
平成３０年度第３回木更津市行政不服審査会 会議録 

 

○開催日時：平成３０年１０月３１日（水）午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎８階会議室１ 

○出席者氏名 

  審査会委員：渡邉秀孝（会長）、井元岳史（副会長）、清水幸雄 

  木更津市：（事務局）総務部総務課 伊藤次長（兼総務課長）、北原主幹、中原主幹、

渡辺主査、芝田主任主事 

○公開非公開の別：非公開 

 

○会議の内容 

中原主幹 それでは大変お待たせいたしました。定刻でございますので、只今から平成３

０年度、第３回木更津市行政不服審査会を開催させていただきます。 

委員の皆様にはお忙しい中会議を開催いただき、有難うございます。 

初めに会議の成立についてご報告申し上げます。審査会の委員定数３名でございます。

本日全ての委員がご出席いただいておりますので、会議は成立いたしましたことをご報

告申し上げます。 

続きまして、事務局からお伺いをさせていただきます。今回の審査会につきましても

、前回同様、審査請求に係る審議が予定されておりますので、審査会につきましては非

公開ということでさせていただいてよろしいでしょうか。 

渡邉会長 はい、結構です。 

中原主幹 それでは、審査会は非公開として進めさせていただきます。 

続きまして、資料の確認をさせていただきたいと存じます。【資料の確認】 

それでは、木更津市行政不服審査法施行条例第８条第１項の規定によりまして、会長

が議長になる、と定められております。以降の議事進行につきましては、渡邉会長にお

願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

渡邉会長 本日も議長を進めさせていただきます、渡邉でございます。皆様ご多用の中お

集まりいただきまして有難うございます。円滑な議事進行にご協力賜れればと思います

。よろしくお願いいたします。 

早速、議題ですけれども、前回に続きまして、保育料決定処分に係る審査請求につい

てでございます。事務局から、まず審査請求に関係する主張書面と資料及び答申書の案

について説明願いたいと思いますけれども、その前に１点だけですが、委員の先生方に

お送りさせていただいている答申書案の中で、形式面について事務局と相談させていた

だいて、そこは手を入れましょうというふうにさせていただいた箇所が２箇所ございま

すので、先に私の方からご説明させていただきますと、一つ目が、第３ 審査関係人の

主張の要旨の１の⑵の部分でございますけれども、二つの文章からなっておりますが、



上下の文章で、下が要約部分で、上が具体的な書面における記載になっておりますの

で、これは上下を逆にした方が趣旨が通るであろうということで、上下逆にさせていた

だいた上で、かつ、一段落目、二段落目ということで段を変えていただくという形式に

します。 

もう１点ですが、答申書案最終ページ４の付言の部分ですけれども、どの部分につい

て付言しているのかというと、具体的には先ほど触れました、第３審査関係人の主張の

要旨の１の(2)の部分についてでございますので、１段落目の最後のところにですね、

第３の１の(2)について付言がある旨を明記していただくということをお願いしている

ところですので、そういった形式のところだけ少し述べさせていただいた経緯がござい

ますのでよろしくお願いいたします。では、事務局の方からの説明を頂戴してもよろし

いでしょうか。 

中原主幹 今、会長からご指摘いただきました修正部分につきましては、委員の皆様にお

送りしたものがまだ修正前のものでございますので、今のご指摘も含めた修正を行い、

最終的なものとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それ

では、説明をさせていただきます。 

芝田主任主事 それでは、私より、審査請求人から提出がありました主張書面及び答申書

の概要について説明させていただきます。 

  まず、主張書面についてですが、行政不服審査法第８１条第３項において準用する同

法第７６条の規定に基づく主張書面等を提出する場合の相当の期間を平成３０年１０月

１７日と定め、平成３０年９月２６日付けで審査請求人に通知したところ、委員の皆様

に先日送付させていただきましたとおり、平成３０年１０月１７日に主張書面の提出が

ございました。 

  審査請求人は、長男が保育園に入園した際に、療育手帳申請と施設の勧めがセットに

なっているべきであり、それがあれば長男の保育料が軽減されたにもかかわらず、処分

庁も審理員も関係ないと言っている。しかし、それは不作為であるという旨の主張書面

の提出がありました。 

  続けて、答申書についてですが、先日開かれました第２回行政不服審査会における審

議に沿う形で、案を作成いたしました。流れといたしましては、はじめに、答申書の第

１に審査会の結論として、「審査請求は棄却するべきであるとした審査庁の裁決につい

ての考え方は、適法かつ妥当である」といたしました。 

第２では、本件事案の概要について記載し、第３では、審査請求人の主張として、保

育料が上がったことについて、この保育料算定の基となる審査請求人の課税対象額への

疑義があり、この点について、長男及び次男の保育料について審査請求をした旨の記載

をしました。なお、長男については、療育手帳の申請手続きについての説明が行われる

べきであったがなされなかったことについての主張もありましたのでその旨記載してお

ります。 



これに対し、処分庁の主張として、保育料の算定について、木更津市保育料等徴収規

則等に基づいて算定したものであり、何ら違法又は不当な点はなく、また、療育手帳の

交付を受けた者であっても、本件は保育料の軽減はなく、その旨の説明も審査請求人に

行っていると記載させていただきました。 

続けて、審理員意見書につきましては、本件審査請求は棄却すべきとし、その判断理

由として、概ね処分庁の主張と同趣旨とさせていただきました。 

最後に審査会判断の理由として、第７の１から３までは、審査会としての本件処分に

係る保育料についての判断を記載しておりますが、これは審理員意見書と概ね同じ内容

でございます。 

そして、４として、前回の審査会の際、ご意見いただきましたご長男の不服部分につ

いて、審査会としての付言を記載しております。 

結論といたしましては、審査庁の裁決についての判断は、正当であるとしておりま

す。 

事務局としては、以上となります。それでは、ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

渡邉会長 有難うございます。そういうところでまとめてもらってまして、前回の審議の

内容を十分に反映しているかなと思いますけれども、先生方のほうで見ていただきまし

て、ご意見等ございましたら頂戴してですね、協議を進めてまいりたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

