し

た後に、(決定・裁決を経ることなく)直ちに行政裁判官

に仮の救済(référé)を求めることが可能である(CE 12 

oct 2001 Société Roche, EDCE 2008 p.80)。 

裁決・決定の

態様 

異議申立については、取消の他、変更も可能である。審

査請求については、裁決の態様は階層的統制権(pouvoir 

hiérarchique)の内容に左右される。原則として変更は不
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可能であり、下級庁に対して指示(instruction)を与える

ことだけが認められている。なお、特別法によって例外

が定められる場合もある。特に RAPO の場合、上級庁の

下した裁決は原決定を消滅させる効力を有するために、

必然的に上級庁は変更も為し得ると解されている

(Chapus No.550-551, EDCE 2008 p.58-59)。 

なお、第三者に権利を付与する決定(décisions créatrices 

de droit)(公務員の任命、種々の免許・許可の付与等)に

ついては、以下の場合にのみ取消・変更が可能である：

①原決定が違法性を帯びており、かつ②原決定が終局的

なもの(définitive)となっていない場合(＝不可争力の不

発生)である(Chapus No.547)。 

なお、義務付け・予防的差止については不明である。 

申立人適格 行政決定の名宛人だけでなく、「利害関係人(intéressé)」

に不服申立適格が認められる。その範囲は極めて広範で

あると解されている。CE 13 mai 1992 Mars 判決は不服

申立適格が否定された事例であるが、これは、審査請求

人が自己に有利となる裁決を得たにもかかわらず、なお

その裁決の取消訴訟を提起した(その理由は不明)という

特殊な事案であり、参考にならないと考えられる

(Chapus 545-(3)、547-(1))。 

訴訟との関係 不服申立前置(RAPO)が幾つかの領域(租税分野等 140 ほ

ど)において採用されている。下級庁の行った原決定と審

査請求を受けて上級庁の行った裁決は別個に行政裁判

の対象となり得る。すなわち、裁決において審査請求が

棄却された場合、審査請求人としては、原決定の取消訴

訟(recours à excès du pouvoir)を提起することもできる

し、裁決の取消訴訟を提起することもできる。但し、

RAPO の場合、上級庁の下した裁決は原決定を消滅させ

る効力を有するために、審査請求人はこの裁決に対して
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のみ行政裁判を提起できる。なお、不服申立手続におけ

る資料の訴訟での活用については不明である。 

苦情処理制度

との関係（苦

情処理制度の

概要を含む） 

苦情処理制度としては、共和国斡旋官(médiateur de la 

République)による斡旋手続がある(2011 年 3 月より人

権擁護官(Défenseur des droits)による救済手続に置き

換えられる予定)。 但し、同制度と不服申立制度は完全

に別の体系であり、両者の間に連携は存在しない。 

備考  

運用実態 不服・苦情処

理件数 

総数は不明。統計データが存在するもののみを挙げる(い

ずれも数値は 2006 年のもの)： 

租税分野(課税基礎(Assiette)算定) 年 380 万件 

租税分野(徴収(recouvrement)) 年 4800 件 

軍人地位(situation personelle des militaires) 年 2745

件 

住宅扶助(aide personnalisée au logement) 年 36 万件 

情報公開分野(accès aux documents) 年 4900 件 

ビザ発給(refus de visa) 年 4100 件 

(EDCE 2008 p.18,p.23,p.24,p.29) 

不服・苦情の

主な内容 

 

 

平均的な処理

期間 

不明。なお、原則として、不服申立提起から 2 カ月を過

ぎてもなお応答しない場合、この沈黙は黙示的な棄却と

みなされる。この場合、処理期間が 2 カ月を超えること

はない(2000 年法 21 条)。 

認容率 統計データが存在するもののみを挙げると： 

租税分野(課税基礎算定) 認容率 93％(不服申立人に有利

に決定が変更された割合・一部認容も含む) 

租税分野(徴収) 認容率 34％(同上) 

住宅扶助 認容率 58%(212,440÷366,000)(同上) 

(EDCE 2008 p.18, p.29. 但し、Brisson 2009 p.3 は租税
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分野における RAPO の成功は例外的なものであると分

析している) 

不服・苦情を

契機とした

権利救済・制

度改善のあ

り方 

制度上の仕組

み 

一般には存在せず。但し、租税分野においては、不服申

立人は租税調停人(conciliateur fiscal)に調停を依頼する

ことができる(EDCE 2008 p.20, p.78)。 

運用実態 租税調停人は行政・不服申立人双方から事情を聞いた上

で、和解案を提示する。2007 年には 82000 件の調停依

頼が行われ、そのうち 36％が不服申立人に有利に終わっ

た(一部認容も含む)。 

具体例  

 

近時の制度

改正 

制度改正の有

無・内容 

2000 年法の制定以後、制度一般に関する改正は為されて

いない。幾つかの個別分野(軍人地位、刑務所内懲戒、ビ

ザ発給)では、新たに RAPO が導入されるとともに、審

理機関・手続等が整備された(Brisson 2009 p.3, EDCE 

2008 p.122,p.136,p.156)。 

問題意識 それぞれの領域の特殊性に応じた簡易・迅速な権利救済

手続を制度化する。 

制度改正の効

果 

 

 

現行制度の

問題点及び

今後の課題 

 (1)不服申立制度に関する一般法が存在せず、判例法や断

片的な個別法律に基づき制度が構築されているため、曖

昧な点が数多く残されているとともに、一貫性・統一性

が欠けたままとなっている。 

(2)統計データの欠如のため、実際上の効果に関する定量

的な評価が為されていない。なお、僅かな例外(租税分野

等)を除いて、現行の不服申立制度は国民の権利救済に寄

与していないという批判がある。 

(3)行政裁判の提起が飛躍的に増大し、行政裁判所の負担

過重が問題視されていることから、負担軽減のため、



- 148 - 
 

RAPO の拡充が提唱されている。しかし、RAPO の実効

性(権利保障の程度)が必ずしも高くない現状では、

RAPO の拡充は却って国民の権利保護を損ねるとの批

判もある。1993 年以降、CE は RAPO の部分的な拡充

を提唱しているが、その大部分は実現されていない。 

(4)上述の(3)と関連して、一般法を制定し、制度の

harmonisation とより実効的な権利救済を図るべきであ

ると提唱されている(審理に際して独立委員会等を活用

すること等)。もっとも、実際には、財政上の制約等によ

り、制度の改善は進んでいない。 

＊以上につき、Brisson 2009 p.1-4,p.12-13 

備考・特記事

項 

 統計データについては、2008 年に公表された CE の報告

書でも、「驚くべきことに、行政機関が不服申立の総数

を記録せず、必要な統計上の手段を実施していない場合

がしばしばである」とされており、統計データの不存在

が問題の一つとして挙げられている(EDCE 2008 p.35)。
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国 名 大韓民国 

制度・手続の

概要 

関係法令 行政審判法(法律第 9968 号、2010.1.25.全部改正、

2010.7.26.施行) 

審査対象 行政庁の違法または不当な処分又は不作為（1 条）。行政

審判の対象は不当な処分・不作為を含むので、その審査

対象は行政訴訟よりも広いが、処分の定義規定は行政訴

訟法と全く同一であり、その内容も、通説・判例は行政

訴訟の対象となる処分と同じものと理解している。な

お、権力的事実行為については、憲法裁判所が、「受刑

者の書信を刑務所長が検閲する行為は、いわゆる権力的

事実行為であって、行政審判や行政訴訟の対象になる行

政処分と見ることができる」(1999.8.27)と判示してい

る。 

申立ての種類 取消審判、無効等確認審判、義務履行審判（5 条） 

 

申立期間 処分があったことを知った日から 90 日以内に(27 条 1

項)、処分があった日から 180 日以内（3 項）に請求しな

ければならない。 

審理機関 行政審判請求事件を審議・議決する合議制の行政審判委

員会(中央行政審判委員会と行政審判委員会)が設置され

ている。中央行政審判委員会は、国務総理直属の機関で

ある国民権益委員会に置かれているので、第三者性が高

いが、市・道知事所属の行政審判委員会は、市・道知事

の所属に置かれている。 

審理手続 （1）行政審判請求書を作成して処分庁または行政審判

委員会に提出。（2）補充書面の作成・提出。（3）行政審

判委員会で審理・議決。審理においては、①対審主義、

②口頭審理主義と書面主義、③職権審理主義、④非公開

主義を採用している。 
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代理人 請求人の代理人になれる者は、①法定代理人、②請求人

の配偶者、請求人または配偶者の 4 親等以内の血族、③

請求人が法人であるときまたは法人でない社団・財団で

代表者等が定められている場合はその所属役職員、④弁

護士、⑤他の法律により審判請求を代理することができ

る者、⑥その他行政審判委員会の許可を受けた者（18 条）

である。被請求人が代理人として選任できる者は、①そ

の所属職員、②弁護士、③他の法律によって審判請求を

代理できる者、④その他委員会の許可を得た者である(2

項)。 

 

仮の救済の有

無・内容 

執行停止と臨時処分を規定している。臨時処分は、行政

訴訟における臨時の地位を定める仮処分に該当するも

のである。 

裁決・決定の

態様 

取消審判の認容裁決には、取消裁決、変更裁決・変更

命令裁決があり、無効等確認審判の認容裁決には、有効

確認裁決・無効確認裁決・存在確認裁決・不存在確認裁

決があり、義務履行審判の認容裁決には、処分裁決・処

分命令裁決がある。行政審判委員会の処分命令裁決にも

かかわらず処分庁が処分をしないときには、当事者の申

請により、期間を定めて書面で是正を命じ、その期間内

に履行しない場合には、直接当該処分をすることができ

る（50 条）。中央行政審判委員会は、審判請求を審理・

議決するときに、処分または不作為の根拠になる命令等

が法令の根拠がない、上位法令に違背する、あるいは国

民に過度な負担を与えるなど、著しく不合理である場合

には、関係行政機関に、その命令等の改正・廃止など適

切な是正措置を要求することができる(59 条 1 項)。要請

を受けた関係行政機関は、正当な事由がない限りこれに

従わなければならない(59 条 2 項)。事情裁決の制度はあ
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るが、明文で無効等確認審判では認められないことを規

