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司法試験 
平成 19 年 

 

［問題 101］ 

行政事件訴訟法第３条第２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行

為」に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、明

らかに誤りであるものの個数を、後記１から４までの中から選びなさい。 

 

ア 国又は地方公共団体に属する機関がする行為でなければならない。 

イ 相手方の権利を制限し、又は義務を課する行為でなければならない。 

ウ 行政手続法にいう「不利益処分」又は「申請に対する処分」に該当する行為で

なければならない。 

エ 国又は地方公共団体以外の者を名宛人とする行為でなければならない。 

 

１ １個 

２ ２個 

３ ３個 

４ ４個 
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101 行政事件訴訟法 処分性① 

   
 正 解  

 4  
   

 

□□ ア 明らかに誤りである 
行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行
為」について、判例は、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定するこ
とが法律上認められているものをいう……。」としている（最判昭 39.10.29）。も
っとも、行政事件訴訟法には被告適格につき「処分又は裁決をした行政庁が国
又は公共団体に所属しない場合」に関する規定（行政事件訴訟法 11 条２項）が
あることから、本肢のように「国又は地方公共団体に所属する機関がする行為
でなければならない」とはいえない。 

□□ イ 明らかに誤りである 
行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行
為」について、判例は、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定するこ
とが法律上認められているものをいう……。」としている（最判昭 39.10.29）。し
たがって、相手方の権利を制限し、又は義務を課する行為でなければならない
とはいえない。 

□□ ウ 明らかに誤りである 
判例は、「医療法 30 条の７の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は
当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として
定められている」としつつ、「この勧告は、行政事件訴訟法３条２項にいう『行
政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』に当たると解するのが相当であ
る。」としている（最判平 17.7.15）。すなわち、行政事件訴訟法３条２項にいう
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」につき、本肢のように「行
政手続法にいう『不利益処分』又は『申請に対する処分』に該当する行為でな
ければならない」とはいえない。 

□□ エ 明らかに誤りである 
判例の中には、建設大臣（当時）から東京都が受けた都市計画事業認可が「処
分」にあたることを前提として、本案審理を行っているものがある（最大判平
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17.12.7）。したがって、本肢のように「国又は地方公共団体以外の者を名宛人と
する行為でなければならない」とはいえない。 
 
よって、明らかに誤りであるものはア・イ・ウ・エであるから、正解は肢４で
ある。 
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国家総合 
平成 25 年 

 

［問題 102］ 

抗告訴訟の対象性に関するア～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 都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて効力を生ずる

と、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一

定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、

あたかも新たにそのような制約を課する法令が制定された場合におけると同様

の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このよう

な効果を生ずるということだけから直ちに当該地域内の個人に対する具体的な

権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定すること

はできない。 

イ 父がその子について住民票の記載をすることを求める申出は、住民票の記載に

係る職権の発動を促す住民基本台帳法第 14 条第２項所定の申出とみることがで

き、当該申出に対する応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎないものと

いうことはできない。したがって、当該応答は、それにより当該父又は子の権利

義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないが、法令上の申請に対

する応答行為として、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 

ウ 特定の地方裁判所支部及び特定の家庭裁判所支部を廃止することを定めた最

高裁判所規則の改正は、廃止される当該支部の管轄区域内に居住する不特定多数

の者に対して一般的抽象的な法状態の変動を生じさせるものにすぎないため、そ

の取消しを求める訴訟は法律上の争訟に当たるものの、当該規則の改正は抗告訴

訟の対象となる行政処分に該当するということはできない。 

エ 登録免許税法第 31 条第１項は、同項各号のいずれかに該当する事実があると

きは、登記機関が職権で遅滞なく所轄税務署長に登録免許税に係る過誤納金の還

付に関する通知をしなければならないことを規定し、同条第２項は、登記等を受

102 
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けた者が登記機関に申し出て当該通知をすべき旨の請求をすることができる旨

を定めている。同項は、登録免許税の還付を請求するには専らこの請求の手続に

よるべきであるとする手続の排他性を規定するものであり、国税通則法第 56 条

に基づいて登録免許税の過誤納金の還付を請求することを排除する趣旨と解さ

れる。したがって、登録免許税法第 31 条第２項に基づく還付通知をすべき旨の

請求に対して登記機関がした拒否通知は、国税通則法所定の還付請求手続を排除

するという法的効果を有するものであり、抗告訴訟の対象となる行政処分に当た

る。 

オ 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例

の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られ

た特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行

政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情

の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 

 

１ ア・ウ 

２ ア・オ 

３ イ・エ 

４ ウ・エ・オ 

５ ア・イ・ウ・エ 
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102 行政事件訴訟法 処分性② 

   
 正 解  

 2  
   

 

