
□■ 北広島市の行政不服審査制度の概要 ■□ 

 

１ 改正行政不服審査法が施行しました。 

平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行しました。改正後の行政不服審査制度では、審

理員による審理手続や第三者機関への諮問手続が導入されます。北広島市においても、新しい行政不服審査制度に基づく審理手

続が行われることとなり、改正後のイメージ図のように不服申立の手続の流れが変わります。 

 

【新旧行政不服審査制度イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 処分に関与しない職員(審理員)が公平に審理します。 

審理員は、不服申立てにおける審理手続を行う者としてその不服申立てに係る行政処分に関与していない者の中から、市長が

指名します。審理員の候補者は、北広島市行政不服審査法施行細則において定めています。1事件につき3人を指名します。 

 

(市民) 

(総務課) 
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３ 有識者から成る第三者機関(行政不服審査会)が市長の判断をチェックします。 

  市長の最終判断のチェックを行う北広島市行政不服審査会(第三者機関)が設置されました。この行政不服審査会は、法律等に

関し優れた識見を有する委員の皆様により構成しています。審査請求があった場合には、審理員による審理員手続が行われ、審

理員意見書が作成されましたら、市長から裁決案について北広島市行政不服審査会に諮問しますので、皆様から答申をいただく

ことになります。 

 

４ 不服申立ての手続が「審査請求」に一元化され、審査請求をすることができる期間が３か月に延長されました。 

  従来の「異議申立て」手続は廃止され、「審査請求」に一元化されました。また、審査請求をすることができる期間が６０日か

ら３か月に延長されました。これに伴い、行政処分に相当する市役所の通知文書に付することとなっている教示文の改正を行っ

ています。 

 

５ 審理手続において提出された資料のコピーを請求できます。(白黒の場合、片面1枚につき10円) 

新しい行政不服審査制度では、審査請求人は、 

審理手続において提出された書類の閲覧だけでな 

く、条例で定める手数料を納めていただくことに 

より、その書類の写しの交付を求めることができ 

ることとなりました。なお、生活保護世帯の方、 

市民税非課税世帯の方には、手数料の減免制度が 

あります。北広島市行政不服審査会に対しても、 

 同様の請求があった場合には、同様の手数料を 

 いただくよう条例を整備しています。 

 

６ 不服申立て(審査請求)の窓口 

市長に対する審査請求の窓口は、総務部総務課法制担当でお受けいたします。また、その行政処分によっては、審査請求の窓

口が異なる場合がございます。(例：情報公開等に関する処分→総務部行政管理課[北広島市情報公開・個人情報審査会]、固定資

産の価格の決定に関する処分→総務部税務課[北広島市固定資産評価審査委員会]) 



■北広島市の過去の不服申立ての状況

関係法令等名 関係条例等名

条項 条項
異議
申立

審査
請求

その他 容認 棄却 却下 その他

Ｈ24
固定資産評価
審査委員会
(税務課事務局)

固定資産税の賦課決定
地方税法
第432条第1項

北広島市税条例
第64条

○
(審査
申出)

固定資
産評価
審査委
員会

H24.7.5 H24.9.4 ○

Ｈ25
情報推進課
(現：行政管理課)
(各課所管施設)

公文書非公開決定
北広島市情報公開条例
第6条第1項第5号

○ 市長 H25.11.22 H26.3.19 ○

Ｈ25 税務課 個人市道民税の賦課決定
地方税法
第321条の7の2

北広島市税条例
第33条の5の2
第33条の5の5

○ 市長 H25.6.19 H25.7.17 ○

Ｈ25 生活保護変更決定処分 生活保護法 － ○ 知事 H25.9.17 H26.1.17 ○

Ｈ26 生活保護変更決定処分 生活保護法 － ○ 知事 H26.5.15 H27.5.15 ○

Ｈ27 生活保護変更決定処分 生活保護法 － ○ 知事 H27.5.25 H27.5.25 ○

H26 障害程度区分認定処分
障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す
るための法律

○ 知事 H26.4.8 H26.9.18 ○

H26保険年金課
国保高齢受給者証自己負担割
合判定について

国民健康保険法施行規則
第24条の2

所得税法
第36条第1項

○

北海道
国民健
康保険
審査会

H26.7.23 H26.12.10 ○

不服申立て日
処理日
(裁決日)

処理内容
年度 請求先

福祉課

不服申立て
担当課

対象
処分等名
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【行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル(総務省行政管理局) 抜粋】 

 

図1 審査請求に係る大まかな事務手続の流れ 
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審理手続の終結 

 

【概要】 

   審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき、又は審理手続を終結することが適当と認めると

きは、審理手続を終結させる。また、審理手続を終結したときは、その旨及び審理員意見書等を

審査庁に提出する予定時期を審理関係人に対し通知する。 

 

 

ア 審理手続の終結 

 ① 必要な審理を終えた場合  

   審理員は、当該審査請求事件について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。 

 

 ＜法令＞◆ 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。 法41条１項 

 （運用）○ 「必要な審理を終えた」時点は、具体的には、個々の事案に即して判

断されることになるが、一般には、審査請求人等の申立て等を受けて必

要と判断した審理手続を行い、他の審理関係人が了知しない裁決の内容

についての判断に影響を及ぼす事実が判明した場合にはその反論等の

有無を確認する等の手続を経て、審理関係人の主張が尽くされ、審理員

が、審査庁がすべき裁決の内容について心証を形成したときに、審理手

続を終結することになると考えられる。 

 

  

② 主張等の機会が履行されなかった場合 

 

   審理員は、審理関係人に主張及び立証の機会を与えたにもかかわらず、その機

会が履行されない（具体的には表1の要件に該当する）場合は、審理手続を終結す

ることができる。 

 

 ＜法令＞◆ 審理員は、表1の要件に該当する場合には、審理手続を終結することがで

きる。 

法41条２項 

  ［解釈］□ 法33条に基づく物件の提出要求については、審理関係人ではない第三者

が要求先となることも想定されているが、当該第三者が提出に応じない場

 

