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平成 29 年度 行政書士試験 再現記述分析会 資料 
注：「再現記述分析会」における「配点」や「解答に付された点数」は、すべてアガルートアカデミーの独

自の見解に基づくものであり、「一般財団法人 行政書士試験研究センター」のものとは異なる可能性が

あります。予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

 
ご提供いただいた解答一覧 

 問題 44 問題 45 問題 46 

Ａさん 

A 市は公法上の対等な立場

で、A 市の制定した条例に違

反するものとして、差止め判決

がされるべき（45 字） 

C が債権譲渡につき B が承諾

している旨、特約の存在につ

き善意であれば請求に応じる

義務がある（44 字） 

不法行為の時点から３年、行

為の時から５年間行使しないと

きは消滅する（33 字） 

Ｂさん 

A 市は行政権の主体としての

立場で提起したもので、司法

権の範囲外とされ却下判決が

なされる。（44 字） 

Cが特約について善意無重過

失で譲り受けた場合、B は C

の請求に応じなければならな

い。（41 字） 

損害及び加害者を知ったとき

から 3 年間または不法行為時

から 20 年間行使しないときに

消滅する。（45 字） 

Ｃさん 

公権力を行使する立場で提起

しており、代執行が可能である

から却下判決がなされるべき

である。（44 字） 

Ｃが善意でありＢが同時履行

の抗弁権を有していなければ

ＢはＣの請求に応じなければ

ならない。（44 字） 

不法行為及び加害者を知った

時から三年間又は不法行為の

時から十年間行使しないとき

に消滅する。（45 字） 

Ｄさん 

行政権を行使する立場で提起

したものであり、法律上の争訟

に当らず、却下判決がなされ

る（41 字） 

Ｃが譲渡禁止特約について悪

意重過失の場合、Ｂは譲渡の

無効を主張し、請求を拒むこと

ができる（44 字） 

損害及び加害者を知ったとき

から３年間行使しないとき又は

損害があったときから２０年で

消滅する（45 字） 

Ｅさん ※「全くダメでした」とのコメント 

Ａ・Ｂ間の譲渡禁止特約につ

いてＣに悪意、重過失があれ

ばＢは応じなくともよい。（38

字） 

被害者又は法定代理人が損

害及び加害者を知った日から

3 年間、不法行為の日から 20

年間である。（45 字） 

 
記述式問題の添削結果 

 問題 44 問題 45 問題 46 合計 

Ａさん ０点 ４点 ０点 ４点／60 点 

Ｂさん 12 点 20 点 20 点 52 点／60 点 

Ｃさん ４点 ４点 ０点 ８点／60 点 

Ｄさん 20 点 20 点 12 点 52 点／60 点 

Ｅさん ０点 20 点 20 点 40 点／60 点 
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問題 44 

１ 解答 

専ら行政権の主体として提起したもので，法律上の争訟に当たらないため，却下判決がなさ

れる。（44字） 

 
２ 採点基準 

項 目 配点 点数 

１ 専ら行政権の主体として提起したものであること ８  

２ 法律上の争訟に当たらないこと ８  

３ 却下判決がなされること ４  

合 計 点 20  

 
３ 採点結果・コメント 

① Ａさんの解答 
①Ａ市は公法上の対等な立場で、②Ａ市の制定した条例に違反するものとして、③差止め判決

がされるべき（45字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①Ａ市は公法上の対等な立場で ８点 ０点  

②Ａ市の制定した条例に違反するものと

して 
８点 ０点 

 

③差止め判決がされる ４点 ０点 
行政事件訴訟法のところで学習する「判決

の種類」を復習しましょう 

合計 20 点 ０点  
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② Ｂさんの解答 
Ａ市は①行政権の主体としての立場で提起したもので、②司法権の範囲外とされ③却下判決が

