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１ 試験開始の合図があるまで, この問題冊子の中を見てはいけません｡

２ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明, ページの落丁・乱丁および解答用紙の

汚れ等に気づいた場合は, 手を挙げて監督者に申し出てください｡

３ 解答は, 別に配布する解答用紙に万年筆またはボールペン (黒又はブルー

ブラック) で記述してください｡

４ 解答用紙上部の受験番号欄に受験番号を, また氏名欄に氏名 (漢字およ

びカタカナ) を記入してください｡

５ 試験終了後, 問題冊子は持ち帰ってください｡
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憲法・刑法

第１問 (憲法)

Ｙ市は､ かつては飛鳥朝､ 奈良朝の歴代の首都として栄え､ Ａ寺およびＢ寺などの壮

大な寺院が建立され､ これらの寺院を中心とする宗教的色彩の濃い土地柄であった｡ し

かし､ 時代の変遷とともに､ 往時における人と宗教との素朴な結びつきは次第に薄れ､

それらの寺院も宗教的な尊崇の対象としてよりも､ むしろ､ 観光､ 鑑賞の対象としての

関心が抱かれるに至った｡ とくに最近では､ 多数の人々が､ 観光のために､ Ｙ市内の社

寺､ 史跡､ 名勝等を訪れるようになり､ しかもその大部分は修学旅行その他の集団的な

観光客によって占められており､ その中でも､ Ａ寺およびＢ寺は､ 世界最大､ 最古の木

造建築物として特に有名であり､ Ｙ市観光の二大中心となっている｡ そこで､ Ｙ市では､

観光行政を重要施策の一つとして取り上げ､ 文化財の保護､ 道路その他の施設の整備等

に努力を重ねてきたが､ いまだ十分とはいえず､ しかもそのための財政需要は近年ます

ます増加する傾向にある｡ これらの支出の大部分は､ 市民の利益のために活用されると

いうよりも､ むしろ､ 県外よりの多数の観光客の利便のために支出されており､ 他方､

交通機関の発達､ 観光ルートの整備により､ Ｙ市は､ 市内の宿泊施設の貧弱さと相俟っ

て､ 完全な通過観光地となり､ 市内では､ 観光客の宿泊や飲食等の消費がほとんど行わ

れておらず､ 観光行政については歳出と歳入との間に極端なアンバランスが見られる現

状にある｡ このため､ Ｙ市は､ 市内の寺院等の文化財の保護等の観光施策に要する費用

の一部については､ 観光客に些少の負担を求めることとし､ Ａ寺およびＢ寺への観光客

に対して大人一人一回100円の税を課すことを内容とする ｢Ｙ市文化観光税条例｣ (以下､

｢本件条例｣ という｡) を制定し､ 公布・施行した｡ これに対して､ Ａ寺は､ 本件条例の

無効確認を求めて出訴した｡

◎Ｙ市文化観光税条例 (抜粋) (平成19年９月10日Ｙ市条例第20号)

第１条 (趣旨) この条例は､ 本市固有の歴史的かつ文化的な資産の保存､ 整備等の施策

の推進に要する費用等に充てるために課する本市文化観光税に関し必要な事項を

定める｡

第２条 (定義) この条例において ｢文化財｣ とは､ 別表に定める寺院の敷地内に所在す

る建造物､ 庭園その他の有形の文化財で､ その鑑賞について対価の支払いを要す

ることとされているものをいう｡

第４条 (納税義務者) 文化観光税は､ 文化財の鑑賞に対し､ その鑑賞者に課する｡

第５条 (課税免除) 次の各号に掲げる文化財の鑑賞に対しては文化観光税を課さない｡� 勤行､ 読経､ 供養等信仰のために参詣する信者が行う文化財の鑑賞
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� 小学校の児童又は中学校の生徒が教員の引率により行う文化財の鑑賞� 学齢に達するまでの者が行う文化財の鑑賞

第６条 (税率) 文化観光税の税率は､ 鑑賞者一人一回につき100円とする｡

２ 小学校の児童又は中学校の生徒が文化財を鑑賞する場合の税率は､ 鑑賞者一人

一回につき50円とする｡

第７条 (徴収の方法) 文化観光税の徴収については､ 特別徴収の方法による｡

第８条 (特別徴収義務者) 文化観光税の特別徴収義務者は､ 別表に定めた寺院とする｡

２ 特別徴収義務者は､ 当該文化財の鑑賞について鑑賞者が納付すべき文化観光税

を徴収しなければならない｡

第９条 (文化観光税の納入) 特別徴収義務者は､ 本市が交付する鑑賞券を鑑賞者に交付

する際に文化観光税を徴収しなければならない｡

２ 特別徴収義務者は､ 毎月15日までに､ 前月１日から同月末日までの期間におい

て徴収すべき文化観光税について､ その申告書を市長に提出し､ およびその納入

金を納入しなければならない｡

◎別表

Ａ寺

Ｂ寺

(問１) Ａ寺の訴訟代理人として､ 本件条例にはどのような憲法上の問題点があるかを

指摘し､ 本件条例を違憲とする主張を展開しなさい｡

(問２) Ａ寺の主張に対して､ Ｙ市はどのように反論することが考えられるか､ 述べな

さい｡

―�―



第２問 (刑法)