図１〔3-14〕
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合において、このことのみを理由として審理手続を終結することは適当で

ない。 

 （運用）○ 審理員は、表1の要件に該当することのみをもって審理手続を終結す

ることは適当でなく、審理の進行状況や審理関係人の対応状況等も考慮

して、審理手続を終結することが適当かどうかを判断する必要がある。

例えば、一部の参加人だけが提出期限内に証拠書類等を提出しない場合

は、審理手続を続行するという判断をすることもあり得る。 

 

 

表1 必要な審理を終えたと認めるとき以外に審理手続を終結することができる場合 

・ 以下の物件について、審理員が定めた提出すべき相当の期間内に提出されず、更に一定の

期間を示して当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該物件が提出されな

かったとき（法41条２項１号） 

 

弁明書（法29条２項） 

反論書（法30条１項） 

意見書（法30条２項） 

証拠書類等（法32条１・２項） 

書類その他の物件（法33条） 

・ 口頭意見陳述（法31条）の申立人が正当な理由なくこれに出頭しなかったとき（法41条２

項２号） 

 

イ 審理関係人への通知 

 ○ 審理員は、審理手続を終結したときは、手続の透明性を確保する観点から、そ

の旨等を審理関係人に対し通知する。 

 

 ＜法令＞◆ 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

手続を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予

定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。 

法41条３項 

 （運用）○ 審理手続の終結等の通知の方式については、審理手続を終結した旨、

審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を記載した書

面により行うことが適当であると考えられる。 

様式例72 

審理員意見書

等→4頁参照 

 ○ 審理手続を終結した時点で、審査請求人による行政不服審査会等へ

の諮問を希望しない旨の申出がされていない場合（参加人からの後述の

申出がされている場合を除く。）又は参加人による行政不服審査会等に

諮問しないことについて反対する旨の申出がされていない場合は、審理

手続の終結等の通知に併せて、当該申出を行っていない者に対して、当

該申出は審理員意見書の提出予定時期までに行うよう注意喚起を行う

ことが効率的であると考えられる。 

法43条１項４
号 

→様式例73 
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審理員意見書 

 

【概要】 

   審理員は、審理手続の終結後、審理員意見書の作成及び事件記録の整理を行い、これらを審査

庁に提出する。 

 

 

ア 審理員意見書の作成 

 ○ 審理員は、審理手続の終結後、その結果を整理し、審査庁がすべき裁決の内容

を記載した審理員意見書を作成する。 

様式例74 

 ＜法令＞◆ 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に

関する意見書（審理員意見書）を作成しなければならない。 

法42条１項 

 ［解釈］□ 審理員意見書の作成時期を「直ちに」ではなく「遅滞なく」としている

のは、審理員意見書の作成には、一般に少なくとも数日程度の期間を要す

ると考えられるためである。 

 

 □ 審理員が複数指名されている場合は、審理員意見書は、合議を行うな

ど全ての審理員が関与して作成しなければならないと解される。 

 

 （運用）○ 審理員意見書は、審理員による審理の結果を裁決に適正に反映させ

るという観点からは、裁決（法50条）の原案となり得るものとするこ

とが適当であり、裁決書の記載事項に対応して、事案の概要及び審理

関係人の主張の要旨を整理し、当該事件の争点を明示した上で、審査

請求に対する結論（裁決主文に対応するもの）及びその理由（事実関

係の認定や当該事実関係に対する関係法令の適用を含む。）を記載する

ことが望ましいと考えられる。 

様式例74 

 ○ 処分についての審査請求において申請拒否処分が違法又は不当であ

ると認める場合や、不作為についての審査請求において当該不作為が

違法又は不当であると認める場合において、当該申請に対する一定の

処分をする旨の措置をとることが適当であると認めるときは、当該措

置の内容及びその理由を審理員意見書に併せて記載することが適当で

あると考えられる。 

申請に対する
一定の処分を
する措置（法46

条２項各号・49
条３項各号）→
111頁参照 

 ○ 審理員意見書には、審理員の署名又は押印を付すことにより、本人

の意思に基づいて作成されたものであることを明らかにすることが望

ましいと考えられる。 
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イ 審理員意見書等の提出 

① 事件記録の整理等 

  審理員意見書の作成と並行して、事件記録となる資料（表2）を整理する。  

 ＜法令＞◆ 事件記録とは、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書

類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。 

      なお、事件記録のうち、政令で定めるものは、表2のとおりである。 

法41条３項 

令15条１項 

 

表2 審査請求手続における事件記録 

事件記録 根拠条文 

法41条３項に規定されているもの  

 ○ 審査請求書（法19条）  

○ 弁明書（法29条）  

事件記録として政令で定めるもの 

 ○ 審査請求録取書（法20条） 令15条１項１号 

○ 法第29条第４項各号に掲げる書面 令15条１項２号 

 ・ 不利益処分を行う際に聴聞の主宰者から提出された聴聞の調書

（行政手続法24条１項）及び報告書（同条３項） 

 

 ・ 不利益処分を行う際に処分の相手方となるべき者から提出された

弁明書（行政手続法29条１項） 

 

○ 反論書（法30条１項） 令15条１項３号 

○ 意見書（法30条２項） 令15条１項４号 

○ 次の手続の記録 令15条１項５号 

 ・ 口頭意見陳述（法31条）  

 ・ 参考人の陳述又は鑑定（法34条）  

 ・ 検証（法35条）  

 ・ 審理関係人への質問（法36条）  

 ・ 審理手続の申立てに関する意見聴取（法37条）  

○ 審理関係人から提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その

他の物件（法32条１・２項） 

令15条１項６号 

○ 物件の提出要求（法33条）に応じて提出された書類その他の物件 令15条１項７号 

 

 

② 審理員意見書等の提出 

 審理員意見書を作成し、事件記録が整ったときは、速やかに、その他の手続的

な書類その他の物件とともに、審査庁に提出する。 

 

 ＜法令＞◆ 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録と

ともに、審査庁に提出しなければならない。 

法42条２項 
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 ◆ 事件記録のうち、審査請求書、弁明書、反論書及び意見書についての審査

