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［取消訴訟の分類］

処分の取消しの訴え
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（裁
決、決定その他の行為を除く）の取消しを求める訴
訟（３条２項）

裁決の取消しの訴え
審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する
行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める
訴訟（３条３項）

第３　取消訴訟の訴訟要件

１　総説
行政事件訴訟法は、取消訴訟の手続に関する条文を定めたうえ

で、それ以外の訴訟類型に、取消訴訟に関する規定を準用する構造
になっている（取消訴訟中心主義）。

取消訴訟を提起するには、一定の訴訟要件を満たす必要がある。
訴訟要件とは、訴えが適法であるための要件をいう。訴訟要件を欠
く訴えは、不適法なものとして却下される。

なお、訴訟要件には、民事訴訟と共通するものもあれば、取消訴
訟に特有のものもあるが、ここでは後者のみを扱う。

取消訴訟に特有な訴訟要件には、次のものがある。

［取消訴訟に特有な訴訟要件］

① 処分性

② 原告適格

③ 狭義の訴えの利益（訴えの客観的利益）

④ 被告適格

⑤ 管轄

⑥ 出訴期間

⑦ （不服申立前置主義が採られている場合）不服申立前置

CHECK

行政事件訴訟法における「審
査請求」について

行政事件訴訟法にいう「審
査請求」には「その他の不服
申立て」が含まれ、「裁決」
には「決定その他の行為」が
含まれます（３条３項）。
これにより、不服申立てに
対する行政庁の終局的な応答
行為は、たとえ「裁決」また
は「決定」という名称でな
かったとしても、行政事件訴
訟法上の「裁決」として裁決
の取消しの訴えの対象になり
ます。

Ａ
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２　処分性（取消訴訟の対象）

⑴　処分性の判定基準　総説

第３条（抗告訴訟）
（第１項省略）
２　この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の

処分その他公権力の行使に当たる行為……の取消しを求める
訴訟をいう。

３　この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求
その他の不服申立て（……審査請求……）に対する行政庁の
裁決、決定その他の行為（……裁決……）の取消しを求める
訴訟をいう。

（第４項以下、省略）

取消訴訟で争うことができるのは、処分および裁決である。裁決
については、「不服申立て……に対する行政庁の裁決、決定その他
の行為」とされており（３条３項）、内容が比較的明確である。こ
れに対し、処分については、「行政庁の処分その他公権力の行使に
当たる行為」とされるのみで（３条２項）、その内容が明確でな
い。

判例は、「行政庁の処分」について、「行政庁の法令に基づく行
為のすべてを意味するのではなく、公権力の主体たる国または公共
団体が行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形
成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
としている（東京都ごみ焼却場事件／最判昭39.10.29）。

これを分析すると、処分性が認められるには、①当該行為が公権
力の行使に当たること（公権力性）、②具体的な法効果を有するこ
と（具体的法効果性）、③その効果が国民の権利義務に関わること
（外部性）が必要となる。

⑵　処分性の判定基準①　公権力性
「公権力の行使に当たる行為」には、①法律関係を一方的に変動

させるものであること、②（仮に違法であるとしても）権限のある
行政庁・裁判所によって取り消されない限り有効なものとして通用
すること（公定力）という２つの効力が認められると考えられる。

この考え方によれば、行政庁の行為であっても、私法上の行為
（契約など）や非権力的な事実行為（ゴミ焼却場などの公共施設の
建設）であれば、通常処分性が否定されることになる。

もっとも、実質的には契約関係に当たる場合であっても、法令に
より、処分の形式がとられることがある。その場合、処分性が肯定
されうる。

CHECK

事実行為について

行政事件訴訟法には明文の
規定はないものの、権力的事
実行為は「処分」に含まれる
とされています。

CHECK

公権力性について

公権力性の有無の判定に
は、①行政庁の行為によって
法律関係を一方的に変動させ
る仕組みになっているか、②
根拠法令上、その行為につき
不服申立て等の行政争訟が認
められるかが手掛かりになり
ます。



174

アガルートアカデミー
行政書士試験　総合講義　行政法

Point 「公権力性」に関する判例

□ ゴミ焼却場の設置計画の作成および計画案の都議会への提
出行為はいずれも都の内部的手続行為であり、設置そのも
のは私法上の契約によるとして、判例は、ゴミ焼却場の設
置行為の処分性を否定している（東京都ごみ焼却場事件／
最判昭39.10.29）。

