
特 集

改正行政不服審査法の
運用実態

　毎年恒例の弁護士業務センター行政連携センター部
会主催の自治体勤務弁護士との座談会が、平成29年
11月に開催されました。
　第1部では、審理員制度などを創設した改正行政不服
審査法の運用実態を把握するために、東京都、都内市区
町村に対してアンケート調査を実施し、その結果を発表

しました。第2部では、自治体任期付公務員の方々と改
正法の運用実態についての座談会を開催しました。
　改正法の自治体対応は大変関心が高く、従来の座談
会よりも多数の自治体職員も聴講者として参加していた
だき、今後の二弁との連携に期待をしております。

　行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が
審査する手続について規定していますが、約50年ぶりに抜本的な改正がされて、平成28年4月1日施行
されました。
　改正の目的は、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手続の充実・拡充などで、主に次
のような制度を設けています。
●   処分を行った行政庁（処分庁）に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁（原則）に対する「審
査請求」の二本立てとしていた不服申し立ての手続を、「異議申立て」を廃止し、原則「審査請求」に
一本化

●   審理員（処分に関与しない職員）による審理手続、第三者機関への諮問手続の導入
●   審理請求期間の延長（従来処分があったことを知った日の翌日から60日であったものを3か月とし
た）

●   審理の充実化（口頭意見陳述手続において処分庁に対する質問を可能とし、提出書類等の閲覧、写
しの交付手続を拡充）

●   審理員候補者の名簿の作成、標準審理期間の設定を努力義務化

改正法について
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　アンケートの実施方法等は次のとおりで、
自治体数回収率は約72％となっております。
【実施時期】平成29年8月～ 9月
【依頼自治体】  東京都・都内市区町村

（54自治体）
【実施方法】郵送アンケートにて依頼
【回答件数】39自治体（回収率72.2%）

概要

審査請求の受付件数1

清 水 　受付件数は、改正法施行の平成28年4
月から平成29年9月ころまでで、東京都で496
件、市区町村で265件、自治体数で割りますと平
均約7件ということになっており、多数の審査
請求がされている現状が分かります（ 図表1
参照）。
　東京都を除く市区町村についてとなります
が、次のグラフは横軸を受付件数、縦軸を市
区町村としたもので、1つの市区町村あたり何
件の受付件数があるのかを概観しています。
　この結果によると受付件数を2件とする市区
町村が最も多く、中には30件とする市区町村
もありました。2件から5件の受付件数とする

（注）アンケートの対象期間は平成28年度及び
平成29年度4月～ 9月ころとなっており、文中
「平成29年度」とは、断りない限り平成29年4
月～ 9月の期間をいいます。

アンケートの背景など

清 水 　平成28年4月から改正行政不服審査法
が施行されました。改正法の目的は、公平性
の向上、使いやすさの向上などがありますが、
もう1つ忘れてはならないのは、簡易迅速性の
向上です。この2つのバランスを取ることを現
場の自治体職員には求められており、案件の
中にはその判断に悩ましいものが存在をして
いるのであろうと思います。
　本結果報告は、改正法の施行から1年半を経
過した現在における実施状況を把握するため
東京都内の自治体を対象としてアンケート調
査を行いました。

概要図表1

清水 敏 （63期）
●Satoshi Shimizu
当会会員　当会弁護士業務センター行政連携
センター部会長

東京都・都内市区町村における行政不服
審査法の運用状況アンケート結果報告

第1部

件数

東京都 496件

市区町村 265件
（平均約7件/自治体）

1  受付件数（延べ件数）
・ 改正行政不服審査法が適用される不服申立て（9条1項た
だし書により審理員を指名しない場合を除きます。）の受
付件数。

  ・ H28年4月からH29年9月ころまでの受付件数は東京都
で496件、市区町村で265件 （平均約7件/自治体）となっ
た。

秋山 一弘 （58期）
●Kazuhiro Akiyama
当会会員　当会弁護士業務センター行政連携
センター副委員長

〈略歴〉
2005年10月
　弁護士登録
2010年4月～2013年3月
　町田市総務部法制課法務担当課長
　（特定任期付職員）
2017年4月～
　東久留米市行政不服審査審理員
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市区町村が半数であることが分かりました
（ 図表2 参照）。

対象処分2

清 水 　次も市区町村ですが、平成28年度に
おいて、どのような内容の申立てがあったか
を円グラフとしました。これは予想できたこ
とかも知れませんが、保育所関係が概ね半数、
次が税関係。次いで生活保護関係と教育とい
うことになりました（ 図表3 参照）。
　次は平成29年度のものです。これもやはり
保育所関係が最も多く、次いで税関係となっ
ており、このような傾向が表れております。
　次は円グラフを表としたものです。平成28
年度ですと、対象となった処分は合計で200件

を超えており、平成29年度では63件、これは9
月の時点ですので、まだまだ増加して平成28
年度と同じような規模の数字になるのではと
予測されます（ 図表4 参照）。

税関係
61.20％

障がい者関係
95.31％

児童相談所
関係 28.9％

生活保護関係
103.34％

その他
19.6％

税関係
61.33％

障がい者関係
36.20％

児童相談所
関係 13.7％

生活保護関係
62.34％

その他
12.6％

2 対象処分（東京都）
受付した不服申立ての対象となった処分または不作為。
H28は「生活保護関係」、「障がい者関係」（各約30%）が
多く、次いで「税関係」（20%）となった。

H28

H29（9月ころまで）

グラフの中の数字は
件数.割合（％）

対象処分（東京都）

対象処分（市区町村）

図表5

図表4

障がい者関係 2

学童保育所 1
子育て支援 1

児童育成手当 0
道路 1

医療費助成 0
老人福祉法 2

督促及び差押え 2
開示請求 4
助産施設 1

国民健康保険 0
生涯学習施設 3 墓地関係 1 区（等）立住宅 1 助成制度 1

自己情報訂正 0
官民境界 1

保育所関係
103税関係

44

教育 13

生活保護
関係 15

その他
9

2 対象処分（区市町村）
受付した不服申立ての対象となった処分または不作為。
H28は「保育所関係」（約50%）が最も多く、次いで「税関系」
（約20%）、「生活保護関係」、「教育」となった。

