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㹙୍⯡ᩍ㣴⛉┠㹛㸦㸲㸰ၥ୰㸰㸮ၥ㑅ᢥ㸸㸯ၥࡘࡁ㸱Ⅼ㸪㸴㸮Ⅼ‶Ⅼ㸧
［憲法］

ࠝ➨㸯ၥࠞ
〔第１問〕（配点：２）
㏆௦ᅜᐙࡀㄌ⏕ࡍࡿࡲ࡛ࡶ㸪ᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ἲࡀసࡽࢀ㸪సࡽࢀࡓἲࡢᨵᐃࡸ⾜⣽
人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っているも
๎ࡢไᐃ㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࡢ㞟ᡂࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋḟࡢࡽ࢚ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶࡑࡢ࡛
のには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№１］）
࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢグ㏙ࢆᖺ௦㡰㓄ิࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ
ア．外国人の場合には，我が国との関係が日本国民とは異なるので，日本国民に比べて裁判を受
㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸯㹛㸧
ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。

イ．法人は，現代社会におけるその役割の重要性からすると，全ての人権について，自然人と同
㸬ࡇࡢἲ௧ࡣ㸪ࠕኳᏊㅖⱁ⬟ࡢ㸪➨୍ᚚᏛၥஓࠋᏛࡤࡊࢀࡤ๎ࡕྂ㐨᫂ࡽ࡞ࡽࡎࠋ⪋
程度の保障を受ける。
ࡋ࡚ኴᖹࢆ⮴ࡍࡣᮍࡔஅࢀ᭷ࡽࡊࡿஓࠋ㈆ほᨻせࡣ᫂ᩥஓࠋᐶᖹ㑇ㄕࡣ⤒ྐࢆ❓ࡵࡊࡿ㞪
ウ．未成年者は，精神的・肉体的に未成熟なことから，成人とは異なった特別の保護を必要とす
ࡶ㸪⩌᭩せࢆㄙ⩦ࡍபࠎࠋḷࡣගᏕኳⓚࡼࡾᮍࡔ⤯࠼ࡎࠋ⥡ㄒࡓࡾ㞪ࡶ㸪ᡃᅜࡢ⩦
る場合があり，このような趣旨から，憲法は児童の酷使を禁止している。
ஓࠋᲠ࡚⨨ࡃࡽࡎபࠎࠋ⚗⛎㕒㍕ࡍࡿᡤࡢᚚ⩦Ꮫᑓࡽせೃࡢࠋࠖ࠸࠺➨㸯᮲
１．ア○ イ○ ウ○
２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ× ウ○
ࡽጞࡲࡾ㸪Ṋᐙࡀබᐙࢆつไࡍࡿෆᐜࢆᣢࡕ㸪Ṋᐙࡢୡ࠾ࡅࡿᮅᘐࡢἲⓗᯟ⤌ࡳࢆసࡗࡓ
４．ア○ イ× ウ×
５．ア× イ○ ウ○
６．ア× イ○ ウ×
ࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ
７．ア× イ× ウ○
８．ア× イ× ウ×
㸬ࡇࡢἲ௧ࡣ㸪ࠕྈ࡞ࢆࡋࢀࡿ≀ࡢୡ㛫࠾ࡃೃࡈࡃ㸪࠶ࡲࡡࡃேᚰ࠼ࡸࡍࡽࡏࢇ
ࡓࡵ㸪Ṋᐙࡢேࡢィࡽࡦࡢࡓࡵࡤࡾೃࠋࡇࢀࡼࡾ࡚ி㒔ࡢᚚἋử㸪ᚊ௧ࡢ࠾ࡁ࡚
〔第２問〕
（配点：３）
⪵ࡶᨵࡲࡿࡁ࠶ࡽࡎೃஓࠋ
ࠖ࠸࠺┠ⓗ࡛ไᐃࡉࢀࡓࠋ
法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について
，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，
࢘㸬ࡇࡢἲ௧ࡣ㸪᮲ࡢ᮲ᩥࡢᮎᑿࠕྑ᮲ࠎ㸪㐃ࠎᛮᙜࡿࡋࡓࡀࡦ࡚㸪ศᅜࡢࡓࡵ㸪ࡦ
それぞれ正しい場合には１を
，誤っている場合には２を選びなさい。
（解答欄は，アからウの順に[№
ࡑࡋࡿࡋࢆࡃᡤஓࠋᙜேࠎᑠ㈼ࡋࡃ࡞ࡾ㸪ࡣࡽࡊࡿඹ┦ㄽஅ㛫㸪Ṉ᮲┠ࢆࡲ㸪
２］から
［№４］）
ව࡚ࡼࡾ࠾ࡋࡘࡃࡿ≀ஓࠋࠖไᐃࡢ┠ⓗࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪂ࡋ࠸యไࡋ࡚ࡢ⊂⮬ࡢุ
ア．日本国籍は重要な法的地位であり，父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意
ᇶ‽ࢆᐃ❧ࡋࡼ࠺ࡋࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ
思や努力によっては変えられない事柄であることから，こうした事柄により国籍取得に関して
࢚㸬ࡇࡢἲ௧ࡣ㸪ኳⓚࡢࢆ࠺ࡅ࡚㸪
ࠕྂࢆ࿘ᐊᤚ ࡉࡄ ࡾ㸪ᪧࢆ₎ᐙᢥࡧ㸪ᘯோ㈆ほ
区別することに合理的な理由があるか否かについては，慎重な検討が必要である。
［№２］
ࡢᘱᙇࢆྲྀᤞࡋ㸪Ọᚯ
࠼࠸ࡁ
㛤ඖࡢἢ㠉ࢆᅉ⬶ࡋ࡚ࠖ⦅ࡉࢇࡋࡓࡉࢀ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢἲ௧
イ．非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから，嫡出性の
ࡢ⾜⣽๎ࢆ㞟ᡂࡋ㸪ᨵᐃࡸ㏣ຍ࡞ࡶ⾜ࢃࢀ࡚㸪⾜⣽๎ࡋ࡚㞟ᡂࡉࢀࡓࠋ
有無による法定相続分の区別の合理性については，立法目的自体の合理性及び当該目的と手段


との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。［№３］
㸯㸬
 ࢚ ࢘
ウ．尊属殺という特別の罪を設け，刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが，加重
㸰㸬
࢘  ࢚
の程度が極端であって，立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し，これを正当化し得べ
㸱㸬
࢚ ࢘ 
き根拠を見出し得ないときは，その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
［№４］
㸲㸬࢚   ࢘
㸳㸬࢚  ࢘ 


ࠝ➨㸰ၥࠞ
ḟࡢ࠙ᖺ⾲ࠚࡣ㸪㏆௦᪥ᮏࡢᨻྐୖࡢ㔜せ࡞ฟ᮶ࢆ୪ࡓࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢ㛫ࡢᮇࢆࡽ
࢜ࡲ࡛࡛♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡽ࢜ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࠾ࡅࡿฟ᮶ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ
࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸰㹛㸧

࠙ᖺ⾲ࠚ
ᛂ㸦㸧ᖺ  ⋤ᨻྂࡢྕ௧ࡀⓎࡏࡽࢀࡿࠋ
   
᫂㸦㸧ᖺ  ᫂༑ᅄᖺࡢᨻኚࡀ㉳ࡇࡿࠋ
   
᫂㸦㸧ᖺ  ᪥ᮏᖇᅜ᠇ἲⓎᕸ
   ࢘
ṇ㸦㸧ᖺ  ṇᨻኚࡀ㉳ࡇࡿࠋ
   ࢚
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ṇ㸦㸧ᖺ  ⏨Ꮚ㝈ࡗࡓᬑ㏻㑅ᣲࡀไᗘࡉࢀࡿࠋ
〔第３問〕（配点：２）
   ࢜
信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，
㸦㸧ᖺ  ᪥ᮏᅜ᠇ἲබᕸ
正しいものには○，誤っているものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選

びなさい。（解答欄は，[№５］）
㸯㸬ࡢᮇ㸪⛛⚘ฎศ࡛ኈ᪘ࡣ‶ࢆເࡽࡏ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᖏย⚗Ṇ௧ᐙ⚘ᨭ⤥ᡴษࡾࡀᘬࡁ㔠
ア．生徒が自らの信仰に基づき，その通学する公立校で義務付けられている授業の履修を拒んだ
࡞ࡗ࡚ኈ᪘ࡀ┦ḟࡂ㸪᭱ࡢኈ᪘࡛࠶ࡿす༡ᡓதࡀຨⓎࡋࡓࠋ
ため不利益処分を受けることになっても，公教育が特例なしに実施されるべきであることに鑑
㸰㸬ࡢᮇ㸪Ẹ㆟㝔タ❧ᘓⓑ᭩ࡀᨻᗓᥦฟࡉࢀ㸪ᯈᇉ㏥ຓࡽࡢ❧ᚿ♫ࡀタ❧ࡉࢀࡿ࡞㸪
み，その不利益の内容や程度に関わりなく，これを受忍しなければならない。
㆟㛤タࢆせồࡍࡿ⮬⏤Ẹᶒ㐠ືࡀጞࡲࡗࡓࠋ
イ．僧侶がその業務として遂行した行為の結果，刑法上の犯罪構成要件に該当することになった
㸱㸬࢘ࡢᮇ㸪ゝㄽ࣭㞟ࡢ⮬⏤㸪ᆅ⛒㍍ῶ㸪እኻ⟇ࡢᤂᅇࢆᙇࡋࡓᘓⓑ㐠ືࡢ㧗ᥭᑐࡋ
場合，その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは，たとえそれが著しく社会的
࡚㸪ᨻᗓࡣಖᏳ᮲ࢆබᕸࡋ࡚㸪୰ỤẸࡽࢆⓚᒃእ㔛ࡢᆅ㏣ᨺࡋࡓࠋ
妥当性を欠くものであっても，正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
㸲㸬࢚ࡢᮇ㸪ᅜᐙࡢᨻ⟇ࡋ࡚ࡢᡓதᨺᲠࢆᐉゝࡋ㸪ᅜ㝿⣮தࡢᖹⓗᡭẁࡼࡿゎỴࢆ┒ࡾ
ウ．宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため，裁判所から宗教法
㎸ࢇࡔᡓ᮲⣙ࡀࣃ࡛ࣜ⥾⤖ࡉࢀ㸪⏣୰⩏୍ෆ㛶ࡣ࣭⡿࣭ⱥ࣭⊂ࡶࡇࢀㄪ༳ࡋࡓࠋ
人法所定の解散命令を受け，法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上
㸳㸬࢜ࡢᮇ㸪ᾏ㌷ࡢ㌷ഛไ㝈㛵ࡍࡿ᮲⣙ࡀ࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥ⥾⤖ࡉࢀ㸪᪥࣭⡿࣭ⱥ࣭࣭ఀࡢ㛫
で支障が生じても，その支障は間接的で事実上のものにとどまるので，やむを得ない。
࡛ຊⰄ࣭⯟✵ẕⰄࡢಖ᭷ࢺࣥᩘࡢྲྀỴࡵࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
１．ア○ イ○ ウ○
２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ× ウ○
４．ア○ イ× ウ×
５．ア× イ○ ウ○
６．ア× イ○ ウ×
ࠝ➨㸱ၥࠞ
７．ア× イ× ウ○
８．ア× イ× ウ×
ΎᮅᮎᮇࡢṔྐࡣ㸪 ࡢᅜ࡛࠶ࡿ୰ᅜࡀิᙉᶒ┈ࢆᾐ㣗ࡉࢀࡿṔྐ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋୡ⣖
௨㝆ࡢΎᮅࡼࡿᑐእ᮲⣙࡞ࡘ࠸࡚ࡲࡵࡓḟࡢ࠙ᖺ⾲ࠚࡢྛୗ⥺㒊ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓグ㏙
〔第４問〕
（配点：３）
ࡋ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸱㹛㸧
憲法第２１条第２項前段の「検閲」に関する次のアからウまでの各記述について，ｂの見解がａ
 の見解の批判となっている場合には１を，そうでない場合には２を選びなさい。（解答欄は，アか
࠙ᖺ⾲ࠚ
らウの順に
[№６］から［№８］）
すᬺ㸦ᖺ㸧
ฟ᮶
ア．ａ．名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を，裁判所の仮処分により事前差

㸦㸯㸧༡ி᮲⣙
止めするのは
，「検閲」に該当しない。

ࢢࣥ᮲⣙
ｂ．「検閲」の解釈に当たっては，過去に検閲が行政権により濫用されたという歴史的経緯

㸦㸰㸧ி᮲⣙
を踏まえる必要がある。
[№６］

ࣜ᮲⣙
イ．ａ．外国で出版済みの書籍について，輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に

㸦㸱㸧ኳὠ᮲⣙
該当するか否かを税関が検査するのは
，「検閲」に該当しない。

㸦㸲㸧ୗ㛵᮲⣙
ｂ．「検閲」は，表現の自由に対する制約という側面と，この自由と一体をなす知る権利に

㸦㸳㸧ி㆟ᐃ᭩[№７］
対する制約という側面がある。

㎞㠉ࡀጞࡲࡿ
ウ．ａ．受刑者の逃走防止等を目的として，その発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前