定している（44 条 3 項）。不告不理の原則（47 条 1 項）

及び不利益変更禁止の原則（47 条 2 項）を明記している。

申立人適格 いずれの審判にも「法律上の利益がある者」と定められ

ている。行政訴訟の文言も「法律上の利益がある者」と

規定されている。しかし、違法な処分だけでなく不当な

処分に対しても行政審判を提起できるという規定と、こ

の不服申立人適格の規定とは矛盾するとして、立法上の

過誤であると指摘する学説もあるが、多数説は、「法律

上の利益」は審判提起の段階の要件の問題であり、処分

の違法・不当の可否は本案審理の問題であるので、両者

は必然的な関係にはなく、不当な処分に対しても法律上

の利益が侵害され得るとして立法上の過誤ではないと

解している。 

訴訟との関係 不服申立前置は、1998 年の行政訴訟法の改正で廃止し

た。 

苦情処理制度

との関係（苦

情処理制度の

概要を含む） 

請願（請願法）、陳情、苦衷民願(腐敗防止及び国民権益

委員会の設置と運営に関する法律)などがあるが、これら

は区別されることなく混用されているのが実情である。

実際の運用においては、「国民申聞鼓」と名付けられた、

オンライン政府民願ポータルサイト 

(www.epeople.go.kr)を通じて、苦情処理や行政審判をす

る例が多い。この「国民申聞鼓」は、あらゆる民願、提

案、政策討論、腐敗通報、行政審判を申請できるインタ

ーネット国民コミュニケーション窓口であり、中央部処

(省庁に相当)、地方自治体、海外公館、司法府などの主

要公共機関と連結されていることもあって、多くの苦情

申立ては、このポータルサイトを通じてなされているた

めに、法的効果の異なる行政審判と苦情処理の区別は厳

格になされているものの、苦情処理の中をさらに区別す



- 152 - 
 

る実益は事実上ないと思われる。 

備考  

運用実態 不服・苦情処

理件数 

行政審判の処理件数は 2008 年 23,142 件、2009 年 27,461

件、苦衷民願の処理件数は 2007 年 25,439 件、2008 年

27,509 件である。 

不服・苦情の

主な内容 

中央行政審判委員会（国務総理行政審判委員会）が 2009

年に処理した行政審判事件 27,461 件の内訳は、運転免許

関係が 22,708 件、褒勲関係が 2,691 件、一般事件が 2,062

件である。国民権益委員会が 2008 年に処理した苦衷民

願 27,509 件の内訳は、住宅・建築 3,274 件、農林水産

環境 3,176 件、都市 2,660 件、警察 2,580 件、道路・水

資源 2,457 件、保健福祉・労働 2,450 件、国防・褒勲・

軍事 2,319 件、行政・文化・教育 1,981 件、財政・産業・

通信 1,943 件、民事・法務 1,538 件、税務 1,479 件、交

通 1,141 件である。 

平均的な処理

期間 

中央行政審判委員会・国務総理行政審判委員会における

平均裁決期間は、2009 年度が 74.2 日、2010 年度が 79.3

日であった。2010 年度に処理した 30,472 件中 60 日以

内に処理した事件は 18,175 件(59.6%)であり、61 日を超

過して 90 日以内に処理した事件は 6,392 件(21.0%)であ

るので、全体事件の 80.6%が法定の裁決期間に処理され

たが、5,905 件(19.4%)は 90 日を超えて処理されている

(민권익위원회『2010 국민권익백서』701～702 頁)。 

処理期間が遅延した事由としては、補充資料の提出の遅

延、事実関係の調査、当事者の延期要請がほとんどであ

る（국무총리행정심판위원・회법제처、前掲書、105 頁）。

認容率 中央行政審判委員会（国務総理行政審判委員会）が処理

した行政審判事件の認容率は、2008 年 15％、2009 年

15.2％である。2007 年の民願処理事件の認容率(是正勧

告、意見表明、調停合意の決定)は 19.4%、2008 年認容
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率は 20.8%である（국민권익위원회、前掲書、44 頁）。

不服・苦情を

契機とした

権利救済・制

度改善のあ

り方 

制度上の仕組

み 

①中央行政審判委員会は、審判請求を審理・議決すると

きに、処分または不作為の根拠になる命令等が法令の根

拠がないとか、上位法令に違背するとか、あるいは国民

に過度な負担を与えるなど、著しく不合理である場合に

は、関係行政機関に、その命令等の改正・廃止など適切

な是正措置を要求することができる(59 条 1 項)。要請を

受けた関係行政機関は、正当な事由がない限りこれに従

わなければならない(59 条 2 項)。 

②「国民申聞鼓」と名付けられた、オンライン政府民願

ポータルサイトを設置することで、行政審判制度と苦情

処理制度とを有機的にリンクさせ、ワンストップ窓口シ

ステムの効果を挙げている。 

運用実態 国務総理行政審判委員会がした不合理な法令等の是正

要請は、1998 年～2005 年までで 70 件がなされ、49 件

が整備された（국무총리행정심판위원・회법제처、前掲

書、112～113 頁）。国民権益委員会の苦衷民願による制

度改善勧告の受容率は、2007 年は受容（履行完了）84

（46）件、不受容 27 件で、受容率 76%、2008 年は受容

（履行完了）57（10）件、不受容 14 件で、受容率 80%

である（국민권익위원회、前掲書、46 頁）。 

具体例  

近時の制度

改正 

制度改正の有

無・内容 

従前は、行政審判委員会が審理・議決して、裁決庁が裁

決権を行使していたが、2008 年の改正で、請求の一元化

ないし権利救済手続の迅速化のために、行政審判委員会

が裁決権を有するようにした(裁決庁廃止)。 

2010 年の改正で、仮の救済制度として、臨時処分制度を

新設した。 

問題意識 迅速化、仮の救済の充実 

制度改正の効 統計から見る限り、迅速化は必ずしも成功しているとは
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果 言えない。 

現行制度の

問題点及び

今後の課題 

 憲法の「行政審判の手続は、……司法手続が準用されな

ければならない」（107 条 3 項）との規定により、判断機

関の独立性・対審的審理構造・当事者の手続的権利保障

などを充実してきたが、それとともに迅速性が損なわれ

るという問題も生じている。中央行政審判委員会に限っ

ては、行政審判は行政手続の一環と考えるか、行政救済

の一環と考えるかという根本的問題に直面しているよ

うである。一方、市・道知事所属の行政審判委員会は、

依然として市・道知事の所属に置かれており、その委員

長も原則、所属行政庁がなるために、第三者性の不十分

さが指摘されており、中央行政審判委員会に吸収する案

も一部で主張されているが、地方自治の観点から問題も

指摘されている。 

また、これらの課題を解決するための方策として、行政

審判委員会の常設機関化が強く主張されている。その

他、和解・調停制度の可否、被告行政庁の異議要求権の

可否なども議論されている。 

備考・特記事

項 
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国 名 スウェーデン 

制度・手続の

概要 

関係法令 オンブズマンの職務に関する法律 

審査対象（オン

ブズマンの管

轄） 

＜管轄に服する者＞ 
１ 国及び自治体の機関 
２ これらの機関の官吏とその他の雇員 
３ 公権力を行使する個人 
４ 国営企業の職員 
＜管轄に服しない者＞ 
１ 国会議員 
２ 国会の委員会、国会の事務官 
３ 国立銀行の理事、役員 
４ 政府又は大臣 
５ 法務長官 
６ 自治体において政策形成を行う職員 

申立ての種類

（活動のきっ

かけ） 

１ 苦情の申立て 
２ 巡回監察 
３ 国会の委員会の決議 

申立期間 対象となる事案が発生してから原則２年以内 

審理機関 ４人のオンブズマンが独立して調査決定する。 

審理手続 無料 

代理人 規定なし 

仮の救済の有

無・内容 

オンブズマンには法的強制権限なし。 

裁決・決定の 

態様 

裁決・決定権限なし。 

申立人適格 スウェーデン国民だけでなく、国外の外国人も含む。

訴訟との関係 訴訟が提起されていても、受理しないわけではなく、

訴訟が終結するか訴訟提起しないことが確認されるま

で手続を中止する。 

苦情処理制度

との関係（不服

申立てとの関

係） 

それぞれの行政機関が独立して職務を行う制度を採用

しているので、上級機関を含めて、他の行政機関に対

する不服申立てが認められるのは、ごく例外的な場合

でしかない。それに代えて行政裁判所が機能している。

備考 

運用実態 不服・苦情処理

件数 

年間 6000 件程度で、半数は調査することなく却下され

る。 

不服・苦情の主

な内容 

も多いのが刑務所の処遇、次いで社会福祉、警察、

裁判所に関するもので占められる。 
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平均的な処理

期間 

認容率 苦情の１２乃至１４％が何らかのコメントの対象とな

る。 

不服・苦情を

契機とした

権利救済・制

度改善のあ

り方 

制度上の仕組

み 

オンブズマンは、検察官としての権限も保有している

が、検察官との相違は、公務員を取締、起訴するのが

目的でなく、予防することが目的とされていることに

ある。 

運用実態 官公庁における職務の合法性と公平性を確保している

と非常に高く評価されている。 

具体例 パトカーによって追跡された者が引き起こす交通事故

に第三者が巻きこまれる事件に対して、今後の同種の

事故防止を図る観点から、追跡を継続するかどうかは、

本署の判断を仰ぐこととされた。 
近時の制度

改正 

制度改正の有

無・内容 

法務長官とオンブズマンの権限の重複をなくすための

改正が行われた。 

問題意識 

制度改正の効

果 

現行制度の

問題点及び

今後の課題 

 

備考・特記事

項 

 

 



 
 

 

 

 

 

第２部 

地方公共団体における 

苦情処理制度 
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第１章 京都府府民簡易監査制度* 

 

１ 制度概要 

 

（１）制度設置の目的と効果及び設置背景等 

 府民簡易監査制度は、府民からの府政に対する意見や疑問について簡単な手続で受け付

け、府の関係機関を調査し、その結果を回答するとともに、意見を参考として監査に活か

す制度として平成 18 年に設置された。具体的には、府民からの苦情・意見などを監査の

端緒として活用することにより、監査委員による府政の改善・是正機能を強化し、府政運

営の透明性の確保に資する目的がある。 

 すなわち、この制度では、監査に結び付けることと、さらには府民の参画を得ることが

重要な目的とされる。したがって、簡易監査制度の設置背景としては、現在行われている、

通常の監査は府民にとってハードルが高く、専門化されているため、府民に対して監査の

ハードルを低くしたいという認識から、知事及び代表監査委員のコラボレーションで作ら

れた経緯がある。したがって、府民簡易監査制度は、あくまで監査、すなわち本来財務中

心の仕組みに取り込むという考えからできたものである。 

本制度の設置根拠は、京都府府民簡易監査規定（平成 18 年 6 月 1 日京都府監査委員告

示第 2 号）であり、「府政に対する府民からの苦情や意見などについて、これを監査の端

緒として積極的に受け止め、かつ、簡易、迅速に対応することにより、府民の声を監査に

直接反映させる」と規定する（同規定第１条）ことで、地方自治法に基づき監査委員が実

施する監査の予備調査として位置づけている。 

京都府府民簡易監査規定： 

http://www.pref.kyoto.jp/kansa/resources/1161233935326.pdf 

 

（２）組織概要及び職務 

制度の名称に関しては、法に基づく「住民監査請求」、「監査」との混同を避けるととも

に、監査委員とその事務部局が単に府民の苦情・要望を聞き置くとのイメージではなく、

監査の視点で「簡易・迅速」に対応できる制度として「府民簡易監査制度」と命名してい

る。 
                                                  
* 本稿の作成に当たっては京都府府民簡易監査室のご協力をえた。ご対応頂いた担当各位

に感謝申し上げたい。 
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設置形態としては、京都府監査事務局府民簡易監査室が監査委員事務局内に設置されて

おり、京都府職員が室長と担当職員 2 名で担当している（ただし、簡易監査制度専従では

なく、住民監査請求事務等も兼務している）。したがって、簡易監査制度に関する予算につ

いても監査委員事務局予算に含まれている。 

身分は、地方公務員（監査委員事務局職員）であり、その職務としては、受付、調査、

資料作成、監査委員調整、監査結果通知、公表である。また、管轄事項としては、「府政の

府民に対する不作為や不当行為」、「府政の不効率や煩雑さの是正」、「府職員の制度の不正

運用」等である。 

 

図１：府民簡易監査の流れ 

 

 

出典：京都府ホームページ：http://www.pref.kyoto.jp/kansa/kani-kansa.html 

 

２ 処理概要 

 