清水委員 よろしいでしょうか。 

渡邉会長 はい、清水委員 

清水委員 形式なんですけれども、答申案の一番最後のページなんですが、３の末尾が

「何ら違法又は不当な点は存在しない」となっていますが、その後は、５、６に続くの

ではないですか。 

中原主幹 もう一度よろしいでしょうか。 

清水委員 ４の付言は一番最後なのではないでしょうか。というのは、３で適法ですよ

と、それで５において審理手続は適正に行われたと、それで結論は妥当だと。だけど

ね、という文章なのではないでしょうか。 

渡邉会長 そうですね。 

清水委員 この付言まで踏まえて裁決しているわけではないと思うのですよ。 

中原主幹 そのような形にさせていただきます。先に５、６と結論まで述べた上で最後に

新６として付言という形で。 

清水委員 そうでないと、用語の使い方とか色々あって分かりにくい点があるということ

などをいった挙句、以上のものは妥当だということになってしまうので。 

中原主幹 分かりました。 

渡邉会長 ご意見有難うございます。 



清水委員 もう一点よろしいでしょうか。 

渡邉会長 どうぞ。 

清水委員 １０月１６日付けの主張書面でございますが、２の審査請求の趣旨の⑵に対す

る回答はどこでやるんでしょう。「セットの処理が行われているか」というのを行政不

服審査会に実態調査を求めているわけですが、そのような権限は無いと思うのですが。 

渡邉会長 審査会の権限の対象の外であるということを書いておいた方が良いですかね。 

清水委員 どこかに書かないと。 

渡邉会長 付言の末尾にでも対象の外であると。結局、長男のことについての説明不足に

ついても対象の外であるということの中で、どこまで拾い上げていくのか。長男の説明

不足は不作為の行政処分であるという言い方なんですよね。ただ、それはいわゆる処分

性があるような行政処分に当たらないから審査請求の範囲外である、という判断があっ

てこのような答申案を作成させていただいておりますけれども。 

清水委員 「セットの処理が行われているかどうか」ということに集約できるのであれ

ば、情報公開請求の方で関連文書があったら全部出せ、というやり方はあろうかと思い

ますが、それを行服に持って来られてもですね。 

渡邉会長 そうですね。 

清水委員 そもそも審査請求人からきかれているものが処分ではないですからね、この⑵

は。 

渡邉会長 そもそも処分ではないので、調査権限の有無に立ち入るまでもなく範囲の外で

あると。ただ担当部署に対するヒアリング等は行ってもよいことになっているので、実

態調査自体ができないということはなかなか言いづらいところはございます。 

清水委員 セットの処理をしていないと言い切ることも、ちょっと処分庁に気の毒という

気もしますし、そうかといって、やっているということだったら資料がないですよね。 

渡邉会長 私としましては、付言事項の一番最後のところに、例えば「このような実態調

査については行政不服審査会の審査の範囲外である」という位の端的な記載のほうが誤

解が無いという気がいたします。 

清水委員 この審査会でできるのは、せいぜいヒアリングなんですよ。 

中原主幹 今のご指摘の部分については、一番最後になお書きとして案を加えておきま

