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[要点] 
(1) 内閣の仕事としては，①法律案や予算を作成して，国会に提出する，②外交に関

する事務を行い，外国と条約を結ぶ，③天皇の国事
こ く じ

行為
こ う い

に対する助言
じょげん

と承認
しょうにん

を行

う，④法律や予算を執行
しっこう

し，それに必要な政令
せいれい

を定める，などがある。 
(2) 公社の民営化

み ん えい か

や許認可
き ょ にん か

権を見直して規制
き せ い

緩和
か ん わ

が実施され，1府22省庁を1府12省庁に再

編統合するなど，行政
ぎょうせい

改革
かいかく

が行われている。おもな省庁としては，教育などの仕事を

行う文部科学省，以前の運輸省，建設省，国土庁，北海道開発庁をもとにして新設さ

れた国土交通省，国の予算の原案作成，税の徴収などの仕事を行う財務省
ざいむしょう

，国の対外

的な仕事を行う外務省，社会保障や，保健・衛生を担当する厚生労働省，自然の保全・

整備，公害規制を行う環境省などがある。 
 
 
[要点確認] 
(1) 内閣の仕事としては，①(   )や(   )を作成して，国会に提出する，②外交

に関する事務を行い，外国と(   )を結ぶ，③天皇の国事
こ く じ

行為
こ う い

に対する(   )
と(   )を行う，④法律や予算を執行

しっこう

し，それに必要な(   )を定める，など

がある。 

(2) 公社の(   )化や許認可
き ょ にん か

権を見直して(   )が実施され，1府22省庁を(   )に
再編統合するなど，(   )が行われている。おもな省庁としては，教育などの仕事

を行う(   )省，以前の運輸省，建設省，国土庁，北海道開発庁をもとにして新設

された(   )省，国の予算の原案作成，税の徴収などの仕事を行う(   )省，国の

対外的な仕事を行う(   )省，社会保障や，保健・衛生を担当する(   )省，自然

の保全・整備，公害規制を行う(   )省などがある。 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 内閣は，法律案や予算をつくって(   )に提出する。 
(2) 内閣は，外交に関する事務を行い，外国と(    )を結ぶ。 
(3) 法律で決められたことを実施するために，内閣が定めるきまりを何というか。 
(4) 内閣は，天皇の(   )に対して助言と承認をあたえる。 

[解答](1) 国会 (2) 条約 (3) 政令
せいれい

 (4) 国事行為 
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[問題] 
 次の各文の(  )に適語を入れよ。 
(1) 内閣は(A  )案や(B  )を作成して，国会に提出する。 
(2) 内閣は最高裁判所の長官を(A  )し，その他の裁判官を(B  )する。 
(3) 内閣は，天皇の国事行為に対する(A  )と(B  )を行う。 

(4) 内閣は，すでに刑を受けている者に対して，減刑
げんけい

や刑
けい

の執行
しっこう

を免
めん

除
じょ

する(   )
を決める。 

[解答](1)A 法律 B 予算 (2)A 指名
し め い

 B 任命
にんめい

 (3)A 助言
じょげん

 B 承認
しょうにん

 (4) 恩赦
おんしゃ

 
 
 
[問題] 
 次の仕事を担当している省を右図から選んで書け。 
(1) 教育や文化財保護などの仕事を行う。 
(2) 以前の運輸省，建設省，国土庁，北海道

開発庁をもとにして新設され，海上保安

や気象などの仕事や道路・河川などの公

共事業を行う。 

(3) 国の予算の原案作成，税の徴収や造幣
ぞうへい

な

どの仕事を行う。 
(4) 大使や公使の派遣や受け入れなど国の

対外的な仕事を行う。 
(5) 各行政機関の事務の調整や，他の省庁

に属しにくい仕事を担当している。 
(6) 年金などの社会保障や，保健・衛生な

どの仕事を行っている。 
(7) 自然の保全・整備，公害規制，リサイクル対策などの仕事を行っている。 
[解答](1) 文部科学省 (2) 国土交通省 (3) 財務省 (4) 外務省 (5) 総務省 (6) 厚生労

働省 (7) 環境省 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 行政機関で働く職員を(A  )という。(A)は全体の(B  )であって，一部の(B)

ではない。 
(2) 行政の仕事が拡大して，公務員の数や行政のための費用が増大し，国民の負担も

増えてきた。これに対して1980年代から公社の民営化など一連の改革が進められ

てきたが，この改革を何というか。 
(3) 2001 年 1 月から中央省庁はいくつの府と省庁に再編統合されたか。 
(4) (2)の一環として，たとえば米の販売を免許制から登録制にしたり，ガソリンスタンド

におけるセルフ方式の給油を認めたりするようになってきた。このような動きを何と

いうか。 

[解答](1)A 公務員 B 奉仕者
ほ う しし ゃ

 (2) 行政改革 (3) 1府12省庁 (4) 規制
き せ い

緩和
か ん わ

 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 社会が発展していくにつれて，行政の仕事も増えて複雑になり，行政機関の人員

や権限は年々大きくなっていく傾向がある。これを行政権の何というか。 
(2) 公務員を減らし，行政組織の(   )化をはかるため，2001年には中央省庁が，

それまでの1府22省庁から1府12省庁に再編成された。 
(3) 1980年代に，日本国有鉄道はJRに，電信電話公社はNTTに，専売公社はJTとし

て( X )化された。最近では，道路公団が(X)化され，さらに，2007年には郵政

事業の(X)化が行われた。 
(4) 規制緩和の例を1つ書け。 
(5) 現在の国家では，行政権の優越が見られるが，行政が適正に行われているかを監視す

る役目を持つ行政観察官制度の導入が望まれている。この行政観察官のことを外来語

で何というか。 

[解答](1) 行政権の肥大化
ひ だ い か

 (2) 簡素(スリム) (3) 民営 (4) 米の販売を免許制から登録

制にかえ，誰でも米の販売ができるようにした。 (5) オンブズマン 
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