グラフの中の数字は
件数
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自治体数

対象処分（市区町村）

市区町村 受付件数

図表3

図表2

H28 H29（9月ころまで）
生活保護関係 15 3
保育所関係 103 28
税関係 44 17

障がい者関係 2 4
教育 13 0

学童保育所 1 1
子育て支援 1 0
児童育成手当 0 1
道路 1 0

医療費助成 0 2
老人福祉法 2 0
督促及び差押え 2 0
開示請求 4 3
助産施設 1 0
国民健康保険 0 1
生涯学習施設 3 0
墓地関係 1 0

区（等）立住宅 1 0
助成制度 1 0

自己情報訂正 0 1
官民境界 1 0
その他 9 2
合計 205 63

2 対象処分（市区町村）
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　今度は東京都です。受付した不服申立ての
数は平成28年度と平成29年度をそれぞれ円グ
ラフにしました。傾向としては、生活保護関
係、障がい者関係が多くて、次いで税関係と
いうことになっています（ 図表5 参照）。
秋 山 　私は以前町田市で任期付公務員とし
て勤務し、その際は、行政不服審査も所管し
ておりました。今回、本当にたくさんのアン
ケートに回答いただいてありがとうございま
す。これと同様のアンケートを1年前に、関弁
連と日弁連の共催のシンポジウムで関東・長
野・静岡の都県を対象に採りましたが、今回
のデータは、だいたいは同じ傾向なのかなと
思います。やはり保育所関係、税関係が多い
ということですね。あと、都単位になってく
ると生活保護関係も多いという傾向は同じだ
と思います（ 図表6 参照）。

代理人の有無3

清 水 　次いで申立てに代理人が付いている
かどうかということをお聞きしてみました。
まずは市区町村のデータですが、代理人によ
る請求を受けたのが16自治体、全体の概ね40%
ということになります。件数で言うと、代理
人による請求というのは、平成28年度で19件、
平成29年度では6件ということになっています
（ 図表7 参照）。
　次に東京都の場合です。傾向はだいたい同
様と感じています。平成28年度は96件で約20%
程度、平成29年度に関しては42件で割合とし
ては23%が代理人による請求です。そのうち
弁護士を代理人とする請求は、平成28年度で
39件、平成29年度では22件です。ほかに代理人
となるのは、税理士が一部あるということに

なっていて、代理人といっても、その他の割
合が非常に多いので、まだ専門家の代理人に
頼むという局面は少ないというのが、今回の
アンケートの実感となります（ 図表8 参照）。
秋 山 　まだ数としては少ないと思いますが、
私がかかわった不服審査の中では、異議申立
て、審査請求、いずれも代理人が付くという
ことがほとんどなかった中で、法改正の関係
で少し変わってきているのかなと感じるとこ
ろです。やはり口頭意見陳述などの手続も設
けられましたし、今後は増加していくかもし
れません。

対象処分（東京都）図表6

無 22.56％
有 16.42％

3 代理人の有無（区市町村）、代理人による審査請求の割合
①16自治体（約40%）が代理人による請求を受けている。
②弁護士を代理人とする請求はH28で19件、H29で6件。

①代理人による審査請求の割合
　（自治体数）

②代理人による
　審査請求件数

グラフの中の数字は
件数.割合（％）

代理人の有無（市区町村）、代理人による審査請求の割合図表7

代理人の有無（東京都）図表8

H28 H29（9月ころまで）
生活保護関係 103 62
税関係 61 61

障がい者関係 95 36
児童相談所関係 28 13

その他 19 12
合計 306 184

2 対象処分（東京都）

H28 H29
（9月ころまで）

19 6

①代理人による審査請求数 H28 H29（9月ころまで）
96 42

②代理人の資格 H28 H29（9月ころまで）
弁護士 39 22
税理士 8 4
行政書士 0 0
その他 53 16

3   代理人の有無
①H28では96件(約20％）が代理人による請求。
② 弁護士を代理人とする請求はH28で39件、H29で22
件。
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口頭意見陳述の実施件数4

清 水 　今、話が出た改正法31条に基づく口
頭意見陳述についてもアンケートを実施して
います。少し驚いたことに口頭意見陳述を実
施した件数ですが平成28年度、平成29年度、
いずれも25市区町村が0件ということでした。
実施した自治体も少数にとどまっております。
改正法の施行から間が無いことから、今後の
調査結果も待ちたいと思います。
　他方、口頭意見陳述を実施した自治体に平
均の時間をアンケートすると、概ね1時間以内
が多いと見受けられます（ 図表9 参照）。
　口頭意見陳述でどんなトラブルがあったか
に対しては、3つの自治体が「有」、4つの自治
体が「無」という回答になりました。トラブ
ルの内容は、いろいろありますが、次のよう
な結果になりました（ 図表10 参照）。

　東京都では口頭意見陳述の実施は平成28年
度では12件、平成29年度では5件あり、口頭意
見陳述の時間としては、30分から60分という
ことでした。東京都のトラブルの内容も市区
町村と同じようなことが挙げられております。
例えば、審査請求人が処分庁ではなく、審理
員に対して質問する。これは、審査請求人は
誰に質問をすべきか、判断が付いていないの
かなという気がします。また、審査請求人が、
予定時間が経過しても話し続ける。事案に関
して思い入れが強いのかもしれません。審査
請求人が、審理員の許可を得ずに処分庁に一
方的に質問する。やはり市区町村と同じよう
な回答です。自治体の担当職員は、期日変更、
理由の不明な延期の申し出があるというよう
な、本当に似たようなトラブルを抱えていら
っしゃるなと思います（ 図表11 参照）。
秋 山 　口頭意見陳述は、ちょっと予想外に
少ないですよね。もっとこの制度を活用され
るかなと思っておりました。制度がどこまで
周知されているのか。そことの関連性もあろ
うかと思います。
　そのため、口頭意見陳述というのはこうい
うものですよという説明をすることもあって
いいのかなと思います。
清 水 　周知という面では、自治体側の工夫
の中で、パンフレットを配布し、口頭意見陳
述できる権利はあると伝える努力もしている
ようです。しかし、この結果ですので今後の
推移を見守る必要があると思います。

口頭意見陳述（東京都）図表11

口頭意見陳述（市区町村）

口頭意見陳述（市区町村）

図表9

図表10 4   口頭意見陳述（東京都）
①H28では12件、H29では5件。
②平均時間30～60分。
③トラブルの内容
・   審査請求人が処分庁ではなく、審理員に対して質問す
る。

