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平成 29年度行政書士試験
的中問題一覧

さる11月12日㈰に実施された平成29年度行政書士試験におきまして、
弊社教材にて取り扱いました問題と、同主旨の問題が出題されました。

詳細は下記のとおりです。

科目 教材名・ 
該当箇所 問題文 的

中
本試験問題・

該当箇所 問題文

１

憲法 演習総合講義
憲法・基礎法学
問題５肢２

天皇は刑事責任を問われないが、民
事責任は問われると解されており、
また、最高裁判所は、天皇に民事裁
判権が及ぶと判示した。

▶
問題３肢４ 憲法上の象徴としての天皇には民事

裁判権は及ばないが、私人としての
天皇については当然に民事裁判権が
及ぶ。

２

行政法 演習総合講義
行政法
問題 55肢ア

行政手続法の目的は、行政運営にお
ける公正の確保と透明性の向上のた
めの手続及び公法上の権利関係に関
する訴訟の手続を定め、もって公法
上の権利関係の保護に資することで
ある。

▶

問題11全体 （親問題文）次の文章は、行政手続
法１条１項の条文である。空欄ア～
オに当てはまる語句の組合せとして、
正しいものはどれか。
第１条　この法律は、……。

3

行政法 演習総合講義
行政法
問題 82肢４

不服申立ては、自然人であると法人
であるとを問わず、当事者能力を有
する者であれば行うことができ、法
人格のない社団のうち代表者や管理
人の定めのないものであっても不服
申立てを行うことができる。

▶

問題15肢１ 法人でない社団であっても、代表者
の定めがあるものは、当該社団の名
で審査請求をすることができる。

4

行政法 演習総合講義
行政法
問題 84肢５

審査庁は、執行停止をした後におい
て、当該執行停止が公共の福祉に重
大な影響を及ぼすことが明らかと
なったときに限り、その執行停止を
取り消すことができる。

▶

問題16肢４ 執行停止をした後において、執行停
止が公共の福祉に重大な影響を及ぼ
すことが明らかとなったとき、その
他事情が変更したときには、審査庁
は、その執行停止を取り消すことが
できる。

5

行政法 予想択一 100 問
行政法
問題 28肢５

執行停止をした後において、執行停
止が公共の福祉に重大な影響を及ぼ
すことが明らかとなったとき、その
他事情が変更したときであっても、
審査庁は、その執行停止を取り消す
ことはできない。

▶

問題16肢４ 執行停止をした後において、執行停
止が公共の福祉に重大な影響を及ぼ
すことが明らかとなったとき、その
他事情が変更したときには、審査庁
は、その執行停止を取り消すことが
できる。

6

行政法 演習総合講義
行政法
問題 138肢イ

検察官による公訴の提起は、その刑
事事件において無罪の判決が確定す
れば原則として国家賠償法第１条第
１項にいう違法な行為があったとの
評価を受けるが、捜査又は訴追の時
と判決の時との間に証拠資料が変動
するという特別の事情が認められれ
ば、無罪判決の確定から直ちに違法
と評価されることはない。

▶

問題20肢２ 検察官は合理的な嫌疑があれば公訴
を提起することが許されるのである
から、検察官が起訴した裁判におい
て最終的に無罪判決が確定したから
といって、当該起訴が国家賠償法１
条１項の適用上も当然に違法となる
わけではない。

7

行政法 模擬試験
問題 20肢２

検察官が公訴を提起したが裁判で無
罪が確定した場合、当該公訴提起は
国家賠償法上違法の評価を受ける。

▶

問題20肢２ 検察官は合理的な嫌疑があれば公訴
を提起することが許されるのである
から、検察官が起訴した裁判におい
て最終的に無罪判決が確定したから
といって、当該起訴が国家賠償法１
条１項の適用上も当然に違法となる
わけではない。
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科目 教材名・ 
該当箇所 問題文 的

中
本試験問題・

該当箇所 問題文

8

行政法 演習総合講義
行政法
問題 146肢ウ

失火ノ責任ニ関スル法律は失火者個
人の保護を目的とするところ、その
趣旨は、公務員個人への求償が故意
又は重過失の場合に制限されている
国家賠償請求には妥当しないため、
消防署職員の消火活動が不十分なた
め残り火が再燃して火災が発生した
場合における公共団体の損害賠償責
任については、失火ノ責任ニ関スル
法律は適用されない。

▶

問題21全体 （親問題文）次の文章は、国家賠償
法に関する最高裁判所判決の一節で
ある。空欄Ⅰ～Ⅴに当てはまる語句
の組合せとして、妥当なものはどれ
か。
原判決は、本件火災は第一次出火の
際の残り火が再燃して発生したもの
であるが、上告人の職員である消防
署職員の消火活動について失火ノ責
任ニ関スル法律（以下「失火責任法」
という。）は適用されず、……

