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［問題 1］ 

 表見代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正

しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

 

ア 本人から登記申請を委任された者が、その権限を越えて、本人を代理して

第三者と取引行為をした場合において、その登記申請の権限が本人の私法上

の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人

に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請の権

限を基本代理権とする表見代理が成立する。 

イ 原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が、その代理権を利用

して利益を図ろうと考え、本人を代理して第三者から甲を買い受け、これを

他に転売しその利益を着服した場合、権限外の行為についての表見代理に関

する規定が類推され、第三者は、本人に対し、甲の代金の支払を求めること

ができる。 

ウ 子が父から何らの代理権も与えられていないのに、父の代理人として相手

方に対し父所有の不動産を売却した場合、相手方において、子に売買契約を

締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があると

きは、表見代理が成立する。 

エ 本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者

が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権

限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったとき

でも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。 

オ 夫が、日常の家事の範囲を越えて、妻を代理して法律行為をした場合、相

手方において、その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属する

と信ずるにつき正当の理由があるときは、権限外の行為についての表見代理

に関する規定の趣旨が類推され、妻は夫がした法律行為によって生じた債務

について、連帯してその責任を負う。 
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１ ア・ウ 

２ ア・オ 

３ イ・ウ 

４ イ・エ 

５ エ・オ  
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［問題 2］ 

 次の対話は、抵当権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対す

る次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記１から

５までのうちどれか。 

 

教授：今日は、抵当権者が抵当不動産の占有者に対して明渡しを請求する場合

について考えてみましょう。判例は、抵当権者が抵当不動産の占有者に対

して明渡しを請求することができるとしていますか。 

学生：ア 抵当権者は、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優

先弁済権の行使が困難になるような状態のときは、抵当不動産の所有

者に対して抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権

を保全するため、民法第 423 条の法意に従い、所有者の不法占有者に

対する妨害排除請求権を代位行使して抵当不動産の明渡しを請求す

ることができるとしています。 

教授：では、抵当権者が直接抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することが

できるかどうかについて、判例は、どのような考え方をとっていますか。 

学生：イ 抵当権は、抵当不動産につき、抵当権者が他の債権者に優先して自

己の債権の弁済を受ける担保権であって、抵当不動産を占有する権原

を包含するものではありませんので、抵当権に基づく妨害排除請求権

を行使することはできないとしています。 

教授：ところで、判例は、抵当権者は抵当不動産の占有者に対し直接自己に明

け渡すことを請求することを認めていますか。 

学生：ウ 抵当権は、抵当不動産を占有する権原を包含するものではなく、抵

当不動産の占有はその所有者にゆだねられているので、抵当権者は直

接自己に明け渡すことを請求することはできないとしています。 

教授：抵当権者が抵当不動産の占有者に対し抵当不動産の明渡請求をしたにも

かかわらず、その占有者が理由なくこれに応じないで違法に占有を継続す

る場合、判例は、抵当権者はその占有者に対し賃料額相当の損害賠償金の

支払を請求することができるとしていますか。 
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学生：エ 抵当権者は、抵当不動産を自ら使用することはできないから、抵当

権者は抵当不動産の占有者に対し賃料額相当の損害賠償金の支払を

請求することができないとしています。 

教授：抵当不動産の占有者の中には、抵当権の設定の登記がされた後に抵当不

動産の所有者から占有権原の設定を受けている者もいますね。判例は、こ

のような占有者に対しても、抵当権者が、抵当不動産の明渡しを請求する

ことができるとしていますか。 

学生：オ 抵当権は抵当不動産の所有者の使用収益を排除することができない

権利ですから、抵当不動産の所有者に由来する占有権原を有するこの

ような占有者に対し、抵当権者は、抵当不動産の明渡しを請求するこ

とはできないとしています。 

 

１ ア・エ 

２ ア・オ 

３ イ・ウ 

４ イ・エ 

５ ウ・オ 
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［問題 3］ 

 行政裁量に関するア～オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙

げているのはどれか。ただし、以下に示す法令は、その事件当時のものである。 

 