・ 審査請求人が、予定時間が経過しても話し続ける。
・   審査請求人が、審理員の許可を得ずに処分庁に一方
的に質問する。

・   審査請求人が、直前になって口頭意見陳述の期日変
更を申し出る。

・ 理由の不明な延期の申し出。

H28 H29（9月
ころまで）

件数 自治体数
0 25 25
1 3 3
2 1 3
3 1 1
4 0 0
5 0 0
6 0 0

平均時間 自治体数
15分 1
18分 1
30分 3
60分 1
62分 1
70分 1
80分 1
90分 1

4   口頭意見陳述（市区町村）
①トラブルの有無について
　3自治体が「有」、4自治体が「無」との回答。
②トラブルの内容
・   審査請求人が処分庁ではなく、審理員に対して質問す
る。

・ 審査請求人以外の第三者（多数）が同席したいと申し出。
・   審査請求人が、審理員の許可を得ずに処分庁に一方
的に質問（2件）。

・ 審査請求人が、予定時間が経過しても話し続ける。
・   審査請求人が、直前になって口頭意見陳述の期日変
更を申し出る。

・   口頭意見陳述の期日につき、市の機関が原則として
執務を行わない週休日である土日祝日を希望した点
につき検討を要した。

4   口頭意見陳述（市区町村）
①H28では25自治体が「0」件。
② 口頭意見陳述の回答時間について、「30分」とした自治
体が最も多かった。

① 口頭意見陳述を実施した
自治体

② 口頭意見陳述にかけた
平均時間
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処理内容5

清 水 　次に処理内容です。まず市区町村か
らいきます。総処理数としては平成28年度で
91件、平成29年度で58件。処分について、平
成28年度の場合には、「棄却」が23件で25%、
「却下」が39件あって、それが43%あるという
ことで、ほとんど認められないのかなという
状況です。また、「取下げ」は28件で31%。「認
容」というのが1件ですね。平成29年度でも、
傾向として同様で、「棄却」、「却下」で、だい
たい70%ぐらい。「取下げ」が24%。「認容」が
3%というような結果になっています（ 図表12
参照）。
　今度は東京都です。総処理数としては、平
成28年度では131件、平成29年度では143件で、
次のような結果になりました。平成28年度の
場合には、「棄却」が81件の62%、「却下」が
15件の11%ということです。平成29年度にな
ると「棄却」が80%になっています。
秋 山 　あまり細かいところは、今回データと

してアンケートでお願いしていなかったのです
が、どうしても不服審査の関係だと、感情的に
審査請求してくるというところで、損害賠償請
求を求めてきたり、審査手続の制度の理解が不
十分なまま申立てをするケースがあるので、
「却下」が結構多いのではないかなと思ってお
ります（ 図表13 参照）。

審理員

審理員候補者（市区町村）1

清 水 　次に審理員ですが、何人いますかと
お聞きしましたら、「1人」というのが最も多
く自治体数としては13です。「10人」とする自
治体もいくつかあります（ 図表14 参照）。
　審理員候補者の役職に関しては、課長級が
多いと言えます。任用形態としては正規職員

却下
39.43％

取下げ
28.31％

その他 なし 認容 1.1％

棄却
23.25％

却下
18.31％

取下げ
14.24％

その他 1.2％ 認容 2.3％

棄却
23.40％

5 処理内容（市区町村）
総処理数91件（H28）、同58件（H29）については
次の処理結果となった。

H28(91件）

H29（9月ころまで）
（58件）

グラフの中の数字は
件数.割合（％）

処理内容（市区町村）図表12

却下
15.11％

取下げ
34.26％

その他 なし 認容 1.1％

棄却
81.62％

却下
14.10％

取下げ
12.8％

その他 1.1％ 認容 1.1％

棄却
115.80％

5 処理内容（東京都）

※行24却下は、国の行政機関で約半分、都道府県で2/3、
　市区町村で3割。

総処理数131件（H28）、同143件（H29）については
次の処理結果となった。

H28(131件）

H29（9月ころまで）
（143件）

グラフの中の数字は
件数.割合（％）

処理内容（東京都）図表13
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が多いものの、任期付職員を候補とする自治
体もありました（ 図表15 参照）。
　審理員候補者ですが、1件の手続において複
数の審理員を指名することを想定しているか
との質問については、「想定している」とされ
る市区町村が8自治体、「想定していない」と
いうのが28自治体でした。だいたい1名の審理
員がこなしているという傾向が見えます。
　審理員となるべき者の名簿の有無について
は、これは私としては意外でしたが、「作成し
ている」との市区町村が少なくて14自治体、
「作成していない」とする市区町村が24自治体
ありました。公開方法はだいたい「ホームペ
ージ」だということでしたが、ほかにも「担
当課の事務室常備」とか、「告示」とか、「規
則に既定」していますという回答をいただい
ています。
　そして我々としては気になるところですが、
弁護士の採用の有無については、弁護士を
「採用している」のは11市区町村、「採用して

いない」のは27市区町村ありました。まだま
だ採用は少ないようですが、紛争事案にかか
わることを職務としている弁護士は、審理員
は最も適している資格であると思います。
　また、弁護士を採用している市区町村に何
名採用していますかとのアンケートでは、1名
が5市区町村、2名が3市区町村、3名が2市区町
村でした。任用の形態としては、「非常勤の特
別職」が8市区町村、ほかに短時間勤務任期付
職員だとか、非常勤特別職もありました。勤
務日、時間の設定については、「1日あたり2時
間」、「1日あたり3時間」、「月8日間」などの取
り決めがありました。
　次は審理員の報酬ですが、「1時間あたり1万
円」、「日額が1万9000円」、「日当が2万円」位
の額で弁護士を使っていただいているという
ことです。ほかにも、「弁護士2名で打合せ等1
時間1万円」、「口頭意見陳述1回2万円」、「審理
員意見書作成1件10万円」などいろいろな報酬
の組み立て方があると回答をいただいており
ます。
　次に、全ての案件について弁護士を審理員
として指名しますかということに関して、「は
い」とするのが8市区町村で、「いいえ」と答
えていただいたのが2市区町村です。弁護士以
外の外部の審理員候補者の有無に関しては、
「います」ということが2市区町村、「いいえ」
というのが35市区町村でした。内訳としては、
行政実務経験者や税理士がいます。
　今後、弁護士を審理員候補者として採用す
る予定がありますかということに関しては、
残念ながらほとんど「いいえ」で32市区町村、
「はい」と答えていただいた自治体が1市区町
村でした。この辺は、私たちが頑張らなけれ
ばいけないのかもしれません。

