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１．主権者意識を高めるワーク 

主権者意識を高めるためのワークを紹介します。 
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１．主権者意識を高めるワーク 

(１) 1票の価値 

項目 指導内容 

１ 
狙い 
 ／成果 

• 若者が投票する意義を考えるために、税金に着目する。 
• 選挙の結果、選ばれた政治家が、私たち（ないしはご家族の）の治める税

金の使い道を決めることを説明したうえで、その金額が一人当たりいくら
くらいになるかを確認する。 

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク 

３ 準備物 
• 作業指示や計算結果を掲示するための黒板、ホワイトボードないしはPC／

プロジェクタ 

４ 所要時間 
• 10分 

【実践５分 ／ 解説５分】 

５ 進め方 

① 地方自治、二元代表制を説明した後、予算策定（首長）、予算承認（議会）と、
政治家が税金の使い道を決めていることを説明する 

② 政治家は選挙を通じて選ばれるため、私たちが投票を通じて間接的（「案を作
る人（首長）」、「案を決める人（政治家）」に予算の使途を決めていること
を説明する 

③ 自治体の年間予算を人口で割ることで、1票の持つ金銭的な価値を共有する 
④ また、使途を分野別に比較することでどのようなことに多くのお金が使われて

いるのかを共有する 
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 展開例 

(１) 1票の価値 

 選挙の意味を私たちの知っている尺度で推し量るために、金銭的な価値を考えてみま

す 

 私たちが選挙を通じて選んだ政治家が、私たちが治める税金を基に予算を決定し、私

たちの生活に必要な行政サービス（例えば、身近なところだと教育や消防、警察等が該

当します）を行っています。 

 つまり、私たちは選挙（投票）を通して、間接的に予算の決め方を決めていることになり

ます。 

 では、この予算、1票の当たりの価値はどの程度になるかを確認しましょう。 

説明・導入 

１．主権者意識を高めるワーク 
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 展開例 

(１) 1票の価値 

 ○○（自治体名）の人口は、××人です。そして、年間予算は△△億円です。 

 年間予算を人口で割ることで、1人当たりに使われる予算の規模がわかります。 

 実際に、○○（自治体名）の1人当たりの予算の大きさを計算してみましょう。 

 自治体の人口（未成年者除く）≒有権者ですので、1票の価値は先ほどの割り算よりも

もう少し大きくなります。 

活 動 

実践のヒント 
1. 自治体の人口や予算は当該団体のwebサイトに掲載されています。 
2. 毎年、4月等の新年度になると、自治体の広報誌のその年の予算（当初予算）に関する記事が掲

載され、上記と同様の計算がされていることがあります。 
3. 予算は、当初予算と補正予算がありますが、進行を円滑するため当初予算を使用することを前提

としています。 

１．主権者意識を高めるワーク 
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 展開例 
(１) 1票の価値 

 私たちが間接的に使い道を決めてる予算は、1年間で1人当たり■■万円になります。 

 地方自治体において、首長、議会議員共に任期は4年間ですので、1票は4年分の予

算の使い道を決めているともいえます。 

 そうすると、1票の価値は、【1人当たり年間予算×４（年間）】万円といえそうです。 

 この金額だけでも大きな金額ですが、これをお家（ご家庭）の単位で考えてみるとどうで

しょうか。 

 皆さんのご家庭で、これだけの金額の買い物をするときに、どうやって買うものを決めます

か？インターネットや雑誌、口コミなどで情報を集めたり、実際にお店で商品を試してみ

たり、いろいろなことをされるかもしれません。 

 選挙についても使える方法があれば、ぜひ採用してみましょう 

まとめ・振り返り 

１．主権者意識を高めるワーク 
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 熊本県の平成27年度一般会計の当初予算は、約7538億円 
 平成27年4月1日時点の熊本県の人口は1,786,960人であり、 
    人口一人当たりの予算額は 421,834円 となる。 

 

 ⇒ 4年間だと、1人あたり 約１６９万円 になります 

熊本県 平成27年度一般会計当初予算 

資料イメージ 「1票の値段（熊本県_平成27年度版）」  
 ※熊本県WEBサイトに掲載された情報から作成 

１．主権者意識を高めるワーク 
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 埼玉県の平成27年度一般会計の当初予算は、1,828,998百万円 
 平成27年4月1日時点の人口7,242,442人であり、 
    人口一人当たりの予算額は 252,539円 となる。 

 

 ⇒ 4年間だと、1人あたり 約１０１万円 になります 

埼玉県 平成27年度一般会計当初予算 

教育費 
29% 

民生費 
17% 

公債費 
15% 

警察費 
8% 

土木費 
6% 

総務費 
5% 

衛生費 
4% 

教育費 

民生費 

公債費 

警察費 

土木費 

総務費 

衛生費 

農林水産業費 

その他 

資料イメージ 「1票の値段」  
 ※埼玉県知事選挙において作成したもの（埼玉県WEBサイトに掲載された情報から作成） 

１．主権者意識を高めるワーク 
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２．選挙への臨み方を考える 
  ワーク 

