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平成 18 年司法試験 
公法系第２問（行政法） 

問 題 文  

〔第２問〕（配点：１００） 
  ○○県甲川市に土地を所有するＡは，Ａの所有する土地の一画にある通路につい

て建築基準法第４２条第２項にいう２項道路に該当するとの判断を甲川市の職員が
表明したことから，当該通路及びこれに隣接するＡ所有の土地の価格評価が下落す
ることになると考え，訴訟提起の可能性につき相談するため，Ｊ弁護士事務所を訪
ね，弁護士Ｋ及びＬと面談した。 

  本件紛争及び紛争へと至る事実関係（資料１），及びＡ，Ｋ，Ｌの間のやり取り
（資料２）を踏まえて，主任の弁護士Ｋから報告書を作成するよう指示を受けた若
手弁護士Ｌの立場で，次の設問に具体的に解答しなさい。 

 
 〔設 問〕 

  １．本件通路が２項道路に該当しないことをＡが訴訟によって確定させるために
は，どのような訴訟を提起し，どのような主張をすべきか。 

  ２．土地の価格評価の下落による損害について市に対して賠償を求めるために
は，Ａは，だれのどのような行為に着目して，どのような主張をすべきか。 

 
  なお，本件で問題となっている２項道路の制度については，資料３にその説明が

あり，建築基準法の抜粋は，資料４に掲げてあるので，適宜参照しなさい。 
 
 
資料１ 事実関係 

 
⑴ ○○県乙山町は，平成１５（２００３）年４月１日に建築主事を置いている近隣

の甲川市と合併し，合併後の名称を甲川市とした（以下，合併前の甲川市を「旧甲
川市」，合併前の乙山町を「旧乙山町」，合併後の甲川市を「新甲川市」という。）。 

  ところで，旧乙山町には建築主事は置かれていなかったため，旧乙山町の特定行
政庁は○○県（正確には，○○県知事）であった。そして，合併の時点まで旧乙山
町に適用のあった○○県建築基準法施行細則第１８条は，２項道路を一括して指定
する方式を採用していた。具体的には，細則第１８条は，「建築基準法第３章の規
定が適用されるに至つた際現に存在する幅員４メートル未満２．７メートル以上の
道で，道路の形態が整い，道路敷地が明確であるもの」と規定していた。 

  これに対して，旧甲川市は，合併前から建築主事を置いており，独自の建築基準
法施行細則を制定していた。そして，旧甲川市の中心市街地は整理が遅れ，戦前か
らの入り組んだ町並みが残されていたために，旧甲川市の建築基準法施行細則第１
８条は，２項道路の幅員を１．８メートル以上と規定して，２項道路の指定基準を
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県の基準より緩和し，建築基準法第４２条第１項にいう道路（同法第４３条参照）
に接していない敷地の所有者に配慮する政策を採っていた。 

  したがって，合併後の新甲川市において２項道路指定につきどのような立場が採
られるかは，戦前からの町並みが古くから残っている地域に土地・家屋を有する者
にとって，重要な関心事項となった。例えば，指定基準が緩和されることにより，
現在は接道要件を満たしていない家屋が新たに接道要件を満たすこととなって，増
改築等ができる可能性が出てくる。他方，緩和された指定基準に該当する通路の属
する敷地の所有者にとっては，それまで２項道路ではなかった通路が今後は２項道
路に指定されることとなり，自分が増改築しようとすると，当該通路の中心線から
２メートルの線までセットバックする義務が新たに生ずる状態に陥ることになる。 

  このため，合併前に開催された合併協議会の場においては，この問題について，
旧甲川市，旧乙山町の区域について，それぞれの接道義務に関する規定を暫定的に
適用し，本格的な検討は，合併後に行われる市長選挙等の結果を待って行うことで
合意が成立した。 

⑵ 合併後に実施された新甲川市の市長選挙においては，旧甲川市長Ｍ，旧甲川市市
議会議員Ｎ，旧乙山町長Ｐの３名が立候補し，激しい選挙戦の結果，Ｍが当選し
た。そして，当選後，Ｍは，２項道路の指定に関する新甲川市建築基準法施行細則
（以下「新細則」という。）を制定して平成１５（２００３）年６月１日に公布し
た。新細則は，道の幅員等の要件は旧甲川市建築基準法施行細則と同じ内容であっ
たが，適用地域の限定はされていない。市が配布したパンフレットによれば，その
ような新細則を制定した理由は，「整備が遅れた地域の多い新甲川市の状況に照ら
し，接道要件を可能な限り緩和する政策を維持し，かつ，これを新市域全体に適用
することが適当である」というものであった。 

  これに関し，ある地元新聞には，大要，次のような解説記事が掲載された。「都
市近郊の高級住宅街として，区画が整理された地域の多い旧乙山町においては，合
併前の○○県建築基準法施行細則においては幅員２．７メートル以上の道だけが２
項道路指定を受けていたこともあって，指定基準の緩和には批判的な雰囲気が強
く，特に，２項道路の指定を新たに受けることによって，２項道路の敷地，さら
に，２項道路に指定された道の中心線より２メートル以内にかかる部分に突出して
いる敷地について，その価格評価が下がることによる不利益等を受ける者は少なく
ない。他方，旧乙山町の有力者の中には，たまたま，賃貸している家屋について指
定基準の緩和により新たに接道要件が満たされることによって利益を受ける人々が
複数おり，Ｍは，選挙においてそれらの有力者の支持を取り付けるために指定基準
の緩和を約束していたと証言する関係者もいる。」 

⑶ ① Ａは，旧乙山町区域内に家屋及びその敷地を所有しているほか，敷地部分の
東側に台形状の土地を所有している。この台形状の土地には隣人のＥのための通路
が南北に走っており，通路の幅員は２．０メートルから２．２メートルであって，
道としての形態は縁石等により整えられており，いわゆる私道として利用されてい
る（以下，通路を含む台形状の土地を「本件通路部分」，通路を「本件通路」とい
う。）。 
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  ② 本件通路部分は，Ａの家屋の敷地から分筆して登記されており，その際の地
積測量図によるとその大きさは，南北に伸びる長さが約６．０メートル，東西に伸
びる上辺の長さは約２．３メートル，下辺の長さは約３．０メートルである。 

  ③ また，本件通路部分は，東西に伸びる長方形の土地（以下「本件長方形部
分」という。）の東端部に対して直角に接続しており，接続部は曲がり角となって
いる。本件長方形部分の大きさは，東西方向の長さが約３５メートル，幅員は３．
６メートルであり，その全体が私道として利用されている。なお，本件長方形部分
はＡ及びその隣人２名の共有であるが，この所有関係は本件と直接関係はない（①
から③につき，後記「説明図１」参照）。 

  ④ 紛争が生じた平成１７（２００５）年夏の時点において，本件通路部分及び
本件長方形部分の周囲には，昭和２５（１９５０）年の時点で既に存在していた５
軒の家屋がある。 

  これらの家屋のうち，まず，本件長方形部分の北側に位置するＡの家屋の敷地及
び本件長方形部分の南側に位置するＢの家屋の敷地は，幅２メートル以上にわたり
直接に公道に接している。次に，同じく本件長方形部分の南側に位置するＣの家屋
の敷地，本件長方形部分及び本件通路部分の東側に位置するＤの家屋の敷地は，本
件長方形部分に接し，これを経由して公道へとつながっている。そして，Ｅの家屋
の敷地は，本件通路及び本件長方形部分を経由して公道へとつながっており，他に
公道に出る手段はない。 

  本件長方形部分の私道は従来から２項道路に該当すると認識され，かつ，Ｃ及び
Ｄの家屋の敷地はこの私道に幅２メートル以上接しており，従前より接道要件を満
たしていると考えられてきた（④につき，後記「説明図２」参照）。 
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説明図１ 

 
説明図２ 
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⑷ 本件通路部分を所有するＡは，Ａの父親の代から，隣人Ｅに本件通路を生活道路
として使用することを承認してきた。平成１７（２００５）年春ごろ，Ｅは，自宅
を解体してこれまでの２倍以上の床面積を有する家屋を建築する計画を立て，その
ため，容積率・建ぺい率の関係で敷地を大幅に拡張する必要が生じ，本件通路部分
に隣接するＤの敷地の一部を買い取る旨Ｄに申し入れたほか，本件通路部分及びそ
れに隣接するＡの家屋の敷地の一部（以下「本件売却予定部分」とする。後記「説
明図３」参照）も買い取ることにして，Ａに買取りを申し入れた。Ａは，亡父から
土地家屋等を相続したことから生じた税金を支払う必要があったため，Ｅとの売買
交渉に入ることにした。 

 
説明図３ 本件売却予定部分 

 
 
