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平成 26 年に成立した新行政不服審査法が、平成 28 年�月に施行されてか

ら早くも�年半が経過した。当初は、部分的に試行錯誤もあった審査請求等

の審査実務も事件審理を重ね、安定してきたように思える。

しかしながら、課題は多い。旧法下の平成 23 年度地方公共団体に対する

不服申立ては、18290 件であり、地方公共団体に対するものだけでも年�万

件前後の不服申立てがなされていた。新法施行後の平成 28 年度に地方公共

団体に対して行われた不服申立ては、13561 件であり、平成 23 年度に比較

して�割以上減少している。また、認容率も新法下では一部認容を合わせて

も、約�パーセント近く下がっている。

処理に要した期間も、平成 28 年度では、処理済みの 6422 件についてみる

と 90 日未満が 1273 件（19.9％）、90 日以上 180 日未満が 3993 件（62.0％）、

180 日以上 270 日未満が 1057 件、270 日以上が 119 件（1.9％）となってお

り、他に 6000 件が未処理として持ち越されていることを考えると処理に要

する期間が旧法下に比較して長期化しているのではないかとも推測される。

行政不服審査の目的は、「簡易迅速かつ公正な手続」の下での国民の権利

利益の救済であり、今後、さらに迅速公平な処理をするために運用上の工夫

を重ねていく必要性は高い。

また、新法下においても、事件の地域的な偏在があり、不服審査の申立て

数も、地域別に大きな差がある。新たな事件を掘り起こす余地は大きい。

本書第�版は、行政不服審査を活性化させ、簡易迅速な救済の実を上げる

ために新法施行後、重ねられている実務的な工夫を取り入れる形で改訂した。

本書が活用され、上記のような残された課題を解決する一助となれば幸い

である。末筆ながら、本書の発行にあたっては、田口社長、瀬川雄士氏ほか

民事法研究会の皆様に大変お世話になった。記して、感謝の意を表したい。

令和元年 12 月

日本弁護士連合会行政訴訟センター委員長 岩本 安昭
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は し が き

平成 26 年�月に、改正行政不服審査法（以下、「行審法」という）および

行政手続法の一部を改正する法律が成立した。現行の行審法は昭和 37 年

（1962 年）に行政事件訴訟法とともに制定されたので、全面改正は 52 年ぶり

となる。この間、行政事件訴訟法は司法制度改革の一環として平成 16 年に

全面改正されたが、行審法は総務省が平成 17 年 10 月から発足させた行政不

服審査制度研究会での検討を経るなどして、平成 20 年に自民党政権の下で

法案として国会に提出された（いわゆる 20 年法案）。しかし法律として成立

するに至らず、その後の民主党政権の下での不服申立前置の全面的見直しな

どを経て、再度自民党政権の下で平成 26 年に国会に提出され、ようやく法

律として成立するに至ったところである。

今回の改正にあたってのコンセプトは、「公正性の向上」、「使いやすさの

向上」、「救済手段の拡充・拡大」であり、行政不服審査制度を利用する国民

サイドに立った制度改革である。「公正性の向上」では、処分等に関与しな

い審理員が審査請求等の審理を担当し、裁決にあたっては、総務省に設置さ

れる行政不服審査会等の第三者機関への諮問を原則とし、さらに証拠書類等

の閲覧・謄写を認めるなどして審査請求人等の権利を拡充し、公正性を高め

ている。「使いやすさの向上」では、不服申立期間を 60 日から�カ月に延長

し、審査請求と異議申立ての二元主義を廃して審査請求に一本化し、不服申

立前置を大幅に廃止・縮小するなどして、利用しやすい制度をめざしている。

「救済手段の拡充・拡大」では、法令に違反する事実がある場合に行政庁等

に対し是正の処分等を求める制度や、行政指導を受けた者が当該行政指導が

法律の要件に適合しないと思うときに行政指導の中止等を求める制度を、行

政手続法の中に設けている。

今回の行審法の全面改正、行政手続法の一部改正は、従前の行政不服審査

の実務に大きな変革をもたらし、国民の権利・利益の救済手段としての実効

性を発揮するものと期待される。本書は、そのような国民の権利・利益の救
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済を図るための行審法の解釈と運用の実務を、書式を添えて平易に提示する