主体的に選挙に参加するための行動の仕方を学ぶ際に役立つワー

クを紹介します 
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２．選挙への臨み方を考えるワーク 

(１) 投票ゲーム（情報の大切さ） 

項目 指導内容 

１ 狙い／成果 

• 模擬選挙にあたって、なぜマニフェストや選挙公報、候補者の演説
などを検討するのかを身近なレベルでの体得を通じて学ぶこと 
 

• 主権者として主体的に地域づくりに参加していくために、必要な情
報を集め、検討したうえで投票先を選ぶ必要があることを学ぶこと 

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク 

３ 準備物 
• 特になし 
• 効果を強調するために、板書、PC(投影）等の活用も考えられる 

４ 所要時間 
• ５分 

【実践３分 ／ 解説２分】 

５ 進め方 
① ルール説明 
② 実施 
③ 振返り、実際の場面で考えられる事象の紹介 
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 質問は禁止です 

 隣の人を見ないで、実施してください 

 これから示す項目について、賛成、反対のいずれかに挙手（投票）してください 

 ルール 

 指示内容 

 宿題 ① 

 昼休み ② 

 解説用（全員が投票した後に、「皆さんが投票したのはこの内容でした」と伝える） 

 今日は宿題を半分にします ① 

 今日は昼休みを半分にします ② 

(１) 投票ゲーム（情報の大切さ） 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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ポイント 

民主主義では自分たちの投票で 

ルールが決まるが、キーワードだけ 

で判断すると思わぬ結果が生まれ 

ること 

(１) 投票ゲーム（情報の大切さ） 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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選挙に関する情報の調べ方 

名称 URL 掲載されている内容 

候補者のwebサイト • 候補者のプロフィール、政策 
• 選挙活動の様子 

選挙管理委員会 https://www.pref.kumamoto.j
p/gikai/hpkiji/pub/List.aspx?c
_id=3&class_set_id=2&class_id
=5006 

• 選挙期日 
• （選挙公報） 等 

選挙情報のまとめサイト 

Yahoo!みんなの政治 

http://seiji.yahoo.co.jp/ • 国政を中心とした政治ニュースの配信、
電子投票、国会議員の動静 等 

選挙情報のまとめサイト 

選挙ドットコム 

http://go2senkyo.com/ • 各種選挙に関する情報 

選挙情報のまとめサイト 

政治山 

http://seijiyama.jp/ • 各種選挙に関する情報 

検索サイト 

Google（ニュース検索） 

http://www.google.co.jp/ • 新聞、雑誌記事の検索 

e-みらせん 
（政治家動画） 

http://e-mirasen.jp/ • 特定のテーマ（重視したい政策 等）
に関する候補者の動画集 

政策情報 

マニフェストスイッチ 

http://www.manifestojapan.c
om/ 

• 候補者のマニフェスト及び注力分野の
グラフなどの掲載 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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(２) マニフェスト・ゲーム 

項目 指導内容 

１ 狙い／成果 

• マニフェストとはどういったものであるかのイメージを体験を通し
て学ぶ 
 

• 学習した知識（マニフェストのイメージ）は、市民の立場からマニ
フェストをどのように評価・活用していくかを考える際の基礎知識
とする 

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク 

３ 準備物 
• 作業指示を掲示するための黒板・ホワイトボードもしくは投影する

ためのPC／プロジェクタ 
• 長方形の用紙（2枚／人） 

４ 所要時間 
• 1５分 

【進行方法説明：３分 ／ 実践７分 ／ 解説5分】 

５ 進め方 

① ルール説明、用紙配布 
② 指示内容（簡略版）に則り、ワーク（図形作成）を実施 
③ 指示内容（詳細版）に則り、再度ワーク（図形作成）を実施 
④ ゲームのポイント、実際のイメージを用いた解説 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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 質問は禁止です 

 隣の人を見ないで、実施してください 

 今から出す5つの指示の後、みなが同じ図形を完成させること を目指します 

 ルール 

 指示内容 

 折ってください ① 

 右の方を破ってください ② 

 片方だけ残してください ③ 

 斜めに破ってください ④ 

 広げてください ⑤ 

(２) マニフェスト・ゲーム 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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 指示内容 ＜修正例＞ 

 長方形の長い辺がぴったりくっつくように 
 真ん中で折ってください 

① 

 折ったまま､長い辺の右から５ｃｍのところ 
 からまっすぐ右の方を破ってください 

② 

 大きな方を片方だけ残してください ③ 

 対角線に沿って斜めに破ってください ④ 

 広げてください ⑤ 

(２) マニフェスト・ゲーム 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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ポイント 

