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税金 Q&A「Ⅰ 税の意義と役割」

税金 Q＆A

税金は「社会の会費」です。

Ⅰ 税の意義と役割
１ 税金って何？
税金は、どうして払わなければいけないの？
税金は、みんなが生活する上で役に立つ活動や、みんなで支え合う活動などを行う
ために、みんなから集められるお金のことで、みんなの安全・安心な暮らしを支える
ための「会費」と言えます。
集められた税金は、身近なところで、みんなのために使われています。
年金、医療などの社会保障・福祉や、水道、道路などの社会資本整備、教育や警察、
消防、防衛といった公共サービスは、私たちの暮らしに欠かせないものですが、その
提供には費用がかかります。
税は、このような公共サービスの費用を賄うものであり、みんながお互いに支え合
い、共によりよい社会を作っていくため、この費用を広く公平に分かち合うことが必
要です。
まさに、税は「社会の会費」であると言えるでしょう。

２ 税金の法律は、だれが決めるの？
税金は、国が、わたしたちの生活に欠かすことのできない仕事を行うために必要な
費用をまかなうため、国民に負担を求めるものです。
ですから、税金についての法律は、国民の代表が集まる国会で話し合って決めます。

３ 税金は、どこに使われているの？
警察署や消防署、市役所、公立病院、公園、ゴミ処理施設、道路や橋の整備などの
ほか、皆さんが毎日通っている学校でも、校舎や机、椅子、黒板、ピアノ、理科の実
験道具、プール、体育館の跳び箱、マット、ボール、授業で使う教科書などにもたく
さんの税金が使われています。
このほか、病気や怪我で病院に行った時の医療費や、お年寄りのための介護、年金
などにも税金が使われています。
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４ もし税金が無かったら？
税金が無いと、公共サービスが無くなってしまいます。
病院で支払う治療費も今よりも高くなるし、家庭から出るゴミもお金を払わないと、
ゴミ処理場にもっていってくれなくなります。交番のおまわりさんに道を聞くにも有
料ということにも・・・。
例えば・・・今は、救急車を呼んだら、無料で病院まで運んでもらえるけれど、税
金が無かったら、救急隊員から、「1 回のご利用につき○○円かかります。先にお支払
いをお願いします。」と言われるかもしれません。海外には、救急車を呼ぶと代金を請
求される国もあります。

５ 税金の無い国はあるの？
インターネット等で調べてみても「税金が全く無い国」はないようです。たとえ所
得税が無い国であっても、国の収入の一部は何らかの「税」により得ているようです。
南太平洋にある「ナウル共和国」は、国土の周囲が 20km もない人口約 1 万人の小
さな島国です。質の良い「リン鉱石」が採れ、それを輸出することで国の収入を得て
おり、国民に対する税金はありませんでしたが、1990 年代後半にリン鉱石が枯渇し、
経済が崩壊しました。
また、東南アジアのマレー諸島にある王国「ブルネイ」は、石油や天然ガスの天然
資源が豊富で、これらを輸出することで資金を得ており、所得税も教育費もかからな
いそうですが、法人（会社）の取引等で生じた利益には、税金が課せられているそう
です。

６ 税金の３つの機能って何？
税金には、大きく分けて３つの役割や機能があるといわれています。それは、次の
とおりです。
（1）資源配分の調整
税金は、国民全体の共通の費用として、民間の経済活動では供給されにくい図書
館・学校の建築、道路整備などの環境整備（難しく言うと社会資本）や、
「ごみ処
理費用」
、
「生活の安全を守る警察・消防費用」などの公共サービスを提供するため
に使われることによって、
民間企業の経済活動における私的財と公的財のバランス
を調整する役割を持っています。
（2）所得の再分配
「所得税」などは、利益（所得）が多くなるにしたがって、段階的に税率が高く
なっていく「累進課税制度」がとられており、国民の所得格差を縮める機能があり
ます。
また、
「相続税」は、相続財産を多くもらった人には高い割合の税率を、相続す
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る財産が少ない家庭には「相続税」を課税しないことにより、財産の偏りを緩和す
る機能があります。
（3）景気の安定化（ビルトインスタビライザー）
税金は、景気の良いときは、利益（所得）が多くなるため納める税金が多くなり、
投資や消費に回る資金が減ることから景気過熱に自動的にブレーキがかかります。
逆に、景気の悪いときは、利益（所得）が少なくため納める税金が少なくなり、投
資や消費に回る資金が増加し景気の落ち込みを緩和します。このように、景気の動
きを自動的に調整する機能があります。