ア 市立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかど

うかの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるべきものであり、裁判所

がその処分の適否を審査するに当たっては、校長の裁量権の行使としての処分が、

裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法

であると判断すべきものである。しかし、退学処分は学生の身分をはく奪する重

大な措置であり、当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認めら

れる場合に限って退学処分を選択すべきであり、その要件の認定につき特に慎重

な配慮を要する。他方、原級留置処分は、学生に対して退学処分のような重大な

不利益を与えるとまではいえず、その決定に当たっては、慎重な配慮が要求され

ているとはいえない。 

イ 地方公務員法第 28 条に基づく分限処分については、任命権者にある程度の裁

量権は認められるけれども、その純然たる自由裁量に委ねられているものではな

く、分限制度の目的と関係のない目的や動機に基づいて分限処分をすることが許

されないのはもちろん、処分事由の有無の判断についても恣意にわたることを許

されず、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断する

とか、また、その判断が合理性をもつ判断として許容される限度を超えた不当な

ものであるときは、裁量権の行使を誤った違法のものであることを免れない。 

ウ 都市計画法上の都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状及び将来の

見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市

活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなければならないものであ

るから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置され

たものとなるような合理性をもって定められるべきである。この場合において、

民有地に代えて公有地を利用することができるときには、そのことも当該合理性

を判断する一つの考慮要素となり得る。 

エ 海岸法には、一般公共海岸区域の占用の許否の要件に関する明文の規定が存在

しないが、一般公共海岸区域が行政財産としての性格を失うものではない以上、
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同法第 37 条の４により一般公共海岸区域の占用の許可をするためには、行政財

産の使用又は収益の許可の要件が満たされている必要があるというべきであっ

て、一般公共海岸区域はその用途又は目的を妨げない限度において、その占用を

許可することができる。したがって、申請に係る占用が当該一般公共海岸区域の

用途又は目的を妨げないときは、海岸管理者は当該申請に対して必ず占用の許可

をしなければならないものと解される。 

オ 公立学校の学校施設の目的外使用許可について、管理者は、学校教育上支障が

あれば使用を許可することができないのは明らかであるが、そのような支障がな

いからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学

校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な

裁量判断により使用許可をしないこともできる。 

 

１ ア・イ・エ 

２ ア・イ・オ 

３ ア・ウ・エ 

４ イ・ウ・オ 

５ ウ・エ・オ 
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［問題 4］ 

 抗告訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。 
 
１ 森林法に基づく林地開発許可処分について、当該処分を定めた規定は、土砂の
流出や水害による被害が直接的に及ぶことが想定される開発区域に近接する一
定範囲に居住する住民の生命、身体の安全に加えて、周辺土地の所有権等の財産
権の個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものと解釈されることから、
周辺土地上に立木を所有する者は、林地開発許可処分取消訴訟の原告適格を有す
る。 
２ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく原子炉設置許
可処分について、当該処分を定めた規定は、事故の場合に生命、身体に被害を受
けることが想定される住民を保護する趣旨を含むものと解釈されるが、原子炉の
設置、運転等に関する規則が設置許可申請書に周囲 20 キロメートルまでの地図
の添付を求めていることなどを考慮すると、原子炉から半径 20 キロメートル以
内に居住している住民のみが、原子炉設置許可処分無効確認訴訟の原告適格を有
する。 
３ 都市計画法に基づく開発許可処分について、当該処分を定めた規定は、がけ崩
れによる被害が直接的に及ぶことが想定される一定範囲の地域の住民の生命、身
体の安全を保護する趣旨を含むものと解釈されることから、開発区域内外を問わ
ず、がけ崩れによる生命、身体に直接的被害が及ぶことが予想される地域の住民
は、開発許可処分取消訴訟の原告適格を有する。 
４ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業許可処
分について、風俗営業制限地域は、当該地域における良好な風俗環境の保全を目
的として指定されるものであるから、風俗営業制限地域に居住する住民は、当該
地域においてなされた風俗営業許可処分取消訴訟の原告適格を有する。 
５ 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地経営許可処分について、許可の要件に
ついて規定している都道府県条例が墓地の設置場所の基準として住宅から 300
メートル以上離れていることを定めている以上、墓地から 300 メートルに満た
ない地域に敷地がある住宅に居住する者は、当該墓地の経営許可処分取消訴訟の
原告適格を有する。  
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［問題 5］ 

