
 

 
 

 

 
選挙関係法令を広くカバー 

○×問題＆違反事例・関連判例 
政治参加ナビ[編] 

  



 

この作品は横書きでレイアウトされています。 
ご覧になるデバイスにより、表示の差異が認められること

があります。 
 
一部の漢字が簡略字で表示されることがあります。 
 

  



 

本書の使い方 
選挙関係法令を広くカバーできるように、国の最高法規で

ある日本国憲法を筆頭に、公職選挙法（公選法）、政治資

金規正法、地方自治法の条文に沿った○×問題を用意。 
選挙と政治活動の疑問を調べたり、学習したりする場合、

次の「目次」に■で始まる項目を選ぶと、項目画面に移動

できます。項目画面の次の画面から○×問題を確認できま

す。○×問題の見方に関しては、下記「凡例」と、続く「○

×問題の読み方」をご覧下さい。 
凡例 

○×問題は、以下の形式で表示。 
【○×問 1】※1 
憲法で、天皇の国事行為の 1 つに…と規定する？ ※2 
天皇は、内閣の助言と承認により…と規定されている。 
※3 
【選挙区分】選挙一般 ※4 
【項目】天皇の国事行為（憲法関連） 
正答 × 
【根拠法令】憲法 7 条 4 号 ※5 
【関連判例】 ※6 
【罰則】  
【解説】本問は、選挙の公示に関する問題。 
【違反事例（または関連事例）】※7 
※1 問題番号。※2 問題の論点（問題文の要旨） 
※3 質問（問題文） 
※4 選挙の範囲（選挙一般と衆参選挙のどちらか）を示す。 
※5 問題文の根拠となる法律や政省令。日本国憲法は「憲法」、

公職選挙法は「公選法」と略記。 
※6 問題文と関連する重要判例の参照元を掲載（全問には付さ

ず）。判決裁判所＋判決年月日（＋判例集）＋事件番号／判



 

決裁判所＋事件番号を付す。略記の意味は、以下。 
「最」→最高裁判所、「最大」→大法廷、「高」→高等裁

判所、「地」→地方裁判所、「支」→支部、「判」→判決、

「決」→決定、「昭」→昭和、「平」→平成 
※7 重要判例の要旨や時事ネタなど、問題文と関連する代表的な

違反事例を紹介（全問には付さず）。 
 

○×の判断基準 
選挙関係法令に明らかに抵触する行為に加え、抵触する可

能性が否めない行為と法令の趣旨に照らして望ましくな

い行為（グレーゾーン）は、避けるべき行為と位置付けた

上で、問題文自体が正しい場合は〇を、誤りの場合は×を

お選び下さい。 
 

○×問題の読み方 
黒字表示の質問（問題文）は、根拠法令に忠実な表現を重

視して法律独特の言い回しを多用。難解な文章になってい

ます。黒字表示の質問（問題文）の上に掲載した赤字表示

の問題の論点（問題文の要旨）で、なるべく平易な表現を

心がけて短文化しました。 
以上から、下記の手順で進めると効率よく学習できます。 
1. 問題の論点（問題文の要旨）を読んで、正誤（○×）

を考える。 
2. 【正答】を見る。 
3. 正しい（または、誤っている）理由がわからない場合、

【正答】の下の【解説】を見る。 
※黒字表示の質問（問題文）は、理解を深めるために、

併せてお読みする感じで構いません。 

  



 

目次 
「本書の使い方」に続き、○×問題を「選挙一般」（選挙

の種類を問わず共通する規定）と「衆参選挙」に大別し、

行為態様によって■で始まる項目に体系立てて分類。 
項目を選ぶと、項目画面へ移動。項目画面を右から左にス

ワイプ（画面に指を触れたまま、ある方向にスライド）す

ると、項目最初の○×問題の画面が表示されます。目次の

各項目および項目画面の末尾に各項目の問題数を表示。 

本書の使い方 

凡例 
○×の判断基準 
○×問題の読み方 

選挙一般 

■天皇の国事行為（憲法関連）【1 問】 
■国民の権利および義務 （憲法関連）【4 問】 
■公職選挙法（公選法）とは【1 問】 
■議員定数【1 問】 
■政治分野における男女共同参画【2 問】 
■選挙権・被選挙権（公民権）【8 問】 
■選挙期日（投票日）【1 問】 
■投票・開票【47 問】 
■立候補・候補者【36 問】 
■当選【6 問】 
■事前運動【7 問】 
■政治団体の届出・収支報告【25 問】 
■資金管理団体の届出・収支報告【7 問】 