庁への提出は、これらの書面の正本によってする。 

      なお、これらの書面の提出手続が、オンライン化法３条１項の規定により

オンラインでされた場合には、当該手続に係る電磁的記録が、これらの書面

の正本とみなされる。 

令15条２・３項 

 ◆ 審理員は、審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、参加人の許

可に関する書類その他の総務省令で定める書類を、審査庁に提出しなければ

ならない。 

令16条 

省令第４条 

 （運用）○ 審理員意見書等は、審理員意見書を作成後、直ちに審査庁に提出す

ることが望まれるが、なお事件記録の整理等を要するなどの事情によ

り、直ちに提出することができない場合には、事件記録が整い次第提

出することが望ましいと考えられる。 
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行政不服審査会等への諮問 

 

【概要】 

  行政不服審査会等への諮問は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の

適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を第三者の立場からチェッ

クするものである。 

 

１ 諮問が必要となる場合 

（１）審査庁 

行政不服審査会等への諮問が義務付けられている審査庁は、次のとおりであり（法43条１項柱

書）、それ以外の審査庁（法９条１項各号に規定する合議制の機関である場合など）については、

行政不服審査会等への諮問は不要である。 

 

ア 国の機関 

・ 主任の大臣 

・ 宮内庁長官 

・ 府省の外局として置かれる庁（※）の長 

（※）内閣府設置法第49条第１項若しくは第２項又は国家行政組織法第３条第２項に規定する庁 

 

イ 地方公共団体 

・ 地方公共団体（※）の長（地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会） 

（※）都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合（一部事務組合、広域連合） 

 

（２）諮問が必要な事案 

上記（１）に該当する審査庁は、法43条１項各号のいずれかに該当しない場合には、行政不服

審査会等へ諮問しなければならないこととされている（法43条１項柱書）。 

法43条１項各号の具体的な内容は、表3のとおりであるが、これらに該当せず諮問が必要となる

事案とは、主として、処分時又は裁決時に他の合議制機関の関与がなく、かつ、審査請求の全部

又は一部を棄却しようとする事案ということになる。 

 

（３）諮問を行う時点 

上記（１）に該当する審査庁は、「審理員意見書の提出を受けたとき」に、行政不服審査会等へ

諮問しなければならないこととされている（法43条１項柱書）。 

したがって、個別法令等の規定により、審理員による審理手続が行われず、審理員意見書の提

出がなされない場合には、行政不服審査会等への諮問は要しないこととなる。 
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表3 行政不服審査会等への諮問を要しない場合（法43条１項各号） 

ア 処分や裁決の際に審議会等の議を経ている（※）場合 

（※）「議を経る」とは、諮問手続一般を指す趣旨であり、個別の法律等において「議を経る」と規定されている場合に

限らず、「諮問する」、「意見を聴く」、「意見を求める」、「諮る」、「議により」等と規定されている場合も含まれる。 

 ① 原処分をしようとするときに他の法律又は政令（条例に基づく処分については、条例）

に審議会等（※）の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、その議を経て原

処分がされた場合（１号） 

（※）法９条１項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の機関又はこれらの機関に類するものとして

政令で定める機関（表4参照） 

② 裁決をしようとするときに他の法律又は政令（条例に基づく処分については、条例）に

審議会等の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、その議を経て裁決をし

ようとする場合（２号） 

③ 法46条第３項又は法49条４項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場

合（裁決の際に申請に対する一定の処分をする措置（５章１（４）（111ページ）参照）をとる

ため、処分時に必要とされる審議会等の議を経た上で裁決をしようとする場合）（３号） 

イ 審査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がされている場合（参加

人から諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。）（４号） 

ウ 審査請求が、行政不服審査会等によって、諮問を要しないものであると認められたもので

ある場合（※）（５号） 

（※）それぞれの行政不服審査会等において、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して判断されるものであり、具体的には、個々の事案ごとに判断する方法のほか、

定型化・類型化してあらかじめ示す方法もあり得る。 

エ 審査請求が不適法であり、却下する場合（６号） 

オ 審査請求の全部を認容する場合（参加人から意見書又は口頭意見陳述においてこれに反対

する旨の意見が提出されている場合を除く。） 

 ① 処分（申請拒否処分（※）を除く。）についての審査請求（７号） 

（※）法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分 

 ・ 法46条１項の規定により、原処分（申請拒否処分及び事実上の行為を除く。）の全部を取

り消す場合 

 ・ 法47条の規定により、審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、又は撤

廃することとする場合 

 ② 申請拒否処分又は不作為についての審査請求（８号） 

 ・ 裁決で申請拒否処分を取り消すとともに、法46条２項の規定により、申請の全部を認容す

る処分をすべき旨を命じ、又は申請の全部を認容する処分をする措置（５章１（４）ア（111

ページ）参照）をとることとする場合 

 ・ 裁決で不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、法49条３項の規定により、申

請の全部を認容する処分をすべき旨を命じ、又は申請の全部を認容する処分をする措置（５

章１（４）イ（112ページ）参照）をとることとする場合 

 

  