୰⳹Ẹᅜࡀᘓᅜࡉࢀࡿ
に検査するのは
，「検閲」に該当しない。


ｂ．「検閲」の禁止は，国民に対する関係では，絶対的に禁止されるが，特殊の法律関係に
ある者については，異なる取扱いが認められる。[№８］
㸯㸬࣊ࣥᡓதࡢ⤖ᯝࡋ࡚⥾⤖ࡉࢀࡓୗ⥺㒊㸦㸯㸧ࡢ᮲⣙࡛ࡣ㸪ࢠࣜࢫࡀ㸪㤶
ᗈᕞ࡞せ

ࡢ㛤

ᓥࡢㆡ㸪

㸪⧳㊊㸦࡚ࢇࡑࡃ㸧ࡢᗫṆ࡞ࢆΎᮅㄆࡵࡉࡏࡓࠋ

㸰㸬࣮ࣟྕ௳ࡢ⤖ᯝࡋ࡚⥾⤖ࡉࢀࡓୗ⥺㒊㸦㸰㸧ࡢ᮲⣙࡛ࡣ㸪ࢠࣜࢫࣟࢩࡀ㸪ኳὠ
ࡢ㛤

㸪࢟ࣜࢫࢺᩍᕸᩍࡢ⮬⏤㸪㱟༙ᓥ༡➃ࡢࢠࣜࢫࡢㆡ࡞ࢆΎᮅㄆࡵࡉࡏࡓࠋ

㸱㸬࣋ࢺࢼ࣒ࡢಖㆤᅜࢆࡵࡄࡿᡓ㜚ࡢ⤖ᯝࡋ࡚⥾⤖ࡉࢀࡓୗ⥺㒊㸦㸱㸧ࡢ᮲⣙࡛ࡣ㸪ࣇࣛࣥ
ࢫࡀ㸪࣋ࢺࢼ࣒ࡢ᐀ᶒࢆΎᮅᨺᲠࡉࡏࡓࠋ
㸲㸬᪥Ύᡓதࡢ⤖ᯝࡋ࡚⥾⤖ࡉࢀࡓୗ⥺㒊㸦㸲㸧ࡢ᮲⣙࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡀ㸪ᮅ㩭ࡢ⊂❧㸪ྎ‴ࡸጾ
ᾏ⾨ࡢㆡ㸪൨୧ࡢ㈺ൾ㔠࡞ࢆΎᮅㄆࡵࡉࡏࡓࠋ
㸳㸬ኴᖹኳᅜࡢࡢ㙠ᅽᚋ⥾⤖ࡉࢀࡓୗ⥺㒊㸦㸳㸧ࡢྲྀỴࡵ࡛ࡣ㸪᪥ᮏࣟࢩࢆຊࡍࡿ
㐃ྜ㌷ࡀ㸪ከ㢠ࡢ㈺ൾ㔠እᅜ㌷ࡢி㥔␃ࢆΎᮅㄆࡵࡉࡏࡓࠋ
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ࠝ➨㸲ၥࠞ
〔第５問〕（配点：２）
➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢୡ⏺ࡣ㸪㈨ᮏ⩏ᅜ࣓ࣜ࢝ࢆ୰ᚰࡍࡿすഃ㝕Ⴀඹ⏘⩏ᅜࢯ㐃ࢆ୰
学問の自由や大学の自治に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，誤っ
ᚰࡍࡿᮾഃ㝕Ⴀศ᩿ࡉࢀ㸪ᵝࠎ࡞ᑐ❧ࡀ㢧ᅾࡋࡓࠋḟࡢࡽ࢜ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡣ㸪෭ᡓୗ
ているものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。
（解答欄は，[№
࠾ࡅࡿୡ⏺ࡢฟ᮶ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ௦ࡀୗࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ᖺ௦㡰୪ࡓ
９］）
ሙྜ㸪␒┠᮶ࡿࡶࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸲㹛㸧
ア．教授の自由の保障は，その沿革上，高等教育の場である大学に限られ，普通教育の場におけ

る教師の教授の自由は，学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではな
㸬ࣥࢻࢩࢼ༙ᓥ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᖺ㸪ࢦ㸻ࢹࣥ㸻ࢪ࢚࣒ᨻᶒࢆᨭࡍࡿࡓࡵ࣋ࢺࢼ࣒ᑐࡋ
い。
⇿ᧁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࣓ࣜ࢝㌷ࡀ㠃᧔㏥ࡋࡓࠋ
イ．大学は，自治権を有し，その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有するこ
㸬࣮࢟ࣗࣂ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᖺ㸪๓ᖺࡇࡢᆅᡂ❧ࡋࡓ♫⩏ᅜᐙࢆᨭࡍࡿࢯ㐃ࡼࡾ࣑ࢧ
とから，警察は，大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはで
ࣝࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓࠋ
きない。
࢘㸬ࢻࢶ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᖺ㸪ᕷẸࡼࡿᮾഃࡽすഃࡢ⬺ฟࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵ㸪࣋ࣝࣜࣥࢆᮾす
ウ．大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として，当該学部が当該教
ศ᩿ࡍࡿቨࡢᘓタࡀጞࡲࡗࡓࠋ
授の授業開講を認めない措置を採るような場合には，学問の自由と大学の自治とが対立的な関
࢚㸬ࢳ࢙ࢥࢫࣦ࡛ࣟ࢟ࡣ㸪ࡇࡢᖺ㸪ࢻࣉࢳ࢙ࢡࡀ㐍ࡵࡓẸᨵ㠉ࡢὶࢀࢆ᩿ࡕษࡿ㌷
係に立つ。
ධࡀࢯ㐃࡞ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓࠋ
１．ア○ イ○ ウ○
２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ× ウ○
࢜㸬ᮅ㩭༙ᓥ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᖺ㸪ᮾす㝕Ⴀࡢᨭࢆཷࡅ࡚ᡓࡋ࡚࠸ࡓᮅ㩭ഃ㡑ᅜഃࡢ㛫ఇᡓ
４．ア○ イ× ウ×
５．ア× イ○ ウ○
６．ア× イ○ ウ×
༠ᐃࡀ⤖ࡤࢀࡓࠋ
７．ア×
イ× ウ○


８．ア×

イ×

ウ×

㸯㸬
〔第６問〕
（配点：３）
㸰㸬
社会保障制度の合憲性をめぐる理由に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の
㸱㸬࢘
判例の趣旨に照らして，それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。
（解
㸲㸬࢚
答欄は，アからウの順に[№10］から［№12］）
㸳㸬࢜
ア．限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり，国が自国民を在留外国人より優先的に扱う


ことは許されるが，特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは，不
ࠝ➨㸳ၥࠞ
合理な差別となる。[№10］
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ㐍ᒎࡶᅜቃࢆ㉺࠼࡚⛣ືࡍࡿேࠎࡣ୍ᒙቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋḟࡢ㸿ࡽ㹃
イ．障害基礎年金の受給に関し，保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に
ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡣ㸪⛣Ẹࡸእᅜேປാ⪅ࢆከࡃཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿ࣓ࣜ࢝㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸪ࢡ࢙࢘
関連するから，保険料負担能力のない２０歳以上６０歳未満の者のうち学生とそれ以外の者と
࣮ࢺ㸪ࢻࢶཪࡣࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ⛣Ẹࡸእᅜேປാ⪅ࡢືྥࡸ≉ᚩࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
の間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても，不合理とはいえない。[№11］
ࡿࠋḟࡢ㸿ࡽ㹃ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡀ♧ࡍᅜྡࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶࡢࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰
ウ．生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは，単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う
ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸳㹛㸧
反射的利益ではなく，法的権利であるから，保護基準の改定（老齢加算の廃止）に基づく保護


の不利益変更は，その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。[№12］
㸿㸬➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢປാຊ㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵእᅜேປാ⪅ࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀࡓࠋࢺࣝࢥࡸ

༡Ḣ࣭ᮾḢࡽ⛣ఫࡋ㸪ᐃ╔ࡋࡓ⪅ࡀከ࠸ࠋ
〔第７問〕
（配点：３）
㹀㸬ᖺ௦๓༙࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ⓑே୰ᚰ⩏ࡽࡢ㌿ࢆᯝࡓࡋ㸪⛣Ẹཷධࢀ࠾ࡅࡿே
公務員の争議権に関する次のアからウまでの各記述について
，いわゆる全農林警職法事件判決（最
✀࣭Ẹ᪘ᕪูࡀᗫṆࡉࢀࡓࠋࡑࢀ௨㝆ࡣࢪࡽࡢ⛣Ẹࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
高裁判所昭和４８年４月２５日大法廷判決，刑集２７巻４号５４７頁）以降の最高裁判所の判例の
趣旨に照らして
，それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。
（解答欄は，
㹁㸬⥲ປാຊேཱྀ༨ࡵࡿእᅜேࡢྜࡀ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉ࣛࣈㅖᅜࡸ༡ࢪ
アからウの順に
[№13］から［№15］）
ࡽࡢฟ✌ࡂປാ⪅ࡀከ࠸ࠋ

ア．国家公務員は，その地位の特殊性や職務の公共性に加え，勤労条件が法律・予算により定め
㹂㸬ᖺ௦⛣Ẹἲࡀᨵṇࡉࢀ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔᭰ࢃࡾࢪࡸࣛࢸ࣓ࣥࣜ࢝ࡽࡢ⛣Ẹ
られており，人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすれば，その争議
ࡀቑຍࡋࡓࠋᖺ⌧ᅾ㸪ୡ⏺࡛᭱ࡶከࡃࡢ⛣Ẹࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
行為を全面的に禁止することは，やむを得ない制約である。[№13］
㹃㸬ᅜෆࡢேཱྀࡸປാຊ㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵ⛣Ẹࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀ࡚ࡁࡓࠋᪧ᳜Ẹᆅ࡛


イ．人事院勧告の実施が凍結され，労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実
࠶ࡗࡓࣇࣜ࢝㸪༡Ḣࡽࡢ⛣Ẹࡀከ࠸ࠋ
際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には，国家公務員がその正常な運用を要求して
相当な手段態様で争議行為を行うことは，憲法上保障される。
[№14］
㸯㸬㸿
ࣇࣛࣥࢫ  㹀 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ  㹁 ࢻࢶ  㹂
ࢡ࢙࣮࢘ࢺ  㹃 ࣓ࣜ࢝
ウ．非権力的な労務に従事する現業の国家公務員は憲法第２８条の勤労者にほかならず，労働基
㸰㸬㸿
ࣇࣛࣥࢫ  㹀 ࢻࢶ  㹁 ࢡ࢙࣮࢘ࢺ  㹂 ࣓ࣜ࢝  㹃 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
本権の保障を受けるから，全体の奉仕者であることを理由として，非現業の国家公務員と同様
㸱㸬㸿
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ  㹀 ࣇࣛࣥࢫ  㹁 ࢻࢶ  㹂 ࢡ࢙࣮࢘ࢺ  㹃 ࣓ࣜ࢝
 に争議行為を全面的に禁止することは，合理的な理由を欠く。[№15］
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㸲㸬㸿 ࢻࢶ  㹀 ࣇࣛࣥࢫ  㹁 ࣓ࣜ࢝  㹂 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ  㹃 ࢡ࢙࣮࢘ࢺ
〔第８問〕（配点：２）
㸳㸬㸿 ࢻࢶ  㹀 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ  㹁 ࢡ࢙࣮࢘ࢺ  㹂 ࣓ࣜ࢝  㹃 ࣇࣛࣥࢫ
憲法第９条について，第１項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし，

第２項は第１項全体の企図する目的，すなわち，日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠
ࠝ➨㸴ၥࠞ
実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに，その実効性を確保するために，一切の戦力の
ḟࡢ࠙ㄝ᫂ࠚࢆཧ⪃㸪㸿ࡽ㹂ࡲ࡛ࡢḷࢆ᪑ࡢ㡰୪ࡓࡶࡢࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ᚋグ
不保持を定めるとともに，国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見
㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸴㹛㸧
解がある。次のアからウまでの各記述について，この見解と整合するものには○，整合しないもの