□□ ア 妥当である 
本肢のとおりである。判例は、「都市計画区域内において工業地域を指定する決
定……が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、
容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され（建築基準法 48 条７
項、52 条１項３号、53 条１項２号等）、これらの基準に適合しない建築物につ
いては、建築確認を受けることができず、ひいてその建築等をすることができ
ないこととなるから（同法６条４項、５項）、右決定が、当該地域内の土地所有
者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜ
しめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右の
ような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特
定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずると
いうことだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分
があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。」とし
ている（最判昭 57.4.22）。 

□□ イ 妥当でない 
判例は、「子につき住民票の記載をすることを求める……父の申出は、住民基本
台帳法（……法……）の規定による届出があった場合に市町村……の長にこれ
に対する応答義務が課されている（住民基本台帳法施行令（……令……）11 条
参照）のとは異なり、申出に対する応答義務が課されておらず、住民票の記載
に係る職権の発動を促す法 14 条２項所定の申出とみるほかないものである。
したがって、本件応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これによ
り……子又は……父の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすもので
はないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない……。」としている(最
判平 21.4.17)。 

□□ ウ 妥当でない 
判例は、「裁判所法３条１項の規定にいう『法律上の争訟』として裁判所の審判
の対象となるのは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関す
る紛争に限られるところ、このような具体的な紛争を離れて、裁判所に対して
抽象的に法令が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないもの
というべきである……。」とし、「本件各訴えは、地方裁判所及び家庭裁判所支
部設置規則及び家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則……のうち、
福岡地方裁判所及び福岡家庭裁判所の各甘木支部を廃止する部分について、こ
れが憲法……に違反するとし、また、本件改正規則の制定には同法 77 条１項所
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定の規則制定権の濫用の違法がある等として、上告人らが廃止に係る福岡地方
裁判所及び福岡家庭裁判所の各甘木支部の管轄区域内に居住する国民としての
立場でその取消しを求めるというものであり、上告人らが、本件各訴えにおい
て、裁判所に対し、右の立場以上に進んで上告人らにかかわる具体的な紛争に
ついてその審判を求めるものでないことは、その主張自体から明らかである。
そうすると、本件各訴えは、結局、裁判所に対して抽象的に最高裁判所規則が
憲法に適合するかしないかの判断を求めるものに帰し、裁判所法３条１項にい
う『法律上の争訟』に当たらないというほかはない。」としている（最判平3.4.19）。 

□□ エ 妥当でない 
判例は、「登録免許税法 31 条１項は、同項各号のいずれかに該当する事実があ
るときは、登記機関が職権で遅滞なく所轄税務署長に過誤納金の還付に関する
通知をしなければならないことを規定している。……そして、同条２項は、登
記等を受けた者が登記機関に申し出て上記の通知をすべき旨の請求をすること
ができる……。登録免許税法 31 条２項は、登録免許税の還付を請求するには専
ら上記の請求の手続によるべきであるとする手続の排他性を規定するものとい
うことはできない。したがって、登記等を受けた者は、過大に登録免許税を納
付した場合には、同項所定の請求に対する拒否通知の取消しを受けなくても、
国税通則法 56 条に基づき、登録免許税の過誤納金の還付を請求することがで
きるものというべきである。」としている。その上で、「登録免許税法 31 条２項
……に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は、……登記
等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものと
して、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる……。」としている（最判平
17.4.14）。 

□□ オ 妥当である 
本肢のとおりである。普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道
料金を改定する条例の制定行為について、判例は、「抗告訴訟の対象となる行政
処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいうものである。
本件改正条例は、……町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するも
のであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、
本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に
同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象と
なる行政処分には当たらないというべきである。」としている（最判平18.7.14）。 
 
よって、妥当なものはア・オであるから、正解は肢２である。 
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国家総合 
平成 26 年 

 

［問題 103］ 

処分性が否定された事案に関するア～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。 

 