以下の事実に基づき､ ＸとＹの罪責を論じなさい｡� Ｘ (24歳､ 身長約172センチメートル､ 体重約65キログラム) は､ ５､ ６名からな

る遊び仲間のリーダー格であったが､ 仲間の間でこのごろＡ (21歳､ 身長170センチ

メートル､ 体重63キログラム) の評判が悪いので同人に注意しようと考え､ 平成18年

８月９日午後９時30分ころ､ 同人を自宅に呼び出した｡ そして､ Ａに対して､ ｢お前

は､ 目上の者に対する態度が悪い｡ 今後､ 改めろ｡｣ などと叱責した｡ Ａは､ はじめ

は､ おとなしく聞いていたが､ Ｘが､ 他の仲間の肩を持ち､ 一方的に自分の非をあげ

つらうので､ 次第に腹が立ち､ ｢勝手なことばかりいうな｡ ちゃんと分かってから言

え｡｣ と怒鳴るようにして反論した｡ Ｘは､ 同日午後10時10分ころ､ Ａの反抗的な態

度に憤激し､ ｢口答えするとは何事か｡ 根性入れ替えろ｡｣ と怒鳴りながら､ Ａの顔面

を手拳で数回殴打し､ 同人の脇腹､ 背部等を数回足蹴にするなどした｡ Ａは､ Ｘから

の攻撃を受けて怯え､ ｢悪かった｡ ごめんなさい｡ もう止めてください｡｣ と泣きつい

た｡ Ｘは､ Ａが怖じ気づいているのを見て､ この機会に同人から､ 金を巻き上げよう

と思い､ 同日午後10時15分ころ､ 同人に対し､ ｢これまで､ 俺に散々迷惑をかけたな｡

今日もお前のせいで金を稼ぎ損ねた｡ 分かってるなら､ 誠意を示してもらおうか｡ ３

万円出せば､ 許してやる｡｣ などと語気鋭く申し向けて金を出すように要求し､ さら

にＡの顔面を手拳で数回殴打し､ 同人の脇腹､ 背部等を数回足蹴にするなどした｡ Ａ

は､ Ｘからこれ以上殴られたり､ 足蹴にされたりするよりは､ ３万円を支払うほうが

ましだと考え､ ｢分かった｡ ３万円払う｡ 今持ってないので､ 家に来てくれ｡｣ と言っ

た｡ Ｘは､ ｢面倒だが､ そうしてやるか｡｣ と言って､ Ａとともに､ Ｘ宅を出てＡ宅に

向かおうとしたところ､ 日頃面倒をよくみており､ 自分のことを兄貴のように慕って

いるＹ (20歳､ 身長168センチメートル､ 体重60キログラム) が､ Ｘ宅を訪れた｡� Ｘは､ 自分がついて行くのは面倒になり､ 自分のいいなりになるＹに自分の代わり

に､ Ａ宅に行かせようと考え､ Ｙに対して､ ｢こいつが迷惑代として､ ３万円を支払

うと言っている｡ ひとつ俺の代わりに行って､ ３万円を受け取ってきてくれ｡｣ と依

頼した｡ Ｙは､ Ａが怯えている様子を見て､ ＸがＡを脅して､ Ａから３万円を巻き上

げようとしていることが分かったが､ 日頃世話になっているＸの頼みであり､ また､

車で来ている自分にとっては容易なことでもあったため､ Ｘの依頼を承諾した｡ そし

て､ 同日午後10時25分ころ､ Ｙは､ 自車にＡを乗せ､ Ａ宅に向かった｡� 同日午後10時35分ころ､ ＹとＡとは､ Ａ宅に到着した｡ Ａは､ 自宅内で現金を探し