― 8 ―



表4 法43条１項１号及び２号の機関 

１ 法９条１項各号に掲げる機関 

 ・ 内閣府設置法49条１項若しくは２項又は国家行政組織法３条２項に規定する委員会（外局

としての委員会）〔１号〕 

 ・ 内閣府設置法37条若しくは54条又は国家行政組織法８条に規定する機関（いわゆる審議会

等）〔２号〕 

 ・ 地方自治法138条の４第１項に規定する委員会若しくは委員（執行機関）又は同条３項に

規定する機関（附属機関）〔３号〕 

２ 地方公共団体の議会 

３ これらの機関に類するものとして政令で定めるもの（※）（令17条） 

 ・ 日本公認会計士協会に置かれる資格審査会（公認会計士法）〔１項１号〕 

 ・ 地方社会保険医療協議会（社会保険医療協議会法）〔１項２号〕 

 ・ 日本司法書士会連合会に置かれる登録審査会（司法書士法）〔１項３号〕 

 ・ 港務局に置かれる地方港湾審議会（港湾法）〔１項４号〕 

 ・ 日本土地家屋調査士会連合会に置かれる登録審査会（土地家屋調査士法）〔１項５号〕 

 ・ 日本行政書士会連合会に置かれる資格審査会（行政書士法）〔１項６号〕 

 ・ 日本税理士会連合会に置かれる資格審査会（税理士法）〔１項７号〕 

 ・ 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に置かれる土地区画整理審議会（土地区

画整理法）〔１項８号〕 

 ・ 全国社会保険労務士会連合会に置かれる資格審査会（社会保険労務士法）〔１項９号〕 

 ・ 個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社に選任される審査委員及び独立行政法人都

市再生機構又は地方住宅供給公社に置かれる市街地再開発審査会（都市再開発法）〔１項10

号〕 

 ・ 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に置かれる住宅街区整備審議会（大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法）〔１項11号〕 

 ・ 個人施行者、防災街区整備事業組合又は事業会社に選任される審査委員及び独立行政法人

都市再生機構又は地方住宅供給公社に置かれる防災街区整備審査会（密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律）〔１項12号〕 

 ・ 日本弁理士会に置かれる登録審査会（弁理士法）〔１項13号〕 

 ・ マンション建替組合又は個人施行者に選任される審査委員（マンションの建替え等の円滑

化に関する法律）〔１項14号〕 

 ・ 認証審査参与員（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律）〔１項15号・２項〕 

 ・ 郵政民営化委員会（郵政民営化法）〔１項16号〕 

 ・ 地方年金記録訂正審議会（厚生労働省組織令）〔１項17号〕 

（※）認証審査参与員は、法43条第１項第１～３号の「政令で定めるもの」に該当する機関、それ以外は上記法43条

第１項第１号及び第３号の「政令で定めるもの（審議会等）」に該当する機関 
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２ 諮問手続 

 

【概要】 

   審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の要件に該当する場合を除いて、総務省

に置かれる行政不服審査会又は法第81条により当該地方公共団体の執行機関の附属機関として置

かれる諮問機関（以下「行政不服審査会等」という。）に、諮問する。 

   諮問に当たり、審査庁は、裁決についての考え方を整理して諮問の要否を判断し、諮問が必要

となる場合には、諮問書を作成して諮問をする等の手続を行う。 

 

 

 

ア 裁決についての考え方の整理 

 ○ 審理員意見書の提出を受けたときは、審理員意見書及び事件記録の内容を踏ま

え、審査庁としてしようとする裁決についての考え方を整理する。 

 

 ＜法令＞◆ 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、法43条１項各号に該当す

る場合を除き（※）、行政不服審査会等に諮問しなければならない。 

法43条１項 

      （※）諮問が不要となる法43条１項の３、６、７及び８号に該当するかどうかを判断す

る（イ参照）ためには、裁決についての考え方を整理する必要がある。 
 

 

イ 諮問の要否の確認 

 ① 法43条１項各号への該当性の確認  

  アにより整理した裁決についての考え方等も踏まえ、審査請求事件が行政不服審

査会等への諮問を要しない場合（法43条１項各号）に該当するか否かを確認する。 

 

 ＜法令＞◆ 行政不服審査会等への諮問を要しない場合の具体的な内容は表3のとおり。 法43条１項各号 

  ⅰ）処分又は裁決時の審議会等の関与  

    処分や裁決の際に審議会等の関与がある場合には、諮問は不要となる（詳細は表3

ア参照）。 

法43条１項１～
３号 

  ⅱ）裁決の態様  

    上記アにより整理した結果、審査請求を却下する場合や、全部を認容する場合には、

一定の場合を除き、諮問は不要となる（詳細は表3エ・オ参照）。 

法43条１項６～

８号 

  ⅲ）行政不服審査会等の諮問不要と認めたもの  

図１〔4-2〕
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   審査請求が、行政不服審査会等によって、諮問を要しないと認められたものである

場合には、諮問は不要となる（詳細は表3ウ参照）。 

法43条１項５号 

  ⅳ）審査請求人の申出  

    審査請求人から行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がされている場

合には、参加人から諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除

き、諮問は不要となる。 

法43条１項４号 

   ａ）申出の方式  

 （運用）○ 諮問を希望しない旨の申出については、後日に当該申出の有無につ

いての認識が相違することを防止する観点から、その旨を記載した書

面の提出を求めることが適当である。 

様式例75 

     ○ 諮問を希望しない旨の申出は、諮問を行う審査庁に行うものである

が、審理員による審理手続が行われている場合は、申出人の利便性を

図る観点から、審理員を経由して行うことも可能とすることが適当で

ある。 

 

   ｂ）参加人等への確認  

 （運用）○ 審査庁の担当職員（又は審理員）は、審査請求人から諮問を希望し

ない旨の申出を受けた場合は、参加人に対して、行政不服審査会等へ

の諮問をしないことについて反対する意向の有無について、適宜期限

を設定した上で、確認を行い、反対する意向がある場合にはその旨の

書面により申出を行うよう求めることが適当である。 

様式例73 

     ○ 審査請求人から諮問を希望しない旨の申出が行われていない場合

は、実務上、審理手続の終結時の審理関係人への通知の際、審理員意

見書の提出予定時期を提出期限の目安として示した上で、審査請求人

に対して上記申出の意向がある場合には、速やかに申出を行うよう注

意喚起することが効率的であると考えられる。 

      この場合には、参加人に対しても、審理員意見書の提出予定時期を

提出期限の目安として示した上で、審査請求人が諮問を要しない旨の

申出をしたとしても行政不服審査会等への諮問を希望するときには、

速やかにその旨の申出を行うよう注意喚起することが考えられる。 

審理手続の終
結時の通知→
法41条３項 

→3頁参照 

 

様式例73 

     ○ 上記の確認や注意喚起を行った場合において、期限内に申出がされ

ないときは、申出がないものとしてその後の手続を進めることになる。 

 

 