  そして，交渉の結果，ＡとＥは，本件売却予定部分の価格を，その現状価格に関

する不動産鑑定会社Ｆによる鑑定結果に基づいて決定することで合意し，この合意
の時点においてＡはＥから手付金２００万円を受領した。そこで，Ａ及びＥの依頼
を受けたＦの職員は，平成１７（２００５）年５月，新甲川市の建築指導課に出向
いて，本件通路が２項道路に該当するか否かの照会をした。これに対し，担当課長
Ｇは，「現地の状況を確認しないと何とも言えないので，詳細な調査をした上で回
答する。」と返事をした。その後，Ｇは，課員に現地を見分させ，関係資料を調査
させるなどし，その結果，本件通路は２項道路に該当するとの判断を得た。Ｇのこ
の判断は，①本件においては，本件長方形部分及び本件通路を一体的にとらえて２
項道路該当性を判断すべきであり，そこには，現在のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥの各建
築物が基準時において立ち並んでいたと認められること（ちなみに，「基準時」と
は，建築基準法第４２条第２項にいう「この章の規定が適用されるに至つた際」の
ことをいい，本件では昭和２５（１９５０）年である。），又は，②仮に本件通路だ
けで２項道路該当性を判断すべきだとしても，同じく，現在のＡ，Ｄ，Ｅの各建築
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物が基準時において立ち並んでいたと認められること，かつ，③以上の①，②のい
ずれの考え方に立つにせよ，本件通路は最も狭いところでも幅員が２．０メートル
あり，新細則による２項道路の指定要件に欠けるところはないことを根拠とするも
のであった。そこで，Ｇはその旨を平成１７（２００５）年６月にＦに伝えた。 

⑸ このような市の判断を不動産鑑定会社Ｆから伝え聞いたＡは，本件通路が２項道
路と判断されたことに対して，大きな不満を抱いた。そこで，Ａは，平成１７（２
００５）年６月，７月，８月の３度にわたって，自ら市役所に出向いて不満を述べ
る等の行動をとったが，市の立場は変わらなかった。 

  Ａは，市の判断になおも納得がいかないが，他方，相続税納付の期日が迫ってお
り，Ｅから手付金を受領している等の事情もあることから，市の見解を前提として
Ｅとの間に売買契約を結ばざるを得ないとも考えた。結局，Ａは，あれこれ悩んだ
末，平成１７（２００５）年９月初めにＪ弁護士事務所を訪れ，相談した。第２回
の面談では，Ａ，主任の弁護士Ｋ及び若手弁護士Ｌとの間で，概略，資料２のよう
な会話が交わされた。 

 
 
資料２ Ａ，主任の弁護士Ｋ及び若手弁護士Ｌの間のやり取り 

 
 Ａ：私は父親の代からの家を大事に守ってきました。それに，父親からは，「古く

からの知り合いのＥさんだから通路として使わせてあげているけれども，あんな
狭い通路は正式な道路とは認定されっこないから，安心していい。」と言われて
いたのです。 

   それを，旧甲川市の基準を私たちに一方的に押し付けるなんて，Ｍ市長の方針
は絶対に間違っています。大体，旧乙山町は旧甲川市とは事情が違うのです。今
更，通路の中心線から２メートルのセットバック義務があるだなんて…。通路部
分以外の売却予定地の現状価格もかなり下がってしまって，本当に困っているの
です。しかも，通路を使っているのは，Ｅさんだけですよ。それ以外の人たち
は，皆で共有している長方形の道しか使ってないのですから，Ｅさん一人のため
だけに，あの通路が２項道路に指定されるなんてとても納得がいきません。 

 Ｋ：Ｌ君，Ａさんが最後に言われた点は，建築基準法の解釈適用の問題としては
…。 

 Ｌ：はい…。建築基準法の解説書，特に同法第４２条の部分をチェックしたのです
が，私は，市が本件通路を２項道路に当たるとしている根拠に問題があると思い
ます。 

   第１に，本件通路と本件長方形部分を一体的にとらえて判断するとしている点
です。この二つの部分は，接続してはいますが，形状からすればそれぞれ別々に
２項道路該当性を判断すべきものでしょう。 

   そして，そのことを前提としてですが，第２に，建築基準法第４２条第２項に
いう「建築物が立ち並んでいる」という要件の解釈適用が問題になります。この
第４２条第２項は，一方で第４３条によって厳しい接道要件が定められたこと
と，他方で，ある一つの道の周りに安定的に形成されている土地利用の現状を一
定程度保護する必要があることとの兼ね合いで置かれた，政策的な規定だと考え
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られます。そうだとすれば，この要件は，その道が幅員４メートル未満であるた
めに接道要件を満たさないことになるような建築物が立ち並んでいるという限定
的な意味に解すべきものでしょう。 

 Ｋ：なるほど，それは主張として成り立つかもしれないね。ところで，Ａさんは，
そのほかに，旧甲川市の基準を旧乙山町の区域にも及ぼすという新市長の措置そ
のものにも御不満なのですよね。 

 Ａ：そうです。 
 Ｌ：本件の場合，新市長が執った措置は，建築基準法施行細則による２項道路の一

括指定というわけでして，これ自体が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるこ
とは，平成１４年１月１７日の最高裁判決で認められています。しかし，取消訴
訟の出訴期間は既に経過しています。 

 Ｋ：要するに，問題は，一つには，Ａさんの本件通路が２項道路に当たらないとい
うことを確定できるような訴訟のやり方だね。Ｌ君，さらに考えてみてくださ
い。もう一つには，Ａさんは，本件売却予定部分の評価が低下することを御不満
に思っておられるわけだけれども，Ｅさんとの関係では，実際上，低い評価価格
で売却せざるを得ないという御事情もおありのようで，そうだとすると，そのよ
うな行政上の原因による不利益について原因者に損害賠償を請求するという方策
も必要だね。普通の民事上の不法行為と対比して独特な問題も有り得るので，Ｌ
君，注意して主張を整理してみてください。 

   Ａさん，次回の面談は一週間後ですから，行政相手の訴訟経験のあるＬ君に，
だれに対してどのような訴訟を提起すれば，Ａさんの御不満を適切にくみ取れる
かを報告してもらいましょう。ただ，訴訟を提起するとなると，勝ち目というも
のを考える必要がありますから，彼の報告を聞きながら，方針をじっくり検討す
ることにしませんか。 

 Ａ：よろしくお願いします。 
 
 
資料３ ２項道路の制度について 

 
⑴ 建築基準法（以下「法」という。）第４３条第１項によれば，法第３章（第８節

は除く。法第４１条の２から第６８条の８まで）の規定が適用される区域（主とし
て都市計画区域がこれに当たる。）においては，建築物の敷地は同法に規定する道
路に２メートル以上接していなければならず（以下，これを「接道要件」あるいは
「接道義務」という。），その要件を満たしていない敷地の建築物は違法建築物とし
て建築基準法上の取締りの対象となる（法第９条）。そして，この場合に取締りの
権限を有しているのは，特定行政庁である（特定行政庁については，法第２条第３
２号参照）。 

  また，法第６条第１項各号に該当する建築物の建築（新築，増築，改築又は移転
をいう。），大規模な修繕，大規模な模様替えをしようとする場合には，同条第２項
に定める例外を除き，建築主事等に対して建築確認の申請をし，確認を受け，確認
済証の交付を受けなければならず（法第６条第１項等），申請に係る建築物の計画
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が「建築基準関係規定に適合しない」等の場合には確認を受けることはできない
（法第６条第５項等）。 

  さらに，建築確認を受け工事を実施した建築主は，建築主事等による検査を受
け，検査済証の交付を受ける必要があり（法第７条第１項等），この場合において
も，建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していない場合には検査済証の
交付を受けることはできない（法第７条第５項等）。 

⑵ 以上のような接道要件を満たすための「道路」として，どのようなものがあるの
かを規定しているのが，法第４２条である。同条第１項によれば，まず，接道要件
を満たすために必要となる道路には，①国道，県道等の道路法上の道路（同項第１
号），②都市計画法，土地区画整理法等による道路（同項第２号），③「都市計画区
域等における建築物の敷地，構造，建築設備及び用途」に関する法第３章の規定が
適用されるに至った際現に存在する道（同項第３号）等であって，幅員４メートル
以上のものが含まれる。したがって，幅員４メートル未満の道路に接しているだけ
では法第４３条第１項の接道義務を果たしたことにはならない。 

  しかしながら，都市計画制度が未整備であった時期が長く続いた我が国にあって
は，上記の接道要件を満たすことができない敷地は多く存在している。特に，建築
基準法の前身である市街地建築物法においては，昭和１３（１９３８）年改正前
は，接道要件を満たし得る道路は幅員９尺（約２．７メートル）以上のものとされ
ていた経緯があり，法第４３条第１項の規定を厳格に適用すると，古くからの土地
家屋を所有してきた者に対して酷な結果となりかねない。これらの土地家屋の所有
者は，法第３条第２項の規定により，これまでの利用を維持できるものの（これを
「既存不適格」という。），増改築や大規模の修繕等の行為をすることは許されなく
なるからである。 

⑶ そこで，①交通，避難，防火，衛生上安全な状態に都市環境を保つために十分な
道路への接合を敷地建物について要求する必要性と，②未整備な都市計画制度の下
で以前より土地建物を所有してきた者の既存の利益を保障する必要性とを調和させ
る見地から設けられた制度が，法第４２条第２項に規定する２項道路である。 