ものである。

本書が行政不服審査の実務に大いに貢献することを期待する。

平成 27 年�月

日本弁護士連合会行政訴訟センター委員長 松倉 佳紀

はしがき
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Ⅰ 改正法の水準とより良い法制度に向けて

� 視 点

行政不服審査法（以下、「行審法」という）改正については、日本弁護士連

合会（以下、「日弁連」という）は賛成の立場をとり、国会でも参考人質疑で

その旨を述べた
1

。改正前の法律と比べれば格段の進歩といえるからである。

しかし、それでも改正行審法は世界水準ではない。

また、国内法的にみても肩身の狭いものである
2

。

本章の本項では主として前者の視点を扱い、世界水準とはいかなるもので

あるかを概観する。その目的は、改正行審法の解釈にあたり、諸説が分かれ

るときには、わが国の遅れを自覚し、可及的に世界水準により近い積極解釈

をとるべきことを提起するためであり、できるだけ早い機会に再改正を実現

するためである。

行審法改正論議が進むにつれ、わが国の行政争訟分野の法整備は、欧米と
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1 衆議院では松倉佳紀行政訴訟センター委員長が平成 26 年（2014 年）�月 13 日、参議院では筆

者（同センター前委員長）が同年�月�日に各総務委員会で、賛成意見を述べた。なお、筆者の

「行政不服審査法改正案『国民救済拡充』へ一歩」（読売新聞 2014 年�月 25 日）参照。

2 櫻井敬子教授は、行審法を一般法というのは名ばかりだとされる。行審法自体が適用除外を認

めており、個別法によって例外や特例が非常に多く定められている。平成 21 年度総務省調べで

は、全面的に適用される行審法の割合は�％にすぎないという（櫻井敬子『行政救済法のエッセ

ンス』17 頁）。ただし、これら多くの例外個別法も、平成 26 年の行審法改正と同時に成立した

「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」により、改正行審法の改正の趣

旨に合わせて、改正されている（審査請求、異議申立てにあたる用語の改正、再審査請求規定の

削除、不作為の扱い、聴聞経由の不利益処分の扱い、審理員の指名不要、申立期間、口頭意見陳

述の扱い、前置の見直しなど）。なお、宇賀克也『Q&A新しい行政不服審査法の解説』239頁〜

259頁参照。

平成 26 年改正法の内容 第2章



の対比にとどまらず、アジア諸国と比べてもかなり遅れていることが、文献

上明らかになっていった。そこで、日弁連行政訴訟センターでは、平成 19

年（2007 年）に韓国、平成 21 年（2009年）に台湾、平成 23 年（2011 年）に

アメリカに赴き調査を行った。その調査結果を踏まえ、わが国の改正行審法

と比較して、特にアメリカと韓国の各制度のすぐれた点をまとめておきたい。

いずれも不服審査の判断権者の問題である。

前述の参議院での公述でも、筆者は改正法案に賛成はするが、さらにアメ

リカや韓国の制度をめざすべきだと、判断権者の論点で述べておいた。

� アメリカのALJ

⑴ ALJ 研究の背景

アメリカの行政不服審査における ALJ（行政法審判官：Administrative Law

Judge）の制度は、中川政直教授、宇賀克也教授によってわが国の行政法関

係者に紹介された
3

。

宇賀教授は自身のこの研究以前の状況について「関心がそれほど広まって

いなかった」とされているが、研究発表後も ALJへの関心の状況は変わら

なかったと思われる。

行審法改正を視野に入れた総務省の調査研究である「事後救済制度に関す

る調査研究報告書（委員長小早川光郎教授）」（1998年）には、ALJが登場す

る。

実務の世界、とりわけ多くの弁護士は、行政不服審査は、審査請求前置が

多いがゆえにやむなく取り組むものであって、積極的に活用するような制度

ではなかったために、不服審査制度の改革への関心は低く、まして ALJの

研究については 2000 年前後の行審法改正への取組みまではなかったといっ
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3 中川政直「行政審判官論」雄川一郎ほか編『現代行政法大系�』61 頁（1985 年）所収は、日米

