
－ 1－

櫻井敬子 =橋本博之 著

『行政法［第 4版］』補遺（2014年 6 月）　〔弘文堂〕

平成26年 6 月の第186回通常国会において、現行法を全部改正する行政
不服審査法が成立した（平成26年法律第68号）。以下、その概要を示す。

1　経緯

　行政不服審査法（以下、現行法という）は、昭和37年の制定以降、実質的
な改革がされないまま適用されてきた。その間、行政不服審査制度について、
①個別法によるものを含め制度・手続が複雑で、国民にとって必ずしも使い
易くない、②手続の簡易迅速性や、行政裁量に踏み込んだ当不当の審査など
のメリットが生かされていない等の欠陥が指摘される一方、処分に係る事前
手続を定めた行政手続法の制定、国民の権利利益の実効的救済を趣旨とする
行政事件訴訟法の改正など、関連する法制度改革が進行した。
　平成20年、現行法を全部改正する法案が国会に提出されたものの、翌年に
廃案となる。その後誕生した民主党政権は、現行法の改正・不服申立前置見
直しに向けた検討を進めたものの、法案提出には至らなかった。平成26年 6
月、現在の自民党・公明党政権により策定し直された行政不服審査法が成立
した（以下、新法という）。新法は、公布の日から 2年以内に施行される（附
則 1条）。なお、新法の施行日（政令で定められる）までは現行法が通用する。
　新法と同時に、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律および行政手続法の一部を改正する法律も成立した。前者は新法と同日施
行、後者は平成27年 4 月 1 日施行である。これら関連 3法が一体となって、
行政不服審査制度は、52年ぶりに一新される。

2　新法の目的・性格

　新法は、現行法と同様、処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行
為）に関する不服申立ての一般法と位置付けられる（ 1条 2項）。
　新法 1条 1項は、その目的につき、「行政庁の違法又は不当な処分その他
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公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広
く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることに
より、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する
こと」と規定する。現行法 1条 1項と対比すると、「公正」という文言が付
加されており、不服申立てにおける審理の客観性・公正性を確保することに
より、国民の手続保障のレベルを向上させるという新法の立法趣旨が理解で
きる。

　＊新法の要点
　　　　　　　　①審理員による審理手続の導入
　
⑴公正性向上

　  ②行政不服審査会等への諮問手続の導入 
③審査請求人・参加人の手続的権利の拡充 
　（証拠書類等の謄写・処分庁への質問等）

　　　　　　　　  ④不服申立期間の延長 
⑤異議申立ての廃止による審査請求への一元化

　⑵利便性向上　  ⑥審理の迅速化 
　（標準審理期間の設定、審理員による審理手続の計画的遂行） 
⑦不服申立前置の見直し

3　審査請求・再調査の請求・再審査請求

　新法は、①審査請求、②再調査の請求、③再審査請求という、 3種類の不
服申立手続を定める。
　審査請求とは、行政庁の処分・その不作為について、審査庁（原則として
処分庁・不作為庁の最上級行政庁。処分庁・不作為庁に上級行政庁がない場合には