  まず，同項によれば，①法第３章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立
ち並んでいる幅員４メートル未満の道であって，②特定行政庁が指定したものは，
第１項の道路であるとみなされる（これを「２項道路」という。）。この規定によ
り，狭あいな通路にのみ接道する敷地の所有者も，特定行政庁の指定を受ければ接
道要件を満たすものとして取り扱われることになる。その一方，同項は，２項道路
の中心線からの水平距離２メートルの線をその道路の境界線とみなす旨の規定を同
時に置いているので，境界線の内側に現に存在している建築物等は２項道路に突出
していることになる。 

  そして，２項道路内に突出している建築物については，直ちに違法建築物として
取り扱われることはない（法第４４条第１項，法第３条第２項）ものの，いわゆる
セットバック義務，すなわち，建築物の増改築，大規模の修繕等をしようとすると
きには，２項道路内の部分を除却する義務が生ずる（法第３条第３項第３号及び第
４号）。 



公法系第２問（行政法）問題文 

 

 34 

⑷ 以上に述べてきたように，２項道路は，未整理で入り組んだ所有関係にある地域
に古くから土地家屋を有してきた者の既得の利益を尊重しつつ，将来において良好
な都市環境が形成されることを期待して設けられた制度である。 

  なお，２項道路の指定の方法としては，道路を個別に指定する方式と，一定の条
件（例えば，「幅員２．７メートル以上」）を満たす道路を一括して指定する方式と
があり，いずれも適法な指定方式であると考えられている。 

 
 
資料４ 建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）（抜粋） 

 
  （用語の定義） 
 第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
  一～三十一（略） 
  三十二 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長を

いい，その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。（以下略） 
  （適用の除外） 
 第３条 （略） 
 ２ この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存

する建築物若しくはその敷地又は現に建築，修繕若しくは模様替の工事中の建築
物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず，又はこれらの規定に適合しない
部分を有する場合においては，当該建築物，建築物の敷地又は建築物若しくはそ
の敷地の部分に対しては，当該規定は，適用しない。 

 ３ 前項の規定は，次の各号のいずれかに該当する建築物，建築物の敷地又は建築
物若しくはその敷地の部分に対しては，適用しない。 

  一，二 （略） 
  三 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は

適用の後である増築，改築，大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又
はその敷地 

  四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分 
  五 （略） 
  （建築物の建築等に関する申請及び確認） 
 第６条 建築主は，第１号から第３号までに掲げる建築物を建築しようとする場合

（増築しようとする場合においては，建築物が増築後において第１号から第３号
までに掲げる規模のものとなる場合を含む。），これらの建築物の大規模の修繕若
しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第４号に掲げる建築物を建築しよ
うとする場合においては，当該工事に着手する前に，その計画が建築基準関係規
定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規
定」という。）その他建築物の敷地，構造又は建築設備に関する法律並びにこれ
に基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合す
るものであることについて，確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け，確
認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更
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（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして，第１号から第３号までに
掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては，建築
物が増築後において第１号から第３号までに掲げる規模のものとなる場合を含
む。），これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場
合又は第４号に掲げる建築物を建築しようとする場合も，同様とする。 

  一 別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で，その用途に供する部
分の床面積の合計が１００平方メートルを超えるもの 

  二 木造の建築物で３以上の階数を有し，又は延べ面積が５００平方メートル，
高さが１３メートル若しくは軒の高さが９メートルを超えるもの 

  三 木造以外の建築物で２以上の階数を有し，又は延べ面積が２００平方メート
ルを超えるもの 

  四 前３号に掲げる建築物を除くほか，都市計画区域（都道府県知事が都道府県
都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。），準都市計画区域（市町
村長が市町村都市計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれて
いないときは，当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会）の意
見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法（平成１６年法律第１１０
号）第７４条第１項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は
都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部につい
て指定する区域内における建築物 

 ２ 前項の規定は，防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し，改築し，
又は移転しようとする場合で，その増築，改築又は移転に係る部分の床面積の合
計が１０平方メートル以内であるときについては，適用しない。 

 ３ （略） 
 ４ 建築主事は，第１項の申請書を受理した場合においては，同項第１号から第３

号までに係るものにあつてはその受理した日から２１日以内に，同項第４号に係
るものにあつてはその受理した日から７日以内に，申請に係る建築物の計画が建
築基準関係規定に適合するかどうかを審査し，審査の結果に基づいて建築基準関
係規定に適合することを確認したときは，当該申請者に確認済証を交付しなけれ
ばならない。 

 ５ 建築主事は，前項の場合において，申請に係る計画が建築基準関係規定に適合
しないことを認めたとき，又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合
するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは，その旨及びそ
の理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならな
い。 

 ６ 第１項の確認済証の交付を受けた後でなければ，同項の建築物の建築，大規模
の修繕又は大規模の模様替の工事は，することができない。 

 ７ （略） 
  （建築物に関する完了検査） 
 第７条 建築主は，第６条第１項の規定による工事を完了したときは，国土交通省

令で定めるところにより，建築主事の検査を申請しなければならない。 
 ２ 前項の規定による申請は，第６条第１項の規定による工事が完了した日から４

日以内に建築主事に到達するように，しなければならない。ただし，申請をしな
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かつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは，この
限りでない。 

 ３ 前項ただし書の場合における検査の申請は，その理由がやんだ日から４日以内
に建築主事に到達するように，しなければならない。 

 ４ 建築主事が第１項の規定による申請を受理した場合においては，建築主事又は
その委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員（以下この章において「建
築主事等」という。）は，その申請を受理した日から７日以内に，当該工事に係
る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなけ
ればならない。 

 ５ 建築主事等は，前項の規定による検査をした場合において，当該建築物及びそ
の敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは，国土交通省令で
定めるところにより，当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければな
らない。 

  （違反建築物に対する措置） 
 第９条 特定行政庁は，建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付

した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については，当該建築物の建築主，
当該建築物に関する工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）若しくは現場管
理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者，管理者若しくは占有者に対
して，当該工事の施工の停止を命じ，又は，相当の猶予期限を付けて，当該建築
物の除却，移転，改築，増築，修繕，模様替，使用禁止，使用制限その他これら
の規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずるこ
とができる。 

 ２～１５ （略） 
  （道路の定義） 
 第４２条 この章の規定において「道路」とは，次の各号の一に該当する幅員４メ

ートル（特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況によ
り必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては，
６メートル。次項及び第３項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを
除く。）をいう。 

  一 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路 
  二 都市計画法，土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号），旧住宅地造成

事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号），都市再開発法（昭和４４年
法律第３８号），新都市基盤整備法（昭和４７年法律第８６号），大都市地域に
おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６
７号）又は密集市街地整備法（第６章に限る。以下この項において同じ。）に
よる道路 

  三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 
  四，五 （略） 
 ２ この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員４メー

トル未満の道で，特定行政庁の指定したものは，前項の規定にかかわらず，同項
の道路とみなし，その中心線からの水平距離２メートル（中略）の線をその道路
の境界線とみなす。ただし，当該道がその中心線からの水平距離２メートル未満
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でがけ地，川，線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては，当該
がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離４メートルの線
をその道路の境界線とみなす。 

 ３～６ （略） 
  （敷地等と道路との関係） 
 第４３条 建築物の敷地は，道路（次に掲げるものを除く。第４４条第１項を除

き，以下同じ。）に２メートル以上接しなければならない。ただし，その敷地の
周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建
築物で，特定行政庁が交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がないと認めて建
築審査会の同意を得て許可したものについては，この限りでない。 

  一 自動車のみの交通の用に供する道路 
  二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造の

ものとして政令で定める基準に該当するもの（第４４条第１項第３号において
「特定高架道路等」という。）で，地区計画の区域（地区整備計画が定められ
ている区域のうち都市計画法第１２条の１１の規定により建築物その他の工作
物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号
において同じ。）内のもの 

 ２ （略） 
  （道路内の建築制限） 
 第４４条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は，道路内に，又は道路に突き出

して建築し，又は築造してはならない。（以下略） 
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解 説  

第１ 設問１について 
１ 訴訟選択の方針について  
  誘導文によると，Ａは，「旧甲川市の基準を私たちに一方的に押し付けるなん

て，Ｍ市長の方針は絶対に間違っています。」という不満と，「しかも，通路を使っ
ているのは，Ｅさんだけですよ。それ以外の人たちは，皆で共有している長方形の
道しか使ってないのですから，Ｅさん一人のためだけに，あの通路が２項道路に指
定されるなんてとても納得がいきません。」という２つの不満を述べている。 

  前者の不満は，旧甲川市の基準，すなわち，「２項道路の幅員を１．８メートル
以上と規定して」いる基準を，旧乙山町の区域にも及ぼすという新市長Ｍの措置そ
のものに対する不満である。一方で，後者の不満は，Ｅ以外の者との関係では，本
件通路が２項道路に該当しないことを主張するものであり，仮に，前者の不満が認
められなかった場合でも，２項道路該当性について争う趣旨の不満であると解され
る。 

  そこで，前者の不満については，旧甲川市の基準を旧乙山町の区域にも及ぼすと
いう新市長Ｍの措置そのものを争う手段を考える必要があり，後者の不満について
は，仮に前者の不満が認められなかったとしても，本件通路が２項道路に該当しな
いことを争う手段を考える必要がある。 