審理員（東京都）2

清 水 　次に東京都ですが、審理員の候補者
としては9名、役職は、部長級、課長級、係長
級、主任級、主事級だということです。1件の
手続において複数名の審理員を指名すること
は「想定している」ようです。名簿に関して

審理員

審理員

図表14

図表15

人数 自治体数
1 13
2 5
3 2
4 2
5 2
6 2
10 1
11 1
12 2
18 1
19 1
50 1

役職 自治体数
部長級 5
課長級 18
課長補佐級 4
係長級 3
その他 5

任用形態 自治体数
正規職員 24
再任用職員
任期付職員 7
非常勤特別職 9

1  審理員候補者（市区町村）
　② 役職は「課長級」、ついで「部長級」が多かった。任用形態
は「正規職員」が多いが、「任期付職員」を候補とする自
治体もある（複数回答可の問い）。

1   審理員候補者（市区町村）
① 審理員候補者は「1人」が最も多く占めたが、「10人」以
上とする自治体もあった。
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は「作成」の上「ホームページで公表」して
いて、弁護士の採用は「ない」ということで
すね。
秋 山 　審理員の名簿は作成しているところ、
作成していないところ、分かれております。
公表するにあたっても、氏名まで書くか、役
職名にとどめるか、そこは自治体によって違
いがあるように見えます。どうしても内部の
異動とかがありますので、そのたびに名簿を
変えるのもということで、役職名だけ載せて
いるというところもあるようです。
　あと、弁護士への報酬の支払い方ですが、
先ほど申し上げた1年前のアンケートでは、「1
件あたり10万円」とか、「12万円」ということ
で、審理員を担当してもらっているという回
答などもありました。
　それと、非常勤の弁護士が審理員の場合、
弁護士が常に自治体にいるわけではないので、
補助者は非常に重要になってくると思います。

審理手続3

清 水 　審理手続の標準処理期間についてア
ンケートをしてみました。まず、市区町村の
方になりますけど、標準処理期間を定めてい
るのは3自治体でした。一方で、定めていない
方が多くて35自治体の皆さんが、期間は定め
ていないということでした。
　定めている自治体のうち、「3か月」と回答
されたのが1自治体、「6か月」と回答したのが
2自治体ということです。弁明書の提出期限に
関しては「2週間」とするのが4自治体で、「3
週間」が18自治体、「4週間」が10自治体とい
うことになっています。一方で、反論書を書
く期間に関しては、ほとんどの自治体が「3週
間」と「4週間」となっています。我々が裁判
における書面準備期間はだいたい4週間ですの
で、同じぐらいの期間なのかなと感じていま
す。他方、審理員の意見書は、これは「2週
間」から「4週間」との設定が多いようです
（ 図表16 参照）。
　実際に審理手続に要した期間ですが、3か月
以内で終わっているものも結構な数で、平成

28年度では38件、平成29年度では17件。3か月
から半年間、6か月までの間に終わっているの
が26件と18件で、大半の事件がこれで終結し
ている。それ以上延びるのは、何か特別な事
情があるのではと推測します（ 図表17 参照）。
　今度は東京都の場合です。標準処理期間は
定めていない。提出期限は弁明書、反論書は
それぞれ「4週間」。審理員の意見書の提出期
間は「1週間」。これは、市区町村と同じよう
に、弁明書や反論書よりもちょっと短い期間
を設定しているということですよね。審理手
続に要した期間に関しては、特段のご回答が
なかったので、次の座談会で教えていただけ
ればと思います（ 図表18 参照）。
秋 山 　先ほど申し上げた1年前のアンケート
（関東、新潟県、静岡県内の市を対象に実施）
でも同じように、標準処理期間については定

審理手続（市区町村）

審理手続（市区町村）

図表16

図表17

弁明書 自治体数
2週間 4
3週間 18
4週間 10
12週間 1

意見書 自治体数
1週間 3
2週間 8
3週間 7
4週間 7
7週間 1

個別の事案による 1

反論書 自治体数
2週間 2
3週間 19
4週間 11
12週間 1

H28 H29（9月ころまで）
審理件数 審理件数

3か月以内 38 17
3か月～6か月 26 18
6か月～9か月 7 3
9か月超 2 1

1  標準処理期間
　定めている自治体　　3自治体（未公表1）
　定めていない自治体　35自治体
2  標準処理期間の長さ
　「3か月」と回答したのが1自治体、「6か月」と回答したのが
　2自治体。
3  弁明書・反論書の提出期限、審理員の意見書提出期間

4  審理手続に要した期間
　 審理手続が終結した審査請求のうち、審理手続に要したの
はH28においては「3か月以内」が38件、「3か月～6か月」
が26件、H29においては、「3か月以内」が17件、「3か月～
6か月」が18件となった。
※ 「3～6か月」との回答がほとんど。

特集：改正行政不服審査法の運用実態
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めていないというところがかなり多かったで
す。「3か月」というのはかなり厳しいという
か、現実的には、それはないんじゃないかな
と思うところもあります。
　それと、意見書の作成期間ですね。一番多
いのが「2週間」。審理を終えてから2週間とい
うことだと思いますが、だいたい審理が終了
する前からある程度準備を始めているかと思
いますので、これぐらいの期間でも十分対応
できるのではないかと思います。

付属機関＊について4

清 水 　先ず市区町村について、付属機関の
設置は36自治体が「常設」、2自治体が「事件
ごと」でした。また、付属機関の設置はほか
の地方公共団体と「共同」ではなく、全部の
自治体が「単独」でした。単独設置の場合、
「新設」で対応したのが28自治体で、「既存の

付属機関」を利用したのが9自治体でした。
　付属機関内で部会を設けたかに関しては、1
自治体が設けているですが、ほかの36自治体
は部会の設置は無いということでした。
　付属機関の構成員は、「3名」が20自治体、
「4名」が2自治体、「5名」が17自治体で、3名
から5名が多いようです。構成員の職種は、自
治体職員OB、元学校長、学識経験者、弁護士
などが挙げられています。面白いなと思った
のは、マスコミ関係者もいらっしゃるそうで
す。
　東京都では、付属機関は「常設」、設置は
「単独」、「新設」付属機関に事務を担わせてい
るということです。東京都は部会としては4部
会が置かれているということです。構成員の
人数としては12人で、元職員、学者、弁護士
だということになっています。
秋 山 　ここのところは、新設したところが
多いのが、少し意外だったと思うところです。
ただ、一方でやはり、法改正されて、その意
識の高さの表れかなとも受け止めております。
清 水 　アンケートでは、運用上の工夫、疑
問点について回答をいただいておりますが、
具体的な対応については第2部の座談会に譲
り、実際の担当者から詳しく聞いていこうと
思います。アンケートのご協力、本当にあり
がとうございました。 