７
「平等に税金を納める」ってどういうこと？
難しい質問ですね。回答が難しくなりますが、私はこう思います。
平等とは公平ということだと思います。公平には、横の公平と縦の公平があるとい
われています。
まず、横の公平ですが、同じ金額を儲けた人は同じ額の所得税を納める。同じ金額
の買い物をした人は同じ額の消費税を負担する。そういうことだと思います。
次に縦の公平ですが、担税力（税金を負担する力）に応じて負担するということで、
たくさん儲けた人・多くの資産を持っている人はより多くの税金を負担するというも
のだと思います。同じ 100 平方メートルの土地を所有している人がいます。一人は北
1 人は東京都内の一等地で固定資産税は相当
海道の原野で固定資産税はほとんどただ、
な額であっても、平等だと思います。

８ 税金は、なぜ「税金」というの？
明治 6 年(1873 年)に、政府の収入を安定させるため、土地にかかる税金を定め、そ
れまでの穀物などで納めていた年貢に代えてお金で税を納めるように制度を変えまし
た。(地租改正)
そこで、
「税」をお金で納めることから「税金」と言うようになりました。

９ 国や地方が借金を全部返したら、税金はなくなるの？
国や地方の借金は、平成 29 年度末で約 1,093 兆円に達する勢いです。この借金を返
済する為に税金を充てなくてはなりません。
そもそも税金は、皆が、安全で暮らしやすい世の中を作っていくために必要なもの
です。
そうすると、借金を全て返済しても国や地方の仕事のためには、税金が必要ですか
ら、税金はなくなりません。

10 なぜ増税をしなくてはいけないの？
皆さん、少子高齢化社会という言葉を知っていますか。
日本はかつて経験したことのない速さで、少子高齢化が進んでいます。
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そうすると、働く人が減少し、結果税収が減少するのに、老人が増え、医療など福
祉にお金がかかることになります。
収入が減って支出が増えるわけですから、今のままでは財政は破綻してしまいます。
そのために支出を見直すと同時に収入を増やすことを考えなくてはなりません。
その収入を増やす方法の一つが増税です。
皆さんも、これからの税金はどうあるべきか、一緒に考えてみてください。

11 みんなが脱税すると国はどうなるの？
みんなが脱税して一円も税金を納めなくなったら、どうなるでしょうか。
また、
「このくらいならいいだろ」と本来納めるべき税額の半分しか納めなかったら、
国や県市が見込んだ税収の半分しか税収がないのですから、借金をするか増税をしな
いと国、県、市として事業ができなくなります。
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Ⅱ 国の財政の現状
12 「財政」って何？
皆さんから、税金として預かったお金は、年金や医療費などの社会保障、教育、道路
の整備や災害復旧などの公共事業、防衛など、皆さんの役に立つモノ・活動や社会での
助け合いのために使われています。
このように、政府が税金を基に、皆さんの生活に関する様々なサービスを行う活動の
ことを「財政」といいます。

13 国の財政は、今どのような状況なの？
国の財政は、１年間の支出である「歳出」が税金による収入（＝「税収」といいます。
）
よりも多い「財政赤字」の状態にあります。税収よりも沢山お金を使っているわけです
から、足りない部分は「公債」という借金（国債の発行）をする必要があります。
特に平成２年度以降は、歳出が多くなる一方で、税収が減ってきており、税収不足を
補う公債の残高がどんどん積み上がってきています。
平成 29 年度末の公債残高は約 865 兆円になると見込まれています。これは、国民 1 人
当たりにすると約 688 万円、４人家族では約 2,752 万円の借金をしていることになりま
す。