（１）申立てと調査等 

府民監査に対する申立ては、原則、直接受付が前提であり、規定上は、「府民」を申立
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人の対象としているが、実際には府政に係る情報収集の観点から、厳格な運用はしておら

ず、匿名、または京都府に勤務している府外在住の人間でも申立てを受けている。 

 申立て手続は、インターネット等の利用を可能とし、幅広く情報収集を図るとされてお

り、対象外事項は、裁判、裁決等の確定事案、裁判係争中、不服審査中事案等であり、こ

れらに該当する場合調査は中止となる。なお、調査方法は、通常の監査と同じであり、ま

さに監査の予備調査というものであり、府民による申立てに関して府民簡易監査室職員及

び監査委員事務局職員で調査を行っている。 

 

図２：府民簡易監査手続きフロー 

 

出典：京都府提供資料 
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（２）関係者への通知及び公表等 

 通知方法は、代表監査委員の名前で本人に通知されており、事実関係の確認、監査結果

が記載されている。また、公表については、限定した形で行っているということであり、

この点に関しては、監査を目的として設置しているが、その前提として、苦情処理への対

応も想定されていたようである。実際に苦情申立ての件数が多く、苦情の場合、個人が特

定される恐れがあるため公表はなるべく控えるということであるが、実際にはこの公表が

問題となっている側面もある。 

 平均処理期間であるが、20 日程度であり、その理由は、地方自治法第 242 条第 5 項、「監

査委員は監査及び勧告を請求があった日から 60 日以内に行わなければならない」、の半分

である 30 日よりも早く（簡易）、という理由で 20 日となっている。ただし、20 日間のう

ち、前半部分の 10 日間で担当部局ヒアリング・地域へのヒアリング等を行い、後半部分

の 10 日間で審議を行うため、実際に財務関係の数字をつめることとなると非常に困難な

側面があるとの意見も聞かれた。 

 また、監査委員会議が月 2 回程度行われており、その際に簡易監査の結果が報告され、

詳しく調査するべきではないかとの判断がなされた場合、随時監査実施の方向が示される

場合もある。 

 

図３：府民簡易監査フロー 

 

出典：京都府提供資料 
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３ 現状と今後の課題 

 

 これまでの、申立て実績（平成 23 年 2 月現在）は 79 件であり、平成 20 年に府民総合

案内・相談センターが開設されたことにより、それまで多かった苦情・相談の件数が減る

ことで問い合わせ件数等が減少している。 

 

表１：申立て実績 

年度 申立件数 問い合わせ件数 合計 

18 年度 11 44 55 

19 年度 16 40 56 

20 年度 14 14 28 

21 年度 27 14 41 

22 年度 11 11 22 

計 79 123 202 

  出典：京都府提供資料 

 

 しかし、現状でも申立内容については、苦情が多いという側面が見られ、本来の財務に

対する監査に結びつけるという目的から逸れてしまっている部分もあるとの意見が聞かれ

た。しかしながら、府民簡易監査制度の本来の目的のひとつが、「住民自治」による府政チ

ェックであり、その意味ではオンブズマンではないものの、第三者の立場として苦情申立

があった場合、担当部署に対して要望・意見が言えること、処分権限はないが促すことが

できる点では、有効に機能している。具体的には、不服審査の前段階として申立てがある

場合等もあり、第三者的役割として、部局として担当部長に対して意見等を直接言える立

場にある。ただし、住民の要望としては、個別の苦情案件などについて、処理とともに処

分を求めていることが多いという現実もある。 

 そうした側面も踏まえて、現在問題となっているのが、公表の工夫である。前述のよう

に、基本的には公表を控えることになっているが、住民から自分の要望などがどのように

なったかを知りたいとの意見があり、改善事例を公表していく等、平成 23 年度に制度開

始後の状況を分析し、実施方策を検討していく予定である。 

 また、他の機関との連携として、総務省行政相談委員との連携事例があり、本来の監査
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へつながる情報収集という意味でも、お互いの情報交換を今後強めていく必要性があるの

ではとの意見も聞かれた。 

 このように、府民簡易監査制度は、監査の役割をいかに考えていくかが大きなポイント

となっており、他の自治体の監査委員とは異なるところに大きな特徴がみられる。すなわ

ち、住民を自治の主体と考え、監査の役割の中に住民からのチェックや要望等をいかに活

用していくかが重要点となっており、その役割の一端として、部局として、住民の意見・

要望を、行政内部の一組織として確実に担当課へ伝えることができるという点では非常に

有用と考えられる。 

 

表２：申立ての主な内容 

京都府広報に関するもの 

児童相談所業務に関するもの 

道路整備計画・建設に関するもの 

府営住宅、府立施設に関するもの 

保安林管理に関するもの 

警察業務に関するもの 

高校推薦入学手続に関するもの 

所管外（市町村業務に関するもの） 

         出典：京都府提供資料 

 

表３：府民簡易監査 方法別申立状況 

区分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 合計 

来庁 3 8 8 14 4 37 

郵送・FAX 7 4 4 7 4 26 

E メール 1 4 2 6 2 15 

ホームページ - - - - 1 1 

合計 11 16 14 27 11 79 

（注）平成 23 年 2 月 21 日現在（「ホームページ」は平成 22 年 9 月 1 日から実施） 

    出典：京都府提供資料 
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第２章 鳥取県「県民の声」* 

 

１ 制度概要 

 

（１）制度設置の目的と効果及び設置背景等 

 鳥取県における「県民の声」制度は、県政に対する提言、要望、苦情等を広く県民から

募集（郵便、メール、FAX、県民の声募集用紙等）し、行政への県民参加を推進するとと

もに、県民からの提案、意見を積極的に施策へ反映させる目的で設置されている。 

 その効果であるが、県行政の広聴窓口として県民に認知され、意見を申し出やすい環境

が醸成されている。また、公表・公開を原則として取り組むことで、各職員も緊張感を持

って公平公正で真摯な県政運営に努める効果を生み出している。また、庁内における情報

共有によって、職員各人に担当外の事務についても県の考え方を把握することができると

いう、一体感をもたらす効果がある。 

設置の経緯としては、西尾邑次知事時代の平成 8 年 4 月 1 日に「県民の声」募集事業実

施要領が制定され、「県民の声」募集事業が開始された。その趣旨であるが、県民参加の県

政を推進するため、県民からの県政に対する提言、要望、苦情という「県民の声」を広く

聴き、これを施策に反映させるためであった。 

さらに、片山善博知事就任後の平成 11 年 5 月 18 日に、同要領の全面改正（意見の処理

手順の変更により全部改正）を行っている。改正理由としては、それまでも県政に対する

県民の意見等を聴き、施策に反映させる広聴活動の一環として、「県民の声」募集事業、県

政モニター事業を行っていたが、両者の処理を統一的なものとするために、共通の処理手

順を定め、より円滑、適切に処理を進めるというものである。本完成に関連して、平成 11

年 7 月 1 日、それ以前までは、総務課内に置かれていた広聴部分が独立し県民室（現在の

県民課）が新設されるという体制整備が行われた。この体制整備の背景としては、「開かれ

た県政」「県民とともに歩む県政」を掲げる片山前知事の肝いりで、県民の意見を県政へ反

映させる目的で行われている。 

 さらに、平成 13 年 11 月 30 日に、鳥取県広聴活動実施要領が策定され、広聴活動のよ

り一層の整備がされている。この策定経緯としては、「鳥取県非営利公益活動促進条例」（平

成 13 年 9 月 28 日制定）が施行されたことに伴い、同条例の第 8 条（意見又は提案の聴取）

                                                  
* 本稿の作成に当たっては、鳥取県県民課及び政策法務課のご協力を得た。ご対応頂いた

担当各位に御礼申し上げたい。 
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第 2 項、第 3 項において、県民は県の施策について意見を県に提出でき、県は意見をまと

めて公表することが規定され、県として広聴体制の強化・徹底に加え、公表をさらに充実・

強化することが義務付けられたためである。その具体策が、従来実施してきた「県民の皆

さんから寄せられた意見処理」及び「施策への反映」を、「鳥取県広聴活動実施要領」の整

備であり、県民から寄せられた意見や提言を、迅速かつ的確に処理し施策へ反映する体制

の充実である。また、当該「鳥取県広聴活動実施要領」第３では、各所属ごとに、広聴活

動推進員を設置し、広聴及び処理体制の整備を行うこととされている。 

 

（２）組織概要及び職務 

県民の声を担当する体制としては、本庁の総務部県民課（県民の声担当）が 4 名、各地

区におかれた 5 つの総合事務所（東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西

部総合事務所、日野総合事務所）の各県民局県民課又は企画県民課の担当職員各 1 名によ

る 9 名の体制をとっている。 

 

図１：県民課の概要 

 

出典：鳥取県提供資料 
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担当課に課せられる具体的職務としては、県民の意見・提言、苦情等を真摯な態度で聴

取することである。管轄事項としては、県政に関する提言、要望、苦情等であり、管轄外

事項は、国や市町村等の業務に関すること、県職員・市町村職員からの意見等である。こ

の管轄外事項のうち、県に権限等がない場合は、原則として適切な（行政評価事務所や市

町村等の）窓口等を申立人に伝える案内を行っている。以前は、この管轄外事項の処理に

ついて、先方の窓口に連絡を取るなど細かく行っていたが、量が膨大であるため、現在は

窓口の案内にとどめることとしている。 

責務としては、県民から寄せられた県政についてのあらゆる意見、提言等を、的確に把

握し、真摯に受けとめ、迅速に処理・公表し、その提言等を積極的に施策に反映すること

である。この規定を具体化したものとして、県民から寄せられた意見・提言を受けて、県

の予算に反映されたものを年度別に公開している。 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100112 

 

また、担当者は、業務遂行にあたり、県民の声の取扱いについて以下の事項に注意する

こととされている。 

 

ア 聞取表の情報共有の範囲（個人情報を含む） 

・ 県民課：県民課長、県民の声担当 

・ 県民局：総合事務所長、県民局長、副局長、（企画）県民課長、県民の声担当 

イ 県民の声データベースへの添付ファイル内容（県民課の対応） 

・ 個人情報など、非開示情報を隠しデータベースに添付する。 

<データベースに添付されたファイルの閲覧権限> 

知事、副知事、統轄監、総務部長、行政監察監、総務課秘書担当、県民課長、県民

課課長補佐、県民課県民の声担当、各総合事務所県民局（局長、副局長、課長、県民

の声担当）は、すべての添付ファイルの閲覧が可能。 

各部局の主管課は、所属部局内のすべての添付ファイルの閲覧が可能。 

担当課は、自課分のみ添付ファイルの閲覧が可能。 

・ 個人情報等の提供が必要なもの及びデータベース添付が不適当な内容のものについ

ては、県民課内決裁後に、該当所属及び総合事務所県民局へ、手交又は PDF ファイ

ルにしてメール送信する。 
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ウ 個人情報等の関係所属への提供 

・ 必要な情報のみ提供することとする。 

担当課が直接、意見者に回答を送付するなど、回答に必要なもの（意見者の連絡先

など）だけを提供している。 

・ 関係所属への提供範囲 

（本庁）：課（室）長、補佐を原則 

（総合事務所）：局長、副局長、担当課長及び補佐を原則 

エ その他の留意点 

・ 個人情報とは、意見者の氏名、住所（市町村名までは公開）、電話番号、メールアド

レスや意見に出てくる利害関係者個人、法人情報等。 

・ ファクシミリやメール等の情報を配布するときは、送信者の上部に自動印刷される

ファクシミリ番号やメールアドレス等の個人情報についてその取扱いには十分注意

する。 

・ 緊急を要するため、至急に関係機関へ情報提供を行う場合でも、個人情報の取扱い

について十分注意し、必要としない情報は削除するなどした上で提供する。 

 

