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第三者機関の設置・運営に係るＱ＆Ａ集 

 
 １.総論 

   ① 第三者機関への諮問手続の趣旨 

審査請求は、行政庁の違法又は不当な処分により侵害された国民の権利利益の救

済を目的とするものであり、それに対する判断（裁決）も、公正かつ慎重に行われ

なければならない。このため、改正行政不服審査法（以下「改正法」という。）で

は、処分に関与した者以外の者などである審理員が、審査請求の審理を行うことと

し、審理が公正に行われることを企図している。 

しかしながら、審理員は、審査庁の職員であることから、客観性が十分に担保さ

れていない面もあると考えられる。このため、審査請求に係る処分をしようとする

とき及び裁決をしようとするときのいずれかの段階で、一度は法律又は行政の有識

者等で構成される機関等による調査審議がされ、処分又は不作為についての判断が

公正かつ慎重に行われる手続を整備することが、裁決の客観性・公正性を高める上

で有効であると考えられる。 

そのため、処分をしようとするとき及び裁決をしようとするときのいずれかの段

階で他の法律、政令又は条例に基づく公正かつ慎重な判断に基づいて処理せしめる

ための機関が関与している場合などを除き、審査庁である地方公共団体の長に対し、

改正法第 81 条第１項若しくは第２項に規定する機関（以下単に「第三者機関」とい

う。）への諮問を義務付けることとしたものである。 

 

   ② 第三者機関の役割 

第三者機関は、審査庁から諮問を受けて調査審議を行う機関である。 

第三者機関への諮問は、審理員が必要な審理を行い、その結果が審理員意見書と

して審査庁に提出された後になされる。したがって、事件の事実関係や争点などは、

既に審理員意見書等により整理がされており、第三者機関は、主に審理員が行った

審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁である地方公共団体の長の判断の妥

当性をチェックする役割を担い、その結果を審査庁に答申することになる。 

このため、第三者機関における調査審議は、基本的には、審査庁から提出される

諮問書及びその添付書類である審理員意見書や事件記録の写しを基に行うものであ

って、必ずしも事実関係などを一から調査する必要があるものではない。 

 

   ③ 第三者機関の設置対象 

第三者機関は、諮問が義務付けられる地方公共団体の長（都道府県知事、市区町

村長及び地方公共団体の組合の長、管理者又は理事会）の附属機関として、都道府

県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合）に置か

れるものである。 
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２.第三者機関の設置・運営に関するＱ＆Ａ 

 （１）設置形態 

① 設置形態の検討に当たっての考え方 

第三者機関については、地方公共団体が単独で設置する方法のほか、地方自

治法の規定により、他の団体と共同設置する、他の団体に第三者機関の設置・

運営に関する事務（以下「第三者機関事務」という。）を委託する、他の団体

において、第三者機関事務を代替執行をする、一部事務組合や広域連合を設け

て設置するといった方法も可能である。 
また、既存の他の附属機関を改組又は統合して、改正法に基づく事項を併せ

て処理させることも可能である。 
さらに、地方公共団体の不服申立ての状況等に鑑み、上述の設置形態を採る

ことが不適当又は困難な場合には、事件ごとに臨時に第三者機関を設置する方

法を採ることも可能である。 
地方公共団体によって、その規模や想定される諮問の件数・分野などの実情

は様々であるため、各地方公共団体は、それぞれの実情を踏まえて、第三者機

関の設置形態を判断することになる。 

 

問１ 第三者機関の設置根拠如何。 

  答） 改正法第 81 条第１項に基づき置かれる機関又は同条第２項の規定による条例に

基づき事件ごとに置かれる機関である。 

 

問２ 第三者機関を設置する上で必要な条例の制定時期如何。 

  答） 条例は、改正法の施行に合わせて施行されることが求められることから、改正

法が施行される予定である平成 28 年４月から円滑に発足できるように制定い

ただきたい。 

     なお、「行政不服審査法施行準備に関するアンケート（第２回）」の結果では、

条例の上程時期として、「平成 27 年 12 月議会」と回答した団体が最も多かった

ところである。 

     また、総務省において、条例案のひな形を提示する予定はない。 

 

② 共同設置等に関するＱ＆Ａ 

 