す。 

渡邉会長 井元先生、何か気になるところや論旨が分かりにくいところなどはございます

か。 

井元委員 私は特にございません。 

渡邉会長 今後のことなんですが、審査請求書を初めに出してもらったときというのは、

雛形があったのでしょうか。 

中原主幹 審査請求人が書かれた審査請求書につきましては、処分庁である子ども保育課

が用意していたもので、審査請求したいということでしたので雛形をお渡しして、聞い



た話ですが、その場で書かれて提出されたということでございます。追加で出された主

張書面につきましては、ご本人さんが直接こちらにお持ちになった時に私が伺ったとこ

ろによると、インターネットで探したということをおっしゃってました。 

渡邉会長 インターネットで拾われた雛形というのは審査請求書だったと思うんですよ

ね、そういうこともあってか、それを主張書面として、追加の意見ではなくて、一から

自分の意見をまとめてみたという中で、初めの審査請求書とズレが出てきてしまってい

ると思います。 

  主張書面の提出期限の通知をしたときに、主張書面の雛形も付けて出していたら、こ

ういった主張のズレというのは防げたかもしれないと思います。主張書面の提出期限の

通知は今後もしていくということですので、通知の出し方も次回以降工夫していくとい

いかと思います。 

中原主幹 かしこまりました。 

清水委員 付言のところでですね、最初の段落で「一般市民にとっては、自ら積極的に制

度を調べ、理解することは困難」とまで言ってますのでね、「困難」というのを、例え

ば「必ずしも容易ではない」という言い方にならないでしょうか。 

中原主幹 会長、今のところは断定的な表現を避け、清水委員からのご意見にあったよう

に「容易ではない」というような表現に修正をするということでよろしいでしょうか。 

渡邉会長 そうですね、「容易ではない」とか「側面もあるが」といった表現でしょう

か。 

清水委員 私なら「必ずしも容易ではないことから」という表現でしょうか。 

渡邉会長 「必ずしも容易ではないことから」ですね。その後の「その複雑多岐な福祉制

度を」という表現も削ってしまっていいのかもしれませんね。 

中原主幹 かしこまりました。 

清水委員 ５の「審理員の審理手続について」ですが、手続規定があるのは承知していま

すが、「審理手続は」と言ってしまうと、手続は適正だったんですよ、ということにな

りませんか。つまり、「審理」は適正に行われたということでよろしいのではないでし

ょうか。市としては弁明書も出したし、審理員の審理も行った、そういう手続はきちん

と行ってきたということを言いたいわけですから。 

北原主幹 形式的な適正手続ではなく、実際には、実体的デュープロセス、適正な審理が

行われていたんですよと言いたかったので、削るほうが良いですね。 

清水委員 ですから、削ったほうが良いと言っているわけです。 

渡邉会長 このあたりでまとめていただいて、もう一度見させていただけますか。 

中原主幹 それでは、今までのご意見を踏まえて修正させていただいたものを、すぐに配

付させていただきます。 

渡邉会長 ５分休憩ということにします。１０時４５分再開とします。 

 