また、担当課が直接回答したものも、県民課へ全て送られ、県民課が統括し、総合的に

まとめる形になっており、処理区分・公開判断も県民課が判断している。 

 

（３）主な制度改善状況 

 平成 8 年の「県民の声」制度の導入、平成 11 年の同制度の全面改正以降を含め、そ 

れ以降の制度の動向等を表にすると以下の通りとなる。 

 

表２：「県民の声」の改善経過 

年月日 改正内容 

平成 8 年 4 月 1 日 「県民の声」募集事項実施要領の制定 

平成 11 年 5 月 18 日 同要領の全部改正（意見の処理手順の変更により全部改正） 

平成 11 年 7 月 1 日 県民室（現在の県民課）の設置 

平成 13 年 4 月 2 日 「県民の皆さんから寄せられた意見の処理方法」を作成（「県民

の声データベース」により処理を開始） 
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平成 13 年 11 月 30

日 

鳥取県広聴活動実施要領の制定（広聴活動のより一層の体制整

備） 

平成 15 年 5 月 16 日 「県民の声」の公表の取扱いの変更（公表時期の変更：県民の声

を受け付けてから 15 日経過した後に、順次、県民室ホームペー

ジに公表する） 

平成 17 年 2 月 3 日 「県民の声」の処理の一層の電子化を図るため、処理依頼に「県

民の声受付一覧データベース」を活用（「県民の声受付一覧デー

タベース」の運用開始。寄せられた意見を「県民の声データベー

ス」に電子化して添付し処理依頼） 

平成 17 年 5 月 16 日 鳥取県広聴活動実施要領の改正（各部局から県民及び県民室（局）

への回答期限を、県民室（局）から処理依頼を受けた日から 5 勤

務日以内とする） 

平成 19 年 7 月 9 日 「県民の声処理用データベース」の運用開始（処理の迅速化と適

正な進行管理に資するため、各部局・総合事務所ごとに処理用デ

ータベースを作成） 

平成 21 年 7 月 23 日 処理方法の一部改正（民間団体、国、市町村等に係るもので、県

に権限等がない場合は、原則として適切な窓口等へ意見を伝えて

いただくよう案内する。ホームページ掲載について明記） 

平成 21 年 12 月 15

日 

「県民の声」の簡潔な処理（部局長等を 終承認者としている部

局等においても、課長等の所属長で 終承認としてよいと思われ

る事例を簡潔な処理目安として作成） 

平成 22 年 4 月 1 日 組織名を「県民室」から「県民課」に変更 

 

平成 15 年以降の改正については、処理期間の設定やデータベースの活用等「県民の

声」に寄せられた意見が迅速かつ効率的に処理されるような手続が行われている。 
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２ 処理概要 

 

（１）お寄せいただく意見等 

 お寄せいただく県政に対する意見、苦情等を「県民の声」として受け付ける。ただし、

寄せられる意見等の内容は様々であり、以下に該当するものについては「県民の声」とし

ては受付を行わないが、これら意見を一律に県民の声としないのではなく、それぞれの内

容をよく吟味し判断し、適切に対応を行うとしている。 

 

・ 単なる問い合わせ資料請求等 

ただし、問い合わせに関し、進行管理して対応すべき案件と県民課長が判断する案

件については、「県民の声」として受け付けることもありうる。 

・ 業務に関わらない特定個人に対する誹謗や中傷 

・ 不当要求行為 

  

また、お寄せいただく意見等については、以下に掲げる通り、様々な方法によるものが

可能となっている。 

表３：「県民の声」の応募方法 

【電子メールによる受付】 

・ 県民の声専用フォーム（インターネットからの投稿） 

県民の声ホームページに掲載の専用フォームに登録 

・ 県民課、各総合事務所県民局及び各課等のメールボックス 

【電話・来庁による相談】 

・ 県民課、各総合事務所県民局及び各課等 

・ 県政提言フリーアクセス（通話料無料の専用ダイヤル）を県民課に設置 

平成 15 年 1 月 6 日（平成 17 年 9 月 20 日から携帯電話からも利用可能） 

【郵便等による文書受付】 

・ 県民の声専用用紙（料金受取人払い） 

県庁県民室、各総合事務所県民局、県立施設、市町村、郵便局、銀行、医療機関

等に設置 

・ 提言箱（県庁県民室、各総合事務所に設置：6 か所） 
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なお、本人に代わって寄せられた意見等は、「県民の声」として受け付ける。ただし、

第三者から聞いたことを意見された場合、内容の真偽が不明なため、回答はしないとして

いる。また、県外の人でも、鳥取県政に関することは、受け付けるということである。さ

らに、個人的な案件で回答を求められる場合は、原則、本人が意見等を提出する必要があ

る。対象外事項は、県政に対する意見、要望、苦情等以外である。 

 県民課には、調査権はなく、「県民の声」の処理を行う担当課が意見等の内容により調査

を実施することとしている。 

 

（２）関係者への通知及び公表等 

 受け付けた意見等を「県民の声」として「県民の声データベース」（運用開始：平成 13

年 4 月、システム導入：平成 12 年 4 月）に登録し、「県民の声受付一覧データベース」（運

用開始平成 17 年 2 月）により、庁内 LAN を活用し、担当課に処理を依頼している。併せ

て、「県民の声処理用データベース」（運用開始：平成 19 年７月）に、「県民の声データベ

ース」から必要な情報をデータ連携し、担当課の処理の進行管理を実施している。 

 

（３）処理区分 

 県民から寄せられた意見（意見を受け付けた所属が業務として処理すべきもの等を除く）

は、「県としての説明責任を果たす必要性」の観点から処理区分を、県民課が判断し、以下

のア～エに分類し、各部局に対応を依頼している。 

 

 ア 要回答（文書・メール等） 

 県民が回答を求めている場合で、文書やメール等で回答をしたほうがよいと判断され

るもの。 

 イ 担当直接回答（文書・メール・電話・面談・資料送付等） 

 事情を直接確認する必要がある場合や緊急を要する場合など、担当課と県民が直接接

触することが必要と判断されるもの。 

 ウ 対応（検討）結果報告 

 匿名のため意見者に回答できない場合など、ア及びイに該当しないが、県として基本

的考え方、方針を示す必要があるもの。 
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 エ 要留意 

 上記ア～ウに該当しないが、業務上関係があったり、意見の内容を承知すべきと判断

されるものに対しては、寄せられた意見を関係部局に送付する。 

 

また、受け付けた意見に関する処理に実際に要した日数については、以下の表の通りと

なっている。平均処理期間については経年的に減少しており、対応の迅速化が図られてい

る。 

 

表４：平均的処理期間 

区分 処理件数（回答を作成した件数で、複数所

属にまたがるものを含む） 

平均処理日数 

平成 19 年度 3,602 件 18 日 

平成 20 年度 3,117 件 15 日 

平成 21 年度 1,990 件 11 日 

出典：鳥取県提供資料 

 

また、受付の区分別にまとめたものが表５であり、分野的には教育関係、公共事業関係

分野に対するものが比較的件数が多くなっている。 
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表５：受付区分別件数 

 

出典：鳥取県提供資料 

 

 「県民の声」は、そもそも県政への反映・業務改善を目的として運用されたものであり、

事業化のためとして特段のシステム化はしていないが、「県民の声」に寄せられた意見は、

各所属において、適宜適切に予算化の必要性を検討し対応している。なお、予算への反映

状況は、当初予算の公表資料として作成しており、報道機関への情報提供のほか、鳥取県

公式ホームページ「とりネット」上で年度別、部署別にまとめて公開している。 

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100112 

 



- 174 - 
 

３ 現状と今後の課題 

 

 実効性の担保としては、「県民の声」を受け付けてから 15 日経過後に、県の考え方や対

応方針等を日々ホームページで公開している。また、ホームページで公開した意見等を県

庁舎内（本庁舎、第 2 庁舎）及び総合事務所内に紙ベースで掲示し紹介している。 

 また担当課は、県民課（総合事務所県民局）から処理依頼を受けた日から 5 勤務日以内

に、処理区分が「要回答」及び「対応（検討）結果報告」の場合は県民課（総合事務所県

民局）へ、処理区分が「担当課直接回答」の場合は、意見者に対して回答している。 

 要望書等の取扱いについては、個人、民間企業・団体からの要望書、陳情書、請願書等

の表題を付して提出されたものは、「県民の声」として取り扱っている。 

 なお、匿名で寄せられた意見については、以下の理由によって、記名の意見と同様に対

応している。 

・ 県民からできるだけ多くの意見をいただき、県民に開かれた県政の推進を目指して

いる。 

・ 匿名でなければ寄せられない事情に配慮する必要がある。 

・ 食品衛生、不正行為等、県民の生活・安全に関連するものは、早急に事実確認を行

う必要があり、誹謗中傷かどうか調べてみないと分からない。 

 国の機関に対する意見等は、意見者に対して、直接、国の機関又は総務省鳥取行政評価

事務所へと案内をしているが、行政評価事務所が必ずしも一般には知られていないため、

県へとりあえず意見が持ち込まれるとの指摘がされた。 

 県民課は、担当課に対する調査権を有しておらず、担当課に寄せられた意見等に対して

意見者への回答依頼、又は県民課から意見者に回答する回答案（対応方針）の作成を依頼

することを業務としている。そして、担当課の回答内容が、意見に真摯に応えているかを

点検し、必要に応じて、再検討を求めている。しかしながら、「県民の声」では、担当部局

の対応に納得がいかないという不満の声が寄せられているのが現状の課題である。また、

県民課に対して、独自に調査してほしいとの声もあるが、県民課は知事部局の一行政機関

であり、各部局との調整までが限界であるとの意見が聞かれた。そして現在は、この各部

局との調整が難しい部分もあり、県全体での「県民目線」の醸成が必要であるとのことで

ある。県民側についても、県民課が、特段の権限を保有しない独立行政機関ではないこと

について、なかなか理解が得られていないことが多いことも現状の課題としてあげられて
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いた。 

 また、匿名の意見に対する対応については、「県民の声」では、記名・匿名の有無を問わ

ず、広く県民に対して県としての考え方を示す必要があるものについては、対応結果報告

として「とりネット」に掲載し公開している。しかし、インターネット公開が開かれた県

政に資する一方、匿名者からの意見が多数寄せられる原因ともなっており、匿名の中には

誹謗中傷や嫌がらせ的な内容の意見が少なくなく、その内容についてもインターネット公

開を求められる場合があり、この点も課題とされている。 

以上のように、県民課は、苦情処理機関ではないが、県民から寄せられる意見等の整理

を行う部署であり、県民の皆さんから寄せられた意見の処理方法を適宜改善し、県政の道

筋づくりの初期段階、言い換えれば県民対応の 前線として、重要な機能を果たしている

と考えられる。 

 

４ 政策法務課との関わり 

  

