
秋田県行政不服審査会開催状況

●平成２８年度

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

平成28年7月6日
秋田地方総合庁舎６階
総611会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成28年諮問第1号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分
書面審査
答申の決定

秋田県知事

平成28年8月23日
秋田地方総合庁舎６階
総609会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成28年諮問第2号(県)
（第１回）

特別児童扶養手当有期再認定処分 書面審査 秋田県知事

平成28年8月31日
秋田地方総合庁舎６階
総609会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成28年諮問第2号(県)
（第２回）

特別児童扶養手当有期再認定処分 答申の決定 秋田県知事

平成28年11月24日 ルポールみずほ会議室 柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
平成28年諮問第3号(県)
（第１回）

生活保護費返納処分 書面審査 秋田県知事

平成28年12月1日
秋田地方総合庁舎６階
総604会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
平成28年諮問第3号(県)
（第２回）

生活保護費返納処分 答申の決定 秋田県知事

平成28年12月12日
秋田地方総合庁舎６階
総602会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成28年諮問第4号(県)
（第１回）

身体障害者手帳等級認定処分 書面審査 秋田県知事

平成28年12月21日
秋田地方総合庁舎６階
総602会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成28年諮問第4号(県)
（第２回）

身体障害者手帳等級認定処分 答申の決定 秋田県知事

●平成２９年度

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

平成29年4月26日
秋田県庁舎７階
71会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成29年諮問第2号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分 書面審査 秋田県知事

平成29年5月11日
ルポールみずほ会議室
「さくら」

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、永野淳子委員
平成29年諮問第2号(県)
（第２回）

生活保護費変更決定処分 答申の決定 秋田県知事

平成29年5月31日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

山本尚子委員（部会長）、小野勇造委員、佐藤寛稔委員
平成29年諮問第1号(市町村等)
（第１回）

市税等減免不承認処分（国民健康保険
税）

書面審査 能代市長

平成29年6月15日
秋田地方総合庁舎６階
総602会議室

山本尚子委員（部会長）、小野勇造委員、佐藤寛稔委員
平成29年諮問第3号(市町村等)
（第１回）

個人市県民税賦課決定処分
書面審査
答申の決定

能代市長

平成29年7月13日
ルポールみずほ会議室
「きり」

山本尚子委員（部会長）、小野勇造委員、佐藤寛稔委員
平成29年諮問第1号(市町村等)
（第２回）

市税等減免不承認処分（国民健康保険
税）

口頭意見陳述 能代市長

平成29年8月9日
ルポールみずほ会議室
「さくら」

山本尚子委員（部会長）、小野勇造委員、佐藤寛稔委員
平成29年諮問第1号(市町村等)
（第３回）

市税等減免不承認処分（国民健康保険
税）

答申の決定 能代市長
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開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

平成29年12月26日
ルポールみずほ会議室
「きり」

柴田隆志委員（部会長）、小野勇造委員、佐藤寛稔委員
平成29年諮問第5号(県)
（第１回）

不動産取得税課税処分 書面審査 秋田県知事

平成30年1月19日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

柴田隆志委員（部会長）、小野勇造委員、佐藤寛稔委員
平成29年諮問第5号(県)
（第２回）

不動産取得税課税処分 答申の決定 秋田県知事

●平成３０年度

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

平成30年8月21日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、井上善行委員
平成30年度諮問第2号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分 書面審査 秋田県知事

平成30年8月27日
ルポールみずほ会議室
「きり」

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、井上善行委員
平成30年度諮問第2号(県)
（第２回）

生活保護費変更決定処分 答申の決定 秋田県知事

●平成３１年度（令和元年度）

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和元年5月21日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
平成30年度諮問第4号(市町村等)
（第１回）

固定資産税滞納による債権差押処分 書面審査 鹿角市長

令和元年5月23日
秋田地方総合庁舎６階
総604会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
平成30年度諮問第3号(市町村等)
（第１回）

国民健康保険税減免不承認処分 書面審査 湯沢市長

平成30年度諮問第4号(市町村等)
（第２回）

固定資産税滞納による債権差押処分 書面審査 鹿角市長

平成31年度諮問第1号(市町村等)
（第１回）

固定資産税等滞納による債権差押処分 書面審査 湯沢市長

令和元年6月18日
秋田地方総合庁舎６階
総602会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
平成30年度諮問第3号(市町村等)
（第２回）