審理手続（東京都）図表18

1   標準処理期間
定めていない。
2   弁明書・反論書の提出期限、審理員の意見書提出期間
弁明書 4週間
反論書 4週間
審理員意見書の提出期間 1週間
3   審理手続に要した期間
特段のご回答なし。

＊　 行政不服審査法第43条第1項1号により設置される行政不服審査会のこと。審査請求についての裁決の客観性、公正性を担保するため、第三者の立場から、審理員が行った審理
手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックすることが目的。

当会が作成しているパンフレット「自治体向けサービス一覧」も紹介しました
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岩 元 　この座談会では、改正法の下での審
査手続の実務をお聞きしますが、パネリスト
の皆様のご発言は、個人としてのご見解であ
り、所属組織の見解ではないということを先
にお断りしておきます。
加登屋 　東京都総務局法務課の加登屋です。
東京都が当事者になる訴訟の指定代理人及び
都知事に対する審査請求における審査庁の総
括をしております。修習期は67期ですが、も
ともと東京都のプロパーの職員で、弁護士登
録はしていません。
　審査請求の件数は、東京都では平成28年度
で554件、平成29年度は現在378件です。
竹 重 　西東京市総務部副主幹の竹重です。
64期、6年目の弁護士です。第二東京弁護士会
に登録しておりますが、昨年の10月から西東
京市役所に職員として勤めております。
　行政不服審査に関しては、行政不服審査会
の事務局として答申案の作成等に携わってい
ます。その他、処分庁及び審査庁への法令解
釈支援等も行っています。審理員、審理員補
助者に指名される予定はありません。
　審査請求の件数は、平成28年度が5件で平成
29年度は3件です。
柳 井 　国分寺市政策部政策法務担当課長を
しております、柳井です。私は弁護士8年目に
なります。国分寺市では平成26年に任期付を
初めて採用しまして、その際に入りましたの
で、今は4年目になります。
　不服審査では、審理員を務めています。当
市の場合、もう1名任期付の弁護士がおり、そ
の職員やプロパーの職員と役割分担をする形
でやっています。任期付としてほかにやって
いる仕事としては、庁内での様々な法律相談
や顧問弁護士との間の調整等です。
　係属件数については、平成28年度は5件で本
年度は1件係属中のものがあります。

柳井 幸 （62期）
●Sachi Yanai
当会会員　国分寺市任期付公務員
当会弁護士業務センター委員

〈略歴〉
2009年 弁護士登録
2014年～  国分寺市政策部政策法務課

担当係長
現在  国分寺市政策部政策法務課

担当課長

竹重 勇輝 （64期）
●Yuuki Takeshige
当会会員　西東京市任期付公務員
当会弁護士業務センター委員

〈略歴〉
2011年 弁護士登録
2016年～ 西東京市総務部副主幹

加登屋 毅 （67期）
●Takeshi Katoya
東京都総務局総務部法務課　訟務担当課長

〈略歴〉
2005年　東京都入庁
2017年　現職

行政不服審査法審理員に関する現況と自治体勤務弁護士のかかわり

自治体内弁護士座談会第2部

◆ パネリスト ◆

◆ コーディネーター ◆
岩元 昭博 （60期）
●Akihiro Iwamoto
当会会員　当会弁護士業務センター委員

〈略歴〉
2007年 弁護士登録
2012年～2015年
  東京都総務局総務部法務担当

課長（特定任期付職員）
2015年 弁護士再登録
2016年～ 小金井市行政不服審査会委員

秋山 一弘 （58期）
●Kazuhiro Akiyama
当会会員　当会弁護士業務センター行政連携
センター副委員長

〈略歴〉
2005年10月
　弁護士登録
2010年4月～2013年3月
　町田市総務部法制課法務担当課長
　（特定任期付職員）
2017年4月～
　東久留米市行政不服審査審理員

特集：改正行政不服審査法の運用実態
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理員は処分に関与していない一般の職員が指
名されます。具体的には、処分庁担当課とは
異なる、処分庁担当課が所属する部の庶務担
当をしている課の課長級の職員が指名されま
す。
　処分庁と審査庁の兼務、私が審査会事務局
を務めつつ、処分庁兼審査庁に法律相談で対
応する余地のある体制については、今後の課
題と考えています。
岩 元 　補正手続について聞きますが、審査
請求書の記載が不十分なままで提出された場
合、まずは補正命令を行うことになるかと思
います。この補正命令に対して、相当の期間
内に不備が補正されなかった場合には、法律
上は、審理手続を経ずに却下することができ
るということになっていますが、補正命令に
対して回答が出てこないとか、補正が不十分
な場合はどのように対応していますか。
加登屋 　まず、補正命令に対して回答がない
場合は、原則として行政不服審査法の24条1項
に基づいて却下裁決をするということになり
ます。逆に、質問を投げかけて回答がなかっ
た場合であっても、直ちに却下することは相
当でないという事案では、行政不服審査法上
の補正命令という形式は採りません。事実上
の釈明という形式で質問文を送付し、それに
対して回答がなかった場合であっても、却下
はしないというような使い分けをしています。
　したがって、補正命令をするのか、単に釈
明という形で事実上のお手紙を出すのかとい
うのは、最終的に不備がそのまま残された場
合に却下裁決をすべきかどうかということか
ら逆算して行うということになります。
　具体的に審査請求書にどのような不備が残
っている場合に、審理員を指名せずに直ちに
却下をするかですが、典型的なものでいいま
すと、例えば法律の19条で定められている審
査請求書の法定記載事項のうち、「審査請求に
係る処分」の内容に不備が残ったまま審査請
求人から回答がなければ、その場合には却下
せざるを得ないということになります。
　その他の場合には、多少不備が残ったとし
ても、基本的には対象となる行政処分という