なされる。（44字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①行政権の主体としての立場で提起した

もので 
８点 ８点 

「専ら」が抜けていますが，ほとんどの方

がこの点を指摘できてないため，点数を付

与しました 

②司法権の範囲外とされ ８点 ０点  

③却下判決がなされる ４点 ４点  

合計 20 点 12 点  

 
③ Ｃさんの解答 
①公権力を行使する立場で提起しており、②代執行が可能であるから③却下判決がなされるべ

きである。（44字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①公権力を行使する立場で提起しており ８点 ０点  

②代執行が可能であるから ８点 ０点  

③却下判決がなされる ４点 ４点  

合計 20 点 ４点  

 
④ Ｄさんの解答 
①行政権を行使する立場で提起したものであり、②法律上の争訟に当らず、③却下判決がなさ

れる（41字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①行政権を行使する立場で提起したもの

であり 
８点 ８点 

「行政権の主体」という記述ではありませ

んが，今回は点数を付与しました 

②法律上の争訟に当らず ８点 ８点  

③却下判決がなされる ４点 ４点  

合計 20 点 20 点 

句点（「。」のこと）で解答が終わってない

点が唯一気がかりです（途中答案扱いのお

それを懸念しています）。 
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⑤ Ｅさんの解答 
※解答なし 
解答 配点 点数 理由・コメント 

① なし ８点 ０点  

② なし ８点 ０点  

③ なし ４点 ０点  

合計 20 点 ０点  

 
 
【総評】 

１ 問題について 

  本問は，「宝塚市パチンコ条例事件」（最判平 14.7.9）を元にした問題です。この判例

は，平成 27 年度問題８において出題されたことがあります。 

  本問の解答は，当該判例の判旨をほぼそのまま書けば正解になります。そのため，判旨

をどれほど正確に記憶していたかが，解答のポイントになるものと思われます。 

  もっとも，判例の判旨を書かせるタイプの問題の場合，平成 21 年度問題 46 もそうで

したが，受験生の皆さんはまずもって一言一句正確に記述することができません。そのた

め，採点項目１～３のキーワードと同主旨の文言が書けていれば，点数は付与されるもの

と思われます。 

 
２ 採点した感想 

  採点項目１「専ら行政権の主体として提起したものであること」と採点項目２「法律上

の争訟に当たらないこと」について，正確に書けている解答は，あまり見られませんでし

た。そのため，今年度の記述式問題のうち，本問に限っては，昨年度以前と同様の「キー

ワード採点」（特定の文言が書けていれば正解とする採点方法）が採用される可能性は高

いものと思われます。 

  これに対し，採点項目３「却下判決がなされること」については，行政事件訴訟法でも

学習していることから，ほとんどの方が書けていました。「いかなる判決がなされるか」

については，平成 18 年度問題 44 や平成 25 年度問題 44 において，既に出題済みですか

ら，受験生の皆さんもしっかり準備していたものと思われます。そのため，配点を決める

にあたり，この項目の配点は低く設定しました。 
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問題 45 

１ 解答 

 ①Ｃが譲渡禁止特約につき，善意無重過失の場合には，Ｂは，Ｃの請求に応じなければな

らない。（43字） 

 ②Ｃが譲渡禁止特約につき，悪意又は善意重過失の場合には，Ｂは，Ｃの請求に応じる必

要はない。（44字） 

 
２ 採点基準 

項 目 配点 点数 

１ 譲渡禁止特約につき，善意無重過失であること 16  

２ Ｃの請求に応じなければならないこと ４  

合 計 点 20  

※１ 項目１及び２につき，本問では部分点を付与することはしない。 

   例えば，「善意無重過失であること」とだけ記述し，その対象を記述していない場合

は０点とする。また，「善意」とだけ記述し，「善意無重過失」と正確に記述していない

場合は０点とする。 

※２ 「善意無重過失→請求に応じる」「悪意又は善意重過失→請求に応じる必要はない」

とそれぞれ対応していなければならない。 

 
３ 採点結果・コメント 

① Ａさんの解答 
①Ｃが債権譲渡につきＢが承諾している旨、特約の存在につき善意であれば②請求に応じる

義務がある（44 点） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①Ｃが債権譲渡につき……善意であれば 16 点 ０点  