指示内容（＝何をするか）が、 

具体的に、 

はっきりと 

示されたこと 

(２) マニフェスト・ゲーム 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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従来の選挙公約 マニフェスト 

教育環境を整備し、 
教育日本一の街を実現します 

公約に沿う政策を 
準備します 

学習環境の整備が第一と考
え、任期中に校舎の耐震化を
完了する案を用意しました 

耐震化も重要なテーマ
だが、少人数教育など
を行いたいのに・・ 

教育日本一の街となるために、 
段階的に少人数教育を導入、 
４年間で全小中学校で実施します 

詳細な実現案を 
検討します 

大きく３つの実現方法があります。 
①地域ボランティアの活用・・・ 
②コミュニティ・スクール・・・ 
③○○政策の代わりに実施・・・ 

実施時期などは、どのような 
可能性があるか・・・ 

市長と職員を市長と有権者と置き換えてみたとき、どのようなことが起きるでしょうか？ 

市長 職員 市長 職員 

(２) マニフェスト・ゲーム 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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(３) 投票基準（私のモノサシ）をみつけよう 

項目 指導内容 

１ 狙い／成果 

• 投票先を決める際に絶対的に正しい方法があるわけではなく、多様
な価値観、考え方を基に投票がなされていることを知る 
 

• 有権者が実際に用いた投票基準（モノサシ）を素材に、自分自身に
適した投票基準を作成し、より主体的な投票を行えるようになる 

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク 

３ 準備物 
• 有権者が記入したワークシート 
• 未記入のワークシート 

４ 所要時間 
• 1５分 

【進行方法説明：３分 ／ 実践７分 ／ 解説5分】 

５ 進め方 

① 有権者が記入したワークシートの配布 
② 有権者が記入したワークシートを読み込む 

※参考資料のように、有権者が作成したワークシートを分類するの
も生徒たちが多様な考え方を知り、広い視野で考えるきっかけを与
えるのに有効です 

③ 有権有権者が記入したワークシートを基に、マニフェストや選挙公
報を分析する 

④ 未記入のワークシートに自分自身のモノサシを作成する 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

です 

手順 

 ××× 

 ××× 

Point 

ご所属： 
お名前： 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
(３)投票基準（私のモノサシ）をみつけよう 



ご所属： 
お名前： 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

です 

手順 

 ××× 

 ××× 

Point 

「1点重視」、「選択と集中」、「消去法
大作戦」など、投票基準の特徴をとらえ
たネーミングを考えてみましょう 

【例１】 
 とにかく、特定分野の政策優先（私の場合は環境政策） 

 その中でも、再生可能エネルギーをどれくらい重視して
いるかを検討 

【例２】 
① 自分自身が重視したい「○○」「○○」の分野の発言内容を

比較 
② それぞれの政策の具体性を検討 
 

など、実際にご自身の選び方ポイントになる事項を記載ください 
※今回は、どの分野の政策を重視するかよりも、「政策比較をする際の手
法」にどのようなものがあるかに焦点をおいて紹介できればと思いま

す。記載時には例１のように、ご配慮いただけますと幸いです。 

① マニフェストの中で、重視する政策の記載があるか
どうかを確認する 

② 記載があった場合、内容を検討し、自分自身の望ま
しい取り組みであるかどうかを比較する 

③ 政策の具体性・実現可能性を検討する 
 

など、モノサシの具体的な使用方法・手順をご教示ください 

２．選挙への臨み方を考えるワーク 
(３)投票基準（私のモノサシ）をみつけよう 
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【参考】埼玉県知事選挙時に 
収集した私のモノサシ 
（投票基準） 

投票基準の例として、過去に埼玉県知事選挙に際して収集したモノサシ

（投票基準）と一部のモノサシを使った分類例を掲載します。新たにモノ

サシを収集することが難しい場合などに適宜ご使用ください。 

提供：クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス 中川貴代志教諭、 

   埼玉ローカル・マニフェスト推進ネットワーク 
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検討する政策の
対象範囲が広い 

検討する政策の
対象範囲が狭い 

検討内容が浅い 
（一般的な目線での検討） 

検討内容が深い 
（専門的な検討） 

A 

B 

E D 

C 

【参考事例】私のモノサシマッピング例（検討範囲×検討の深度） 

選挙にかけることのできる時間や情報が限られている中で、 
様々な選び方が存在しています 
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政策以外の要素
も踏まえて判断 

政策のみで判断 

特定の情報源から
の情報で判断 

多様な情報源から
情報を集めて判断 

E 

B 

A D 

C 

選挙にかけることのできる時間や情報が限られている中で、 
様々な選び方が存在しています 

【参考事例】私のモノサシマッピング例（情報源×検討要素） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