２ 旧甲川市の基準を旧乙山町の区域にも及ぼすという新市長の措置そのものを争う
手段及び主張内容について 

 ⑴ 手段について 
   取消訴訟の出訴期間が既に徒過しているため，新細則の制定・公布行為（以下

「本件一括指定処分」という。）の無効確認訴訟を提起することが考えられる。 
   処分性が認められることは問題文の記載から前提としてよく，「法律上の利

益」とは，取消訴訟における原告適格（行訴９Ⅰ）のそれと同義であって（最判
平 4.9.22【百選Ⅱ187】），Ａの所有地が建築基準法上の義務を受けることから，
問題なく認められる。 

   「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができない」（補
充性）については，本件一括指定処分そのものを争う手段は他に考えられないた
め，これを満たす。 

 ⑵ 本案上の主張内容について 
  ア 処分の無効確認訴訟であるから，処分の瑕疵が重大かつ明確であることが必

要である（最判昭 36.3.7。なお，明白性補充要件説の立場に立った場合でも，
本問では広範囲に２項道路の指定がなされており，現にこれによって利益を受
ける利害関係者も存在するのであるから，明白性が不要とはならないだろ
う。）。 

    問題文から明らかに読み取れる本案上の主張としては，⒜本件一括指定処分
の内容を旧乙山町にも適用することが不合理であること，⒝選挙対策という不
当な動機によるものが指摘できる。また，出題趣旨によれば，その他，⒞「規
則自体が，財産権ないし既得の権利を侵害する」こと，⒟「建築基準法におけ
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る２項道路制度の趣旨に照らし同法の委任の範囲を超えるもの」であることが
指摘されている。 

  イ 幅員４メートル未満の道について具体的に２項道路としての指定をするか否
かは，特定行政庁の専門技術的裁量に委ねた趣旨であると解されているため
（東京高判平 11.10.26 参照），その裁量の逸脱・濫用が認められる場合に，瑕
疵があることになる。 

    そうすると，⒜の主張は「整備が遅れた地域の多い新甲川市の状況に照ら
し，接道要件を可能な限り緩和する政策を維持」する必要は，旧甲川市には妥
当するが，旧乙山町には妥当しないにもかかわらず，これを旧乙山町にも適用
することは，社会通念上著しく妥当性を欠き，重大かつ明白な違法が認められ
ることをいうものだろう。 

    また，⒞Ａら旧乙山町の２項道路の指定を受けていないことにより利益を受
けていた者の既得権に対する配慮義務違反（最判平 16.12.24【百選Ⅰ32】）に
当たることも指摘し得る。もっとも，合併に伴う基準の一元化は通常みられる
現象であること，最判平 16.12.24【百選Ⅰ32】は，ある事業者の動きを契機
として立法したとしても，そのこと自体から条例を違法とするのではなく，条
例制定前にＸが既に許可申請手続を進めており，行政庁がこれを了知していた
という事情及びＸが受ける権利制限の重大性から，配慮義務を導いているた
め，射程が及ぶとみるのは難しい。 

  ウ ⒝の主張は，動機の不正があるというものである。動機の不正がある場合に
これが裁量権の範囲を逸脱し，違法となることは，東京地判昭 44.7.8，東京高
判昭 51.1.26 等が認めるところである（なお，極めて特殊な事例であるが，最
判昭 53.6.16【百選Ⅰ72】も参照）。そして，本件一括指定処分は，Ｍ市長が，
賃貸している家屋について指定基準の緩和により新たに接道要件が満たされる
という旧乙山町の有力者の利益を図り，選挙においてそれらの有力者の支持を
取り付けるためにこれを行ったのであって，重大かつ明白な違法があると主張
することになる。 

  エ ⒟の主張は，法律による行政の原理違反をいうものである。建築基準法の委
任の範囲を逸脱した規則制定は，違法無効となる。具体的には，２項道路は
「①交通，避難，防火，衛生上安全な状態に都市環境を保つために十分な道路
への接合を敷地建物について要求する必要性と，②未整備な都市計画制度の下
で以前より土地建物を所有してきた者の既存の利益を保障する必要性とを調和
させる見地から設けられた制度」であるところ，法律による行政の原理の下，
この趣旨・目的に即して２項道路の指定をなさなければならないにもかかわら
ず，この趣旨を逸脱して新規則が道路の幅員要件を２．７メートルから１．８
メートルに緩和することは，上記趣旨のうち安全性に悖るものであって，法の
趣旨・目的を超えており，建築基準法の委任の範囲を逸脱するものであるとい
う主張である。 

３ 本件通路の２項道路該当性を争う手段及び主張内容について 
 ⑴ 手段について 
  ア 本件通路について２項道路の指定の不存在確認訴訟（行訴３Ⅳ）について 
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    一括指定処分不存在確認訴訟が考えられる。問題文資料２の最判平 14.1.17
【百選Ⅱ161】（以下「平成 14 年判決」という。）でも認められた訴訟類型であ
る。 

    処分性，原告適格が認められるのは，上記と同様である。問題となるのは，
補充性要件である。 

    平成 14 年判決の調査官解説は，「本件通路部分がみなし道路に該当するか否
かが問題なのであって，所有権確認や境界確定等の通常民事訴訟によることは
考えられず，行政訴訟によるべき場合といえる」として民事訴訟の利用を否定
した上で，実質的当事者訴訟（原告所有地につき建築基準法上の義務を負わな
いことの確認を求める訴え又は本件通路部分がみなし道路でないことの確認を
求める訴え）について，「みなし道路指定の処分性を肯定する以上，ここで問
題とされるみなし道路につき生ずる建築基準法上の義務は，行政処分であるみ
なし道路指定の効果としての義務そのものであり，その排除を目的とする上記
のような訴えは，結局，公権力行使に関する不服の実体を有するものといえ，
建築基準法上の監督権限の不存在確認訴訟や監督権限を行使してはならない不
作為義務確認訴訟などと同様，いわゆる無名抗告訴訟として理解せざるを得
ず，これを実質的当事者訴訟として構成することは困難ではないかと考えられ
るところである。（原文改行）したがって，本件のような紛争については，民
事訴訟によっても公法上の実質的当事者訴訟によっても，その目的を達するこ
とが困難というべきであり，本件の処分不存在確認訴訟は，行政事件訴訟法 36
条の要件を満たす」と述べている。 

  イ 本件通路につき建築基準法上の義務を負わないことの確認を求める訴え又は
本件通路がみなし道路でないことの確認を求める訴えについて 

    上記のように，平成 14 年判決の調査官解説によれば，この訴えは無名抗告
訴訟であると整理されることになる。無名抗告訴訟には，一般に法定抗告訴訟
との関係で補充性を要求するのが一般的な理解である（最判平 24.2.9【百選
Ⅱ214】）から，法定抗告訴訟である一括指定処分不存在確認訴訟が認められる
こととの関係で，不適法であると解することになろう。 

    しかしながら，上記のように，本件通路の２項道路該当性を争う場合，本件
一括指定処分が適法であることを前提とすることになろう。そうすると，この
訴えは，「建築物が立ち並んでいる」という要件（以下「立ち並び要件」とい
う。）該当性のみを問題としており，「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴
訟」（行訴３Ⅰ）たる抗告訴訟ではなく（本件一括指定処分に処分性を認める
以上，担当課長Ｇによる本件通路が２項道路に該当するとの見解表明は，何ら
の法効果も認めることができない単なる事実行為にすぎない。平成 14 年判決
の第１審判決も同様に判断している。），当事者訴訟として整理することができ
よう。 

    このように考えた場合には，無効等確認訴訟との救済ルートの整理も問題と
ならない。行政処分が介在していないからである。 

 ⑵ 本案上の主張内容について 
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   処分の無効確認訴訟については，上記のとおり，違法の重大明白性が必要とさ
れるが，不存在確認訴訟については，処分の瑕疵を主張するわけではないので，
処分が本件通路上に客観的に存在しないことを主張すれば足りる。 

  ア 本件通路と本件長方形部分を一体として見るか，別個に見るか 
    「道」の単位をどのように設定するかという問題である。この問題につい

て，事例判断を下した下記最判平 20.11.25（本問出題当時には不存在）が出さ
れるまでは，この問題について明示的に問題とされた公刊物搭載裁判例は見当
たらず，学説でもこの点を論じたものは見当たらない。そのため，誘導に従い
「形状からすればそれぞれ別々に２項道路該当性を判断すべき」であると主張
すれば足りる。 

   ※ 最判平 20.11.25 は，Ａ点からＢ点を経てＣ点に至る道において，Ａ点及び
Ｃ点以外に１項道路に接続する箇所がないが，Ｂ点から幅員４メートル未満
の道が分岐し，これを経由して別の１項道路に至ることが可能な道（ＡＢ間
は立ち並び要件を満たすが，ＢＣ間（約 60 メートル）は立ち並び要件を満
たしておらず，問題となった敷地はＢＣ間に面していたため，ＡＣを一単位
とすれば２項道路に当たり，ＢＣを一単位とすれば２項道路に当たらな
い。）について，「２項道路の制度は，建築基準法第３章の規定が適用される
に至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満の道で特定行政庁の指
定したものを１項道路とみなすことにより，幅員４ｍ未満の道に接する敷地
上の既存建築物を救済するとともに，原則としてその中心線からの水平距離
２ｍの線をその道路の境界線とみなすことにより，その境界線内の土地につ
いて道路内の建築制限（同法 44 条１項）を及ぼし，将来的に幅員４ｍの道
路を確保するという公益上の要請を満たそうとしたものである。 

