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平成 27年度 行政書士試験 記述式添削会 資料 

問題 44 

１ 解答 

被告はＹ県である。裁決固有の瑕疵のみを主張することが許され、これを原処分主義と呼ぶ。

（42 字） 

 

２ 採点基準・コメント 

① 「被告はＹ県である」（Ｙ県が被告である旨の指摘）があれば、＋４点。 

この論点（被告適格）は、平成 20 年問題 44・平成 24 年問題 44 でも出題されている。

そのため、未だ出題されていない論点である②③と比べ、配点を下げることとした。 

 

② 「裁決固有の瑕疵のみを主張することが許される」（裁決の違法性のみを主張すること

ができる旨の指摘）があれば、＋８点。 

行政事件訴訟法 10 条２項は、「裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由とし

て取消しを求めることができない」と定めている。しかし、本問の場合、「どのような主

張が許され（るか）」を問うている。このことから、同規定をそのまま記述することは好

ましくないと判断した。 

※ 「処分の違法性を主張することが許されない」という記述では、点数は付与されないか。 

問題文には「こうした裁決取消訴訟においては、……どのような主張が許され（るか）」という記述が

ある。したがって、点数が付与されないと思われる。 

ただし、採点基準が緩やかになれば、内容自体は誤っているわけではないことから、付与される可能

性はあると思われる。 

 

③ 「原処分主義と呼ぶ」（上記②のことを「原処分主義」と呼ぶ旨の指摘）があれば、＋

８点。 

「裁決主義」という記述では、点数は付与されないと思われる。本問の場合、「Ｘは、

『申請拒否処分と棄却裁決の両方につき』取消訴訟を提起した」とあり、裁決主義が妥当

する事案でないことは明らかである。 

 

※ 「原処分中心主義」という記述では、点数は付与されないか。 

点数は付与されると思われる。 
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３ 採点結果・コメント 

・柴田孝之さんの解答 

被告はＹ県で①、裁決固有の違法しか主張できない。②これを原処分主義という。③（35 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 被告はＹ県である ４点 ４点 なし 

② 裁決固有の瑕疵の

みを主張することが

許される 

８点 ８点 

なし 

③ 原処分主義と呼ぶ ８点 ８点 なし 

合計 20 点 20 点  

 

・Ａさんの解答 

ＸはＹ県を相手に①開発許可の審査に瑕疵がある旨を訴える。（27 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 被告はＹ県である 
４点 ４点 

ただし、「Ｙ県が被告である」旨の指摘が直接的では

ないことから、０点とされる可能性も十分にありうる。 

② 裁決固有の瑕疵の

みを主張することが

許される 

８点 ０点 

なし 

③ 原処分主義と呼ぶ ８点 ０点 なし 

合計 20 点 ４点  

 

・Ｂさんの解答 

被告は国とし①、裁決に対してではなく拒否処分自体に対して取消しを求め②これを原処分

主義という。③（45 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 被告はＹ県である ４点 ０点 なし 

② 裁決固有の瑕疵の

みを主張することが

許される 

８点 ０点 

本問の事案におけるＸは、「申請拒否処分と棄却裁

決の両方につき取消訴訟を提起し」ており、拒否処

分の取消しも求めている。 

③ 原処分主義と呼ぶ ８点 ８点 なし 

合計 20 点 ８点  
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・Ｃさんの解答 

Ｙ県を被告①とし、裁決の違法のみを主張することが許される。②こうした原則を裁決主義

と呼ぶ。③（43 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 被告はＹ県である ４点 ４点 なし 

② 裁決固有の瑕疵の

みを主張することが

許される 

８点 ８点 

「裁決の違法のみ」とあるが、教科書によっては、原

処分主義の説明につきこのような表現を用いられるこ

ともあるため、点数は付与されると判断した。 

③ 原処分主義と呼ぶ 
８点 ０点 

「原処分主義」と「裁決主義」が、いかなる場面におい

て適用されるものかを確認していただきたい。 

合計 20 点 12 点  

 

