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予備試験 

 

1.使用問題 

 

H29予備試験行政法 

 

2.提出答案 

 

第 1 設問１ 

1 Aは、国家賠償請求訴訟において、本件申請に対する許可の留保の違法性に関

し、内容証明郵便を送付した時点から、「違法」(国家賠償法１条１項)になると

主張する。 

2 これに対し、甲県から、(ア)住民を装った A 社従業員を説明会に参加させた

り、(イ)手狭な説明会場を準備し、反対派住民が十分に参加できない形で説明

会を運営する、不誠実な対応をしているから、留保は適法との反論が考えられ

る。 

3(1)本件の留保は、住民と十分に協議し、紛争を円満に解決する目的で行政指

導(行政手続法(以下「行手法」という)２条 6 号)として行われている事実上の

ものである。 

 行政指導は、「相手方の任意の協力」(32 条１項)に基づいて行われるもので、

申請に関する「内容の変更を求める」場合、申請者が従う意思がない旨を表明

している場合、行政指導の継続により、従うことを余儀なくさせてはならない

(33条)。 

(2)そして、申請者が不服従・不協力の意思を明確にしている場合には、指導の

継続によって、申請者が被る不利益と達成できる交易とを比較衡量して、不協

力が正義に反すると認められる特段の事情のない限り、以降の行政指導の継続

は、違法になると考える。 

(3)本件では、Aが内容証明郵便を送達した時点から 10ヶ月間、本件許可が留保

されたため、建設資材の価格の上昇という不利益を、Aは被っている。 

 これに対し、留保によって達成できる交易は、住民と十分に協議し、紛争を円

満に解決することにある。 

 Aはこの解決のために、本件提案や説明会の開催を行なっている。 



 この点、甲県が反論するような、(ア)や(イ)の対応があったことは事実である。

しかし、(ア)については、従業員を参加させることで、住民に対し、安全性に

対する理解を深めてほしいという考えに基づいており、真摯な対応であった。

また、(イ)については、説明会の開催において、会場が物理的に制約されるの

は、当然のことで、全員が入るのは不可能だったとしても、やむを得ない。反

対派の住民の参加を一切、拒んだわけではない。 

 説明会を円滑に行うことで、住民の理解を促す点で、A は誠実な対応をしよう

としていた。Aは、再度、本件提案を試みた姿勢からも、Aとしては、なしうる

努力を尽くそうとしていたと考えられる。 

 したがって、Aの不協力が正義に反する特段の事情はない。 

4 よって、留保は「違法」である。 

第２ 設問２ 

1 本件の取消訴訟において、C１および C2は認められるか。 

(1)原告適格が認められるためには、「法律上の利益を有する者」(行訴法 9条１

項)が必要である。 

 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利又は法律上保護

された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、

当該処分を定めた根拠法規が、不特定多数の具体的利益を一般公益に吸収解消

されるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨

を含むと解される場合には、このような利益も「法律上保護された利益」にあ

たると考える。 

(2)本件の C１および C2は、本件許可の名宛人ではなく、「処分の相手方以外の者」

(9条２項)にあたるので、同項を参酌する。 

2 C１について 

(1)本件で、C１の被侵害利益は、栽培する農作物が汚染されない利益と想定され

る。 

(2)本件許可の根拠法令は、法 15条 1項である。法は、許可申請に際し、「周辺

住民の生活環境に及ぼす影響」について、調査の結果を添付した書類を必要と

し(3 条)、施工規則 11 条の 2 で、大気質、水質、地下水等について、調査項目

を設けるなど、特に影響について配慮するよう求めている(各号)。 

 また、法 15 条４項や６項の住民公衆の縦覧や利害関係人の意見書の提出の制

度から、処理場が設置されると、周辺住民の生活環境が大気の汚染や地下水の



汚染から害されないように配慮することを法の「趣旨及び目的」としていると

考える。 

 そして、このような被害は、本件処理場に近接するほど増大すると考えられ、

反復継続して、累積的になることで深刻になると考える。 

 このような被害の「内容や性質」を考えると、周辺住民の、本件処理場から汚

染物質により生活環境が害されない利益は、個別的利益として保護されると考

える。 

(3)本件の C１は、居住地内の果樹園で、地下水を利用してぶどうの栽培をしてい

る。仮に、違法許可がされたら、汚染された地下水により、C１はぶどう栽培に

深刻な影響を受け、生活環境が著しく害されることとなる。 

(4)よって、C１に「法律上の利益」があり、原告適格が認められる。 

(5)なお、C１は指針の対象地域ではないものの、指針は行政内部の規則に過ぎず、

影響しない。 

3 C2について 

(1) C2の被侵害利益は、汚染物質により、健康被害を受けない利益である。 

(2) C2は、本件予定地から上流に居住するも、500メートルという逆説した距離

に居住しており、仮に違法な不許可がされたら、深刻な健康被害を受け、生活

環境が害される。 

(3)よって、C2に「法律上の利益」があり、原告適格が認められる。 

以上 

 

  



3.提出答案 答案構成 

 

第 1 設問１ 

1 内容証明郵便を送付した時点から「違法」 

2 甲県からの反論 

3(1)本件留保は行政指導 

(2)論証 

(3)あてはめ 

4 留保は「違法」 

第２ 設問２ 

1 原告適格は認められるか 

(1)論証 

(2)9条２項によって判断 

2 C１について 

(1)被侵害利益の設定 

(2)法律上の利益を導く 

(3)あてはめ 

(4) C１に「法律上の利益」ある 

(5)指針は、影響しない 

3 C2について 

(1)被侵害利益の設定 

(2)あてはめ 

(3)原告適格が認められる 

 

  



4.参考答案 答案構成 

 

第１ 設問１ 

1 内容証明郵便を送付した時点で「違法」 

2 論証 

3 あてはめ 

4 結論 

第２ 設問２ 

1 原告適格あるか 

(1)論証 

(2)9条 2項で判断 

2(1)栽培する農作物が汚染されない利益、汚染物質により健康被害を受けない

利益 

(2)本件処理場の周辺に居住し、本件処理場から排出される汚染物質による直接

的な被害を受けるおそれがある者 

(3)あてはめ 

(4) C1は当たる。C2は当たらない。 

3 C1は認められる。C2は認められない。 

 

  



5.参考答案 

 