行政不服審査法に基づく不服申立てについては、政策法務課の法制担当で担当している。

政策法務課の法制担当は 6 名（派遣職員 1 名、及び非常勤職員 1 名を含む）で構成されて

おり、そのうちの主幹・副主幹各 1 名と課長が不服申立を担当している。業務は、法律に

則って行われており、原則として法律の要件に該当しないものは取り扱っていない。 

 直近 3 年の不服申立ての受付件数であるが、平成 20 年度 35 件（処理件数 29 件）、平成

21 年度 21 件（処理件数 19 件）、平成 22 年度 19 件（処理件数 28 件：平成 23 年 2 月 25

日時点）となっているが、法律の要件に該当しないものも多いとのことである（処理件数

は、前年度からの繰越を含む）。 

 不服申立ては、形式的要件が満たされれば受け付け、それぞれの事務を所管する課で処

理することとしており、政策法務課は、その内容について審査を行うものであり、直接国

民と接することは無い。そのため、現時点では、あまり県民課との接点はないという。し

かし、審査請求人の補助体制の整備等制度改革により、県民課との関わりは大きくなる可

能性もあるのではないかとの政策法務課からの意見であった。 
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第３章 川崎市市民オンブズマン* 

 

１ 制度概要 

 

（１）制度設置の目的と効果及び設置背景等 

川崎市市民オンブズマン制度の設置の目的は、市民主権の理念に基づき、市民の市政に

関する苦情を迅速に処理し、市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告するとと

もに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の保護を図

り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保に資することとさ

れる。このように川崎市市民オンブズマン制度は、市民の権利擁護が第一の目的に置かれ

ており、また発足時の制度研究委員会の提言により、市民の利益を擁護するための、市民

の代表という意味合いから「市民オンブズマン」の名称が決定されている。 

 制度設置の効果としては、以下の市民と行政の両面にわたるとされる。 

・ 市民に対する効果は、市政や市の職員から受けた権利の侵害等に関する救済を求め、

その権利利益の擁護を期待できる。 

・ 行政に対する効果は、オンブズマンという中立、公平、客観的な立場の第三者機関

によって、自らの行為が判断されることにより、行政の改善が期待できる。また、

市の職員に対する効果は、市政や自らの行為に関する姿勢に緊張感を持たせる。 

 

設置背景としては、川崎市においてリクルート疑惑問題など一連の不祥事の発生により、

行政監視・職員倫理の確立について市民の関心が強まり、市民に対して｢開かれた行政」を

確立するために、オンブズマン制度の導入が課題となったためである。 

                                                  
* 本稿の作成に当たっては、川崎市市民オンブズマン事務局のご協力を得た。ご対応頂い

た担当各位に御礼申し上げたい。 
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表１：市民オンブズマン制度導入前の主な出来事 

 

表２：市民オンブズマン制度制定過程 

 

 

（２）組織概要及び職務 

設置形態及び担当者の身分は、地方自治法第 138 条の 4 第 3 項に基づく附属機関であり、

オンブズマンは、市長が議会の同意を得て委嘱する（川崎市市民オンブズマン条例第 7 条）

形になっている。 

オンブズマンの職務は、川崎市市民オンブズマン条例第 3 条に規定されており、以下の

ようになる。 

① 市民の市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。 

② 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。 

③ 市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。 

④ 制度の改善を求めるための意見を表明すること。 

⑤ 勧告、意見表明の内容を公表すること。 

 

職務における管轄事項と管轄外事項は、川崎市市民オンブズマン条例第 2 条に以下のよ

うに規定されている。 

平成 1 年 12 月：川崎市市民オンブズマン制度研究委員会発足 

平成 2 年 5 月：川崎市市民オンブズマン制度に関する提言を市長に提出 

平成 2 年 7 月：川崎市市民オンブズマン条例が市議会で全会一致可決 

平成 2 年 9 月：川崎市市民オンブズマンの人事が９月議会で全会一致可決 

平成 2 年 11 月：川崎市市民オンブズマン条例施行 

・ 昭和 61 年 10 月に市民から市民オンブズマン制度を求める陳情が市議会に出され､

市議会が陳情の趣旨を採択 

・ 平成 1 年 11 月の市長選挙において高橋元市長の公約として市民オンブズマン制度

の導入が取り上げられる 

・ その後、制度実現に向け市民フォーラムも開催され、制度化に向けての期待と関心

が市民の間に高まりを見せる 
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（管轄事項） 

 市の全ての機関で扱っている業務の執行に関すること及びそれを行う職員の行為を苦情

の対象としている。 

（管轄外事項） 

① 判決、裁決等により確定した権利関係に関すること 

② 議会に関すること 

③ 個人情報保護委員の職務に関すること 

④ 川崎市人権オンブズパーソンに救済を申し立てた事項 

⑤ 市職員の自己の勤務内容に関すること 

⑥ 市民オンブズマン又は人権オンブズパーソンの行為に関すること 

 

責務に関しては、制度設置効果と同じく、市民・行政の両面にわたるものであり、川崎

市市民オンブズマン条例第 5・6 条に規定されている。具体的に言うと、市の機関は、市

民オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。また市の機

関は、市民オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない

とされている。そして市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑

な運営に努めなければならないということである。 

 

（３）担当者に関して 

 市民オンブズマンの定数は 2 名とし、そのうち 1 人が代表市民オンブズマンとされる。

また、市民オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見

を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱される。市民オンブズマンは、任期

を 3 年とし、1 期に限り再任されることができ、市民オンブズマンが心身の故障のため職

務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他市民オンブズマンたるにふ

さわしくない非行があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱される。 

 また、市民オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議

員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができず、市民オンブズマン

は、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。市民

オンブズマンは週 3 日勤務で、報酬は月額報酬 74 万円である。さらに、職務上知り得た

秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様に秘密を漏らしてはならないとする
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守秘義務も課せられている。 

 さらに、川崎市市民オンブズマンでは、川崎市市民オンブズマン条例第 21 条により、

地方自治法第 174 条の規定による専門調査委員を置くことができる。この専門調査員は、

補助として調査等を担当し、身分としては非常勤特別職である。専門調査員は、４人配置

することが可能であり、主に法学系の大学院修士課程以上の人物を採用している。専門調

査委員の報酬は、月額 266,500 円/人であり、勤務は週 4 日 9：00～16：00 とされる。 

 

図１：川崎市市民オンブズマン苦情申立てから解決までのフロー 

 

     出典：川崎市資料 
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２ 処理概要 

 

（１）申立てと調査等 

 苦情申立て要件に関しては、川崎市市民オンブズマン条例第 11 条で規定されており、

何人も、市民オンブズマンに対し、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関

する職員の行為について苦情を申し立てることができるとされ、申立て要件を条例上市民

等に限定していない。 

苦情申立て手続については、以下のように川崎市市民オンブズマン条例第 12 条で規定

している。 

・ 苦情を申し立てようとする者は、市民オンブズマンに対し、次の各号に掲げる事項

を記載した書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない

場合は、口頭により申し立てることができる。 

① 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名

称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

② 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となった事実のあった年

月日 

③ その他規則で定める事項 

・ 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。 

 

近年の実際の申立件数の推移をみるとおよそ 100 件程度で推移している。 

 

表３ 年度別申立件数 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

受付件数 117 105 138 99 

   出典：川崎市の資料により作成 

 

また、調査の処理状況は以下のとおりである。結果通知をした案件のうち、およそ 3 割

程度は申立ての趣旨に沿ったものとなっている。 
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表４ 年度別処理件数 

 19 年度 20 年度 21 年度 

結果通知をしたもの 91 105 115 

 苦情申し立ての趣旨に沿ったもの 30 41 42 

 行政に不備がないもの 38 40 44 

 調査を中止・打ち切ったもの 2 5 13 

 管轄外となったもの 10 7 7 

 その他のもの 11 12  9 

調査継続中のもの 32 54  33 

取り下げられたもの 6 11 5 

合計 129 170 153 

    出典：川崎市の資料により作成 

 

上記処理内容のうち、対象外事項は、川崎市市民オンブズマン条例第 13 条によって、

苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しないと

いうことである。 

① 第 2 条ただし書の規定に該当するとき。 

② 苦情を申し立てた者が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立

人自身の利害を有しないとき。 

③ 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から１年を経過していると

き。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

④ 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。 

⑤ その他調査することが相当でないと認められるとき。 

 

調査の中止に関しては、市民オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、

その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる(川崎市市民オ

ンブズマン条例第 14 条)。 

 調査方法として市民オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるとき、関

係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若し

くはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。また、市民オンブズマンは、
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苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情

を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。そして市民オン

ブズマンは、必要があると認めるときは、専門的技術的事項について、専門的機関に対し、

調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる(川崎市市民オンブズマン条例第 15 条)。 

また市民オンブズマンは、川崎市市民オンブズマン条例第 17 条によって、苦情等の調査

の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう

勧告することができる。さらに、 市民オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要がある

と認めるときは、関係する市の機関に対し制度の改善を求めるための意見を表明すること

ができる。ただし、実際には専門機関に対する調査依頼について、年度当初からの予算措

置はしていないということである。 

また、川崎市においては、毎年 1 回オンブズマン名で事務局が事後調査を実施しており、

改善が図られていないものについては、継続して調査を実施している。調査結果について

は、オンブズマン会議に報告し、発意調査に結び付けていくのかどうかも含めて対応方法

を検討している。 

 

（２）関係者への通知及び公表等 

川崎市市民オンブズマンでは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事

案を調査する場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとしている。 

公表ということでは、年度活動報告書を作成しており、その中に先に示した受付状況を

はじめ、申立件数と主な内容、平均的処理期間、改善状況等、詳細を公表している。 

http://www.city.kawasaki.jp/75/75sioz/home/jimu/21houkokusyo/o-nenji.htm 

 

また、川崎市では、あらゆる媒体・機会を活用して市民オンブズマン制度の広報活動に

取り組んでおり、特に平成 20 年度からは、全市立中学校の３年生が使用している中学社

会の「公民」の教科書に、川崎市のオンブズマン制度が取り上げられていることもあり、

生徒だけでなく、保護者を含む学校関係者に対しても効果的に制度の広報ができるように

している。さらに、市立中学校においては「オンブズマンによる学習会」を実施し、広く

市民にオンブズマン制度の理解と利用の促進を図っている。 
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表５ 川崎市市民オンブズマンの広報活動例 

パンフレットの作成配布（区役所、市民館、図書館等） 

年度活動報告書の作成・配布（区役所、市民館、図書館等） 

ホームページの掲載 

苦情申立書及び封筒の作成・配布（区役所、市民館、図書館等） 

ＦＭラジオでのＰＲ 

町内会の市の広報掲示板へのポスター掲示 

市職員を対象とした制度研修会 

町内会等での制度説明会 

市立中学校での「オンブズマンによる学習会」 

各区役所での「巡回オンブズマン」の実施 

 

３ 現状と今後の課題 

 

現在川崎市では、市民の市政に対する苦情、不服等の救済の仕組みとして、市民オンブ

ズマン制度を用い、もう一方で、人権オンブズパーソン制度によって、子どもと男女平等

に関する人権侵害に対する救済を担っており、この両制度が緊密に連携して活動している。

また、他機関との連携ということでは、国、県、他都市等への苦情については、連絡先等

を案内している。 

川崎市市民オンブズマン事務局の担当者によれば、オンブズマン制度は、その目的を達

成するために、苦情の処理、行政改善及び行政監視の 3 つの機能を持つが、市民サービス

の質的向上や行財政改革を推進するため、「行政改善・行政監視」の役割が強く求められて

いる。そのため今後は、事務局体制を強化し、オンブズマンとしての職務・権限が十分発

揮できるよう積極的な支援を行う必要があるという意見が聞かれた。また、制度の活性化

を図るためには、制度の正しい理解と認知度を高めることが重要であると考えているとい

うことである。 

川崎市は、オンブズマン制度を全国に先駆けて導入している。その特徴と貢献度として

は、オンブズマンを制度化するにあたって、地方自治法との関連を明確にしたこと、要綱

ではなく、条例で制度を定めオンブズマンの独立性を高めたこと、政令指定都市である川

崎市がオンブズマンを制度化したことにより、市町村・都道府県の両方へ制度を拡大する
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一因になったこと、また多くの市民を結び付ける議論へと発展したことなどがあげられ、