には×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，[№16］）
࠙ㄝ᫂ࠚ
ア．およそ国際紛争解決の手段でない戦争というものは現実にはあり得ず，侵略戦争と自衛戦争
ḷ⪺ࡃ㸪ࠕᯖモࠖࠕᗎモࠖࠕモࠖࠕ⦕ㄒࠖ࠸ࡗࡓ㞴ࡋ࠸⾲⌧ᢏἲࢆᛮ࠸ᾋࡿேࡶ
等を峻別することは困難である。
ከ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ☜㸪ࠕ࠶ࡋࡧࡁࡢᒣ㫽ࡢᑿࡢࡋࡔࡾᑿࡢ㛗ࠎࡋኪࢆࡦࡾࡶᐷࡴࠖࡸࠕⰼࡢ
イ．非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は第９条第２項にあり，同項は，単なる確認的規定では
Ⰽࡣ⛣ࡾࡅࡾ࡞࠸ࡓ࡙ࡽᡃࡀ㌟ୡࡩࡿ࡞ࡀࡵࡏࡋࡲࠖࡢࡼ࠺㸪ேཱྀ⮊⅝㸦࠸ࡋ
なく，実質的な意義を有する規定と解するべきである。
ࡷ㸧ࡋࡓᢏᕦⓗ࡞ḷࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࠗⴥ㞟࠘ࡢࠕᮾḷࠖࡸࠕ㜵ேḷࠖࡢࡼ࠺㸪⣲ᮔ࡛⋡┤࡞ឤ
ウ．国際法上，交戦権とは，敵国領土の占領，船舶の臨検・拿捕，あるいは敵国兵力の破壊を行
ࢆャࢇࡔḷࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᛮ࠺㸪ᢏᕦⓗ࡞ḷࢆャࡴࡇࡣ㒔ேࡢ▪ᣢ㸦ࡁࡻ࠺ࡌ㸧ࡢࡼ࠺࡞ࡶ
う権利など，交戦国に認められている諸権利のことをいう。
ࡢ࡛㸪㒔ࢆ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚ࡋࡲ࠼ࡤ㸪ࡓ࠼㈗᪘࡛࠶ࡗ࡚ࡶᢏᕦᤕࡽࢃࢀࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢࡶࡋࢀ
１．ア○ イ○ ウ○
２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ× ウ○
࡞࠸ࠋ
４．ア○ イ× ウ×
５．ア× イ○ ウ○
６．ア× イ○ ウ×
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢ➨ẁࠕᮾୗࡾࠖࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࢀࡢ㧗㈗࡞ዪᛶࢆᡭධࢀࡿࡇኻᩋ
７．ア×
イ× ウ○
８．ア× イ× ウ×
ࡋࡓ⏨ࡣ㸪ኻពࡢ࠺ࡕ㒔ࢆཤࡾ㸪ᮾᅜ᪑❧ࡗ࡚࠸ࡃࠋ⏨ྠ⾜ࡍࡿ⪅ࡣ㸪ேࡀᩘྡࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋෆேࡶ࡞ࡃ㸪㐨ࡶศࡽࡎ㸪㐣㓞࡞᪑࡛࠶ࡿࠋ㒔ࢆ㏣ࢃࢀࡓ⏨ࡣ㸪ࡶࡣࡸ㈗᪘࡛ࡣ࡞
〔第９問〕
（配点：３）
࠸ࠋᚰᛮ࠸ᾋࡪࡢࡣ㸪㒔ṧࡋ࡚ࡁࡓឡࡍࡿዪᛶࡢጼ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡢேࡣ㸪ࡲࡔ⚾ࡢࡇࢆᛮ
選挙に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，それ
ࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⏨ࡣࡦࡓࡍࡽᮾ᪑ࢆ⥆ࡅ㸪ࡘ࠸ࡣṊⶶࡢᅜࡓࡾ╔ࡃࠋ㐨୰㸪
ぞれ正しい場合には１を
，誤っている場合には２を選びなさい。
（解答欄は，アからウの順に[№17］
⏨ࡣ㤳ࡢḷࢆャࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪㒔ࢆ㐲ࡊࡿࡘࢀ࡚㸪ḷࡢャࡳࡪࡾࡣࡁࡃኚࡋ㸪ḟ➨
から［№19］）
ᢏᕦࢆ㞳ࢀ㸪┤ⓗ࡞⾲⌧㏆࡙࠸࡚࠸ࡃࠋ
ア．公職選挙法は，投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが，選挙
運動の重要性に照らすと，その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければな
㸿㸬▱ࡽࡠᒣࡣᐩኈࡢᕊ࠸ࡘ࡚㮵ࡢᏊࡲࡔࡽ㞷ࡢ㝆ࡿࡽࡴ
らない。［№17］
㹀㸬ࡽ⾰╔ࡘࡘ࡞ࢀࡋࡘࡲࡋ࠶ࢀࡤࡣࡿࡤࡿࡁࡠࡿ᪑ࢆࡋࡒᛮࡩ
イ．いわゆる立候補の自由は，選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり，自由かつ公正な選挙
㹁㸬ྡࡋ㈇ࡣࡤ࠸ࡊࡇၥࡣࡴ㒔㫽ࢃࡀᛮࡩேࡣ࠶ࡾࡸ࡞ࡋࡸ
を維持する上で極めて重要であるとして，憲法第１５条第１項によって保障されていると解
㹂㸬㥴Ἑ࡞ࡿᏱὠࡢᒣࡢ࠺ࡘࡘࡶክࡶே࠶ࡣࡠ࡞ࡾࡅࡾ
すべきである。［№18］


ウ．選挙や当選の効力に関する争訟において，誰が誰に対して投票したかを解明し，これを公
㸯㸬㹀Ѝ㸿Ѝ㹂Ѝ㹁
表することは，選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精
㸰㸬㹀Ѝ㹂Ѝ㸿Ѝ㹁
神に反する。［№19］
㸱㸬㹁Ѝ㹀Ѝ㸿Ѝ㹂

㸲㸬㹂Ѝ㹀Ѝ㹁Ѝ㸿
〔第10問〕
（配点：２）
㸳㸬㹂Ѝ㹁Ѝ㹀Ѝ㸿
憲法の定める国会議員の特権に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものには○，

誤っているものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。
（解答欄
 は，[№20］）






ア．不逮捕特権を定める目的が議院の審議権の確保にあるとする見解に立つと，国会議員に対す
る逮捕請求の理由が正当であっても，議院は，議員の逮捕を許諾しないことができる。
イ．免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと，地方公聴
会における行為まで免責の対象とならない。
ウ．免責特権の趣旨は，議院内で行った発言を理由に院外で法的責任を問われないというもので

あり，その発言を理由に所属政党から除名されることはある。

２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ×
１．ア○ イ○ ウ○
４．ア○
７．ア×

イ×

ウ×

５．ア×

イ○

ウ○

イ×

ウ○

８．ア×

イ×

ウ×
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６．ア×

イ○

ウ○
ウ×

ࠝ➨㸵ၥࠞ
〔第11問〕（配点：２）
ḟࡢᩥ❶ࡢ✵ḍ㸦㸧ࡽ㸦࢚㸧ࡢ࠸ࡎࢀࡶධࡽ࡞࠸ㄒࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ
違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らして，正
࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸵㹛㸧
しいものには○，誤っているものには×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選び

なさい。（解答欄は，[№21］）
ᡈࡿᅜẸࡣᡈࡿモࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ア．日米安全保障条約は，主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の
ఱᨾḞࡅ࡚࠸ࡿᛮࡗ࡚㸪ࡼࡃࡼࡃ⪃࠼࡚ぢࡿ㸪ࡑࢀࡣᡈࡿ㸦㸧ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶
政治性を有するもので，その内容の合憲性判断は，一見極めて明白に違憲無効でない限り，裁
ࡿࠋ
判所の審査権の範囲外である。
ᡭ㏆࠸ฎ࡛ゝࡗ࡚ぢࡿ㸪⊂㐓ㄒ Streber ࠸࠺モࡀ࠶ࡿࠋືモࡢ streben ࡣࡶయ࡛↓⌮࡞㐠
イ．日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上，裁
ືࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ᚰᣢࡢㄒ࡛࠶ࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋࡑࢀࡽࡶࡀࡃࡼ࠺࡞ᚰᣢࡢㄒ࡞ࡗࡓࠋ࡛ࡣ⥲࡚
判所としては，これらが合憲であることを前提として，これらの条約を履行するために制定さ
ᢠࢆࡋ࡚๓㐍ࡍࡿ⩏࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋດຊࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋຮᙉࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㝶ࡗ࡚ Streber ࡣ
れた，いわゆる駐留軍用地特措法の合憲性を審査すべきである。
ດຊᐙ࡛࠶ࡿࠋຮᙉᐙ࡛࠶ࡿࠋᢠࢆࡋ࡚๓㐍ࡍࡿࠋດຊࡍࡿࠋຮᙉࡍࡿࠋࡇࢇ࡞⤖ᵓ࡞ࡣ
ウ．衆議院解散の効力をめぐる争いは，本来，内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり，
↓࠸ࠋດຊࡏࡼ࠸࠺₎ㄒࡶ㸪ຮᙉࡋ⤥࠼࠸࠺ㄒࡶ㸪Ꮫၥࡸఱ㸪⥲࡚ၿ࠸ࢆே່ࡵࡿ
議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても，その実質は機関訴訟
ࡁ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋຮᙉᐙ࠸࠺モࡣ㸪Ꮫᰯ࡛ࡣ⏕ᚐࢆ〔ࡵࡿࡁ㸪࠾ᙺᡤ࡛ࡣᐁྣࢆ
というべきもので，裁判所は，原則として統治部門の自律的解決を尊重すべきである。
〔ࡵࡿࡁ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
↛ࡿ⊂㐓ㄒࡢ
１．ア○
イ○ ウ○Streber ࡣლࡿពࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡣᏛ⛉㦵ࢆᢡࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪ࡦࡾ࡛
２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ× ウ○
୍⣭ࡢୖᒃࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋヨ㦂㧗Ⅼࢆࡕᚓࡿࠋ᪩ࡃ༞ᴗࡍࡿࠋేࡋ୍⣭ࡢୖ࠸ࡼ࠺㸪
４．ア○ イ× ウ×
５．ア× イ○ ウ○
６．ア× イ○ ウ×
ヨ㦂㧗Ⅼࢆ㈔࠾࠺㸪᪩ࡃ༞ᴗࡋࡼ࠺ᚰࡅࡿ㸪ᚰࡀ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺⏕ᚐ
７．ア×
イ× ウ○
８．ア× イ× ウ×
ࡣᩍᖌࡢᚰࢆᑕࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋᩍᖌ㏄ྜࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ᪼㐍ࢆࡋࡓࡀࡿᐁྣࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
እᏛ⪅ࡋ࡚ࡣ㢖ㄽᩥࢆ᭩ࡃࠋⱁ⾡ᐙࡋ࡚ࡣ㢖ࡾ〇సࢆฟࡍࠋ࠼ࡽ࠸ࡢࡶ࠼ࡽࡃ࡞࠸ࡢ
〔第12問〕
（配点：３）
ࡶ࠶ࡿࠋTalent
ࡢ᭷ࡿࡢࡶ↓࠸ࡢࡶ࠶ࡿࠋᏛၥ⏺㸪ⱁ⾡⏺ᆅࢆᚓࡼ࠺ᛮࡗ࡚㦵ࢆᢡࡿࡢ࡛࠶
憲法の定める租税法律主義に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣
ࡿࠋ⊂㐓ேࡣࡇࢇ࡞ே≀ࢆ
Streber ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
旨に照らして，それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。
（解答欄は，

㸦୰␎㸧
アからウの順に[№22］から［№24］）
Streber ࡣ࡞ࡲࡅࡶࡢࡸ࠸ࡃࡌ࡞ࡋࡼࡾࡣ࠼ࡽ࠸ࠋሙྜࡼࡗ࡚ࡣ୍ᗮࡢ⏝❧ࡘࠋేࡋಙ௵ࡣ
ア．租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが，条例は公選の議員で組
ฟ᮶࡞࠸ࠋᏛၥⱁ⾡࡛ゝ࠼ࡤ㸪ࡇࢇ࡞ே≀ࡣᏛၥⱁ⾡ࡢⅭࡵᏛၥⱁ⾡ࢆࡍࡿࡢ࡛࡞࠸ࠋᏛၥⱁ
織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから，一定の範囲内で条例による租税の賦
⾡ࢆ㸦㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋົ࡛ゝ࠼ࡤ㸪ົࡢⅭࡵົࢆࡍࡿࡢ࡛࡞࠸ࠋົࢆ㸦࢘㸧ࡋ࡚
課徴収ができる。[№22］
࠸ࡿࠋ࠸ࡘఱࡁ㨶ࢆᚓ࡚➾ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡸࡽ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
イ．課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については，非課税
᪥ᮏㄒ
Streber ┦ᙜࡍࡿモࡀ↓࠸ࠋࡑࢀࡣ᪥ᮏேࡀ Streber ࢆ༝ࡴ࠸࠺㸦࢚㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞
の慣習法が成立しているとみるべきであるから，新たにその物に課税することは，それがその
࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても，租税法律主義に反する。[№23］

ウ．租税法律主義は，社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的
㸦᳃㮆እࠕᙜὶẚ㍑ゝㄒᏛࠖ㸦ᘬ⏝ᙜࡓࡾ㸪୍㒊ࡢ₎Ꮠཬࡧ௬ྡ㐵࠸ࢆᨵࡵࡓࠋ㸧㸧
に徴収する場合について規定したものであるから，個人への給付に対する反対給付としての性



