
 

平成３０年度大阪府行政不服審査会（部会）の運営状況 

 

１ 諮問状況 全２９件（審査請求件数） 

税：5 件（うち答申済 4 件（棄却 4 件）） 

児童福祉：6 件（うち答申済 1 件（認容 1 件）、取下 1 件） 

生活保護：17 件（うち答申済 8 件（棄却 5 件、認容 2 件、一部認容 1 件）） 

     上記以外の審査請求：1 件（障害児福祉手当（うち答申済 0 件）） 

 

２ 大阪府行政不服審査会・部会の開催状況 

○全体 

 平成 30 年 4 月 13 日（金）「会長の選出について」等 

平成 31 年 1 月 23 日（水）「審査会（部会）の運営等について」等 

   

○第１部会（税等） 

回 数 開催日 案 件 
第１回 H30.5.29 個人事業税賦課決定処分の取消（第 1 号） 

不動産取得税賦課決定処分の取消（第 2 号） 

第２回 H30.6.29 個人事業税賦課決定処分の取消（第 1 号） 
不動産取得税賦課決定処分の取消（第 2 号） 

第３回 H30.8.22 法人事業税不申告加算金賦課決定処分の取消（第 9
号） 

第４回 H30.10.10 法人事業税不申告加算金賦課決定処分の取消（第 9
号）※ 
法人府民税均等割決定処分の取消（第 15 号） 

第５回 H30.11.1 法人事業税不申告加算金賦課決定処分の取消（第 9
号） 
法人府民税均等割決定処分の取消（第 15 号） 

第６回 H30.11.22 法人事業税不申告加算金賦課決定処分の取消（第 9
号） 
法人府民税均等割決定処分の取消（第 15 号）※ 

第７回 H30.12.20 法人事業税不申告加算金賦課決定処分の取消（第 9
号） 
法人府民税均等割決定処分の取消（第 15 号） 

第８回 H31.1.28 特別児童扶養手当認定処分の取消（第 21 号） 
障害児福祉手当受給資格認定処分の取消（第 22 号） 
児童手当・特例給付額改定処分の取消（29 年度 55 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 57号） 

第９回 H31.2.8 特別児童扶養手当認定処分の取消（第 21 号） 
障害児福祉手当受給資格認定処分の取消（第 22 号） 
児童手当・特例給付額改定処分の取消（29 年度 55 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 57号） 

第１０回 H31.3.11 特別児童扶養手当認定処分の取消（第 21 号） 
障害児福祉手当受給資格認定処分の取消（第 22 号） 
不動産取得税の延滞金に係る参加差押の取消（第 26
号） 
児童手当・特例給付額改定処分の取消（29 年度 55 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 57号） 

 

資料６ 



 

 ○第２部会（児童福祉等） 

回 数 開催日 案 件 
第１回 H30.5.9 特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 44号） 

特別児童扶養手当額改定処分の取消（29 年度 51 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 52号） 
児童手当・特例給付受給事由消滅処分の取消（29 年
度 56 号） 

第２回 H30.5.18 特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 52号） 
児童手当・特例給付受給事由消滅処分の取消（29 年
度 56 号）※ 

第３回 H30.6.28 特別児童扶養手当認定請求却下処分の取消（第 3 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（第 6 号） 
児童扶養手当支給停止処分の取消（第 7 号） 

第４回 H30.7.27 特別児童扶養手当認定請求却下処分の取消（第 3 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（第 6 号） 
児童扶養手当支給停止処分の取消（第 7 号） 

第５回 H30.8.28 特別児童扶養手当認定請求却下処分の取消（第 3 号） 
児童扶養手当支給停止処分の取消（第 7 号）※ 

第６回 H30.9.28 特別児童扶養手当認定請求却下処分の取消（第 3 号） 
児童手当・特例給付受給事由消滅処分の取消（29 年
度 56 号） 

第７回 H30.10.25 特別児童扶養手当認定請求却下処分の取消（第 3 号） 
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 44号） 
特別児童扶養手当額改定処分の取消（29 年度 51 号） 
児童手当・特例給付受給事由消滅処分の取消（29 年
度 56 号） 

第８回 H30.11.9 特別児童扶養手当資格喪失処分の取消（29年度 44号） 
特別児童扶養手当額改定処分の取消（29 年度 51 号） 
児童手当・特例給付受給事由消滅処分の取消（29 年
度 56 号） 

○第３部会（生活保護等） 

回 数 開催日 案 件 
第１回 H30.4.20 生活保護申請却下決定処分の取消（29 年度 40 号） 

費用返還決定処分の取消（29 年度 42 号） 
生活保護変更決定処分の取消（29 年度 48 号）※ 
生活保護開始申請却下決定処分の取消（29年度 54号） 
費用徴収決定処分の取消（29 年度 58 号） 

第２回 H30.5.14 生活保護変更決定処分の取消（29 年度 48 号） 
費用徴収決定処分の取消（29 年度 58 号）※ 

第３回 H30.6.22 生活保護変更決定処分の取消（第 4 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 5 号） 
費用徴収決定処分の取消（29 年度 58 号） 

第４回 H30.7.13 生活保護変更決定処分の取消（第 4 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 5 号） 

第５回 H30.8.3 生活保護変更決定処分の取消（第 4 号）※ 
生活保護変更決定処分の取消（第 5 号） 

第６回 H30.8.10 生活保護変更決定処分の取消（第 4 号） 
費用返還決定処分の取消（第 8 号） 



 

第７回 H30.9.10 生活保護変更決定処分の取消（第 4 号） 
費用返還決定処分の取消（第 8 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 11 号） 
生活保護申請却下決定処分の取消（第 12 号） 

第８回 H30.10.1 生活保護変更決定処分の取消（第 4 号） 
費用返還決定処分の取消（第 8 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 11 号） 
生活保護申請却下決定処分の取消（第 12 号） 
費用返還決定処分の取消（第 13 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 14 号） 

第９回 H30.10.22 生活保護変更決定処分の取消（第 11 号）※ 
生活保護廃止決定処分の取消（第 16 号） 

第１０回 H30.11.12 生活保護変更決定処分の取消（第 11 号） 
生活保護申請却下決定処分の取消（第 12 号） 
費用返還決定処分の取消（第 13 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 14 号） 
生活保護廃止決定処分の取消（第 16 号） 
施設入所措置の取消（29 年度 59 号） 

第１１回 H30.12.5 費用返還決定処分の取消（第 13 号） 
生活保護変更決定処分の取消（第 14 号） 
生活保護廃止決定処分の取消（第 16 号） 
施設入所措置の取消（29 年度 59 号） 

第１２回 H30.12.25 生活保護申請却下決定処分の取消（第 17 号） 
費用返還決定処分の取消（第 18 号） 

第１３回 H31.1.31 生活保護申請却下決定処分の取消（第 17 号） 
費用返還決定処分の取消（第 18 号） 
生活保護廃止決定処分の取消（第 19 号） 
生活保護停止決定処分及び廃止決定処分の取消（第
20 号） 

第１４回 H31.2.25 生活保護申請却下決定処分の取消（第 17 号） 
費用返還決定処分の取消（第 18 号） 
生活保護廃止決定処分の取消（第 19 号）※ 
生活保護停止決定処分及び廃止決定処分の取消（第
20 号） 
費用返還決定処分の取消（第 23 号） 
生活保護廃止決定処分の取消（第 24 号） 
費用返還決定処分の取消（第 25 号） 

  ※は口頭意見陳述又は意見聴取の実施 

 