□ 判例は、不服申立ての規定が設けられていること等を理由
に、供託物取戻請求の却下行為に処分性を認めている（最
判昭45.7.15）。

□ 判例は、法令に明文の根拠がなく、通達により支給されて
いる労災就学援護金の不支給決定について、制度の仕組み
にかんがみ、処分性を認めている（最判平15.9.4）。

⑶　処分性の判定基準②　具体的法効果性
判例による処分性の判定基準によれば、行政庁の行為が、特定の

国民に対して直接・具体的な法効果を発生させず、特定の国民の法
的地位を変動させなければ、処分性は否定される。

この判断基準は、⑴行政庁による法律的見解の表示行為（通告、
戒告など）、⑵行政庁による規範定立行為（行政立法、条例制定行
為など）、⑶行政庁による中間段階の行為（複数の行為が連鎖し、
一連の段階を経て行政過程が進行する場合）などの処分性が争われ
るケースで用いられることが多い。

ア　法律的見解の表示行為
行政庁が法律的見解を表示するだけの行為は、一般的には、単

なる事実行為として処分性が否定される。
しかし、判例は、実質的に処分と認められるものについては、

処分性を肯定する。

CHECK

具体的法効果性について

なお、具体的法効果性の基
準は、公権力性の基準と重複
する場合があります。
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Point 「法律的見解の表示行為」に関する判例～処
分性が否定されたもの～

□ 反則金の通告（最判昭57.7.15）
反則金の納付の通告があっても、これにより通告に係る反
則金を納付すべき法律上の義務が生じるものではないた
め、処分性が否定された。

□ 開発許可に係る公共施設管理者の同意の処分性（最判平
7.3.23）
公共施設管理者の不同意は、国民の権利ないし法律上の地
位に直接影響を及ぼすものでないため、処分性が否定され
た。

□ 市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為（最
判平11.1.21）
住民票に特定の住民と世帯主との続柄がどのように記載さ
れるかは、その者が選挙人名簿に登録されるか田舎には何
らの影響も及ぼさないことが明らかであり、住民票に当該
続柄を記載する行為が何らかの法的効果を有すると解すべ
き根拠はないとして、処分性が否定された。

□ 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に
対する記載をしない旨区長の応答（最判平21.4.17）
法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これにより権利
義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではない
として、処分性が否定された。

判例 反則金の通告（最判昭57.7.15）

Ｘは、自家用貨物自動車の違法駐車を大阪府警察所属の警
察官に現認されたが、交通反則告知書の受領を拒み、現行犯
逮捕された。Ｘは、警察署に連行され、翌日反則金を仮納付
して釈放された。その後、大阪府警察本部長Ｙは、Ｘに対し
て、反則金納付を公示通告した。これに対して、Ｘは、違法
駐車を行った者は別人であるとして、Ｙを被告としてこの通
告の取消訴訟を提起した。

判旨

……交通反則通告制度の趣旨とこれを具体化した道路交通法
の諸規定に徴すると、反則行為は本来犯罪を構成する行為であ
り、したがつてその成否も刑事手続において審判されるべきも
のであるが、前記のような大量の違反事件処理の迅速化の目的
から行政手続としての交通反則通告制度を設け、反則者がこれ



176

アガルートアカデミー
行政書士試験　総合講義　行政法

による処理に服する途を選んだときは、刑事手続によらないで
事案の終結を図ることとしたものと考えられる。道路交通法127
条１項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告（以下
「通告」という。）があつても、これにより通告を受けた者に
おいて通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわ
けではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公
訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察
官の公訴の提起によつて刑事手続が開始され、その手続におい
て通告の理由となつた反則行為となるべき事実の有無等が審判
されることとなる……。してみると、道路交通法は、通告を受
けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、
これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の
理由となつた反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を
争い、これに対する抗告訴訟によつてその効果の覆滅を図るこ
とはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれ
ば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによ
つて開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判
所の審判を求める途を選ぶべきであるとしている……。もしそ
うでなく、右のような抗告訴訟が許されるものとすると、本来
刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴
訟手続で審判することとなり、また、刑事手続と行政訴訟手続
との関係について複雑困難な問題を生ずるのであつて、同法が
このような結果を予想し、これを容認しているものとは到底考
えられない。
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Point 「法律的見解の表示行為」に関する判例～処
分性が肯定されたもの～

□ 輸入禁制品該当の通知（最判昭54.12.25）
関税定率法に基づく税関長の通知は、観念の通知ではある
が、法律の規定に準拠したものであり、それにより適法に
輸入できなくなるという法律上の効果を及ぼすものである
として、処分性が肯定された。

□ 輸入食品等が食品衛生法に反する旨の通知（最判平
16.4.26）
食品衛生法に基づく検疫所長の通知は、それにより当該食
品等について輸入の許可を受けられなくなるという法的効
力を有するとして、処分性が肯定された。