質を有する保険料等については適用がなく，また，その趣旨も及ばない。[№24］
㸯㸬ឤ
㸰㸬ᛮ
㸱㸬ᡭẁ
㸲㸬┠ⓗ
㸳㸬᪉౽
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ࠝ➨㸶ၥࠞ
［行政法］
᪥ᮏㄒࡢືモ㛵ࡍࡿḟࡢ㸿ࡽ㹃ࡲ࡛ࡢྛㄝ᫂ࡢ࠺ࡕ㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ
㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸶㹛㸧
〔第13問〕（配点：２）

行政処分に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例の趣旨に照らし，正し
㸿㸬ࠕ㣧ࡴࠖࠕ᭩ࡃࠖࠕぢࡿࠖࡢྍ⬟ᙧࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࠕ㣧ࡵࡿࠖࠕ᭩ࡅࡿࠖࠕぢ࠼ࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
いものに○，誤っているものに×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。
㹀㸬ࠕᖐᏯࡍࡿ㏵୰࡛㞵㝆ࡽࢀࡓࠖࠕ㟁㌴ࡢ୰࡛㉥ࢇᆓἽࢀࡓࠖࡢࡼ࠺㸪⮬ືモ࡛ࡶཷ㌟
（解答欄は，［№25］）
ᙧ࡞ࡿࠋ
ア．青色申告に係る法人税の更正処分における附記理由不備の瑕疵は，後日これについての審査
㹁㸬ᤵཷືモࠕ࠶ࡆࡿࠖࠕࡃࢀࡿࠖࠕࡶࡽ࠺ࠖࡢ୰࡛㸪≀ࡸ⾜Ⅽࡢཷࡅᡭࡀᖖヰ⪅࡞ࡿࡢࡣ
請求に対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても，それにより治癒され
ࠕࡶࡽ࠺࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
るものではない。
㹂㸬ࠕ⾜ࡃࠖࡢᑛᩗㄒࡣࠕ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠖ㸪ㅬㆡㄒࡣࠕࡲ࠸ࡿࠖࠕ࠺ࡀ࠺࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
イ．原子炉の周辺住民が，人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するには，
㹃㸬ࠕ㣧ࢇ࡛ࠖࠕ⾜ࡗ࡚ࠖࠕ⪺࠸࡚ࠖࡢࡼ࠺㸪ືモࡢࠕ࡚ᙧࠖࡣẁືモࡶ୍ẁືモࡶ㡢౽ࡍ
あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要がある。
ࡿࠋ
ウ．行政庁は，自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは，取消し

を認める旨の明文規定の有無を問わず，また，争訟を裁断する行政処分であっても，当該行政
㸯㸬㸿 㹁
処分を自ら取り消すことができる。
㸰㸬㹀
㹂 ウ○
１．ア〇 イ〇
２．ア〇 イ〇 ウ×
３．ア〇 イ× ウ○
㸱㸬㹁
㹃 ウ×
４．ア〇
イ×
㸲㸬㸿
㹂 ウ○
７．ア×
イ×
㸳㸬㹀 㹃

５．ア×

イ〇

ウ○

８．ア×

イ×

ウ×

６．ア×

イ〇

ウ×


ࠝ➨㸷ၥࠞ
ẚ႘⾲⌧ࡣ㸪ࠕ≀ࢆ㸪ࡑࢀ㞄᥋ࡋࡓูࡢ≀࡛࠶ࡽࢃࡍẚ႘㸦႘㸧ࠖ㸪ࠕ≀ࢆ㸪ࡑࢀ㢮
ఝࡋࡓูࡢ≀࡛࠶ࡽࢃࡍẚ႘㸦㞃႘㸧ࠖࡢ㸰ࡘู࡛ࡁࡿࠋ࠼ࡤ㸪ࠕ㉥ࡎࡁࢇࡕࡷࢇࠖ࠸࠺
ྡ๓ࡣ㸪ᙜேࡢ⾰᭹⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛႘ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ࠕⓑ㞷ጲࠖ࠸࠺ྡ๓ࡣ㸪ᙜேࡢ⫙ࡢⰍ㞷ࡀ
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇᇶ࡙ࡃࡢ࡛㞃႘ⓗ࡞ྡ๓࠸࠼ࡿࠋ
ḟࡢࡽ࢜ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪႘ⓗ⾲⌧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ⤌ྜࡏࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶ
ࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㸷㹛㸧

㸬ᰴ౯ࡢ㧗㦐ࢆཷࡅ࡚㸪ණ⏫ࡣἛࡁ❧ࡗࡓࠋ
㸬㧗ᰯ⏕ࡢ㡭㸪ᨺㄢᚋ࡞ࡿ⚾ࡣỴࡲࡗ࡚ᅗ᭩ᐊࡇࡶࡾ㸪ኴᐓࢆ㈎ࡾㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ
࢘㸬㸿Ặࡣ㸪࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ࣐ࣛࢯࣥᗘฟሙࡋࡓ㕲ே࡛࠶ࡿࡶ㸪⌮Ꮫࡘ࠸࡚ⴭ
సࢆⴭࡋࡓဴே࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
࢚㸬㹀Ꮫᅬ㧗ᰯࡣ㸪⭎㹁ᢞᡭࢆ᧦ࡋ࡚⏥Ꮚᅬࢆไぞࡋࡓࠋ
࢜㸬㹂Ặࡣ㸪ே⏕ࡢࡓࡑࡀࢀ⮳ࡗ࡚㸪ጔᏊᏞࢆ㸪୍ᗘᨾ࡛ኻ࠺࠸࠺ⱞ㞴㐼ࡗࡓࠋ

㸯㸬 ࢘
㸰㸬࢘ ࢜
㸱㸬 ࢜
㸲㸬 ࢚
㸳㸬 ࢚
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ࠝ➨ၥࠞ
〔第14問〕（配点：３）
⾲㸦∦㠃㸧ࡣ3㻀3ࡢࡕࡽࡀ㸪ࡑࡢ㸦ࡶ࠺∦㠃㸧ࡣ4㻀4ࡢࡕࡽࡀ᭩
Ｐ県知事は，採石法（以下「法」という。）の運用に関して運営要領を定め，その中で採石業の
ࢀ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࢻࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࡑࡢ୰ࡽᯛࢆ㑅ࢇ࡛㸪௨ୗࡢࡼ࠺୪ࡿࠋ
登録が必要な場合について，基準(a)を設けている。次のアからエまでの各記述について，それぞ

れ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。
（解答欄は，アからエの順に［№26］
  㸺ᯛ┠㸼 㸺ᯛ┠㸼 㸺ᯛ┠㸼 㸺ᯛ┠㸼
から［№29］）
 3     㻀3     4     㻀4


基準 (a)：法第３２条にいう「採石業を行おうとする者」とは，営利，非営利の目的のいかんを
ᯛ┠ࡢ࣮࢝ࢻࡢࡣ㸪4ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋ㻀4ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᯛ┠ࡢ࣮࢝ࢻࡢࡶ㸪4 ࡶ
問わず，岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
ࡋࢀ࡞࠸ࡋ㻀4ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᯛ┠ࡢ࣮࢝ࢻࡢࡣ㸪3ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋ㸪㻀3ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᯛ┠ࡢ࣮࢝ࢻࡢࡶ㸪3ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋ㸪㻀3ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ア．Ｐ県知事が定めた基準(a)は，行政手続法にいう審査基準に当たる。［№26］
ࡉ࡚㸪ࡇࡢᯛࡢ࣮࢝ࢻࡢ୰㸪ࠕ3ࡢ࣮࢝ࢻࡣ㏉ࡍ4࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺᮲௳ࡍࡿ࣮࢝
イ．法の定める採石業の登録の要件について，法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を
ࢻࡀ࠶ࡿ࠺ࢆㄪࡓ࠸ࡍࡿࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞࠸ᯛᩘࢆࡵࡃࡗ࡚㸪ࡑࡢ᮲௳ࡍࡿ࣮࢝
必要としない場合には，Ｐ県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
ࢻࢆぢࡅฟࡍࡓࡵࡣ㸪᭱ప㝈ఱᯛࡢ࣮࢝ࢻࢆࡵࡃࢀࡤࡼ࠸ࠋṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ
［№27］
㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
ウ．法第３２条の２第２項に基づいて定められた経済産業省令は，行政手続法にいう審査基準に



当たる。［№28］
㸯㸬3᭩ࢀࡓ࣮࢝ࢻࢆᯛࡔࡅࡵࡃࡗ࡚㸪☜ࡵࢀࡤࡼ࠸ࠋ
エ．Ｐ県知事は，法第３２条の１０の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とす
㸰㸬3㻀4᭩ࢀࡓ࣮࢝ࢻࡢᯛࢆࡵࡃࡗ࡚㸪☜ࡵࢀࡤࡼ࠸ࠋ
るかについて，必ず基準を定めなければならない。［№29］
㸱㸬34᭩ࢀࡓ࣮࢝ࢻࡢᯛࢆࡵࡃࡗ࡚㸪☜ࡵࢀࡤࡼ࠸ࠋ
㸲㸬3㻀34᭩ࢀࡓ࣮࢝ࢻࡢᯛࢆࡵࡃࡗ࡚㸪☜ࡵࢀࡤࡼ࠸ࠋ
（参照条文）採石法
㸳㸬34㻀4᭩ࢀࡓ࣮࢝ࢻࡢᯛࢆࡵࡃࡗ࡚㸪☜ࡵࢀࡤࡼ࠸ࠋ
（登録）



第３２条 採石業を行おうとする者は，当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の
ࠝ➨ၥࠞ
登録を受けなければならない。
ḟࡢࡽ࢜ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡣ㸪
ࠕே㛫ࡣఱࠖࡘ࠸࡚㏙ࡓᛮᐙࡢⴭసࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋ
（登録の申請）
ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᘬ⏝ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࡀ㸪ㄝ᫂ࡢෆᐜࡋ࡚ୗ⥺㒊᫂ࡽ
第３２条の２ 前条の登録を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書を都道府
࡞ㄗࡾࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
県知事に提出しなければならない。


一～三 （略）
㸬ே㛫ࡣࠕୡࡢ୰࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡑࡢୡࡢ୰࠾ࡅࡿࠕே࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡔࡽࡑࢀࡣ༢࡞ࡿ
２ 前項の申請書には，前条の登録を受けようとする者が第３２条の４第１項第１号から第４
ࠕே࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡶࡲࡓ༢࡞ࡿࠕ♫࡛ࠖࡶ࡞࠸ࠋࡇࡇே㛫ࡢ㔜ᛶ᱁ࡢᘚドἲⓗ⤫
号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附
୍ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
しなければならない。
㸬ࡦࡣṚࡠ࠸࠺ࡇࢆ㸪ࡔࢀࡶ࠸ࡣࡋ࡞࠸ࠋ㸦୰␎㸧᪥ᖖᛶࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺Ṛࡢࠕ☜ᐇ
（登録及びその通知）
ࡉࠖࢆ᭕ᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢࡇ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᐇࡣࡇࡢࡇࡼࡗ࡚㸪
㸦୰␎㸧Ṛࡢ࡞
第３２条の３ 都道府県知事は，第３２条の登録の申請があつたときは，次条第１項の規定に
ᢞࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ㈇ᢸࢆ㍍ࡃࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
より登録を拒否する場合を除くほか，前条第１項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び
࢘㸬ᐇᏑࡀᮏ㉁ඛ❧ࡘࡣ㸪ࡇࡢሙྜఱࢆពࡍࡿࡢࠋࡑࢀࡣ㸪ே㛫ࡣࡲࡎඛᐇᏑࡋ㸪ୡ
登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
⏺ෆ࡛ฟࢃࢀ㸪ୡ⏺ෆពጼࢆ࠶ࡽࢃࡋ㸪ࡑࡢ࠶࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡶࡢࡔ࠸࠺ࡇࢆ
２
(略)
ពࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
（登録の拒否）
第３２条の４ 都道府県知事は，第３２条の２第１項の申請書を提出した者が次の各号のいず
࢚㸬ே㛫ࡣ㸪ࡲࡉᑐ㇟ⓗୡ⏺ࡢຍᕤ࠾࠸࡚㸪ࡣࡌࡵ࡚⌧ᐇⓗ୍ࡘࡢ㢮ⓗᏑᅾࡋ࡚☜ㄆࡉ
れかに該当するとき，又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記
ࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
㸦୰␎㸧እࡉࢀࡓປാࡣ㸪⮬ᕫάືࢆ㸪㸦୰␎㸧ᡭẁࡲ࡛ᘬࡁࡉࡆࡿࡇ
載があり，若しくは重要な事実の記載が欠けているときは，その登録を拒否しなければなら
ࡼࡗ࡚㸪ே㛫ࡢ㢮⏕άࢆ㸪ᙼࡢ⫗యⓗ⏕Ꮡࡢᡭẁࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ない。
࢜㸬ࡍ࡛㏙ࡓࡼ࠺㸪ே㛫ࡣࡍ࡚㸪⏕᮶ⓗ⮬⏤࡛ᖹ➼࡛⊂❧ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࡽ㸪ㄡࡶ㸪