9

行政法 演習総合講義
行政法
問題 183肢エ

普通地方公共団体は、その区域外に
おいても、また、関係普通地方公共
団体との協議により、公の施設を設
けることができる。

▶
問題22肢４ 公の施設は、住民の利用に供するた

めに設けられるものであり、普通地
方公共団体は、その区域外において、
公の施設を設けることはできない。

10

行政法 演習総合講義
行政法
問題 169肢５

普通地方公共団体の議会の権限に属
する軽易な事項で、その議決により
特に指定したものにつき専決処分を
したときは、普通地方公共団体の長
は、これを議会に報告すればよく、
その承認を求めることを要しない。

▶

問題23肢３ 普通地方公共団体の議会の権限に属
する軽易な事項で、その議決により
特に指定したものは、普通地方公共
団体の長において、専決処分にする
ことができる。

11

行政法 予想択一 100 問
行政法問題 30肢ア

行政不服審査法は、簡易迅速な手続
による国民の権利利益の救済を図る
ことをその立法趣旨の一つとしてお
り、不服申立制度の利用の便に供す
るために教示という制度を設けてい
る。他方、行政不服審査法に基づく
不服申立てをすることができれば行
政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対
象となることから、行政事件訴訟法
は取消訴訟の提起に関する教示とい
う制度を設けていない。

▶

問題26肢ウ この教示は、行政不服審査法と行政
事件訴訟法に基づいて行われている。

12

民法 演習総合講義
民法
問題 16肢Ｃ

権利能力のない社団の代表者が社団
の名においてした取引上の債務は、
その社団の構成員全員に、一個の義
務として総有的に帰属するとともに、
社団の総有財産だけがその責任財産
となり、構成員各自は、取引の相手
方に対し、直接には個人的債務ない
し責任を負わない。

▶

問題27肢イ Ｂが権利能力のない社団である場合
には、Ｂの財産は、Ｂを構成するＡ
ら総社員の総有に属する。

13

民法 演習総合講義
民法
問題 28肢１

婚姻の相手が人違いである場合は、
そのことに重大な過失があっても、
婚姻の無効を主張することができる。

▶

問題28肢３ 婚姻あるいは養子縁組などの身分行
為は錯誤に基づく無効の対象となら
ず、人違いによって当事者間に婚姻
または縁組をする意思がないときで
あっても、やむを得ない事由がない
限り、その婚姻あるいは養子縁組は
無効とならない。

14
民法 演習総合講義

民法
問題 54肢２

１筆の土地の一部は、時効取得の対
象とはならない。 ▶

問題29肢イ 一筆の土地の一部について、所有権
を時効によって取得することは認め
られる。
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科目 教材名・ 
該当箇所 問題文 的

中
本試験問題・

該当箇所 問題文

15

民法 演習総合講義
民法
問題 55学生イの解
答

教授：次に、乙建物の登記がされて
いる場合について考えてみましょう。
Ｂは、乙建物を建築して所有し、自
己名義で所有権の保存の登記をした
後、乙建物をＣに譲渡したが、その
旨の所有権の移転の登記をせず、引
き続き登記名義を保有しているとし
ます。この場合に、Ａは、Ｂを相手
方として建物収去土地明渡請求をす
ることができますか。
学生：イその場合には、Ｂは、乙建
物の譲渡による建物の所有権の喪失
を主張して、乙建物を収去して甲土
地を明け渡す義務を免れることがで
きませんから、Ａは、Ｂを相手方と
することができます。

▶

問題31肢５ Ｄが所有する丙土地の上に、Ｅが権
原なく丁建物を建設し、自己所有名
義で建物保存登記を行った上でこれ
をＦに譲渡したが、建物所有権登記
がＥ名義のままとなっていた場合、
Ｄは登記名義人であるＥに対して丁
建物の収去を求めることができる。

16

民法 演習総合講義
民法
問題 121肢５

連帯債務者の１人が債務の承認を
行った場合、その効力は、他の連帯
債務者に対しても及ぶ。 ▶

問題32肢３ 本件貸金債務につき、弁済期到来後
にＡがＣに対して弁済の猶予を求め、
その後更に期間が経過して、弁済期
の到来から起算して時効期間が満了
した場合に、Ｂは、Ｃに対して消滅
時効を援用することはできない。

17

民法 演習総合講義
民法
問題 183肢３

甲が建物賃借人乙との間の請負契約
に基づき建物の修繕工事をしたとこ
ろ、その後乙が無資力になったため、
甲の乙に対する請負代金債権の全部
が無価値となった場合には、建物賃
貸人兼所有者丙が法律上の原因なく
甲の修繕工事による利益を受けたと
いえるから、甲は丙に対して常に不
当利得返還請求をすることができる。