□ 登録免許税の過誤納金の還付の拒否通知（最判平
17.4.14）
登記等を受けた者に対して、簡易に還付を受ける手続を利
用することができる地位を否定する法的効果を有するとし
て、処分性が肯定された。

□ 病院開設中止の勧告（最判平17.7.15）
本件勧告は行政指導にすぎないが、勧告を受けた者がこれ
に従わない場合に、相当程度の確実さをもって保険医療機
関指定を受けられず、実際上病院の開設を断念せざるを得
ないことになるとして、処分性が肯定された。

□ 土壌汚染対策法上の施設廃止通知（最判平24.2.3）
通知を受けた当該土地の所有者等に汚染状況についての調
査および報告の義務を生じさせ、その法的地位に直接的な
影響を及ぼすとして、処分性が肯定された。

イ　規範定立行為
行政立法を定立する行為や条例制定行為など、規範定立行為

は、一般的には、特定人の具体的権利義務に直接影響を及ぼすも
のではないから、処分性は否定される。

しかし、規範定立行為であっても、特定人に具体的な法効果を
及ぼすと解釈することができれば、処分性を肯定しうる。
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Point 「規範定立行為」に関する判例～処分性が否
定されたもの～

□ 公立小学校の廃止を求める条例制定行為（最判平
14.4.25）
区立小学校の統廃合を内容とする条例は、一般的規範にほ
かならず、廃止対象となった学校に通学していた児童の保
護者は、具体的に特定の区立小学校で教育を受けさせる権
利ないし法的利益を有するとはいえないとして、処分性が
否定された。

□ 簡易水道事業条例制定行為（最判平18.7.14）
水道料金の改定を内容とする供給規定を定めた簡易水道事
業条例の制定行為について「水道料金を一般的に改定する
ものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみに
適用されるものではな」いとして、処分性が否定された。

判例 簡易水道事業条例制定行為（最判平18.7.14）

Ｘらは、いずれも山梨県のＹ町の住民基本台帳に記録され
ていなかった者であるが、同町の区域内に別荘を所有し、同
町との間で給水契約を締結していた。Ｙ町は、同町簡易水道
事業条例を制定した当初より、同町の住民基本台帳に記録さ
れていない給水契約者の基本料金を高く設定していたが、平
成10年４月１日、同条例の一部を改正する条例を施行し、別
荘の給水契約者の基本料金を大幅に引き上げる改定をした。
本件改正条例による水道料金の改定の結果、例えば水道メー
ターの口径が13mmの場合、同町の住民基本台帳に記録され
ていない別荘に係る給水契約者（別荘給水契約者）について
は１か月の基本料金が3000円から5000円に増額されたのに
対し、それ以外の給水契約者（別荘以外の給水契約者）につ
いては上記の基本料金が1300円から1400円に増額されたに
とどまるなど、別荘給水契約者と別荘以外の給水契約者との
間に基本料金の大きな格差を生じた。
そこで、Ｘらは、料金を定める同条例の無効確認などを求
めて出訴した。

判旨

抗告訴訟の対象となる行政処分とは、行政庁の処分その他公
権力の行使に当たる行為をいうものである。本件改正条例は、
旧高根町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するも

CHECK

簡易水道事業条例制定行為
（最判平18.7.14）について

この判例では、他にも、当
該条例の内容が地方自治法
244条３項に反するのではな
いかが争われました。
判例は、まずＸらのような
「住民に準じる地位にある
者」に対しても地方自治法
244条３項は適用されるとし
て、最終的に本件条例の改定
内容が同条項の定める「不当
な差別的取扱い」に当たると
して、無効であるとしまし
た。
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のであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用され
るものではなく、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法
の執行として行う処分と実質的に同視することはできないか
ら、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処
分には当たらないというべきである。

Point 「規範定立行為」に関する判例～処分性が肯
定されたもの～

□ ２項道路の一括指定告示（最判平14.1.17）
建築基準法に基づく２項道路の指定について、告示による
一括指定は告示に定める要件を満たす個々の土地に具体的
な法的効果を及ぼすことになり、個人の権利義務に対して
直接影響を与えるとして、処分性が肯定された。

□ 保育所廃止条例制定行為（最判平21.11.26）
条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に
属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分
に当たるものでないことはいうまでもないが、本保育所の
廃止を定める条例は、他の行政処分を経ずにその施行によ
り保育所廃止の効果を発生させ、廃止される保育所に現に
入所中の児童・保護者という「限られた特定の者」に対
し、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し
うる法的地位を奪うため、行政庁の処分と実質的に同視し
得るとして、処分性が肯定された。