一～五 (略)
⮬ศ⮬㌟ࡢྠព࡞ࡋ㸪ࡇࡢ≧ែࢆ⬺ࡋ࡚㸪⪅ࡢࡶࡘᨻᶒຊ᭹ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
２
(略)
（登録の取消し等）
㸯㸬ࡣࠗ⌮Ꮫ࠘ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋ㎷ဴ㑻ࡼࡿ㸪♫ࡣಶேࡸ⮬ᡃࢆ୰ᚰ⪃ᐹ࡛
第３２条の１０ 都道府県知事は，その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当す
ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ே㛫ࡑࡢࡶࡢࡀ㸪ಶே࡛࠶ࡿྠ♫ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡾ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚ಶ
るときは，その登録を取り消し，又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一
య࠸࠺࠸▩┪ࡍࡿせ⣲ࢆഛ࠼ࡓᏑᅾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬ࡣࠗᏑᅾ㛫࠘ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋࣁࢹ࣮࢞ࡼࡿ㸪ே㛫ࡣṚྥࡁྜ࠺୰࡛ᮏ᮶
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ⓗ࡞⮬ᕫ࡞ࡾᚓࡿࡢࡔࡀ㸪ࢇࡢሙྜ㸪᪥ᖖࡢᛁࡋࡉࡢ୰࡛ṚࡢᏳࢆឤࡌ㸪ࡑࡇ
部の停止を命ずることができる。
ࡽ㏨ࢀᮏ᮶ࡢ⮬ᕫࢆ႙ኻࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
一～六 (略)
㸱㸬࢘ࡣࠗᐇᏑ⩏ࡣఱ࠘ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋࢧࣝࢺࣝࡼࡿ㸪ே㛫ࡣ㸪࣮࣌ࣃ࣮ࢼࣇ
２
(略)
ࡢࡼ࠺ᴫᛕⓗᐃ⩏࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ᬑ㐢ⓗ࡞ே㛫ᮏᛶ࠸
࠺ࠕタィᅗࠖࢆ⌧ᐇࡢࡶࡢࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
〔第15問〕（配点：３）
㸲㸬࢚ࡣࠗ⤒῭Ꮫ࣭ဴᏛⲡ✏࠘ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋ࣐ࣝࢡࢫࡼࡿ㸪ே㛫ࡣᏙ❧ࡋࡓᏑᅾ࡛ࡣ
行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤ってい
࡞ࡃ㸪ປാࢆ㏻ࡋ࡚⪅㐃ᖏࡋ㸪⮬ᕫࢆ☜ドࡋ࡚࠸ࡃᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ㸪ປാࡀᡭẁ
る場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからエの順に［№30］から［№33］）
ࡉࢀࡓ♫࡛ࡣ㸪ປാ⪅ࡢ♫ⓗ㐃ᖏࡶኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ア．処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも，当該行政庁は，理由なく特定の個人を差
㸳㸬࢜ࡣࠗ⤫ㄽ࠘ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋࣟࢵࢡࡼࡿ㸪ே㛫ࡣ⮬↛≧ែ࠾࠸࡚ࡶ㸪⪅ࡢ
別的に取り扱い不利益を及ぼす自由を有するものではなく，この意味において，行政庁の裁量
⮬↛ᶒࢆᑛ㔜ࡏࡼ࠸࠺⮬↛ἲᚑࡗ࡚⏕άࡋᚓࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࡀ㸪⮬↛ᶒࢆࡼࡾ☜ᐇᏲ
権には一定の限界がある。［№30］
ࡿࡓࡵ㸪ேྠពࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪⮬ࡽᨻᗓࢆᶞ❧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
イ．処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合には，処分が社会通念上著しく妥当性を欠き，

裁量権の濫用に当たるものでない限り，処分の理由の提示に不備があったとしても，そのこと
ࠝ➨ၥࠞ
を理由として処分が違法とされることはない。［№31］
ḟࡢ  ࡢᙇᑐࡋ࡚  ࡢᙇࡀㄽ⌮ⓗぢ࡚ཝᐦ࡞ྰᐃ࡞ࡽ࡞࠸⤌ྜࡏࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ
ウ．規制を目的とする不利益処分について，処分の根拠法令が処分を行うか否かの点で行政庁に
㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
効果裁量を認めている場合には，処分を行わないという行政庁の不作為が違法となることはな


い。［№32］
㸯㸬
 ࡇࡢࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡣဨ㸪ဴᏛཪࡣㄽ⌮Ꮫࢆᒚಟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
エ．処分の根拠法令が，処分要件該当性の判断について行政庁に要件裁量を認めている場合には，
 ࡇࡢࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࡢ୰ࡣ㸪ဴᏛࡶㄽ⌮Ꮫࡶᒚಟࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ
事実認定について行政庁に裁量が広く認められる。
［№33］
㸰㸬  ࡇࡢᏛࡣ㸪ἲᏛ㒊⤒῭Ꮫ㒊ᩥᏛ㒊ࡀ࠶ࡿࠋ

 ࡇࡢᏛࡣ㸪ἲᏛ㒊ࡀ࡞࠸㸪⤒῭Ꮫ㒊ࡀ࡞࠸㸪ᩥᏛ㒊ࡀ࡞࠸ࡢࢀ࡛࠶ࡿࠋ
〔第16問〕（配点：３）
㸱㸬
 ࡇࡢᏛࡢᩥᏛ㒊ἲᏛ㒊ࡢࡕࡽࡣ㸪ㄽ⌮ᏛဴᏛࡀ୧᪉ࡶ࠶ࡿࠋ
行政指導に関する次のアからエまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤ってい
 ࡇࡢᏛࡣᩥᏛ㒊ࡶἲᏛ㒊ࡶ㸪ㄽ⌮ᏛဴᏛࡢࡕࡽ୍᪉ࡣ࡞࠸ࠋ
る場合には２を選びなさい
。（解答欄は，アからエの順に［№34］から［№37］）
㸲㸬

ࡇࡢᏛࡣἲᏛ㒊ࡶၟᏛ㒊ࡶ㸪ဴᏛࡢㅮ⩏ࡣ࠶ࡿࠋ
ア．度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には，実際に行政指導に従わなかったときで
 ࡇࡢᏛࡢἲᏛ㒊ၟᏛ㒊ࡢᑡ࡞ࡃࡶࡕࡽࡣ㸪ဴᏛࡢㅮ⩏ࡣ࡞࠸ࠋ
も，精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
［№34］
㸳㸬

ဴᏛᩥᏛࡢᑡ࡞ࡃࡶࡕࡽࡣ㸪ࡇࡢᏛࡢᕤᏛ㒊⨨ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
イ．最高裁判所の判例によれば，申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には応じられ
 ဴᏛࡶᩥᏛࡶ㸪ࡇࡢᏛࡢᕤᏛ㒊ࡣ⨨ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ないことを真摯かつ明確に意思表示した行政指導の相手方に対して，行政指導を継続している


という理由でなお処分を留保しても，処分の留保が違法とは評価されない場合がある。
［№35］
ࠝ➨ၥࠞ
ウ．行政手続法によれば，口頭で行政指導を行う場合には，行政指導の趣旨及び内容並びに責任
࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ⤫㡿㛵ࡍࡿḟࡢࡽ࢚ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡘ࠸࡚㸪ṇㄗࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯
者を明確に示す必要はなく，行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められた
ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
ときに，当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
［№36］


エ．行政手続法の行政指導に関する規定には，地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用され
㸬ᅜẸࡣᕞࡈ⤫㡿㑅ᣲேᑐࡋ࡚ᢞ⚊ࡋ㸪ࡇࡢ⤫㡿㑅ᣲேࡀ⤫㡿⤫㡿ࢆ㑅ฟ
るものがある。［№37］
ࡍࡿࠋ
㸬⤫㡿ࡣ㸪㆟ᑐࡋ࡚ἲᥦฟᶒࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ
࢘㸬㆟ࡀྍỴࡋࡓἲᑐࡋ࡚⤫㡿ࡀᣄྰᶒࢆⓎືࡋࡓሙྜ㸪ୖୗ୧㝔ࡀྛ㸱ศࡢ㸰௨ୖࡢ
ከᩘ࡛㆟Ỵࡍࢀࡤᣄྰᶒࡣそࡉࢀࡿࠋ
࢚㸬⤫㡿ࡣ㸪ᙎລุࡼࡿሙྜࢆ㝖࠸࡚㸪㆟ࡼࡗ࡚⨭චࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ


      ࢘  ࢚
㸯㸬ṇ  ṇ  ṇ  ṇ
㸰㸬ṇ  ṇ  ṇ  ㄗ
㸱㸬ṇ  ṇ  ㄗ  ṇ
㸲㸬ṇ  ㄗ  ṇ  ṇ
㸳㸬ㄗ  ṇ  ṇ  ṇ
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ࠝ➨ၥࠞ
〔第17問〕（配点：２）
♫ㄪᰝ㛵ࡍࡿグ㏙ࡋ࡚㸪᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ
行政の諸活動に関する次のアからウまでの各記述について，正しいものに○，誤っているものに
⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，［№38］）

ア．行政計画とは，行政権が一定の公の目的のために目標を設定し，その目標を達成するための
㸯㸬ձ୍ᐃࡢ♫㇟ࡘ࠸࡚㸪ղ⌧ᆅㄪᰝࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱ㸦୍ḟࢹ࣮ࢱ㸧ࢆ㞟ࡋ㸪ճࡑࢀࢆ
手段を総合的に提示するものであるから，行政計画に分類される都市計画決定の内容が私人に
ศᯒࡍࡿࡇࢆ㸪♫ㄪᰝ࠸࠺ࠋᏛᰯࡢᐃᮇヨ㦂ࡸධᏛヨ㦂ࡣ㸪ࡑࢀ⮬యࡣ♫ㄪᰝ࡛ࡣ
対して法的拘束力を有することはない。
࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡓ㸪᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ㸦ḟࢹ࣮ࢱ㸧ࡢ㞟࣭ศᯒࡔࡅ࡛ࡣ㸪♫ㄪᰝࡣ࠸࠼
イ．行政代執行法は，行政上の義務の履行確保に関しては，別に法律で定めるものを除いては，
࡞࠸ࠋ
同法の定めるところによるとしているから，条例に即時強制の手法を定めることは許されない。
㸰㸬୍⯡♫ㄪᰝࡣ㸪⤫ィㄪᰝㄪᰝูࡉࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕᚋ⪅ࡣ㸪㸯ࡘ࡞࠸ࡋᑡᩘࡢ
ウ．最高裁判所の判例によれば，地方自治法及び地方自治法施行令に定める随意契約の制限に違
ࢆᑐ㇟ࡍࡿ㉁ⓗㄪᰝࢆᣦࡍࠋ࠼ࡤ㸪ே㢮Ꮫ⪅࣐ࣜࣀࣇࢫ࣮࢟ࡢࠗᝒࡋࡁ⇕ᖏ࠘ࡣ㸪
反して締結された契約であっても，私法上当然に無効になるものではない。
ᙼࡢࢺࣟࣈࣜࣥࢻㅖᓥ࡛ࡢㄪᰝᇶ࡙ࡃⴭస࡛࠶ࡿࠋ
１．ア〇 イ〇 ウ○
２．ア〇 イ〇 ウ×
３．ア〇 イ× ウ○
㸱㸬♫ㄪᰝ࡛୰ᚰⓗ࡞⨨ࢆ༨ࡵࡿ⤫ィㄪᰝࡣ㸪ձㄪᰝᑐ㇟࡞ࡿ㒊ࡢᶆᮏࢆㄪᰝࡍࡿᩘ
４．ア〇 イ× ウ×
５．ア× イ〇 ウ○
６．ア× イ〇 ウ×
ㄪᰝ㸪ղࡑࡢ୍㒊ࢆᢳฟࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿᶆᮏㄪᰝ༊ศࡉࢀࡿࠋ⥲ົ┬⤫ィᒁࡀᖺ࠾ࡁ
７．ア× イ× ウ○
８．ア× イ× ウ×
ᐇࡍࡿࠕປാຊㄪᰝࠖࡣ㸪ձࡢᩘㄪᰝࡢ᪉ᘧࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬⤫ィㄪᰝ࡛ᶆᮏࢆᢳฟࡍࡿ᪉ἲࡣ㸪ձ☜⋡ἲ๎ࡢཎ⌮ࡼࡽ࡞࠸᭷ពᢳฟἲ㸪ղ☜⋡ἲ
〔第18問〕
（配点：３）
๎ࡢཎ⌮ࡼࡿ↓సⅭᢳฟἲࡀ࠶ࡿࠋ᪂ᡂேࡢ㐨ᚨほࢆㄪᰝࡍࡿࡢ㸪࠶ࡿᡂேᘧሙ๓࡛
甲市は，条例（以下「本件条例」という。）により，⑴甲市内においてパチンコ店の建築をしよ
᪂ᡂேேࢆᡭᙜࡓࡾḟ➨ᤕࡲ࠼࡚㸪ࡑࡢពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡢࡣ㸪ղࡢ↓సⅭᢳฟἲᙜ
うとする者は市長の同意を得なければならないこと，⑵市長は，商業地域以外の用途地域において
ࡓࡿࠋ
は，上記の同意をしないものとすること，及び，⑶市長は，上記の同意を得ないでパチンコ店の建
㸳㸬♫ㄪᰝ࡛㉁ၥ⚊ࢆసᡂࡍࡿሙྜࡣ㸪ࢲࣈࣝࣂ࣮ࣞࣝ㉁ၥࡀ᥎ዡࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠕ୍ࡘࡢ
築をしようとする者に対し
，建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。ただし，
㉁ၥ࡛ࡘࡢㄽⅬࢆᢅ࠺㉁ၥࠖࡢࡇ࡛㸪」ᩘࡢ❧ሙࢆ⥲ྜⓗᢕᥱ࡛ࡁࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋ
上記命令の違反に対する罰則は，定められていなかった。Ａは，パチンコ店を建築しようとして，
࠼ࡤࠕ࠾ᣢࡕࡢᦠᖏ㟁ヰࡢᶵ⬟ࡸࢹࢨࣥ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ࠸ࡗࡓ㉁ၥࡀ㸪ࡑࢀᙜ
本件条例に基づく建築の同意を申請したが，甲市長Ｂは，建築予定地が準工業地域に属することか
ࡓࡿࠋ
ら，本件条例に基づき，不同意とした。しかし，Ａが建築工事に着手したため，Ｂは，本件条例に
 基づき，建築工事中止命令（以下「本件命令」という。）を発した。これに対し，Ａが工事を続行
ࠝ➨ၥࠞ
したため，甲市は，Ａを相手取って，工事の続行禁止を求める民事訴訟（以下「本件訴え」という。）
ᕷሙࡢࡸࡾྲྀࡾࢆࡉࡎ㸪࠶ࡿ⤒῭యࡢ⾜ືࡀࡢ⤒῭యཬࡰࡍຠᯝࢆእ㒊ᛶ࠸࠺ࠋ
を提起した。
࠼ࡤ㸪⎔ቃởᰁࢆ⏕ࡳฟࡍᴗࡣ㸪ࡑࡢởᰁࡽᦆᐖࢆ⿕ࡿ࿘㎶ఫẸᑐࡋ࡚㈇ࡢእ㒊ᛶࢆࡶ
この事案に関する次のアからエまでの各記述について，法令又は最高裁判所の判例に照らし，
ࡓࡽࡍ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㈇ࡢእ㒊ᛶ㛵ࡍࡿグ㏙ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ
それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。（解答欄は，アからエの順に
㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
［№39］から㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪
［№42］） 㹙θ㹛㸧