ア 元来、通達は、原則として、法規の性質を持つものではなく、上級行政機関が

関係下級行政機関及び職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して

命令するために発するものであり、このような通達は関係下級行政機関及び職員

に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に

拘束されることはあっても、一般の国民は直接これに拘束されるものではない。 

イ 抗告訴訟の対象となるべき行政庁の行為は、対国民との直接の関係において、

その権利義務に関係あるものたることを必要とし、行政機関相互間における行為

は、その行為が、国民に対する直接の関係において、その権利義務を形成し、又

はその範囲を確定する効果を伴うものでない限りは、抗告訴訟の対象とならない。 

ウ 道路交通法第 127 条第１項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告（以

下「通告」という。）は、通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべ

き法律上の義務を生じさせるが、通告に対する抗告訴訟が許されるものとすると、

本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続で審

判することとなり、刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を

生ずるのであって、同法がこのような結果を容認しているものとは到底考えられ

ない。 

エ 都市計画法第 32 条は、開発行為の許可を申請しようとする者は、あらかじめ、

開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意（以下「同意」という。）を得な

ければならない旨を規定する。同意が得られなければ、公共施設に影響を与える

開発行為を適法に行うことはできず、同意を拒否する行為（以下「同意拒否行為」

という。）それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果を有するものといわざ

るを得ない。しかしながら、同意拒否行為については、関係法令上、これを抗告

訴訟の対象とする旨の規定がない一方、開発行為の申請に対する不許可処分がさ

103 
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れた段階で、これを対象とした抗告訴訟を提起して同意拒否行為が違法であるこ

とを争うことは可能である。したがって、同意拒否行為の段階で訴えの提起を認

めることは妥当でなく、また、その必要もない。 

オ 国有普通財産の払下げは私法上の売買と解すべきであり、この払下げが、売渡

申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、払下行

為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。 

 

１ ア・イ・エ 

２ ア・イ・オ 

３ イ・ウ・エ 

４ ウ・エ・オ 

５ ア・ウ・エ・オ 
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103 行政事件訴訟法 処分性③ 

   
 正 解  

 2  
   

 

□□ ア 妥当である 
本肢のとおりである。判例は、「元来、通達は、原則として、法規の性質をもつ
ものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務
権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このよ
うな通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないか
ら、これらのものがその通達に拘束されることはあつても、一般の国民は直接
これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取
扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものであ
る場合においても別段異なるところはない。」としている（最判昭 43.12.24）。 

□□ イ 妥当である 
本肢のとおりである。 全国新幹線鉄道整備法９条に基づく運輸大臣（当時）の
工事実施計画の認可について、判例は、「本件認可は、いわば上級行政機関とし
ての運輸大臣が下級行政機関としての……建設公団に対しその作成した本件工
事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段としての承認の性
質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為と
して外部に対する効力を有するものではなく、また、これによつて直接国民の
権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、抗
告訴訟の対象となる行政処分にあたらない……。」としている（最判昭53.12.8）。
すなわち、判例は、行政機関相互間における行為について、抗告訴訟の対象と
ならないとしている。 

□□ ウ 妥当でない 
判例は、「道路交通法 127 条１項の規定による警察本部長の反則金の納付の通
告（以下「通告」という。）があつても、これにより通告を受けた者において通
告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではな」いとしたうえ
で、「本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続
で審判することとなり、また、刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑
困難な問題を生ずるのであつて、同法がこのような結果を予想し、これを容認
しているものとは到底考えられない。」としている（最判昭 57.7.15）。 

□□ エ 妥当でない 
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判例は、「都市計画法（以下「法」という。）32 条は、開発行為の許可（以下「開
発許可」という）を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係があ
る公共施設の管理者の同意を得なければならない旨を規定する。……この同意
が得られなければ、公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことはでき
ないが、これは、法が前記のような要件を満たす場合に限ってこのような開発
行為を行うことを認めた結果にほかならないのであって、右の同意を拒否する
行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない。
したがって、開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開
発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害
されたものとはいえないから、右の同意を拒否する行為が、国民の権利ないし
法律上の地位に直接影響を及ぼすものであると解することはできない。……そ
うしてみると、公共施設の管理者である行政機関等が法 32 条所定の同意を拒
否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分には当たらない……。」としている
（最判平 7.3.23）。すなわち、判例は、開発行為に関係がある公共施設の管理者
の同意を拒否する行為（同意拒否行為）につき処分性を否定しているから、本
肢のように「開発行為の申請に対する不許可処分がされた段階で、これを対象
とした抗告訴訟を提起して同意拒否行為が違法であることを争うことが可能で
ある」とはいえない。 

□□ オ 妥当である 
本肢のとおりである。国有普通財産の払下げについて、判例は、「私法上の売買
と解すべき」とし、「右払下が売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式
をとつているからといつて、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすもので
はない。」としている（最判昭 35.7.12）。 
 
よって、妥当なものはア・イ・オであるから、正解は肢２である。 
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国税・財務・労基 
平成 26 年 

 

［問題 104］ 

処分性に関するア～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。 

 