当該処分庁・不作為庁）に対して不服申立てをする手続である。
　再調査の請求とは、処分庁自身が審査請求よりも簡易な手続で事実関係の
再調査等をすることにより、処分の見直しを求める手続である。再調査の請
求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合において、個別法
が特に定めた場合に許容される。
　再審査請求とは、審査請求の裁決に不服がある者が、さらにもう一段階の
不服を申し立てる手続である。再審査請求も、個別法が特に定めた場合にの
み許容される。
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　新法は、現行法の異議申立て（上級行政庁がない場合等に処分庁に対してす
る不服申立て）を廃止し、審査請求に一元化する。その趣旨は、上級行政庁
の有無等によって手続保障のレベルが左右される（異議申立ての手続保障は審
査請求に劣る）という現行法の不都合を解消し、手続保障のレベルを全体と
して向上させることである。
　他方で、新法は、個別法により、審査請求とは別に、処分庁に対する再調
査の請求を定めることを許容する（ 5条 1項）。再調査の請求は、処分が大量
に行われ、処分に関する不服が法定された要件事実該当性の当否に係るよう
な法制度において、処分庁が審査請求よりも簡略な手続で処分の見直しを行
い、迅速に紛争を処理することを可能ならしめる手続である。行政側にとっ
て、審査請求に対応する負担の軽減を図るメリットもある。個別法が再調査
の請求を定める場合に、審査請求と再調査の請求のどちらを利用するかは、
国民の自由選択である（同項ただし書）。要件事実の認定判断ではなく、法令
解釈それ自体を争いたい場合に、ダイレクトに審査請求できることは、国民
にとって手続的負担の軽減となる。もっとも、再調査の請求をしたときには、
原則として、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請
求はできない（同条 2項）。不作為について、再調査の請求は規定されてい
ない。
　再審査請求は、社会保険、労働保険等の領域で、審査請求に続く二段階目
の救済手続として存置された。また、裁定的関与（地方公共団体の機関がした
処分について、国等が不服申立ての手続により関与すること）について、従前の
不服申立先が維持されるという方針の下、再審査請求が用いられる場面が想
定される。再審査請求ができる場合に、審査請求の裁決に不服がある者が再
審査請求をするか、裁判所に出訴するかは、自由選択である。

4　審査請求の要件

4-1　対象
　新法は、処分についての審査請求の対象を「行政庁の処分」（ 2条）、不作
為についての審査請求の対象を「行政庁の不作為」（ 3条）とする。「処分」
とは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」（ 1条 2項）、「行政
庁の不作為」とは「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」
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（ 3条かっこ書）である。
　上記の処分には、条例に基づく処分も含まれる。不作為についても、「法
令に基づく申請」という法令には、条例も含まれる。また、処分は、事実上
の行為を含む概念である。現行法 2条 1項は、処分の中に、「公権力の行使
に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質
を有するもの」が含まれると規定するが、新法からは削除されている。事実
上の行為の内容が継続的性質を有しないのであれば、結局のところ不服申立
ての利益を欠き申立てはできないので、現行法の如く処分の定義として明文
化する必要はないという趣旨による。審査請求の対象となる「事実上の行
為」の範囲については、抗告訴訟につき処分性を柔軟に判断する一部判例と
の整合性を含め、今後の解釈運用の動向が注目される。
　なお、不作為についての不服申立てに関し、現行法は、異議申立て・審査
請求の自由選択を認め、不作為庁に事務処理の促進を求めるための異議申立
てを許容する。これに対し、新法は、申請に対する不作為に係る紛争につき
一回的解決を図るという観点から、審査請求において、不作為状態にある申
請に対してどのような判断をすべきか具体的に確定することをもって紛争解
決とする（49条 3 項は、義務付け裁決を規定する）。新法は、行政手続法 7条に
よる審査応答義務の設定、行政事件訴訟法 3条 6項 2号による申請型義務付
け訴訟の法定等を踏まえ、不作為についての不服申立てにおいて、申請を認
容するか否かというかたちで紛争を処理する手続へと転換を図った。
4-2　審査庁
　審査請求は、原則として、処分庁・不作為庁の最上級行政庁に対してする
（ 4条 4号。なお、現行法は直近上級行政庁が原則である）。
　上記原則の例外として、①処分庁・不作為庁に上級行政庁がない場合（ま
たは処分庁・不作為庁が主任の大臣、宮内庁長官、外局の長である場合）には当
該処分庁・不作為庁、②宮内庁長官・外局の長が処分庁・不作為庁の上級行
政庁である場合には宮内庁長官・外局の長、③主任の大臣が処分庁・不作為
庁の上級行政庁である場合（上記①②を除く）には当該主任の大臣が、それ
ぞれ審査庁となる（ 4条 1号～ 3号）。
4-3　審査請求期間
　処分についての審査請求には、処分があったことを知った日の翌日から起
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算して 3か月（再調査の請求を前置したときは、当該再調査の請求の決定があっ
たことを知った日の翌日から起算して 1か月）という主観的請求期間（18条 1
項）、処分（再調査の請求を前置したときは、当該再調査の請求の決定）の日の
翌日から起算して 1年という客観的請求期間（同条 2項）が、規定される。
現行法と対比すると、主観的請求期間が60日から 3か月に延長され、例外事
由が「やむをえない理由」から「正当な理由があるとき」に改められること
により客観的事情に限られないかたちへと拡張された。
　不作為についての審査請求には、審査請求期間の制限はない。なお、不作
為についての審査請求が、「申請から相当の期間が経過しないでされた」場
合に不適法却下となることが明記された（49条 1 項）。
4-4　審査請求適格
　現行法と基本的に同じである。処分につき審査請求できるのは、「行政庁
の処分に不服がある者」（ 2条）、不作為につき審査請求できるのは、「法令
に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」（ 3条）である。