ア．本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず，そもそも法的強制になじまないから，本件訴
㸯㸬⎔ቃࢆởᰁࡍࡿᴗࡣ♫ⓗ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ྠࡌ〇ရࢆ㈇ࡢእ㒊ᛶࢆకࢃࡎ⏕⏘
えは不適法である。［№39］
ࡍࡿẚ࡚㸪ࡑࡢ〇ရ౯᱁ࡣᏳࡃ࡞ࡿࠋ
イ．仮に，本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には，Ｂは，行政代執行法
㸰㸬⎔ቃởᰁࢆ⏕ࡳฟࡍࡼ࠺࡞⏕⏘άືࢆ୍ษ⚗Ṇࡍࡿࡇࡀ㸪ຠ⋡ᛶࡢほⅬࡽᮃࡲࡋ࠸ࠋ
に基づく代執行により，本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。［№40］
㸱㸬㈇ࡢእ㒊ᛶࡣ㸪ㄢ⛯ࡼࡗ࡚ゎỴࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡚ࡶ㸪⿵ຓ㔠ࡼࡗ࡚ゎỴࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
ウ．仮に，本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には，Ｂは，Ａに
࡞࠸ࠋ
対して執行罰としての過料を課すことにより，本件命令に基づく義務の履行を確保することが
㸲㸬ᴗ࿘㎶ఫẸࡢ΅ࡢࡳࡼࡗ࡚㸪⎔ቃởᰁࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
できる。［№41］
エ．本件訴えは，法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって，自己の権
㸳㸬⎔ቃởᰁࡢሙྜ㸪
ࠕ⎔ቃࢆởᰁࡍࡿᶒࠖࢆ㈙ࡍࡿᕷሙࢆタࡅࡿࡇ࡛㸪㈇ࡢእ㒊ᛶࢆゎ
利利益の保護救済を目的とするものではないから，法律上の争訟に当たらない。［№42］
ᾘࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ


ࠝ➨ၥࠞ
ᅜ㜵ࡸἲᚊࡢࡼ࠺㸪ᅜẸࡢㄡࡶࡀ⏝࡛ࡁࡿ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡇࢆࠕබඹ㈈ࠖ࠸࠺ࠋබඹ
㈈ࡣ㸪ከࡃࡢேࠎࡀྠ⏝ࡋ࡚ࡶࡑࡢ⏝౯್ࡀపୗࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪≉ᐃࡢேࢆ
㝖ࡋ࡚⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋබඹ㈈㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ
㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬බඹ㈈ࡣ⏝࡛ࡁࡿேࡀከ࠸ࡓࡵ㸪Ẹ㛫௵ࡏࡿ㐣ᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
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㸰㸬ከࡃࡢேࠎࡀ⏝ࡋ࡚ࡶ୍ேᙜࡓࡾࡢ⏝࡛ࡁࡿ㔞ࡀῶࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᨻᗓࡀබඹ㈈ᢞ㈨ࢆ
〔第19問〕（配点：３）
ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）に関する次のアか
㸱㸬බඹ㈈ࡣࡑࡢ⏝ࢆไ㝈࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ⏝ᩱࢆᚩ࡛ࡁࡎ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑ࠺ࡋࡓ㉥Ꮠ
らエまでの各記述について，それぞれ正しい場合には１を，誤っている場合には２を選びなさい。
࡞ࡿබඹ㈈ࡢ౪⤥ࢆᨻᗓࡀࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
（解答欄は，アからエの順に［№43］から［№46］）
㸲㸬බඹ㈈ࡢ⏝≧ἣࢆ⮬ᕫ⏦࿌ࡉࡏ㸪ࡑࡢ⏝ࡢከᐻᛂࡌ࡚㈝⏝㈇ᢸࢆࡉࡏࡿไᗘࢆసࢀࡤ㸪
ア．情報公開法は，国民主権の理念にのっとり，政府の諸活動について国民に説明する責務が全
බඹ㈈ࡣ㐺ษ౪⤥ࡉࢀࡿࠋ
うされるようにするとともに，国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進
㸳㸬ୖグ㸯ࡽ㸲ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀࡶヱᙜࡋ࡞࠸ࠋ
に資することを目的とするものであるから，行政文書の開示請求権は，外国人には認められて

いない。［№43］
ࠝ➨ၥࠞ
イ．情報公開法は，公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認め
࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫ࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗ࡞వศᯒ࡛ࡣ㸪ᕷሙྲྀᘬࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿవࡋ࡚㸪㟂せഃ
ることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが，これは，この種の情報につい
ࡢᾘ㈝⪅ࡀཷࡅࡿᾘ㈝⪅వ㸪౪⤥ഃࡢ⏕⏘⪅ࡀཷࡅࡿ⏕⏘⪅వࢆ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ
ては，開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い，また，国防，外交上の専門的，技術的
࡛࠶ࡿ⥲వࡀ᭱ࡉࢀࡿࡁࡢࡇࢆຠ⋡ⓗ࡞≧ែࡍࡿࠋࡇࢀᚑࡗ࡚⪃࠼࡚㸪ᕷሙ⊂༨
判断を要するという特殊性があるため，行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
ࡣຠ⋡ᛶࢆᦆ࡞࠺⤖ㄽࡉࢀࡿࠋࡑࡢㄝ᫂ࡋ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ
［№44］
㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
ウ．行政機関の長は，情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成さ
 れたものである場合，当該行政文書の開示の是非を判断することができないので，当該開示請
㸯㸬⊂༨ⓗ౪⤥⪅ࡀ㸪ᕷሙ౯᱁ࢆࡘࡾୖࡆࡼ࠺ࡋ࡚㸪⏕⏘㔞ࢆᑡ࡞ࡃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡽࠋ
求を却下することができる。［№45］
㸰㸬」ᩘࡢᴗ㛫࡛ࡢ➇தࡀ㉳ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᢏ⾡㠉᪂ࡀ㐜ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡽࠋ
エ．行政機関の長は，国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び開示請求者以
㸱㸬ᾘ㈝⪅ࡀ㉎㈙ࡍࡿࡁ㸪⊂༨࡛࡞࠸ࡁẚ࡚㧗್࡛㈙ࢃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡽࠋ
外の者（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法第７
㸲㸬᪂つཧධࡀ࠶ࢀࡤᾘ㈝⪅㑅ᢥࡢᖜࡀᗈࡀࡿࡣࡎ࡞ࡢ㸪ࡑࢀࡀᐇ⌧ࡋ࡞࠸ࡽࠋ
条の規定により開示しようとするときは，開示決定に先立ち，所在の判明している第三者に対
㸳㸬⊂༨ᴗࡣ㉸㐣₶ࢆୖࡆ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀᕷሙࢆࡺࡀࡵ㸪බᖹ࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡽࠋ
し，意見書を提出する機会を与えなければならない。［№46］


（参照条文）情報公開法
ࠝ➨ၥࠞ
第７条 行政機関の長は，開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっ
ࣥࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦௨ୗࠕࣥࣇࣞࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣ㸪≀౯ࡀ⥅⥆ⓗୖ᪼ࡍࡿ⤒῭⌧㇟ࡢࡇ
ても，公益上特に必要があると認めるときは，開示請求者に対し，当該行政文書を開示する
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ㛵ࡍࡿḟࡢࡽ࢚ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡘ࠸࡚㸪ṇㄗࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛
ことができる。
ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸬ࣥࣇࣞࡼࡗ࡚㈌ᖯಖ᭷⪅ࡢᐇ㉁㈨⏘౯್ࡣୗࡀࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢᦆኻࢆࣥࣇࣞ⛯ࡪࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᅛᐃ㔠࡛㈇മࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ⪅ࡣ㸪ࡑࡢᐇ㉁മົṧ㧗ࡀῶࡿࡢ࡛㸪ࣥ
ࣇࣞࡢᜠᜨࢆ⿕ࡿࠋ
㸬ᨻᗓࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠࢆ୰ኸ㖟⾜ࡀ⫪௦ࢃࡾࡍࡿ㸪୍⯡㸪ࣥࣇࣞࡀ㉳ࡁࡿࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࡑࡢ⫪௦ࢃࡾࡋࡓ㉥Ꮠศࡢᐇ㉁ⓗ౯್ࡣୗࡀࡿࡓࡵ㸪ᨻᗓ㈈ᨻࡣᛮࡗࡓᨵၿࡏࡎ㸪᭦࡞
ࡿ㈈ᨻ㉥Ꮠࢆ୰ኸ㖟⾜ࡀ⫪௦ࢃࡾࡍࡿ࠸࠺ᝏᚠ⎔㝗ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
࢘㸬〇㐀ཎ౯ࡢୖ᪼ࡀ౯᱁ࢆᢲࡋୖࡆ㸪≀౯Ỉ‽ࡶୖ᪼ࡉࡏࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㸪ࣥࣇࣞࡢཎᅉࢆ㸪
㟂せࡢఙࡧ࡛ࡣ࡞ࡃ⏕⏘㈝⏝ࡢୖ᪼ồࡵࡿぢ᪉ࡶ࠶ࡿࠋࡔࡀ㸪ࡇࡢぢ᪉ࡣ㸪ἣୗ࡛ࣥ
ࣇࣞࡀ㐍⾜ࡋࡓᖺ௦ࡢࢫࢱࢢࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠋ
࢚㸬ྡ┠㈤㔠ࡢㄪᩚࡣ㛫ࡀࡿࡓࡵ㸪ࣥࣇࣞࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿᐇ㉁㈤㔠ࡣୗࡀࡿഴྥ࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㞠⏝ࡣఙࡧ㸪ኻᴗ⋡ࡀపୗࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㸪⌮ㄽⓗࡣ㸪
ࣥࣇࣞ⋡ኻᴗ⋡ࡣ㈇ࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

