
氏名 得点

社会直前 ♦選挙・地方自治・社会福祉♦
一日一善プリント

1 選挙の手続きなどを定めた法律を（　）とい
う。

2 衆議院議員の選挙制度を漢字１１字で答え
よ。

3 政党のうち、政権を担当している政党を
（①）といい、またその反対の政権を担当し
ていない政党を（②）という。

① ②

4 複数の政党によって成り立つ内閣を何という
か。（例　自由民主党、公明党）

5 一つの選挙区から一人の当選者を選ぶ選挙制
度を（①）制というが、落選者に投票された
（②）が多くなりやすくなる。

① ②

6 投票する時に政党名を書いて投票でき、政党
の得票率に応じて議席の配分を決定する選挙
制度を何というか。

7 選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の
前日までの期間に投票できる制度を（　）と
いう。

8 最近の選挙ではきまった支持政党を持たない
人々の投票の動きが、選挙の結果に大きな影
響を与えるが、これらの人々をなんと言う
か。

9 選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によっ
て有権者が投じる票の価値に差が出てきてし
まうことを（　）という。

10 千葉４区（有権者49万人）と高知３区（有
権者20万人）で一票の重みが重い方はどち
らか。

11 参議院の選挙区選挙は都道府県が単位である
が、現在は45選挙区しかない。これは２県
を一つの選挙区とする（　）を行っているか
らである。



12 参議院の選挙区選挙で、２県を一つの選挙区
としている県をすべて答えよ。 �������県と������県 �������県と������県

13 衆議院の議員定数は（①）名であり、参議院
の議員定数は（②）名である。

① ②

14 衆議院議員の中で、小選挙区で選出される議
員は（①）名であり、比例代表で選出される
議員は（②）名である。

① ②

15 参議院議員の中で、選挙区で選出される議員
は（①）名であり、比例代表で選出される議
員は（②）名である。

① ②

16 （○か×か）衆議院の比例代表の選挙では、
全国を11のブロックに分けている。

17 政党が選挙の前などに、自らの政策を国民に
示したものを（　）という。

18 参議院の比例代表選挙は、衆議院と違って、
前もって名簿で候補者の順位を決めず、有権
者は候補者名か政党名のいずれかを投票する
ことができる。この投票法を（　）という。

19 地方の政治について定めた法律を何という
か。

20 住民が身近な問題に取り組んで、国の政治を
考える能力を養うと考えられているため、
「地方自治は（　）」と呼ばれている。

21 都道府県庁の長（首長）は（①）といい、市
町村の首長は（②）といい、住民の直接選挙
で選ばれる。

① ②

22 日本の選挙の中で、被選挙権は「満25才以
上」のものがほとんどだが、「満30才以
上」のものが2つだけある。それを答えよ。

23 地方議会で決定される、その地方のみで適用
されるきまりを漢字で答えよ。

24 地方議会は首長に対して（①）決議を出すこ
とができる。それに対して首長は10日以内に
議会を（②）させなければ失職する。

① ②



25 次の中から地方政治の仕事をあるだけ選べ。
（ア 防衛、イ 警察、ウ 消防、エ 郵便、   
オ ごみ処理、カ 公立学校、キ 裁判、ク 水
道、ケ 道路整備）

26 地方の住民が署名を集めて、地方の政治に直
接参加できる権利を何というか。

27 地方政治の収入・支出などについて公表する
よう求めることを（①）といい、有権者の
（②）以上の署名を提出し請求する。

① ②

28 議員や首長の解職を請求することを（①）と
いい、 有権者の（②）以上の署名を提出し
請求する。（✳有権者数が40万人未満の自治
体の場合）

① ②

29 特定の問題（例、原発建設・基地問題）につ
いて住民の意思を問うために行われているも
のを何というか。

30 特定の問題についての住民投票について、正しくないものを選べ。　
ア、住民投票には法律上の力はないので、自治体がその結果に従わ
なければならないわけではない。　　　　　　　　　　　　　　
イ、直接民主主義を否定するものだという批判もある。　　　　　
ウ、投票の前に、投票資格を独自に定められるため、選挙権のない
小、中学生らが投票した自治体もある。

