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アガルートアカデミー ■ 予想 1000 肢攻略講座

第１編　行政法総論

第１章　行政法の基礎

問題1
■■■
司試 H21-21-ア

法律による行政の原理の下においては，国が補助金の交付を行う
場合には，法律によって補助金交付の根拠を定めなければならず，
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律がこれを定めてい
る。

解答1　× 法律による行政の原理の内容は，「法律の法規創造力」，「法律の優位」，
及び「法律の留保」という３つの原則に分けることができる。「法律の留保」
原則の及ぶ範囲については，見解の対立があり，立法実務を支配している
のは，侵害留保説である。侵害留保説によると，補助金を交付するといっ
た給付行政は，国民の権利を制限する侵害的な行政作用ではないので法律
の根拠なくできるということになる。本問では，国が補助金の交付を行う
場合には，法律によって補助金交付の根拠を定めなければならないわけで
はない。なお，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律は，国の
補助金支給のための一般的根拠規範ではなく，国が補助金を支給できるこ
とを前提として，交付の方法や交付を受けた事業の監督方法等について定
めた一般的手続規範であるとされている。

問題2
■■■
司試 H21-21-イ

厚生労働大臣は，隔離を要する疾病が発生した場合には，厚生労
働省設置法第４条第４号，第１９号に基づき，隔離を要する疾病に
罹患した患者について，強制隔離の措置を執ることができる。
（参照条文）厚生労働省設置法
第４条　厚生労働省は，前条の任務を達成するため，次に掲げる
事務をつかさどる。
　一～三　（略）
　四　原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ，又は生
じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

　五～十八　（略）
　十九　感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場にお
ける検疫に関すること。

　二十～百十一　（略）
（略）

解答2　× 侵害留保説によれば，強制隔離の措置は国民の権利を制限する侵害的な
行政作用なので，法律の根拠なしに強制隔離の措置を執ることは許されな
い。そして，ここでいう法律の根拠とは作用法上の根拠であって，組織法
上の根拠では足りない。厚生労働省設置法４条４号，19 号は組織法上の規
範であり，他に根拠規範なく強制隔離の措置を執ることはできない。

問題3
■■■
国総 H12-8-1

租税法律主義の原則の下，租税法律関係においては，法律による
行政の原理は厳格に適用されなければならないから，租税法規に適
合する課税処分について，法の一般原則である信義則の法理の適用
により，同課税処分を違法なものとして取り消すことが認められる
余地はない。

解答3　× 最判昭 62.10.30 は，「法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原
則が貫かれるべき租税法律関係」について，「信義則の法理」の適用には慎
重を要し，「租税法規の適用における納税者間の平等，公平という要請を犠
牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護
しなければ正義に反するといえるような特別の事情」がある場合に，信義
則の法理の適用があるとしている。課税処分について，信義則の法理の適
用の余地がないわけではない。
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問題4
■■■
国総 H12-8-3

会計法第３０条において，金銭の給付を目的とする国の権利及び
Ｐ国に対する権利につき５年の消滅時効期間が定められているのは，
国を当事者とする金銭債権の早期かつ画一的な処理を図る必要があ
るからであり，ほかに時効期間につき特別の規定がない場合は一律
に適用される。したがって，国が安全配慮義務を僻怠した結果，違
法に公務員の生命，健康等が侵害された場合，損害を受けた公務員
が国に対して有する損害賠償請求権の権利の消滅時効期間は５年と
解すべきである。

解答4　× 最判昭 50.2.25 は，「会計法三〇条が金銭の給付を目的とする国の権利及
び国に対する権利につき五年の消滅時効期間を定めたのは，国の権利義務
を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮したことに
基づくものであるから，同条の五年の消滅時効期間の定めは，右のような
行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であつて他に時効期間につき
特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。そして，
国が，公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生命，健康等
を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は，その
発生が偶発的であつて多発するものとはいえないから，右義務につき前記
のような行政上の便宜を考慮する必要はなく，また，国が義務者であつても，
被害者に損害を賠償すべき関係は，公平の理念に基づき被害者に生じた損
害の公正な填補を目的とする点において，私人相互間における損害賠償の
関係とその目的性質を異にするものではないから，国に対する右損害賠償
請求権の消滅時効期間は，会計法三〇条所定の五年と解すべきではなく，
民法一六七条一項により一〇年と解すべきである。」としている。