14 「予算」って何？
国は国民から集めた税金を使って、わたしたちの生活に欠かすことのできない、いろ
いろな仕事をしています。大切なお金なので無駄なく使わなければいけません。
そこで、毎年 1 年間の歳入（収入）や歳出（支出）がどれくらいあるのかを見積もり
を立て計画的に使っています。この見積もりのことを「予算」といいます。
予算は、内閣で原案を作り、国民の代表が集まる国会に提出し、話し合いを行って決
定します。
なお、4 月 1 日から次の年の 3 月 31 日までの 1 年間を会計年度といい、予算はこの会
計年度ごとに作成されます。

15 「特別会計」って何？
国も地方も一般会計と特別会計を持っています。
特別の事情・必要により一般会計から切り離して収入・支出を経理する会計を特別会
計といいます。
皆さんに身近な特別会計としては、市の水道事業があります。
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16 「歳入」と「歳出」は、なぜ同じなの？
入ったお金を全部使っているようにも見えますが、実は違います。
一般の家庭では収入に見合った支出（収入の範囲内での支出）を計画しますが、国
の場合、必要な支出（歳出）を算出し、それに必要な収入（歳入）を確保していきま
す。
現在の日本は必要な歳入を確保するのに、税金では足らないので多額の借金のしてい
るのです。

17 国の税金が足りないときは、どうするの？
平成 29 年度の予算で、国の歳出約 97 兆 4,547 億円に対し、税収は約 57 兆 7,120 億
円（約 59.2％）しかなく、足りない分の多くは国債を発行して補っています。
国債の発行は、国債を買った人から国が借金をしていることとなるので、将来、国債
を買った人にお金を返す必要があります。また、借りたお金ですから利息も支払わな
ければなりません。平成 29 年度末の公債残高は約 865 兆円になると見込まれています
が、国債を返したり利子を支払うために、平成 29 年度の予算では、約 24 兆円が使わ
れる見込みです。
※ 「国債」とは、税収だけでは国の活動に必要な費用(歳出)を賄うことができない
ときに、国が発行する債券のことをいいます。つまり、国の借金です｡
国債は、発行時に「額面」
、
「償還期限」
、
「利率」などが定められており、銀行や
証券会社で購入することができます。
国債には、次のようなものがあります。
「建設国債」…道路・住宅・港湾等の建設のために発行される国債。
「特例国債（赤字国債）
」…歳入の不足を補うために発行される国債。
「復興債」…東日本大震災の復興のために発行される国債。

18 「公債金収入」と「国債費」の違いは何？
公債金とは、政府の一般予算の収入の一部で、国債の発行によって得られる収入であ
り、公債金収入とは、国の借金ということです。
また、公債とは、国の借金である国債のほか、地方自治体など公共団体が発行する債
権も含まれます。
国債費とは、元本である国債のほか、利子の支払いも含まれます。
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19 「県債」と「公債費」の違いは何？
県債とは、県の発行する債権であり、県の借金のことです。
公債費とは、県債等の地方債の元利償還金と一時借入金の利息の合計のことです。

20 国債は、いつからあるの？
日本初の国債は、1870 年（明治３年）
、鉄道建設を目的としてロンドンで発行された
外貨国債です。その後、戦前、戦中を通じ大規模な公共事業や戦費調達を目的として国
債が発行されていました。
戦後初の国債を発行したのは 1965 年の補正予算のときで、これは東京オリンピック
後の過剰生産不況による税収不足が原因でした｡このときは、あくまでも一時的な措置
でしたが、やがて、公共事業は国債（建設国債）を発行して実施するものという考えが
生まれ、次第に主流となっていきました。
オイルショック後の 1975 年には、それでも歳入不足が生じたため、特例法により、
いわゆる赤字国債が発行され、以後、赤字国債に依存することになりました｡
1991 年～1993 年の｢バブル期｣といわれた好景気の時代には、国債への依存割合も低
下しましたが、その後のバブル崩壊、長引く不況から景気対策の要望も強く、国債の発
行は続き、平成 29 年度末の国債残高は約 865 兆円になる見込みです。この金額は、国
民 1 人当たり 688 万円の借金を背負っている計算になります。
平成 29 年度の予算では、国債を返したり利子を支払うために約 24 兆円が使われる
見込みです。