 次の文章は、ある法科大学院の学生甲乙２名の会話である。アからエまでの各発
言のうち誤っているものの個数を、後記１から５までの中から選びなさい。 
 
甲  「昨日テレビで、Ａ市の有力者Ｘが、Ａ市の市有地を無断で使っている疑い
があるというニュースを見たよ。」 

乙  「前からうわさになっていたよね。昨日のニュースでは、Ｘは、Ａ市から５
年以上前から借りていると言っているらしいね。賃料はだいぶ安いようだけど。」 
甲  「君はＡ市に住んでいるから、住民監査請求をすることができるんじゃない
か。」 
乙ア 「そうだね。Ｘの言い分を前提としても、賃料が安すぎるという問題は、住
民監査請求の対象に含まれるね。」 
甲  「外に要件はなかったかな。」 
乙イ 「住民監査請求には期間制限があるよね。」 
甲  「いずれにしても、住民監査請求を経ないと住民訴訟を起こすことはできな
いね。」 
乙  「他の住民が既に住民監査請求をしていて、監査結果が出ていたらどうなる
のかな。」 
甲ウ 「その場合は、別個に住民監査請求をする必要はなく、住民訴訟を起こせる
と思うよ。」 
乙  「住民訴訟では、だれに何を求めることになるんだろう。」 
甲エ 「Ａ市の市長が、極端に安い賃料でＸに市有地を貸したというのであれば、
市長個人を被告として、Ａ市に損害賠償を支払えという訴訟を提起することがで
きるよね。」 

乙  「４号請求だね。実務上も一番多いらしいね。」 
 
１ １個 
２ ２個 
３ ３個 
４ ４個 
５ ０個 
 





第１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊村慶太の生講義フォロー（演習クラス） 

解  説 
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司法試験 
平成 25 年  

問題 1 

 表見代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正

しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

 

ア 本人から登記申請を委任された者が、その権限を越えて、本人を代理して

第三者と取引行為をした場合において、その登記申請の権限が本人の私法上

の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人

に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請の権

限を基本代理権とする表見代理が成立する。 

イ 原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が、その代理権を利用

して利益を図ろうと考え、本人を代理して第三者から甲を買い受け、これを

他に転売しその利益を着服した場合、権限外の行為についての表見代理に関

する規定が類推され、第三者は、本人に対し、甲の代金の支払を求めること

ができる。 

ウ 子が父から何らの代理権も与えられていないのに、父の代理人として相手

方に対し父所有の不動産を売却した場合、相手方において、子に売買契約を

締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があると

きは、表見代理が成立する。 

エ 本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者

が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権

限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったとき

でも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。 

オ 夫が、日常の家事の範囲を越えて、妻を代理して法律行為をした場合、相

手方において、その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属する

と信ずるにつき正当の理由があるときは、権限外の行為についての表見代理

に関する規定の趣旨が類推され、妻は夫がした法律行為によって生じた債務

について、連帯してその責任を負う。 

1 
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１ ア・ウ 

２ ア・オ 

３ イ・ウ 

４ イ・エ 

５ エ・オ  
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1 民法 
表見代理 

   
 正 解  

 2  
   

 

□□ ア 〇 
本肢のとおりである。民法 110 条の表見代理が成立するためには、基本代
理権の存在が必要である。判例は、「単なる公法上の行為についての代理権
は民法 110 条の規定による表見代理の成立の要件たる基本代理権にあたら
ない」としつつも、公法上の行為である登記申請の権限も、特定の私法上の
契約による義務の履行のためになされるものであるときは、基本代理権と
して民法 110 条が適用されうるとしている（最判昭 46.6.3）。 