     建築基準法上の道路については，これに接する敷地上の建築物の利用者の
避難，防災，衛生，通行の安全等に支障が生じないよう保障する機能を果た
すことが期待されているものであり，２項道路についてもこの点は同様であ
るが，ある道が上記のような機能を果たし得るためには，必ずしもその道の
両端が同法上の道路に接続していることを要するものではなく，同法もその
ことを２項道路の要件としているものではない。２項道路の指定は，上記の
ように，これにより新たに道路敷となる土地の所有者等の権利を制限する側
面を有しているのであるから，その要件該当性を判断するに当たっては，現
に建築物が立ち並んでいる道の範囲を必要以上に広くとらえて関係者の権利
を害することのないようにしなければならない。」との一般論を示した上
で，結論として，ＢＣ間を一単位とした。 

     この判例の射程が本問にも及ぶかは明らかではないが，判例の事案と異な
り，本件通路は，本件長方形部分を経由しなければ１項道路に出ることがで
きない点は，これを否定する要素となり得る。もっとも，Ａ側の主張として
援用する場合には，「現に建築物が立ち並んでいる道の範囲を必要以上に広
くとらえて関係者の権利を害することのないようにしなければならない」と
いう点を指摘することになるだろう。 

  イ 立ち並び要件について 
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    立ち並び要件については，対象となっている道路に複数の建築物が面してい
ることでは足らず，Ｌが指摘するように，２項道路の指定による例外の適用を
必要とする建築物の敷地が複数存する場合に限ると解されている（東京地判平
12.3.17，横浜地判平 11.4.19，東京地判昭 58.8.25 等。なお，複数存するだけ
で原則として立ち並び要件を充足するとする立場と，さらに公益上の機能を果
たしていたという要件を加える裁判例（東京高判昭 57.8.26 等）・学説もある
が，本問では，この点は問題にならない。）。そのため，この点の主張は，Ｌの
指摘に従って論じれよい。 

 
第２ 設問２について 
１ 担当課長Ｇによる見解表明に着目した国家賠償請求について 
 ⑴ 「公権力の行使」については，権力的行政作用に限らず，営造物の設置管理作

用，私経済活動を除く全ての行政活動を含むとするのが判例（最判平 22.4.20
等）・通説である。 

   そして，公務員が一定の見解を表明する行為は，非権力的事実行為であるが，
行政指導（最判平 5.2.18【百選Ⅰ103】）や事実の公表（最判昭 56.4.14【百選Ⅰ
48】）等も「公権力の行使」に当たると解されていることからすれば，本問にお
けるＧの見解表明もこれに当たるとみてよいだろう。なお，京都地判平 23.3.30
は，市が作製整備した道路の種別等を記載した道路縦覧地図において，自己の土
地に隣接する土地が２項道路と記載されていたため，接道義務を満たしていると
信じて他人に売却したが，その後，市の再調査によりそれが２項道路でないとさ
れたため，買主から売買契約を解除されたという事案において，その損害の賠償
が認容されている。 

 ⑵ 「違法」性と「過失」 
   この関係については，一元的に判断すべきであるとする立場（職務行為基準

説，最判平 5.3.11【百選Ⅱ227】）と，別個に判断すべきであるとの立場（公権力
発動要件欠如説）があるが，これは狭義の公権力の行使について生じるものであ
るところ，Ｇによる見解の表明は，法令に根拠のない非権力的事実行為であるか
ら，両説の対立を持ち込む必要はなく，「違法」性および「過失」の要件を一元
的にとらえて，誤った表明をしたことについて G に注意義務違反があったことを
主張すれば足りるだろう。そのため，Ｇの表明したことが誤りであったことを指
摘した上で，その点について，Ｇに注意義務違反があったと主張すればよい。 

   もっとも，注意義務違反の有無については，一考を要する。法令の解釈の誤り
の場合，その解釈自体に相当の根拠があれば過失がないという判断を下すのが判
例（最判昭 46.6.24，最判平 16.1.15 等）の立場であるからである。この点は，
Ｇの解釈が建築基準法 42 条２項の趣旨からはおよそ採用し難いものであるなど
と主張して，違法（又は過失）を認定するほかないだろう。 

   この点について，京都地判平 23.3.30 も「職員が現に入手し及び入手可能であ
った資料による限り不正確な記載となったことがやむを得ない場合等であれば，
被告指導課職員に上記職務上の義務違反があったとは直ちにいえない」とした上
で，基準時当時の航空写真からは道の存在及び立ち並びが確認できず，明らかに
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２項道路の要件を満たさないにもかかわらず，２項道路と記載していることを根
拠に違法性・過失を認めているにすぎない。 

 ⑶ 最後に因果関係であるが，Ｇの見解表明には何らの法的拘束力もないため，損
害との因果関係が認められるかは具体的に検討する必要がある。 

   本問では，Ａは，Ｅとの間で，現状価格に関する不動産鑑定会社Ｆによる鑑定
結果に基づいて売却価格を決定すると合意しており，Ｇに照会した不動産鑑定会
社であるＦとしては，行政の表明した見解に従って，評価額を算定するほかない
から（Ｇが「詳細な調査をした上で回答」している本問ではなおさらである。），
Ｇの誤った見解表明により，本件売却予定部分はセットバック義務の負担がある
土地であることを前提として評価がなされ，その結果，売却価格が不当に低くな
っている。そして，相続税納付期限が迫っていること，Ｅから既に手付金を受け
取っていることからすれば，Ａとしては，Ｇの見解を前提にＥとの売買契約を締
結せざるを得なくなっている。 

   Ａとしては，以上のように主張することになるだろう。 
   虚偽の登記や公図を信頼して取引をした結果，後になってそれが虚偽であるこ

とが判明したことによる損害については，因果関係を認める裁判例が多数存在す
るため（最判昭 43.6.27，東京地判昭 48.5.30，上記京都地判平 23.3.30 等），こ
の主張は認められる可能性はある。 

２ 本件一括指定処分に着目した国家賠償請求について 
 ⑴ こちらは「処分」（行訴３Ⅱ）に当たるため，「公権力の行使」該当性は問題な

い。 
 ⑵ また，違法性については，設問１で論じたところとほぼ重なり，新市長Ｍが不

当な目的を有していたのであれば，少なくとも過失が認められるだろう。 
 ⑶ 次に，因果関係であるが，本件一括指定処分が違法であることを前提とし，本

件通路が本件一括指定処分の対象になる場合は，これにより，時価が低下するの
であるから，本件通路の価値の下落分を損害として認めることに問題はない。 

   一方，本件一括指定処分が違法であったとしても，本件通路が本件一括指定処
分の対象にならない場合（立ち並び要件非該当の場合），本件一括指定処分によ
り直ちに時価が低下するという関係になく，上記Ｇの見解表明という職員の違法
行為が介在したために，不当に安価に売却せざるを得なくなっているにすぎな
い。 

   もっとも，本件一括指定処分がなされても，個々人に２項道路指定があったこ
との通知はなされず，建築指導課が個々の敷地についてその適用の有無について
回答することが予定されていること，建築指導課の担当者が判断を誤ることによ
り，損害を被る住民が出る可能性があることは予見できたといえるであろうか
ら，因果関係を肯定することは可能だろう。 

   なお，同一の公共団体の公務員による一連の行為のいずれかに過失行為があっ
た場合について，加害公務員の特定を不要とした最判昭 57.4.1【百選Ⅱ237】の
考えを発展させ，行政の組織に一体として過失の存在を肯定しようとする組織過
失論によれば，本件一括指定処分からＧの見解表明という一連の行為によりＡの
損害が発生したとして，因果関係を肯定することができるだろう（組織過失論を
明示的に採用した裁判例として，福岡地小倉支判平 21.10.6 がある。）。 
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出 題 趣 旨  