国民健康保険税減免不承認処分
書面審査
口頭意見陳述

湯沢市長

平成30年度諮問第4号(市町村等)
（第３回）

固定資産税滞納による債権差押処分 書面審査 鹿角市長

平成31年度諮問第1号(市町村等)
（第２回）

固定資産税等滞納による債権差押処分 答申の決定 湯沢市長

令和元年7月31日
秋田地方総合庁舎６階
総604会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
平成30年度諮問第3号(市町村等)
（第３回）

国民健康保険税減免不承認処分 答申の決定 湯沢市長

令和元年8月21日
秋田地方総合庁舎６階
総602会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
平成30年度諮問第4号(市町村等)
（第４回）

固定資産税滞納による債権差押処分 答申の決定 鹿角市長

令和元年6月14日
秋田地方総合庁舎６階
総604会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員

令和元年7月16日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
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開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和2年1月15日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、井上善行委員
令和元年度諮問第2号(県)
（第１回）

生活保護費費用返還額決定処分 書面審査 秋田県知事

令和元年度諮問第3号～第93号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 書面審査 秋田県知事

令和元年度諮問第94号(県)
（第１回）

生活保護費費用返還額決定処分 書面審査 秋田県知事

令和2年3月6日
秋田地方総合庁舎６階
総601会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、井上善行委員
令和元年度諮問第2号(県)
（第２回）

生活保護費費用返還額決定処分 答申の決定 秋田県知事

令和2年3月24日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、井上善行委員
令和元年度諮問第3号～第93号(県)
（第２回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 書面審査 秋田県知事

●令和２年度

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和2年4月22日
秋田地方総合庁舎６階
総604会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和元年度諮問第96号(県)
（第１回）

自動車税減免不承認決定処分 書面審査 秋田県知事

令和元年度諮問第94号(県)
（第２回）

生活保護費費用返還額決定処分 答申の決定 秋田県知事

令和元年度諮問第3号～第93号(県)
（第３回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 書面審査 秋田県知事

令和元年度諮問第96号(県)
（第２回）

自動車税減免不承認決定処分 答申の決定 秋田県知事

令和元年度諮問第95号(市町村等)
（第１回）

国民健康保険税減免不承認処分 書面審査 由利本荘市長

令和2年5月28日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和元年度諮問第95号(市町村等)
（第２回）

国民健康保険税減免不承認処分 答申の決定 由利本荘市長

令和2年5月29日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和元年度諮問第3号～第93号(県)
（第４回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 答申の決定 秋田県知事

令和２年度諮問第1号(市町村等)
（第１回）

国民健康保険税減免不承認処分 書面審査 湯沢市長

令和２年度諮問第2号(市町村等)
（第１回）

国民健康保険税減免不承認処分 書面審査 湯沢市長

令和2年2月5日
秋田地方総合庁舎６階
総605会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、高橋清好委員、井上善行委員

令和2年5月1日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員

令和2年5月13日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員

令和2年6月29日
秋田県庁第ニ庁舎８階
81会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
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開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和２年度諮問第1号(市町村等)
（第２回）

国民健康保険税減免不承認処分 口頭意見陳述 湯沢市長

令和２年度諮問第2号(市町村等)
（第２回）

国民健康保険税減免不承認処分 口頭意見陳述 湯沢市長

令和２年度諮問第1号(市町村等)
（第３回）

国民健康保険税減免不承認処分 書面審査 湯沢市長

令和２年度諮問第2号(市町村等)
（第３回）

国民健康保険税減免不承認処分 書面審査 湯沢市長

令和２年度諮問第1号(市町村等)
（第４回）

国民健康保険税減免不承認処分 答申の決定 湯沢市長

令和２年度諮問第2号(市町村等)
（第４回）

国民健康保険税減免不承認処分 答申の決定 湯沢市長

令和3年2月3日
秋田地方総合庁舎６階
総603会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和２年度諮問第3号(県)
（第１回）

自動車税種別割減免不承認決定処分 書面審査 秋田県知事

令和3年2月24日
秋田県庁舎７階
73会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和２年度諮問第4号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分 書面審査 秋田県知事

令和3年3月8日
秋田県庁第ニ庁舎５階
52会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和２年度諮問第3号(県)
（第２回）

自動車税種別割減免不承認決定処分 答申の決定 秋田県知事

令和3年3月19日
秋田地方総合庁舎６階
総605会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和２年度諮問第4号(県)
（第２回）

生活保護費変更決定処分 答申の決定 秋田県知事

●令和３年度

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和3年6月25日
秋田地方総合庁舎６階
総609会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和3年度第1号～第69号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 書面審査 秋田県知事