ウ　中間段階の行為
行政作用が一連の手続を経てなされる場合、その途中になされ

る行為（中間段階の行為）については、最終的な決定を争われれ
ば足りるとして、従来、処分性を否定してきた。

しかし、近時では、中間段階の行為の処分性は、それが国民に
直接具体的な法効果を発生させるかという観点から判断される。
また、根拠法令上、その行為に対して行政不服申立てを認める規
定があれば、立法政策上取消訴訟の対象となることが前提とされ
ているとして、処分性が肯定される。

Point 「中間段階の行為」に関する判例～処分性が
否定されたもの～

□ 都市計画法に基づく都市計画区域内での用途指定（最判
昭57.4.22）
用途地域指定により、その地域内では新たな制約が課され
るが、その効果は、当該地域内の不特定多数に対する一般
的抽象的なものにすぎず、また、個別の建築確認において
取消訴訟を提起でき、権利救済の途は残されているとし
て、処分性が否定された。
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Point 「中間段階の行為」に関する判例～処分性が
肯定されたもの～

□ 第二種市街地再開発事業計画（最判平4.11.26）
第二種市街地再開発事業の決定は、その公告の日から土地
収用法上の事業認定と同一の法律効果を生じ、本決定の公
告により、土地所有者等は、特段の事情のない限り自己の
所有地等が収用されるべき地位に立たされることになり、
施行地区内の土地所有者等の法的地位に直接的な影響を及
ぼすものであるとして、処分性が肯定された。

□ 土地区画整理事業における事業計画決定（最判平
20.9.10）
施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定により、建
築行為等の制限、原状回復等の命令等の規制を伴う土地区
画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立
たされ、法的地位に直接的な影響が生ずる。また、換地処
分等を受ければ取消訴訟を提起できるが、そこで事業計画
の違法の主張が認められたとしても事情判決がなされる可
能性があり、権利侵害に対する救済が果たされるとはいい
難く、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定
がされた段階で、取消訴訟の提起を認めることに合理性が
あるとして、処分性が肯定された。

⑷　処分性の判定基準③　外部性
処分性が認められるためには、争われた行為が国民に対して法効

果を及ぼすものでなければならない。
そうすると、行政機関の内部的行為（通達など）は、行政機関を

法的に拘束するとしても、国民との関係で直接具体的な法効果を生
じさせるものではなく、通常、処分性が否定される（最判平
24.2.9）。
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Point 「外部性」に関する判例～処分性が否定され
たもの～

□ 消防長の同意（最判昭34.1.29）
消防長の同意は、知事に対する行政機関相互間の行為で
あって、これにより対国民との直接の関係においてその権
利義務を形成し、またはその範囲を確定する行為とは認め
られないとして、処分性が否定された。

□ 墓地・埋葬に関する通達（最判昭43.12.24）
通達は、原則、法規の性質を有するものではなく、上級行
政機関が下級行政機関等に対して職務に関し指揮、命令す
るために発するものであり、このような通達は、機関およ
び職員に対する行政組織内部における命令にすぎないとし
て、処分性が否定された。

□ 新幹線工事実施計画の認可（最判昭53.12.8）
上級行政機関の下級行政機関に対する認可は、監督手段と
しての承認の性質を有するものであり、行政行為としての
外部に対する効力を有するものではなく、直接国民の権利
義務を形成し、またはその範囲を確定する効果を伴うもの
ではないとして、処分性が否定された。

□ 教育委員会の教育長から学校長に宛てた通達（最判平
24.2.9）
教育長から学校長への通達は、上級行政機関である教育委
員会が下級行政機関である学校長を名あて人としてその職
務権限の行使を指揮するために発出したものであり、通達
自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものでは
ない。また、学校長から教職員への職務命令と不可分一体
のものとしてこれと同視することはできず、職務命令を受
ける教職員に条件付きで懲戒処分を受けるという法的効果
を生じさせるものとみることもできないとして、処分性が
否定された。

［処分性に関する主要な判例の整理］

処分性が否定されたもの

① 消防長の同意（最判昭34.1.29）

② ゴミ焼却場の設置（最判昭39.10.29）

③ 墓地埋葬法上の解釈通達の変更（最判昭43.12.24）

④ 新幹線工事実施計画の認可（最判昭53.12.8）

⑤
都市計画法に基づく都市計画区域内での周辺地域の指定（最判昭
57.4.22）

⑥ 交通反則金の納付通知（最判昭57.7.15）