31 地域の実情にあった政治を行うために、それ
まで国が持っていた権限を地方に任せるよう
にすることを何というか。

32 住民から行政についての苦情や要望を受け付
けて解決を図る制度を何というか。

33 近年、市町村合併がさかんに行われた（平成
の大合併）。現在の市町村数は約どれくらい
か。

34 市町村合併について、正しくないものを選べ。　　　　　　　　　　
ア、合併によって地方自治体の税収が増えて、多くの費用がかかる
仕事を行えるようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ、合併によって歴史的な地名が失われてしまう批判がある。　　　
ウ、地方公務員の数が増えるため、行政にかかる費用が増える批判
がある。 
エ、住民一人ひとりへのサービスの質が低下するおそれがある。

35 （○か×か）都道府県知事は都道府県議会議
員の中から選ばれる。



36 （○か×か）住民投票の結果が地方議会の決
定と異なった場合は、住民投票の結果を優先
することが法律で定められている。

37 日本の社会保障制度は、憲法２５条の（　）
権という権利に基づいて定められている。

38 社会保障や少子高齢化に関する仕事を行って
いる国の役所を（　）省という。

39 社会保険のひとつで、病気やけがの時に給付
される保険を（　）という。

40 社会保険のひとつで、老後に給付される保険
を（　）という。

41 社会保険のひとつで、寝たきりなどでお世話
が必要な人に給付される保険を（　）とい
う。

42 問41の社会保険について、誤っているものを
記号で選べ。　　　　　　　　　　　　　
ア、2000年以降開始された。　　　　　　　　
イ、市町村が運営している。　　　　　　　　
ウ、支給される額は平等である。　　　　　
エ、40歳以上になると加入が義務付けられ
る。

43 社会保険のひとつで、失業した場合に給付さ
れる保険を（　）という。

44 社会保険のひとつで、仕事中にけがをした場
合などに給付される保険を（　）という。

45 （◯か×か）社会保険には、その他「生命保
険（死亡時に備える）」や「損害保険（事故
など）」などがある。

46 社会保障制度の大きな４本柱のひとつで、身
寄りの無い老人や障害者などを援助する制度
を（　）という。

47 社会保障制度の大きな４本柱のひとつで、所
得の無い人や低い人に生活費や医療費などを
給付する制度を（　）という。

48 社会保障制度の大きな４本柱のひとつで、保
健所を中心に伝染病予防や食品衛生、環境衛
生などを行う制度を（　）という。



49 （①）才以上の高齢者が約２５％いる日本の
ような社会を（②）社会とよぶ。

① ②

50 育児のために、一定期間会社などを休むこと
ができる制度を（　）制度という。

51 男女の固定的な役割分担を見直し、責任を分
担することを目指して1999年に制定された
法律は（　）である。

52 雇用から退職まで、職場における男女差別を
なくすことを目指して、1985年に制定され
た法律は（　）である。

54 一人の女性が一生の間に生む子供の数を合計
特殊出生率というが、今の日本はどのくらい
か、一番近いものを記号で選べ。               
ア、1.0%　イ、1.3　ウ、1.8