5　審査請求の審理手続

5-1　標準審理期間
　新法は、審査請求の審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救
済に資するという観点から、審理期間の目安となる標準審理期間の設定・公
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表につき規定する。審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到
達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める
とともに、標準審理期間を定めたときは、審査庁および関係処分庁の事務所
における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない
（16条）。裁決までの期間であるから、行政不服審査会等への諮問に要する期
間も含まれる。
5-2　手続の開始
　審査請求は、原則として、審査請求書を提出してしなければならない（19
条 1 項）。審査庁が処分庁・不作為庁と異なる場合、審査請求は、処分庁・
不作為庁を経由してすることができる（21条 1 項）。
　審査請求書に不備がある場合、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内
に不備を補正すべきことを命じなければならない（23条）。審査請求人が補
正をしない場合（補正できないことが明らかな場合も同様）、審査庁は、審理員
による審理手続を経ないで却下裁決できる（24条 1 項・ 2項）。
5-3　審理員による審理手続
5-3-1　審理員による審理手続の導入
　新法は、処分・当該処分に係る再調査の請求についての決定・不作為に関
与していない審理員による審理手続を導入し、審理員が主張・証拠の整理な
どを含む審理を行い、審理員意見書（審査庁がすべき裁決に関する意見書）を
作成し、これを事件記録とともに審査庁に提出する手続を新設した。
　現行法は、審査請求において、係争処分等に関与した職員が審理や裁決書
の起案に関わることを排除しない。これに対し、新法は、職能分離の観点か
ら一定の要件を満たす審理員の審理・判断により、手続の客観性・公正性を
高めることを趣旨とする。もっとも、審理員は、審査庁に所属する職員（非
常勤も可）であり、組織法的に完全なかたちの第三者ではない（理論的には審
査庁の指揮監督下にあり、職権行使の独立を担保する明文規定もない）。
　審査庁は、原則として、処分（場合より再審査の請求についての決定）・不作
為に係る処分に関与した（または関与することとなる）者以外の職員の中から
審理員を指名する（ 9条 1項）。審理員を指名した旨は、審査請求人および
処分庁等に通知しなければならない。審査庁となるべき行政庁は、審理員と
なるべき者の名簿を作成するよう努め、名簿を作成したときは適当な方法で
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公にしておかなければならない（17条）。
　行政委員会等が審査庁となる場合には、審理員による審理手続は行われな
い（ 9条 1項ただし書）。また、審査請求人が審査請求書の補正に応じない場
合等も、審理員による審理手続は行われない（上述5-2）。さらに、情報公開
法・個人情報保護法のように、個別法により審理員による審理手続が全面的
に排除される例がある。
5-3-2　審理手続の計画的遂行
　新法は、審理関係人（審査請求人、参加人、処分庁・不作為庁）および審理
員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、相互に協力するとともに、審
理手続の計画的な進行を図らなければならないとする（28条）。審理員は、
事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、
審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日および場所
を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立て
に関する意見の聴取を行うことができる（37条 1 項。争点・証拠の事前整理手
続）。
　弁明書・反論書のみでは、審査請求の趣旨や、請求人と処分庁の対立点等
を正確に把握できない場合が想定される。新法は、簡易迅速かつ公正な審理
が可能となるよう、審理員による事前の争点整理を可能とし、審査請求にお
ける審理の計画的遂行に資すことを目指したものと考えられる。
5-3-3　代理人・参加人・補佐人
　審査請求は、代理人によってすることができる（12条 1 項）。
　また、利害関係人（審査請求人以外の者であって係争処分の根拠となる法令に
照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者）は、審理員の許可
を得て、当該審査請求に参加することができる（13条 1 項。参加人）。審理員
は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加
することを求めることができる（同条 2項）。参加人は、処分庁等からの弁
明書の送付（29条 5 項）、審査請求人からの反論書の送付（30条 3 項）を受け、
意見書を提出できる（同条 2項）。これらは、現行法における参加人の手続
的権利（口頭意見陳述、証拠書類・証拠物の提出、鑑定要求・物件提出要求・検
証・審尋等の申立て、閲覧請求）にプラスして拡充されたものである。参加人
には、口頭意見陳述における質問（31条 1 項・ 5項）、審理員意見書の写しの
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送付（43条 3 項）等、新たに設けられた手続に係る権利も認められている。
新法による参加人の手続的権利の拡充が、三面的・多極的な利害調整を必要
とする現代的な行政上の紛争を有効に解決する機能を果たすか、注目される。
　さらに、口頭意見陳述をする場合、申立人は、審理員の許可を得て、補佐
人とともに出頭することができる（31条 3 項）。
5-3-4　弁明書の提出
　審理員は、審査庁から指名されれば直ちに、処分庁等に審査請求書の写し
を送付しなければならない（29条 1 項。処分庁・不作為庁が審査庁である場合を
除く）。その上で、審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明
書の提出を求める（同条 2項）。弁明書には、処分の内容・理由（処分につい
ての審査請求の場合）、処分をしていない理由および予定される処分の時期・
内容・理由（不作為についての審査請求の場合）を記載する（同条 3項）。弁明
書には、行政手続法24条 1 項の調書、同条 3項の報告書、29条 1 項の弁明書
を添付する（同条 4項）。審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったと
きは、これを審査請求人および参加人に送付しなければならない（同条 5
項）。
　現行法では、審査庁が処分庁に弁明書の提出を求めるか否かは審査庁の判
断（裁量）によるところ（現行法22条 1 項）、新法はこれを審理員の義務とし、
弁明書の内容等についても相当程度明確化した。
5-3-5　反論書等の提出
　審査請求人は、反論書（送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記
載した書面）を提出することができる（30条 1 項）。また、参加人は、意見書
（審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面）を提出することができる
（同条 2項）。
　審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人・処