□□ イ × 
本肢の場合、本人から代理人が付与された権限は「原材料甲を仕入れる代理
権」であり、代理人と相手方との間において成立した契約は「甲の買受け」
である。代理人に付与された権限内の行為を行っているので、原則として、
当該行為の効果は本人に帰属する。したがって、権限外の行為についての表
見代理に関する規定を類推適用するまでもなく、第三者は、原則として、本
人に対し、甲の代金の支払を求めることができる。なお、本肢のような場合、
第三者は、本人に対し、甲の代金の支払を求めることができないときもある
（最判昭 42.4.20 参照）。 

□□ ウ × 
権限外の行為の表見代理に関する規定（民法 110 条）を適用するには、「基
本代理権」がなければならない。しかし、本肢の場合、無権代理人である子
には、本人である父との間において「基本代理権」となりうる権限を何ら有
していない。また、表見代理に関する他の規定（民法 109 条、112 条）を適
用することのできる事情は、本肢において認められない。したがって、本肢
の場合、表見代理は成立しない。 

□□ エ × 
民法 110 条の「第三者」は、無権代理行為の直接の相手方に限られる（最判
昭 36.12.12）。したがって、転得者が善意無過失であっても、表見代理は成立
しない。 
 
 



15 

□□ オ 〇 
本肢のとおりである。判例は、夫が妻を代理して妻の土地を相手方に譲渡し
た事案において、民法 761 条は夫婦の日常家事に関する法律行為について
相互に代理権を有することも規定しているものと解した上で、「夫婦の財産
的独立をそこなうおそれ」があることから民法 110 条を直接は適用せず、
「相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する
法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎ
り」、民法 110 条の「趣旨」が類推適用され、第三者は保護される旨判示し
ている（最判昭 44.12.18）。 
 
よって、正しいものはア・オであり、正解は肢２である。 
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司法書士 
平成 20 年  

問題 2 

 次の対話は、抵当権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対す

る次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記１から

５までのうちどれか。 

 