たが､ 思いの外､ 現金があまり無く､ 約５千円しか見つけることができなかった｡ Ａ

は､ Ｘが５千円程度で満足するわけはなく､ Ｙを通じてＸに５千円を支払ったとすれ

ば､ かえってＸの怒りを増すばかりであり､ また､ 全額渡しては､ 明日から困ってし

まう､ 何か良い方法はないかと思い悩むうちに､ 銀行の口座に払い戻し可能残高が２
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万円程度あったことを思い出し､ Ｙにキャッシュカードを渡し､ それで払い戻し可能

残高を全て引き出させれば､ Ｘも納得するだろうと考えた｡ そこで､ Ｙに対し､ ｢今､

家中を探したが､ 思っていたほど金がなかった｡ 手持ちの金を入れて４千円しかない｡

しかし､ 銀行の自分の口座には､ ２万円くらい入っている｡ 自分のキャッシュカード

を渡すから､ それで､ コンビニにあるＡＴＭ (現金自動預け払い機) から､ おろせる

だけおろしてくれ｡ その金とこの４千円を合わせても､ ３万円に足りないが､ その分

は後から払うとＸに言ってくれ｡｣ と言って､ キャッシュカードの暗証番号を告げる

とともにキャッシュカード及び４千円を渡した｡ Ｙは､ ｢分かった｡ 有り金全部を出

すというのであれば､ Ｘも納得するだろう｡ Ｘには､ 俺からその事情をきちんと話し

ておいてやるから｡｣ と言って､ キャッシュカードと４千円を受け取った｡ Ａは､ Ｙ

の返事を聞いて､ これで終わると安心し､ Ｙに対して､ ｢よろしく頼む｡ 体が痛くて､

横になりたい｡ キャッシュカードは､ 玄関の郵便受けに入れておいてくれ｡｣ と言っ

て､ Ｙが出て行くのを見送った｡� Ｙは､ 自車で､ 近くのコンビニエンスストアに行き､ ＡＴＭにＡから教えられた暗

証番号を入力し､ 残高が約２万２千円であることを確認した上で､ 同日午後10時55分

ころ､ ＡＴＭから２万２千円を引き出した｡ そして､ Ｙは､ Ａから言われたとおりに､

キャッシュカードをＡ宅玄関の郵便受けに入れ､ 同日午後11時10分ころ､ Ｘ宅に戻り､

Ｘに対して､ それまでの事情を話し､ ２万６千円を渡した｡ Ｘは､ それを聞いて､ か

なり怒りが収まっていたこともあり､ ｢そうか､ そういうことなら､ これで仕方がな

いか｡ まあ､ Ａの誠意はよく分かった｡ お前も手間だったな｡ ３千円やるよ｡｣ と言っ

て､ ２万６千円を受け取り､ その中から千円札を３枚取り出しＹに渡した｡ Ｙは､ 礼

を言って､ それを受け取った｡� Ａは､ Ｘ宅での暴行により､ 加療約２週間を要する顔面挫傷､ 左眼球打撲等の傷害

を負ったが､ どの暴行から傷害が生じたかは､ 明らかではない｡

(参照条文) 刑法

第十一章 共犯

(共同正犯)

第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は､ すべて正犯とする｡

(教唆)

第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には､ 正犯の刑を科する｡

２ 教唆者を教唆した者についても､ 前項と同様とする｡

(幇助)

第六十二条 正犯を幇助した者は､ 従犯とする｡

２ 従犯を教唆した者には､ 従犯の刑を科する｡
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(従犯減軽)

第六十三条 従犯の刑は､ 正犯の刑を減軽する｡

(教唆及び幇助の処罰の制限)

第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は､ 特別の規定がなければ､ 罰しない｡

(身分犯の共犯)

第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは､ 身分のない者であっても､ 共犯と

する｡

２ 身分によって特に刑の軽重があるときは､ 身分のない者には通常の刑を科する｡

第二十七章 傷害の罪

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は､ 十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する｡

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し､ よって人を死亡させた者は､ 三年以上の有期懲役に処する｡

(現場助勢)

第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり､ 現場において勢いを助けた者は､ 自ら人を傷害しなくても､

一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する｡

(同時傷害の特例)

第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において､ それぞれの暴行による傷害の軽重を知る

ことができず､ 又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは､ 共同して実行した者でな

くても､ 共犯の例による｡

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは､ 二年以下の懲役若しくは三十万円以下

の罰金又は拘留若しくは科料に処する｡

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は､ 窃盗の罪とし､ 十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処

する｡

(不動産侵奪)

第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は､ 十年以下の懲役に処する｡

(強盗)

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は､ 強盗の罪とし､ 五年以上の有期懲役に

処する｡

２ 前項の方法により､ 財産上不法の利益を得､ 又は他人にこれを得させた者も､ 同項と同様とする｡

(強盗予備)