第 1 設問１ 

1 Aは、国家賠償請求訴訟において、本件申請に対する許可の違法性につき、内

容証明郵便を送付した時点から、「違法」(国家賠償法 1条１項)になると主張す

る。 

2 本件の留保は、事実行為たる行政指導(行政手続法(以下、「行手法」という)2

条６号)であり、住民と十分に協議し、紛争を円満に解決する目的で行われたも

のである。 

   行政指導は、「相手方の任意の協力」(32 条１項)に基づいて行われるもので

ある。そして、申請に関して「内容の変更を求める」際に、申請者が従う意思

がない旨を表明している場合、行政指導の継続により、従うことを余儀なくさ

せてはならない(33条)。 

   そして、申請者が不服従・不協力の意思を明確にしている場合には、行政指

導の継続によって申請者が被る不利益と達成できる公益とを比較衡量して、行

政指導に対する不協力が正義の観念に反すると認められる特段の事情がない限

り、以降の行政指導の継続は国家賠償法上「違法」となると考える。 

3 これを本件についてみる。本件では、Aが Bに対し、直ちに本件申請に対して

許可をするように求める旨の内容証明郵便を提出した時点で、Aの不服従・不協

力の意思が明確になったといえる。 

  そして、甲県としては、留保によって達成できる公益は住民と十分に協議し、

紛争を円満に解決できるところにあるところ、Aは住民を装った A社従業員を説

明会に参加させたり(ア)、手狭な説明会場を準備し、反対派住民が十分に参加

できない形で説明会を運営する(イ)など反対派住民に対して不誠実な行動をし

ているから、行政指導の継続による A の不利益を考慮してもなお上記公益を保

護する必要性が高く、上記特段の事情があると反論することが考えられる。 

   しかし、(ア)については、従業員を参加させることで、住民に対し、安全性

に対する理解を深めてほしいという考えに基づいており、真摯な対応であった

といえる。また、(イ)について、説明会を開催するにあたっては、会場が物理

的に制約されてしまう。そのため、反対派住民全員が会場に入ることができな

かったのはやむを得ないことであった。さらに、Aは反対派住民の参加を一切拒

んだわけではない。 



   このように、説明会を円滑に行うことで、住民の理解を促進したという点で

Aは誠実な対応をしようとしていたといえる。そして、Aが、再度、本件提案を

試みた姿勢からも問題の解決に向けてなしうる努力を尽くそうとしていたとい

える。他方で、内容証明郵便の送達から 10ヶ月間、本件許可が留保されたこと

により、建築資材の価格の上昇という不利益を Aは被っている。上記のような A

の真摯な対応からすれば、このような不利益を A に負わせるべきではなく、行

政指導に対する不協力が正義の観念に反すると認められる特段の事情があると

はいえない。 

4 よって、Aが内容証明郵便を送付した時点から、本件の留保は「違法」となる。 

第２ 設問２ 

1 本件の取消訴訟において、C１および C2に原告適格が認められるためには、C１

および C2 が「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」とい

う)9条１項)に当たることが必要である。 

(1)この点について、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の

権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそ

れのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具

体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する