 

■選挙事務所等【7 問】 
■選挙運動の禁止【9 問】 
■戸別訪問 ――― 個々面接ほか【5 問】 
■署名運動・人気投票等【7 問】 
■飲食物の提供【4 問】 
■街宣 ――― 選挙カー・選挙船、拡声機（スピーカ

ーとマイク）、気勢を張る行為、連呼行為等【19
問】 
■文書図画とは【1 問】 
■文書図画の頒布とは【4 問】 
■文書図画の頒布（配布）等 ――― ビラ、はがき、

パンフレット、本、新聞、雑誌ほか【18 問】 
■インターネット選挙運動（インターネット等に

よる文書図画の頒布（配布）） ― ホームページ、

ブログ、メール、SNS ほか【20 問】 
■文書図画の掲示・撤去等（選挙運動） ――― ポス

ター、のぼり、立札、看板ほか【21 問】 
■文書図画の掲示・撤去等（候補者等の政治活動

の制限） ――― ポスター、のぼり、立札、看板ほか

【17 問】 
■マスコミ（報道・広告・放送） ――― 選挙報道、

新聞広告、政見放送、経歴放送ほか【15 問】 
■演説会、街頭演説等【27 問】 
■選挙公報の発行【6 問】 
■交通機関の利用【2 問】 
■選挙期日（投票日）後【8 問】 
■選挙運動に関する収支【46 問】 
■寄附の制限・禁止【126 問】 



 

■政党等の選挙中の政治活動 ――― 機関紙誌、確認

団体ほか【16 問】 
■買収、その他の選挙犯罪【52 問】 
■連座制【19 問】 

衆参選挙 

■国会（憲法関連）【8 問】 
■選挙権・被選挙権（公民権）【1 問】 
■選挙に関する区域、合区（合同選挙区）【11 問】 
■特定枠（参議院比例代表）【6 問】 
■選挙期日（投票日）【23 問】 
■投票・開票【10 問】 
■国会議員関係政治団体の届出・収支報告【10 問】 
■立候補・候補者【47 問】 
■当選【29 問】 
■特別選挙【16 問】 
■選挙事務所等【15 問】 
■街宣 ――― 選挙カー・選挙船、拡声機（スピーカ

ーとマイク）、気勢を張る行為、連呼行為等【20
問】 
■文書図画の頒布（配布）等 ――― ビラ、はがき、

パンフレット、本、新聞、雑誌ほか【57 問】 
■インターネット選挙運動（インターネット等に

よる文書図画の頒布（配布）） ― ホームページ、

ブログ、メール、SNS ほか【8 問】 
■文書図画の掲示・撤去等（選挙運動） ――― ポス

ター、のぼり、立札、看板ほか【30 問】 
■文書図画の掲示・撤去等（候補者等の政治活動



 

の制限） ――― ポスター、のぼり、立札、看板ほか

【12 問】 
■マスコミ（報道・広告・放送） ――― 選挙報道、

新聞広告、政見放送、経歴放送ほか【17 問】 
■演説会、街頭演説等【28 問】 
■推薦団体の選挙運動【17 問】 
■選挙公報の発行【16 問】 
■交通機関の利用【9 問】 
■選挙運動に関する収支【14 問】 
■寄附の制限・禁止【25 問】 
■政党等の選挙中の政治活動 ――― 機関紙誌、確認

団体ほか【33 問】 
■連座制【12 問】 

出典（参考 URL・参考文献） 
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選挙一般 
■天皇の国事行為（憲

法関連）【1 問】 
→目次先頭 
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【○×問 1】  
憲法で、天皇の国事行為の 1 つに衆議院議員の総選挙を行