教授：今日は、抵当権者が抵当不動産の占有者に対して明渡しを請求する場合

について考えてみましょう。判例は、抵当権者が抵当不動産の占有者に対

して明渡しを請求することができるとしていますか。 

学生：ア 抵当権者は、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優

先弁済権の行使が困難になるような状態のときは、抵当不動産の所有

者に対して抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権

を保全するため、民法第 423 条の法意に従い、所有者の不法占有者に

対する妨害排除請求権を代位行使して抵当不動産の明渡しを請求す

ることができるとしています。 

教授：では、抵当権者が直接抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することが

できるかどうかについて、判例は、どのような考え方をとっていますか。 

学生：イ 抵当権は、抵当不動産につき、抵当権者が他の債権者に優先して自

己の債権の弁済を受ける担保権であって、抵当不動産を占有する権原

を包含するものではありませんので、抵当権に基づく妨害排除請求権

を行使することはできないとしています。 

教授：ところで、判例は、抵当権者は抵当不動産の占有者に対し直接自己に明

け渡すことを請求することを認めていますか。 

学生：ウ 抵当権は、抵当不動産を占有する権原を包含するものではなく、抵

当不動産の占有はその所有者にゆだねられているので、抵当権者は直

接自己に明け渡すことを請求することはできないとしています。 

教授：抵当権者が抵当不動産の占有者に対し抵当不動産の明渡請求をしたにも

かかわらず、その占有者が理由なくこれに応じないで違法に占有を継続す

2 



17 

る場合、判例は、抵当権者はその占有者に対し賃料額相当の損害賠償金の

支払を請求することができるとしていますか。 

学生：エ 抵当権者は、抵当不動産を自ら使用することはできないから、抵当

権者は抵当不動産の占有者に対し賃料額相当の損害賠償金の支払を

請求することができないとしています。 

教授：抵当不動産の占有者の中には、抵当権の設定の登記がされた後に抵当不

動産の所有者から占有権原の設定を受けている者もいますね。判例は、こ

のような占有者に対しても、抵当権者が、抵当不動産の明渡しを請求する

ことができるとしていますか。 

学生：オ 抵当権は抵当不動産の所有者の使用収益を排除することができない

権利ですから、抵当不動産の所有者に由来する占有権原を有するこの

ような占有者に対し、抵当権者は、抵当不動産の明渡しを請求するこ

とはできないとしています。 

 

１ ア・エ 

２ ア・オ 

３ イ・ウ 

４ イ・エ 

５ ウ・オ 
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2 民法 
抵当権に基づく妨害排除請求 

   
 正 解  

 1  
   

 

□□ ア 〇 
本肢のとおりである。判例は、「第三者が抵当不動産を不法占有することに
より、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそ
れがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁
済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、……抵当権の効力
として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に
行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよ
う求める請求権を有するというべきである。そうすると、抵当権者は、右請
求権を保全する必要があるときは、民法 423 条の法意に従い、所有者の不
法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる」としてい
る（最判平 11.11.24）。 

□□ イ × 
判例は、「抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受
けてこれを占有する者についても、その占有権原の設定に抵当権の実行と
しての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の
交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難とな
るような状態があるときは、抵当権者、当該占有者に対し、抵当権に基づく
妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる」としている
（最判平 17.3.10）。 

□□ ウ × 
判例は、「抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないよう
に抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権
者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができ
る」としている（最判平 17.3.10）。 

□□ エ 〇 
本肢のとおりである。判例は、「抵当権者は、抵当不動産に対する第三者の
占有により賃料額相当の損害を被るものではないというべきである。なぜ
なら、抵当権者は、抵当不動産を自ら使用することはできず、民事執行法上
の手続等によらずにその使用による利益を取得することはできないし、ま
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た、抵当権者が抵当権に基づく妨害排除請求により取得する占有は、抵当不
動産の所有者に代わり抵当不動産を維持管理することを目的とするもので
あって、抵当不動産の使用及びその使用による利益の取得を目的とするも
のではないからである」としている（最判平 17.3.10）。 

□□ オ × 
判例は、「抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受
けてこれを占有する者についても、その占有権原の設定に抵当権の実行と
しての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の
交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難とな
るような状態があるときは、抵当権者、当該占有者に対し、抵当権に基づく
妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる」としている
（最判平 17.3.10）。 
 
よって、正しいものはア・エであり、正解は肢１である。 
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国家総合 
平成 25 年  

問題 3 

 行政裁量に関するア～オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙

げているのはどれか。ただし、以下に示す法令は、その事件当時のものである。 

 

ア 市立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかど

うかの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるべきものであり、裁判所

がその処分の適否を審査するに当たっては、校長の裁量権の行使としての処分が、

裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法

であると判断すべきものである。しかし、退学処分は学生の身分をはく奪する重

大な措置であり、当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認めら

れる場合に限って退学処分を選択すべきであり、その要件の認定につき特に慎重

な配慮を要する。他方、原級留置処分は、学生に対して退学処分のような重大な

不利益を与えるとまではいえず、その決定に当たっては、慎重な配慮が要求され

ているとはいえない。 

イ 地方公務員法第 28 条に基づく分限処分については、任命権者にある程度の裁

量権は認められるけれども、その純然たる自由裁量に委ねられているものではな

く、分限制度の目的と関係のない目的や動機に基づいて分限処分をすることが許

されないのはもちろん、処分事由の有無の判断についても恣意にわたることを許

されず、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断する

とか、また、その判断が合理性をもつ判断として許容される限度を超えた不当な

ものであるときは、裁量権の行使を誤った違法のものであることを免れない。 

ウ 都市計画法上の都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状及び将来の

見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市

活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなければならないものであ

るから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置され

たものとなるような合理性をもって定められるべきである。この場合において、

3 
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民有地に代えて公有地を利用することができるときには、そのことも当該合理性