ウ 諮問書の作成 

 ○ 諮問を要する場合には、審理員意見書及び事件記録の内容を精査し、諮問書を作

成する。 

 

 （運用）○ 審理員意見書の提出から諮問までには一定の期間（少なくとも一週間

程度の期間）を要すると考えられるが、迅速に裁決を行う観点から、審

理員意見書が提出されたときは、個々の事案に応じて、可能な限り迅速
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に諮問を行う必要がある。 

 ○ 諮問は、一般的には、行政不服審査会等の定めるところにより行うこ

ととなる。なお、行政不服審査会等が諮問の具体的方法について定めて

いない場合は、諮問書又はその添付書類において、審査庁としてしよう

とする裁決についての考え方、具体的には、裁決の主文に相当する内容

やその理由等を明らかにして行うことが考えられる。 

裁決の主文及

びその理由→
法50条１項 

 ○ 事実上の行為について撤廃・変更の措置をとることや、申請に対する

一定の処分に関する措置をとることは、裁決そのもの（裁決の主文）の

内容には含まれないが、審査請求の一部を認容する裁決をしようとする

場合において、これらの措置をとることが適当と認めるときには、諮問

の際に、その旨を明らかにすることが適当であると考えられる。 

 

 

エ 諮問の実施 

 ○ 行政不服審査会等の定めるところに従い、諮問書、審理員意見書及び事件記録の

写し並びに所要の添付書類を添付して、行政不服審査会等に諮問する。 

 

 ＜法令＞◆ 諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。 法43条２項 

 （運用）○ 審査庁は、行政不服審査会等が行う調査に適切に対応するため、諮問

の際に行政不服審査会等に提出した資料の写し（コピー）を保有してお

くことが考えられる。 

行政不服審査
会等が行う調
査→法74条 

 

オ 審理関係人への通知 

 ○ 諮問をしたときは、速やかに、審理員意見書の写しを添付して、諮問をした旨を

通知する。 

様式例76 

 ＜法令＞◆ 諮問をした審査庁は、審理関係人（処分庁等が審査庁である場合にあっては、

審査請求人及び参加人）に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理

員意見書の写しを送付しなければならない。 

法43条３項 

 

 ［解釈］□ 諮問をした旨の通知は、審査請求人又は参加人が、行政不服審査会等に

対し、意見陳述や主張書面等の提出を適切に行う機会を確保する等の観点か

ら行うものであり、審査庁は、諮問後速やかに通知を行う必要がある。 
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３ 行政不服審査会等における調査審議手続 

  行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れは以下の図のとおりである。 

  なお、法５章１節２款（74条から79条まで）に規定する行政不服審査会における調査審議手続の

規定は、法81条１項又は２項の規定により地方公共団体に執行機関の附属機関として置かれる諮問

機関についても準用される（法81条３項）。 

 

 図2 行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れ 

 

 

図１〔4-3〕
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〔様式例第74号〕審理員意見書 

棄却されるべき旨の意見書(例) 

 

審理員意見書 

 

平成○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○ 殿 

 

                             審理員 ○○ ○○ ㊞  

 

 

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第42条第２項の規定に基づき、審査請求人○○ ○○が平

成○年○月○日に提起した処分庁○○市長による平成○年度分の固定資産税及び都市計画税の賦課処分

についての審査請求（事件名や事件番号を定めている場合は、これらを併せて記載）の裁決に関する意見を提出する。 

 

 

第１ 事案の概要 

１ 平成○年○月○日、○○市税事務所の担当職員（以下「担当職員」という。）は、別紙物件目録記

載の土地（以下「本件土地」という。）の現地調査を実施し、本件土地は、①前面道路との間に側溝

と縁石があり、整備された前面道路の外部に所在していること、②請求人所有の○○市○○○丁目

○番○の土地（地積○．○平方メートル。以下「○番○の土地」といい、本件土地と併せて「本件

各土地」という。）と同一平面上で区切られてはいるものの、同一の高さで同種類の石貼りがされて

いること、③審査請求人所有の自転車及び原動機付自転車が置かれていることを確認した。 

２ 平成○年○月○日、担当職員が、現地調査を実施し、本件土地の現在の状況が、前記１の現地調

査時点の状況と変更のないことを確認した。 

３ 平成○年○月○日、処分庁は、本件各土地に係る平成○年度分の固定資産税及び都市計画税（以

下「固定資産税等」という。）の賦課処分（納税通知書番号○○○○。以下「本件処分」という。）

を行い、同日付けで請求人に通知した。 

４ 審査請求人は、平成○年○月○日、○○市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、本件土地が、７年前本件住宅を購入した際、住宅斡旋者が市税事務所に赴

き説明し、その後、現地調査を受けた上でセットバックと認められ公共の用に供する道路として非

課税となった土地であり、その利用状況も過去７年間不変であるにもかかわらず、今回、塀がある

こと、また、自転車、スクーターが置いてあり道路には見えないことという理由により本件処分が

なされたことは、これまでの経緯を無視し、法の適用を誤ったものであり、違法であるとして、そ

の取消しを求める、というものである。 
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 ２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件土地は、本件賦課期日現在、その現況に鑑み「道路であって所有者において一般

的利用について何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供さ

れている」ものとして、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第348条第２項

第５号が定める「公共の用に供する道路」として認定することはできないことから、本件処分は、

法令の規定及びその解釈に従い適正になされたものであり、何ら違法又は不当な点は存在しない旨

主張している。 

また、平成○年度における固定資産税等は、本件賦課期日（平成○年１月１日）現在の現況にお

いて課されるものであり、過去非課税とされていたこと等についての審査請求人の主張は失当であ

る旨反論している。 

 

第３ 理由 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）法第348条第２項第５号は、公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地については、固定