21 国は誰から借金をしているの？
国は、国債を買ってもらうことにより借金をしています。
この国債はだれでも買えます。
今、多くは郵便貯金、銀行などの金融機関が買っていますが、個人で買っている人も
たくさんいます。

22 公債の発行を止めさせることはできないの？
現状では、歳出に見合う歳入を確保するためには、公債の発行をやめることはできな
いように思われます。
そのため、今、歳出を抑える方法や増税についていろいろと議論されているところで
す。
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23 国や地方の借金を増税以外の方法で返すことはできな
いの？
そのことを今みんなが、議論していかなくてはいけないと思います。
どんな方法が考えられるでしょうか。ただ、国民みんなが安全で幸せな生活を送るこ
とができる社会を確保した上でどうするかを考えなければいけないと思います。
今議論されているのは、小さな政府にすることで、歳出を見直す、民間にできること
は民間にまかせる、公共サービスに対する個人負担を増やすなどが話し合われています。

24 税金が余ったらどうするの？
毎年の予算は、年度が始まる前に決まるため、年度が終わって収入と支出をまとめ
る（決算）と税金が余る（剰余金）場合があります。この場合、余ったお金の半分以
上は国の借金（国債）を返し、残りは翌年度の収入（歳入）に入れることが、法律（財
政法）決まっています。
※ 国や県・市町村は、新しい年度（４月～翌年３月）が始まる前までに、全体を通
じて１年間の収入(歳入)と支出(歳出)の見込みを立て、必ず国会や議会で話し合っ
て決められます（税金の使い道は、｢国民が決める｣といわれるゆえんはここにあり
ます。
）
。これを「予算」といいます。
国や市町村は、この予算に従って福祉や教育などの公共サービスを提供したり、
学校、公園、道路や橋などの公共施設を造ったりします。

25 国の財政は、将来どうなるの？
日本では、お年寄り（65 歳以上の高齢者）の人口が増えて、子供など若い世代の人
口が減る少子高齢化が進んでいます。1965 年（昭和 40 年）には、働く世代（20～64
歳）がお年寄りの９倍いましたが、1990 年（平成２年）には５倍、2012 年（平成 24
年）には３倍程度になりました。このまま少子高齢化が進むと、2025 年には 2 倍、2055
年には同じとなる見込みです。
お年寄りの割合が増えると、年金や医療費などの社会保障に必要なお金が増えるこ
とになります。その一方で、子供など若い世代（働く人）が減ってしまうので、今後
どうやって、社会保障に必要なお金を集めていくのかが大きな問題となっています。
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26 必要な分だけお金を造れば、税金はいらないのでは？
税金を負担するのは大変だから、必要な分だけお金を発行すればいいという考え方
は、古代ローマ時代からあります（租税代用貨幣）
。
しかし、お金を造り過ぎるとお金の値打ちが下がり、お金を造り過ぎる前と同じも
のを買う場合、よりたくさんのお金を払わなければならなくなってしまいます。これ
を「インフレーション」といいますが、インフレーションになると、今までと同じ給
料では生活が苦しくなったりするなど、国民が困ることになります｡
だから、日本では、日本銀行が必要なお金の量を見極めて、お金を発行しています。
豊かで安心して暮らせる社会にするには、たくさんのお金が必要ですが、みんなで負
担し合う仕組みが、やはり必要だということです。

27 税金はどこにしまっているの？
税金は、郵便局や銀行や税務署の窓口で納められたあと、国の預金先である日本銀
行に預けられています。

28 国の税収を何かにたとえると？
平成 29 年度の税収は、約 58 兆円です。
（重さで例えると） 5,800ｔ
オスのアフリカゾウが４ｔちょっとだそうですから、58 兆円では象約 1,450 頭分に
なります。
（高さ・距離に例えると）約 580ｋｍ
富士山の高さが 3,776ｍですから富士山の約 154 倍の高さになります。
距離でいうと、山口県庁から鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）まで（約 580 ㎞）と
一緒です。

