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第 13 回一般知識 政治経済社会 

（合格テキスト 200～229 過去＆厳選問題集 227～250） 

政治では「選挙」と「行政改革」、経済では「財政」と「金融」、社会では「環境問題」

と「社会保障」が試験でよく出るテーマですので、ここを学習の中心におくとよいです。 

 

１．政治 

(1) 各国の政治体制   重要度★★☆   合 200，204 問 230 

イギリス 議院内閣制がとられ、首相は下院の第一党の指導者が就任することとされて

いるが、議会が下院において不信任の議決を行った場合には、内閣は自ら辞

職するか、下院を解散しなければならない。 

アメリカ 大統領制がとられ、大統領と議会は権力分立の原則が貫かれているため、議

会は大統領の不信任を議決することができないし、大統領は議会の解散権、

法案の提出権のいずれも有していない。 

フランス 半大統領制がとられており、大統領に首相の任命権が付与され、かつ下院の

解散権も大統領が有している。 

ロシア 1993 年に成立した新憲法において三権分立制がとられているが、大統領

に首相の任命権が付与されており、連邦議会は連邦会議と国家会議の二院制

となっている。 

中国 最高権力をもつ一院制の全国人民代表大会（全人代）の下に、常設機関であ

る常務委員会が設けられ、法令の制定、条約の批准など広範な権限をもつと

ともに、国務院が設けられ行政を担当している。 

過 アメリカでは、大統領制がとられ、大統領と議会は権力分立の原則が貫かれているた

め、議会は大統領の不信任を議決することができないし、大統領は議会の解散権、法

案の提出権、議会が可決した法案の拒否権のいずれも有していない。 

→× 議会が可決した法案の拒否権は有している。（23-47-イ） 

過 フランスでは、基本的に議院内閣制がとられており、大統領のほかに内閣を代表する

首相がおかれ、大統領は外交上の儀礼的な権能を有するだけで、広く行政権は内閣に

属し、かつ議会の解散権も内閣が有している。 

→× 半大統領制がとられている。(23-47-ウ) 

(2) 選挙制度   重要度 ★★★   合 201～202  問 227～228 

 小選挙区制と比例代表制の違いを確認しよう。 

小選挙区制 政治が安定しやすいという長所がある反面、小政党の議席獲得が難しく、

死票が多い。 

比例代表制 有権者の意思を公正に反映できるという長所がある反面、小党分立にな

り、政治が不安定になりやすい。 
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過 衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補が認められてい

るが、小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの問題点があったため、重複立候

補の場合の比例区での当選の要件を厳しくした。 

→○ 平成 13 年の公職選挙法改正による。(21-47-ウ) 

過 参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙がとられて

おり、比例代表制選挙では各政党の得票数によって議席数を決め、各政党が作成した

名簿上の順位によって当選者を決めることとされている。 

→× 参議院議員の比例代表選挙は名簿上の順位に拘束されない。(21-47-エ)  

(3) 行政改革   重要度★★★   合 206～208  問 233 

  行政改革に関する用語を確認しよう。 

エージェンシー制度 企画立案部門と実施部門を分離し、実施部門に大きな裁量を与え

ることによって柔軟な組織運営をめざすものであり、日本でもこ

れをモデルとして独立行政法人制度がつくられた。 

ＰＦＩ 

（ Private Finance 

Initiative） 

公共施設等の施設や運営に民間の資金やノウハウを活用する手

法であり、日本でもこれを導入する法律が制定され、国や自治体

で活用されている。 

指定管理者制度 それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の

管理運営を、営利企業、ＮＰＯ法人などの団体にも包括的に代行

させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。 

過 ＮＰＭ（New Public Management）は、ケインズ主義を理論的基礎として、1980

年代にイギリスのサッチャー政権において採用され、これに基づいて公的部門の見直

しが行われた。 

→× NPM は新自由主義を理論的基礎としている。(21-48-ア) 