問題5
■■■
国総 H12-8-4

地方公共団体は，将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決
定した場合でも，同施策が社会情勢の変動等に伴って変更されるこ
とは当然であって，同決定に拘束されるものではない。したがって，
同施策が維持されることを信頼して活動を行った者が，その変更に
より社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被った
場合でも，施策の変更自体はいかなる場合も当該地方公共団体の不
法行為責任を生ぜしめるものではない。

解答5　× 最判昭 56.1.27 は，当該施策の決定が，特定の者に特定内容の活動を個別
的・具体的に促し，「その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提と
してはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質
のものである場合には，右特定の者は，右施策が右活動の基盤として維持
されるものと信頼し，これを前提として右の活動ないしその準備活動に入
るのが通常である。……右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の
関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし，その施策の変更にあたっては
かかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべき
である。すなわち，右施策が変更されることにより……社会観念上看過す
ることのできない程度の積極的損害を被る場合に，地方公共団体において
右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更すること
は，それがやむをえない客観的事情によるのでない限り，当事者輯に形成
された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び，地方公共団体
の不法行為責任を生ぜしめるもの」であるとしている。

問題6
■■■
国総 H19-7-イ

旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は，登記簿上の農
地の所有者を相手方として行うべきものではなく，真実の農地の所
有者を相手方とすべきであり，その際，民法第１７７条の規定は適
用されないとするのが判例である。

解答6　〇 最大判昭 28.2.18 は「農地買収処分は，国家が権力的手段を以て農地の強
制買上を行うものであつて，対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨
とする民法上の売買とは，その本質を異にするものである。従つて，かか
る私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法 177 条の規定は，
自作法による農地買収処分には，その適用を見ない」とする。そして，そ
の結果，「単に登記簿の記載に依拠して，登記簿上の農地の所有者を相手方
として買収処分を行うべきものではなく，真実の農地の所有者から，これ
を買収すべきものである」ことになる。
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問題7
■■■
国総 H19-7-ウ

滞納者の財産を差し押さえた国の地位は，あたかも民事訴訟法上
の強制執行（注）における差押債権者の地位に類するものであり，
租税債権がたまたま公法上のものであることは，国が一般私法上の
債権者より不利益の取扱いを受ける理由となるものではないので，
国税滞納処分として税務署長が行った差押えについては民法第
１７７条の規定の適用があるとするのが判例である。
（注）現在は民事執行法に規定されている。

解答7　〇 最判昭 31.4.24 は，「国税滞納処分においては，国は，その有する租税債
権につき，自ら執行機関として，強制執行の方法により，その満足を得よ
うとするものであつて，滞納者の財産を差し押えた国の地位は，あたかも，
民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり，
租税債権がたまたま公法上のものであることは，この関係において，国が
一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。
それ故，滞納処分による差押の関係においても，民法 177 条の適用がある
ものと解するのが相当である。」とした。

問題8
■■■
国総 H19-7-エ

食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく
食品の販売を行った場合，その売買契約は必ずしも無効とはいえな
い。しかし，有害物質の混入している食品を売買した場合には，そ
れによってその食品が一般大衆の購買のルートに乗り，その結果，
公衆衛生を害するであろうことが明らかであれば，その売買契約は
民法第９０条の規定に反し無効と解すべきであるとするのが判例で
ある。

解答8　〇 最判昭 35.3.18 は，食品衛生「法は単なる取締法規にすぎないものと解す
るのが相当であるから，上告人が食肉販売業の許可を受けていないとして
も，右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。」とする。もっ
とも，最判昭 39.1.23 は「アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物
質であり，これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止して
いるものであることを知りながら，敢えてこれを製造の上，同じ販売業者
である者の要請に応じて売渡し，その取引を継続したという場合には，一
般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ，その結果公衆衛生を害す
るに至るであろうことはみやすき道理であるから，そのような取引は民法
90 条に抵触し無効のものと解する」とした。

問題9
■■■
国般 H12-22-1

現業国家公務員の勤務関係は，国家公務員法が全面的に適用され
るいわゆる非現業の国家公務員の勤務関係とは異なり，当事者の自
治にゆだねられているから，公法上の関係とはいえない。

解答9　× 判例（最判昭 49.7.19）は国家公務員の勤務関係を「基本的には，公法的
規律に服する公法上の関係である」としている。そのため，現業国家公務
員の勤務関係を公法上の関係とはいえないとしているこの選択肢は，誤り
である。