の審査担当者の比較研究である。宇賀克也『アメリカ行政法』97 頁（1988年）以下。なお、総

務省「アメリカにおける行政救済法等に関する調査研究」（2012 年）が最も詳細な研究報告であ

る。



てよいと思われる。

日弁連（行政訴訟センター）が、一定の研究後に、正式文書に ALJについ

ての記述を登場させるのは後述の「行政不服審査制度に関する日弁連改正案

（行政活動是正請求法案（仮称））」（2007 年�月�日理事会決議）の解説文書

「主なポイント」からである。

行審法改正にあたっての課題を研究する過程の中で、われわれの関心は高

まり、文献的調査の後、前述のように平成 23 年（2011 年）、アメリカの現地

調査を行った。その成果は日本弁護士連合会行政訴訟センター「行政救済制

度�論点に関するアメリカ調査報告書」（非売品
4

）としてまとめられた。

ALJが、平成 26 年改正行審法と比べ、すぐれている点は、審査担当者が

独立している点である。そして、その場合の審査担当者の専門性の議論も大

いに参考になるものと思われる。そして、制度は国民に利用され、膨大な不

服申立件数が処理されている。

現在、改正行審法の運用として、不服申立ての審理員を行政内部の官房系、

総務系の幹部職員にすることで、当該行政処分から少しでも距離のある者か

ら選んでいるといわれている。しかし、各省庁、各地方公共団体における一

体的であるべき行政運営から考えると、言葉の真の意味で矛盾している。せ

めて外部から弁護士などの専門職を登用するなどの運用が好ましい。

⑵ 制度の骨格

ALJ すなわち行政法審判官については、連邦行政手続法（APA ＝

Adiministrative Procedure Act）に位置づけられる。

APAと個別法においては、行政が行政決定（裁決＝わが国の行政処分より

も広い概念）をする際に、利害関係人に聴聞の機会が与えられることが多く、

この聴聞の大多数を ALJが主催し、ALJが決定を行い、それを当該行政が

尊重して行政決定を行うことが通常である。

わが国に引き直せば、この裁決手続は、行政処分後の不服申立てというよ
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4 �論点とは ALJ、ACUS（Administrative Conference of the United States）、IGs（Inspector

Generals）である。報告書は日弁連の法制一課に申し込まれれば、残部少量ながら在庫はある。



りも、事前の申立てであり行政手続に分類されよう。

⑶ 行政に雇用されながら完全に独立しているALJ

ALJは各行政機関に雇用されているが、雇用の審査、勤務条件、研修は

当該行政機関でなく、OPM（連邦人事管理庁：Office of Personnel Manage-

ment）にその権限がある。

� 資 格

弁護士資格が前提となる。ALJの要件として法律家としての実務経験が

要求されているが、アメリカでは日本と異なり、法曹資格をもつ者が、政府、

企業、一般の法律事務所等転職を繰り返すことが普通に行われている。した

がって、ALJとなる者も、さまざまな経験を積んでいることが多い。

� 採 用

日弁連行政訴訟センターが調査した OSHRC（労働安全衛生審査委員会：

Occupational Safety and Health Review Commission）では以下の�通りであっ

た。

まず、試験による採用である。試験の内容は、履歴書審査、実務試験（実

際に決定を起案する）、口頭面接である。�年以上の実務経験が要件であり、

試験の成績も含めて OPMが作成する名簿に掲載され、この名簿の中から

ALJが採用される。

次に、他の ALJに勤務している ALJを雇用する方法である。現任の ALJ

の�分の�は、他の機関の ALJで勤務した経験を有する。

たとえば、ソーシャルセキュリティの ALJで国側担当の代理人弁護士と

して経験を積んでいたり、ALJになる以前は、司法省勤務の弁護士や連邦

取引委員会の弁護士であったりと、法律家としてのキャリアを積んでから

ALJとして昇進していくシステムがある。

� 人事評価、解雇

ALJは勤務する行政機関から一切の人事評価を受けない。給料も OPMで

決められ、ボーナスはない。

解雇されるのは非行があったときのみであり、その審査も OPMが行う。

〔第�編〕 第�章 平成 26 年改正法の内容
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� 研 修

研修についての一般的な制度はないが、社会保障分野の ALJや州の ALJ

には、研修制度がある。

裁判の基本を学ぶための民間の学校があり、短期間で修了でき、これを利

用する者もいる。

� 退職後

ALJを最後の仕事にする者がほとんどであり、96歳の現役の ALJも存在

する。ALJ 退職後、労働省の顧問をしている者もいる。

� 制度としての独立性

形式的には、ALJは「裁判所」と同じ構造である。行政内部の裁判所と

も評しうる。

�また、ALJには 70 年の歴史があり、すでに社会の制度として定着してい

る。ALJは中立であるからこそ存在意義があるのであり、そうでないと国

民の信頼は得られない、とわれわれの調査した ALJが語っていた。

� 和解やALJ決定についての不服申立て

🄐 和 解

和解で解決することが多く、ALJからも、和解をすすめられる。10万ド

ル以上の事件の場合には、和解を試みることが義務とされている。

🄑 不服申立ての実情

ALJの判断については、その約 40％は ALJの判断に基づいて確定し、約

60％は不服申立てがされる。裁判になるのは 20％程度である。訴訟の中で、

ALJの決定案は重要な証拠になるという最高裁判決があり、裁判実務もこ

れに従っている。いずれにしても ALJの判断の内容が変更されることは少

ない。

Ⅰ 改正法の水準とより良い法制度に向けて
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	 セントラルパネルシステム
5