うことを公示（広く知らしめる）することと規定する？  
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、国事に

関する行為を行う。その 1 つの行為は、「衆議院議員の総

選挙の施行を公示すること」と規定されている。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】天皇の国事行為（憲法関連） 
 
正答 × 
【根拠法令】憲法 7 条 4 号 
【罰則】  
【解説】本問は、選挙の公示に関する問題。「衆議院議員

の総選挙」でなく「国会議員の総選挙」が○。日本国憲法

に登場する「総選挙」とは、全国一斉に議員を選び直す意

味であり、「国会議員の総選挙」は、衆議院議員の総選挙

と参議院議員の通常選挙を含む。ただし、公選法（公職選

挙法）に登場する「総選挙」は、衆議院議員の選挙の別称

で使われ、参議院議員の通常選挙には使わない。 
本問に登場した「公示」と、「公示」と似て非なる「告示」

は、特に公選法では高頻度で登場する用語なので、両者の

違いを以下、解説する。 
「公示」とは、全国一斉に行う衆議院議員の総選挙、参議

院議員の通常選挙の投票日を知らせる行為をいい、憲法 7
条で天皇の国事行為の 1 つに定められている。公示日当日

の官報には天皇の詔書が掲載される。 
「告示」とは、国や自治体など行政機関が一定の事項を広

く市民に周知させる行為のうち、「法令、条例または規則

に基づいて公示するもの」をいう。 
選挙期日（投票日）の「告示」とは、衆議院議員の総選挙
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と参議院議員の通常選挙以外の選挙（地域の一部で行われ

る国政選挙や地方選挙の補欠選挙・再選挙、自治体の長や

議会の議員の一般選挙、自治体の議会の議員の増員選挙）

について、公選法に基づいて、当該選挙事務を管理する選

挙管理委員会（衆議院と参議院の比例代表の選挙は、中央

選挙管理会）が投票日を知らせる行為をいう。 
（→公選法 33 条、33 条の 2、34 条、34 条の 2、113 条、

114 条、116 条、117 条） 
 

→目次先頭 
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選挙一般 
■国民の権利および

義務 
（憲法関連）【4 問】 

→目次先頭 
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【○×問 2】  
憲法で、公務員を選んだり、やめさせたりするのは、主権

者たる国民の意思に基づくと規定？  
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の

権利である。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】国民の権利および義務 （憲法関連） 
 
正答 ○ 
【根拠法令】憲法 15 条 1 項 
【罰則】  
【解説】本問は、参政権の中心である選挙権を保障する憲

法の問題。問題文中の「公務員」は、国や地方公共団体の

公務に関わることを職務とする者で、国会や地方議会の議

員も含む。 
参政権には、「選挙権」と「被選挙権」などがある。「被

選挙権」とは，国民が選挙に立候補して選ばれる権利のこ

とをいう。日本国憲法には、「被選挙権」について定めた

条文はないが，選ばれる側の権利である立候補する権利が

不当に侵害されるということになれば，選ぶ側の権利であ

る「選挙権」自体が十分に保障されているとはいえなくな

ってしまう。よって、「選挙権」と「被選挙権」は表裏一

体のものとして、「選挙権」を定める 15 条 1 項を根拠に

「被選挙権」は保障されると解されている。ただし、すべ

ての公務員を直接任免するわけではないことから、すべて

の公務員は、最終的には国民が任免権を持つとする国民主

権の原理をうたったものと解釈されている。 
 

→目次先頭 
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【○×問 3】  
公務員の選挙（公職選挙）に参加して選ぶ権利は、年齢に

関係なく、すべての人にある？  
公務員の選挙については、すべての人による普通選挙を保

障する。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】国民の権利および義務 （憲法関連） 
正答 × 
【根拠法令】憲法 15 条 3 項、公選法 9 条 1 項、9 条 2 項 
【罰則】  
【解説】「すべての人」でなく「成年者」が○。本問は、