問題10
■■■
国般 H12-22-2

公営住宅の使用関係は公法上の関係であるから，これについては，
公営住宅法及びこれに基づく条例が適用され，民法及び借地借家法
は適用されない。

解答10　× 最判昭 59.12.13 は「公営住宅の使用関係については，公営住宅法及びこ
れに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが，
法及び条例に特別の定めがない限り，原則として一般法である民法及び借
家法の適用があり，その契約関係を規律するについては，信頼関係の法理
の適用がある」としている。このことからすると，公営住宅の使用関係に
は民法の規定がある。

問題11
■■■
行書 H22-10-3

普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場
合，当該地方公共団体を代表するのは長であり，また相手方である
団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても，そのような契
約の締結は，いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべ
きものであるから，民法が定める双方代理の禁止の規定の適用また
は類推適用はない。

解答11　× 判例は，「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う
契約の締結には，民法 108 条が類推適用されると解するのが相当である。」
としている（最判平 16.7.13）。
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問題7
■■■
国総 H19-7-ウ

滞納者の財産を差し押さえた国の地位は，あたかも民事訴訟法上
の強制執行（注）における差押債権者の地位に類するものであり，
租税債権がたまたま公法上のものであることは，国が一般私法上の
債権者より不利益の取扱いを受ける理由となるものではないので，
国税滞納処分として税務署長が行った差押えについては民法第
１７７条の規定の適用があるとするのが判例である。
（注）現在は民事執行法に規定されている。

解答7　〇 最判昭 31.4.24 は，「国税滞納処分においては，国は，その有する租税債
権につき，自ら執行機関として，強制執行の方法により，その満足を得よ
うとするものであつて，滞納者の財産を差し押えた国の地位は，あたかも，
民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり，
租税債権がたまたま公法上のものであることは，この関係において，国が
一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。
それ故，滞納処分による差押の関係においても，民法 177 条の適用がある
ものと解するのが相当である。」とした。

問題8
■■■
国総 H19-7-エ

食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく
食品の販売を行った場合，その売買契約は必ずしも無効とはいえな
い。しかし，有害物質の混入している食品を売買した場合には，そ
れによってその食品が一般大衆の購買のルートに乗り，その結果，
公衆衛生を害するであろうことが明らかであれば，その売買契約は
民法第９０条の規定に反し無効と解すべきであるとするのが判例で
ある。

解答8　〇 最判昭 35.3.18 は，食品衛生「法は単なる取締法規にすぎないものと解す
るのが相当であるから，上告人が食肉販売業の許可を受けていないとして
も，右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。」とする。もっ
とも，最判昭 39.1.23 は「アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物
質であり，これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止して
いるものであることを知りながら，敢えてこれを製造の上，同じ販売業者
である者の要請に応じて売渡し，その取引を継続したという場合には，一
般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ，その結果公衆衛生を害す
るに至るであろうことはみやすき道理であるから，そのような取引は民法
90 条に抵触し無効のものと解する」とした。

問題9
■■■
国般 H12-22-1

現業国家公務員の勤務関係は，国家公務員法が全面的に適用され
るいわゆる非現業の国家公務員の勤務関係とは異なり，当事者の自
治にゆだねられているから，公法上の関係とはいえない。

解答9　× 判例（最判昭 49.7.19）は国家公務員の勤務関係を「基本的には，公法的
規律に服する公法上の関係である」としている。そのため，現業国家公務
員の勤務関係を公法上の関係とはいえないとしているこの選択肢は，誤り
である。

問題10
■■■
国般 H12-22-2

公営住宅の使用関係は公法上の関係であるから，これについては，
公営住宅法及びこれに基づく条例が適用され，民法及び借地借家法
は適用されない。

解答10　× 最判昭 59.12.13 は「公営住宅の使用関係については，公営住宅法及びこ
れに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが，
法及び条例に特別の定めがない限り，原則として一般法である民法及び借
家法の適用があり，その契約関係を規律するについては，信頼関係の法理
の適用がある」としている。このことからすると，公営住宅の使用関係に
は民法の規定がある。

問題11
■■■
行書 H22-10-3

普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場
合，当該地方公共団体を代表するのは長であり，また相手方である
団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても，そのような契
約の締結は，いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべ
きものであるから，民法が定める双方代理の禁止の規定の適用また
は類推適用はない。

解答11　× 判例は，「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う
契約の締結には，民法 108 条が類推適用されると解するのが相当である。」
としている（最判平 16.7.13）。