全国的にも大きな役割を果たした。 

しかしその後、川崎市を参考とした形で、多くの自治体がオンブズマン制度を導入した

が、廃止する自治体も現在増えている。こうしたオンブズマン制度を導入・廃止した自治

体の多くは、その廃止理由として、オンブズマンが取扱う市民からの様々な苦情は、専門

家の見識を必要とする水準ではない、あるいは案件が少なく 少費用の側面からしてオン

ブズマンのコストが高いという理由が多い。このような状況を考えると、どこまでオンブ

ズマンが関わるのか、またオンブズマン制度に係る費用の仕組みを、先進市として川崎市

市民オンブズマンはさらに全国に示していく必要もあると考えられる。 
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第４章 新宿区区民の声委員会* 

 

１ 制度概要 

 

（１）制度設置の目的と効果及び設置背景等 

 新宿区における「区民の声委員会」（以下「委員会」と表記）制度は、開かれた区政の推

進を図り、区政に対する区民からの信頼を確保するために、区民から寄せられた区政に関

する苦情を公正・中立な立場から簡易迅速に処理するために平成 11 年 11 月に設置された。 

 

（２）組織概要及び職務 

委員会には、委員 3 名が置かれている。委員は「人格が高潔で、優れた見識を有する者

のうちから、区長が委嘱する」とされており、その任期は 3 年であり、一度に限り再任で

きる。なお、「任命に際して議会の同意を得る」等の規定はおかれていない。また、委員の

互選によりうち１名を委員長とすることとされている。現在の委員は、弁護士 2 名、大学

教員１名で構成されている。 

また、委員会を補佐する組織として、区民の声委員会推進員が置かれることが条例上規

定されている。実際には、推進員として 2 名の職員が置かれており、この 2 名は区役所職

員 OB で、一人は定年延長、一人は定年後再雇用となったものである。区役所組織とは別

に委員会に職員を配置する意義については、後述する委員会の第三者性と関係しているが、

純粋な第三者である「区民の声委員会」委員と実際の区の業務との橋渡し役が期待されて

いると言えよう。 

区民の声委員会で受け付ける苦情としては、区の機関が行った業務やこれに関する職員

の行為に対する苦情であり、その申立てについては「区民の声」とする制度名称にも拘ら

ず、事実上誰でもその苦情を申し立てることができる。 

ただし、判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項、又はこれらを求めて係争

中の事項、区議会に関する事項、監査委員が結果を報告した事項又は監査等を行っている

事項、他の付属機関又は専門委員の権限に属する事項、この委員会に関する事項について

は苦情申立ての対象外とされている。また、（1）苦情の原因となった事実のあった日から

1 年を経過しているとき、（２）委員会が苦情の処理を行い、終了しているとき、（3）委員

                                                  
* 本稿の作成に当たっては、新宿区のご協力を得た。ご対応頂いたご担当各位に御礼申し

上げたい。 
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会が調査することが相当でないと判断したときには、委員会は調査を行わないとしている。 

 

（３）主な制度改善状況 

 平成 11 年の「区民の声」制度の導入以降、本制度に関して行われた 大の改革は、

平成 15 年 7 月に行われた「区長の求めに応じて行う区民からの苦情に関する事項」の処

理である。本機能は、区民の声委員会のよりいっそうの活用を図るために導入されたもの

であり、3 名の委員（それまでの区民の声委員会委員：「常設委員」と名称変更）と 10 名

以内の区民委員（区内に住所を置く 20 歳以上の者から区長が委嘱）により、区民からの

苦情のうち区長が特に指定したものに関して処理するものである。 

本機能は後に見るように、6 年間に亘って区長からの依頼により 5 件の事項について審

議し、それぞれ６～１０回程度の会議で検討し、区長へ報告書を提出した。しかし、区の

外部評価委員会の設置に伴い、本制度は平成 19 年 6 月末を以って廃止となった。 

 

２ 処理概要 

 

（１）意見等の受付 

 区政に対する意見、苦情等を「区民の声」として受け付ける。このうち「苦情申立書」

により申立てが行われるのはその一部であるが、申立てに至らない苦情・相談の段階で担

当部署を紹介するなど問題解決に努め、所管外の事項についても所管窓口を紹介するなど

の便宜を図っているという。特に 初の苦情・相談が申立てに繋がらない部分については、

窓口での対応により問題が解決したもしくは相談者が納得したかで申立てに至らなかった

ものも多いと推察される。 

 

表１：年度別苦情等申立て状況 

区分

年度 

苦 情 申 立 書

に よ る 申 立

て 

苦情・相談等 所管外 合 計 

平成１１年度 ８ ５６ １１ ７５ 

平成１２年度 １０ ８２ １９ １１１ 

平成１３年度 ８ ７３ ２６ １０７ 
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平成１４年度 １０ ７２ ２４ １０６ 

平成１５年度 ８ ５９ ８ ７５ 

平成１６年度 ８ ４３ １３ ６４ 

平成１７年度 ７ ５１ １４ ７２ 

平成１８年度 ８ ４０ ９ ５７ 

平成１９年度 １２ ４７ １５ ７４ 

平成２０年度 ９ ４２ １６ ６７ 

出典：新宿区の資料による。なお、平成 11 年度は制度導入の 11 月 1 日以降の 5 か月

分。 

 

 申立ての件数等を経年的に見ると、「区民の声」として申し立てられたものは当初毎年

100 件近く見られたが、近年は 60～70 件程度に落ち着いているようである。また、その

なかでも実際に苦情申立書による苦情申立てに至るケースは年間 10 件前後で推移してい

る。 

 

（２）苦情に関する調査及び処理 

 委員会は、申立てのあった苦情について、区の関係機関に対して事情を聞いたり、書類

や資料などを見たりすることで、調査を実施する。委員会における意思決定方法について

は、委員の合議制で行われる。委員会が苦情に関して区の行政に問題があると認めた場合

には、区の関係機関に対して問題点を是正するよう勧告し、苦情の原因が制度そのものに

ある場合には、制度の改善をするよう意見を表明する。 

 実際の苦情処理に当たっては、委員会は毎月 1 回の定例会を開いている。また、各委員

には定例会とは別に原則週 1 回の来庁日が設定されている他、各案件の調査等においては

随時来庁し、調査に当たっている。なお、報酬については、来庁ごとに支払われるのでは

なく月額制となっており、別途費用弁償についても定められているが、一度川崎市への視

察のための交通費の他は支給の実績がないとのことである。 

 また、区民の声委員会の運営に際しては、第三者機関としての位置づけが強く反映され

ている。例えば、委員会の事務に当たる推進員は、区役所職員ＯＢが任命されてはいるが、

現役の区職員が異動の一環として務める役職とは位置づけられておらず、職員人事の外で

行われるものとなっている。また、委員会の事務のために使用しているパソコンは区役所



- 190 - 
 

内部のネットワークには接続されていないスタンド・アローンのパソコンとなっている（外

部のインターネットには接続されている）。また、区民の声委員会に寄せられた区民の声に

ついても、調査や意見伝達（ないしは勧告）に際して区役所関係部署には調査・伝達等が

なされるが、委員会に寄せられた「区民の声」を区役所全体で共有したり、区幹部へ伝達

したりといった仕組みもとられていない。なお、「区民の声」とは別の「区長へのメール」

「区長への手紙」により区民から届けられた意見等は区役所のネットワークにより共有が

図られており、区民の声委員会の第三者機関としての位置づけがこうした情報の取扱いに

も強く表れていると言えよう。 

なお、苦情申立てに対する年間の処理結果は、20 年度では申立人に「調査結果通知書」

を送付したものが前年度からの繰越しを含めて６件（内繰越分１件）であり、そのうち苦

情申立ての趣旨に沿ったものが４件、行政の要望事項があるものが 2 件であった。また申

立書を取り下げたものが２件であり、次年度に調査継続となったものが 2 件であった。区

に対して「勧告・意見表明をしたもの」は 0 件であり、これまで区に対して勧告がなされ

たのは、平成 16 年に個人情報の取り扱いに関しての 1 件の勧告があったのみである。 

調査によって出された結果や勧告・意見表明については、苦情申立人にも知らせるとと

もに、勧告や意見表明の内容は一般に公表される。また、勧告を受けた区の機関は、60 日

以内に必要な問題の是正について委員会に報告し、是正できない特別な事情がある場合は、

その理由も報告しなければならない。なお、委員会の運営についても年度ごとに年次報告

が出されており、区役所 HP にも掲載されている。 

新宿 HP 区民の声委員会 年度別運営状況： 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/kocho01_000107.html 

 

（３）「区長の求めに応じて行う区民からの苦情に関する事項」の処理について 

 平成 15 年 7 月に区民の声条例が改正され、「区長の求めに応じて行う区民からの苦情に

関する事項」の処理を行うこととなった。平成 14 年 11 月に新たに区長に就任した中山弘

子区長は、14 年 12 月議会における所信表明演説で「区政に起きました一連の不祥事に対

する区民の皆様の厳しい批判と区政刷新を求める声に対しまして、清潔で透明性の高い区

政への刷新を強力に進めなければと決意を新たにいたしました。また、区民の信託を得て

区政を担当する者として、行政の透明性を高め、生活者の視点から区政改革を行う責任を

重く受けとめました。」とその冒頭で述べた。これは、同年に前区長及び区役所職員の不祥
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事により区行政が停滞したことを受け、いっそうの区政の変革を訴えたものである。こう

した流れの中で導入されたのが「区長の求めに応じて行う区民からの苦情に関する事項」

の処理である。その際、新宿区区民の声委員会のいっそうの活用を図り、この処理に区民

の視点をより反映させるため、従来の有識者委員に加えて区民 10 名を「区民委員」とし

て加えることとなった。併せて従来の委員は「常設委員」と位置づけられることとなった。

具体的には各年度、下記の事項について処理を行った。例えば 15 年度においては「路上

喫煙・たばこのポイ捨て対策」について、7 回の審議を経た後、区長へ答申を提出してい

る。 

 

表２：「区長の求めに応じて行う区民からの苦情に関する事項」年度別調査状況 

年度 件名 

平成 15 年度 路上喫煙・たばこのポイ捨て対策について 

平成 16 年度 
区民に望まれる職員の窓口対応について 

区民に望まれる区政情報の提供について 

平成 17 年度 

犬を連れた区立公園の利用について 

平成 18 年度 
子どもの安全を確保するための地域ネットワーク

について 

平成 19 年度  

出典：新宿区の資料に基づき作成 

 

 こうして 6 年間にわたり、5 件の事項について区長の求めにより調査を実施した。しか

しながら、平成 19 年に、区民の声委員会条例が改正され、「区長の求めに応じて行う区民

からの苦情に関する事項」の審議が果たしてきた役割は、新しく設置される外部評価委員

会に受け継がれるものとして、同審議事項及び区民委員の仕組みは、平成 19 年 6 月末を

以って廃止された。 
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３ 現状と今後の課題 

 