55 高齢者や障害者が社会から切り離されること
なく、健常者や若い人とともに暮らせる社会
づくりを目指す考え方を（　）という。

56 会社のように利益を目的とするのでなく、福
祉や医療などさまざまな社会貢献を目的とす
る民間組織を（　）という。

57 国の１年間の予算総額で、一番近いものを記
号で選べ。（2022年一般会計歳出額）　　　　
ア、57兆　イ、87兆　ウ、107兆

58 税金のうち、個人の収入にかけられる税を
（①）税といい、会社の利益にかけられる税
を（②）税という。

① ②

59 税金のうち、ものを買う時に支払う税を
（①）税といい、現在の税率は2019年10月
からアップしたため、（②）％である。

① ②

60 問59のように商品を買う時に支払った税
を、お店の人などが代わりに納める税を何と
いうか。漢字で答えよ。

61 問59の税は、飲食料品やテイクアウト、配達
される新聞などは税率を据え置きし、元の
８％のままという措置がとられた。このよう
な制度を（　　）という。

62 その人の所得の多さに応じて、税率も高くな
る制度を（　　）制度という。



63 国の支出（歳出）のうち、社会保険や社会福
祉に関するものを（　　）という。

64 問63は国の歳出の中で最も多くを占めてい
る。その割合はどのくらいか記号で選べ。
ア、34%　イ、44%　ウ、54%

65 国の歳出のうち、政府の過去の借金に利子を
つけて返す費用を（　　）という。

66 国から地方自治体の補助金のうち、収入の少
ない地方にあたえられ、使いみちが自由なも
のを（　　）という。　

67 国から地方自治体の補助金のうち、国の仕事
（例、学校や国道の建設）を代わりに行うた
めにあたえられ、使いみちが指定されている
ものを（　　）という。　

68 高齢者のために、介護の計画を立てて、介護
施設などとの連絡を行う人を（　）という。

69 高齢者や障害者など生活していく上でじゃま
になるものを取りのぞくことを（　）とい
う。



氏名 満点 とれ太 得点

社会直前 ♦選挙・地方自治・社会福祉♦
一日一善プリント

1 選挙の手続きなどを定めた法律を（　）とい
う。 公職選挙法

2 衆議院議員の選挙制度を漢字１１字で答え
よ。 ⼩選挙区⽐例代表並⽴制

3 政党のうち、政権を担当している政党を
（①）といい、またその反対の政権を担当し
ていない政党を（②）という。

①与党 ②野党

4 複数の政党によって成り立つ内閣を何という
か。（例　自由民主党、公明党） 連⽴内閣

5 一つの選挙区から一人の当選者を選ぶ選挙制
度を（①）制というが、落選者に投票された
（②）が多くなりやすくなる。

①⼩選挙区 ②死票

6 投票する時に政党名を書いて投票でき、政党
の得票率に応じて議席の配分を決定する選挙
制度を何というか。

⽐例代表制

7 選挙の当日に投票できない有権者が、選挙の
前日までの期間に投票できる制度を（　）と
いう。

期⽇前投票

8 最近の選挙ではきまった支持政党を持たない
人々の投票の動きが、選挙の結果に大きな影
響を与えるが、これらの人々をなんと言う
か。

無党派層
む とう はそう

9 選挙区ごとの人口が違うため、選挙区によっ
て有権者が投じる票の価値に差が出てきてし
まうことを（　）という。

⼀票の格差

10 千葉４区（有権者49万人）と高知３区（有
権者20万人）で一票の重みが重い方はどち
らか。

⾼知3区

11 参議院の選挙区選挙は都道府県が単位である
が、現在は45選挙区しかない。これは２県
を一つの選挙区とする（　）を行っているか
らである。

合区



12 参議院の選挙区選挙で、２県を一つの選挙区
としている県をすべて答えよ。 徳島県と⾼知県 ⿃取県と島根県

13 衆議院の議員定数は（①）名であり、参議院
の議員定数は（②）名である。 ①465 ②248

14 衆議院議員の中で、小選挙区で選出される議
員は（①）名であり、比例代表で選出される
議員は（②）名である。 ①289 ②176

15 参議院議員の中で、選挙区で選出される議員
は（①）名であり、比例代表で選出される議
員は（②）名である。

①148 ②100

16 （○か×か）衆議院の比例代表の選挙では、
全国を11のブロックに分けている。 ◯（ちなみに参議院の⽐例代表は全国１つの

単位で⾏う）

17 政党が選挙の前などに、自らの政策を国民に
示したものを（　）という。 公約（マニフェスト）

18 参議院の比例代表選挙は、衆議院と違って、
前もって名簿で候補者の順位を決めず、有権
者は候補者名か政党名のいずれかを投票する
ことができる。この投票法を（　）という。

⾮拘束名簿式
ひ こうそくめ い ぼしき

19 地方の政治について定めた法律を何という
か。 地⽅⾃治法

20 住民が身近な問題に取り組んで、国の政治を
考える能力を養うと考えられているため、
「地方自治は（　）」と呼ばれている。

⺠主主義の学校

21 都道府県庁の長（首長）は（①）といい、市
町村の首長は（②）といい、住民の直接選挙
で選ばれる。

①都道府県知事 ②市町村⻑

22 日本の選挙の中で、被選挙権は「満25才以
上」のものがほとんどだが、「満30才以
上」のものが2つだけある。それを答えよ。

参議院議員 都道府県知事

23 地方議会で決定される、その地方のみで適用
されるきまりを漢字で答えよ。 条例

24 地方議会は首長に対して（①）決議を出すこ
とができる。それに対して首長は10日以内に
議会を（②）させなければ失職する。

①不信任 ②解散



25 次の中から地方政治の仕事をあるだけ選べ。
（ア 防衛、イ 警察、ウ 消防、エ 郵便、   
オ ごみ処理、カ 公立学校、キ 裁判、ク 水
道、ケ 道路整備）