過 市場化テストは、民間企業と行政組織の間でサービスの質や効率性を競う入札を実施

し、行政に勝る民間企業があれば、当該業務を民間企業に委託する制度であるが、日

本ではまだ導入されていない。 

→× 日本では平成 18 年から導入されている。(21-48-オ) 

 

２．経済 

(1) 税   重要度★★★   合 212，215  問 238 

  税について確認しよう。 

 国税 地方税 

直接税 所得税、法人税、相続税 法人事業税、固定資産税 

間接税 消費税、酒税 地方消費税 

過 近年では、国に納める国税と、都道府県や市町村などに納める地方税との税収の比率

は、おおよそ 6：4 となっている。 
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→○ (21-52-ア) 

過 近年の税収構造をみると、所得税や法人税などの直接税と、消費税や酒税などの間接

税の税収の比率は、おおよそ 1：1 となっている。 

→× 直接税と間接税の税収の比率は、おおよそ７：３となっている。(21-52-イ) 

過 国税収入の内訳をみると、近年では消費税の割合がもっとも高くなっている。 

→× 近年では所得税の割合がもっとも高くなっている。(21-52-ウ) 

過 消費税は、税収が景気の影響を比較的受けにくい安定的な税目とされている。 

→○ (21-52-エ) 

過 資産課税には例えば相続税や固定資産税、都市計画税があるが、これらはいずれも地

方税に区分される。 

→× 相続税は国税に区分される。(21-52-オ) 

(2) 日本銀行   重要度★★★   合 220  問 241 

  日本銀行の役割について確認しよう。 

銀行の銀行 市中銀行から預託を受け入れ、市中銀行に貸し出しを行う。 

政府の銀行 国の税金などの公金の管理をする等、出納経理にかかわる事務をする。 

発券銀行 日本銀行券を発行する。 

過 日本銀行は「銀行の銀行」として市中銀行から預託を受け入れ、市中銀行に貸し出し

を行う。日本銀行が市中銀行に貸し出す金利を法定利息と呼ぶ。 

→× 法定利息ではなく基準割引率および基準貸付利率と呼ぶ。(23-49-ア) 

過 日本銀行は「政府の銀行」として、国（中央政府）や自治体（地方政府）の税金など

の公金の管理をする等、出納経理にかかわる事務をしている。 

→× 自治体（地方政府）の税金などの公金の管理はしていない。(23-49-イ) 

過 日本銀行は「発券銀行」として、日本銀行券を発行する。日本銀行券は法定通貨であ

り、金（きん）と交換できない不換銀行券である。 

→○ (23-49-ウ) 

過 1990 年代後半からの金融自由化により、日本銀行は「唯一の発券銀行」としての地

位を 2000 年代には失った。そのため、各地で地域通貨が発行されるようになった。 

→× 日本銀行は「唯一の発券銀行」としての地位を失っていない。(23-49-エ) 

過 日本銀行は「国内政策の銀行」として、公開市場操作、預金準備率操作などの金融政

策を行う。しかし、「円売りドル買い」などの外国為替市場への介入は行わない。  

→× 「円売りドル買い」などの外国為替市場への介入も行う。(23-49-オ) 

(3) 国際経済   重要度★★★  合 219  問 242 

  国際経済について確認しよう。 

ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携

協定） 

サービス、人の移動、基準認証などについて、加盟

国間での整合性を図るとともに、例外品目を認めな

い形で、貿易における関税撤廃が目標とされている。 
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ＷＴＯ（世界貿易機関） サービス貿易や知的財産権に関する国際ルールを定

めており、ドーハ・ラウンドでは、農業分野での自

由化について、関税の上限設定とミニマム・アクセ

ス（最低輸入義務）の設定が打ち出された。 

過 ＥＵ（欧州連合）域内では、シェンゲン条約により域内での国境通過にかかる手続な

どが大幅に簡素化され、また、共通通貨ユーロがすべての加盟国に導入されており、

加盟国がＥＵ域内で自国産業の保護を行う手段は、関税と補助金に限定されている。 

→× ユーロはすべての加盟国に導入されていない。また、EU 域内では関税は課され

ない。(23-50-ア) 