本「区民の声」委員会は、当初は純粋な第三者機関としての位置づけから出発し、途中

で「区民の声」を代表する区民委員を加えた形に改組され、19 年度に再びもとの姿に戻さ

れるという変遷をたどった。現時点では「区民代表」を無くしたことや、新設された外部

評価委員会との関係について特に評価検討する動きはないという。区民の声委員会のオン

ブズマン的な意味合いを強調するのであれば、「区民委員」を追加した制度は委員会そのも

のの位置づけを曖昧にしかねないとも言えよう。苦情への対応に区民の声を取り込むとい

う区民委員の趣旨は、区民の参加重視という点では効果的であろうが、第三者的組織の当

委員会にその機能を併せ持たせることで委員会の本来の趣旨を見失いかねないものであっ

たと考えられる。その観点からは、現状の（設置当初以来の）制度のほうが第三者組織と

しての苦情処理機関としての組織の位置づけは確保されているといえよう。 
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第５章 埼玉県美里町オンブズマン* 

 

１ 制度概要 

 

（１）制度設置の目的と効果及び設置背景等 

 美里町オンブズマンは、町民の町政の苦情を、町の業務を直接実施する機関以外の公正

で中立的な機関であるオンブズマンが関与し、迅速に処理することにより、町民の権利利

益を擁護することを目的とし、町政に対する町民の理解と信頼を高め、開かれた町政の一

層の推進に資する目的で設置されている。 

オンブズマン制度設置にあたっては、同じ埼玉県内の鴻巣市、新座市、川越市の事例を

参考にしている。通常他自治体の制度を参考にしたり、比較したりする際には、遠方の自

治体を調査することも難しく、美里町自体が大都市というわけでもないため、同一県内の

市町村の事例を参考にすることが多いと言う。 

 

（２）組織概要及び職務 

オンブズマンの職務としては、以下のものがあげられる。 

・町政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること 

・自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること 

・申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案（以下苦情）について、町

の機関に対して意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるように勧告し、又は苦情等

の原因が制度そのものに起因すると認めるときは、当該制度の改善に関する提言を行う

こと 

・勧告、提言等の内容を公表すること 

 管轄事項としては、町の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行

為があげられる。 

管轄外事項は以下のものである。 

・ 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

・ 現に判決、裁決等を求め係争中の事項 

・ 議会に関する事項 
                                                  
* 本稿の作成に当たっては埼玉県美里町のご協力を得た。ご対応頂いた担当各位に感謝申

し上げたい。 
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・ 職員の勤務条件に関する事項 

・ オンブズマンの行為に関する事項 

オンブズマンはその職務遂行に当たり、以下の 4 つの責務を負っている。 

・町民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。 

・オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、町の機関と連携を図り、相互の職務の

円滑な遂行に努めなければならない。 

・オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 

・オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま

た、同様とする。 

 

（３）担当者に関して 

 オンブズマンの資格要件としては、人格が高潔で、地方行政に関して優れた識見を有す

るものとされており、定数 2 名で、現在は弁護士 2 名が任命されている。 

その際には、町長が議会の同意を得て委嘱する形で任命し、2 名のうち 1 人をオンブズ

マンの互選により代表オンブズマンとしている。オンブズマンの身分は美里町非常勤特別

職員であり、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体

の役員と兼ねることができない。また、美里町と特別な利害関係にある企業、その他の団

体の役員と兼ねることができない。 

 解職に関しては、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義

務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意

を得て解職することができるとされており、前述による場合を除くほか、その意に反して

解職されることはない。 

 平成 14 年度までは毎月第 3 金曜日午後 1 時～4 時が定例の来庁となっていたが、変更

され、平成 15 年度からは毎月第 3 金曜日、但し来庁予定日の 1 週間前までに苦情申込み

を受けた場合のみ来庁することとなっている。 

 オンブズマン事務局は総務課が担当しており、町役場に隣接する農村文化センター1 階

にオンブズマン室が設けられており、案件を受けてオンブズマン室を使用することとなっ

ている。 

 予算に関しては、オンブズマンの報酬が、日額 30,000 円であり、平成 22 年度予算では、

報酬 120,000 円、費用弁償 7,000 円（各 1 名分交通費：1,500 円×2、2,000 円×2）となっ



- 195 - 
 

ている。但し、これらの費用は、オンブズマン制度が町民によって利用される等により、

オンブズマンが実際に来庁した場合にのみ支出され、22 年度については、現在まで支出さ

れていない。 

 

２ 処理概要 

 

（１）申立てと調査等 

 申立要件としては、何人も、町の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する

職員の行為について利害関係を有するものは、オンブズマンに対し、苦情を申し立てるこ

とができる。 

苦情の申立ては、以下の事項を記載した苦情申立書により行うものとされるが、書面に

よることができない場合は、口頭により申し立てることができる。 

・ 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事

務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名) 

・ 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日 

・ 苦情の申立ては、代理人により行うことができる 

・ 他の制度への手続の有無に関する事項及び代理人に関する事項とする 

調査対象外事項等に関しては、苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から 1 年

を経過しているとき。ただし、オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限

りではないとされる。また、虚偽その他正当な理由がないと認められるとき、あるいは苦

情を調査することが相当でないと認められるときに対象外事項とされる。 

なお、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を

中止することができる。また、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由

を付して苦情申立人及び当該申立てを通知した町の機関に対し速やかに通知しなければな

らないとされる。さらに、オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を

中止したときは、その旨を理由を付して当該申立てを通知した町の機関に対し速やかに通

知するものとされている。 

調査に関してオンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係す

る町の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提

出を要求し、又は実地に調査することができる。また、苦情等の調査のため必要があると
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認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地に調査するこ

とについて協力を求めることができるということである。なお、専門調査員に関しては、

該当なしということである。 

 

（２）関係者への通知及び公表等 

オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果等について、苦情申立人に速やかに書

面により通知しなければならない。さらに、苦情等の調査の結果、必要があると認めると

きは、関係する町の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告すること

ができる。そして、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めると

きは、関係する町の機関に対し制度の改善に関する提言を行うことができるとなっている。 

そして、意見若しくは勧告又は提言を受けた町の機関は、これを尊重しなければならな

い。またオンブズマンは、意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係

する町の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができ、報告を求められた町

の機関は、当該報告を求められた日から 60 日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置

について報告しなければならない。そしてオンブズマンは、申立てに係る苦情について報

告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。 

公表については、実績はないが、個人情報等の保護について 大限の配慮をしつつ報告

の内容を公表する。また、オンブズマン条例の運営状況については、町長及び議会に報告

するとともに、毎年公表するものとされている。そして、町の機関に対する意見、勧告若

しくは提言又は報告内容の公表は、告示するとともに、町の広報への登載その他の方法に

より行うということである。 

また、町長及び議会への運営状況の報告は、年度ごとの苦情申立件数、苦情調査件数、

オンブズマンの発意に基づく調査件数、町の機関に対する意見、勧告及び提言の要旨、町

の機関からの是正等の措置報告の要旨その他の事項について行うものとされ、公表は告示

とともに、町の広報へ登載その他の方法により行われるということである。 

 

３ 現状と今後の課題 

 

 美里町オンブズマンに対しては、平成 13 年度に 2 件の申立てがあったが、この 2 件も

オンブズマンの対応する事案ではないという状況であり、それ以降事案がない状況である。
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制度設置当初は、広報紙に掲載するなどの広報活動を行っていたが、現在は特に広報紙へ

の掲載はしていない。 

 また美里町では、オンブズマン制度とは別に、なんでも相談窓口を総務課に設置してお

り、今年度は３７件の相談があったとのことである。この相談窓口は、専用電話及び直接

窓口で受け付けているが、案件の公表はされていない。ただし、窓口へオンブズマン案件

が持ち込まれた場合はオンブズマンへ委ねることになる。 

 現状において美里町では、どこまでオンブズマンが関わるべきなのか、あるいは他のオ

ンブズマン制度設置自治体がどこまで関わっているのかを知りたいとの状況がある。しか

し、事務負担はあるが、今後の行政を考えた場合、現状では実際的な運用がなされていな

いものの、この制度はあっても良い制度という意見が出された。その理由として、なんで

も相談窓口の利用件数は実際に多く、その面で職員・担当課の対応等で今は行うことが可

能だが、権利救済の関係の案件が今後出てこないとは限らず、美里町でもそうした案件が

出てきた場合を考えると、オンブズマン制度は残す方向にある。その背景としては、費用

負担が大きくなっていないというものがあり、前述のように現在のオンブズマンが来庁し

て初めて費用負担がかかるという仕組みは、オンブズマン制度を廃止していく他の自治体

の多くで言われる、利用者が少ないにもかかわらず、年数百万円の経費がかる費用対効果

の側面から考えると有用と考えられる。 

 



- 198 - 
 



- 199 - 
 

第６章 北海道ニセコ町まちづくり基本条例と苦情処理* 

 

北海道ニセコ町は、いわゆる自治基本条例のひとつであるニセコ町まちづくり基本条例

（以下「まちづくり条例」とする）を全国に先駆けて 2000 年 12 月に制定した（2001 年

4 月施行）ことで知られている。現在では各地で自治基本条例が制定され、その過程にお

いて行政や住民にさまざまな議論がなされているが、先例のない中での条例作りにはその

条例そのものの位置づけに強く影響を与えたように推察される。まちづくり条例の制定に

当たっては、町が委嘱した特別職の委員からなる「広報広聴検討会議」、町職員からなる実

働部隊の「庁内検討部会」、北海道内の自治体職員や研究者で構成される「札幌地方自治法

研究会」の 3 つの組織で検討が進められた。なかでも、まちづくり条例の大枠を検討した

「広報広聴検討会議」は情報公開条例の作成に際しても主要な役割を担っていた会議体で

あり、この会議のあり方がまちづくり条例の基本理念に大きな影響を与えたと言える。 

 まちづくり条例の基本原則は二つある。ひとつは「情報の共有」であり、もうひとつは

「住民参加」である。町民からの苦情等については、町の行政から見た町民との情報の共

有であり、町による苦情への対応は町の行政への町民の参加と捉えることもできよう。 

 

１ まちづくり条例と苦情等への対応 

まちづくり条例において、苦情処理については以下の通り規定されている。 

 

(意見・要望・苦情等への応答義務等) 

第 32 条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を

調査し、応答しなければならない。 

2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための

仕組み等について説明するよう努めるものとする。 

3 町は、前 2 項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。 

(意見・要望・苦情等への対応のための機関) 

第 33 条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益

な扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができ

る。 
                                                  
* 本稿の作成に際しては、ニセコ町役場のご協力を頂いた。ご対応頂いた担当各位に感謝

申し上げたい。 
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 このように、意見・要望・苦情等に対する応答義務を町に課し、速やかな対応を義務付

けるとともに、町民に対して丁寧な対応をすることを定めている。また、町民が受けた不

利益な扱いを簡易かつ迅速に解消するための機関を置くことを可能としている。 

 