現在、州によってはセントラルパネルシステムを採用している。

連邦では、このシステムは採用されていない。ALJは社会保障、エネル

ギーなどさまざまな分野があり、�つにまとめるのは難しいというのが理由

である。


 独立であるがゆえの批判

行政機関の長が ALJに迅速な処理を求めても、ALJが独立性を盾に抵抗

して従わないため問題が解決しないということが稀にある。

� 世論からの影響

ALJの判断が、世論に影響されるという現象も起きている。

たとえば、証券取引委員会の ALJ では、銀行の違反を認めない傾向に

あった。ところが、リーマン・ショック以降、この間法律改正は行われてい

ないにもかかわらず、銀行の違反を認める方向へ転じている。これは世論に

影響されたものと考えられる。

このように ALJは独立性を有するとはいっても、世論による影響を受け

ることは当然といえよう。

⑷ 専門性についての議論

行政不服審査にあたって専門性が必要だとする意見が一部にあり、専門性

をもつ弁護士を採用するよう措置を講ずることもあるようだが、大要は次の

ような意見としてまとめられる。

① ALJは法律を事案にあてはめるだけであって、高度なことを担当して

はいない（憲法や省令自体の妥当性は別の機関が判断することであって、ALJに

その権限はない。法律のあてはめのみ）。② ALJになってから経験を積むこと

で十分である。③裁判官も専門性についての批判は受けないのだから、ALJ

〔第�編〕 第�章 平成 26 年改正法の内容
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5 フラナガン（James F. Flanagan）教授は、「ALJのセントラルパネルとは、職業的な審判者

（professional adjudicator）が、ヒアリングを行う事件に関わる機関から、その管理上独立し、

したがって機関の影響から隔てられる組織構造（cadre）である」（前掲（注�）総務省「アメリ

カにおける行政救済法等に関する調査研究」〈http: //www. soumu.go. jp/main_content/

000284232.pdf〉21 頁）としている。



も同じである。ALJはある意味で裁判官でもある。

ALJは、訴訟運営の能力（両当事者を公平に扱うなど）や事件運営（複数の

裁判を並行して）が最も大切である。専門性はプラスアルファの要件にすぎ

ない。

� 韓 国

⑴ 概要、制度の骨格──判断機関の独立と司法化
6

1996 年施行、1997 年、2008年に改正された行審法の下で、行政庁の処分、

不作為に対し、国民の不服申立てがあれば原則として、すべての案件は、国

レベルでは国務総理行政審判委員会に送られ、委員長を含む 50 人の委員が

判断し、裁決する。地方レベルでは、各 15 人の委員からなる一般行政審判

委員会がおかれており、判断する。委員には身分保障がある。裁決庁という

概念が廃止されているともいえるし、委員会が裁決庁であるといってもよい

かもしれない。委員は弁護士、副教授以上の学者、行政 OBから選ばれ、弁

護士、学者が圧倒的に多い。案件数も多く、認容率は 20％、統計によって

は 30％を超えており、わが国の�倍から�倍の水準である。執行停止件数

は、2005 年で申立件数 1126 件、認容 133 件、2006 年は申立件数 1130 件、

認容 40件である。加えて委員長による緊急執行停止も毎年約 10〜60件ある

（徴兵の執行停止、課徴金納付の執行停止など）。いったん出された執行停止が

取り消されたことはない。

行政審判委員会の独立が徹底していることと、その司法化（後述）が特徴

であり、国民に受け入れられているといえよう。

⑵ 救済機関の「競争」

行政不服審査の件数は、1997 年で処理件数 7316件に対し、認容 2779 件

であり、わが国の�倍程度、認容率 38.4％である（2004 年の国と地方の行政

審判委員会の取扱い件数は約�万 4000件となった）。

Ⅰ 改正法の水準とより良い法制度に向けて
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6 なお、尹龍澤「韓国における行政不服審査制度」〈http://www.soumu.go.jp/main_content/

