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第 8 回 行政法 行政手続法・行政不服審査法 

（合格テキスト 125～140 過去＆厳選問題集 128～148） 

 

 

 

１．行政手続法 

(1) 定義    

重要度★★★   合 125，131～132  問 128～130，138～141 

行政手続法において使用される用語の意義を覚えましょう。 

処分 行政庁の処分その他公権力の公使に当たる行為をいう。 

許認可等 行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処

分をいう。 

申請 法令に基づき、許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁

が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 

不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに

義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。 

行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実

現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言

その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 

届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為（申請に該当するものを除く。）

であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。 

命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 

①法律に基づく命令又は規則 

②審査基準 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法

令の定めに従って判断するために必要とされる基準をい

う。 

③処分基準 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分と

するかについてその法令の定めに従って判断するために

必要とされる基準をいう。 

④行政指導指針 

 

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複

数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行

政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。 

過 意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準

や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。 

→× (22-11-1) 

行政手続法・行政不服審査法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上や国民の

権利利益の保護・救済を目的とするものです。 
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(2) 申請に対する処分・不利益処分    

重要度★★★   合 126～127  問 131～132，134～135 

義務規定なのか努力規定なのか、しっかりと区別しましょう。 

① 申請に対する処分 

 義務規定 努力規定 

審査基準 定めること。公にすること。 ― 

標準処理期間 定めたときは公にすること。 定めるよう努めること。 

申請に対する 

審査、応答 

遅滞なく審査すること。補正を求

め、又は許認可を拒否すること。 
― 

理由の提示 拒否する処分の理由を示すこと。 ― 

情報の提供 ― 
審査の進行状況及び申請に対す

る処分時期の見通しを示すこと。 

公聴会の開催等 ― 
申請者以外の者の意見を聴く機

会を設けること。 

複数の行政庁が 

関与する処分 

審査又は判断を殊更に遅延させ

ないこと。 

相互に連絡をとり、審査の促進に

努めること。 

過 申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められること

はない。 

→○ 行政手続法 37 条参照 (22-12-2) 

過 行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを

書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。 

→○ (23-11-1) 

② 不利益処分 

 義務規定 努力規定 

処分基準 ― 公にすること。 

不利益処分をしようと 

する場合の手続 

意見陳述のための手続を執

ること。 
― 

不利益処分の理由の提示 理由を示すこと。 ― 

過 申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁

明の機会の付与を行わなければならない。 

→× (21-11-5) 

過 不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らして

できる限り具体的なものとしなければならない。 

→○ (23-12-1) 
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(3) 聴聞と弁明の機会の付与    

重要度★★★   合 128～130  問 133，136～137 

不利益の程度が重いときは聴聞、軽いときは弁明とのイメージを持つとよいでしょう。 

 聴聞 弁明の機会の付与 

通知の方式 書面 書面 

代理人 可 可 

参加人 可 不可 

補佐人 可 不可 

文書等閲覧請求権 有 無 

口頭意見陳述権 有 無 

主宰者 有 無 

異議申立て 不可 可 

審査請求 可 可 

過 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが

原則であるが、聴聞は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。 

→× (18-11-1) 

過 聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められる

ことがあるが、弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられる。 

→○ (18-11-2) 

２．行政不服審査法 

(1) 定義   重要度★★☆   合 133～134  問 144 

行政不服審査法において使用される用語の意義を覚えましょう。 

事実行為 
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。 

不作為 
行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他

公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないこと。 

処分庁 処分をした行政庁。 

不作為庁 不作為に係る行政庁。 

原権限庁 審査請求をすることができる処分につき権限を有する行政庁。 

過 法において「処分」には、「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」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立

ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。 

→× (20-15-1) 

過 法における「不作為」には、申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないとの

理由で、実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合も含まれる。 

→× (20-15-2) 
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 (2)不服申立ての種類   重要度★★★   合 135～137  問 142 

それぞれの制度の違いを覚えましょう。 

 異議申立て 審査請求 再審査請求 

できる場合 処分の場合 ①法律に再審査請求す

ることができる旨の定

めがあるとき。 

②原権限庁がその権限

を委任した行政庁がそ

の委任に基づいてした

処分に係る審査請求に

つき、原権限庁が審査

庁として裁決をしたと

き。 

①処分庁に上級行政庁

がないとき。 

②法律に異議申立てす

ることができる旨の定

めがあるとき。 

①処分庁に上級行政庁

があるとき。 

②法律に審査請求する

ことができる旨の定め

があるとき。 

不作為の場合 

異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁

に対する審査請求のいずれかをすることができ

る。 

申立て先 処分庁又は不作為庁に

対してする。 

処分庁又は不作為庁の

直近上級行政庁に対し

てする。 

法律に定める行政庁。 

過 再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己

の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであ

るから、再審査請求期間についての規定はない。 

→× (19-14-3) 