資産税を課すことができない旨規定している（法第702条の２第２項の規定により都市計画税に

ついても同様。）。 

ここにいう「公共の用に供する道路」とは、「道路であって所有者において一般的利用について

何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供されているもの」

（大阪地方裁判所昭和53年４月25日判決・判例タイムズ369号303頁）をいうものとされてい

る。 

（２）また、法第359条は、固定資産税について、当該年度の初日の属する年の１月１日を賦課期日

（固定資産税等に関する課税客体、納税義務者、非課税の範囲、課税標準等の課税要件を確定さ

れる基準となる日）とする旨規定する（法第702条の６の規定により都市計画税についても同様。）。 

（３）○○市においては、「固定資産税及び都市計画税の課税事務の取扱いについて（通達）」（平成○

年○月○日付○○第○号○○長通達）により、固定資産税等の課税事務の取扱いについては、「固

定資産税及び都市計画税課税事務提要」（以下「事務提要」という。）によるものとされていると

ころ、事務提要によると「公共の用に供する道路」とは、原則として道路法にいう道路（高速自

動車国道、一般国道、県道、市町村道）をいうが、その他のものであっても、何ら制約を設けず

不特定多数人の利用に供されているもので、次の全ての条件に該当するものについては、道路法

にいう道路に準ずるものとして、これに含めるものとされている（事務提要第○章第○節第○）。 

   （ア）及び（イ） 略 

   （ウ）客観的に道路として認定できるもの 

      「客観的に道路として認定できるもの」とは、道路の形態を有し、道路と宅地等が塀、Ｌ形

側溝及び縁石等により明確に区分され、道路以外の用に供されていないこと（具体的には、

庭や駐車場等として併用利用をしていないこと、道路部分の上空に建築物が存在しないこと、

道路部分が原則として敷地面積に含まれていないものであること。）をいう。 

（４）また、事務提要によると、「「公共の用に供する道路」とは、上記（３）に該当するものをいう

が、以下に掲げる各土地についてはそれぞれ公共性が高いものとして、これに含める」とされて

いる（事務提要第○章第○節第○）。 

   （ア）２以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されている土地（以下「共用私道」と
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いう。）のうち次の要件を具備するもの 

ａ 道路幅員が４ｍ以上あるもの（新たに築造される場合とする。従前から存在していた道

路の場合は幅員1.8ｍ以上とする。） 

ｂ 客観的に道路として認定できるもの 

ｃ 特定の関係人のみの通行を許可したり、一定の時間帯のみの通行を認めるなどの表示、

門扉等の施設を設置するなど、当該共用私道の公共性を排除する私権の主張をしていない

もの 

上記の認定に当たり「２以上の家屋の用に供され」ているとは、家屋の利用状況が住宅か

非住宅であるかを問わず、この２以上の家屋が当該共用私道に沿接しており、その家屋への

通行のため当該道路が使われていることをいう。 

また、「専ら通行のために使用されている土地」とは、通行以外の用に利用されていないこ

とをいうものであり、「客観的に道路として認定できるもの」とは、上記（３）（ウ）と同様

である。 

   （イ）市町村が整備した細街路等の拡幅部分又は建築基準法第42条第２項、第３項及び第５項の

規定により設けられた拡幅部分若しくは同法第43条第１項ただし書きの適用により建築を許

可するにあたり条件とされた拡幅部分で、上記（３）（公共の用に供する道路）又は（４）（ア）

（共用私道）と一体となって道路の効用を果たしているもの 

      なお、拡幅部分と敷地が塀等により明確に区分され、かつ、当該部分を庭等に積極的に利

用していない場合に限り、舗装等の道路整備が未了であってもこれに含める。 

   （ウ） 略 

（５）上記（３）及び（４）に記載した事務提要における「公共の用に供する道路」の認定要件は、

法第348条第２項第５号の解釈運用指針として、合理性を認めることができるものである。 

２ 本件土地が、事務提要にいう「公共の用に供する道路」の要件に該当するか否かについて 

（１）本件処分に係る賦課期日（平成○年１月１日。以下「本件賦課期日」という。）現在、本件土地

は前面道路とは側溝と縁石で区切られ、○番○の土地と同一の高さで同種類の石貼りがされ、「拡

幅部分と敷地が塀等により明確に区分され」ているとは認められず（上記１（３）（ウ）)、また、

「上記（３）（公共の用に供する道路）又は（４）（ア）（共用私道）と一体になって道路の効用を

果たしているもの」とも認められない（上記１（４）（イ））。 

そうすると、本件土地は、本件賦課期日現在、「道路であって所有者において一般的利用につい

て何等の制限を設けず開放されている状態にあり、かつ、不特定多数人の利用に供されている」

ものとして、法第348条第２項第５号が定める「公共の用に供する道路」として認定することは

できない。 

したがって、本件処分は、法令の規定及びその解釈に従い適正になされたものであり、何ら違

法又は不当な点は存在しない。 

（２）審査請求人は、本件土地は、市税事務所職員の現地調査を受けた上でセットバック部分と認め

られ、過去７年間利用状況は不変で非課税とされてきたにもかかわらず、本件処分がなされたこ

とには納得できない旨を主張する。 

しかし、本件処分に係る平成○年度における固定資産税等は、本件賦課期日（平成○年１月１

日）現在の現況において課されるものであり、そして、本件賦課期日現在、本件土地が、非課税

対象となる「公共の用に供する道路」に該当する状況になかったことは前述（２（１））のとおり
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であるから、過去非課税とされていたこと等について述べる請求人の主張は、本件処分の取消し

を求める理由としては、採用することはできない。 

３ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第２項の規定により、

棄却されるべきである。 

 

注 各欄の記載は一例である。 
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〔関係法令等〕 

 

１ 行政不服審査法(平成26年法律第68号)    P1～3 

 

２ 北広島市行政不服審査会条例     P4 

(平成27年北広島市条例第31号) 

 

３ 北広島市行政不服審査法施行細則     P5・6 

(平成28年北広島市規則第27号) 

 

４ 北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例   P7～10 

(平成28年北広島市条例第3号) 

 

５ 北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例施行規則  P11 

(平成28年北広島市規則第7号) 

 

６ 北広島市市民参加条例      P12 

(平成21年北広島市条例第1号) 

 

７ 北広島市情報公開条例      P12 

  (平成11年北広島市条例第2号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 



行政不服審査法(平成26年法律第68号) 