A．安心感と身近さ 
です 

手順 

１．政治を任せてよい人物かを検討して選択する 
２．自分たち若者向けの政策の内容を比較して選択する 
 

※教育政策や雇用政策など自分の将来に関わることを重視してくれ 
 るかをマニフェストなどで比較して投票先を決めています。 

 
 
 

１．候補者が政治を任せられる人物像・人柄かを確認する。 
 ※活動実績を調べる、演説などで政治家を見る。 
２．マニフェストの内容が自分が望んでいる内容(養育や雇用など) 
  か確認、それが現実的に実現可能かも検討する。 

 
 
 
 

Point 

大学生 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

B．消去⇒比較 
です 

手順 

１．自分と相容れない考えの候補者を消去してからじっくり政策比 
  較します。 

１．その選挙の争点、または重要だと考える政策について、自分と 
  考えの違う候補者をまず選択肢から外します。 
２．残った候補者についてその他の政策を比較し自分と一番考えが 
  近しいであろう候補者を選びます。 

Point 

子育て世代 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

C．付け焼刃 
です 

手順 

１．争点に対する方向性が自分と一致しているか 
２．自分の重視している政策に力を入れているか、具体的か、 
  過去の実績はどうか、といった観点での検討 

１．選挙や政策に関するまとめサイト（web）で重視する争点に対 
  する方針を確認（賛成 or 反対） 
２．自分が気に係る課題への取組みを、政党のwebサイトなどで 
  ざっくりとみる 

Point 

20代社会人 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

D．選択と集中 
です 

手順 

１．全ての政策を等しく扱うのではなく、重視する政策分野を決め 
  て、その分野での比較結果を基に、投票先を決めていきます 
２．ただし、政策分野の中には、この事柄だけは認められない、と 
  いうものがあるため、その内容（基準）を守っているマニフェ  
  ストの中で上記比較を行い、投票先を決めています 

１．メディアでの報道内容を確認し、対象の選挙での自身の重視す 
  る政策を決める 
２．「マニフェスト」や「報道内容」をもとに、各候補者の考え 
  方・政策を整理する 
３．「嘘つき」には投票したくないので、過去の言動や、公開討論 
  会での発言内容などをみて、候補者の人柄に関する情報も集
め、 
  最終的に判断する 

Point 

市民活動 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

E. バランス重視 
です 

手順 

１．政策について、自分が共感できるものがどれだけあるかで検討 
  する。 
２．合致するものもしないものも、併せて検討し、バランス 
  を見て決定する。 

 
１．ポスターを見て、HPを検索して、名前を覚える 
２．選挙公報を確認する 
３．政策に関する考えを知る 
４．政策のバランスを見て決定 

Point 

市議会議員 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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【参考】私のモノサシ（投票基準） 

私の投票基準を一言でいうと・・・ 

F. ポイント集計型 
です 

手順 

１．自分の主義主張にできるだけ近い政策を選びたい 
２．効率的（時間短縮）がしたい 
３．問題のある候補者は避けたい 

１．各候補者のマニフェストの中から、良いと思う項目をピック   
  アップする 
２．良いと思う項目（ポイント）が最も多い候補者を選ぶ 
３．選んだ候補者の主張に問題が無いかを調べる 

Point 

教員 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

G. 目的優先型 
です 

手順 

１．いまの世の中をつくっている人は、いまの世の中をつく 
  っている人に有利な制度やルールを維持したりつくっ   
  たりすることが多い。 
２．これから新たに社会人になったり、実力をつけていく人 
  たちが制度やルールを作りやすい政治環境を作る 

１．現職と新人の立候補者の政策や人柄を比較する 
２．新人の政策や人柄がよほどひどいものでないかぎりは、 
  現職の政治家に投票しないようにする 

Point 

【参考】私のモノサシ（投票基準） 研究所職員 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

H．消去法 
です 

手順 

１．自分の関心のある分野（社会保障、福祉）については、差がつ 
  かないことが多い。だから「これはしてほしくないな」という 
  政策をやろうとしている候補は選ばないようにしています。 

 
１．各候補のマニフェストを集める（告示後の選挙公報も参考に） 
２．社会保障、福祉分野で言及している内容を確認 
 ※「医療費を適正化」など削減方向の政策を訴えている場合は× 
３．国政の与党との距離をはかる。 
 ※安保法制の必要性を訴えたり、憲法改正を訴えたりしている候 
  補者は× 
 

Point 

新聞社記者 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

I．政策隠れ蓑 
です 

手順 

１．政策が自分と近かったからと建前上公言するが、実際は候補者 
  や所属政党等との繋がりで選択。 

１．政策比較をする上で、選挙公報や政策ビラ等は一通り目を通
す。 
２．その上で、余程の政策的な隔たりが無ければ、自分の置かれて 
  いる状況や候補者等との関係で投票。 