問３ 第三者機関は、単独設置と共同設置とどちらが望ましいか。 

答） どちらが望ましいということはなく、想定される諮問の件数など、各団体の

実情を踏まえて判断すべき。 
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問４ 共同設置する場合、規約とは別に第三者機関を設置する旨の条例を定める必要

があるか。 

答） 地方自治法第 252条の８において、機関等の共同設置に関する規約には、共

同設置する機関を設ける普通地方公共団体名についての規定を設けることと

されており、改正法第 81 条第４項において、共同設置する機関の組織及び運

営に関し必要な事項は、当該規約で定めることとされている。したがって、規

約と別に第三者機関に関する条例を定める必要はない。 

 

問５ 第三者機関の共同設置や事務の委託は、どのような場合に可能か。 

答） 共同設置や事務の委託を採ることについて特段の要件はなく、想定される諮

問の件数など、各団体の実情を踏まえて判断すべき。 

 

問６ 市町村、一部事務組合や広域連合が都道府県等に対して第三者機関に係る事

務の委託（地方自治法第 252 条の 14）をすることは可能か。 

答） 可能である。 

 

問７ 他の団体から第三者機関事務の委託を受ける場合、委託した他団体からの諮問

を受ける第三者機関と、本団体（受託団体）にされた審査請求を諮問する第三者

機関とを別に設けることは可能か。 

答） 改正法上、御指摘のような対応は排除されないと考える。 

 

問８ 共同設置や事務の委託に関する規約例や具体的な手続について、総務省から示

されるか。 

答） 共同設置や事務の委託に関する規約例や具体的な手続についてお示しする予

定はない。各地方公共団体において、各団体又は近隣の他団体の共同設置の実

例などを参考に、適切に対応いただきたい。 

 

問９ 第三者機関に係る事務を委託する場合、委託先の第三者機関による答申を委

託元の執行機関に対する答申とすることは可能か。 

答） 可能である。 
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③ 既存の他の附属機関に担当させる場合に関するＱ＆Ａ 

 

問 10 既存の情報公開審査会等と統合することは可能か。 

答） 改正法第 81条において、第三者機関の組織及び運営に関する事項は条例（又

は規約）に委ねられており、条例において、情報公開審査会など、既存の他の

法律・条例等に基づく事項を処理する附属機関に、合わせ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（具体的には、改正法

第 43 条第１項の諮問に基づき審査請求事件について調査審議する機関）とし

ての役割を担わせることも妨げられない。 

 

問 11 既存の情報公開審査会等と統合する場合、支障はないか。  

答） 特段の問題はないが、改正法に基づく第三者機関は、審理員による審理手続

を経た審査請求事件について、審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担

うものであり、その調査審議手続については、改正法第 81 条第３項により、

改正法第５章第１節第２款に定める国の行政不服審査会における調査審議手

続についての規定が準用されることになる。統合する場合には、このような役

割や調査権限等についての既存の情報公開審査会等との差異も踏まえ、一般の

審査請求事件と情報公開等に係る事件との間で、審議の方法、手続等が混同す

ることなどないよう制度設計（条例改正等）を行うべき。 

 

問 12 既存の情報公開審査会において実質審理を行っていることから、審理員の

指名を不要とする場合、当該情報公開審査会を統合して第三者機関を設置す

ることとすると、改正法第 43 条第１項柱書き「審理員意見書の提出を受けた

とき」に該当せず、統合して設置する第三者機関への諮問が不要となるため、

翻って、審理員の指名を不要とすることと矛盾しないか。 

答） 既存の情報公開審査会への諮問を規定する情報公開条例等において、情報公

開に関する事件についての諮問先を、既存の情報公開審査会から統合して設置

する第三者機関へ変更することにより、統合して設置する第三者機関において

実質審理を行うことを確保しつつ、審理員の指名を不要とすることが可能と考

える（統合して設置する第三者機関は、情報公開条例等に基づく既存の情報公

開審査会の機能と改正法に基づく第三者機関の機能とを併せ有する機関とな

る【下記問 13 参照】。なお、情報公開・個人情報保護審査会又は個人情報保

護審査会と統合する場合には、個人情報保護条例についても同様の対応が必

要）。 
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問 13 既存の情報公開審査会等と統合して第三者機関を設置する場合、当該第三