岩 元 　行政不服審査に関する事務について、
アンケートでも、審理員、審査庁、行政不服
審査会の事務上のラインの切り分けが難しい
という意見がありましたが、皆様の自治体に
おいては事務の切り分けはどのように行って
いますか。
加登屋 　東京都では、審査請求に関する業務
を、原処分の所管課でするのか、それとも一
元的に処理するのかということに関しては、
法務課で一元的に審査請求事務を取り扱って
います。法務課の中で審査庁の事務、審理員、
審査会事務局という3つのラインに完全に分離
しており、職員が各業務を兼務するというこ
ともしておりません。このような体制が取れ
る理由ですが、旧法の時代から審査請求が年
間1,000件から2,000件ぐらいあったため、相応
の人数の職員が配置されていたことによりま
す。もっとも、平成26年の法改正の際に、既
存の人数では不足するため増やしてもらった
という経緯もあります。
　また、審理員業務は職員が担当しているこ
とから、法律相談等での原処分への関与も問
題となり得ますが、東京都では、法務課とは
別の政策法務という担当で原処分時の法律相
談を実施しておりますので、組織体制上の問
題は生じていません。
柳 井 　国分寺市は、市役所ということで法
務部門に割ける人員にも限界があります。当
市で言えば、法務の担当職員が管理職含め全
部で6人いますが、その6名で、私が審理員、
もう1名の任期付の弁護士が処分庁のサポー
ト、プロパー職員の方で審査庁関係の事務、
審査会の事務、審理員の補助的な事務も行っ
ています。
　本来の制度設計から、全てがきちんと分離
できればそれが理想ですが、人員的に難しい
ところがありますので、最低限、処分庁のサ
ポートと審理員のところは明確に切り離すこ
とができるようにと考えた制度設計となって
います。
竹 重 　西東京市では、処分庁担当課が審査
庁を兼務し、私の所属する総務法規課が、行
政不服審査会の事務局を担当しています。審
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のが分かっていれば
その処分の取り消し
を求めていると考え
られ、それであれ
ば、その行政処分が
適法かどうかという
ことを審理すれば、
審理手続は進めてい
くことができますの
で、あまり軽微な記
載の不備というのは
気にせず審理を進め
ていくということで
やっています。
竹 重 　軽微な瑕疵について、厳密に補正が
行われるまで審理手続を進めないとすると、
審理手続が長期化し、かえって法の趣旨に反
するのではないかという危惧があります。
　また、補正が行われないことを理由として
却下をすることは、不服に対して処分庁から
実質的な回答が行われないことになります。
　審査請求人の納得という点からは、処分庁
側が工夫し、弁明書において、審査請求人は
このような主張を行っているものと思われる
などと善意解釈し、審査請求人がそれに対し
て反論する形で審理手続を進める方法もある
と考えます。
岩 元 　東京都では事実上の釈明という方法
もとられているわけですね。では次に補正命
令に関しまして、法律上は、審査請求が不適
法であって補正することができないことが明
らかな場合には、審理手続を経ずに却下でき
るとされていますが、審査庁の段階での却下
というのはどのようにしていますか。例えば、
処分性や申立適格といった、実体的、実質的
な判断が必要となる事項が問題となり得るよ
うな場合に、審査庁の段階で却下するか否か
の判断のためにどの程度の調査を行っている
のか、また、どの程度調査をするべきなのか
という点についてどのようにお考えですか。
柳 井 　当該規定がある以上は、補正するこ
とができないことが明らかになるのか、なら
ないのかということ自体が分かる程度までは、

審査庁の職権で調査をするべきだと思います。
ただ、明らかだと言えるのかというところは
本当に判断が難しい部分だと思いますので、
迷うような事案であればもうその段階でこれ
は明らかではないということで、審理員が審
理に入って、その中で判断して却下する方が、
間違いがないのではないかと考えます。
加登屋 　柳井先生のお話に補足させていただ
く形で申し上げます。審査庁限りで却下する
場合の典型としては、審査請求期間を徒過し
ている場合と、当該行政処分の処分性や原告
適格の範囲に関する確立した裁判例、文献等
の裏付けがあるものについては、審査庁限り
で判断して却下するということをしています。
処分性や原告適格の範囲について、当該行政
処分そのものについての裁判例がない場合に、
類似する裁判例の考え方を応用できるかどう
かという話になると、それは審理が必要だろ
うということで、審理手続に回すということ
になります。
　あと、実務上多いのが、審査請求書に苦情
や職員に謝罪を求めるといった話がいろいろ
と書いてあるようなものです。このような場
合には、まず審査庁で事実上、所管部署から
資料を収集したり事情を聞いたりして、行政
処分の存否を確認します。審査請求の対象と
なり得る行政処分の存在が確認できない場合
には、単なる苦情であり、行政処分を対象と
するものではないから不適法であり却下する

活発な議論がかわされました
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を先に進めます。
　一方で、住所については、審査請求手続の
中で送付すべき書面が種々ありますし、最終
的には裁決書謄本は法律上必ず送達しなけれ
ばいけないので、補正を求めるのが通常です。
まとめると、審査請求書に記載がないと審査
請求手続を進める上で困る事項については審
査請求人に確認し、それ以外の場合には、そ
のまま審査請求手続を進めるというスタンス
になろうかと思います。
秋 山 　審査請求にあたって正本を1通しか出
してこない場合はどう対応しますか。
柳 井 　正副2通の提出要求はしますが、出て
こなくても審理ができないわけではないので、
仮に出なかった場合は提出書類を受けた側で
それを複製して、「正本1通しか出てこなかっ
たので、それを複製して1通は副本として扱い
ます」ということを提出者に連絡した上で手
続は進められるのではないかと思います。
岩 元 　口頭意見陳述についてお聞きします。
アンケートでも、審査請求人が審理員に対し
て質問をしてくる、審理員の許可を得ずに質
問をする、第三者が同席を求めてくる、土日
祝日に開催してほしいという希望があるとい
うような回答がありましたが、実際の口頭意
見陳述の手続において、トラブルや特段の検
討が必要になったことはありますか。
竹 重 　土日祝日に口頭意見陳述の機会を付
与するかしないかについて検討したことがあ

