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                                2011 年 9 月 20 日 

 ＬＥＣ書籍をご利用いただきましてありがとうございます。 

 『2011 年版 出る順行政書士 合格基本書』第１刷
．．．

の記載につきまして訂正箇所が

ございます。 
 同書の第１刷

．．．
（「索引」ページ直後の「奥付」をご確認ください）をお持ちの方は、

大変おそれいりますが、下記の内容をご確認ください。 
 
GD08365『2011 年版 出る順行政書士 合格基本書』第１刷

．．．
       

（p.17）図【日本国憲法の構造】 

受益権（17 条・32 条・40 条） 

 

参政権（15条・16条） 
             ↓（訂正） 

受益権（16 条・17 条・32 条・40 条） 

 

参政権（15 条） 
 

（p.31）側注 ＊３ 判例ゼミ 

大法廷に回付され、平成 

７年の判例が見直される

可能性が出てきました。

                 ↓（訂正） 

大法廷に回付されました。しかし、この訴訟については、裁判外の和解が成立したこと

から、900条４号ただし書の合憲性に関する判断はなされないことになりました（最決

平23.3.9）。 
 

（p.33）側注 ＊２ 判例ゼミ 

無効を求めた訴訟で、高 

裁レベルでは判断が分か

れました。平成22年９ 

月に、この点につき大法

廷に回付され、「３倍以 

内」を目安に合憲として

きた判断が見直される可

能性が出てきました。 
                    ↓（訂正） 

無効を求めた訴訟で、平成23年３月、最高裁大法廷は、「本件選挙時において、本件区割

基準規定の定める本件区割基準のうち１人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平

等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件

選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、い

ずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区

割基準規定及び本件区割規定が憲法14条１項等の憲法の規定に違反するものというこ

とはできない」としました（最大判平23.3.23）。 
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．．．

の訂正箇所につきまして 
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（p.59）○判例○ 人身の自由に関する判例 

▼交通事故と黙秘権に関する判例（最大判昭 37.5.2） 

  交通事故の際、操縦者等に事故の内容を警察官に報告しなければならないとする（旧） 

                           ↓（訂正） 

  交通事故の際、操縦者等は事故の内容を警察官に報告しなければならないとする（旧） 

 

（p.89）○判例○ 

○判例○ 内閣閣総理大臣の権能に関する判例 
              ↓（訂正） 

○判例○ 内閣総理大臣の権能に関する判例 
 

（p.90）○判例○ 司法権の要件に関する判例 ▼警察予備隊訴訟（最大判昭 27.10.8） 

 とが必要であり、警察予備件隊の設置・維持に関する一切の国

                           ↓（訂正） 

 とが必要であり、警察予備隊の設置・維持に関する一切の国 

 

（p.106）本文……下から２行目 

がでません（95条）。これは、国会単独立法の原則（41条） 

     ↓（訂正） 

ができません（95 条）。これは、国会単独立法の原則（41 条）

 

（p.135）側注 ＊５ プラスアルファ 

94 条２項の「善意」は 

取消時を基準に判断され 

  ↓（訂正） 

94 条２項の「善意」は 

利害関係を有するに至っ

た時点を基準に判断され 

 
（p.154）解答と解説 

□ ３ ○ そのとおり。詐欺による取消しの効果は、取消し前に取引関係に入っ 

         た善意の第三者は対抗することができない（96条３項）。この第三者は、 
                        ↓（訂正） 

□ ３ ○ そのとおり。詐欺による取消しの効果は、取消し前に取引関係に入っ 

         た善意の第三者には対抗することができない（96条３項）。この第三者は、 

 
（p.159）側注 ＊５ ことばの意味 

をいいます。添付には付 

合（243、244 条）、混 

      ↓（訂正） 

をいいます。添付には付 

合（242 条～244 条）、混
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（p.165）【解除後の第三者】＊４ 

 ③債務不履行 

 

      ①譲渡      ②譲渡 

 

      ④解除 
             ↓（訂正） 

 ②債務不履行 

 