過 ＵＮＣＴＡＤ（国際連合貿易開発会議）は、途上国の経済開発促進と自由貿易推進の

ために国際連合が設けた会議で、国際連合の補助機関として、４年に一度開催されて

いる。 

→× ＵＮＣＴＡＤ（国際連合貿易開発会議）は、自由貿易推進のために設けた会議

ではない。（23-50-エ） 

 

３．社会 

(1) 環境問題   重要度★★☆   合 223  問 246 

環境問題について確認しよう。 

汚染者負担の原則（ＰＰＰ） 公害を発生させた事業者が公害防止や被害者救済のた

めの費用を負担すべきであるという原則。 

無過失責任制度 公害を発生させた事業者に過失がなくても被害者の損

害を賠償する責任を負わせる仕組み。 

環境影響評価 一定の開発事業を行う前に、環境に与える影響を事前に

調査・予測・評価する仕組み。 

過 公害を発生させた事業者に過失がなくても被害者の損害を賠償する責任を負わせる仕

組みを「無過失責任制度」というが、日本の法律では導入された例はない。 

→× 日本の法律でも導入されている。(23-53-イ) 

過 生活環境の保全について、経済の健全な発展との調和が図られなければならないとい

う条項を「経済調和条項」といい、かつての公害対策基本法に盛り込まれ、現在の環

境基本法でも継承されている。 

→× 「経済調和条項」は昭和 45 年に削除された。(23-53-ウ) 

過 公害対策で当初から採用されていた「濃度規制」のみでは、排出量が増えれば低濃度

の排出であっても汚染物質の総排出量を抑制することはできない。このため、日本で

は 1970 年代半ばから、汚染物質の総排出量を一定地域ごとに規制する「総量規制」

の方式を併用するようになった。 

→○ (23-53-エ) 
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(2) 社会保障   重要度★★★   合 225，226  問 247～250 

社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立つ

とされています。 

社会保険 国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたら

すいろいろな事故（保険事故）に遭遇した場合に一定の給付を行い、その生

活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度。 

公的扶助 生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し、自立を助けようと

する制度。 

公衆衛生 国民が健康に生活できるよう様々な事項についての予防、衛生のための制

度。 

社会福祉 障害者、母子家庭など社会生活をする上で様々なハンディキャップを負って

いる国民が、そのハンディキャップを克服して、安心して社会生活を営める

よう、公的な支援を行う制度。 

過 医療保険は、民間の給与所得者などを対象とする健康保険、農業・自営業者などを対

象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険などに分立している。 

→○ (20-51-イ) 

過 生活保護の受給者については、生活保護による給付があるため、介護保険の被保険者

にならない制度がとられている。 

→× 生活保護の受給者も介護保険の被保険者になる。(20-51-ウ) 

過 介護保険法では、介護サービスを利用する際の利用者負担として費用の 1 割を負担す

る原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができ

る。 

→× 市町村の条例によって負担割合を増減することはできない。(20-51-エ) 

過 年金保険の財源調達方式について、かつては賦課方式を採用していたが、制度改正に

より、しだいに積立方式に移行している。  

→× 積立方式から修正積立方式に移行している。(20-51-オ) 

過 生活保護法では、保護の認定や程度については、あくまでも個人を単位として判断さ

れることとなっており、仮に同一世帯のなかに所得が高額な親族がいる場合であって

も、特定の個人が生活困窮状態にある場合には、保護の対象となる。  

→× 世帯を単位として判断される。(23-51-1) 

過 個人が受け取ることのできる国民年金給付額は、保険料の納付期間等によって決めら

れるが、さらに、受給者が世帯主として家族の扶養義務を負う場合には、扶養家族の

人数に応じて、給付が上乗せされる。  

→× 上乗せされない。(23-51-2) 