 本問は，新司法試験の理念に基づき，第一に，時間内に問題文と資料から具体的事
実関係及び法令の趣旨を的確に読み取って把握する能力が備わっているか否かを試す
ことに主眼を置いた。そして，第二に，行政法総論及び行政訴訟に関する知識を踏ま
え，具体の事案に含まれた法的問題の所在を把握した上で適切な訴訟方法を選択し，
及びそれと結び付いた本案の主張を整合的に展開することができるか，第三に，国家
賠償法上の基礎的な知識を踏まえ，具体の事案において的確な主張を組み立てる力が
あるか，を試そうとしたものである。 
 設問１は，判例の動向及び行政事件訴訟法の改正を踏まえて，市長の規則制定行為
と，規則を前提とした２項道路該当性とについて，抗告訴訟及び当事者訴訟等の可能
性を検討し，また，各訴訟形態にふさわしい本案の主張の可能性を検討して，それぞ
れ解答することを求めたものである。 
 まず，訴訟方法に関しては，２項道路の一括指定について処分性は認められるが，
出訴期間が経過していること（この点は資料に明示されている。）を前提として，い
かなる形態の抗告訴訟が考えられるか（一括指定の無効確認訴訟等），及びセットバ
ック義務不存在確認等の公法上の当事者訴訟は可能か，などを検討していることが求
められる。 
 次に，本案の主張に関しては，①規則自体が，財産権ないし既得の権利を侵害する
ものでないか，建築基準法における２項道路制度の趣旨に照らし同法の委任の範囲を
超えるものでないか，合併後の新規則制定に当たって旧市町それぞれの特殊事情につ
き公正な考慮が尽くされたか等々の論点が考えられ，資料の記載を用いながらそれら
の違法性の主張を一定程度理由付けることができているか否かが問われる。また，②
２項道路該当性に関する職員の回答の中で，独立した二つの通路を一体ととらえて２
項道路該当性を判断していること，及び建築基準法に規定された「立ち並んでいる」
という要件を充足していると判断していることの適否が論点となることを，資料から
読み取ることができるかが問われる。 
 以上のほか，２項道路該当性に関する職員の上記の判断が誤りであるとの本案の主
張は，一括指定処分の無効確認訴訟においては失当であることに気付いていること，
行政事件訴訟法第３６条の原告適格要件を本件に当てはめることができていることな
ども含めて，総合的に評価される。 
 なお，本問は，問題文に引用された２項道路の処分性に関する最高裁判決そのもの
について詳しく知っていることを，不可欠のものとして要求する趣旨ではない。 
 設問２は，国家賠償法第１条の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が，
その職務を行うについて，故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」と
いう諸要件の意義を正確にとらえ，それを本問の事案（市長の規則制定行為と，２項
道路該当性についての照会に対する職員の回答）に具体的に当てはめることを求めた
ものであり，上記諸要件の本件への当てはめがどの程度できているかが，採点の対象
となる。例えば，職員による回答行為の「公権力の行使」該当性，故意過失・違法性
等について，資料の記載から一定程度具体的に理由付けることができているかなど
は，評価に差が生ずるポイントとなる。  
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ヒ ア リ ン グ  

（◎委員長，○委員，□考査委員） 
（略） 
□ 私の方から，出席していない行政法の各委員の意見について報告する。まず，出

題趣旨について簡単に申し上げる。行政法としては，時間内に問題文と資料から具
体的事実関係及び法令の趣旨を的確に読み取って把握する能力が備わっているか否
かということを試すというのを主眼に置いた。その上で設問１は，主として訴訟方
法の選択の問題であるが，行政法総論及び行政訴訟に関する知識を踏まえて，具体
の事案に含まれた法的問題の所在を把握した上で，適切な訴訟方法を選択し，それ
と結び付いた本案の主張を整合的に展開できるかということを試している。それか
ら設問２は，国賠法の問題であり，国家賠償法上の基礎的な知識を踏まえ，具体の
事案において的確な主張を組み立てる力があるかということを試そうとしたもので
ある。 

  以上を前提にして，採点実感のうち，設問１と２の出題意図に即した答案の存
否，多寡，それから出題時に予定していた解答水準と実際の解答水準の差異につい
て説明する。各委員の共通の認識として，設問１については，答案の多くは出題者
が想定していた基本的な枠組みに沿って解答を組み立てることが出来ていたという
ことである。それから設問２については，設問１に比べると記述の厚みに欠ける答
案が多かったものの，答案の多くは基本的には的確な理解を示す記述をしていたと
いうことである。各個別の委員の感想について，いくつか紹介すると，「高得点を
得た答案がかなりの割合で存在し，白紙に近い答案や適切な記載がわずかしかない
答案も少ない割合ながら見られた。」，「全体としてまあまあの出来，しかし，明ら
かに時間切れと思われる答案も多い。」，「ほぼ例外なく一般論，抽象論に終始する
ことなく具体的事案に当てはめて，答えようとする答案であったためよい印象を受
けた。その前提としてどの答案も資料をよく読み込んでいた。」，「予定した解答水
準であったと言ってよい。」，「実務にこれから出ようとする時点で行政法について
最低限知っておくべきこと，あるいは，当てはめ能力としては多くの答案が十分な
資格を有している。」などとかなり肯定的な意見であった。他方，「一部白紙に近い
答案や適切な記載がわずかしかない答案もあった。」とか，「第２問の国賠法の方が
若干記述の厚みに欠ける。」という指摘がある。この辺の原因についての各委員の
見解についてであるが，出題の意図と実際の解答に差異がある場合の原因について
は，「憲法と行政法との間の時間配分に失敗し，行政法に十分な時間を割くことが
出来なかったのではないか。」，「行政法の中でも設問２の方，国賠法の方は，出
来，不出来がかなりはっきり出ていた。不出来な答案というのは明らかに時間不足
の答案が多かった。結局これは第１問の憲法とそれから第２問の行政法の方でも資
料を読み込んでいるうちに時間が不足してしまったのではないか。」という指摘も
ある。それから，厳しい指摘としては，「与えられた資料，法文から重要な事実を
読み取り，それらに法令，判例理論を適切に当てはめることによって適切な結論を
導き出す能力，基礎的知識を養成するという法科大学院の教育理念が一部の法科大
学院においては，十分に学生に徹底されていなかったことが考えられる。」という
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指摘がある。設問２の出来がよくなかった点については，「国賠法の問題について
正面から，注意義務，すなわちこれは過失要件，あるいは国賠法の違法要件という
ことであるが，注意義務について論じている答案が少ないとの認識を持った。これ
は，事例に則して，そこまで言及，検討する教育が行われていないということでは
ないかと推測される。」という指摘もある。このような点を踏まえて，法科大学院
に求めるものとして，厳しい指摘をされた委員の方は，「与えられた資料，法文か
ら重要な事実を読み取り，これらに法令，判例理論を適切に当てはめることにより
適切な結論を導き出すという能力，基礎的知識を養成するという点を各法科大学院
の責任において検討されることを望む。」という意見がある。 

  それから，国賠法の要件についての検討が十分にされていないという指摘をされ
た先生は，「各要件に即して考える癖を付けることは重要であり，また，過失認定
という研究者教員にとっては少々教えづらい問題についても少なくともどういうふ
うにアプローチするのかという程度の教育は意識的に行う必要がある。」という指
摘をしている。他の意見を紹介すると，例えば，「いたずらに細かい知識を追うの
ではなく，基礎的，基本的な知識を与えられた事案に的確に当てはめ，応用できる
能力を身に付けさせる教育に力を入れてほしい。」という意見がある。それから，
実務家の委員からは，「今回の出題では，訴訟形態のことを訊いているので，出来
るだけオーソドックスな訴訟で最大限の効果を上げるという極めて実務的な能力が
不可欠である。そのためには行政事件訴訟法の条文をしっかりと理解すること，そ
れから判例百選等の基本的な判例をきちんと読込むことなどに重点を置いてほし
い。さらに，余裕があれば判例雑誌や裁判所のホームページで行政事件の最新の裁
判例を読み，具体的に生起する事象に対する行政訴訟による対応を考察してほし
い。」という指摘をされた委員がいる。以上が法科大学院に求めるものである。 

  今回の結果を受けて，新司法試験の出題に当たり見直すべき点については，資料
の減量を指摘された委員がいた。ただし，実際には行政法の特質から，資料の減量
はかなり困難ではないかという意見も一緒に述べている。 

□ 行政法に関して，委員の意見を客観的にまとめたものは，今，説明があったとお
りである。個人的な感想を付け加える。短答式試験の関係であるが，行政法につい
ては次のようないきさつをたどっている。プレテスト問題は非常に難しかったとい
う感想を受け，今回は行政法の出題に関しては，プレテストのときよりも一層やさ
しくすることに努めた。その結果が今回のような結果になっていると思われる。短
答式試験は，行政法は初めての経験であるので，初回はやさしいものであっても，
今後は，様子を見つつ，少しづつ，長期的には難しくしていければいいのではない
かと思っている。それから，論文式試験については，先ほども説明があったよう
に，十分な資料を与え，そこから正しい答えを引き出してくるということを主眼に
おいて出題をしたので，一応の答えは比較的容易に出来るはずである。ただその先
の解釈論上の論点に気が付いて検討することは，実務家，あるいは研究者の間でも
議論になるような高度な論点も含まれている。色んなレベルの能力を評価できる問
題のつもりで出した。結果的には上の方のレベルの答案はほとんどなかった。下の
方に関して言えば，一応は書けているというのがかなりあるという印象である。も
ちろん，そのくらいのレベルで果たしてよいのかというのはまた別個の問題であ
る。御承知のとおり，日本の行政訴訟の実務というのは事件の件数もまだ少なく，
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行政訴訟の実務のレベルが平均的にはまだまだであると私は認識している。中には
大変優れた判決，優れた訴訟活動の事例もあるが，一般的な法曹のレベルはまだま
だであるので，差し当たり先ほどのようなレベルで法曹養成の目標を定めるとして
も，それは現状を改善していくことにそれなりに役に立つのではないかと思われ
る。それから，法科大学院との関係，あるいは，学生の勉強との関係で言うと，実
務行政法というか，法曹になるための行政法の勉強の仕方というのは，まだ確立さ
れていない。各法科大学院も手探りでやっているところであるので，そのための教
科書なり教材なりというものもこれから開発しなければならないという段階であ
る。最初に言ったように，プレテスト後，学生諸君はかなり行政法を勉強してくれ
たという印象を持っている。それが今後教材の開発や教育方法の改善も加わって，
だんだん全体としてレベルが上がっていく，それに応じて，出題採点のレベルも次
第に上げていければと，私としてはそのような見通しを持っている。 