 

(3)不服申立手続の通則   重要度★★★   合 136，139  問 143，147 

不服申立てとその取下げをすることができる者の違いを押さえましょう。 

不服申立ての方式 書面（口頭ですることができる場合を除く） 

不服申立てをする 

ことができる者 

①法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある者 

②総代（共同不服申立人は総代を通じてのみすることができる） 

③代理人 

不服申立ての 

取下げの制限 

①総代（できない） 

②代理人（特別の委任を受けた場合に限り、することができる） 

過 不服申立ては、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場

合を除き、口頭ですることができる。 

→× (22-14-1) 

過 不服申立ては、代理人によってもすることができるが、その場合は、不服申立人が民

法上の制限行為能力者である場合に限られる。 

→× (22-14-2) 
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(4)期間の制限   重要度★★★   合 137  問 ― 

不服申立てができる期間の制限について覚えましょう。 

処分についての不服申立て期間 処分があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内。 

不作為についての不服申立て期間 制限なし。 

再審査請求期間 審査請求についての裁決があったことを知った日

の翌日から起算して 30 日以内。 

過 再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己

の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであ

るから、再審査請求期間についての規定はない。 

→× (19-14-3) 

過 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から 6 か月であ

るが、不服申立て期間は 3 か月となっている。 

→× (18-16-3) 

 

(5)執行停止   重要度★★★   合 138  問 145 

執行不停止が原則です。 

処分庁の上級行政庁 

である審査庁 

必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権

で、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

止その他の措置（以下「執行停止」という。）をすることができる。 

処分庁の上級行政庁 

以外の審査庁 

必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁

の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。 

ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部

の停止以外の措置をすることはできない。 

執行停止をしなけれ

ばならない審査庁 

審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又

は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要が

あると認めるとき。 

過 従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成 16 年の

法改正により、「回復困難な損害」で足りることとされた。 

→× (18-15-1) 

過 審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことがで

きる。 

→○ (18-15-2) 

過 処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行

停止をすることは許されない。 

→× (18-15-5) 
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(6)誤った教示をした場合の救済   重要度★★★   合 138  問 146 

処分についての不服申立てには、誤った教示をした場合の救済があります。 

処分についての異議申立て 誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合、 

はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなす。  

処分についての審査請求 誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場

合、はじめから審査庁に審査請求がされたものとみなす。  

過 異議申立てをすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることがで

きる旨を教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされた

ときは、はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなす。 

→○ (16-38) 

(7)裁決・決定等   重要度★★☆   合 140  問 148 

裁決・決定には、①却下、②棄却、③認容の３種類があります。 

却下決定 

（処分庁・不作為庁） 

①処分についての異議申立てが法定の期間経過後にされたもの

であるとき、その他不適法であるとき。 

②不作為についての異議申立てが不適法であるとき。 

却下裁決 

（審査庁・再審査庁） 

①処分についての審査請求・再審査請求が法定の期間経過後にさ

れたものであるとき、その他不適法であるとき。 

②不作為についての審査請求・再審査請求が不適法であるとき。 

棄却決定（処分庁） 処分についての異議申立てに理由がないとき。 

棄却裁決 

（審査庁・再審査庁） 

①処分についての審査請求・再審査請求に理由がないとき。 

②不作為についての審査請求・再審査請求に理由がないとき。 

③審査請求を却下し又は棄却した裁決が違法又は不当である場

合においても、当該裁決に係る処分が違法又は不当でないとき。 

認容決定（処分庁） 処分についての異議申立てに理由があるとき。 

認容裁決 

（審査庁・再審査庁） 

①処分についての審査請求・再審査請求に理由があるとき。 

②不作為についての審査請求・再審査請求に理由があるとき。 

不作為庁の措置 不作為についての異議申立てが適法であるときは、不作為庁は、

不作為についての異議申立てがあった日の翌日から起算して二

十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で

不作為の理由を示さなければならない。 

過 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、

審査庁は、棄却裁決を行う。 

→× (24-15-1) 

過 不作為について異議申立てがなされた場合、不作為庁は、当該異議申立てが不適法で

ない限り、不作為の違法を確認する決定を行うか、異議申立てを棄却する決定を行う。 

→× (24-15-4) 