といった処理をしています。
　なお、先ほどのアンケートの結果に関して
補足させていただきます。最終的に終局の決
定がどのような形式で審査請求事件が完結し
たかというアンケート結果で、却下とか取下
げというのがそれなりにありました。取下げ
の場合、原処分が職権により変更されたり取
り消されたりした事案がほとんどであり、実
際には審査請求の認容裁決がされるのと同じ
ような状況になったという結果になります。
却下の場合も、そのうちの2 ～ 3割ぐらいは、
審査請求提起後に処分庁が職権で処分を取り
消したり変更したりと、満足的な処分がなさ
れたことによって不服申立ての利益が消滅し
て却下するという事案になります。
秋 山 　例えば、請求者が審査請求書に住所
を書いてこなかったけれども、郵便の封筒に
は住所が書かれているので住所は分かるとい
う場合にはどう対応されますか。軽微なもの
ということで、手続を進めてしまう自治体も
あるということを聞いたことがありますが。
加登屋 　法定記載事項のうちでも、例えば審
査請求書には「教示の有無」を書かなければ
いけないとされてはいますが、別にこれが書
かれていなくても特に審理には問題はないの
で、そのまま手続を進めます。また、「審査請
求の理由」も法定記載事項として審査請求書
には記載しなければならないことになってい
ますが、これも記載がなかったり、記載があ
っても、およそ意味
が分からないという
ものも少なくありま
せん。このような場
合、仮に補正をして
も、有益な回答が戻
ってくることは経験
則上あまり多くはな
いです。したがっ
て、いずれにせよ審
査請求の対象となる
処分の適法性は審理
しなければならない
ということで、手続 自治体からの注目度が高い研修でした
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ります。
　口頭意見陳述の機会は、法律上、原則付与
と規定されており、付与するか否かは、法の
趣旨、社会通念に照らして、審理員が適切に
判断し、判断が適切でなければ、手続上の瑕
疵を理由として裁決が取り消される場合があ
るなどと解されていると思います。
　審査会等の場で弁明が十分にできる事情が
認められる場合には機会を付与せず、そうで
ない場合には付与した方が無難と考えます。
　自治体で、土日祝日に別の会議を行ってい
るなどの事情が認められる場合、土日祝日だ
からという理由のみで機会を付与しないと判
断することには、やや躊躇を覚えます。
　現実的な対応としては、審査請求人に土日
祝日を希望する具体的な理由をうかがい、平
日の早い時間や遅い時間という代替案を提案
することや、書面で意見を出していただくな
ど、最大限の配慮をするのが無難と考えます。
　審理手続が進行せず長期化するというのも
法の趣旨に反するので、審理員は速やかに判
断する必要がある点に留意が必要と考えます。
秋 山 　口頭意見陳述は、審査請求人と処分
庁が向かい合うように座席を組んで実施され
ますか。
加登屋 　配置としては裁判所の、裁判官、原
告、被告の配置に近いですけれども、真正面
に原告と被告を対峙させるとちょっとぎすぎ
すするので、斜めにします。
秋 山 　向かい合うと、ぎすぎすもするし、
請求人が処分庁に直接質問しやすくなるので、
少し審理員の方に斜めになるハの字の感じで
すね。
岩 元 　行政不服審査会についてお聞きしま
す。改正法では第三者機関への諮問が必要に
なり、各自治体においても行政不服審査会が
設けられていますが、皆様の自治体における
行政不服審査会の委員の構成、職業、人数、
審査会事務の運用について教えてください。
加登屋 　東京都では3人×4部会の構成で実施
しています。委員は弁護士の先生、行政法の
学者の先生にお願いしています。
　委員の先生には、あらかじめ一件記録をお

送りして、事前に検討をしていただいた上で、
審査会の場で議論をしてもらっています。一
件一件が相当なボリュームの記録になるので
すが、委員の先生には非常に熱心に審議をし
ていただいており、事前にかなり読み込んで
いらっしゃるので、相当負担は大きいのかな
と感じています。
　審査会の審議の方法としては、一件記録を
一からもう1回精査するという形ではなくて、
あくまでも審理委員意見書の事実認定や法律
解釈を事後的にレビューするというような観
点で審理をしていただいています。
　したがって、答申も一から書くというより
は、審理委員意見書に適宜修正を加えていく
形で答申を作成するというイメージになりま
す。
柳 井 　国分寺市は、委員は弁護士が3名、税
理士が1名、行政書士が1名の計5名、部会構成
は採っていません。東京都と違って件数は少
ないですが、すごく熱意を持ってやっていた
だいていると思います。審査会事務局につい
ては私はタッチしていないので、担当職員と
情報共有をしている限りで言いますと、昨年
の新法施行後1件目と2件目は、審理員として
も不慣れで悩む部分も多く、審理をどこまで
やるか、審理員としてはここまででいいだろ
うと判断し審理委員意見書を作成して出した
結果、審査会の方では判断資料に不足がある
として、その段階で審査会事務局がいろいろ
追加の資料等を作成、提出をして、それで審
査をしていただいたという事案もありました。
竹 重 　西東京市は弁護士が2名、元自治体職
員1名の3名体制で、部会はありません。概ね1
か月から2か月に1回開催し、1～ 2件審議が行
われております。
　諮問から開催まで2 ～ 3週間程度期間を空
け、第1回開催前に、主張等についての提出の
告知を行い、資料が出そろった状態で審議が
行われます。
　通常は諮問後最初の審査会で、処分庁を審
査会に呼び、審査会が弁明について確認し、
質問などを行った後、処分庁が退席し、委員
のみで審議を行い、最終的に方向性、答申の

特集：改正行政不服審査法の運用実態

NIBEN Frontier●2018年5月号 39

NF05_26-41.indd   39 18/04/10   9:51



布されて審理員というものが必要になるぞと
なったときにも、そこに私をという話にはな
りませんでした。審理員については、プロパ
ー職員で法務部門経験のあるほかの部課長に
担当させ、私は処分庁のサポート的な役割、
弁明書の作成支援等をするという制度設計を、
当初は予定しておりました。その後、ちょう
ど新法施行と同タイミングでもう1名弁護士を
採用することになりましたので、処分庁サポ
ートはそのもう1名がやり、私が審理員をする
ことになりました。
　確かに審理員の役割、2者の主張を整理して
法的に検討し結論付けて意見書を書くという
のは、法律的な専門性の高い仕事だとは思う
んですけれども、自分が審理員をやってみて
思ったのは、処分庁が弁明書の段階で、きち
んと法的な問題点について説得力のある主張
ができていれば、審理員としては、もちろん
丸飲みするわけではなくてきちんと検討する
必要はあるんですけれども、楽です。
　そもそも処分の適法性について説明責任が
あるのは処分庁ですし、処分庁のサポート、
弁明書の作成に1名だけの弁護士職員をおい
て、審理員に関してはきちんと論理的な考え
方ができる方が担当されるのであれば、必ず
しも弁護士ということにこだわらないのもあ
りじゃないかと思っています。
竹 重 　市役所の通常の職員が、処分の理由
について、運用基準、裁判例、逐条解説等を
引用し、証拠に基づいて事実を認定する内容
の書面を作成し、その説明の根拠資料を整理
して証拠として出すという、裁判類似の思考
で事務処理を行うことは、なかなか難しい部
分があると思いますので、そのような場面で
は役立つかと思います。
　例えば、行政不服審査会事務局として答申
案を作成する場面です。
　有資格者であれば、審査会の場で答申の方
向性が決まった際、答申案の具体的なイメー
ジを持ち、作成にあたり不明な点をその場で
直ちに委員に質問し、速やかにそれなりの書
面を作成することができると思います。
　また、処分庁補助という役割で弁明書の作