②請求に応じる義務がある ４点 ４点  

合計 20 点 ４点  
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② Ｂさんの解答 
①Ｃが特約について善意無重過失で譲り受けた場合、②ＢはＣの請求に応じなければならな

い。（41字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①Ｃが特約について善意無重過失で譲り

受けた場合 
16 点 16 点 

 

②ＢはＣの請求に応じなければならない ４点 ４点  

合計 20 点 20 点  

③ Ｃさんの解答 
①Ｃが善意でありＢが同時履行の抗弁権を有していなければ②ＢはＣの請求に応じなければ

ならない。（44字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①Ｃが善意であり……有していなければ 16 点 ０点 

「善意」という表現の場合，「善意有過失」

「善意無過失」のいずれも含む意味になり

ます 

②ＢはＣの請求に応じなければならない ４点 ４点  

合計 20 点 ４点  

 
④ Ｄさんの解答 
①Ｃが譲渡禁止特約について悪意重過失の場合、②Ｂは譲渡の無効を主張し、請求を拒むこ

とができる（44 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①Ｃが譲渡禁止特約について悪意重過失

の場合 
16 点 16 点 

 

②Ｂは……請求を拒むことができる ４点 ４点  

合計 20 点 20 点 

句点（「。」のこと）で解答が終わってない

点が唯一気がかりです（途中答案扱いのお

それを懸念しています）。 

 
  