      ①譲渡      ④譲渡 

 

      ③解除 
 

（p.180）本文……下から１行目 

益権（280条）、入会権（263条、294条）の４つがあります。

 ↓（訂正） 

役権（280条）、入会権（263条、294条）の４つがあります。

 

（p.182）図 

【所有権の取得の類型】

      ↓（訂正） 

【担保物権の類型】 
 

（p.190）本文……下から７行目 

人）の契約のみによって設定されます（諾成契約）。第三者 

     ↓（訂正） 

人）の合意のみによって設定されます（諾成契約）。第三者 

 
（p.193）側注 ＊５ 具体例で覚えよう！ 

てＢの土地に抵当権を設 

定したが、その後、抵当 

                     ↓（訂正） 

てＢの土地に抵当権を取 

得したが、その後、抵当 

 

（p.194）【②の要件に関する判例】 
２番抵当権設定時に 

のみ要件をみたす場 

合（建物に抵当権が 

設定されたケース） 

法定地上権の方が従前の利用権よりも強力であり、これを成立させた 

方が１番抵当権者の保護に資するので、法定地上権の成立が認められ 

る（最判昭53.9.29）。 

                                     ↓（訂正） 
２番抵当権設定時に 

のみ要件をみたす場 

合（建物に抵当権が 

設定されたケース） 

法定地上権の方が従前の利用権よりも強力であり、これを成立させた 

方が１番抵当権者の保護に資するので、法定地上権の成立が認められ 

る（大判昭14.7.26、最判昭53.9.29）。 
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（p.195）側注 ＊３ 具体例で覚えよう！ 

てＢの土地に抵当権を設 

定したが、その後、建物 

                     ↓（訂正） 

てＢの土地に抵当権を取 

得したが、その後、建物 

 

（p.229）側注 ＊６ ここに注意 

照）。賃金等根保証では、

保証人は個人に限定され 
       ↓（訂正） 

照）。貸金等根保証では、

保証人は個人に限定され 
 

（p.268）５ 賃貸借 

第 601 条【賃貸借】 

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせ 

ることを約し、相手方がこれに対してその資料を支払うことを約す

                                       ↓（訂正） 

第 601 条【賃貸借】 

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせ 

ることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約す

 

（p.271）図【賃貸人の交代と敷金関係】 

④敷金返還請求 

 ↓（訂正） 

③敷金返還請求 

 

（p.300）側注 ＊４ ことばの意味 

「直系」とは、父母・祖 

母・祖父母・子・孫など 

                     ↓（訂正） 

「直系」とは、父母・祖 

父母・子・孫など 

 

（p.316）側注 ＊３ 具体例で覚えよう！ 

て、父母が自分の借金た 

めに子の財産に抵当権を 

                    ↓（訂正） 

て、父母が自分の借金のた

めに子の財産に抵当権を 
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（p.327）本文……下から２行目 

こと目的とする相手方のない単独行為です。遺言は、遺言者

    ↓（訂正） 

ことを目的とする相手方のない単独行為です。遺言は、遺言者 

 
（p.346）▼農地買収処分と民法 177 条に関する判例（最大判昭 28.2.18） 

 民法177条の規定は、私経済上の取引の安全を保障するために設けられた自作農特 

別措置法による農地買収処分には適用されない。 
                   ↓（訂正） 

 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、自作農創設 

特別措置法による農地買収処分には適用されない。 
 

（p.353）側注 ＊４ プラスアルファ 

「地方自治法執行令」（政

令）や「地方自治法執行 

      ↓（訂正） 

「地方自治法施行令」（政

令）や「地方自治法施行 

 

（p.385）図【申請に対する審査・応答】 

①申請が到達 → ②延滞なく審査を開始 

                     ↓（訂正） 

①申請が到達 → ②遅滞なく審査を開始 

 

（p.390）下から 10 行目 

提出し、主催者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を

           ↓（訂正） 

提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を

 

（p.417）３行目 

ついての審査庁は、審査請求に理由がないときは、裁決で棄

        ↓（訂正） 

ついての審査請求に理由がないときは、裁決で棄 

 