内容について決定をするような流れになって
おります。
　私は審査会に事務局として参加しておりま
すが、意見は述べず、決定には何ら関与いた
しません。
　審査会の具体的な指示に基づき、事務局が
答申の案文を作成後、委員が確認・修正等を
行い答申が確定されます。
秋 山 　審査会の諮問を希望しないというケ
ースはありますか。
加登屋 　それなりにあります。東京都では、
標準審理期間を定めており、審査会に諮問す
る場合を7.5か月、諮問しない場合を4か月とし
ていますので、この期間が諮問を希望するか
しないかの1つの判断材料になるものと思われ
ます。
　東京都では、審理終結通知を送る際に、審
査会への諮問を希望しない場合には、その旨
の回答書を送付するようご案内しています。
秋 山 　審査会で1つの案件を複数の日にわた
って審査をするということもありますか。
加登屋 　案件によりますが、何か月にもわた
って議論をされるというようなこともありま
す。
岩 元 　審査手続において法曹有資格者ない
し弁護士が、どのような役割を果たしている
のかについてお聞きします。改正法になって
から審理員として弁護士を採用する自治体も
増えてきていますが、審査手続において弁護
士がどういう役割を果たしている、もしくは
役割を果たし得るのかという点と、弁護士が1
人しかおらず複数の弁護士を配置することが
できない自治体の場合には、処分庁、審理員、
審査庁のどこに弁護士を置くのが効率的また
は有益と思われますか。
柳 井 　不服申立ての構造自体が訴訟と類似
している部分があります。単に行政として苦
情を受け付けて対応するというのではなくて、
法的議論のための論点整理ができるところは、
弁護士の強みと思います。ただ、当市の場合
で言いますと、私が採用されたときはまだ旧
法でしたし、審理員の仕事をさせるための採
用ということではなく、また新法が成立・公
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成を補助する際、法令の規定がこのようにな
っていて、今回の事実認定と証拠はこういう
もので、争点について法律を解釈して当ては
めると、この結論になる、審査請求人の反論
はこういうものであり、これについてはこの
ような反論が考えられる、というような枠組
みを示す役割を果たし得ると考えます。
　弁護士1人態勢でどこに配置するかにつき、
行政不服審査会が新設され、まだ運用が固ま
っていない段階では、その事務局に弁護士を
置くことは十分意義があると考えます。
　運用が固まった後は処分庁の補佐を担当す
るのが有益と考えます。
　なお、一般の職員が審理員を務めることに
つき、私が補助を行った処分庁の弁明書を書
き写すような審理員意見書が出るのではない
かという懸念がありました。ふたを開けてみ
ますと、意外と修正されていて、ちょっとシ
ョックを受けつつ、審理員が自分の作成名義
で、きちんと判断されているんだと受け止め
ております。
加登屋 　審査請求手続に弁護士が関与するこ
とについては、非常に大きな意義があると考
えています。審査請求は行政機関の行う準司
法的な手続であり、最終的に法的な紛争につ
いて裁決書という形で審査庁である行政機関
の法的判断を示します。その裁決書は、東京
都の場合であれば、都知事の名前で都知事の
公印も押印された文書となりますので、非常
に重い手続であると考えています。
　したがって、裁決書に記載されるべき審査
庁の終局的な判断は、当然に法的妥当性が確
保されていなければなりません、そのような
観点から見た場合に、審査請求の手続のいず
れかに法律の専門家である弁護士が関与する
ことにより、法的妥当性を確保する、あるい
は法解釈や事実認定に誤りがあれば是正する
という仕組みが担保されることが非常に重要
であると考えています。
　審査請求手続の全てを行政のプロパーの職
員だけで行う場合には過去の裁決や原処分の
所管課の法解釈が基本となりますので、どう
しても前例踏襲的な視点になりがちです。法

律の専門家の視点で見れば直ぐにおかしいと
思うような法的な問題点を見過ごしてしまう
危険性もはらんでいます。
　そこで、弁護士1名をどこに配置するかとい
うことに関して言うと、審査請求手続の全体
の流れを見れば、やはり審理員を担当してい
ただくのが最も効果的かと思います。なぜな
ら、審査請求手続の流れを考えると、審理手
続において争点整理が適切になされ、審理員
意見書の事実認定および法律解釈が的確であ
れば、審査会では議論が紛糾することなく答
申を作成することになるでしょうし、審理員
意見書を踏まえた答申の内容に問題がなけれ
ば、裁決書の作成も容易であり、手続全体と
しては特に支障がなく進むのかなと考えてい
ます。

［質疑応答］
質問者 　審査請求人が憲法14条違反や13条違
反といった憲法違反を主張することがありま
すが、審査会として答申書を書くときに、憲
法問題をどう扱ったらよいのでしょうか。ま
た、行政庁には憲法判断の権限はありません
が、審査請求人が主張しているからというこ
とで、その処分は憲法に違反しませんという
ことを言う必要があるのでしょうか。
加登屋 　審査請求は行政機関が行う準司法手
続であるところ、違憲立法審査権は司法機関
にのみ認められているものですので、基本的
には法令自体が違憲かどうかというのは、審
査請求で判断する必要はないし、行政機関で
ある審査庁にはそのような権限もないという
ことになるのだと思います。
　また、行政処分を行うにあたっては、あく
までも既存の法令を所与として、これを適用
するのが行政庁の職責になるので、処分庁の
職員は法令がそもそも憲法に適合するのかど
うかを判断した上で、原処分を行わなければ
ならないという立場にはないものと考えられ
ます。 
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