イ、ウ、オ、カ、ク、ケ（完
答）

26 地方の住民が署名を集めて、地方の政治に直
接参加できる権利を何というか。 直接請求権

27 地方政治の収入・支出などについて公表する
よう求めることを（①）といい、有権者の
（②）以上の署名を提出し請求する。

①監査請求 ②50分の1

28 議員や首長の解職を請求することを（①）と
いい、 有権者の（②）以上の署名を提出し
請求する。（✳有権者数が40万人未満の自治
体の場合）

①リコール ②3分の1

29 特定の問題（例、原発建設・基地問題）につ
いて住民の意思を問うために行われているも
のを何というか。

住⺠投票

30 特定の問題についての住民投票について、正しくないものを選べ。　
ア、住民投票には法律上の力はないので、自治体がその結果に従わ
なければならないわけではない。　　　　　　　　　　　　　　
イ、直接民主主義を否定するものだという批判もある。　　　　　
ウ、投票の前に、投票資格を独自に定められるため、選挙権のない
小、中学生らが投票した自治体もある。

イ（住⺠投票はむしろ

直接⺠主主義そのもの。
間接⺠主主義の否定につ
ながる批判はある）

31 地域の実情にあった政治を行うために、それ
まで国が持っていた権限を地方に任せるよう
にすることを何というか。

地⽅分権

32 住民から行政についての苦情や要望を受け付
けて解決を図る制度を何というか。 オンブズマン（オンブスパーソン）

制度

33 近年、市町村合併がさかんに行われた（平成
の大合併）。現在の市町村数は約どれくらい
か。

約1700

34 市町村合併について、正しくないものを選べ。　　　　　　　　　　
ア、合併によって地方自治体の税収が増えて、多くの費用がかかる
仕事を行えるようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ、合併によって歴史的な地名が失われてしまう批判がある。　　　
ウ、地方公務員の数が増えるため、行政にかかる費用が増える批判
がある。 
エ、住民一人ひとりへのサービスの質が低下するおそれがある。

ウ（地⽅公務員の数
は減らせて、⾏政にか
かる費⽤も減らせる）

35 （○か×か）都道府県知事は都道府県議会議
員の中から選ばれる。 ×（知事は知事選挙で直接選出される。地⽅

議員である必要は全くない）



36 （○か×か）住民投票の結果が地方議会の決
定と異なった場合は、住民投票の結果を優先
することが法律で定められている。

×（住⺠投票は社会的関⼼も⾼く、そこでの決
定には⼤きな影響⼒があるが、法律上の拘束⼒
はない）

37 日本の社会保障制度は、憲法２５条の（　）
権という権利に基づいて定められている。 ⽣存

38 社会保障や少子高齢化に関する仕事を行って
いる国の役所を（　）省という。 厚⽣労働

39 社会保険のひとつで、病気やけがの時に給付
される保険を（　）という。 健康保険

40 社会保険のひとつで、老後に給付される保険
を（　）という。 年⾦保険

41 社会保険のひとつで、寝たきりなどでお世話
が必要な人に給付される保険を（　）とい
う。 介護保険

かいご

42 問41の社会保険について、誤っているものを
記号で選べ。　　　　　　　　　　　　　
ア、2000年以降開始された。　　　　　　　　
イ、市町村が運営している。　　　　　　　　
ウ、支給される額は平等である。　　　　　
エ、40歳以上になると加入が義務付けられ
る。