２ 苦情等の処理 

（１）窓口等における苦情等への対応 

受け付けた意見・苦情に対する具体的な事務処理については、明文の事務処理規定や対

応マニュアルが置かれている訳ではない。しかし、実際の運用として、苦情等を受け付け

た際には 3 日以内に処理し、3 日以内に苦情等を申し立てた町民に対してその処理結果を

報告することになっている。3 日以内に処理できない場合においても、3 日以内に申し立

てた町民に処理できない理由とともに処理できない旨を伝えることとなっている。これは

他の自治体等を見ても迅速な対応であり、条例上の「速やかに事実関係を調査し、応答し

なければならない」を実務上明確に実現したものであると言えよう。 

 また、意見・苦情等を受け付けた件数については、明らかとはなっていない。現在では

電子メールでの受付が多いが、意見･苦情以外の雑多なメールと同時に受けているのが現状

であり、意見･苦情等のみを切り出して件数をカウントすることは行っていないとのことで

ある。それ以外の手紙等によるものは年間 10 件程度とのことである。 

 具体的な苦情への対応については、担当係での対応となる。その対応に関する対応記録

については広報広聴係に集約することになっている。従来は情報の集約は電子的に行って

いたが、昨年庁内のネットワークシステムを入れ替えた際に、電子的に集約することを止

め、現在は紙ベースで情報の集約を行っているとのことである。 

なお、まちづくり条例第 33 条には特別の苦情処理機関が設置できることが規定されて

いるが、実際にはこれに対応した特別の組織は設置されていない。これは現状で３日の処

理期間で対応していることから、少なくとも迅速さの観点からは特別の機関を置く必要が

無いこと（特別の機関を置くことでかえって迅速さが失われる可能性も存在する）、ニセコ

町のような小規模な自治体において、こうした特別な機関を設置、運営することへの負担

は大きなものとなることなどの理由から設置されていないと考えられるが、もう少し踏み

込んで考えると、町から受けた不利益に対する救済は特別な苦情対応組織がなくとも行わ

れていると町民が認識していることの表れなのかもしれない。 
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（２）まちづくり懇談会の実施 

窓口で住民の苦情等を受け付ける他に、ニセコ町では毎年 12 月から 1 月にかけて町内

各地域の公民館で「まちづくり懇談会」を実施している。例えば平成 22 年度には全 13 回

で 172 人（人口の 4％、世帯数の 8%に相当）の出席があり、161 件の意見が出された。

ここで出された意見及びそれに対する町の回答については、町が発行する広報紙にも掲載

され、町民に広く周知される（例年年の明けた２月号に掲載）。この懇談会はまちづくり条

例の基本原理である「住民参加」を体現するものであり、この仕組みを「苦情処理」と位

置づけることは適切ではないであろうが、懇談会で出される「意見」には、窓口等へ持ち

込まれる「苦情」同様のものも含まれることは言うまでもないであろう。また、それ以外

にいわゆる「町長への手紙」様式を年に一度広報紙に折り込む形で全戸配布している。 

 

３ 現状と今後の課題 

 ニセコ町においては、まちづくり条例に町民からの苦情等への町の応答義務を課すなど、

町民からの苦情等への誠実な対応を条例によって規定している。とはいえ、苦情処理等に

関して特記すべきことと言えば「3 日以内の対応」「まちづくり懇談会の実施」であり、特

別な組織を設置しているわけでも、特別な事務処理も行っているわけではない。むしろ、

まちづくり条例等を制定した町の姿勢そのものが日常の町の業務を町民本位のものにして

いるのではないかと感じられる。こうした自治体においては、苦情といった形式によらず

とも町民の意見がさまざまな形で町政にもたらされるため、苦情処理の仕組みを特段別建

てで構築しなくとも、町民のための行政が日常的に行われるのでないかと推察される。 

 むしろ、こうしたニセコ町のような住民と行政との在り方を大規模な自治体ひいては国

の行政に取り入れることができるのか、またどのようにそれを実現できるのかについての

考察が必要となってくるであろう。 
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第７章 地方公共団体における苦情処理制度 

 

 行政における苦情救済処理は、行政が国民に対して信頼を回復する手段としての一面と、

行政施策や実施に反映する材料として、言わば苦情を積極的に活用することで行政活動の

改革や改善に役立つ一面をもつものと理解されてきた。しかし、実際の苦情救済制度とな

ると、従来は広聴活動の一部として行われてきた現実がある。しかし、近年は更なる行政

の複雑化・肥大化、また国民意識の変化によって従来型の苦情処理では対応できない状況

にある。今川晃によると、地方自治体の行政苦情救済システムは「一方では、公平に苦情

処理する独立した第三者機関設置へと向かい、他方では、住民の声の分析と行政活動への

反映のあり方、あるいは市民参加（参画）や協働の方向へと進展することになった」*とし

ている。こうした苦情救済システムの進展に見られる二つの方向の特徴を検討することは、

今後の苦情救済制度充実を具体化する際の示唆を与えてくれるのではないかと考えられる。 

今回の自治体調査事例では、この二つの面のいずれかの性質が強く現れた事例が見られ

る。それぞれの特色を見ることで今後の改革の方向を検討する際に参考となるのではない

かと考えられる。共通点等をまとめると以下のような点が明らかになる。 

 

１ 既存制度拡張型 

 

 本調査でこの型に分類されるのが、京都府府民簡易監査制度と鳥取県における「県民の

声」制度と考えられる。 

 京都府の取組みにおいては、監査に結び付けることとさらには府民の参画を得ることと

が重要な目的とされる。どの自治体でも行われている通常の監査は、府民にとってハード

ルが高く、専門化されているため使い勝手が必ずしも良くない。そこで、府民に対して監

査のハードルを低くしたいという認識から簡易監査制度が生まれている。ここでは、監査

の役割をいかに考えていくかが大きなポイントとなっており、他の自治体の監査委員とは

異なるところに大きな特徴がみられる。すなわち、「住民自治」による府政チェックが重要

な要素であり、その意味ではオンブズマンではないものの、第三者の立場として苦情申立

てがあった場合、担当部署に対して要望・意見が言えること、処分権限はないが促すこと

ができる点では、有効に機能している。 
                                                  
* 今川晃「行政苦情救済論」（今川晃編・著『行政苦情救済論』社団法人全国行政相談委員

連合協議会、2005 年）、p.7。 
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 鳥取県における「県民の声」制度は、行政への県民参加を推進するとともに、県民から

の提案、意見を積極的に施策へ反映させる目的で設置されている。ここでは、既存の広報・

広聴行政から広聴部分を独立させて独自の体制を整備することで、県民の意見を県政へ反

映させる目的で行われている。まさに、県全体での「県民目線」の醸成の必要性が大きな

要素となっている。 

 この両県の取組みは、住民の声の分析と行政活動への反映のあり方、あるいは市民参加

（参画）や協働の方向へと進展を促進するために、いかに既存の制度を拡張・発展させる

ことで苦情処理の解決を図っている事例と考えられる。 

 

２ 第三者機関設置型 

 

 この型に分類されるのが、美里町オンブズマン制度、川崎市市民オンブズマン制度そし

て設置形態は異なるが、新宿区区民の声委員会である。言葉からも分かるように、これら

の自治体は、第三者機関としてオンブズマン制度を導入することで住民の行政に関する苦

情を迅速に処理し、町政・市政・区政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告する

とともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、住民の権利利益の保護

を図り、もって開かれた行政の一層の進展と行政に対する住民の信頼の確保に資すること

とされる。 

 川崎市が、オンブズマン制度を全国に先駆けて導入し、各自治体がオンブズマンを制度

化するにあたって、川崎市を模範とした点でおよそ美里町にも共通する部分がでてくるこ

とは仕方がないのかもしれない。しかし、同じ公平に苦情処理する独立した第三者機関設

置としてのオンブズマン制度を導入している自治体でも、その自治体の規模によってオン

ブズマンの苦情への関わり方に大きな違いがみられる。川崎市は市民サービスの質的向上

や行財政改革を推進するため、「行政改善・行政監視」の役割を今後は強化し、オンブズマ

ンとしての職務・権限が十分発揮できるよう積極化しようとしている。一方で、美里町は、

どこまでオンブズマンが関わるべきなのか未だ模索段階であり、別の相談窓口を設けつつ

その相談窓口へオンブズマン案件が持ち込まれた場合、総務課の判断によりオンブズマン

へ振り分けるとしている。しかも、今後の行政を考えた場合、現状では実際的な運用がな

されていないものの、オンブズマン制度はあっても良い制度という意見が出された。その

理由として、なんでも相談窓口の利用件数は実際に多く、その面で職員・担当課の対応等
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で今は行うことが可能だが、権利救済の関係の案件が今後出てこないとは限らず、美里町

でもそうした案件が出てきた場合を考えると、オンブズマン制度は残す方向にある。 

 これら 2 つの自治体を考えると、まさにオンブズマンの役割を今後どのような形で活用

すべきなのか、あるいは自治体規模によって関わり方も変えるべきではないかという問題

に対する示唆を与えてくれたと考えられる。 

 また、新宿区の区民の声委員会は「オンブズマン」とは名乗っていない上に、意思決定

の方法も各委員による単独の決定ではなく、あくまでも委員会による合議的意思決定とい

う運営方法の違いはあるが、弁護士等の有識者を委員として任命した行政から一定の距離

をもつ第三者機関であることには違いがない。こうしたオンブズマンの亜種と言えるバリ

エーションの存在は、今後のオンブズマンの在り方を検討する上での比較材料として有益

な示唆を与えてくれると考えられる。 

 

３ 今後の課題 

 

 このように、今回の調査対象とした自治体を大きく 2 つに分けてみたが、その本質とし

て背景に共通する問題として、財政に起因する問題があると考えられる。 

 すなわち、既存制度拡張型は、いかに現状の財政の中で（若干の増加は考えられるが）

苦情処理を行っていく工夫をしていくかが前提にあり、制度設計されたものと考えられる。

逆に言うならば、オンブズマン制度のように新たに制度を作り上げたものは、新たな予算

措置が必要であり、その意味でその予算に既存制度以上の増加が見られると、費用対効果

の側面で必ず批判が生まれてきているのが現状である。 

 一方、既存制度拡張型は、もともと既存の制度であるが故に、その認知度や活用方法が

問題となっていると考えられる。具体的に言うならば、住民は既存制度拡張型にオンブズ

マン制的役割を求めているところが否めない。すなわち、住民からはその制度が持つ権限

以上を求められることもあり、住民の要望である個別の苦情案件などについて、処理とと

もに処分を求めていることが多いという現実にどのように対処していくかが問題となって

いると考えられる。 

 このようにみると、まさに権限の拡大をもたらす（独立性）ためには更なる財政負担が

強いられる可能性があり、今回調査したそれぞれの苦情処理制度の問題点を含めた形や、

自治体規模の問題を含めた形で、財政と権限のバランスを考慮に入れた苦情処理制度の検
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討も今後必要と考えられる。 

 また、こうした試みとは一線を画すのはニセコ町ではないかと考えられる。ニセコ町で

はいわゆる自治基本条例にあたるニセコ町まちづくり基本条例で住民からの苦情への応答

義務を課してはいるものの、苦情処理に関する特別な仕組み等は作っていない。むしろ日々

の業務やまちづくり懇談会等を通じてこうした機能の代わりを果たしているといえよう。

ただし、こうした仕組みはニセコ町のような小規模な自治体だからこそ可能となっている

面もあり、こうした行政の姿勢そのものは十分参考となるにしても、大規模自治体や国の

行政に直接的に当てはめて職員の意識改革等を論じるだけでは、現実の苦情等への対応に

つなげることは難しいともいえよう。 

 