Point 

市議会議員 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

J．信用できる人に同調 
です 

手順 

１．こんな基準で決めたこともあるという一例として挙げました。 
２．プライベートや仕事の付き合いで、特にお世話になっている人 
  が支持する人に投票。 

１．プライベートや仕事の付き合いでお世話になっている人で自分  
  がとても信用している人がいます。その人が支持する人なので  
  間違いがない。 
２．候補者の選挙の手伝いをする中で、候補者の人柄や熱意・政策   
  を素晴らしいと感じるようになった。 
※ 普段お世話になっている人への義理立ての気持ちも少しはあっ 
  たと思います。 

Point 

子育て世代 【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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私の投票基準を一言でいうと・・・ 

K. 総合力のある人間かどうか 
です 

手順 

１．日頃から（選挙の時だけはダメ）街頭などで「自分の言葉」で 
 「自分の政策」を訴えているか 
２．積極的に政治活動をオープンにしたり、独自のテーマ・政策や 
  優先順位を出しているか 
３．ビラやホームページの政策が共感でき、自分の考えに近いか 

１．政党をチェック（コロコロ変えていないかもチェックする） 
２．日頃の街頭活動をチェックする 
３．政策ビラ、ホームページ、選挙公報の内容をチェック 

Point 

シンクタンク 
職員 

【参考】私のモノサシ（投票基準） 
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３．選挙制度の基本的な事柄を 
  学ぶワーク 

模擬選挙の実施をきっかけとして、選挙に関する基本的な事柄に

関する知識の定着を図るワークを紹介します。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 

項目 指導内容 

１ 狙い／成果 • 模擬選挙にあたって、選挙の基本的な原則や制度について学ぶこと 

２ 実施形態 • 個人ワーク 

３ 準備物 • ワークシート 

４ 所要時間 • １５分 

５ 進め方 
① ワークシート配布、導入 
② 実施、答え合わせ 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 

基本原則 内容 

１．     選挙 • 一定の年齢に達した国民に選挙権・被選挙権を認める制度 

２．     選挙 • 票の価値が等しい、一人１票の選挙制度 

３．     選挙 
• 投票の自由を確保するために、投票者の使命を記入しないで

投票すること 

４．     選挙 • 選挙人が直接選挙人に投票する制度 

１．選挙の基本原則について、下の語群から最も適合する語句を選んで空欄を埋めてく
ださい 

秘密 ／ 普通 ／ 直接 ／ 平等 



40 

３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 

２．日本における参政権の拡大について、下の語群から最も適合する語句を選んで空
欄を埋めてください 

男女 ／ 一定納税額 ／ 男子 ／ 制限 

 大日本帝国憲法が制定された際の選挙制度は、 

１．     選挙であり、投票権を与えられたのは、25歳以上の

男子で ２．      以上の者だけでした。 

 その後、1925年に ３．    の普通選挙制度が、1945年に 

４．      の普通選挙制度が導入されました。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 
３．選挙区制度について、下の語群から最も適合する語句を選んで空欄を埋めてください 

 選挙制度には、選挙区内の立候補者の中での得票数の多さで当選者を決定する 

１．     選挙と、政党の得票数に比例して議席が配分される 

２．     選挙があります。 

 選挙区選挙は、一選挙区から一人の議員を選出する ３．     制と複数の

議員を選出する ４．      制に分けられます。 

 小選挙区制では、選挙区内で最も多くの票数を集めたものが当選するため、幅広く支

持を集める大政党に有利に働き、 ５．      制になる傾向にあります。また、

小選挙区制では、議席の過半数を占める政党の出現が容易になるため、安定した政権

が生まれやすく、同時に政権交代が生じやすくなると言われています。 

 一方、比例代表制では、少数政党でも議席獲得の可能性が高くなるため、 

６．      制になる傾向にあります。選挙民の政党支持の分布がそのまま議席

に反映されるため、７．    が減り、社会の多様な利害が議会に反映されるように

なる半面、 ８．    政権が生まれやすく政治が不安定化すると言われています。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 

選挙区 ／ 重複立候補 ／ 大選挙区 ／ 多党 ／ 
 比例代表 ／ 拘束 ／ 二大政党 ／ 連立 ／  
１つの選挙区 ／ 非拘束名簿式比例 ／ 死票 ／ 

 小選挙区 ／ 小選挙区比例代表並立 

日本の選挙制度は、衆議院は小選挙区と全国11ブロック単位の比例代表制とを組み

合わせた ９．         制であり、参議院は全国を単位とする 

１０．         代表制と原則として都道府県を単位とする選挙区選出制

度が並立しています。なお、衆議院と参議院の選挙制度では、 １１．      を

衆議院では認めている点や、比例代表の選挙区において全国を11に分けるブロック制を

採用している衆議院、全国を １２．       としている参議院であるといった

点、比例代表選挙において １３．    名簿式を採用している衆議院、非拘束名

簿式を採用している参議院といった違いがあります。 

３．選挙区制度について、下の語群から最も適合する語句を選んで空欄を埋めてください 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 