 

第4節 行政不服審査会等への諮問 

第43条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当

する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条

第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である

場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組

合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第81条第1項又は第2

項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。 

一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処

分については、条例)に第9条第1項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議

会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」と

いう。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議

を経て当該処分がされた場合 

二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、

条例)に第9条第1項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの

機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることがで

きる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合 

三 第46条第3項又は第49条第4項の規定により審議会等の議を経て裁決をしよう

とする場合 

四 審査請求人から、行政不服審査会又は第81条第1項若しくは第2項の機関(以下

「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場

合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出

がされている場合を除く。) 

五 審査請求が、行政不服審査会等によって、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して、諮問を要しないものと認めら

れたものである場合 

六 審査請求が不適法であり、却下する場合 

七 第46条第1項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又

は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第47条第1号

若しくは第2号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨

を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は

当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて

反対する旨の意見書が提出されている場合及び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。) 

八 第46条第2項各号又は第49条第3項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部

を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該

申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合

及び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。) 
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2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければ

ならない。 

3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場

合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとと

もに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。 

第5章 行政不服審査会等 

第1節 行政不服審査会 

第2款 審査会の調査審議の手続 

(審査会の調査権限) 

第74条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査

請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この

款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款におい

て「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知

っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

(意見の陳述) 

第75条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、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。ただし、審査会が、その必要がないと

認める場合には、この限りでない。 

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。 

(主張書面等の提出) 

第76条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。

この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めた

ときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

(委員による調査手続) 

第77条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第74条の規

定による調査をさせ、又は第75条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述

を聴かせることができる。 

(提出資料の閲覧等) 

第78条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の

閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示し

たものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録

に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、

審査会は、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、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようと

するときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなけ

ればならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 
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3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができ

る。 

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところに

より、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めると

ころにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 

(答申書の送付等) 

第79条 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及び

参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

第2節 地方公共団体に置かれる機関 

第81条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権

限に属させられた事項を処理するための機関を置く。 

2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立

ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定

めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によ

りその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることがで

きる。 

3 前節第2款の規定は、前2項の機関について準用する。この場合において、第78条

第4項及び第5項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。 

4 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の機関の組織及び運営に関し必要な事

項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第252条の7第1項の規定によ

り共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。 
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北広島市行政不服審査会条例 

平成27年12月18日 

条例第31号 

(趣旨) 

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基

づき、北広島市行政不服審査会(同条第1項の機関をいう。以下「審査会」という。)

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。 

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、

法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きそ

の職務を行うものとする。 

(会長) 

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

(会議) 

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。 

2 会長は、審査会の会議の議長となる。 

3 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 

4 審査会の会議の議事は、委員の過半数をもって決する。 

(秘密の保持) 

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

(委任) 

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審

査会に諮って定める。 

(罰則) 

第7条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処する。 

附 則 

この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。 
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北広島市行政不服審査法施行細則 

平成28年3月31日 

規則第27号 

(趣旨) 

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行につ

いては、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)

及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号。以下「省令」という。)

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

(定義) 

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用

語の例による。 

(審理員の指名) 

第3条 市長は、法第9条第1項の規定により審理員を指名するときは、次条に定

める審理員となるべき者のうちから3人を指名するものとする。 

(審理員となるべき者) 

第4条 法第17条に規定する審理員となるべき者は、次に掲げる者とする。 

(1) 次のいずれかに掲げる者であって、課長相当職以上の職にあるもの 

ア 総務部長又は総務課長の職にあった者 

イ 法規審査の担当の参事又は主査の職にあった者 

  ウ 審査請求に係る処分に関する事務を所管する課長相当職以上の職又は主査

の職にあった者(当該審査請求に係る処分についての決定に関与した者又は

当該審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとな

る者を除く。) 

(2) 法規審査の担当の主査の職にある者 

(3) その他審理員となるべき者として市長が指名する者 

2 前項第1号に規定する「課長相当職以上の職」とは、次に掲げる職をいう。 

(1) 北広島市事務分掌規則(平成12年北広島市規則第20号。以下この項におい

て「事務分掌規則」という。)第4条第1項第1号に規定する部の長及び同項第

2号に規定する会計室の長 

 (2) 事務分掌規則第4条第1項第3号に規定する室の長及び同条第3項に規定す

る次長の職 

 (3) 事務分掌規則第4条第1項第4号に規定する課の長、同条第2項に規定する

出先機関の長並びに同条第4項に規定する参事及び主幹の職 

 (4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第3項ただし書に規定する管

理職員等の職のうち市長部局の主査の職 

(審理員補助者) 

第5条 審理手続における審理員を補助する者(次項において「審理員補助者」とい

う。)は、前条第1項第2号に規定する者をもって充てる。 

2 審理員は、審理員補助者を兼ねることができる。 
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(審理員会議) 

第6条 審理員は、審理手続の計画的な進行及び審理員意見書の作成のため、審理

員会議を開催する。 

2 審理員会議は、政令第1条第1項の規定により市長が指定する審理員が行う事務

を総括する者がこれを主宰する。 

3 審理員会議の議事は、審理員の合議により決する。 

(委任) 

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 
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北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例 

平成28年3月18日 

条例第3号 

(趣旨) 

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく

書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料

については、この条例の定めるところによる。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

(手数料の額及び徴収) 

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納

付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。 

2 手数料は、法第38条第1項の規定による交付の際これを徴収する。 

(手数料の減免) 

第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人 

(次項において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する

資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限

度として、手数料を減額し、又は免除することができる。 

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定

による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記

載した書面を審理員に提出しなければならない。 

(審査庁による交付に係る手数料の減免) 

第5条 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特

別の定めがある場合における前条の規定の適用については、同条中「審理員」と

あるのは、「審査庁」とする。 

(地方自治法その他の法律の規定による準用) 

第6条 地方自治法第258条第1項に規定する同法の規定(他の法令において準用する

場合を含む。)による異議の申出については、第3条及び第4条の規定を準用する。  

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第202条第1項(他の法令において準用する場

合を含む。)及び第206条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定す

る選挙管理委員会に対する異議の申出については、第3条及び第4条の規定を準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第3条第1項 法第38条第6項の規定により読