を判断する一つの考慮要素となり得る。 

エ 海岸法には、一般公共海岸区域の占用の許否の要件に関する明文の規定が存在

しないが、一般公共海岸区域が行政財産としての性格を失うものではない以上、

同法第 37 条の４により一般公共海岸区域の占用の許可をするためには、行政財

産の使用又は収益の許可の要件が満たされている必要があるというべきであっ

て、一般公共海岸区域はその用途又は目的を妨げない限度において、その占用を

許可することができる。したがって、申請に係る占用が当該一般公共海岸区域の

用途又は目的を妨げないときは、海岸管理者は当該申請に対して必ず占用の許可

をしなければならないものと解される。 

オ 公立学校の学校施設の目的外使用許可について、管理者は、学校教育上支障が

あれば使用を許可することができないのは明らかであるが、そのような支障がな

いからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学

校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な

裁量判断により使用許可をしないこともできる。 

 

１ ア・イ・エ 

２ ア・イ・オ 

３ ア・ウ・エ 

４ イ・ウ・オ 

５ ウ・エ・オ 
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3 行政法 
行政裁量 

   
 正 解  

 4  
   

 

□□ ア 妥当でない 
判例は、「原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な
教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査す
るに当たっては、……校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を
欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫
用してされたと認められる場合に限り、違法である」とした上で、「退学処分は
学生の身分をはく奪する重大な措置であり、……当該学生を学外に排除するこ
とが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであ
り、その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する」
とし、「原級留置処分の決定に当たっても、同様に慎重な配慮が要求される」と
している（最判平 8.3.8）。 

□□ イ 妥当である 
本肢のとおりである。判例は、「地方公務員法 28 条……に基づく分限処分につ
いては、任命権者にある程度の裁量権は認められるけれども、……純然たる自
由裁量に委ねられているものではなく、分限制度の……目的と関係のない目的
や動機に基づいて分限処分をすることが許されないのはもちろん、処分事由の
有無の判断についても恣意にわたることを許されず、考慮すべき事項を考慮せ
ず、考慮すべきでない事項を考慮して判断するとか、また、その判断が合理性
をもつ判断として許容される限度を超えた不当なものであるときは、裁量権の
行使を誤った違法のものであることを免れない」としている（最判昭 48.9.14）。 

□□ ウ 妥当である 
本肢のとおりである。判例は、「都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の
現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することに
より、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなけれ
ばならないものであるから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で
必要な位置に配置されたものとなるような合理性をもって定められるべきもの
である。この場合において、民有地に代えて公有地を利用することができると
きには、そのことも上記の合理性を判断する１つの考慮要素となり得る」とし
ている（最判平 18.9.4）。 
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□□ エ 妥当でない 
判例は、「海岸法……には、一般公共海岸区域の占用の許否の要件に関する明文
の規定が存在しないが、一般公共海岸区域が行政財産としての性格を失うもの
ではない以上、同法 37 条の４により一般公共海岸区域の占用の許可をするた
めには、行政財産の使用又は収益の許可の要件が満たされている必要があると
いうべきであって、一般公共海岸区域は、その用途又は目的を妨げない限度に
おいて、その占用の許可をすることができる……。」とし、「申請に係る占用が
当該一般公共海岸区域の用途又は目的を妨げないときであっても、海岸管理者
は、必ず占用の許可をしなければならないものではなく、海岸法の目的等を勘
案した裁量判断として占用の許可をしないことが相当であれば、占用の許可を
しないことができる。」としている（最判平 19.12.7）。 

□□ オ 妥当である 
本肢のとおりである。公立学校の学校施設の目的外使用許可について、判例は、
「学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆ
だねられていると解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば
使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がない
からといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学
校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的
な裁量判断により使用許可をしないこともできる……。」としている（最判平
18.2.7）。 
 