選挙の基本原則（5 つ）の「普通選挙」を保障する憲法の

問題。「普通選挙」とは、一定年齢以上のすべての人が選

挙権（選挙で投票する資格）を持つことを言う。対義語は、

「制限選挙」で、納税額や性別などによって選挙権を制限

する選挙を言う。この「成年者」とは、ある年齢以上に成

った者という意味だが、何歳以上の者かは、憲法で規定し

ていない。そこで、公選法 9 条で、選挙権年齢を規定して

いる。普通選挙の歴史を振り返ると、1890 年、大日本帝

国憲法の下で、日本初の衆議院議員選挙が行われた。この

選挙で、選挙権が与えられたのは、税金を 15 円以上納め

た満 25 歳以上の男子だけ。被選挙権も、選挙権と同じ要

件を満たした満 30 歳以上の男子に限られていた。1925 年、

普通選挙法が成立したことにより、納税額による制限が撤

廃され、満 25 歳以上の男子全員に選挙権が与えられた。

しかし、戦前、女性が選挙権を手にすることはなく、男女

が平等に選挙権を得たのは第 2 次世界大戦後の 1945 年。 
 

→目次先頭 
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【○×問 4】  
誰が誰に投票したかは、誰も分からないよう、投票者の秘

密は守られる？  
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならな

い。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問

われない。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】国民の権利および義務 （憲法関連） 
 
正答 ○ 
【根拠法令】憲法 15 条 4 項、公選法 46 条 4 項、52 条、

68 条 1 項 6 号、68 条 2 項 6 号、68 条 3 項 8 号 
【罰則】  
【解説】本問は、選挙の基本原則（5 つ）の「秘密選挙」

を保障する憲法の問題。「秘密選挙」とは、投票内容（ど

の候補者あるいは政党に投票したか）の秘密が守られる選

挙制度のこと。日本では、日本国憲法第 15 条 4 項前段で

保障されており、公選法 46 条 4 項（無記名投票制＝投票

用紙には自分の名前を書かずに投票を行う制度）や同法

52 条（投票の秘密保持）、同法 68 条 1 項 6 号、68 条 2
項 6 号、68 条 3 項 8 号（他事項記載の投票の無効）など

の規定もこの原則に基づく。対義語は、「公開選挙」で、

署名などで投票内容が分かるもの。公開選挙では社会的弱

者が自由に意思表明することが困難になる弊害がある。 
 

→目次先頭 
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【○×問 5】  
誰にも縛られず、自由に政党や政治団体を作り、自由に選

挙運動を行え、投票したい者だけが自由に投票できる？  
憲法 21 条 1 項の規定で、集会、結社および言論、出版そ

の他一切の表現の自由は、これを保障する。本規定は、選

挙人の自由な意思によって行う投票、政党その他の政治団

体結成の自由、選挙運動の自由を保障するものである。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】国民の権利および義務 （憲法関連） 
 
正答 ○ 
【根拠法令】憲法 21 条 1 項、15 条 4 項後段 
【罰則】  
【解説】本問は、選挙の基本原則（5 つ）の「自由選挙」

を保障する憲法の問題。「自由投票」とは、任意投票とも

言う。投票する、しないは自由だということ、つまり、投

票を棄権したとしても制裁を受けることはないという制

度を言う。対義語は、「強制投票」で、投票の棄権に対し

て制裁を伴う選挙制度。有権者が必ず投票しなければなら

ない義務投票。 
 

→目次先頭 
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選挙一般 
■公職選挙法（公選法）

とは【1 問】 
→目次先頭 
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【○×問 6】  
公選法は、国会議員（衆参）と地方議員、地方自治体の長

の選挙および、住民投票と国民投票を直接、定めた法律？ 
この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体

の議会の議員及び長の選挙または住民投票もしくは国民

投票について、適用する。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】公職選挙法（公選法）とは 
 
正答 × 
【根拠法令】公選法 1 条、2 条、3 条、地方自治法 17 条、

283 条 1 項 
【罰則】  
【解説】国会議員（衆参）と地方議員、地方自治体の長の

選挙のみに適用（※）されるので×。 
※「適用」…ある事柄に関する規定をそのまま当てはめる

意。 
住民投票に関しては、国会法 67 条や地方自治法で規定さ

れ、投票運動や投票手続に関して公選法を準用（※）。 
国民投票に関しては、国民投票法（日本国憲法の改正手続

に関する法律）で規定され、投票運動や投票手続に関して

公選法を準用（※）。 
※「準用」…ある事柄に関する規定を、類似する他の事項

について必要な修正を加えて借用する意。 
 

→目次先頭 
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選挙一般 
■議員定数【1 問】 

→目次先頭 
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【○×問 7】  
地方議員の定数は、政令で定める？ 
地方公共団体の議会の議員の定数は、政令（公職選挙法施