者機関は、情報公開条例等に基づく調査権限による審査と、行政不服審査法

に基づく調査権限による審査とを行う機関と位置付けてよいか。  

答） よい。 

 

 

④ 事件ごとに臨時に設置する場合に関するＱ＆Ａ 

 

問 14 事件ごとに臨時に第三者機関を設置することは、どのような場合に可能か。 

  答） 各団体の実情を踏まえて判断すべきであるが、例えば、不服申立て件数が僅

少であって、第三者機関常設の費用対効果が低いと考えられる場合や、継続的

に委員を確保することが困難である場合などであって、単独設置や共同処理等

による設置も不適当又は困難な場合が想定される。 

 

問 15 事件ごとに臨時に第三者機関を設置する方法を採る場合には、事件が出て

きたときに条例を定めればよいのか。 

答） 改正法の施行までに、事件ごとに第三者機関を置くこととする旨を条例で定

める必要がある。また、事件が発生した際に迅速かつ的確に対応できるように、

あらかじめ組織及び運営に関する条例を定める等、必要な最低限の措置を講じ

ておく必要があると考える。 

   なお、総務省において、条例案のひな形をお示しする予定はない。 
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 （２）委員 

① 構成・人数等についての考え方 

第三者機関は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

の判断の適否を審査する機関であるため、一般的に法解釈の専門家である法曹

関係者若しくは行政に精通した者を委員とすることが考えられる。 

他方、諮問が想定される分野の専門性を確保するため、当該分野の有識者を

委員若しくは専門委員とすること、参考人として事実の陳述を求めることも考

えられる。 

地方公共団体においては、諮問が想定される件数や分野を踏まえて、第三者

機関の委員の構成や人数を判断することが望ましい。 

  

問 16 委員に対して守秘義務及び罰則を設けるべきか。 

答） 第三者機関の委員は、調査審議の過程において、個人情報等に接する機会が

あると考えられる。委員が取り扱うこのような情報の性質も踏まえつつ、各地

方公共団体において、既存の審議会等における取扱いも参考に、適切に御判断

いただきたい。 

なお、総務省に置かれる行政不服審査会の委員については、改正法第 69条

第８項及び第 87条において、守秘義務及び罰則を設けている。 

また、条例で罰則規定を設ける場合は、各地方公共団体ごとに地方検察庁と

協議を行うことが必要とされていると承知している。 

 

問17 諮問事件に利害関係を有する委員を当該事件の審議に関与させてもよいか。 

答） 諮問手続の趣旨や第三者機関の役割に照らして、一般に、諮問事件に利害関

係を有する委員が当該事件の審議に関与することは適当でないと考えられる。 

このため、特定の委員が審議に関与できない場合であっても、当該委員を除

いて審議が行えるような委員数の規定とするなど、委員定数や議決方法、定足

数等の検討に当たっては、委員が利害関係を有する事件が諮問された場合の対

応も考慮することが望ましいと考える。 
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② 構成に関するＱ＆Ａ 

 

問 18 第三者機関の委員構成はどのように想定しているか。 

答） 一般的には、法律又は行政の有識者が想定されるが、諮問が想定される個別

分野の有識者等を含めることも考えられる。 

 

問 19 委員の身分はどうなるのか。 

答） 非常勤の特別職の職員となる。 

 

 

③ 人数に関するＱ＆Ａ 

   

問 20 第三者機関の委員定数について基準はあるか。 

答） 改正法上、第三者機関の委員定数についての基準はないが、裁決の客観性・

公正性を高めるとの諮問手続の趣旨に照らせば、第三者機関は合議体による調

査審議が可能な３人以上の委員から構成されるべきものと考える。 

   また、条例上は委員の人数を「○○人以内」と規定しておき、諮問件数等に

応じて、必要数任命するという対応も考えられる。 

   団体規模別の委員数については、「行政不服審査法施行準備に関するアンケ

ート」結果などを参考とされたい。 

 

問 21 適当な委員の人数を地方公共団体の規模別に示して欲しい。 

答） 各団体ごとで諮問件数等事情が異なるため、規模別に委員の人数を示すこと

は難しいと考える。 

改正法上、第三者機関の委員定数についての基準はないため、諮問件数等を

踏まえて判断されたい。 

団体規模別の委員数については、「行政不服審査法施行準備に関するアンケ

ート」結果などを参考とされたい。 
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④ 職種に関するＱ＆Ａ 