（略） 
○ 行政法の出題では，どのようなところが重要な問題となり，受験生や法科大学院

生には，どのような勉強を求めるというメッセージを伝えたことになるのか。 
□ 最初に出題意図ということで，説明したことであるが，行政法は，いわば，種々

雑多な法令の中でどうやって筋を通してものを考えるかということもある。種々雑
多な制度の仕組み全部を暗記せよということでは決してない。事実に関する資料
も，それから制度に関する資料も問題に付けているので，与えられた条文や説明な
どから制度の趣旨あるいはポイントをきちんととらえることが行政法にとって基本
的なスキルであり，それをまず訊きたいと考えていた。私の印象では，半分以上の
受験生は，資料は正確に読み取ってそこに書いてあることは理解していた。しか
し，その先に，実は隠された論点があるわけであるがそこまではなかなか気付いて
もらえなかったということである。 

○ もう一つお聞きしたかったのは，従来の試験では，いわゆる画一的で，論点主
義，記憶に頼った答案というのがよく見られるというのはしばしば指摘されてきた
ところであるが，今年の行政法の答案では，そのような印象を受けるものがあった
のかどうか，また，数字で表すのは難しいかもしれないが，あったとすればどれぐ
らいの割合で見られたかを教えていただきたい。 

□ 画一的と言われると，確かにそういう印象を受ける点はある。しかし，どういう
意味で画一的かということもあるが，非常に平板な，つまり，概念とその定義を機
械的に暗記していて，それをただ書き並べるということであるとすれば，今回の答
案はそういう感じでは必ずしもなかった。生の資料から書かせるので，手持ちの概
念から書き始めるのは，そもそも難しいところがある。ただ，別の意味では画一的
とみ得る点もある。この問題は行政の一連の活動についての争い方を問うているわ
けであるが，今の行政事件訴訟法でいうと，行政処分というものをとらえて，取消
訴訟なり，無効確認訴訟を起こすというのがオーソドックスなやり方であるので，
そのオーソドックスなやり方にとらわれて何とかして処分を見つけてそれを取消訴
訟に結びつけるという，ただその一つの解法しか頭にない。 

  そこで，なんとしても処分を見つけたいという発想で，ある事実に行くわけであ
るが，それはいまの判例から見ればそんなものに処分性は到底認められないような
事実なわけである。にもかかわらず，そこへ非常にたくさんの学生が，いわば魚が
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網に誘い込まれるように行ってそこで長々と書いている。そういう意味では，与え
られた事実の中からバランスよく問題の所在をまずつかんでバランスよく議論を組
み立てていくという能力がまだ足りないという印象を持っている。 

□ よく他の科目で聞くような，各論点に対する記述のパターン化というような指摘
が，行政法の委員の先生からはあまり出ていないように思われる。今回の行政法の
問題は，そのようなことではなかなか対応しきれなかったのではないかと個人的に
は思う。 

○ 法科大学院での行政法の指導方法が良かったということになるのではないか。 
□ そういうことではないと思われる。今回の問題は，およそ論点の丸暗記では答案

の一行の書き出しもできない。ただ，法科大学院で教えてほしいバランスのよい状
況のとらまえ方は，まだだと思われる。 

○ 資料を読んで組み立てるということで，丸暗記型の勉強では対応できない非常に
よい出題だと思われるが，今の法科大学院の行政法の教え方は，こういうような形
の題材を使って，細かくトレーニングするやり方が多いのか。もちろん大学によっ
て，違うと思われるが，今の法科大学院における行政法の教え方はどのようになっ
ているのか。 

□ 私が認識している限りのことであるが，一昔前の行政法の教科書は概念を体系的
に説明したものであった。今でも教科書は基本的には同じである。それに対して，
新しく始まった法科大学院での教育は，判例教材を使って行われているところが多
い。判例を読ませて論点について考えさせるのが主流だと思われる。教材と教え方
との間にギャップがまだあることが問題だと思われる。今回の問題は，実は判例が
あるが，行訴法の改正もあり，行政訴訟についての考え方もちょっと流動的になっ
ているので，このような状況では他にも色んな可能性があるのではないかというこ
とをもう一度考えてもらいたいところであった。判例を踏まえつつ，しかし，判例
から距離をおいて自分でものを考えてみるという能力を養うための教材というの
は，いったいどういうものだろうかと，私自身，この問題の作成に関わり，採点し
ながら，それが今後の行政法教育における課題だと思った。 

○ 判例の結論の部分を憶えるだけだと，あまり進歩がなく，具体的な事例を前提に
判例で展開されたロジックであるとか，考え方を勉強することによって，いわば汎
用性が出てくるようになるのだと思われる。私はこの問題を拝見して，そういう意
味で実務にもつながるよい問題だという印象を受けた。 

（略） 
□ 行政処分については普通は取消訴訟で争うが，その出訴期間が切れていることは

問題文に書いてある。そうすると，次に，無効確認訴訟の可能性があると想起され
るはずである。 

  しかし，無効確認訴訟は，出訴期間が無い代わりに特別の無効事由を主張しない
といけない。大体この程度まで理解できている人が半分以上いるという印象であっ
た。プレテストのときにはその程度のことも書けていない答案が多かったが，今回
はその程度のことは理解出来ていると思われた。 

□ 前半部分で比較的こちらの想定していた基本的な論点について，解答を満たして
いるところで印象がよくなったので，後半部分の国賠法の要件の当てはめのところ
が，十分出来ていなかったのは時間切れのせいではないかと受け止めた考査委員が
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比較的多かったようである。おおむね全答案の約６０パーセントが合格という点に
ついては，他の行政法委員の先生も異論はないのではないかと思われる。 
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模 範 答 案  

 

 

第１ 設問１ 
１ 旧甲川市の基準を旧乙山町の区域にも及ぼすという新市長の措置その

ものを争う手段及び主張内容について 
 ⑴ 手段について 
   本件では，新市長の新細則の制定及び公布行為（以下「本件一括指

定処分」という。）の取消訴訟の出訴期間（行政事件訴訟法（以下法
令名省略）１４条１項）は経過しているため，本件一括指定処分の無
効確認訴訟（３条４項）を提起することが考えられる。 

  ア まず，かかる無効確認訴訟の対象は「処分」（同条項）であるこ
とを要するものの，本件一括指定処分はこれに当たる。 

    また，Ａは上記処分により，所有地に建築基準法上の義務を負担
することになるから，「法律上の利益」（３６条）も認められる。 

  イ また，「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成するこ
とができない」（３６条）ことについては，処分の無効を前提とす
る民事訴訟や当事者訴訟がこれに当たるところ，本件一括指定処分
そのものを争う手段は他に考えられないため，これを満たす。 

  ウ したがって，標記訴訟の訴訟要件を満たす。 
 ⑵ 本案上の主張内容について 
  ア 本件一括指定処分に無効事由があることを主張すべきであるが，

これをいかに解するか問題になる。 
    この点について，無効確認訴訟は，出訴期間経過後の取消訴訟の

代替として用いられるものであるところ，無効事由は出訴期間が経
過したにもかかわらず私人を救済する必要性が高いといえるものに

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

限定すべきである。また，第三者の信頼保護を図る必要もある。 
    そこで，無効事由は処分の瑕疵が重大かつ明白であるものをいう

と解され，以下かかる無効事由があるか判断する。 
  イ そして，ある一定の条件を備えた道路を２項道路に指定するか否

かについては，当該土地の性質・形状，周囲の状況などを勘案した
総合的判断となるから，それらに関する特定行政庁の専門技術的裁
量が認められることは前提とせざるを得ない。 

    そのため，本件一括指定処分に重大かつ明白な瑕疵があるという
ためには，少なくともその裁量の逸脱・濫用が認められることを要
する（３０条参照）。 

  ウ Ａとしては，重大かつ明白な瑕疵を基礎付けるために，以下のよ
うな主張をすべきである。 

   (ｱ) 第１に，本件一括指定処分がなされるに際して，旧乙山町と旧
甲川市の合併が行われているところ，本件一括指定処分は旧乙山
町区域内と旧甲川市区域内の両者についてなされている。そして
当該処分がなされたのは，整備が遅れた地域の多い新甲川市の状
況に照らし，接道要件を可能な限り緩和する政策を維持する必要
があると判断されたためである。 