第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で､ その予備をした者は､ 二年以下の懲役に処する｡

(事後強盗)

第二百三十八条 窃盗が､ 財物を得てこれを取り返されることを防ぎ､ 逮捕を免れ､ 又は罪跡を隠滅するた

めに､ 暴行又は脅迫をしたときは､ 強盗として論ずる｡

(昏酔強盗)

第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は､ 強盗として論ずる｡

(強盗致死傷)

第二百四十条 強盗が､ 人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し､ 死亡させたときは死刑又は

無期懲役に処する｡
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(強盗強姦及び同致死)

第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは､ 無期又は七年以上の懲役に処する｡ よって女子を死亡させ

たときは､ 死刑又は無期懲役に処する｡

(他人の占有等に係る自己の財物)

第二百四十二条 自己の財物であっても､ 他人が占有し､ 又は公務所の命令により他人が看守するものであ

るときは､ この章の罪については､ 他人の財物とみなす｡

(未遂罪)

第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪

の未遂は､ 罰する｡

(親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者､ 直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪､ 第二百三十五条の二の罪

又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は､ その刑を免除する｡

２ 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は､ 告訴がなければ公訴を提起す

ることができない｡

３ 前二項の規定は､ 親族でない共犯については､ 適用しない｡

(電気)

第二百四十五条 この章の罪については､ 電気は､ 財物とみなす｡

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は､ 十年以下の懲役に処する｡

２ 前項の方法により､ 財産上不法の利益を得､ 又は他人にこれを得させた者も､ 同項と同様とする｡

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか､ 人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しく

は不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り､ 又は財産権の得喪

若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して､ 財産上不法の利益を得､ 又は他

人にこれを得させた者は､ 十年以下の懲役に処する｡

(背任)

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が､ 自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害

を加える目的で､ その任務に背く行為をし､ 本人に財産上の損害を加えたときは､ 五年以下の懲役又

は五十万円以下の罰金に処する｡

(準詐欺)

第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて､ その財物を交付させ､ 又は財産上不法の

利益を得､ 若しくは他人にこれを得させた者は､ 十年以下の懲役に処する｡

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は､ 十年以下の懲役に処する｡

２ 前項の方法により､ 財産上不法の利益を得､ 又は他人にこれを得させた者も､ 同項と同様とする｡

(未遂罪)

第二百五十条 この章の罪の未遂は､ 罰する｡

(準用)

第二百五十一条 第二百四十二条､ 第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は､ この章の罪について準用

する｡

第三十八章 横領の罪

(横領)

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は､ 五年以下の懲役に処する｡
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２ 自己の物であっても､ 公務所から保管を命ぜられた場合において､ これを横領した者も､ 前項と同

様とする｡

(業務上横領)

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は､ 十年以下の懲役に処する｡

(遺失物等横領)

第二百五十四条 遺失物､ 漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は､ 一年以下の懲役又は十万円

以下の罰金若しくは科料に処する｡

(準用)

第二百五十五条 第二百四十四条の規定は､ この章の罪について準用する｡

第三十九章 盗品等に関する罪

(盗品譲受け等)

第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は､

三年以下の懲役に処する｡

２ 前項に規定する物を運搬し､ 保管し､ 若しくは有償で譲り受け､ 又はその有償の処分のあっせんを

した者は､ 十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する｡

(親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族､ 同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を

犯した者は､ その刑を免除する｡

２ 前項の規定は､ 親族でない共犯については､ 適用しない｡

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

(公用文書等毀棄)

第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は､ 三月以上七年以下の懲役に処

する｡

(私用文書等毀棄)

第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は､ 五年以下の懲役に処

する｡

(建造物等損壊及び同致死傷)

第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は､ 五年以下の懲役に処する｡ よって人を死傷させた者

は､ 傷害の罪と比較して､ 重い刑により処断する｡

(器物損壊等)

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか､ 他人の物を損壊し､ 又は傷害した者は､ 三年以下の懲役又

は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する｡

(自己の物の損壊等)

第二百六十二条 自己の物であっても､ 差押えを受け､ 物権を負担し､ 又は賃貸したものを損壊し､ 又は傷

害したときは､ 前三条の例による｡

(境界損壊)

第二百六十二条の二 境界標を損壊し､ 移動し､ 若しくは除去し､ 又はその他の方法により､ 土地の境界を

認識することができないようにした者は､ 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する｡

(信書隠匿)

第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は､ 六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは

科料に処する｡

(親告罪)

第二百六十四条 第二百五十九条､ 第二百六十一条及び前条の罪は､ 告訴がなければ公訴を提起することが

できない｡
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