
■■国内政治■■ 実践問題
（解答・解説はp.108 ～ p.134）

【No．1】近年の日本政治に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。 〈p.2 ～ p.3 参照〉
1．2020 年 8月に辞任した安倍首相（当時）は、通算在職日数が最長となったが、連続在職日数は
わずかに最長記録には及ばなかった。なお、安倍内閣（当時）が掲げた一連の経済政策である「ア
ベノミクス」とは、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の 3つを
組み合わせた政策であり、具体的には、名目 GDP700 兆円、希望出生率 1.8、介護離職ゼロの
実現を目標としていた。
2．2021 年 6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」など政府 4計画
では、2030 年までに電気自動車の利便性をガソリン車並みにすることや、再生可能エネルギー
の主力電源化を徹底すること、より早期に最低賃金を全国平均 1,000 円にすることなどが盛り
込まれている。
3．2021 年 10 月に退陣した菅義偉内閣の下では、行政の縦割り、既得権益、あしき前例主義を
打ち破るべく、様々な政策が行われた。携帯電話料金の引下げ、不妊治療の保険適用、デジタル
庁やこども家庭庁の創設が実績として挙げられる。
4．2021 年 10 月に発足した岸田文雄内閣は、「新しい資本主義」を掲げ、経済成長の恩恵を中間
層に手厚く分配し、消費の改善を推進している。具体的には、年収 960 万円未満の世帯の 15 歳
以下を対象に 10万円を給付する支援策を行うとともに、金融所得課税の強化を行った。
5．2021 年 12 月に、安定的な皇位継承などを議論する政府の皇位継承有識者会議がとりまとめ
た最終報告書によると、皇族数を確保する方策として「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持す
る」、「皇族の養子縁組を可能にし、皇族に属する男系男子が皇族になる」という 2案を柱に据え
るとともに、女性・女系天皇を容認することを盛り込んだ。

【No．2】新型コロナウイルスに関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。 〈p.3 参照〉
1
入り込んで増える。主な感染経路は、接触感染と飛沫感染で、手洗いや不要不急の外出自粛や 3
密回避などが予防策とされる。様々な変異ウイルス（変異株）が見つかっており、WHO（世界保
健機関）は、2021 年 12 月時点で懸念される変異株（VOC）にアルファ、ベータ、ガンマ、デル
タ、オミクロンの 5種を挙げている。
2．感染症が世界中で大流行し、制御不能になっている状態をクラスターといい、WHOがクラス
ターと認定したのは、2009 年に流行した新型インフルエンザ以来 11 年ぶりとなる。過去のク
ラスターで最も被害が甚大だったのは 1918 年に発生したスペイン風邪の大流行とされる。
3．日本では、2021 年 2 月の新型コロナウイルス対応の改正特別措置法施行により、まん延防止
等重点措置が新設された。緊急事態宣言の発令前から発動することができ、都道府県知事は、休
業の命令や要請ができる。
4．日本では、新型コロナ危機へのセーフティネットとして、企業が休業や時短営業になった場合、
従業員が雇用保険に加入しているか否かにかかわらず、従業員に休業手当を支払うことになって
いる。この際、休業手当を補助するために企業に対して雇用調整助成金を給付するが、雇用調整
助成金は、全額国が支払うことになっている。
5．日本では、新型コロナウイルスワクチンの接種 2回分を無料化する改正予防接種法が 2020 年
12 月に成立した。費用は国と都道府県が半分ずつ負担し、実施主体は市町村となる。また、接
種によって健康被害が生じた場合、製薬会社が支払う損害賠償を国が肩代わりする仕組みが設け
られた。改正法により、接種対象者には原則として接種の努力義務が生じる。なお、3回目の、
いわゆるブースター接種については、有料とされている。

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デジタル庁が取り組む今後の計画
2021 年 10 月～
マイナンバーカードが健康保険証として本
格運用
22 年度中～
マイナポータルを使い、役所に行かなくて
も、保育施設の利用申し込み、要介護認定
の申請、転出届提出、パスポートの更新手
続きなどが可能に
申請なしで緊急時の給付金が自動支給（マ
イナポータルへの口座登録が必要）
マイナンバーカード情報を搭載したスマー
トフォンからの行政手続きが可能に
マイナポータルで学校健康診断データが閲
覧可能に
24 年度末～
マイナンバーカードが運転免許証と一体化
25 年度中まで
全自治体のシステムが標準化