み替えて適用する同条第4項 

公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第216条第1項において読み

替えて準用する法第38条第4項 
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第3条第2項 法第38条第1項 公職選挙法第216条第1項におい

て読み替えて準用する法第38条

第1項 

第4条第1項 審理員 公職選挙法第202条第1項又は第

206条第1項の異議の申出を受け

た選挙管理委員会(次項におい

て「選挙管理委員会」という。) 

法第38条第1項 同法第216条第1項において読み

替えて準用する法第38条第1項 

審査請求人又は参加人(次項に

おいて「審査請求人等」という。) 

異議申出人又は参加人(次項に

おいて「審理関係人」という。) 

第4条第2項 審査請求人等 審理関係人 

法第38条第1項 公職選挙法第216条第1項におい

て読み替えて準用する法第38条

第1項 

審理員 選挙管理委員会 

3 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第1項の規定による固定資産評価審査委

員会の審査の決定については、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第3条第1項 法第38条第6項の規定により読

み替えて適用する同条第4項 

地方税法(昭和25年法律第226

号)第433条第11項において読み

替えて準用する法第38条第4項 

第3条第2項 法第38条第1項 地方税法第433条第11項におい

て読み替えて準用する法第38条

第1項 

第4条第1項 審理員 地方税法第432条第1項の審査の

申出を受けた固定資産評価審査

委員会(次項において「固定資産

評価審査委員会」という。) 

法第38条第1項 同法第433条第11項において読

み替えて準用する法第38条第1

項 

審査請求人又は参加人(次項に

おいて「審査請求人等」とい

う。) 

審査申出人 
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第4条第2項 審査請求人等 審査申出人 

法第38条第1項 地方税法第433条第11項におい

て読み替えて準用する法第38条

第1項 

審理員 固定資産評価審査委員会 

(行政不服審査会による交付に係る手数料の準用) 

第7条 第3条及び第4条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の

規定による交付について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第3条第1項 法第38条第6項の規定により読

み替えて適用する同条第4項 

法第81条第3項において読み替

えて準用する法第78条第4項 

第3条第2項 法第38条第1項 法第81条第3項において準用す

る法第78条第1項 

第4条第1項 審理員 行政不服審査会(北広島市行政

不服審査会条例(平成27年北広

島市条例第31号)第1条に規定す

る北広島市行政不服審査会をい

う。次項において同じ。) 

法第38条第1項 法第81条第3項において準用す

る法第78条第1項 

第4条第2項 法第38条第1項 法第81条第3項において準用す

る法第78条第1項 

審理員 行政不服審査会 

(手数料の還付) 

第8条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 (委任) 

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成28年4月1日から施行する。 

別表(第3条関係) 

種別 金額 

白黒 用紙1枚につき 10円 

カラー 用紙1枚につき 30円 

 備考 

  1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)以下とする。 

― 9 ―



  2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料

の額を算定する。 

  3 A4判を超える大きさの用紙を用いたときの枚数は、A4判の用紙を用いた場合

の枚数に換算して算定する。 
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北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例施行規則 

平成28年3月18日 

規則第7号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例(平成28年北広島

市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(手数料の減免) 

第2条 条例第4条第1項の規定により経済的困難により手数料を納付する資力がな

いと認める場合は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(次項

第1号において「生活保護受給者」という。)であるとき。 

 (2) 市町村民税非課税世帯(条例第4条第1項の交付の求めを行う者及び当該求め

を行う者と同一の世帯に属する者が同項の交付の求めのあった月の属する年度

(当該交付の求めのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法

第323条の規定により市町村民税の減免を受けた者を含む。)である世帯をいう。

次項第2号において同じ。)に属する者であるとき。 

2 条例第4条第2項の書面には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

る書面を添付しなければならない。ただし、同項の規定により書面の提出を受け

る者は、当該書面の提出を行う者が添付すべき書面の内容を公簿等によって確認

することができるときは、当該書面の添付を省略させることができる。 

(1) 生活保護受給者 生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているこ

とを証明する書面 

 (2) 市町村民税非課税世帯に属する者 市町村民税非課税世帯であることを証

明する書面 

 (委任) 

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 
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北広島市市民参加条例 

平成21年2月26日 

条例第1号 

 (審議会等) 

第9条 市の機関は、その方針を決定する上で専門的な意見及び市民の意見を反映さ

せる必要がある対象事項があるときは、審議会等に付議します。 

2 市の機関は、審議会等を構成する委員その他の構成員(以下この条において「委

員」といいます。)を任命し、又は委嘱しようとするときは、その審議会等の委員

の男女比率、年齢構成、地域構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との

兼職状況に配慮するとともに、できるだけ公募により選考するものとします。た

だし、法令(市の条例及び市の機関の規則その他の規程を除きます。)の規定によ

り委員の構成が定められている場合、専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う

審議会等であって公募に適さない場合その他特別の理由があるときは、この限り

でありません。 

3 前項の公募は、市内に住所を有する者のうちから行うものとします。ただし、特

別の理由があるときは、この限りでありません。 

4 市の機関は、審議会等の委員を任命し、又は委嘱したときは、委員の氏名、選考

の区分及び任期を公表するものとします。 

5 市の機関は、あらかじめ審議会等の会議の開催の日時及び場所、傍聴の手続等に

ついて公表するよう努めるものとします。ただし、緊急に審議会等の会議を開催

する必要があるときは、この限りでありません。 

6 審議会等の会議は、北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)第20条

の規定に基づき、同条ただし書に規定する場合を除き、これを公開するものとし

ます。 

7 市の機関は、審議会等の会議が開催されたときは、その会議録を作成し、公表す

るよう努めるものとします。 

 

 

北広島市情報公開条例 

平成11年3月24日 

条例第2号 

 (会議の公開) 

第20条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するも

のとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、審査請求の審

理、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、当該会議を公開するこ

とが適当でないと認められるときは、この限りでない。 
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