・Ｄさんの解答 

Ｙ県が被告①であり、処分の取消しは処分の取消訴訟を提起することが許され②、原処分主

義と呼ぶ。③（44 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 被告はＹ県である ４点 ４点 なし 

② 裁決固有の瑕疵の

みを主張することが

許される 

８点 ０点 

本問は「裁決取消訴訟において許される主張内容」

を問うていることから、問いに答えておらず、点数は

付与されないと判断した。 

③ 原処分主義と呼ぶ ８点 ８点 なし 

合計 20 点 12 点  

 

 

【総評】 

本問で問われている論点②③「原処分主義」は、平成 18 年度問題 17 肢２で出題されたこ

とのあるものでした。行政法の記述式問題の場合、択一式問題で出題されたことのある論点

が、記述式問題で出題されることが多く、択一式問題の過去問の分析・検討は、同時に記述

式問題対策にも役立ちます。 

また、論点①「被告適格」は、過去の記述式問題でも出題されており、過去問の分析・検

討を十分に行った受験生であれば、解答が可能なものです。行政書士試験の記述式問題対策

を行う上では、択一式問題と同様、過去問の分析・検討は必ずやるべきです。 
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問題 45 

１ 解答 

他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合である。（38 字） 

 

２ 採点基準・コメント 

① 「新たな権原により……占有を始めた場合である」（占有開始事由が新権原である旨の

指摘）があれば、＋10 点。 

② 「更に所有の意思をもって占有を始めた場合である」（所有の意思をもって占有を始め

た旨の指摘）があれば、＋10 点。 

問題 45 は、「権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる

場合」に関する問題である。 

民法 185 条によれば、占有の性質の変更が生じる場合として、①他主占有者が、自己に

占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示した場合と、②他主占有者が、新た

な権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合がある。 

本問では、①の場合が既に問題文において挙げられていることから、②の場合を解答と

して記述すればよい。 

なお、「新たな権原」ではなく「新権原」としても、点数は付与されると思われる。 

 

３ 採点結果・コメント 

・柴田孝之さんの解答 

所有権など客観的に所有の意思を示す新権原によって①改めて占有した②場合。（34 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 新たな権原により

……占有を始めた場

合である 

10 点 10 点 

なし 

② 更に所有の意思を

もって占有を始めた

場合である 

10 点 10 点 

なし 

合計 20 点 20 点  
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・Ａさんの解答 

他主占有者が悪意なく所有の意思をもって一定期間過失なく占有し、時効取得した場合。

（40 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 新たな権原により

……占有を始めた場

合である 

10 点 ０点 

なし 

② 更に所有の意思を

もって占有を始めた

場合である 

10 点 ０点 

なし 

合計 20 点 ０点  

 

・Ｂさんの解答 

賃料不払い等で他主占有を否定し、②かつ公租公課支払い等で新たな権原に基づき占有した

場合。①（43 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 新たな権原により

……占有を始めた場

合である 
10 点 ４点 

ここでいう「権原」とは、占有するに至った原因のこと

をいい、「公租公課（の）支払い」はこれに該当しな

い。ただ、押さえるべき用語は書けていることから、部

分点を付与した。 

② 更に所有の意思を

もって占有を始めた

場合である 

10 点 ０点 

なし 

合計 20 点 ４点  

 

・Ｃさんの解答 

自己に占有させた者が、以後自己の為に占有するように意思を表示した場合。（35 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 新たな権原により

……占有を始めた場

合である 

10 点 ０点 

なし 

② 更に所有の意思を

もって占有を始めた

場合である 

10 点 ０点 

なし 

合計 20 点 ０点  
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・Ｄさんの解答 

善意無過失に、公然と、外形上客観的に占有したと見られる場合。（30 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 新たな権原により