よって、妥当なものはイ・ウ・オであるから、正解は肢４である。 
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国家Ⅰ種 
平成 15 年 

 

問題 4 
 抗告訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。 
 
１ 森林法に基づく林地開発許可処分について、当該処分を定めた規定は、土砂の
流出や水害による被害が直接的に及ぶことが想定される開発区域に近接する一
定範囲に居住する住民の生命、身体の安全に加えて、周辺土地の所有権等の財産
権の個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものと解釈されることから、
周辺土地上に立木を所有する者は、林地開発許可処分取消訴訟の原告適格を有す
る。 
２ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく原子炉設置許
可処分について、当該処分を定めた規定は、事故の場合に生命、身体に被害を受
けることが想定される住民を保護する趣旨を含むものと解釈されるが、原子炉の
設置、運転等に関する規則が設置許可申請書に周囲 20 キロメートルまでの地図
の添付を求めていることなどを考慮すると、原子炉から半径 20 キロメートル以
内に居住している住民のみが、原子炉設置許可処分無効確認訴訟の原告適格を有
する。 
３ 都市計画法に基づく開発許可処分について、当該処分を定めた規定は、がけ崩
れによる被害が直接的に及ぶことが想定される一定範囲の地域の住民の生命、身
体の安全を保護する趣旨を含むものと解釈されることから、開発区域内外を問わ
ず、がけ崩れによる生命、身体に直接的被害が及ぶことが予想される地域の住民
は、開発許可処分取消訴訟の原告適格を有する。 
４ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業許可処
分について、風俗営業制限地域は、当該地域における良好な風俗環境の保全を目
的として指定されるものであるから、風俗営業制限地域に居住する住民は、当該
地域においてなされた風俗営業許可処分取消訴訟の原告適格を有する。 
５ 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地経営許可処分について、許可の要件に
ついて規定している都道府県条例が墓地の設置場所の基準として住宅から 300
メートル以上離れていることを定めている以上、墓地から 300 メートルに満た
ない地域に敷地がある住宅に居住する者は、当該墓地の経営許可処分取消訴訟の
原告適格を有する。  

4 
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4 行政法 
原告適格 

   
 正 解  

 3  
   

 

□□ １ 妥当でない 
森林法に基づく林地開発許可処分について、判例は、「森林法……の規定から、
周辺住民の生命、身体の安全等の保護に加えて周辺土地の所有権等の財産権ま
でを個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取
ることは困難である。」として、周辺土地上に立木を所有する者は、林地開発許
可処分取消訴訟の原告適格を有しないとしている（最判平 13.3.13）。 

□□ ２ 妥当でない 
判例は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基く原子炉
設置許可処分について、当該処分を定めた規定は「単に公衆の生命、身体の安
全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉
施設周辺に居住し、右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受
けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益
としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。」としたう
えで、原子炉から約 29～58 ㎞の範囲内に居住する住民につき、原子炉設置許可
処分無効確認訴訟の原告適格を認めている（最判平 4.9.22）。 

□□ ３ 妥当である 
本肢のとおりである。判例は、都市計画法に基づく開発許可処分について、当
該処分を定めた規定は、「がけ崩れ等のおそれのない良好な都市環境の保持・形
成を図るとともに、がけ崩れ等による被害が直接的に及ぶことが想定される開
発区域内外の一定範囲の地域の住民の生命、身体の安全等を、個々人の個別的
利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきである。」とし、
「開発区域内の土地が同号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合
には、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に
居住する者は、開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者とし
て、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」として
いる（最判平 9.1.28）。 

□□ ４ 妥当でない 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基く風俗営業許可処分に
ついて、判例は、「良好な風俗環境の保全という公益的な見地から風俗営業の制
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限地域の指定を行うことを予定しているものと解されるのであって、同号自体
が当該営業制限地域の居住者個々人の個別的利益をも保護することを目的とし
ているものとは解し難い。」とし、風俗営業制限地域に居住する住民は、「風俗
営業の許可の取消しを求める原告適格を有するとはいえない。」としている（最
判平 10.12.17）。 