000284239.pdf〉が詳細な研究報告である。



行政訴訟においても同じ傾向にある。

なぜ、このように件数が多く、認容率が高いのか、その要因について、わ

れわれの調査では、国務総理行政審判委員会、行政裁判所、憲法裁判所と

いった行政争訟を専門とする救済機関が、それぞれ部分的に競合して救済機

関としての機能を果たすことにより、より広い国民の権利救済を実現してい

るとの認識を得た。

⑶ 司法化

韓国では憲法で、「裁判の前審手続として行政審判をすることができる。

その手続は司法手続が準用されなければならない」（107条�項）旨定められ

ている。そのため手続は司法化されている。

対審構造であり、申立人が要求すると口頭審理となる。

審理期間は、90 日以上かかるものは年間 2300件程度と少ない。一番長い

もので�年くらいである。長くなる理由は、事案が複雑なときに限られる。

国レベルの法制処の職員は約 200 名。職員 53 人が行政審判にかかわる。

	
｢行政不服審査制度に関する日弁連改正案（行政活動是

正請求法案（仮称））」（2007 年
月�日理事会決議）

この法案は、日弁連ウェブサイト〈http: //www.nichibenren. or. jp/

activity/document/opinion/year/2007/070502_2.html〉で確認いただける。

〔図表�-�-�〕では同日の理事会の説明資料として添付した「主なポイ

ント」を左欄に、対応する改正行審法の内容を右欄に整理した。

〔第�編〕 第�章 平成 26 年改正法の内容

20

改正行審法日弁連案主なポイント

� 是正請求制度の創設

原則として一本化審査請求と異議申立てを一本化

〔図表�-�-�〕 行政不服審査制度に関する日弁連改正案
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行政指導の中止等の求め、処分等の

求めについては、行政手続法適用を

規定した

行政手続法の適用関係、処分の作為、

不作為については事前手続である行

政手続法をそのまま適用せず、事後

手続である是正請求制度を適用する

不作為や申請拒否処分についての裁

決が可能であることなどを明確にし

たが、多様な救済措置にはほど遠い

行政不服審査会に対する諮問の答申

には法的拘束力はない

処分庁は答申に基づいて裁決し、措

置をとらねばならない

そのような権能は認められていない行政審査院からの答申とは別の意見

の申出（オンブズマン的機能）

多様な行政活動に応じた多様で柔軟

な救済措置（取消し、一部取消し、

変更、作為、不作為、撤回、撤廃、

調査、回答、訂正、違法性の確認、

不当性の確認、効力の有無の確認そ

の他）の答申を可能とする

行政処分、その不作為に限る（行政

契約など多様な対象は除外）

是正請求の対象を国民の権利利益を

害するおそれのある行政機関の行政

活動に拡大

� 行政審査院の創設

統合されずに、現状のままで行政不

服審査会を導入

統一的第三者機関として、既存機能

を統合し、国および地方に行政審査

院を創設

そのような方向は出ていない個別法固有の第三者機関は将来的に

統合

行政不服審査会の委員は国会同意人

事だが、ALJ のような独立性を備

えてはいない

審理官ALJを参照した制度構築

原則として行政不服審査会に諮問不適法な是正請求でない限り、行政

審査院への諮問を義務付け

再調査の請求とされた簡易迅速な異議申立て制度として再

考の申立てを認める



（本項担当・斎藤 浩）
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職権探知主義、調査命令（いずれも

行政審査院の権限）

� 違法性審査、不当性審査の規定

規定されなかった違法性審査の基準を明定し、不当性

審査の規定も

審理員の権限として、物件の提出要

求等、審理関係人への質問は規定さ

れた。行政不服審査会の権限として、

専門委員をおくことができる規定を

おいた

規定は設けられなかった（抗告訴訟

の原告適格と同じとする判例に従う

ことを前提）

規定されなかった一定の団体に不服申立適格を付与し

た客観争訟制度を創設

抗告訴訟の原告適格よりも広く認め

る明文

� 執行停止の原則化、仮の義務付け、仮の差止め制度の創設

規定されなかった是正請求により原則として行政活動

は停止

行政指導の中止等の求め、処分等の

求めについて行政手続法に導入

仮の義務付け、仮の差止め

� 不服申立人適格の拡大

� 行政法審判官制度の創設

規定されなかったALJ創設
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