……占有を始めた場

合である 

10 点 ０点 

 

② 更に所有の意思を

もって占有を始めた

場合である 

10 点 ０点 

 

合計 20 点 ０点 即時取得（民法 192 条）と混同しているように思われる。 

 

 

【総評】 

本問で問われている民法 185 条は、択一式問題において出題されたことのない論点でし

た。民法 185 条「占有の性質の変更」は、他資格試験においても出題頻度は低く、この論点

について記述式対策を行ってきたという方はほとんどいらっしゃらなかったと思われます。 

本問は、「書いてほしいこと」をハッキリとさせており、「知っていればすぐに書き始める

ことができるが、知らなければいつまでも書き始めることができない」という問題であると

言えます。そのため、本問で不必要に時間をかけることなく、他の問題へ進み、時間不足と

なることを防止することができたと思われます。 

本問のように「書いてほしいこと」をハッキリとさせているタイプの問題の場合、問題文

を読み終わった段階で、「解答するか、それとも飛ばすか」を決断することが重要です。 
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問題 46 

１ 解答 

Ｃ又はＢを相手として、ＡがＣの出生を知った時から１年以内に、嫡出否認の訴えを提起す

る。（43 字） 

 

２ 採点基準・コメント 

① 「Ｃ又はＢを相手として」（子Ｃか親権を行う母Ｂを相手にする旨の指摘）があれば、

＋６点。 

この論点（被告適格）は平成 22 年問題 34 肢５でも出題されていることから、直接的に

出題されたことのない③と比べ、配点を下げることとした。 

 

② 「ＡがＣの出生を知った時から１年以内に、……提起する」（③の訴えにつき、ＡがＣ

の出生を知った時から１年以内に提起しなければならない旨の指摘）があれば、＋６点。 

この論点（嫡出否認の訴えの出訴期間）は平成 22 年問題 34 肢４でも出題されている

ことから、直接的に出題されたことのない③と比べ、配点を下げることとした。 

 

③ 「嫡出否認の訴えを提起する」（手続として、嫡出否認の訴えをする旨の指摘）があれ

ば、＋８点。 

「嫡出否認の訴え」は、択一式問題において、直接的に出題されたことがない。また、

嫡出推定が及ぶことにより、「親子関係不存在確認の訴え」ではなく「嫡出否認の訴え」

を選択するということになる。嫡出推定が及ぶか否かは、問題文の事情から判断しなけれ

ばならないことである。 

したがって、この論点につき、配点を最も高く設定した。 
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３ 採点結果・コメント 

・柴田孝之さんの解答 

Ｃを相手にして①、Ｃの出生を知ってから一年以内に②嫡出否認の訴えを提起すべき③である。

（40 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 「Ｃ又はＢを相手と

して」 
６点 ０点 

775 条によれば、「子又は親権を行う母」を相手にす

る。 

② 「ＡがＣの出生を知

った時から１年以内

に、……提起する」 

６点 ６点 

なし 

③ 「嫡出否認の訴えを

提起する」 
８点 ８点 

なし 

合計 20 点 14 点  

 

・Ａさんの解答 

ＡはＢを相手に①協議離婚が成立する前までに②父子確認の訴えを提起する③ことができる。

（39 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 「Ｃ又はＢを相手と

して」 ６点 ０点 

民法の規定に照らせば、子Ｃもまた相手となりうる。

今年度の択一式問題全体の出来を踏まえると、部分

点は付与されないと思われる。 

② 「ＡがＣの出生を知

った時から１年以内

に、……提起する」 

６点 ０点 

なし 

③ 「嫡出否認の訴えを

提起する」 
８点 ０点 

なし 

合計 20 点 ０点  
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・Ｂさんの解答 

子Ｃの親権者たるＡを相手に①、疑いを持ってから１年以内に②親子関係不存在確認の訴え

を提起する。③（45 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 「Ｃ又はＢを相手と

して」 
６点 ０点 

本問の事案において、手続をとるのは「Ａ」である。こ

の点の確認作業が弱かったのではないか。 

② 「ＡがＣの出生を知

った時から１年以内

に、……提起する」 

６点 ０点 

なし 

③ 「嫡出否認の訴えを

提起する」 
８点 ０点 

なし 

合計 20 点 ０点  

 