政党 ／ 大衆 ／ 利益集団 ／ 包括 ／ 名望家 

 政党とは、政治的な主義・主張の近い人々が集まって政権の獲得や自分たちの政策

の実現を目指すための政治活動を行う集団です。制限選挙下では有力者からなる 

１．    政党が中心でしたが、選挙権の拡大に伴い ２．    政党が有力

になりました。その後、社会の発展に伴い、階級対立があいまいになる中で登場し、広く

国民全体を対象としているのが ３．     政党です。複数の政党が政策実現を

競い合う政治のことを ４．      政治といいます。 

 なお、政党に対して強い影響力を持ち、特定の利益の実現のために地域をこえて恒常

的に政治や行政に働きかける団体は ５．     （圧力団体）と呼ばれています。 

４．政党について、下の語群から最も適合する語句を選んで空欄を埋めてください 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう 

政治資金規正法 ／ 政治的無関心 ／ 事前運動 ／ 
政党助成法 ／ 一票の格差 ／ 政治献金 ／ 戸別訪問 

 都市部への人口集中を背景に、日本の選挙では １．     問題と呼ばれる

定数不均衡が永らく問題となっています。他にも、金権汚職事件の発生は、 

２．      の改正により政治資金の透明化が図られるようになり、 

３．      には一定の制限がかけられています。一方、これらの制限を補う形

で、 

４．      により政党は政党交付金が国庫から支払われるようになりました。 

また、選挙活動における違反は、公職選挙法によって規制されており、選挙期間前に選

挙運動を行う ５．     や、各家庭を訪問して投票を依頼する 

６．      の禁止などが定められている。 

日本の選挙における諸問題において近年特に深刻な問題とされているのが投票率が長

期低落傾向にあることであり、国民の ７．      への対応はマニフェストなどの

導入を促すこととなっている。 

５．選挙制度をめぐる諸問題について、下の語群から最も適合する語句を選び、空欄を埋
めてください 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(１) 選挙制度を知ろう（解答） 
１．選挙の基本原則 

１．普通  ２．平等  ３．秘密  ４．直接 

２．参政権の拡大 

１．制限  ２．一定納税額  ３．男子  ４．男女 

３．選挙区制度 

１．選挙区  ２．比例代表  ３．小選挙区  ４．大選挙区 
５．二大政党  ６．多党  ７．死票  ８．連立  ９．小選挙区
比例代表並立  １０．非拘束名簿式比例  １１．重複立候補 
１２．１つの選挙区  １３．拘束 

４．政党 

１．名望家  ２．大衆  ３．包括  ４．政党  ５．利益集団 

５．選挙制度をめぐる諸問題 

１．一票の格差  ２．政治資金規正法  ３．政治献金  ４．政党
助成法  ５．事前運動  ６．戸別訪問  ７．政治的無関心 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう 

項目 指導内容 

１ 狙い／成果 
• 生徒たちが、選挙において自分たちがやってよいこと、やってはい

けないことを学ぶこと 

２ 実施形態 • 個人ワーク 

３ 準備物 • ワークシート 

４ 所要時間 • １０分 

５ 進め方 
① ワークシート配布、導入 
② 実施、答え合わせ 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

選挙運動について述べた次の文章について、正しものには○を、誤っているものには×
を、解答欄に記入してください。 

(２) 選挙のルールを知ろう 

No. 問題文 解答欄 

１ 選挙権を持つのは18歳からである 

２ 選挙の投票日までに18歳になる人だけが選挙権を与えられる  

３ 
18歳及び19歳の有権者の投票の対象となる選挙は、国政選挙（衆議院議員総選挙、
参議院議員選挙）だけである 

４ 選挙運動は年齢に関係なく行うことができる 

５ 
部活動や塾、家族の予定などがあって投票日に投票に行けない場合でも、投票するこ
とができる 

６ 自宅に郵送されてきた投票所入場券をなくしてしまっても、投票することができる 

７ 
部活動のOBである卒業生からの求めに応じて、選挙運動のために部員の連絡先一覧
を提供してもよい 

８ 
17歳以下であっても、友人から誘われた場合は候補者の演説会の手伝いをすること
ができる 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