分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人・処分
庁等に、それぞれ送付しなければならない（30条 3 項）。
5-3-6　口頭意見陳述
　審査請求人または参加人の申立てがあった場合、審理員は、その申立人に
口頭で当該審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければな
らない（31条 1 項。口頭意見陳述）。口頭意見陳述は、審理員が期日・場所を
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指定し、すべての審理関係人を招集して行わせる（同条 2項）。申立人は、
審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる（同条 3項）。
口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件
に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる（同条 5項）。
　現行法では、申立人が処分庁等に対して質問を発する手続は規定されてお
らず（そもそも、現行法では、口頭意見陳述につき処分庁等の立会いは義務付け
られていない）、新法はこの点を改めた（行政手続法20条 2 項も参照）。重要な
改革ではあるが、行政側による応答義務等は規定されていない。
5-3-7　証拠書類等の提出、物件の提出要求
　審査請求人・参加人は証拠書類・証拠物を（32条 1 項）、処分庁等は処分
の理由となる事実を証する書類その他の物件を（同条 2項）、それぞれ提出
することができる。また、審理員は、審査請求人・参加人の申立てによりま
たは職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その
物件の提出を求め、提出された物件を留め置くことができる（33条）。
5-3-8　参考人陳述・鑑定の要求、検証、審理関係人への質問
　審理員は、審査請求人・参加人の申立てによりまたは職権で、適当と認め
る者に、参考人陳述または鑑定を求めることができる（34条）。
　審理員は、審査請求人・参加人の申立てによりまたは職権で、必要な場所
につき、検証をすることができる（35条 1 項）。審理員は、申立てによる検
証をしようとするときは、申立てをした者に対し、検証の日時・場所をあら
かじめ通知し、立ち会う機会を与えなければならない（同条 2項）。
　また、審理員は、審査請求人・参加人の申立てによりまたは職権で、審査
請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる（36条）。
5-3-9　審査請求人等による物件の閲覧・謄写
　審査請求人・参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、審
理関係人から提出された書類その他の物件（審理員が職権で提出させたものを
含む）の閲覧または写し等の交付を求めることができる。この場合、審理員
は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由が
あるときでなければ、その閲覧・交付を拒むことができない（38条 1 項）。
　現行法では、文書閲覧請求として規定されていたところ（現行法33条 2 項）、
写し等の交付まで請求できることとされ、対象も拡大された。
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5-3-10　手続の併合・分離、執行停止の意見書
　審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続
を併合し、または、併合された数個の審査請求に係る審理手続の分離をする
ことができる（39条）。審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に
対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる（40条）。
5-3-11　審理手続の終結
　審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結する（41
条 1 項）。審理員が審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対
し、審理手続を終結した旨、および、審理員意見書・事件記録を審査庁に提
出する予定時期を通知する（同条 3項）。
　審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審理員意見書（審査庁
がすべき裁決に関する意見書）を作成し（42条 1 項）、速やかに、事件記録とと
もに、審査庁に提出する（同条 2項）。
5-4　行政不服審査会の関与
5-4-1　行政不服審査会
　新法は、審査請求手続において客観的かつ公正な判断が得られるよう、有
識者から構成される行政不服審査会を設け、審査請求の審理に関与する仕組
みを新設した。地方公共団体の長が審査庁である場合には、条例で設置され
る同様の機関が関与する。第三者機関が審査庁の判断の妥当性をチェックす
ることにより、審査庁による裁決の公正性を向上させる趣旨である。
　新法が導入する審理員は、行政組織法上は審査庁の補助機関であり（審理
員は裁決権限を有しない）、判断の客観性が十分に担保され得ない部分が残る。
公正な手続による国民の権利利益の救済という観点からは、審査庁・処分庁
から独立した第三者性を有する機関が、審査請求のプロセスに関与する必要
性が指摘される。行政不服審査会等は、審査請求を棄却しようとする審査庁
の判断の適否を審査する役割等を担う諮問機関である（個別法領域ごとでは
なく、領域横断的な機関である）。簡易迅速な手続という審査請求制度の趣旨
に照らし、行政不服審査会等での手続は、審理員意見書および事件記録に基
づく書面審理が中心とされる。
　行政不服審査会は、総務省に設置され（67条 1 項）、9人の委員で構成され
る（68条 1 項）。なお、情報公開・個人情報保護審査会は、従前どおり、内
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閣府に存置される。
　地方公共団体には、執行機関の附属機関として、国レベルでの行政不服審
査会に対応する事項を処理するための機関が置かれる（81条 1 項）。他方、
地方公共団体は、不服申立ての状況等に鑑み、上記機関を置くことが不適当
または困難であるとき、条例で、事件ごとに執行機関の附属機関を置くこと
ができる（同条 2項）。常設ではなく、案件ごとのアドホックな設置が許容
されている。また、地方設置の機関については、制度設計上の自由度も高め
られている。
5-4-2　行政不服審査会等への諮問
　審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、審査庁が国
の行政機関である場合には行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長で
ある場合にあっては地方の機関に、諮問しなければならない（43条 1 項）。
　上記の例外として諮問を要しないのは、①処分につき審議会等の議を経た
場合（ 1号）、②裁決につき行政委員会・地方議会等の議を経て裁決しよう
とする場合（ 2号）、③不作為につき審議会等の議を経て裁決しようとする
場合（ 3号）、④審査請求人が諮問を希望しない場合（ 4号。参加人から反対
の申出がされている場合を除く）、⑤行政不服審査会等により諮問を要しない
と認められた場合（ 5号）、⑥審査請求が不適法であり却下する場合（ 6号）、
⑦全部取消し、全部の撤廃、申請に係る全部認容をする場合（ 7号・ 8号。
反対する旨の意見書が提出されている場合・口頭意見陳述においてその旨の意見が