 

問 22 不服申立代理権を有する特定行政書士を委員の選任要件とすることは可能

か。 

答） 想定される諮問事件の内容を踏まえて、選任要件を課すことは排除されない。 

 

問 23 審査庁のＯＢ職員が委員となることは可能か。 

答） 有する知見・能力等を踏まえて適当な人材であれば、ＯＢであることをもっ

て委員とすることが排除されるものではない。 

 

問 24 地方公共団体の顧問弁護士を委員とすることは可能か。 

答） 一般に当該地方公共団体の訴訟等を委任されている顧問弁護士が、第三者機

関の委員になることについては、弁護士法に抵触するものではないと考えられ

る。 

   ただし、顧問弁護士が、第三者機関の委員として実質的に審査に関与した事

件について、関与後に一弁護士として訴訟代理人となる場合には、弁護士法第

25条の規定に抵触するおそれが高いものと考えられる。 

 

問 25 他の地方公共団体の職員（法規担当職員、審査請求の対象となる業務を担

当する職員等）を委員とすることは可能か。 

答） 有する知見・能力等を踏まえて適当な人材であれば、他の地方公共団体の職

員を委員とすることが排除されるものではないが、地方公務員の兼業との関係

を整理する必要がある。 

 

問 26 税分野など専門性の高い分野の案件に備えて、当該分野の専門家を専門委

員として任命することは可能か。 

答） 条例等で定めを設けることにより、正規の委員のほか、専門の事項を調査す

る専門委員を任命することや、臨時の必要に応じて置かれる臨時委員（議決に

参加することができる臨時的な委員）等を任命して正規の委員と臨時委員とで

合議を行うことも可能である。 

 

問 27 第三者機関の委員が既存の第三者機関の委員を兼ねることは可能か。また、

全員兼務とすることは可能か。 

答） 可能である。 

兼務とする場合は、当然、取り扱う事件の内容や有する調査権限等が異なり、

また、担当する事件数が上乗せされることとなると考えられるので、そういっ

たことも踏まえて判断する必要がある。 
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問 28 非常勤監査委員が第三者機関の委員を兼ねることは可能か。 

答） 改正法上は排除されないが、監査委員の職務の性質上、望ましくない。 

 

問 29 適当な委員の職種を地方公共団体の規模別に示して欲しい。 

答） 各団体ごとで諮問内容等事情が異なるため、規模別に委員の職種を示すこと

は難しいと考える。 

なお、「行政不服審査法施行準備に関するアンケート（第２回）」の結果で

は、委員の想定職種として、団体規模によらず「学識経験者」、「弁護士」と

回答した団体が過半数を占めているところである。 
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 （３）事務担当部署 

① 事務局担当部署の望ましい在り方 

地方公共団体における第三者機関事務担当部署の在り方については、各地方

公共団体で適切に判断いただくべきものと考えるが、判断に当たっては、裁決

の客観性・公正性を高めるために第三者機関を設置することとした改正法の趣

旨に鑑み、各地方公共団体の組織体制等の実情を踏まえつつ、審議・答申の客

観性・公正性について審査請求人や参加人を含む住民の疑念を招くことになら

ないようにすることが求められる。 

 
 

② 事務局担当部署の兼務に関するＱ＆Ａ 

 

問 30 第三者機関事務担当部署と処分担当部署とが同一であってもよいか。 

答） 具体的な判断は、各地方公共団体に委ねられることになる。一般に、第三者

機関事務担当部署と処分担当部署とが同一であることは、第三者機関における

審議・答申の客観性・公正性について疑念を招くおそれが特に高いと考えられ

るが、いずれにしても、改正法の趣旨に鑑み、客観性・公正性の確保について

審査請求人等を含む住民の疑念を招かないよう留意しつつ、各地方公共団体の

組織体制等の実情を踏まえて、適切に判断していただきたい。 

 

 