選挙運動について述べた次の文章について、正しものには○を、誤っているものには×
を、解答欄に記入してください。 

(２) 選挙のルールを知ろう 

No. 問題文 解答欄 

９ 18歳以上であれば、法律の範囲内で候補者の選挙運動を手伝うことができる 

１０ 
18歳以上であれば、選挙事務所で投票を依頼する電話掛けのアルバイトをすること
ができる 

１１ 
18歳以上であれば、候補者への投票を呼び掛けるビラを街頭で配るアルバイトを行
うことができる 

１２ 
18歳以上の生徒が選挙運動を手伝ったお礼に、ファミリーレストランで食事をごち
そうになったが、このことは問題がない 

１３ 
18歳以上の者は誰でも選挙期間中に電子メールで支援する候補者に対する投票依頼
をすることができる 

１４ 
18歳以上の者であったとしても、FacebookなどのSNSを用いて選挙運動をするこ
とはできない 

１５ 
18歳以上の者であれば、自分自身のblogに候補者や政党のポスターを掲示すること
ができる 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

選挙運動について述べた次の文章について、正しものには○を、誤っているものには×
を、解答欄に記入してください。 

(２) 選挙のルールを知ろう 

No. 問題文 解答欄 

１６ 
選挙権のない18歳以下の生徒でも他の生徒のtwitter上の選挙運動に該当するつぶや
きをリツイートすることができる 

１７ 
実際の選挙を題材にした模擬選挙の結果をfacebookやtwitterで公開することができ
る 

１８ 
自分自身が作った政治家（政党）を応援するポスターを学校内に掲示することができ
る 

１８ 
自分自身が作った政治家（政党）を応援するポスターを学校内に掲示することができ
る 

１９ 
選挙運動を禁じられた18歳未満の者でも、特定の候補者を当選させる目的でそれ以
外の候補者を落選させるための行動をすることができる 

２０ 
有権者として初めて迎える選挙。初めての選挙運動として、同じ有権者の同級生の自
宅を訪ねて選挙運動を行うこととした。このことに問題はない。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう（解答） 

①：○ ②：× 
 投票は、選挙権を有し、選挙人名簿に登録されている場合に行うことができます。 
選挙権は日本国民である年齢満18歳以上の者に与えられます。 
 満18歳以上であるかどうかの算定は、投票日時点において行うこととされています。満年齢では、生まれた年
の翌年の誕生日の前日に満1歳になるとされていることから、投票日の翌日に満18歳の誕生日である人まで選
挙権を持つことになります。 
 以上を踏まえて、①は正しく、②は投票日の翌日に18歳の誕生日を迎えるものが投票権を持つことになるの
で正しくないということになります。 
 なお、選挙人名簿への登録は、その市区町村において住民票が作成された日又は転入届を行った日から引
き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていることが必要となります。進学や就職などに伴い住所が変わる
場合などは、速やかに住民票を移すようにしましょう。 

出所：総務省、文部科学省『私たちが拓く
日本の未来』、2015年 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう（解答） 

③：× 
 投票権は、国政選挙、地方選挙の区別に関わらず、全ての選挙に対して付与されます。そのため、問題文は
投票権の対象を国政選挙のみに絞っているところが正しくありません。 
 

④：× 
 選挙運動を行うことができるのは、18歳以上の者に限られています。18歳未満の者同士で選挙運動が行わ
れることや、18歳未満の者が18歳以上の者に選挙運動を行うことは禁止されていますので、注意が必要です。
以上の理由から、問題文は正しくありません。 
 

⑤：○ 
 期日前投票の仕組みを用いることで、期日前投票所において投票することができます。投票日に予定がある
からと言って投票をあきらめてしまうのではなく、期日前投票をすることで、皆さんの意思を表明するようにしてくだ
さい。 
 

⑥：○ 
 投票所では、誤って二重に投票されることがないように、事前の本人確認が必要になっています。事前に郵送
される投票所入場券は、本人確認を円滑にするために発行されているものです。 
 したがって、紛失などにより、投票所入場券を持参できない場合は、投票所を訪れた際に生年月日や住所
等を用いて選挙人名簿と照合し、本人であることが確認できれば投票することができます。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう（解答） 

⑦：× 
 部活動などの連絡先一覧は、緊急時の連絡など、選挙とは異なる目的で作成されているものです。個人情
報の目的外利用にあたる可能性もありますので、名簿の提供はやめましょう。 
 

⑧：× 
 クイズの事例は、選挙運動に該当します。18歳未満者は選挙運動ができませんので、問題文のように演説会
を手伝うことはできません。 
 

⑨：○ 
 満年齢18歳以上の者は選挙運動を行うことができます。選挙運動に当たっては成人と同様に公職選挙法等
が定める法規に従う必要があります。 
 

⑩：× 
 電話で直接有権者に投票を依頼する行動は選挙運動に該当します。選挙運動の対価として報酬をもらうこ
とは禁じられているため、問題文は不適切です。 
 なお、選挙にあたって報酬を受け取ることができるのは、選挙運動用自動車のいわゆるうぐいす嬢や手話通訳
者などの一部の選挙運動員、選挙事務所内で事務作業に従事する選挙事務員、自動車運転やお茶くみ、
会場設営などの単純作業に従事する労務者のみとなっています。 
※労務者：指示をされて行う自動車の運転や演説会場の設営、手紙のあて名書きなど、自分自身の判断を伴わない単純労