述べられている場合を除く）である。
　上記④により、審査請求人は、より簡易・迅速に裁決がされるという選択
肢が与えられる。上記⑤は、行政不服審査会等が諮問を不要とするケースを
判断するもので、「国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その
他当該事件の性質を勘案」するという考慮要素が明文化されている。
　行政不服審査会等への諮問の際、審査庁は、審理員意見書および事件記録
の写しを添えなければならず（43条 2 項）、審理関係人（処分庁等が審査庁で
ある場合にあっては、審査請求人および参加人）に対し、当該諮問をした旨を
通知し、審理員意見書の写しを送付しなければならない（同条 3項）。
5-4-3　行政不服審査会での審理
　総務省に設置される行政不服審査会は、 3名で構成される合議体（部会）
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または全員で構成される合議体で、審査請求に係る事件につき調査審議をす
る（72条 1 項・ 2項）。審査会は、審査関係人（審査請求人・参加人・審査庁）
に対して主張書面・資料の提出を求める等の調査権限を持つ（74条）。審査
会は、審査関係人から申立てがあった場合には、原則として、当該審査関係
人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない（75条 1 項）。もっと
も、審査会が「その必要がないと認める場合」には口頭意見陳述の機会付与
は不要である（同項ただし書）。
　審査関係人は、審査会に対し、主張書面・資料を提出すること（76条）、
審査会に提出された主張書面・資料の閲覧または写し等の交付を求めること
ができる（78条 1 項）。
　審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人お
よび参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する（79条）。