≪参考≫
１億円・・・重さ 約 10ｋｇ（１万円札１枚は、0.1ｇ）
高さ １ｍ（上に積み上げて）
レプリカは、縦 32.5ｃｍ×横 32ｃｍ×高さ 10ｃｍ＝12,000 ㎝ 3

１つの教室（４ｍ×５ｍ×６ｍ＝120ｍ3 ）に 1 億円が約１万個入ります。
富士山・・・ 高さ 3,776ｍ
アフリカ象（雄）
・・・約４ｔ
東京スカイツリー１基・・・総事業費 650 億円
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Ⅲ 税の使い道
29 使い方の決まっている税があるの？
使い方の決まっている税を目的税といいます。
その代表的なものとして、国税では復興特別所得税があります。平成 25 年分から平
成 49 年分までの各年分に課せられているものですが、東日本大震災（Ｈ23.3.11）か
らの復興のための施策のための財源となります。
また、地方税では産業廃棄物の排出抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量などに
関する費用にあてる「産業廃棄物税」
（山口県）があります。
※ 「産業廃棄物税」は、目的が同じでも地方自治体によっては名称が違います。

30 国の税金の使い道で、一番多いのは何？
国の税金の使い道で一番多いのは「社会保障」で、歳出の約３分の１を占めていま
す。
「社会保障」というのは、国が国民の生活を支えるために作られた制度で、
「年金」
や「医療」
、
「介護」
、
「子ども・子育て」などがあります。
二番目に多いのは、国の借金を返すことや、借金の利子を払うためのお金で、これ
を「国債費」といいます。
三番目に多いのは、道府県や市町村へ配るお金で「地方交付税交付金」です。
この３経費で歳出の約７割を占めています。

31 国の税金の使い方、どうやって決めるの？
税金の使い方については、まず、財務省で使い道の案（予算案）を作り、その案を
内閣で検討し、国会に提出します。その案について、国民の皆さんの代表である国会
議員が国会で話し合って決めます。つまり、税金の使い道は、国民が選挙で選んだ国
会議員が決めていることから、間接的に国民が決めていると言えます。
地方（都道府県や市町村）の予算を決めるときも、国と同じように議会で話し合い、
税金の使い道を決めています。地方の議員も、それぞれの地方選挙で選ばれた住民の
代表です。

32 国会議員にも、給料は支払われるの？
それは、税金から支払われるの？
国会議員の給料は税金によって支払われており、１人当たり１年間に約 2,200 万円
です（
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」に定められています。
）
。
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33 お年寄りのためにも、税金は使われているの？
老後に安心して暮すために、国から受け取るお金のことを「年金」といいます。こ
の「年金」の一部にも税金が使われています。
また、年をとったり、大怪我をして体が不自由になった時などに、身の回りの世話
をしてくれる「介護サービス」の利用にかかる費用の一部にも税金が使われています。

34 年金は、税金から支払われるの？
国民年金は、20 歳以上 60 歳未満の人たち（学生も含む）が、毎月一定額の保険料を
納め（平成 29 年度は月額 16,490 円）
、集まったお金を国が運用して、お年寄り（原則
65 歳以上の者）に支払うという仕組みになっています。
ただし、現実には、老齢基礎年金部分の５割程度が公費負担となっていますので、
年金の一部は税金から支払われていることになります。

35 災害時の仮設住宅建設にも税金が使われているの？
東日本大震災の際、多くの仮設住宅が建てられましたが、いずれも税金が使われて
います。

36 「児童手当（子ども手当）
」って何？
児童手当は、次代を担う子どもたちの健やかな育ちと学びを支えることを目的とし
ています（平成 22・23 年度は「子ども手当」
）
。
児童手当は、中学校修了前の子どもを対象として養育者に支給されます。子ども１
人当たり３歳未満は月額 15,000 円、３歳以上小学校修了前は、第１子・第２子が月額
10,000 円、第３子以降は 15,000 円、中学生は月額 10,000 円が支給されます。
なお、平成 24 年６月分からは、所得制限が設けられ一定額以上の所得がある養育者
には、子どもの年齢等に関係なく一律月額 5,000 円が支給されています。