（『新聞ダイジェスト』）

骨太の方針、成長戦略、規制改革実施計画のポイント
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新型コロナウイルスワクチンの全希望者への接
種を 2021 年 10 ～ 11 月に完了
公立、民間病院ともに病床を活用できる仕組み
や都道府県を越えて患者を調整する体制づくり
2022 年度末までにマイナンバーカードをほぼ全
国民に普及
外為法上の投資審査、事後モニタリングの体制
を強化
最低賃金をより早期に全国平均 1,000 円を目指
し、引上げ
2025 年度の国と地方の基礎的財政収支（PB）黒
字化目標を堅持。今年度内にコロナ禍の影響を
検証、目標を再確認
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次世代データセンターの中核拠点を最大 5か所、
地方にも 10 か所整備
燃料電池車（FCV）用水素ステーションを 2030
年までに 1,000 基設置
電気自動車（EV）普及に向け、EV 向け急速充電
器を 2030 年までに 3万基設置
量子技術などの研究開発のため、官民で今後 5
年間に 120 兆円の投資目標を設定
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行政手続きの大半を今後 5年間でオンライン化
オンライン授業に対応した高校・大学の設置基
準見直し
タクシーに時間帯や天候で運賃が変わる「変動運
賃制」を検討

（『新聞ダイジェスト』）

政教分離をめぐる最高裁大法廷の判決
事件名 概要 判断

津地鎮祭訴訟
（1977 年）

津市が市立体育館の起工式で神式の
地鎮祭を行い、市費を投じたことに
ついて市議が市長を訴えた裁判

合憲
（5人は違憲）

殉職自衛官合祀訴訟
（1988 年）

殉職した自衛官が山口県護国神社に
合祀され、クリスチャンの遺族が国
を訴えた裁判

合憲
（1人は違憲）

愛媛玉串料訴訟
（1997 年）

愛媛県知事が県費で靖国神社に玉串
料を納めたことについて、住民が県
知事らを訴えた裁判

違憲
（2人は合憲）

空
そら
知
ち
太
ぶと
神社訴訟
（2010 年）

北海道砂川市が空知太神社に市有地
を無償で使わせたことについて、住
民が市長を訴えた裁判

違憲
1 人は合憲、　 　
4人は判断示さず

富平神社訴訟
（2010 年）

砂川市が神社のある市有地を町内会
に無償譲与したことについて、住民
が市長を訴えた裁判

合憲
（全員一致）

孔子廟訴訟
（2021 年）

那覇市が孔子廟に土地を無償で使わ
せていることについて、住民が市長
を訴えた裁判

違憲
（1人は合憲）

（ ）

付図・付表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国民から選ばれた検察審査員が、検察官による不起訴

処分が妥当かどうかを審査するために設けられた制度。
対象となるのは、内乱罪と独占禁止法違反の罪を除く刑
事事件であり、犯罪被害者や告訴人の不服申立てを受け
て審査するが、申立てがなくても審査することができる。
審査の後に「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の 3つ
のいずれかの議決を行う。2009 年 5月に起訴議決制度が
導入され、議決に拘束力が生じるようになり、「起訴相当」
の議決をした後、検察官が不起訴処分とした場合は再審
査となり、そこで「起訴議決」がされると、裁判所が選ん
だ弁護士が検察役となって強制的に起訴されることと
なった。なお、検察審査会は全国の地方裁判所及び地方
裁判所支部に置かれ、有権者の中からくじで選考された
11人で構成される。構成員の任期は 6か月で、3か月ご
とに 5～ 6人ずつ入れ替わることになっている。

●近年成立した主な法律
法律名 内　容

改正労働基準法
（2020 年 4 月施行）

働き手が未払い賃金をさかのぼって会社に請求できる期間を当面 3年に延ばす改正内容。
施行日の 4月 1日に支払われる賃金から適用され、実際に 2年を超えてさかのぼって請求
できるのは2022年 4月以降となる。同じく4月 1日施行の改正民法で、金銭をさかのぼっ
て請求できる期間が「原則 5年」に統一されるのに合わせた見直しで、請求できる期間が
延びると、働き手はより多くの未払い賃金を請求できる。従来の民法では賃金請求権の時
効は1年だったが、労働者を守るために民法に優先するルールとして労基法の規定で「2年」
と定めた経緯がある。今回の見直しでは、民法が 5年に延長されたのに対し、労基法の規
定は 1年しか延長されず、働き手を守るためにある労基法で定めた期間が民法より短くな
ることになる。