6　裁決

6-1　審査請求の終了
　審査請求は、審査庁の裁決により終了する。審査請求人は、裁決があるま
では、いつでも、書面により審査請求を取り下げることができる（27条）。
　審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき（諮問を
要しない場合には審理員意見書が提出されたとき）は、遅滞なく、裁決をしな
ければならない（44条）。答申・審理員意見書をどのように取り扱うか、明
文の規定はない。裁決主文が、答申書・意見書と異なる内容である場合の理
由付記についてのみ、規定がある（50条 1 項 4 号）。
6-2　処分についての審査請求の裁決
　却下裁決（45条 1 項）、棄却裁決（同条 2項）、事情裁決（同条 3項）、不利
益変更禁止（48条）は、現行法とほぼ同様である。
　審査請求に係る処分（事実上の行為を除く）が違法・不当である場合には、
事情裁決の場合を除き、当該処分の全部・一部を取り消し、またはこれを変
更する裁決がされる（46条 1 項）。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁ま
たは処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない
（同項ただし書）。法令に基づく申請を却下または棄却する処分の全部または
一部を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと
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認めるとき、処分庁の上級行政庁である審査庁は当該処分庁に対して当該処
分をすべき旨を命ずる措置をとり、処分庁である審査庁は当該処分をする措
置をとる（同条 2項）。審査庁が一定の処分を命ずる（または当該処分をす
る）場合について、必要があれば、審議会の議を経る（同条 3項）、あるいは、
関係行政機関と協議する（同条 4項）ことができる。
　審査請求に係る事実上の行為が違法・不当である場合、審査庁は、裁決で、
その旨を宣言した上で、処分庁以外の審査庁は、処分庁に対し、当該行為の
全部・一部を撤廃し、またはそれを変更すべき旨を命ずる措置をとり、処分
庁である審査庁は、当該行為の全部・一部を撤廃し、またはこれを変更する
措置をとる（47条。事情裁決の場合を除く）。ただし、審査庁が処分庁の上級
行政庁以外の審査庁である場合には、当該行為を変更すべき旨を命ずること
はできない（同条ただし書）。
6-3　不作為についての審査請求の裁決
　却下裁決（49条 1 項）、棄却裁決（同条 2項）に加え、義務付け裁決（同条
3項）が規定されている。すなわち、審査請求に係る不作為が違法・不当で
ある場合、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法・不当である旨を宣言する
とともに、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、不作
為庁の上級行政庁である審査庁は、不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を
命ずる措置をとり、不作為庁である審査庁は、当該処分をする措置をとる。
6-4　裁決の拘束力
　裁決の拘束力（52条）は、現行法とほぼ同様である。