個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき趣旨を有すると解される場合に

は、かかる利益も「法律上保護された利益」にあたると解する。 

(2)本件では、C１および C2は本件許可の名宛人ではないため、「処分の相手方以

外の者」(同条２項)にあたるので、同項を参酌する。 

2(1)本件における C１および C2の被侵害利益としては、栽培する農作物が汚染さ

れない利益、汚染物質により健康被害を受けない利益がそれぞれ想定される。 

(2)本件許可の根拠法令は、法 15条 1項である。法は、許可申請に際し、「周辺

住民の生活環境に及ぼす影響」について、調査の結果を添付した書類を必要と

し(同条３項)、施工規則 11条の２で、大気質、水質、地下水等について、調査

項目を設けるなど、周辺地域の生活環境に特に配慮するよう求めている(同条各

号)。 

   また、公衆への縦覧制度(15 条 4 項)や利害関係人の意見書提出の制度(同条

6 項)から、処理場の設置により周辺住民の生活環境が大気や地下水の汚染から

害されないように配慮することを「法の趣旨及び目的」としているといえる。 

   そして、このような被害は、本件処理場に近接するほど増大する。さらに、



一旦処理場が建設されると、以後継続して被害を受けることになる。また、生

命・身体の安全といった利益は最も保護されるべき利益であり、農作物の汚染

が住民の生活に及ぼす不利益は甚大である。 

   このような被害の内容程度や権利利益の性質を考慮すると、法は本件処理場

の周辺に居住する者が本件処理場から排出される汚染物質により生活環境を害

されないという具体的利益を保護しようとしているものと解され、このような

具体的利益は一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものである。そこ

で、本件処理場の周辺に居住し、本件処理場から排出される汚染物質による直

接的な被害を受けるおそれがある者は「法律上の利益を有する者」にあたると

解する。 

(3)これを本件についてみる。まず、C1は本件予定地から下流側に約２キロメー

トル離れた場所に居住している。そして、C1 は居住地内の果樹園で高級ぶどう

を栽培しているところ、汚染された地下水によりぶどう栽培に直接的な被害が

生じるおそれがあるといえる。他方、C2 は本件予定地から 500 メートル上流に

居住している。しかし、汚染水が C2 の居住地に到達するおそれはなく、地下水

を飲用していても C2 の生活環境に直接的な影響があるとはいえない。また、有

害物質が風等の影響で飛散しても C2 の居住地に到達するかどうかは定かではな

く、直接的な影響があるとまではいえない。 

(4)したがって、C1は「法律上の利益を有する者」にあたるが、C2は「法律上の

利益を有する者」にあたらない。 

3 よって、C1に原告適格が認められるが、C2には認められない。 

以上 

 

  



6.講評 

・全体としてはそこそこの内容。これが本番でできれば、十分に合格水準に達

すると思われる。あとはこれを時間内に書く訓練が必要か。 

・設問２での、C2の記述が物足りない。見通しをもって答案を書けていないこ

とを示している。 

・甲県の反論の位置付けが不明確。法律論レベルの反論と事実評価レベルの反

論のどちらに位置付けているのかはっきりしない。 

・応答の留保の点について、やや曖昧な点あり。 

・原告適格の処理はまずまずなので、参考答案では、少し発展的な書き方をし

ている。個別指導では、原告適格の理解を深める。 
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