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行政行為の撤回 
                        作成者：S.H.（2 年） 

例文 

A：何か飲食業をやってみたいなー 勝手に店を開くことはできない

から営業許可申請をまず役所に提出しよう。 

B：新しく、飲食業の営業許可の申請書が届いた。 とりわけ注意事

項もないので、許可しましょう。 

A：しばらくは、普通に営業していたが、あるとき食中毒患者を出し

てしまった。その後、営業停止を得て、さらにまた食中有毒患者を出

してしまった。 

B：これは、営業を許すわけには行かない。「行政行為の撤回」とし

て、この店の営業許可の効力を将来に向けて失わせる。 

 

「行政行為の撤回」この言葉だけを聞いても何かパッと「このことか」と思い 

つく人はあまり多くないであろう。自身も行政法の学習をして知った。また、こ

の言葉がオモシロ法律用語であるかは疑問であるが、ニュースや新聞で聞いた

り見たりする「撤回」について紹介したいと思いこの「行政行為の撤回」を選ん
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だ。自身も完璧に分かっている専門家では全くないので基本的なことしか述べ

ないのでこれを見て「撤回」について少し興味を持ったり知識をつけたりしても

らえると嬉しく思う。 

 

行政行為の撤回とは 

行政行為の撤回とは最も簡潔にいうと、行政の権力により、今ある効力を将来

に向けて失わせることである。ここだけみると、「撤回」と似たような言葉とし

て（こちらの方が聞き馴染みがある人が多いかもしれない）「取消」というもの

と違いがよくわからなくなる。法律用語としての「取消」の意味は効力に対して、

遡ってその効力を奪うものをいう。例文では、申請許可が通って営業をしている

が、仮に営業許可が通っていなかった場合であるにかかわらず、営業をしていた

場合になどに行政行為の取消が採用される。一方で、撤回に関しては営業許可は

通っており、元々は適法であった場合に、事後的に問題が発生した場合や法律の

変化などにより効力を失わせるべき場合において、持っていた効力を将来に向

けてそれを失わせて消滅させる場合に用いる。このように撤回は相手に対して

保持していた利益を奪うことになるので、受益的な行政行為の撤回の場合は相

手方に聴聞を行うことが多い。また、今回は「行政行為の」という限定がついて

いるが、撤回や取消は民法やそのほかの法律でもよく使われる用語である。 
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参考文献 

 大橋洋一 『行政法Ⅰ 第４版 Administrative Law and Process 現代行政過

程論』186‐189 頁 

 https://kotobank.jp/word/撤回-576054 （コトバンク：撤回とは-コトバン

ク 日本大百科全書（ニッポニカ）撤回の解説）閲覧日：8 月 15 日 
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紳士協定 
作成者：N.M.（3 年） 

例文 

A：「これに関して、ルトンエジ団は関与するなよ。そうさ、紳士協

定だ」 

B：「しかたねえ、いいだろう。その代わり、あれに関しては、イデレ

団は関与するなよ」 

A と B は、ニヒャリと笑い、固い握手を交わした。 

 

A：ルトンエジ団の組織の工作員 

B：イデレ団の組織の工作員 

※実際の組織・団体とは何の関係もありません 

 

行政法の教科書で出てきたこの言葉（厳密にいうと、法学用語としての用法だ 

けではなく、一般にも使用される言葉）は、なんだか謎に包まれた秘密結社の裏

取引を想像させる。脳内に全身黒ずくめの男を一人用意して欲しい。彼は、薄暗

い路地に佇んでいるとしよう。そこにこれまた全身黒ずくめの男をさっきの奴

に向かってツカツカと歩かせる。二人は知り合いのようだが、二人の間の妙に広

い空間がよそよそしさを醸し出している。二人は二言三言言葉を交わす。 
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「これに関して、ルトンエジ団は関与するなよ。そうさ、紳士協定だ」 