ア 国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式

が採られており、国が優越的地位に立って詩人との間の法律関係を定めるもので

あるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 

イ 供託関係が民法上の寄託契約の性質を有することに鑑みると、供託事務を取り

扱う行政機関である供託官のする行為は、専ら私法上の法律行為と解するのが相

当であるから、供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて

却下した行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 

ウ 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例

の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られ

た特定の者に対してのみ適用されるものでなくても、水道需要者は、同条例の施

行によって、個別的行政指導を経ることなく、同条例に従って値上げされた水道

料金の支払義務を負うことになるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 

エ 労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、労働者災

害補償保険法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使で

あり、被災労働者又はその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼ

す法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 

オ 全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣（当時）の日本鉄道建設公団

（当時）に対する新幹線工事実施計画の認可は、上級行政機関の下級行政機関に

対する監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視

すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、ま

た、これによって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を

伴うものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 

 

104 
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１ ア、イ 

２ ア、エ 

３ イ、ウ 

４ イ、オ 

５ エ、オ 
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104 行政事件訴訟法 処分性④ 

   
 正 解  

 ５  
   

 

□□ ア 妥当でない 
判例は、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべき」とし、抗告訴訟の対
象となる行政処分に当たらないとしている（最判昭 35.7.12）。 

□□ イ 妥当でない 
供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為
について、判例は、供託法の規定を根拠として、「供託官が供託物取戻請求を理
由がないと認めて却下した行為は行政処分であ」るとしている（最大判昭
45.7.15）。 

□□ ウ 妥当でない 
普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の
制定行為について、判例は、「本件改正条例は、旧高根町が営む簡易水道事業の
水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対し
てのみ適用されるものではなく、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法
の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例
の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきであ
る。」としている（最判平 18.7.14）。 

□□ エ 妥当である 
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定はについて、
判例は、「法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であ
り、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有する
ものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相
当である。」としている（最判平 15.9.4）。 

□□ オ 妥当である 
全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣（当時）の日本鉄道建設公団（当
時）に対する新幹線工事実施計画の認可について、判例は、「本件認可は、いわ
ば上級行政機関としての運輸大臣が下級行政機関としてのＤ建設公団に対しそ
の作成した本件工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段
としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきもので
あり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これに
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よつて直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うもの
ではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない……。」としている
（最判昭 53.12.8）。 
 
よって、妥当なものはエ・オであるから、正解は肢５である。 
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国税・労基 
平成 21 年 

 

［問題 105］ 
行政事件訴訟の処分性に関するア～オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものの
みをすべて挙げているのはどれか。 
 
ア 森林法に基づく保安林指定及び保安林指定の解除は、名あて人が具体的に特定
されておらず、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものとは
いえないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 

イ 土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請
に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地
区内の宅地について所有権又は借地権を有する者をすべて強制的にその組合員
とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事
業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象とな
る行政処分に当たる。 

ウ 市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地
所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足
りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観
点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的であるから、
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 

エ 供託関係が民法上の寄託契約の性質を有することにかんがみると、供託事務を
取り扱う行政機関である供託官のする行為は、専ら私法上の法律行為と解するの
が相当であるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 

オ 国有財産法上の国有財産の払下げは、売渡申請書の提出、これに対する払下げ
許可という行政手続を経て行われる場合は、行政庁が優越的地位に基づいて行う
公権力の行使ということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 

 
１ ア、イ 
２ ア、オ 
３ イ、ウ 
４ ウ、エ 
５ エ、オ  
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105 行政事件訴訟法 処分性⑤ 

   
 正 解  

 ３  
   

 

□□ ア 妥当でない 
保安林指定処分について、判例は、「保安林指定処分は、森林所有者等その直接
の名宛人に対しては、私権の制限を伴う不利益処分の性格を有するものである
……。」として、処分性を認めている（最判昭 57.9.9）。 

□□ イ 妥当である 
土地区画整理法の規定による土地区画整理組合の設立の認可について、判例は、
「単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させる……だけのものではな
く、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を
すべて強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せ
しめ……、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するも
のである……から、抗告訴訟の対象となる行政処分であると解するのが相当で
ある。」としている（最判昭 60.12.17）。 

□□ ウ 妥当である 
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定について、判例は、「施
行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟
の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利
救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認める
のが合理的である。したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法３条
２項にいう『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』に当たると解す
るのが相当である。」としている（最大判平 20.9.10）。 

□□ エ 妥当でない 
供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為
について、判例は、供託法の規定を根拠として、「供託官が供託物取戻請求を理
由がないと認めて却下した行為は行政処分であ」るとしている（最大判昭
45.7.15）。 

□□ オ 妥当でない 
判例は、「国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべき」とし、抗告訴訟の対
象となる行政処分に当たらないとしている（最判昭 35.7.12）。 
 
よって、妥当であるものはイ・ウであるから、正解は肢３である。  