改正卸売市場法
（2020 年 6 月施行）

青果物や水産物などの取引を担う卸売業者と仲卸売業者の健全な運営、生産や流通の円滑
化を図るために改正された。産地と消費者の直接取引やネット取引の拡大などで縮小傾向
が続く市場取引の底上げを図る。改正法により、食材を広域で流通させる中核拠点である
中央卸売市場を民間でも開設できるようになり、運営コストの低下につなげられる。卸売
業者は仲卸を通さずにスーパーなどに直接販売できるようになった。一方、仲卸は卸を介
さず、産地から直接仕入れることができるようになる。

改正外為法
（2020 年 5 月施行）

海外投資家による日本企業への投資を規制する内容で、安全保障上の観点から重要な株を
外資が取得する場合、政府への事前届け出を投資家に義務付けているが、その基準につい
て持株比率の 10 ％以上から 1％以上に厳格化した。日本にとって、重要な技術の海外流
出を防ぐことを狙いとしている。

改正独占禁止法
（2020 年 12 月施行）

入札の談合やカルテルなどの違反行為を自主申告した企業への課徴金について、公正取引
委員会の調査への協力度合いに応じて減免幅を拡大する内容。現行でも公正取引委員会の
調査開始前に、最初に自主申告した企業の課徴金は全額免除されるが、2番目以降につい
ても新たに申告順で 20～ 5 ％減免され、重要な証拠を出すなど調査への貢献度が大きけ
れば、最大で 40％減免する。

スーパーシティ法
（改正国家戦略特区法、2020
年 9 月施行）

人工知能やビッグデータを活用して、社会の在り方を根本から変える最先端都市づくりを
目指す「スーパーシティ」構想を実現するための内容。特区制度を活用して、車の自動走
行やキャッシュレス決済、ドローン配送、遠隔医療などを推進するため、都市間でバラバ
ラなシステムの乱立を防止し、相互連携を強化する。自治体の提案に基づき、複数の省庁
にまたがるものについては、首相が担当大臣に規制改革などの検討を要請することになっ
ている。

●検察審査会の審査の仕組み
第1段階の審査

起訴相当の議決
（11人中8人以上の多数）

起訴議決
（11人中8人以上の多数）

検察官が不起訴
又は

3か月以内に起訴せず

不起訴
不当

（過半数）

不起訴
相当

（過半数）

起訴議決に
至らず

第2段階の審査

起訴

…弁護士から助言が得られる

…
弁護士から助言を得るこ
とが必要。
検察官からも意見を聴く
必要。

…裁判所が指定した　弁護士が行う。
（『朝日キーワード就職』）

巻 末 資 料

政治・行政事情②

マイナンバー制度 社会保障・税番号制度のことで、住民票を持つ人に 12桁の番号を割り当て
デジタル改革関連法 デジタル社会形成基本法などからなり、デジタル社会の基本的枠組みを規定
夫婦同姓合憲判決 社会情勢の変化を考慮しても民法などの夫婦別姓を認めない規定を合憲と判断

し、制度設計は国会で判断する事柄とする判決
孔子廟土地代免除違憲判決 特定の宗教を援助したと評価されてもやむを得ないとして政教分離に違反
同性カップル間内縁関係成立判決 婚姻に準じた事実婚を法的保護の対象と認める判決

1 マイナンバー制度とデジタル改革関連法 地 市 最　新 !!