     しかし，その必要性は，旧甲川市には妥当するものの，区画が
既に整備された地域が多い旧乙山町には妥当しない。そうする
と，旧乙山町区域内に関しては本件一括指定処分の必要性はな
い。 

     したがって，本件一括指定処分は，社会通念上著しく妥当性を
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欠き，重大かつ明白な瑕疵が認められる。 
   (ｲ) 第２に，旧乙山町区域内に土地等を所有する者で，土地の価格

評価が下がることによる不利益等を受ける者は少なくないのだか
ら，本件一括指定処分には，このような者の既得権に対する配慮
義務違反があるといえる。 

     したがって，この点でも，裁量の逸脱濫用があり，重大かつ明
白な瑕疵がある。 

   (ｳ) 第３に，本件一括指定処分は，賃貸している家屋について指定
基準の緩和により新たに接道要件が満たされるという旧乙山町の
有力者の利益を図り，Ｍ市長が選挙においてそれらの者の支持を
得るという目的においてなされたものであり，不正な動機による
ものである。 

     したがって，この点でも，裁量の逸脱濫用があり，重大かつ明
白な瑕疵がある。 

   (ｴ) 第４に，２項道路は交通，避難，防火，衛生上安全な状態に都
市環境を保つために十分な道路への接合を敷地建物について要求
する必要性と，未整備な都市計画制度の下で以前より土地建物を
所有してきた者の既存の利益を保障する必要性とを調和させる見
地から設けられた制度であるところ，法律による行政の原理の
下，この趣旨・目的に即して２項道路の指定をなさなければなら
ないにもかかわらず，新規則はこの趣旨を逸脱しており，違法無
効である。具体的には，道路の幅員要件を２．７メートルから
１．８メートルに緩和することは，上記趣旨のうち安全性に悖る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ものであって，法の趣旨・目的を超えている。 
     したがって，この点で重大かつ明白な瑕疵がある。 
  エ なお，これは，本件一括指定処分に重大かつ明白な瑕疵があるこ

とを争うものであるから，下記２で検討する２項道路該当性に関す
るＧの判断が誤りであるとの主張はすることができない。    

２ 本件通路の法４２条２項該当性を争う手段及び主張内容について 
 ⑴ 手段について 
  ア 本件通路について２項道路の指定の不存在確認訴訟について 
    まず，上記のように本件一括指定処分について処分性及びＡの原

告適格は認められる。 
    次に，補充性は認められるか。「現在の法律関係に関する訴え」

としては，実質的当事者訴訟としてのセットバック義務不存在確認
訴訟（４条後段）が考えられるが，ここで問題とされるみなし道路
につき生ずる建築基準法上の義務は，行政処分であるみなし道路指
定の効果としての義務そのものであり，その排除を目的とする上記
のような訴えは，結局，公権力行使に関する不服の実体を有するも
のといえ，無名抗告訴訟として理解せざるを得ない。そうすると，
この訴えは，「現在の法律関係に関する訴え」には当たらない。 

    したがって，補充性も満たされる。 
    以上から，Ａは，標記手段をとるべきである。 
  イ セットバック義務不存在確認訴訟について 
    上記のように，この訴訟は実質的当事者訴訟ではなく，無名抗告

訴訟に当たると解される。そして，無名抗告訴訟においては，法定
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抗告訴訟との関係で補充性が要件となるところ，本件では上記のよ
うに法定抗告訴訟としての上記不存在確認訴訟が可能であるので，
補充性を満たさない。 

    したがって，この手段によることはできない。 
 ⑵ 本案上の主張内容について 
   標記手段による場合には，本件一括指定処分自体については有効で

あることを前提とするものであるから，本件一括指定処分の無効を前
提とする上記１で検討した本案上の主張をなすことはできない。その
ため，Ａの所有する土地が２項道路に当たらないこと，具体的には
「建築物が立ち並んでいる」という要件（以下「立ち並び要件」とい
う。）を満たさないことを主張することになる。 

  ア まず，Ｇは，本件通路と本件長方形部分を一体としてみている
が，この判断は不当であり，別個に見るべきである。 

    本件通路を含む本件通路部分は，本件長方形部分の東端部に対し
て接続しているものの，直角に接続しており，接続部は曲がり角と
なっており，一体としてみるのは無理がある。 

    また，本件通路部分は台形状であるのに対し，本件長方形部分は
長方形であり形状も異なる上，本件通路部分の大きさは，南北に伸
びる長さが約６．０メートル，東西に伸びる上辺の長さは約２．３
メートル，下辺の長さは約３．０メートルであるのに対し，本件長
方形部分の大きさは，東西方向の長さが約３５メートル，幅員は
３．６メートルであり，大きさも異なる。さらに，本件通路部分で
通路として使われているのは本件通路であるのに対し，本件長方形

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部分は全体が私道として利用されている。 
    このように，本件通路と本件長方形部分は接続こそしているもの

の，その形状，大きさ，用途に差異があるのであり，両者は別個に
見るべきである。 

  イ そして，建築基準法４２条２項は，一方で同法４３条によって厳
しい接道要件が定められたことと，他方で，ある一つの道の周りに
安定的に形成されている土地利用の現状を一定程度保護する必要が
あることとの兼ね合いで置かれた，政策的な規定であり，そのた
め，立ち並び要件は，その道が幅員４メートル未満であるために接
道要件を満たさないことになるような建築物が立ち並んでいるとい
う限定的な意味に解すべきである。 

    このように解すると，本件では，Ｅの建築物のみが接道要件を満
たさないものとなるにすぎない以上，立ち並び要件を満たさない。 

  ウ 以上のように，本件通路を２項道路と指定したことには瑕疵があ
る旨，主張すべきである。 

第２ 設問２ 
１ 担当課長Ｇによる見解表明行為（以下「本件行為」という。）に着目

した国家賠償請求について 
 ⑴ まず，「公権力の行使」（国家賠償法１条１項）とは，国又は公共団

体の行為のうち，純然たる私経済作用及び国家賠償法２条の営造物の
設置管理作用を除いた一切の作用をいう。 

   「公務員」たるＧの本件行為は，非権力的事実行為ではあるが，
「公権力の行使」に当たるといえ，Ｇはこれを「職務を行うについ
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て」なしたといえる。 
 ⑵ また，「違法」及び「過失」とは，公務員が具体的状況の下で職務

上尽くすべき法的義務に違反することをいう。 
   そして，本件行為は，本件通路が２項道路に該当するとの建築基準法

の解釈及び適用を内容とするところ，それに法令上相当の根拠があれば
職務上尽くすべき法的義務に違反したとはいえないものといえる。 

   しかし，上記のように，本件道路と本件長方形部分は別個にみるのが
自然なものであり，立ち並び要件の解釈及び適用は，建築基準法４２条
２項の上記した趣旨からはおよそ採用し難いものであるといえる。 

   そのため，本件行為は法令上相当の根拠なくしてなされたものであ
り，職務上尽くすべき法的義務に違反したものといえる。 

   したがって，「違法」及び「過失」が認められる。 
 ⑶ また，国家賠償請求訴訟においては，公務員の行為と「損害」との

間に因果関係があることが要求される。 
   本問では，Ａは，Ｅとの間で，現状価格に関する不動産鑑定会社Ｆ

による鑑定結果に基づいて売却価格を決定すると合意しており，Ｇに
照会した不動産鑑定会社であるＦとしては，行政の表明した見解に従
って，評価額を算定するほかない。そのため，Ｇの誤った見解表明に
より，本件売却予定部分はセットバック義務の負担がある土地である
ことを前提として評価がなされ，その結果，売却価格が不当に低くな
っているといえる。 

   そして，Ａは，相続税納付期限が迫っており，また，Ｅから既に手
付金を受け取っていることからすれば，Ａとしては，Ｇの見解を前提

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

にＥとの売買契約を締結せざるを得なかった。 
   したがって，売却価格が不当に低くなったという「損害」は，Ｇの

行為と因果関係を有するといえる。 
 ⑷ Ａは，以上のように，標記国家賠償請求訴訟が認められる旨主張す

べきである。 
２ 新市長Ｍの本件一括指定処分に着目した国家賠償請求について 
 ⑴ まず，「公務員」であるＭの本件一括指定処分は行政処分であるか

ら，当然「公権力の行使」に当たり，これは「職務を行うについて」
なされたものである。 

 ⑵ また，設問１で述べたように，Ｍの本件一括指定処分については，
既得権に対する配慮義務違反や，不当な動機の下でなされたことに加
え，その判断過程についても裁量の逸脱濫用が認められる。 

   そのため，職務上尽くすべき法的義務に違反したものといえ「過
失」ないし「違法」といえる。 

 ⑶ そして，Ａには，本件一括指定処分がなされたことにより，本件通
路を含む本件売却予定部分はセットバック義務の負担がある土地であ
ることを前提として評価がなされ，その結果，売却価格が不当に低く
なっているという「損害」が生じている。 

   また，そもそもＭが上記のように違法な本件一括指定処分をなさな
ければ，本件通路が２項道路として扱われることもなかったのであ
り，上記損害も生じなかった以上，因果関係も認められる。 

 ⑷ Ａは，以上のように，標記国家賠償請求が認められる旨主張すべき
である。                       以 上 
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