「しかたねえ、いいだろう。その代わり、あれに関しては、イデレ団は関与する

なよ」 

きっと、彼らは、ニヒャリと笑って固い握手を交わすのだろう。 

シンシキョウテイ、そう呟いてみる。恥ずかしながらワクワクが止まらない。

協定自体に拘束力はなく、協定の当事者は協定を破ることができる。しかし、あ

くまで相互の信頼に基づいて、その協定を維持しようとするのである。破られる

可能性を意識しつつも、互いに約束するという行為にハードボイルドを感じて

しまうのだ。ああ、どこかでダブルオーセブンが呼んでいる気がする。 

私もそんな協定をぜひ結んでみたい。自分が裏切るか、相手が裏切るか、その

瀬戸際の瀬戸際を結んだか細い糸の上を危なっかしく綱渡りしてみたいのであ

る。相手への信頼と疑念を天秤にかけて、信頼に対して微笑みながら歩いてみた

いのである。所詮はその糸の上の恐ろしさを知らない馬鹿野郎がニヤニヤ喚い

ているにすぎないのだけれど。 

いいかい。私達は紳士だ。相手を信じてみるしかないじゃないか。相手を信じ

て、我々も責務を果たそうじゃないか。世界中の法学徒よ。今こそ立ち上がる時

ではないか。いつの日かハードボイルドに紳士協定を結ぶ時のために、私達は紳

士になることを目指すのだ。行政法よありがとう。君のお陰で私は紳士を志すこ
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とができたようだ。 

 

行政法における紳士協定とは 

紳士協定という言葉は、行政法においては、詳しくは公害防止協定における紳

士協定説として出てくるものである。紳士協定とは、一般的な意味では、「当事

者相互間の信義に基づいて履行されるもので，法律的な履行義務を伴わない 2 者

以上の間の約束」のことをいう。 

公害防止協定とは、公害の発生原因となり得る事業を営む事業者と地方公共

団体との間で、地域の生活環境悪化を防止するために交わされる取り決めのこ

とである。こうした協定は、1970 年代において、国レベルで公害法制が十分整

備されていなかったときに、その不備を補うために締結されたものである。この

内容としては、企業の事業活動を制約するものであり、公害防止協定は、企業の

営業活動の自由を制約するものである。 

行政法における最も重要な基本原理として法律による行政の原理がある。法

律による行政の原理とは、行政活動が法律に基づき、法律に従って行われなくて

はならないことである。この原理は、行政が権力的な活動をする場合に、権力発

動の根拠、活動の内容及び方法をあらかじめ法律により定めて行政活動を法律

で拘束することにより、個人の権利・自由を保護しようという発想に基づいてい
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る。 

そのため、法律でない公害防止協定が法的拘束力を持つとすると、個人の権

利・自由を制約するためには法律の根拠が必要であるため、先ほど述べた法律に

よる行政の原理の観点から問題がある。 

この問題に対して、紳士協定説の立場からは、公害防止協定は紳士協定であっ

て法的効果はなく、その効力は事実上のものに留まるとする見解が主張される。

すなわち、事業者と地方公共団体との間の取り決めには法的拘束力はないとす

るのである。事業者側は協定を破ることも可能である。このように、取り決め（＝

公害防止協定）に法的拘束力がないと考えると、法律による行政の原理の観点か

らは問題は生じない。 

これに対して、契約説の立場からは、公害防止協定には契約としての法的拘束

力を承認する余地があるとする見解が主張される。これは、公害防止協定の場合、

①協定締結の目的が地域住民の生命・健康を公害から守るという重大な法益の

保護にあること、②制約される企業側の自由は経済活動を無制限に行わないこ

とに留まること、③協定当事者である企業は地方公共団体に比べて弱い立場に

あるとは言えないことから、企業側の合理的な意思決定により、協定が締結され

るのであれば、その法的効力を一概に否定する理由はないといえるからである。 

以上の様な、公害防止協定に法的効力を認める考え方は有力となり、最高裁も
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契約としての法的拘束力を認める判断を示している（最判平成 21 年 7 月 10 日