7　執行停止

　執行停止（25条・26条）は、現行法とほぼ同様である。
　執行停止の申立てがあったとき、または審理員から執行停止をすべき旨の
意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうか
を決定しなければならない（25条 7 項）。

8　再調査の請求

　再調査の請求は、審査請求と比較し、簡易な手続である（61条）。審理員
による審理はなされず、行政不服審査会等への諮問の手続もない。処分庁が
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自ら再調査をすることから、弁明書・反論書のやりとりはなく、口頭意見陳
述における処分庁への質問もできない。
　主観的請求期間は 3か月（54条 1 項）、客観的請求期間は 1年（同条 2項）
である。いずれも、正当な理由があるときに例外が認められ得る。
　処分庁は、再調査の請求から 3か月を経過しても決定に至らない場合、遅
滞なく、直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人
に教示しなければならない（57条）。 3か月を経過しても決定がないため、
決定を経ずに審査請求がされたとき、当該再調査の請求は取り下げられたも
のとみなされる（56条）。
　再調査の請求の決定書（全部認容の場合を除く）には、係争処分につき審査
請求をすることができる旨（却下の決定である場合には、当該却下の決定が違法
な場合に限り審査請求をすることができる旨）、審査請求をすべき行政庁、審査
請求期間の教示が必要である（60条 2 項）。

9　再審査請求

　再審査請求は、基本的に、審査請求と同じ手続構造を与えられている（66
条）。したがって、審理員による審理手続等、審査請求と基本的に同等の手
続が、もう一段階なされる。また、再審査請求は、原裁決または当該処分を
対象とするものと定義されている（ 6条 2項）。このことに対応し、再審査
請求に係る原裁決が違法・不当である場合において、もとの処分が違法・不
当のいずれでもないときには、当該再審査請求につき棄却裁決をする（64条
3 項）。係争処分に違法・不当が認められないが、審査請求における手続上
の瑕疵のみがあるケースにおいて、再審査請求は棄却となる。
　再審査請求期間は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 1
月（62条 1 項）、原裁決があった日の翌日から起算して 1年（同条 2項）であ
り、いずれも、正当な理由があれば例外が認められ得る。
　現行法の下では、個別法上、直近上級行政庁に審査請求し、さらに上級行
政庁に再審査請求をすることとされているものがあるが、新法は審査請求を
求める先を最上級行政庁としているため、このタイプの再審査請求は整備法
により廃止される。
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10　教示・情報提供

10-1　教示制度
　新法も、現行法と同様、教示制度を整備している（82条）。必要な教示が
なされなかった場合の救済ルール（83条）、教示に誤りがあった場合の救済
ルール（22条）も、同様である。
10-2　情報提供制度
　新法は、不服申立てに必要な情報の提供、不服申立ての処理状況の公表に
ついて、行政庁側の努力義務を定めている（84条・85条）。現行法にこのよう
な趣旨の規定はなく、行政救済を求める国民の便宜に配慮されている。