ウ（⽀給される⾦額は、その⼈の症状の
重さや経済⼒によって変わり、⼀定ではな
い）

43 社会保険のひとつで、失業した場合に給付さ
れる保険を（　）という。 雇⽤保険

こよう

44 社会保険のひとつで、仕事中にけがをした場
合などに給付される保険を（　）という。 労働者災害補償保険

さいがいほしょう

45 （◯か×か）社会保険には、その他「生命保
険（死亡時に備える）」や「損害保険（事故
など）」などがある。

×（社会保険は国が中⼼になって強制的に保険
料を集める。「⽣命保険」や「損害保険」は保
険会社（例 ⽇本⽣命）と各⾃が契約する）

46 社会保障制度の大きな４本柱のひとつで、身
寄りの無い老人や障害者などを援助する制度
を（　）という。

社会福祉

47 社会保障制度の大きな４本柱のひとつで、所
得の無い人や低い人に生活費や医療費などを
給付する制度を（　）という。 公的扶助または⽣活保護

こうてきふ じ ょ

48 社会保障制度の大きな４本柱のひとつで、保
健所を中心に伝染病予防や食品衛生、環境衛
生などを行う制度を（　）という。

公衆衛⽣



49 （①）才以上の高齢者が約２５％いる日本の
ような社会を（②）社会とよぶ。 ①６５ ②超⾼齢

50 育児のために、一定期間会社などを休むこと
ができる制度を（　）制度という。 育児休業

51 男女の固定的な役割分担を見直し、責任を分
担することを目指して1999年に制定された
法律は（　）である。 男⼥共同参画社会基本法

きょうどうさんかく

52 雇用から退職まで、職場における男女差別を
なくすことを目指して、1985年に制定され
た法律は（　）である。 男⼥雇⽤機会均等法

こよう き か いきんとうほう

54 一人の女性が一生の間に生む子供の数を合計
特殊出生率というが、今の日本はどのくらい
か、一番近いものを記号で選べ。               
ア、1.0%　イ、1.3　ウ、1.8

イ（1.30。2.07ないと⼈⼝維持できない
のでまだ低い数字）

55 高齢者や障害者が社会から切り離されること
なく、健常者や若い人とともに暮らせる社会
づくりを目指す考え方を（　）という。

ノーマライゼーション

56 会社のように利益を目的とするのでなく、福
祉や医療などさまざまな社会貢献を目的とす
る民間組織を（　）という。

NPO（⾮営利組織）

57 国の１年間の予算総額で、一番近いものを記
号で選べ。（2022年一般会計歳出額）　　　　
ア、57兆　イ、87兆　ウ、107兆

ウ

58 税金のうち、個人の収入にかけられる税を
（①）税といい、会社の利益にかけられる税
を（②）税という。

①所得 ②法⼈

59 税金のうち、ものを買う時に支払う税を
（①）税といい、現在の税率は2019年10月
からアップしたため、（②）％である。

①消費 ②10

60 問59のように商品を買う時に支払った税
を、お店の人などが代わりに納める税を何と
いうか。漢字で答えよ。

間接税

61 問59の税は、飲食料品やテイクアウト、配達
される新聞などは税率を据え置きし、元の
８％のままという措置がとられた。このよう
な制度を（　　）という。

軽減税率
けいげんぜいりつ

62 その人の所得の多さに応じて、税率も高くな
る制度を（　　）制度という。 累進課税

るいしんか ぜ い



63 国の支出（歳出）のうち、社会保険や社会福
祉に関するものを（　　）という。 社会保障関係費

64 問63は国の歳出の中で最も多くを占めてい
る。その割合はどのくらいか記号で選べ。
ア、34%　イ、44%　ウ、54%

ア

65 国の歳出のうち、政府の過去の借金に利子を
つけて返す費用を（　　）という。 国債費

こくさい ひ

66 国から地方自治体の補助金のうち、収入の少
ない地方にあたえられ、使いみちが自由なも
のを（　　）という。　 地⽅交付税交付⾦

ちほう こ う ふぜいこ う ふきん

67 国から地方自治体の補助金のうち、国の仕事
（例、学校や国道の建設）を代わりに行うた
めにあたえられ、使いみちが指定されている
ものを（　　）という。　

国庫⽀出⾦
こっこししゅつきん

68 高齢者のために、介護の計画を立てて、介護
施設などとの連絡を行う人を（　）という。 ケアマネージャー

69 高齢者や障害者など生活していく上でじゃま
になるものを取りのぞくことを（　）とい
う。

バリアフリー