（1）マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）
①制度の概要
マイナンバーは、日本に住んでいる人全員に割り当てられる 12 桁の番号。住民票をもとに
発行されるため、住民票を持つ人には国籍にかかわらずマイナンバーが割り当てられる。マイ
ナンバーカード（個人番号カード）は希望者に無料で交布される顔写真付きの IC カードで、氏
名、住所、生年月日なども示され、身分証明書として使える。税金や社会保障手続きなどで利
用されているが、2021 年 10 月からは健康保険証として利用できるようになり、2022 年度中
にスマートフォンへの搭載を可能にする。2024 年度末には運転免許証との一体化も予定され
ている。カード交付率は 2021 年 12 月時点で 40 ％ほどであり、2022 年 1 月からマイナポイ
ント第 2弾を実施し、最大 2万円のポイントを付与するなど普及率の上昇を図っている。
※マイナポータル……マイナンバーカードを使うことで、行政手続など様々なサービスをいつでもどこでも安
全に利用できる政府運営のオンラインサービス。2022 年度を目途に健康診断結果の確認が可能になる。

②情報の保護
マイナンバー制度では、個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年
金事務所、地方税の情報は市区町村といったように分散して管理する。また、行政機関の間で
情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにし、通
信の際には暗号化も行っている。

（2）デジタル改革関連法（2021 年 5月成立）
デジタル庁設置法やデジタル社会形成基本法などからなり、
流通するデータの多様化・大容量化の進展に対応するとともに、
行政システムの統一を図り、国民の利便性向上などを目的とす
る。IT基本法を廃止して成立したデジタル社会形成基本法では、
デジタル社会の基本的枠組みを明らかにし、これに基づく施策
を推進するとして、IT 基本本部も廃止した。預貯金口座登録法
では、マイナンバーと預貯金口座のひも付けを可能にし、災害
時の迅速な現金給付などができるようにした。
※ 2 , 000 個問題……日本の個人情報保護に関する法令は、国、47都道府県、
1,718 市町村と東京 23 区、民間事業者など情報を取り扱う主体ごとに異
なり、その数が約 2,000 に上る問題。

（3）デジタル手続法（2020 年 12 月施行）
行政手続きを原則オンラインで行うことで利用者の利便性を
高め、行政サービスの効率化を図ることを目的とする法律。主
な内容は、①行政手続きをオンラインで完結させる、②一度提
出した情報の再提出を不要とする、③民間と行政手続きを一括化する、の 3原則からなる。

デジタル改革関連法でどう変わる？

（『新聞ダイジェスト』）

国家一般（行政専門）

86%的中！！
地 方 上 級

66%的中！！

昨年度 時事蔵

「時事蔵」のご紹介

昨年試験で出題された
分野については、
職種も明記 !

理解を進化・深化させる
ことで超難問の得点可能性
も大幅上昇。 論作文の
筆致や面接試験の応答
も余裕でレベルアップ。

受講生限定テキスト

 Key word で重要語句をインプット !

政治・経済・社会・etc の出題トレンドを
詳細に解説 !　出題が予想される
時事トピックをピンポイントで攻略 !

予想問題で実践力を強化。
充実の解説で応用力もアップ !

解説のある本文ページ
が明示されているので、
ソッコーで見直しが可能。

重要語句の内容・現状・
背景事情を把握し、
確実に理解。

巻末資料まで理解できれば、
難関専門試験にも対応可能 !

1 点を争う公務員試験において、
得点の積み増しを狙うなら時事対策です !!

でも、毎日ネットや新聞で
ニュースを拾うのはたいへん……。

❶ 本文を読んで、ここ１年の日本や世界のさまざまな動向を理解する
　

❷ その理解が筆記試験での得点につながる
　

❸ 論作文試験や人物試験での説得力が増す

時事蔵を使えば、コンパクトかつ
効果的に時事対策を行うことができます。

これらの力を一体的に身につけるための
工夫の数々を、テキストを手にとって

確認してください。

これらの力を一体的に身につけるための
工夫の数々を、テキストを手にとって

確認してください。

付図・付表では、本文で取り扱った内容をより理解しやすくするための　
補足資料・図表をたくさん掲載しています。
本文の延長線上にある論点にまで踏み込んで、体系的に知識を定着させる
ことができます。　

巻末資料は、最近、成立またはおおきく改正された法律、
重要判例のまとめ、ここ１年間の日本国内や

世界で起きた出来事など、すこしマニアックな論点、
専門試験向けの内容を中心にまとめています。

付図・付表と巻末資料は、
東京アカデミーの公務員時事対策の
集合知ともいえるページです。

付図・付表で補足事項に
まで踏み込んで確認。

ほかの
テキストは
必要なし！