判時 2058 号 53 頁）。 

 

参考文献 

 コトバンク「コトバンク 紳士協定」、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典

「紳士協定」の解説、（2021 年 4 月 24 日閲覧）紳士協定(しんしきょうてい)

とは - コトバンク (kotobank.jp) 

 櫻井敬子＝橋本博之『行政法〔第 6 版〕』（株式会社 弘文堂、2020 年 4 月

15 日）p. 12, p. 13, p. 120, p. 124, p. 125 

 橋本博之『現代行政法』（株式会社 岩波書店、2017 年 9 月 14 日）p. 97, p. 

98 
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不可争力 
作成者: S.H.（2 年） 

例文 

2021.7.25 日の出来事... 

A: 「こちら〇〇市役所です。あなたが建てた家はこの地域の高さ制

限を大幅に上回っているので取り壊してください。」 

B: 「えぇ...28 年ローン組んでようやく建てたのに...」 

A: 「妙にリアルな数字ですね。」 

2021.2.25 日の出来事... 

B: 「あれ？取り壊せって言われたけどよく見たら俺悪いことして

なくね？？裁判所に訴えてやる！！」 

C（裁判所）: 「ごめん。無理」 

 

「不可争力」これは行政法で出てくる単語であり、日常生活でよく使う不可抗 

力にとても似おり、さらには「どこに行っても 行き詰まり そして息道理を...

（作詞: Vaundy 2020 年 不可幸力より）」と歌い出したくなる響きである。結論

から言うと、私は「不可争力」という言葉が嫌いだ。簡単な理由だ。今これを読
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んでくれているあなた、一度読むのをやめて自身のスマホに「ふかそうりょく」

と打ち込んでみて欲しい。そう、変換に「不可争力」とは出てこないのだ（少な

くとも私のスマホ・パソコンの辞書では）。この紹介文の内に何回「不可争力」

という言葉が登場するかは分からないが、出てくるたびに少々面倒な工程を踏

んでいる私の姿を浮かべてみるのも楽しみ方の 1 つかもしれない。 

さて、前置きがメインになりつつあるが本題に入ろう。初めて「不可争力」と

聞いたとしても、意味を想像することはそこまで難しくない。簡単に言ってしま

えば、争うことができないというだけである。もちろん実際社会の中や、法学部

や資格試験ではそんな緩いものではないが、導入としては十分すぎる理解であ

る。考え方としては、民法などで登場する「時効」をイメージしてみてくれると

いい。社会に法律は星の数ほどあり、学部生が履修する法律科目だけでもなかな

かの量があり、億劫になる人は多い。しかしこの「不可争力」と「時効」という

2 つを見てもわかる通り、科目は違ったとしてもその奥にある芯の部分というの

は共通していることも多い。そういった法律のおもしろさを伝えられたらと思

い今回この単語を選択した。決して書いている間に思いついてうまくまとめた

わけではない。 

 

１．不可争力とは 
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「不可争力」とは先ほども述べた通り、簡単にいうと争うことができなくなる

ことである。厳密には、行政行為の不可争力とは、行政行為から一定期間が経過

すると、例え違法な行政行為であっても当事者が取消訴訟を提起することがで

きなくなるという意味である。このような規定を置いている趣旨は、法律関係の

早期の安定にある。いつまでも市民が行政行為を取り消せるような状態にあれ

ば、行政庁側も、第三者側も不信感を常に持たなくてはいけなくなる。それは社

会のあらゆる面で停滞をもたらし、妥当ではない。 

 

２．本件について 

本件は、市役所から建物の取壊しを命じられた B が、建物取壊命令という行

政行為の取消訴訟を提起しようという事案である。 

 

行政事件訴訟法 14 条 

取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき

は、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでな

い。 

 

B は 2021.7.25 に取壊しを命じられていることを A から聞いている。しかし
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B は 7 ヶ月経ってようやく市役所の行政行為が違法ではないかということに気