・Ｃさんの解答 

Ｃを相手に①出生を知った時から１年以内に②嫡出否認の訴えを提起すべきである。③（36字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 「Ｃ又はＢを相手と

して」 ６点 ０点 

民法の規定に照らせば、母Ｂもまた相手となりうる。今

年度の択一式問題全体の出来を踏まえると、部分点

は付与されないと思われる。 

② 「ＡがＣの出生を知

った時から１年以内

に、……提起する」 

６点 ６点 

ただし、「『誰が』出生を知ったか」について明示され

ておらず、これを根拠として点数を付与しないという

判断もありうる。 

③ 「嫡出否認の訴えを

提起する」 
８点 ８点 

なし 

合計 20 点 14 点  
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・Ｄさんの解答 

Ｂを相手として、①Ｃの出生を知った時から１年以内に②摘出否認の訴えを提起するべきで

ある。③（42 字） 

解答 配点 点数 理由・コメント 

① 「Ｃ又はＢを相手と

して」 ６点 ０点 

民法の規定に照らせば、子Ｃもまた相手となりうる。

今年度の択一式問題全体の出来を踏まえると、部分

点は付与されないと思われる。 

② 「ＡがＣの出生を知

った時から１年以内

に、……提起する」 

６点 ６点 

ただし、「『誰が』出生を知ったか」について明示され

ておらず、これを根拠として点数を付与しないという

判断もありうる。 

③ 「嫡出否認の訴えを

提起する」 ８点 ０点 

誤字（×「摘出」→○「嫡出」）が減点の理由。 

今年度の択一式問題全体の出来を踏まえると、誤字

は厳しく評価されると思われる。 

合計 20 点 ６点  

 

 

【総評】 

本問で問われている「嫡出否認の訴え」（民法 774 条以下）は、平成 22 年度問題 34 で問

われたことがあります。そのため、この問題で問われている内容を全く聞いたことがないと

いう方は、おそらくいらっしゃらないのではないかと思われます。 

本問は「誰を相手として」「いつまでに」「どのような手続をとるべきか」というように、

受験生に書いてほしいポイントを明示してくれています。この「作問者の誘導」にうまく乗

って、ポイントをしっかりと捉えた解答を書いていただければ、点数を付与してもらえるも

のと思われます。 

なお、2015 年は、民法 772 条が定める「嫡出の推定」（嫡出推定）などの影響により戸籍

のない人（いわゆる無戸籍者）の問題が大きく注目された年でした。昨今の社会情勢に目を

向ければ、児童虐待の問題や、それに対応するための制度として「親権停止の審判」（民法

834 条の２）が創設される等「親子のあり方」が問われています。 

このような状況を踏まえると、試験委員の先生方もまた、「親子のあり方」について大き

な関心を有していると考えられます。日々の出来事と、試験対策として学習している内容を

うまくリンクさせていただけると、試験委員の先生方の「聞きたいこと」が見えてくるので

はないかと思います。 
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記述式問題の添削結果 

 問題 44 問題 45 問題 46 合計 

柴田孝之さん 20／20 点 20／20 点 14／20 点 54／60 点 

Ａさん ４／20 点 ０／20 点 ０／20 点 ４／60 点 

Ｂさん ８／20 点 ４／20 点 ０／20 点 12／60 点 

Ｃさん 12／20 点 ０／20 点 14／20 点 26／60 点 

Ｄさん 12／20 点 ０／20 点 ６／20 点 18／60 点 

 

 

注：「記述式添削会」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。 

 

 