    ࢘  ࢚
㸯㸬ṇ  ṇ  ṇ  ṇ
㸰㸬ṇ  ṇ  ṇ  ㄗ
㸱㸬ṇ  ṇ  ㄗ  ṇ
㸲㸬ṇ  ㄗ  ṇ  ṇ
㸳㸬ㄗ  ṇ  ṇ  ṇ
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ࠝ➨ၥࠞ
〔第20問〕（配点：２）
࠶ࡿほᐈࡀ㸪P ▷㊥㞳㉮ࡢ➇ᢏࢆࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬࢦ࣮ࣝᆅⅬࡽࡑࢀࡒࢀP㸪P 㞳
原告適格に関する次のアからウまでの各記述について，それぞれ①の法令に関する説明を前提に
ࢀࡓࡇࢁ࡛⮬ศࡢࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳ࡛ィ ࡋ࡞ࡀࡽほᡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢほᐈࡣ㸪ࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬ
した場合に，②の記述が最高裁判所の判例の内容として正しいものに○，誤っているものに×を付
࡛㬆ࡽࡉࢀࡓฟⓎࡢྜᅗ࡞ࡿࣆࢫࢺࣝࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࢆᢲࡋ㸪ࢦ࣮ࣝࢦ࣮
した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解答欄は，［№47］）
ࣝᆅⅬ࡛㬆ࡽࡉࢀࡓࣆࢫࢺࣝࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ᗘࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࢆᢲࡋ㸪グ㘓ࢆィ ࡋࡓࠋ➇ᢏ
ア．①建築基準法第５９条の２第１項は，建築物の容積率制限，高さ制限に関し，一定規模以上
ࡣ↓㢼≧ែ࡛⾜ࢃࢀ㸪ᐇ㝿ࡢ㉮⪅ࡢグ㘓ࡀ⛊࡛࠶ࡗࡓࡍࡿ㸪ほᐈࡀ ࡗࡓグ㘓ࡋ࡚
の広さの敷地を有し，かつ，敷地内に一定規模以上の空地を有する場合においては，安全，防
᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪㡢ࢆ⪺࠸࡚ࡽࢫࢺࢵࣉ࢘
火等の観点から支障がないと認められることなどの要件を満たすときに限り，これらの制限を
࢛ࢵࢳࢆᢲࡍࡲ࡛ࡢᛂ㛫ࡣ࠸ࡘࡶྠࡌ࡛㸪㡢㏿ࡣPVࡋ࡚ィ⟬ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪
緩和することを認めている。②この規定は，建築物の倒壊，炎上等による被害が直接的に及ぶ
>θ㹛㸧
ことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物についてその居住者の生命，身体

の安全等及び財産としてのその建築物を，個々人の個別的利益としても保護すべきものとする
㸯㸬⛊
趣旨を含むものと解されるから，同条第１項の総合設計許可に係る建築物の倒壊，炎上等によ
㸰㸬⛊
り直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有
㸱㸬⛊
する者は，当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
㸲㸬⛊
イ．①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「法」という。）第４条第２項
㸳㸬⛊
第２号は，風俗営業の許可の基準につき，良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限


する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例（以下「施行条例」という。）
ࠝ➨ၥࠞ
で定める地域内に営業所があるときは風俗営業の許可をしてはならないと定め，法の委任を受
㟁ụᢠࢆ᥋⥆ࡋ࡚㟁ὶࢆὶࡍ㸪㟁ụࡣෆ㒊ᢠࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㟁ὶࢆὶࡋ࡚࠸࡞࠸ࡁ
けて規定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（以下「施行令」と
ࡢ୧ᴟࡢฟຊ㟁ᅽ㸦௨ୗࠕ㛤ᨺ㟁ᅽࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ẚ࡚㸪㟁ụࡢฟຊ㟁ᅽࡣపୗࡍࡿࠋ㸪㛤ᨺ
いう。）第６条第１号イの規定は，「住居が多数集合しており，住居以外の用途に供される土地
㟁ᅽࡀ9ࡢ㟁ụȐࡢᢠࢆ᥋⥆ࡋ࡚㟁ὶࢆὶࡍ㸪㟁ụࡢฟຊ㟁ᅽࡣ9
が少ない地域」を風俗営業の制限地域とすべきことを基準として定めている。②これらの規定
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㟁ụȐࡢᢠࢆ᥋⥆ࡋࡓሙྜ࠾ࡅࡿ㟁ụࡢฟຊ㟁ᅽࡋ࡚㸪᭱ࡶ㐺ษ࡞
から，法の風俗営業の許可に関する規定が一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも
ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは困難であり，施行令第６条第１号イの
 規定は，専ら公益保護の観点から基準を定めていると解するのが相当である。そうすると，上
㸯㸬9
記の基準に従って規定された施行条例が定める地域に住居する者は，風俗営業の許可の取消し
㸰㸬9
を求める原告適格を有するとはいえない。
㸱㸬9
ウ．①自転車競技法（平成１９年法律第８２号による改正前のもの）第４条第２項は，場外車券
㸲㸬9
発売施設につき，申請に係る施設の位置，構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合す
㸳㸬9
る場合に限りその許可をすることができる旨定め，これを受けて規定された自転車競技法施行


規則（平成１８年経済産業省令第１２６号による改正前のもの）第１５条第１項第１号は，上



記の基準として，学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設（以下，これらを併せて「医



療施設等」という。）から相当の距離を有し，文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれ



がないこと（以下，この基準を「位置基準」という。）を定めている。②一般に，場外車券発



売施設が設置，運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は，交通，風紀，教育な



ど広い意味での生活環境の悪化であって，基本的には公益に属する利益というべきである。そ



うすると，医療施設等の開設者は，位置基準を根拠として当該施設の設置許可の取消しを求め



る原告適格を有するとはいえない。

１．ア○

イ○

ウ○

２．ア○

イ○

ウ×

３．ア○

イ×

ウ○

４．ア○
７．ア×

イ×

ウ×

５．ア×

イ○

ウ○

６．ア×

イ○

ウ×

イ×

ウ○

８．ア×

イ×

ウ×
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ࠝ➨ၥࠞ
ࠝ➨ၥࠞ㸦㓄Ⅼ㸸㸱㸧
⟶㸦᩿㠃ࡀᙧࡢ⟶㸧ࢆὶࢀࡿỈࡢ㉁㔞ὶ㔞㸦⟶᩿㠃ࢆ㏻㐣ࡍࡿ༢㛫ᙜࡓࡾࡢ㉁㔞㸧
ྲྀᾘッゴࡢᑂ⌮㛵ࡍࡿḟࡢࡽ࢚ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀṇࡋ࠸ሙྜࡣ㸯ࢆ㸪ㄗ
ࠝNJVࠞࡣ㸪⟶᩿㠃ࡢ༙ᚄࠝPࠞ㸪Ỉࡿᅽຊ໙㓄ࠝ3DPࠞ㸪ࡑࡋ࡚Ỉࡢື⢓ᛶ⋡
ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸰ࢆ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪ࡽ࢚ࡢ㡰㹙θ㹛ࡽ㹙θ㹛㸧
ࠝPVࠞࡼࡗ࡚ࡢࡳỴࡲࡿࡍࡿࠋỈࡢື⢓ᛶ⋡ࡣኚࢃࡽࡎ㸪⟶᩿㠃ࡢ༙ᚄࡀಸ㸪Ỉ
㸬ฎศࡘ࠸࡚ᑂᰝㄳồࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ἲᚊ≉ẁࡢᐃࡵࡢ࡞࠸㝈ࡾ㸪

1
4

┤ࡕฎศࡢྲྀᾘࡋࡢッ࠼ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹙θ㹛
ࡿᅽຊ໙㓄ࡀ
ಸኚࡋࡓሙྜ㸪Ỉࡢ㉁㔞ὶ㔞ࡣఱಸ࡞ࡿࠋࡑࡢಸ⋡ࡋ࡚ṇࡋ࠸



㸬ฎศࡢྲྀᾘࡋࡢッ࠼ࡑࡢฎศࡘ࠸࡚ࡢᑂᰝㄳồࢆᲠ༷ࡋࡓỴࡢྲྀᾘࡋࡢッ࠼ࢆᥦ㉳
ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜ㸪ࡇࢀࡽࡢッ࠼ࡣేྜࡋ࡚ᥦ㉳ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㹙θ㹛
࢘㸬ฎศࡢ᰿ᣐἲ௧ࡀỴ⩏ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪Ỵࡢྲྀᾘࡋࡢッ࠼࠾࠸࡚ཎฎศࡢ

1

㐪ἲࢆᙇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹙θ㹛
㸯㸬

4
࢚㸬ᘓ⠏ᇶ‽ἲୖࡢᣦᐃ☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵ࡼࡿᘓ⠏☜ㄆฎศࡢྲྀᾘࡋࡢッ࠼࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱᶵ㛵

1

ࢆᣦᐃࡋࡓᅜᅵ㏻⮧ཪࡣ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢᡤᒓࡍࡿᅜཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡀ⿕࿌࡞ࡿࠋ

㸰㸬
2
㹙θ㹛
㸱㸬
ࠝ➨ၥࠞ㸦㓄Ⅼ㸸㸰㸧
㸲㸬
ᅾእ᪥ᮏே࡛࠶ࡿཎ࿌ࡽࡀ㸪ձᖹᡂ㸯㸮ᖺἲᚊ➨㸲㸵ྕࡼࡿᨵṇ๓ࡢබ⫋㑅ᣲἲࡀ㸪ཎ࿌ࡽ
㸳㸬
⾗㆟㝔㆟ဨࡢ㑅ᣲཬࡧཧ㆟㝔㆟ဨࡢ㑅ᣲ࠾ࡅࡿ㑅ᣲᶒࡢ⾜ࢆㄆࡵ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀ㐪ἲ࡛࠶
 ࡿࡇࡢ☜ㄆ㸪ղྠᨵṇᚋࡢබ⫋㑅ᣲἲࡀ㸪ཎ࿌ࡽ⾗㆟㝔ᑠ㑅ᣲ༊㑅ฟ㆟ဨࡢ㑅ᣲཬࡧཧ㆟㝔㑅
ᣲ༊㑅ฟ㆟ဨࡢ㑅ᣲ࠾ࡅࡿ㑅ᣲᶒࡢ⾜ࢆㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ㐪ἲ࡛࠶ࡿࡇࡢ☜ㄆཬࡧճཎ࿌
ࠝ➨ၥࠞ
ࡽࡀᚋ┤㏆ᐇࡉࢀࡿୖグղࡢྛ㑅ᣲ࠾࠸࡚㑅ᣲᶒࢆ⾜ࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡇࡢ☜ㄆࢆồ
┦ᑐᛶ⌮ㄽࡼࢀࡤ㸪㉁㔞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ➼౯࡛࠶ࡿࠋ㉁㔞ࢆ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚࡋ࡚㸪ࡑࡢ
ࡵࡿྛッ࠼㛵ࡍࡿ᭱㧗ุᡤᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸷᭶㸯㸲᪥ἲᘐุỴ㸦Ẹ㞟㸳㸷ᕳ㸵ྕ㸰㸮㸶㸵㡫㸧
⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡼࡗ࡚ᆅ⌫ࡢᾏỈ ᗘࢆΥୖࡆࡿࡓࡵࡣࡢ⛬ᗘࡢ㉁㔞ࡀᚲせ㸪ࡑࡢ
ࡘ࠸࡚ࡢḟࡢࡽ࢘ࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢۑ㸪ㄗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࡋࡓሙྜࡢ
㉁㔞⠊ᅖࡋ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪㉁㔞ࡣࡍ
⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸶ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㹙θ㹛㸧
PV㸪⇕ࡢᙜ㔞ࢆ-FDO㸪ᆅ⌫ࡢ༙ᚄࢆ
࡚⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ࡛ࡁࡿࡋ㸪ග㏿ࢆ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪
㸬ࡇࡢุỴࡣ㸪ୖグձࡢッ࠼ࡣ㸪㐣ཤࡢἲᚊ㛵ಀࡢ☜ㄆࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪☜ㄆࡢ┈ࢆ
NP㸪ᆅ⌫⾲㠃ࡢ㸣ࢆ༨ࡵࡿᾏࡢᖹᆒ῝ᗘࢆP㸪ᾏỈࡢẚ⇕ᐦᗘࡣࡑࢀࡒࢀ⣧Ỉ
Ḟࡃࡽ㸪㐺ἲ࡛࠶ࡿࡋࡓࠋ
ࡢẚ⇕ᐦᗘ➼ࡋ࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧


㸬ࡇࡢุỴࡣ㸪ୖグղࡢッ࠼ࡣ㸪ᢳ㇟ⓗ❧ἲసⅭࡢ㐪ἲ☜ㄆࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ἲᚊ

ୖࡢதゴᙜࡓࡽ࡞࠸ࡽ㸪㐺ἲ࡛࠶ࡿࡋࡓࠋ
㸯㸬ࢺࣥᮍ‶
࢘㸬ࡇࡢุỴࡣ㸪ୖグճࡢッ࠼ࡀ㐺ἲ࡛࠶ࡿุ᩿ࡍࡿᙜࡓࡾ㸪㑅ᣲᶒࡣᐖࢆཷࡅࡓᚋத
㸰㸬ࢺࣥ௨ୖࢺࣥᮍ‶
࠺ࡇࡼࡗ࡚ࡣᶒ⾜ࡢᐇ㉁ࢆᅇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚
㸱㸬ࢺࣥ௨ୖࢺࣥᮍ‶
࠸ࡿࠋ
㸲㸬ࢺࣥ௨ୖࢺࣥᮍ‶
㸯㸬ࠐ ࠐ ࢘ۑ
㸰㸬ࠐ ࠐ ࢘
㸱㸬ࠐ  ࢘ۑ
㸳㸬ࢺࣥ௨ୖ
㸲㸬ࠐ  ࢘
㸳㸬 ࠐ ࢘ۑ
㸴㸬 ࠐ ࢘