問 31 第三者機関事務担当部署と審理員所属部署とが同一であってもよいか。 

答） 具体的な判断は、各地方公共団体に委ねられることになる。一般に、審理員

として審査請求の審理手続を行った者が、第三者機関事務担当部署の職員とし

て当該審査請求事件に係る第三者機関の審議・答申を補佐することや、専ら第

三者機関事務を担当する部署の職員を審理員に指名することとすることは、審

理員の審理手続及び審理結果の適正性を判断する第三者機関における審議・答

申の客観性・公正性に疑念を招くおそれが高いと考えられるが、いずれにして

も、改正法の趣旨に鑑み、客観性・公正性の確保について審査請求人等を含む

住民の疑念を招かないよう留意しつつ、各地方公共団体の組織体制等の実情を

踏まえて、適切に判断いただきたい。 

 

問 32 第三者機関事務担当部署に所属するが、直接に第三者機関事務を行ってい

ない職員は、審理員として指名することは可能か。 

答） 問 31の答に同じ。 
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問 33 第三者機関事務担当部署と審理員補助事務担当部署とが同一であってもよ

いか。 

答） 審理員とその補助事務を担当する部署（担当者）は一体ととらえられると考

えられることから上記問 31の答に同じ。 

 

問 34 第三者機関事務担当部署と審査庁担当部署とが同一であってもよいか。 

答） 具体的な判断は、各地方公共団体に委ねられることになる。一般に、第三者

機関事務担当部署と審査庁担当部署とが同一であると、審査庁の判断の妥当性

を判断する第三者機関における審議・答申の客観性・公正性に疑念を招くおそ

れがあると考えられるが、改正法の趣旨に鑑み、客観性・公正性の確保につい

て審査請求人等を含む住民の疑念を招かないよう留意しつつ、各地方公共団体

の組織体制等の実情を踏まえて、適切に判断いただきたい。 

なお、市町村が都道府県に第三者機関事務の委託をした場合には、当該都道

府県に対する再審査請求が可能である処分については、第三者機関事務担当部

署と再審査庁担当部署との関係についても同様の対応が望まれる。 

 

問 35 地方公共団体の規模や組織体制の現状等を勘案し、公正性の担保に配慮し

た上で、第三者機関事務担当部署と処分担当部署、審理員所属部署、審査庁担

当部署が同一となることは許容されるか。 

答） 上記問 30以下の答に同じ。 

 

問 36 第三者機関事務担当部署を諮問事件の内容に応じて変更することとしても

よいか。 

答） 具体的な判断は、各地方公共団体に委ねられることになるが、一般に、第三

者機関事務担当部署を諮問事件の内容に応じて変更することは、調査審議の密

度等が区々となり、統一性を損なう懸念もあると考えられる。第三者機関の設

置の趣旨に沿った独立性や客観性などが担保されるよう留意しつつ、各地方公

共団体の組織体制等の実情を踏まえて、適切に判断いただきたい。 

 

問 37 既存の第三者機関事務担当部署が、当該第三者機関の諮問対象事件に係る

処分に関与することは避けるべきか。 

答） 行政不服審査法に基づき置かれる第三者機関以外については、回答する立場

にないが、一般論として、公正性を担保することは望ましいと考える。 

 

問 38 既存の第三者機関の諮問対象事件に係る処分に関与した者が、当該第三者

機関の答申案を作成することは改善すべきか。 

答） 問 37の答に同じ。 
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問 39 行政訴訟に発展した場合、第三者機関事務担当部署が、地方公共団体の訴

訟対応事務を担当することは問題ないか。 

答） 当該処分に係る審査請求と行政訴訟が並行する場合で、第三者機関事務担当

部署が当該訴訟を担当するといった行為は、第三者機関の公正性に対する疑念

を招くおそれがあると考えられるが、各地方公共団体の組織体制等の実情を踏

まえて、適切に判断いただきたい。 

 

問 40 第三者機関事務局を、法務・法制部署が担当することは可能か。 

答） 法務担当課が第三者機関の事務局を担当することを一律に妨げるものではな

いが、一般論としては、法務担当課の職員が、処分の判断や、審理員の審理手

続等の判断について、一般的な法的相談・助言を超えて、例えば、処分や審理

員意見書の結論について実質的な判断を行うこととなるような場合に、当該職

員が第三者機関事務を担当することは、第三者機関の調査審議の公正性につい

て疑念を招くおそれがあると考えられる。 

 