　＊不服申立前置の見直し
　行政処分に不服がある場合に、行政機関に対して不服申立てをするか、直ちに
裁判所に出訴するかは、国民の自由選択が原則であるが、例外として、個別法に
より不服申立前置を定めることができる（行政事件訴訟法 8条 1項）。今回、不服
申立前置を規定した個別法の一括改正により、前置の廃止・縮小が実現された。
前置を規定する96法律のうち、47で前置の全部廃止、21で一部廃止となり、加え
て、異議申立てと審査請求の二重前置を定める21法律につき二重前置は全て解消
された（ 5法律で前置を全廃、16法律で前置を一重化）。
　新法施行後も不服申立前置が存置され続けるのは、49法律である。前置を許す
メルクマールは、①不服申立てに裁判に係る一審代替性があり（審級省略により
高等裁判所に提訴となる）、国民の手続的負担の軽減がはかられている（電波法、特
許法等）、②年間1000件を超えるような大量の不服申立てがあり、前置を外した
場合の裁判所の負担が大きい（国税通則法、国民年金法、労働者災害補償保険法等）、
③第三者的機関が高度に専門技術的な判断を行うなど、前置により裁判所の負担
が低減されている（公害健康被害の補償等に関する法、国家公務員法等）、という 3
点である。
　出訴に係る不服申立前置は、憲法上保障されている国民の裁判を受ける権利を
制約するものであり、実質のある立法事実が認められるものを除き、その廃止・
縮小が一括して実現したことは、今回の制度改革の大きな成果である。

　＊行政手続法の改正
　行政不服審査制度の見直しの一環として、行政手続法も改正された。行政不服
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審査法の全部改正に併せ、国民の権利利益救済に資するべく、不服申立ての対象
とならない処分前の手続・行政指導に関する手続についての法整備がなされた。
具体的には、①処分権限を背景とする行政指導に係る根拠の明示（35条 2 項）、②
法令違反の行政指導に対する中止等の求め（36条の 2）、③法令違反是正のための
処分・行政指導の求め（36条の 3）を定める条項が新設されている。
　上記①は、行政指導の方式を定める35条に、権限濫用型行政指導に係る明確原
則・明示原則の規律を付け加えるものである。行政指導に携わる者は、行政指導
をする際、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権
限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、ⓐ当該権限を行使し得る
根拠となる法令の条項、ⓑ当該条項に規定する要件、ⓒ当該権限の行使がその要
件に該当する理由を明示する義務を課される（35条 2 項）。同条 3項（現 2項）に
より、行政指導の相手方は、上記事項の提示につき書面交付を求めることができ
る。
　上記②は、法令に違反する行為の是正を求める行政指導（法律に根拠があるもの
に限る）の相手方が、当該行政指導が法律の規定する要件に適合しないと思料す
るとき、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な
措置をとることを求める申出をすることができる手続の新設である（36条の 2第
1項）。違法な行政指導に係る事後救済手続と位置付けられるが、対象について、
法律に根拠を有し、かつ、法令違反行為の是正を求める行政指導という縛りがか
けられている。申出は、法定された事項を記載した申出書の提出により（同条 2
項）、申出があったとき、行政機関の側は、必要な調査を行い、当該行政指導が
法律の定める要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要
な措置をとることが義務付けられる（同条 3項）。申出をした者に対し、行政機関
の側から通知・連絡をすべきことは、規定されていない。
　上記③は、何人も、法令に違反する事実を発見した場合に、行政側に対して、
それを是正するための処分または行政指導（法律に根拠があるものに限る）をする
ことを求める申出ができるという手続の新設である（36条の 3第 1項）。申出は、
法定された事項を記載した申出書の提出により（同条 2項）、申出を受けた行政庁
または行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めると
きは、当該処分・行政指導をしなければならない（同条 3項）。行政事件訴訟法で
は非申請型義務付け訴訟に対応する手続（行政に対し適正な権限行使を促す手続）
と考えられる。