渡邉会長 会議を再開いたします。 

  早速ですが、第３の１の⑵ですが、２段目の「また」を削っていただいて、「長男に

ついては」というところを１段目に持ってきていただいて、１段目を２段目に持ってく

る。 

  記載については、反論書と主張書面に記載があったので、２段目にその２つを併記し

てもらうような形式ではないかと。 

清水委員 確認ですが、会長がおっしゃるのは、⑴よりも先に記載するということです

か。 

渡邉会長 いえ、⑴はそのままです。⑵については、読み上げると「長男については、の

ぞみ発達支援センターに〇〇保育園に勧められて行きだした時点又は入園時点において

、療育手帳の申請手続きについての説明等が行われるべきであったがこれまでなされな

かった」で改行。「この点について、平成３０年７月２５日付け反論書では「今回の「

審査請求」は、「長男の入園時からの保育料と次男の入園時からの保育料の両方」の審

査請求です」との記載が認められる。また、入園時からの療育手帳の案内手続の未処理

（不作為）の未改善があった、との記載も平成３０年１０月１６日付け主張書面に認め

られる」形式が完全に揃いませんけれども。 

中原主幹 今の会長のご指摘部分については修正いたしました。 

清水委員 ４ページの２の⑶に出てくる「審査請求人は、条例に規定する扶養義務者」と

ありますが、これは何の条例ですか。 

中原主幹 答申書案において「条例」という用語については頻繁に出てきますので、略称

規定を置かせていただいております。３ページの⑵に「木更津市保育園の設置及び管理

に関する条例、以下「条例」という」ということとしております。 

清水委員 では「規則に規定する保護者」というのがでてきますが、この「規則」とは。 

中原主幹 はい、同じ３ページ⑵のところの「木更津市保育料等徴収規則」のことを「以

下「規則」という」として略称規定をこちらにも置いております。 

  確かにここだけ見ますと、条例と規則としか書かれておりませんので、分かりづらい

ところはあるかと思います。 

清水委員 書き方の問題なんだけれども、「条例に規定する扶養義務者」あるいは「規則

に規定する保護者」と書くと、どこかに定義規定があるように見えますが、私の記憶で 

は、条例や規則には扶養義務者や保護者の定義に関する規定は無かったと思うのですが。 

中原主幹 おっしゃるとおり、条例や規則において用語の定義を置いたものではございま

せん。 

清水委員 条例の第何条、規則の第何条という旨を明示したらいかがでしょうか。 

中原主幹 清水委員のご意見を踏まえまして、⑶の表現については条文を明示させていた

だき、具体的には「審査請求人は、条例第７条に規定する扶養義務者であり、規則第５

条に規定する保護者である」という内容に修正させていただきます。 



清水委員 なぜ引っかかったのかというと、その上の⑵の最後のところでは、条文を示し

ているじゃない。ところが⑶では条例、規則とだけしか表記していない。文章の問題で

すが。 

ところで、⑵の「法」とは何法ですか。 

中原主幹 ２ページの１の⑴の「子ども・子育て支援法」でございます。 

清水委員 それと書き方の平仄を合せたらいかがですかと申し上げているわけです。 

渡邉会長 条例とか規則の条文を引かないのは、結局定義規定は児童福祉法や子ども・子

育て支援法になっているので、引くのに躊躇があったのではないかと思いますが、良い

形になったと思います。 

清水委員 私としては、そういう問題が起きるから、きちんと書いてよと。 

渡邉会長 他に何かご質問等ございますでしょうか。 

清水委員 もう一つ、５ページの一番下から７行目のところに「規則では同法及び法」と

ありますが、この「同法」は児童福祉法を指してますよね。ところが、その次の「法」

は。 

中原主幹 分かりづらいですね。これは、略称規定の「法」ですから、子ども・子育て支

援法の意味で使っております。 

清水委員 間違いではないし、それはそうなんだと思うんだけど。 

中原主幹 ここのところは、もう一度正式名称を引用する形で「児童福祉法及び子ども・

子育て支援法」に修正いたします。 

渡邉会長 そうですね。 

清水委員 私はもう結構です。 

渡邉会長 略し方の考え方としては、例えば「法」ではなくて「子育て支援法」とか、「

条例」ではなくて「保育園設置条例」とか、「規則」ではなくて「保育料徴収規則」と

か、一般の方が見ることを考えると、その位の略し方が良いのかもしれないですね。 

清水委員 バランスをとって、こっちでは説明をしない、こっちでは説明をする、という

ことがないようにすればいいわけで。 

中原主幹 略称については、そういう方向で修正いたします。 

渡邉会長 井元委員はよろしいですか。 

井元委員 私は結構です。 

渡邉会長 それでは、休憩時間後の今の議論についても反映した内容で答申案が完成した

という理解でおります。 

  ここからの答申の手続については、会長のほうから審査庁へ行わせていただくという

ことで、委員の皆様にはご一任いただければということでよろしくお願いいたします。 

清水委員・井元委員 よろしくお願いいたします。 

渡邉会長 では、委員の皆様から、議事のことでも、審査会のことでも何かご意見とかご

ざいますか。特によろしいですか。それでは、事務局からございますか。 



中原主幹 今後の事務的な手続についてご説明をさせていただきます。 

  審査、誠に有難うございました。今までの分を反映したものをお帰りまでにご用意さ

せていただきます。 

  答申案ができましたので、事務局等の内部手続をさせていただくにあたり、誤字脱字

、文字の上げ下げなどにつきましては、あった場合は適宜事務局で修正させていただい

た上で、答申させていただきます。 

審査庁に送付するのと同時に、手続的には、審査請求人に答申書の写しを送付しなけ

ればならないという法の規定がございますので、写しを送付いたします。それと併せて

答申の概要について公表しなければならないという規定もございますので、市のホーム

ページ等で公表させていただきます。今後の手続については以上でございます。 

渡邉会長 それでは、以上をもちまして、平成３０年度第３回木更津市行政不服審査会を

終了といたします。長時間にわたり有難うございました。 
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               木更津市行政不服審査会会長  渡 邉  秀 孝 