令和3年7月5日
秋田地方総合庁舎６階
総608会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和3年度諮問第71号(県)
（第１回）

法人県民税、法人事業税、特別法人事
業税及び不申告加算金決定処分

書面審査 秋田県知事

令和3年7月12日
秋田地方総合庁舎６階
総608会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
令和3年度諮問第70号(市町村等)
（第１回）

行政文書公開請求拒否決定処分 手続審査 湯沢市長

令和3年7月28日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和3年度第1号～第69号(県)
（第２回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 書面審査 秋田県知事

令和3年8月30日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和3年度第1号～第69号(県)
（第３回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 答申の決定 秋田県知事

令和2年7月10日
秋田地方総合庁舎４階
総404会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員

令和2年7月31日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員

令和2年8月28日
秋田地方総合庁舎６階
総602会議室

柴田隆志委員（部会長）、橋本里花委員、小野寺倫子委員
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開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和3年9月2日
秋田地方総合庁舎６階
総604会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和3年度諮問第71号(県)
（第２回）

法人県民税、法人事業税、特別法人事
業税及び不申告加算金決定処分

答申の決定 秋田県知事

令和3年度諮問第72号(市町村等)
（第１回）

固定資産価格及び税額の更正決定処
分

書面審査 仙北市長

令和3年度諮問第73号(市町村等)
（第１回）

固定資産税減免不承認決定処分 書面審査 仙北市長

令和3年11月11日
秋田県庁第二庁舎４階
高機能会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和3年度諮問第73号(市町村等)
（第２回）

固定資産税減免不承認決定処分 答申の決定 仙北市長

令和3年12月14日
秋田地方総合庁舎６階
総605会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和3年度諮問第72号(市町村等)
（第２回）

固定資産価格及び税額の更正決定処分書面審査 仙北市長

令和4年1月7日
秋田地方総合庁舎４階
総404会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員
令和3年度諮問第72号(市町村等)
（第３回）

固定資産価格及び税額の更正決定処分答申の決定 仙北市長

令和4年2月25日
秋田地方総合庁舎６階
総601会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和3年度諮問第143号(県)
（第１回）

精神障害者保健福祉手帳等級変更認
定処分

書面審査 秋田県知事

令和4年3月18日
秋田地方総合庁舎５階
総503会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和3年度諮問第143号(県)
（第２回）

精神障害者保健福祉手帳等級変更認
定処分

答申の決定 秋田県知事

令和4年3月23日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、門脇琢也委員、井上善行委員
令和3年度第74号～第142号(県)
（第１回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 書面審査 秋田県知事

●令和４年度

開催日 開催場所 出席委員 諮問番号（審議回数） 事案 内容 審査庁

令和3年度第74号～第142号(県)
（第２回）

生活保護費変更決定処分（基準改定） 答申の決定 秋田県知事

令和3年度諮問第145号(県)（第１回）
精神障害者保健福祉手帳更新不承認
処分

書面審査 秋田県知事

令和4年5月10日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、田口悟委員、井上善行委員 令和3年度諮問第145号(県)（第２回）
精神障害者保健福祉手帳更新不承認
処分

答申の決定 秋田県知事

令和4年5月18日
秋田地方総合庁舎５階
総503会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員 令和3年度諮問第144号(県)（第１回） 法人県民税更正決定処分 書面審査 秋田県知事

令和4年5月31日
秋田地方総合庁舎５階
総503会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員 令和3年度諮問第144号(県)（第2回） 法人県民税更正決定処分 答申の決定 秋田県知事

令和4年7月8日
秋田地方総合庁舎地
階
総B01会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、田口悟委員、井上善行委員 令和4年度諮問第１号（県）（第1回） 保護変更申請却下決定処分 書面審査 秋田県知事

令和3年10月19日
秋田地方総合庁舎６階
総606会議室

山本尚子委員（部会長）、加賀谷均委員、佐藤寛稔委員

令和4年4月26日
秋田地方総合庁舎６階
総611会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、田口悟委員、井上善行委員
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令和4年8月3日
秋田地方総合庁舎６階
総607会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、田口悟委員、井上善行委員 令和4年度諮問第１号（県）（第2回） 保護変更申請却下決定処分 口頭意見陳述 秋田県知事

令和4年8月8日
秋田地方総合庁舎５階
総503会議室

髙橋佑輔委員（部会長）、田口悟委員、井上善行委員 令和4年度諮問第2号（県）（第1回）
精神障害者保健福祉手帳等級更新決
定処分

書面審査 秋田県知事
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