問 41 第三者機関事務局を監査委員会事務局、公平委員会事務局又は固定資産評

価審査委員会事務局を担当する部署が担当してもよいか。 

答） 第三者機関は、諮問義務を負う執行機関である地方公共団体の長の附属機関

として置くものであり、その庶務については、その属する執行機関において掌

るもの（地方自治法第 202条の３第３項）とされていることから、第三者機関

事務局は長に属する部署が担当する必要があると考える。 

   なお、長以外の執行機関に所属する職員について、長に所属する職員として

の地位を付与した上で、第三者機関事務を担当させることは排除されるもので

はないと考えられる。 
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③ 事務局担当職員が担当する事務の範囲に関するＱ＆Ａ 

 

問 42 第三者機関の事務局における事務量はどの程度か。 

答） 各団体ごとで諮問が想定される件数やその内容が異なるため、一律に事務量

を示すことは困難と考える。 

総務省に置かれる行政不服審査会については、常勤委員がいること（委員９

人のうち３人以内）、独立の事務局（20名程度を想定）が置かれることなど、

各団体に置かれる第三者機関と異なる点があると考えられるが、40法律以上、

年間 200件程度の案件について、３人の委員で構成する合議体において調査審

議を行うことを想定しており、現時点における標準的な調査審議の流れの想定

として、最短の審議のケースで諮問から答申までに①法制度・事件内容の把

握・論点整理等、②答申案の方向性の検討（口頭意見陳述の実施）、③答申案

決定の３回程度の調査審議の開催を見込んでいる。 

また、調査審議回数については、事件の内容や調査審議の開催頻度などによ

るが、各合議体週１回程度の開催を見込んでおり、諮問から答申までに要する

期間は検討しているところである。 

 

問 43 第三者機関における諮問から答申までに要する期間は、どの程度となるこ

とが見込まれるか。 

答） 答 42参照 

 

問 44 第三者機関の事務局の職員数はどの程度が必要か。 

答） 答 42参照 
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 （４）運営 

① 第三者機関の運営についての考え方 

第三者機関における審査の基準、審査手法等の詳細については、それぞれの第三者

機関によって自ら判断されるべき事柄であり、第三者機関の間で一定の違いが生ずる

ことはやむを得ない。 

しかしながら、第三者機関の間で、これらの調査審議の内容等が大きく異なること

により、第三者機関に対する信頼を損なう事態を招かないよう留意する。 

 

問 45 第三者機関における標準的な審理手続の流れ如何。 

答） 行政不服審査会の状況等については、答 42参照 

 

問 46 違法性だけでなく不当性の審査まで行うのか。 

答） 第三者機関は、審査庁の裁決に当たっての判断の妥当性をチェックする役割を

担うものであり、基本的に審査庁から提出される諮問書や添付書類を基に、審査

庁の違法性及び不当性の判断の妥当性について審査するものであり、審査庁の裁

決の判断の妥当性に疑義がある場合などには、第三者機関が不当性の審査を行う

ことも可能である。 

 

 

② 第三者機関が諮問を要しないと認めるものに関するＱ＆Ａ 

 

問 47 第三者機関が諮問を要しないと認めるものとは、どのようなものが想定さ

れるか。 

答） 例えば、明確な数量的要件への適合性が客観的に判断されるもの、先例があり

調査審議しても明らかに同じ結果になるもの、他の第三者機関において軽微な処

分等との理由で諮問不要とされたものなどが想定される。 

いずれにせよ、どのようなものを諮問不要とするかは、第三者機関が判断する

こととなる。 

なお、第三者機関が諮問を要しないと認めるものについては、事前に審査庁が

諮問の要否を容易に判断できるよう、明確に定め、事前に審査庁に周知すること

が必要である。 
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③ 調査権限の行使に関するＱ＆Ａ 

 

問 48 審理員又は審査庁の審査が不十分な場合、どのような対応をとればよいか。

諮問を差し戻して再度審査を求めること、または、第三者機関が審理員に調査

を行わせ、その調査結果について説明を受けることは可能か。 

答） 第三者機関は、調査権限を有するので、これを行使して不十分な点を自ら調査

し、その結果も踏まえて審議・答申すべきであり、諮問の差し戻しは適当でない。 

   また、第三者機関は、直接、審理員（であった者）に対して追加調査を行う

ことを命じるといった権限は有していないが、自ら必要な調査を行うことが可

能（改正法第 81条第３項で準用する第 74条）であり、この「必要な調査」の

一環として、第三者機関が処分庁等や審理員（であった者）に資料の提出や説

明を求めることは可能である。 

 