㸵㸬  ࢘ۑ
㸶㸬  ࢘
















- 13 -

ࠝ➨ၥࠞ
〔第23問〕（配点：２）
㓄അᏊࡀᙧᡂࡉࢀࡿ㐣⛬ࡢῶᩘศ࡛ࡣ㸪┦ྠᰁⰍయࡢ㛫࡛࠼ࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᑐ❧㑇ఏᏊࡀ⤌
国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について，最高裁判所の判例に照らし，正しいもの
ࡳࢃࡿࠋ࠶ࡿಶయࡢ┦ྠᰁⰍయࡢ∦᪉ࡣ㸪㑇ఏᏊ$㸪%㸪&㸪'ࡀ㐃㙐ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑐ࡞ࡿࡶ࠺
に○，誤っているものに×を付した場合の組合せを，後記１から８までの中から選びなさい。（解
∦᪉ࡢ┦ྠᰁⰍయࡣ㸪ᑐ❧㑇ఏᏊD㸪E㸪F㸪Gࡀ㐃㙐ࡋ࡚࠸ࡿ௬ᐃࡍࡿࠋࡇࡢಶయࡽ⏕ࡌࡿ
答欄は，［№53］）
㓄അᏊࢆㄪࡓࡇࢁ㸪$EཪࡣD%ࡢࡼ࠺㸪$%ࡀ⤌ࡳࢃࡗࡓ㓄അᏊࡣయࡢ㸣
ア．Ａ県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪%&࡛⤌࠼ࡀ㉳ࡁࡓ㓄അᏊࡣ㸣㸪&'ࡣ㸣㸪$&ࡣ㸣㸪$
に損害を加えた場合においては，Ａ県だけではなく，原則として，国もまた，国家賠償法第１
'ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪࠼ࡣᅇࡋ㉳ࡇࡽ࡞࠸௬ᐃࡍࡿࠋ㑇ఏᏊ$㸪%㸪&㸪'
条第１項に基づいて損害賠償責任を負う。
ࡣࡢࡼ࠺࡞⨨㛵ಀ࡛୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᭱ࡶ㐺ษ࡞୪ࡧ㡰ࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞
イ．国立公園内にＢ県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により，観光客がかけ
ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
橋から足を踏み外して転落し重傷を負った場合，国は，Ｂ県に対する補助金の交付によりかけ

橋の設置費用の２分の１近くを負担していたとしても，法律上の設置費用負担義務を負ってい
㸯㸬$%&'
なければ，国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。
㸰㸬$&%'
ウ．社会福祉法人Ｃの設置する児童養護施設に，児童福祉法に基づくＤ県の措置により入所した
㸱㸬$&'%
児童が，施設の職員Ｅの養育監護上の過失によって，他の入所児童から暴行を受けて負傷した
㸲㸬%&'$
場合であって，Ｅの養育監護行為が，国家賠償法第１条第１項の適用上，県の公権力の行使に
㸳㸬&$'%
当たる公務員の職務行為とされるときには，Ｅ個人が民法第７０９条に基づく損害賠償責任を


負わないのみならず，使用者であるＣも同法第７１５条に基づく損害賠償責任を負わない。
ࠝ➨ၥࠞ
１．ア○ イ○ ウ○
２．ア○ イ○ ウ×
３．ア○ イ× ウ○
≢⨥ᤚᰝ࡞࡛ࢃࢀࡿ'1$ゎᯒ㸪3&5࡛'1$ࢆቑᖜࡍࡿᢏ⾡ࡀࢃࢀࡿࠋ3&5ࢃࢀ
４．ア○ イ× ウ×
５．ア× イ○ ウ○
６．ア× イ○ ウ×
ࡿ '1$ ࣏࣓࣮ࣜࣛࢮࡣ㸪୍ᐃࡢ☜⋡࡛ㄗࡗࡓሷᇶࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡀ㸪ㄗࡗࡓሷᇶࢆྲྀࡾ㎸ࡴ☜⋡ࡣᴟ
７．ア×
イ× ウ○
８．ア× イ× ウ×
ࡵ࡚ప࠸ࡓࡵ㸪ቑᖜࡉࢀࡓ'1$ࡢ㓄ิࡢ୰ࡢྠࡌ⨨ࡢሷᇶㄗࡾࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࢇ࡞࠸ࠋ
3&5࡛ቑᖜࡋࡓ'1$ࢆࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡋ㸪ࢡ࣮ࣟࣥࡢ୰ࡽ㸳ࡘࢆ㑅ࢇ࡛ሷᇶ㓄ิࢆỴᐃࡋ㸪ḟࡢ
ሷᇶ㓄ิࢆᚓࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㓄ิࡢ୰࡛㸪3&5ࢃࢀࡓඖࡢ'1$ࡢሷᇶ㓄ิࡋ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡞ࡶ
ࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧

㸯㸬㸿㹅㹁㹒㹒㸿㸿㹅㹁㹅㹁㸿㸿㹒㸿㹅㹅
㸰㸬㸿㹅㹅㹒㹒㸿㸿㹅㹁㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
㸱㸬㸿㹅㹁㹒㹒㹅㸿㹅㹁㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
㸲㸬㸿㹅㹁㹒㹒㸿㸿㹅㸿㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
㸳㸬㸿㹅㹁㹒㹒㸿㸿㹅㹁㹅㹁㸿㹒㹒㸿㹅㹅
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ࠝ➨ၥࠞ
〔第24問〕（配点：２）
ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡣ㸪ࣄࢺࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕឤࠖ㸪ࡘࡲࡾ㸪どぬ㸪⫈ぬ㸪ぬ㸪Ⴅぬཬࡧゐぬ
損失補償に関する次のアからエまでの各記述は，最高裁判所の判例の内容を示したものである（か
㸦ゐᅽぬ㸧㸪ࡢࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆグ㏙ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢឤぬࡘ࠸࡚ࡢ≉ᚩࡢグ
ぎ括弧内の記述は，最高裁判所の判例の原文をそのまま抜き出したものである。）。４つのうち，損
㏙ࡀṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ḟࡢ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
失補償の要否の判断に影響を及ぼした主要な要素が他の判例と最も異なっているものを１つ，後記
１から４までの中から選びなさい。（解答欄は，［№54］）
㸯㸬どぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣ㟁☢Ἴ࡛࠶ࡾ㸪่⃭ࢆཷᐜࡍࡿཷᐜయࡣ」ᩘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ⬻
ア．「鉱業法六四条の定める制限は，鉄道，河川，公園，学校，病院，図書館等の公共施設及び
⓶㉁ࡢᚋ㢌ⴥ࡛ሗฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡛どぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
建物の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するため，これらの近傍において鉱物を採
㸰㸬⫈ぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣ㡢Ἴ࡛࠶ࡾ㸪㡰ᛂࡀẚ㍑ⓗ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋ⬻⓶㉁ࡢ๓㢌ⴥ࡛ሗ
掘する場合には管理庁又は管理人の承諾を得ることが必要であることを定めたものにすぎず，
ฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡛⫈ぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
この種の制限は，公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり，何人もこれをやむ
㸱㸬ぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣᏛ≀㉁࡛࠶ࡾ㸪่⃭ࢆཷᐜࡍࡿཷᐜయࡣ✀㢮࡛࠶ࡿࠋ⬻⓶
を得ないものとして当然受忍しなければならないものであつて，特定の人に対し特別の財産上
㉁ࡢ㢌㡬ⴥ࡛ሗฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡛ぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
の犠牲を強いるものとはいえないから，同条の規定によつて損失を被つたとしても，憲法二九
㸲㸬Ⴅぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣᏛ≀㉁࡛࠶ࡾ㸪㡰ᛂࡣẚ㍑ⓗ㉳ࡇࡾ㞴࠸ࠋࣄࢺࡣᩘⓒ✀㢮ࡶ
条三項を根拠にして補償請求をすることができないものと解するのが相当である。」
ཬࡪႥぬཷᐜయࡢ㑇ఏᏊࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
イ．奈良県ため池の保全に関する条例は，「災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであ
㸳㸬ゐぬ㸸ཷᐜࡍࡿ㐺่⃭ࡣᶵᲔⓗ่⃭࡛࠶ࡾ㸪㡰ᛂࡀẚ㍑ⓗ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋᑕࡀ㉳ࡁࡿࡇ
り，その四条二号は，ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するもので
ࡽศࡿࡼ࠺㸪⬻࡛ࡢሗฎ⌮ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶゐぬࡀ⏕ࡌࡿࠋ
はあるが，結局それは，災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないもの


であり，そのような制約は，ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなけ
ࠝ➨ၥࠞ
ればならない責務というべきものであつて，憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としない
့ங㢮᪻ࢆẚ㍑ࡍࡿ㸪ᙧែ㸪ච㸪⏕⌮ཬࡧⓎ⏕࠾࠸࡚㸪ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศ␗࡞ࡿ㒊ศ
と解するのが相当である。」
ࡀ࠶ࡿࠋḟࡢDࡽHࡲ࡛ࡢྛグ㏙ࡢ࠺ࡕ㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࡢ⤌ྜࡏࢆ㸪ᚋグ㸯ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢ୰
ウ．都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該
ࡽ㑅ࡧ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸦ゎ⟅ḍࡣ㸪㹙θ㹛㸧
行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消された事案においては，
「都有行政財産たる土地につき使用許可によつて与えられた使用権は，それが期間の定めのな
㹟㸬့ங㢮࡛ࡣయෆࢆᕠࡿ⾑⟶ࢆ㉥⾑⌫ࡀ㏻ࡾ㸪ྛ⤌⧊㓟⣲ࢆ㐠ࡪࠋ୍᪉㸪࡛᪻ࡣయෆࢆẼ
い場合であれば，当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点におい
⟶ࡀᕠࡾ㸪Ẽ⟶ෆࡢ✵Ẽࡽ┤᥋㸪ྛ⤌⧊㓟⣲ࡀ㐠ࡤࢀࡿࠋ
て原則として消滅すべきものであり，また，権利自体に右のような制約が内在しているものと
㹠㸬᪻ࡣཎᚤ⏕≀ࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆㄆ㆑ࡋ㸪ཎᚤ⏕≀ࢆ㝖ࡍࡿ⮬↛චࡀᏑᅾࡍࡿࠋ୍᪉㸪
して付与されているものとみるのが相当である」から，使用権者は，特別の事情のない限り，
့ங㢮ࡣ%⣽⬊ࡸ7⣽⬊ࡀ㛵ࢃࡿ⋓ᚓචࡋᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
その取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
㹡㸬᪻ࡢయ⾲㠃ࡣ᫂░య⠇ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪့ங㢮࡛ࡣ㢧ⴭࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋ㸪᪻
エ．道路法７０条１項による「補償の対象は，道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の
࡛ࡶ့ங㢮࡛ࡶ⬇Ⓨ⏕ᮇࡣ࣓࣍࢜ࢸࢵࢡ㑇ఏᏊࡀయ⠇ᙧᡂാࡃࠋ
原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があつて
㹢㸬့ங㢮ࡣ㧗ᗘⓎ㐩ࡋࡓ⬻ࢆᣢࡕ㸪グ᠈ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉㸪ࢇࡢ᪻ࡣ⬻ࡀᑠࡉࡃグ᠈
した前記工作物の新築，増築，修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢ௦ࢃࡾከᵝ࡞⏕ᚓⓗ㸦ᮏ⬟㸧⾜ືࢆ♧ࡍࠋ
に限られると解するのが相当である。したがつて，警察法規が一定の危険物の保管場所等につ
㹣㸬㞤ࡢ࢝ࢥ࢞ࡀฟࡍᛶࣇ࢙ࣟࣔࣥࡸാࡁࣜࡀฟࡍ㐨ᶆࣇ࢙ࣟࣔࣥ࡞㸪᪻ࡣࣇ࢙ࣟࣔ
き保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めて
ࣥࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪့ங㢮ࡣࡇ࠺ࡋࡓࣇ࢙ࣟࣔࣥࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
いる場合において，道路工事の施行の結果，警察違反の状態を生じ，危険物保有者が右技術上
の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ，これによつて損失を被つたとしても，
㸯㸬D
E
それは道路工事の施行によつて警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至つたものにす
㸰㸬D
F
ぎず，このような損失は，道路法七〇条一項の定める補償の対象には属しないものというべき
㸱㸬E
であるH
。」
１．ア
２．イ
㸲㸬F G

３．ウ

４．エ

㸳㸬G H
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