づき、訴訟を提起しようとしている。定められている 6 ヶ月を経過してしまっ

ているため、B は訴訟の提起すらすることができない。この状態を「B が不可争

力をもつ」と言う。 

 

参考文献 

 コトバンク「不可争力」、世界大百科事典「不可争力」の言及、（2021 年 8 月

14 日閲覧）、https://kotobank.jp/word/不可争力-1404094 

 大橋洋一（2019）『行政法Ⅰ』第 4 版 有斐閣 p. 163 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

防火地域・準防火地域 
作成者：M.N.（3 年） 

例文 

A：あの～、この土地ほしいんですけど、売ってくれませんか？ 

B：いいですよ～。何か作るんですか？ 

A：.家を建てようと思って 

B：そうなんですね。ここは防火地域なので、建てる際には気を付け

てくださいね 

A：えっ、準防火地域じゃないんですか？ 

B：ええ、準防火地域はここより少し離れたところまでですよ？ 

A：そうだったんですね。ありがとうございます。 

 

 不動産さんのチラシなどに「防火地域・準防火地域」ということばが書かれて 

いるのを見たことはあるだろうか？不動産屋さんで聞いた人や、不動産屋さん

に行ったことがない人でも、家に届くチラシなどで目にしたことがある人は 

多いと思う。「防火地域・準防火地域」ということばを知っている人の中で、こ

れらのことばは法律用語なのだろうかと思った人もいるのではないだろうか？



15 

 

そもそも、建築物を建てる際のルールは、法律で定められている。「防火地域・

準防火地域」も同様で、これらの用語は『土地区画法』や『都市計画法』に載っ

ている。このように、普段、日常で聞いていたことばが法律で定められていると

いうこともありうるのである。 

 

防火地域・準防火地域とは 

 防火地域・準防火地域は、建築物が密集している地域で、火災の延焼を防ぐた

めに設定されている。防火地域は、地域内の建築物をほとんど完全に燃えないよ

うにすることによってその地域を火災から守ったり、帯状に耐火建築物を並べ

ることで、火災の延焼を防いだりすることを目的としている。準防火地域は、市

街化の建築物について、全体的に火に対する耐性を高めることで、延焼を防いだ

り、延焼する速度を緩めたりすることで、消火活動を容易にし、大火になること

を防ぐことが目的とされている。 

これらの地域内で建てることのできる建築物は、防火地域では、耐火建築物も

しくは準耐火建築物のみに制限され、準防火地域でも耐火建築物や準防火建築

物、技術的基準適合建築物に制限されている。これらの建築物の制限は、その建

築物の階数や延面積によって、区別されている。 

 防火地域・準防火地域の制限については、次のようなものがある。 



16 

 

 

◎防火地域・準防火地域共通の制限 

〇防火戸：外壁の開いている部分について、延焼する恐れがあるところには防火

戸などの防火設備を設けなければならない。 

 外壁：隣地境界線上に外壁を設置する場合には、耐火構造の外壁にしなけ

ればならない。 

◎防火地域の制限 

〇看板や広告塔などの建築物の屋上に設置するものや、高さ 3 メートルを超え

る建築物については、その主要な部分を不燃材料で造るもしくは覆わなければ

ならない。 

◎準防火地域の制限 

〇外壁や軒裏で延焼するおそれのある部分については防火構造とする。 

〇この建築物に付属する高さ 2 メートルを超える門または塀が延焼するおそれ

がある部分については、不燃材料で造るもしくは覆わなければならない。 

 

 上記のように、法律は「防火地域・準防火地域」にはそれぞれの目的に応じた 

制限が付けられている。これらの地域においては、この制限を守ったうえで、建

物を建築する必要がある。また、これらの地域に建築する場合には、耐火性の建
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材を使用するため、その他の地域に建物を建てる時と比較して、費用が多くかか