問 49 第三者機関が、処分庁（審査庁と異なる行政庁である場合）または審理員

から直接事情を聴くことは可能か。 

答） 答 48 参照。 

 

問 50 意見の陳述の求めに対して、その必要がないと認める場合とはどのような

場合か。 

答） 審査関係人の主張が審査請求書、反論書、主張書面等により既に明らかとなっ

ており、改めて意見の陳述を行ったとしても調査審議に資することがないと考え

られる場合などが想定される。 

 

問 51 意見の陳述の期日において、申立人が欠席した場合、欠席したことをもっ

て調査審議を終結させてもよいか。 

答） 一般に、第三者機関は必要な調査審議を終えたと認めたときに調査審議を終え、

答申をすることになると考えられるが、意見の陳述に申立人が正当な理由なく出

頭しないような場合には、第三者機関の判断により、調査審議を終結することも

排除されないと考えられる。 

 

問 52 意見の陳述の申立ては口頭でも可能か。第三者機関が書面での申立てに限

定してもよいか。 

答） 第三者機関の判断により、いずれも可能と考える。 
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問 53 審理員に弁明書を提出するのは処分庁としての権能（第 29条）であるのに

対し、行政不服審査会に主張書面を提出するのは審査庁の権能（第 76条）と

なっているのは、どのような趣旨からか。 

答） 第三者機関は、審理員意見書を踏まえて審査庁がしようとする裁決の判断の妥

当性を調査審議するものであるため、その審査手続においては、処分庁ではなく

審査庁を対象としたものである。 

 

問 54 主張書面等の提出に当たって、相当の期間を定めなかった場合、審査関係

人はいつまでに提出しなければならないか。この場合、調査審議の終結後に主

張書面等が提出された場合、調査審議を再開しなければならないか。 

答） 相当の期間を定めない場合、審査関係人の主張書面の提出期限はなく、答申ま

での間に提出された主張書面等は、適法に提出されたものとして取り扱われる必

要があるが、調査審議の終結後に主張書面等が提出された場合に具体的な調査審

議を再開するかどうかは、第三者機関の判断となる。 

   一方、第三者機関が相当の期間を定めた場合には、その期間経過後に提出さ

れた主張書面等については受け取りを拒否することができると解されており、

調査審議を計画的・効率的に実施し、その遅延を防止する観点から、相当の期

間を定めることが望ましいと考えられる。 

 

問 55 審査関係人が主張書面等を提出した場合、提出されたことを他の審査関係

人に通知し、反論の機会を与える必要があるか。 

答） 他の審査関係人へ通知し、反論の機会を与えるかどうかの判断は、第三者機関

に委ねられるが、一般には、答申の結論について判断に影響を及ぼし得る他の審

査関係人が了知しない事実・主張が明らかとなった場合には、答申の客観性・公

正性を確保する観点からは、反論の機会を与えることが望ましいと考えられる。 
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④ 答申に関するＱ＆Ａ 

 

問 56 答申において、何をどのように示せばよいか。構成や記載の程度如何。 

答） 第三者機関において判断するものであるが、一般に、答申には、審査請求に対

する審理員の事実認定が適正に行われているか、法令解釈を含めた審査庁の判断

が妥当かどうかについて、第三者機関における検討の結論及びそれに至った理由

を明確に記載するほか、審査請求人の主張の要旨（趣旨・理由）及び審査庁の判

断の要旨も記載したほうが望ましいと考える。 

   なお、手続保障の観点から、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付す

ることとしていることから、当該写しから審査請求人及び参加人が答申内容を

把握できる必要があると考える。 

 

問 57 一定の処分をする又は一定の処分をすべき旨を命じることとする諮問に対

し、答申はどのように行えばよいか。一定の処分の内容の適否も審査・答申可

能か。 

答） 一定の処分の適否についても審査することが基本となるが、当該処分をする際

に、他の諮問機関の議を経る仕組みがあるような場合には、当該諮問機関の判断

に委ねることも考えられる。 

 