平成 29年度 行政書士試験 再現記述分析会 資料 

- 7 - 

⑤ Ｅさんの解答 
①Ａ・Ｂ間の譲渡禁止特約についてＣに悪意、重過失があれば②Ｂは応じなくともよい。（38

字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①Ａ・Ｂ間の譲渡禁止特約についてＣに悪

意，重過失があれば 
16 点 16 点 

「善意重過失」という記述ではありません

が，許容範囲であると思われます 

②Ｂは応じなくともよい ４点 ４点  

合計 20 点 20 点  

 
【総評】 

１ 問題について 

  「債権譲渡」における「譲渡禁止特約」に関する問題です。「債権譲渡」は，平成 20年

度問題 46において既に出題済みでしたが，今年度再び出題されました。 

  もっとも，本問では，他資格試験において頻出の最判昭 48.7.19の判旨に関する内容を

記述すればよく，そのため受験生の皆さんも本問についてはしっかり対応できたものと

思われます。 

 
２ 採点した感想 

  ご提出いただいた解答を拝見させていただくと，ほとんどの方がある程度のことは書

けていました。そのため，本問は例年に厳しい採点になると予想し，今回の採点基準を例

年に比べ厳しいものに設定しました。 

  なお，今回の採点基準では採用しませんでしたが，採点項目２について，別の基準を設

定することができます。「採点項目１の内容が書けていなければ，採点項目２につき，点

数を付与しない」というものです。 

  本問は，譲渡禁止特約につき「善意無重過失→応じなければならない」「悪意重過失→

応じる必要はない」という対応関係となっています。仮に「応じなければならない」「応

じる必要はない」という記述にのみ着目し点数を付与するとなると，当てずっぽうの解答

（上記対応関係を理解してない）であっても点数が付与されるという事態になります（ほ

ぼ無条件に４点もらえることになります）。このような点数の付与の仕方は，試験の採点

方法として妥当ではありません。 

  したがって，「採点項目１の内容が書けていなければ，採点項目２につき，点数を付与

しない」という採点基準が考えられます。この基準を採用するとなると，点数としては「０

点」又は「20 点」という極端なものになり，試験の合否に対し大きな影響を与えること

が予想されます。 
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問題 46 

１ 解答 

損害及び加害者を知った時から３年間，不法行為の時から２０年行使しない場合に消滅す

る。（42字） 

 
２ 採点基準 

項 目 配点 点数 

１ 
損害及び加害者を知った時から３年間行使しない

こと 
12  

２ 不法行為の時から 20 年間行使しないこと ８  

合 計 点 20  

※１ 項目１及び２につき，本問では部分点を付与することはしない。 

   例えば，「３年間行使しないこと」とだけ記述し，その起算点を記述していない場合

は０点とする。また，「損害」「加害者とだけ記述し，「損害及び加害者」と正確に記述

していない場合は０点とする。「損害又は加害者」と記述したときは０点とする。 

※２ 「３年間」「20年間」という期間につき誤っているときは，他が正確に書かれていた

としても，項目１及び２の配点につき，０点とする。 

   例えば，「不法行為の時から 10 年間行使しないこと」という記述の場合，０点とす

る。 

 
３ 採点結果・コメント 

① Ａさんの解答 
①不法行為の時点から３年、②行為の時から５年間行使しないときは消滅する（33字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①不法行為の時点から３年 12 点 ０点  

②行為の時から５年間行使しないとき ８点 ０点  

合計 20 点 ０点  
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② Ｂさんの解答 
①損害及び加害者を知ったときから３年間または②不法行為時から 20 年間行使しないとき

に消滅する。（45 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①損害及び加害者を知ったときから３年

間 
12 点 12 点 

 

②不法行為時から 20 年間行使しないとき ８点 ８点  

合計 20 点 20 点  

 
③ Ｃさんの解答 
①不法行為及び加害者を知った時から三年間又は②不法行為の時から十年間行使しないとき

に消滅する。（45 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①不法行為及び加害者を知った時から三

年間 
12 点 ０点 

 

②不法行為の時から十年間行使しないと

き 
８点 ０点 

 

合計 20 点 ０点  

 
④ Ｄさんの解答 
①損害及び加害者を知ったときから３年間行使しないとき又は②損害があったときから２０

年で消滅する（45字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①損害及び加害者を知ったときから３年

間行使しないとき 
12 点 12 点 

 

②損害があったときから 20 年 ８点 ０点 「損害」＝「不法行為」とはしませんでした 

合計 20 点 12 点 

句点（「。」のこと）で解答が終わってない

点が気がかりです（途中答案扱いのおそれ

を懸念しています）。 

 
  



アガルートアカデミー 行政書士講座 

- 10 - 

⑤ Ｅさんの解答 
①被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った日から 3年間、②不法行為の日から 20年

間である。（45字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

①被害者又は法定代理人が損害及び加

害者を知った日から３年間 
12 点 12 点 

強いて言うなら「その法定代理人」とすべ

きかと思いますが，許容範囲内と判断しま

した 

②不法行為の日から 20 年間 ８点 ８点  

合計 20 点 20 点  

 
【総評】 

１ 問題について 

  本問は，民法 724条に規定されている「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」

に関する問題です。「いつの時点から何年間行使しないときに消滅するか」と，書いてほ

しいことをストレートに問うていることから，何を書くべきかについて迷うことはなか

ったと思います。 

  本問で問われている内容は，行政書士試験の対策として必ず学習するものですから，知

らなかったという方はいらっしゃらなかったと思います。そのため，本問については，採

点基準が厳しいものとなることが予想されます。一言一句正確に覚えることの大切さが，

本問ではとてもよく現れています。 

 
２ 採点した感想 

  年数もそうですが，「いつの時点から」（起算点）について不正確な解答が目立ちます。

とても興味深いのが，この問題についてしっかり 20点付与されている方は，他の２問に

ついてもかなり高い点数が付与されています。本問のように，書いてほしいことをストレ

ートに問うものの場合，その人の実力が素直に現れる傾向にあることが伺えます。 

  昨年度の問題 46 と同様，今年度も，書いてほしいことをストレートに問うものが出題

されました。本問のように「誰もが知っているような知識」をストレートに問われると，

相当正確に解答していない限り点数を付与されないという事態になることも，容易に想

定されます。日々の学習の時から，テキストに掲載されている知識や，過去問で問われた

ことについては，正確に記憶するよう努めたいところです。 

 
 