りやすい。 

 このように、「防火地域・準防火地域」のなかで建物を建てる場合には、ほか

の地域と比べ、異なる部分が多いため、建物を建築する際には、その地域が防火

地域にあるのか、準防火地域にあるのか、それともそのいずれの地域でもないの

かについて、事前に調べておくことが重要となる。 

 

参考文献 

 フォーサイト宅建・宅地建物取引士通信講座 「防火地域・準防火地域とは？

｜わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説」（閲覧日：8 月 19 日） 

防火地域・準防火地域とは？｜わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説 

(foresight.jp) 
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用途地域 
作成者：M.T.（2 年） 

例文 

X「この辺ってずっと一面田園地帯ですよね。土地開発とかで高層マ

ンション建てるために土地を買収…みたいな話とか今までなか

ったんですか？駅からもそんなに遠くないし。」 

Y「ここらは昔から、農業用地域と認定されているんだよ。」 

X「成程、用途地域だったって事ですね。」 

 

幼い頃、「通っている学校やコンビニ、ショッピングモールや遊園地等が、全 

て自宅のすぐ近くに建っていたらいいのに」といったことを考えた経験はない

だろうか。実際、このような立地が実現することは、全くないとは言い切れない

が、その可能性は宝くじの 1 等が当選することと同じくらい低いものと言える

だろう。実はこれにはある理由があり、その理由により成り立っているのが、こ

の用途地域という仕組みである。以下では、その詳細について論じていく。 

 

１．用途地域とは 
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日本では都市計画が定められており、エリアごとに土地の主な用途が定めら

れている。このような、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて分けら

れたエリアが用途地域と呼ばれるものである。建てられる建物等の種類や大き

さ等が制限されているので、地域ごとに住み心地や暮らし方が異なる。用途地域

である地域の数は１３種類に分けられる。これは、例えば住宅の隣に大きな商業

施設や工場、学校等が乱立してしまうと、日当たりの悪化や騒音、公害等の発生

に繋がって住みにくい環境となってしまい、そこに住みたいと考える人がどん

どん減ってしまう。そこで、国は都市の健全な発展を目的として「都市計画法」

を定め、この法律に基づいて都道府県知事が都市計画を立てている。 

 

２．種類分けについて 

１３種類ある用途地域は、大きく 3 つのグループに分類される。 

１つ目のグループである「住居系」には、低層住宅のための地域である「第一

種低層住居専用地域」、これより床面積の制限が緩くコンビニや飲食店も建てら

れる「第二種低層住居専用地域」、中高層住宅のための地域である「第一種中高

層住居専用地域」、これに中規模の商業施設等が加わった「第二種中高層住居専

用地域」、住宅環境の活性化や、安全性と利便性の確保を目的とする「第一種住

居地域」、これに床面積の広さが加わり、ボウリング場やパチンコ店が建てられ
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る「第二種住居地域」、道路の沿道上における、自動車関連施設の立地とその周

辺の住居の環境保護を目的とする「準住居地域」、そして農業と調和した低層住

宅の環境を保護する「田園住居地域」の計８種の地域が含まれる。例文で話題に

挙げられた地域は、この内の田園住居地域に該当する。この８種類の内のどれか

に指定された区域には、基本的に大きな工場や商業施設は建てられず、住環境の

保護が優先されている。 

２つ目のグループは「商業系」と呼ばれる。ここには日用品の買い物等をする

ための地域である「近隣商業地域」と、これより自由度が高く、銀行や映画館、

飲食店、百貨店等が集まることが目的とされている「商業地域」の２種類の地域

が含まれ、主に大勢の住民が買い物や遊び等に使える商業施設等が立ち並ぶ地

域である。 

そして３つ目のグループである「工業系」には、住宅に加え、軽工業の工場や

サービス施設等が建ち並ぶ「準工業地域」、どんな工場も建てられる「工業地域」、

そして工場しか建てられない「工業専用地域」が含まれ、主に工場の利便性を高

める地域になっている。 

このように、地域ごとに街の景観や賑やかさ、利便性等が異なる。 
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