行令）の定めるところによる。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】議員定数 
 
正答 × 
【根拠法令】公選法 4 条 3 項、地方自治法 90 条 1 項、91
条 1 項、283 条 1 項 
【罰則】  
【解説】「政令（公職選挙法施行令）」でなく「地方自治

法」が○。 
地方議員の定数は、地方自治法で定められる。さらに、地

方自治法の条文の中で、「条例で定める」とされている（同

法 90 条 1 項、同法 91 条 1 項）。 
一方、衆議院議員の定数は、公選法 4 条 1 項で、参議院議

員の定数は、公選法 4 条 2 項で定められている。 
→目次先頭 
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選挙一般 
■政治分野における

男女共同参画【2 問】 
→目次先頭 
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【○×問 8】  
政党や政治団体は、男女の候補者数の目標設定や現職候補

と新人候補に関するセクハラ、マタハラ対策に自主的に取

り組むよう努めなければならない？ 
政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野

における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政

治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に

係る目標の設定、当該政党その他の政治団体に所属する公

選による公職等にある者及び公職の候補者についての性

的な言動、妊娠または出産に関する言動等に起因する問題

の発生の防止および適切な解決その他の事項について、自

主的に取り組むよう努めるものとする。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】政治分野における男女共同参画 
 
正答 ○ 
【根拠法令】政治分野における男女共同参画の推進に関す

る法律 4 条 
【罰則】  
【解説】2021 年 6 月 10 日施行の法改正で、性的な言動、

妊娠または出産に関する言動等に起因する問題の発生の

防止及び適切な解決（いわゆる、セクハラとマタハラの対

策）が条文に盛り込まれた。ただし、政党や政治団体にお

いては、努力義務の規定であり、もちろん、罰則規定もな

い。 
 

→目次先頭 
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【○×問 9】  
国と自治体は、現職候補と新人候補に関するセクハラ、マ

タハラ対策で、未然防止のための研修実施や相談体制の整

備など施策を講ずるよう努めなければならない？ 
国および地方公共団体は、、政治分野における男女共同参

画の推進に資するよう、公選による公職等にある者および

公職の候補者について、性的な言動、妊娠または出産に関

する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、

当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止

に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その

他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】政治分野における男女共同参画 
 
正答 × 
【根拠法令】政治分野における男女共同参画の推進に関す

る法律 9 条 
【罰則】  
【解説】「講ずるよう努めるものとする」でなく「講ずる

ものとする」が○。現職を含む候補者に関する性的な言動、

妊娠または出産に関する言動等に起因する問題の発生の

防止及び適切な解決（いわゆる、セクハラとマタハラの対

策）は、政党やその他の政治団体においては努力義務だが、

国や地方自治体においては、罰則規定はないが、義務規定

になる。2021 年 6 月 10 日施行の法改正で、セクハラ、マ

タハラ対策が新しく条文に盛り込まれた。 
 

→目次先頭 
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選挙一般 
■選挙権・被選挙権

（公民権）【8 問】 
→目次先頭 
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【○×問 10】  
成年被後見人（精神上の障害により判断能力を欠き、家庭

裁判所から後見開始の審判を受けた人）は、すべての選挙

において投票する事も、自ら立候補して選ばれる事も認め

られていない？ 
成年被後見人は選挙権および被選挙権を有しない。 
【選挙区分】選挙一般 
【項目】選挙権・被選挙権（公民権） 
 
正答 × 
【根拠法令】 公選法 11 条 1 項 1 号 
【罰則】  
【解説】2013（平成 25）年の法改正で、すべての選挙に

おいて選挙権および被選挙権を有する。 
→目次先頭 
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