▶

問題33肢５ ＣはＢに対して甲を返還したが、Ｂ
は修理代金を支払わないまま無資力
となり、本件賃貸借契約が解除され
たことにより甲はＡに返還された。
本件賃貸借契約において、甲の修理
費用をＢの負担とする旨の特約が存
するとともに、これに相応して賃料
が減額されていた場合、ＣはＡに対
して、不当利得に基づいて修理費用
相当額の支払を求めることはできな
い。

18

民法 模擬試験
問題 34肢３

建物賃借人Ａとの間の請負契約に基
づき、請負人Ｂが建物の修繕工事を
した場合において、Ａが請負代金を
支払わないまま無資力になったとき
は、建物の所有者Ｃは、法律上の原
因なくして利益を受けたことになる。▶

問題33肢５ ＣはＢに対して甲を返還したが、Ｂ
は修理代金を支払わないまま無資力
となり、本件賃貸借契約が解除され
たことにより甲はＡに返還された。
本件賃貸借契約において、甲の修理
費用をＢの負担とする旨の特約が存
するとともに、これに相応して賃料
が減額されていた場合、ＣはＡに対
して、不当利得に基づいて修理費用
相当額の支払を求めることはできな
い。

19

商法 演習総合講義
商法
問題 17肢ウ

現物出資は、当該現物出資をする者
の氏名又は名称、出資の目的である
財産及びその価額並びにその者に対
して割り当てる設立時発行株式の数
を定款に記載し、又は記録しなけれ
ば、その効力を生じない。

▶

問題37肢２ 金銭以外の財産を出資する場合には、
株式会社の定款において、その者の
氏名または名称、当該財産およびそ
の価額、ならびにその者に対して割
り当てる設立時発行株式の数を記載
または記録しなければ、その効力を
生じない。
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科目 教材名・ 
該当箇所 問題文 的

中
本試験問題・

該当箇所 問題文

20

記述式 第２回生講義
フォロー資料
民法
予想問題第３問

Ａは、Ｂとの間で、自己が有する甲
土地につき、売買契約を締結した（以
下、「本件契約」とする）。その際、
Ｂと売買契約書をかわしており、そ
こには「Ａは本件契約にかかる代金
債権を他人に譲渡することができな
い」（譲渡禁止特約）との条項があっ
た。しかし、Ａは、本件契約にかか
る代金債権をＣに対して譲渡してし
まった。この場合において、ＡＣ間
の債権譲渡が有効となるには、いか
なる要件を充たす必要があるか。民
法の規定及び判例に照らし、40字
程度で記述しなさい。

▶

問題45 ＡはＢに対して 100 万円の売買代
金債権を有していたが、同債権につ
いては、Ａ・Ｂ間で譲渡禁止特約が
付されていた。しかし、Ａは、特約
に違反して、上記 100 万円の売買
代金債権をその弁済期経過後にＣに
対して譲渡し、その後、Ａが、Ｂに
対し、Ｃに譲渡した旨の通知をした。
Ｂは、その通知があった後直ちに、
Ａに対し、上記特約違反について抗
議しようとしていたところ、Ｃが上
記 100 万円の売買代金の支払を請
求してきた。この場合に、Ｂは、Ｃ
の請求に応じなければならないかに
ついて、民法の規定および判例に照
らし、40字程度で記述しなさい。

21

政治・
経済・
社会

模擬試験
問題 52肢２

リコール制度は、欠陥商品による事
故を未然に防ぐためにメーカーが回
収、修理、交換する制度で、自動車
の制度は道路運送車両法、電気製品
の制度は電気用品安全法で定められ
ており、リコールの実施に際しては、
自主回収は認められず、法律を所管
する府省に、事前に届け出を行う義
務がある。

▶

問題52肢ウ 自動車のリコールとは、欠陥車が発
見された場合、消費者庁が回収し自
動車メーカーが無料で修理する制度
のことをいう。

22

政治・
経済・
社会

模擬試験
問題 52肢５

各地方自治体は、国民生活センター
を設置して消費者の安全に関する苦
情相談や商品テストなどを行ってい
る。消費者は、購入した商品や製品
の使用で事故が発生した場合には、
国民生活センターの消費生活アドバ
イザーに苦情相談や事故処理のあっ
せんを求めることができる。

▶

問題52肢エ 全国規模の NPO 法人である国民生
活センターは、国民生活に関する情
報の提供および調査研究を行うこと
はできるが、個別の消費者紛争の解
決に直接的に関与することはできな
い。