（p.418）側注 ＊３ ここに注意 

困惑は深まってしまう 

で、こうした困惑を解消 

                    ↓（訂正） 

困惑は深まってしまうの 

で、こうした困惑を解消 

 

（p.423）下から８行目 

 ② 審理の充実・促進（釈明処分の制度の新設） 

                                ↓（訂正） 

 ② 審理の充実・促進（釈明処分の特則の制度の新設）
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（p.441）下から３行目 

は１号義務付け訴訟と２号義務付けがあります。１号義務付 

                                ↓（訂正） 

は１号義務付け訴訟と２号義務付け訴訟があります。１号義務付

 

（p.462）８行目 

 国が地方公共体に支出する金銭には、地方交付税のほか、 
            ↓（訂正） 

 国が地方公共団体に支出する金銭には、地方交付税のほか、 
 

（p.483）図【地方公共団体の長の権限】 

   予算の 

調整・提出権 

   ↓（訂正） 

   予算の 

調製 ・提出権 

 

（p.557）下から１行目 

  拒絶することができない（同条３項） 

                       ↓（訂正） 

  拒絶することができる（同条３項） 

 

（p.586）側注 ＊１ ことばの意味 

持分とは、出費者が会社 

             ↓（訂正） 

持分とは、出資者が会社 

 

（p.588）本文……５行目 

款で一部の社員を業務執行社員を定めた場合には、当該業務

                             ↓（訂正） 

款で一部の社員を業務執行社員と定めた場合には、当該業務

 

（p.598）解答と解説 

□ ８ ○ そおとおり。 

               ↓（訂正） 

□ ８ ○ そのとおり。 

 

（p.631）【ドイツ・フランス等の政治制度】 

ロシア 
1990 年採択の新憲法では、大統領は国家元首であり、

任期４年で国民の直接選挙によって選出される。首相任

                                     ↓（訂正） 

ロシア 
大統領は国家元首であり、（2008 年の憲法改正により）

任期６年で国民の直接選挙によって選出される。首相任
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（p.640）下から５行目 

機関の原則廃」「ひも付き補助金の一括交付金化」「地方税財 

            ↓（訂正） 

機関の原則廃止」「ひも付き補助金の一括交付金化」「地方税財 

 

（p.654）10 行目 

 上級（いわゆる外相職）の設置などＥＵの機構改革をするた 

      ↓（訂正） 

 上級代表（いわゆる外相職）の設置などＥＵの機構改革をするた

 

（p.654）【ＥＵ27 カ国体制までの歩み】 

2005年 
・フランスの国民投票でリスボン条約の批准を否決（５月） 

・オランダの国民投票でリスボン条約の批准を否決（６月） 

                                     ↓（訂正） 

2005年 
・フランスの国民投票でＥＵ憲法条約の批准を否決（５月） 

・オランダの国民投票でＥＵ憲法条約の批准を否決（６月） 
 

（p.664）側注 ＊２ プラスアルファ 

歳 入 の 規 模 は 53 兆

    ↓（訂正） 

歳 出 の 規 模 は 53 兆

 

（p.692）下から４行目 

 公開暗号方式では、通信当事者は、秘密鍵と公開鍵と呼 

                             ↓（訂正） 

 公開鍵暗号方式では、通信当事者は、秘密鍵と公開鍵と呼

 

（p.708）４ その他 

プライバシーマーク
個人情報を適切に取り扱っていると認められた企業だけがＨＰや 

名詞などに掲げることができるマーク 

                          ↓（訂正） 

プライバシーマーク
個人情報を適切に取り扱っていると認められた企業だけがＨＰや 

名刺などに掲げることができるマーク 

 
 以上のとおり、訂正してお詫びいたします。制作上の不手際によりご迷惑をおかけ

しまして申し訳ございません。なにとぞよろしくお願いいたします。 
                 ＬＥＣ東京リーガルマインド 行政書士試験部 

NEW! 

NEW! 