□□ ５ 妥当でない 
判例は、墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地経営許可処分について、許可
の要件に関する規定につき、「ある特定の施設に着目して当該施設の設置者の個
別的利益を特に保護しようとする趣旨を含むものとは解し難い。」とし、「墓地
から 300 メートルに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者が……知事
のした墓地の経営許可の取消しを求める原告適格を有するものということはで
きない。」としている（最判平 12.3.17）。 
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司法試験 
平成 21 年 

 

問題 5 
 次の文章は、ある法科大学院の学生甲乙２名の会話である。アからエまでの各発
言のうち誤っているものの個数を、後記１から５までの中から選びなさい。 
 
甲  「昨日テレビで、Ａ市の有力者Ｘが、Ａ市の市有地を無断で使っている疑い
があるというニュースを見たよ。」 
乙  「前からうわさになっていたよね。昨日のニュースでは、Ｘは、Ａ市から５
年以上前から借りていると言っているらしいね。賃料はだいぶ安いようだけど。」 
甲  「君はＡ市に住んでいるから、住民監査請求をすることができるんじゃない
か。」 
乙ア 「そうだね。Ｘの言い分を前提としても、賃料が安すぎるという問題は、住
民監査請求の対象に含まれるね。」 
甲  「外に要件はなかったかな。」 
乙イ 「住民監査請求には期間制限があるよね。」 
甲  「いずれにしても、住民監査請求を経ないと住民訴訟を起こすことはできな
いね。」 
乙  「他の住民が既に住民監査請求をしていて、監査結果が出ていたらどうなる
のかな。」 

甲ウ 「その場合は、別個に住民監査請求をする必要はなく、住民訴訟を起こせる
と思うよ。」 
乙  「住民訴訟では、だれに何を求めることになるんだろう。」 
甲エ 「Ａ市の市長が、極端に安い賃料でＸに市有地を貸したというのであれば、
市長個人を被告として、Ａ市に損害賠償を支払えという訴訟を提起することがで
きるよね。」 

乙  「４号請求だね。実務上も一番多いらしいね。」 
 
１ １個 
２ ２個 
３ ３個 
４ ４個 
５ ０個 
  

5 
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5 行政法 
住民監査請求・住民訴訟 

   
 正 解  

 2  
   

 

□□ ア ○ 
本肢のとおりである。普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長
若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法
若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実（怠る
事実）があると認めるときは、住民監査請求をすることができる（地方自治法
242 条１項）。本肢の「Ａ市の市有地」はＡ市の財産であり、「賃料が安すぎ
る」という問題は「財産の管理を怠る事実」に当たるといえる（地方自治法
237 条１項、238 条１項１号参照）。したがって、本肢の問題は、住民監査請求
の対象に含まれる。 

□□ イ ○ 
本肢のとおりである。住民監査請求は、当該行為のあった日または終わった日
から１年を経過したときはすることができない（地方自治法 242 条２項本文）。 

□□ ウ × 
住民訴訟は、住民監査請求を行った住民だけが提起することができる（住民監
査請求前置主義／地方自治法 242 条の２第１項柱書）。したがって、他の住民が
既に住民監査請求をしていて監査結果が出ていたとしても、その以外の者が住
民訴訟を提起することはできず、本肢のように「別個に住民監査請求をする必
要はなく、住民訴訟を起こせる」とはいえない。 

□□ エ × 
４号請求とは、「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠
償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は
職員に対して求める請求」のことである（地方自治法 242 条の２第１項４号）。
本肢の場合、「『Ａ市の市長に損害賠償の請求をすること』を『Ａ市の執行機関
であるＡ市の市長に対して求める』」ことになる。したがって、本肢のように「市
長個人を被告として、Ａ市に損害賠償を支払えという訴訟を提起する」ことに
はならない。 
 
よって、誤っているものはウ・エの２個であるから、正解は肢２である。 
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