働を行う者。なお、ビラ配りや連呼などの有権者に直接働きかける行為は、指示に従って行った場合でも労務とは
認められないので注意が必要です。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう（解答） 

⑪：× 
 候補者への投票を呼び掛けるチラシ（選挙運動用ビラ）を配ることは、他の者から指示されたとおりに機械的に
行ったとしても、一般的には選挙運動になります。公職選挙法では選挙運動の対価として報酬を得ることが禁
じられているため、問題文は不適当です。 
 

⑫：× 
 選挙運動の見返りに金品を贈ったり、飲食でもてなしたりすることは、公職選挙法に違反します。選挙運動の
お礼として提供されたものであれば、食事やサービスの価格の高低は問題にならないため注意が必要です。 
 

⑬：× 
 電子メールは基本的に受信者しか読むことができず、秘密性が高く不正が横行しがちであることなどから、電
子メールを利用した選挙運動ができるのは候補者本人と政党に限られています。問題文では、電子メールを用
いて選挙運動を行っているため適切ではありません。 
 

⑭：× 
 18歳以上の者であれば、Facebookやtwitter、LINEなどのwebサイト等を利用する方法による選挙運動を行
うことができます。ただし、webサイトを利用した選挙方法を行う場合、電子メールアドレスやその人に連絡するた
めに必要となる情報（twitterのユーザー名や返信用フォームのURL等）を表示することが義務付けられていま
す。虚偽の氏名や身分を表示した場合は罰せられるため注意が必要です。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう（解答） 

⑮：○ 
 blogもwebサイトの1つとして選挙運動に使用することが認められています。webサイトを用いて選挙運動を行う
際の主なルールは、「電子メールやアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡する際
に必要となる情報」を表示することです。そのため、電子メールアドレスや返信用フォーム等、何らかの連絡先を
表示しておけば、問題文のように自分自身のblogに候補者政党のポスターを掲示することができます。ただし、
blogに掲載したポスターなどの画像を印刷して配布や掲示を行うことは公職選挙法上の文書図画の頒布・掲
示の規制にあたることから認められません。 
 

⑯：× 
 一般的に選挙運動に該当するつぶやきをリツイートすることは選挙運動に該当する可能性が高いため、18歳
未満の生徒は注意する必要があります。なお、選挙運動に関する情報へのFacebookの「いいね」やtwitterの
「返信」は、直ちに選挙運動とみなされる可能性は低いですが、状況によっては選挙運動用文書の文書図画
の頒布とみなされる可能性もあります 
 

⑰：× 
 選挙期間中に、実際の候補者への投票として「模擬選挙」を行う場合、公職選挙法の禁じる人気投票にあ
たるとされています。そのため、選挙期間中は模擬選挙の結果を公表することができません。また、模擬選挙以
外の方法でも選挙期間に実際の候補者を対象に人気投票を行った場合は模擬選挙と同様に結果を公表で
きないことになりますので留意する必要があります。 
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３．選挙制度の基本的な事柄を学ぶワーク 

(２) 選挙のルールを知ろう（解答） 

⑱：× 
 ほとんどの選挙の場合、選挙運動用のポスターは、公営のポスター掲示上1か所につき1枚など、掲示にあたっ
てのルールが定められています。また、公立の学校などの国または地方公共団体が所有・管理する施設にはポ
スターを掲示することができません。 
 そのため、クイズの問題文にあるように選挙運動用のポスターを学校内に掲示することはほとんどの選挙におい
てできません。 
 

⑲：× 
 単に特定の候補者の落選のみを図る行為は選挙運動に該当しません。そのため、18歳未満の者の選挙運
動を禁じた公選法には抵触しません。しかし、特定の候補者を当選させるためにそれ以外の候補者の落選を図
る行為を行った場合は、事情が変わります。その場合には、特定の候補者以外の落選を図った行為が、特定
の候補者の当選のための行動とみなされ、選挙運動として捉えられることになります。 
 18歳未満の者は選挙運動を行うことが禁じられておりますので、問題文の問題のようなケースは不適切な行
動となります。 
 

⑳：× 
 問題文にあるように、相手の家を訪ね、投票依頼や特定の候補者のための落選運動を行うことは「戸別訪
問」として公職選挙法で禁じられています。これは、戸別訪問が買収などの違法行為の機会となって選挙の自
由や公正を害するおそれがあるためです。但し、商業施設や電車などでばったりとあった人にその場で選挙運動
を行うことは戸別訪問とはみなされず、法で規制されることはありません。 