37 「高校就学支援金制度」って何？
高校就学支援金制度はすべての高校生が安心して勉強に打ち込める社会をつくるた
めに、国の費用により家庭の教育費負担を軽減するものです。
就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料にあてることになり
ます。
なお、就学支援金は、所得に応じて支給されます。
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38 「ふるさと納税」って何？
「ふるさと納税」とは、平成 20 年４月の地方税法の一部改正により導入されたもの
で、新たに税金を納めるというものではありません。自分が貢献したいと思う地方公
共団体（
「ふるさと」と言っていますが、実際には、出身地や居住地である必要はあり
ません。
）に寄付を行い、寄付した額の 2,000 円（所得税、住民税ともに同額）を超え
る額について、一定の控除を受けることができるという制度です。
応援・貢献したいと思う地方公共団体に寄付することにより、現在住んでいる道都
府県・市町村に支払うべき住民税の一部の額が控除されるため、実質的に「ふるさと」
の道都府県・市町村に納税するのと同様の効果が得られるために、
「ふるさと納税」と
呼んでいます。
平成 23 年３月に発生した東日本大震災や平成 28 年４月に発生した熊本地震の後に
は、被災地の復興を願って被害のあった地方公共団体に全国からたくさんの寄付金が
寄せられました。寄付をした人の中には、この「ふるさと納税」制度を利用した人も
多かったようです。

39 高速道路の通行料は、何に使うの？
高速道路の建設に使った費用の返済や、高速道路の維持管理費用に使われています。

40 公園を造るのに、いくらかかるの？
場所や広さ、施設により、費用は大きく変わります｡
おおよそですが、土地代を除くと公園を造るには、１平方メートル当たり１万円から
３万円程度かかるといわれています｡
※ 公園にある遊具の費用
ジャングルジム ・・ 40万円位
ブランコ ・・・・・ 50万円位

すべり台

・・・・・ 50万円位

鉄棒 ・・・・・・・ 10万円位

41 小学校の校舎を建てるのに、いくらかかるの？
学校の規模にもよりますが、土地代を除くと小学校の校舎を造るには、約 10 億円～
30 億円かかるといわれています。10 億円分の 1 万円札を床からずーっと積み上げてい
くと、実は 10 メートルにもなります（1 万円札 100 枚分、100 万円で１cm、この 100
万円束が 1,000 束必要になります。
）
。
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42 消防車・救急車って、いくらぐらいするの？
ポンプ車、タンク車、はしご車や化学車など、その機能、大きさや装備（はしご車な
どは伸びる長さも）などによって、値段は大きく違うようです。
※ 主な消防車の値段
ポンプ車 ・・・・・・・・・ 1,300万円～
タンク車 ・・・・・・・・・ 1,600万円～
はしご車（15ｍクラス）
・・・

5,000万円～

はしご車 (40ｍクラス）
・・・

1億8,000万円～

空港用化学車 ・・・・・・・ 2億8,000万円～
救急車 ・・・・・・・・・・ 3,000万円～
〈ドクターヘリ〉

都道府県の約半数では、初期治療に必要な医療機器
を搭載した救急専用の「ドクターヘリ」が活躍してい
ますが、運航経費には年間約２億5,000万円が必要とさ
れ、国及び県が負担しています（救急車では年間約
8,000万円）
。中国地方では、鳥取県を除く４県に各１
機が配備されています（平成27年８月現在）
。
（参考） ドクターヘリ事業おいて、ドクターヘリの運航は航空事業会社に委託さ
れ、運航経費を国及び県が負担しています。ドクターヘリ１機の調達価格
は約 6 億 5,000 万円といわれています。

43 市町村によって税金が違うのはなぜ？
市町村によって、行政サービスに必要な金額が違ったり、利益の多い企業があるか
ないかによって、市町村に入る税金が違うことなどから、市町村ごとに税金が違って
います。

44 税金で造られた施設を利用するのになぜ、使用料や入場
料がかかるの？
公共的な建物は税金でつくりますが、それをすべての人が使う訳ではありません。
特に質問のような施設は、興味のある人や必要のある人が使用するものです。そこで、
その施設を利用する人に利用料を支払ってもらい、それをその施設の維持管理費に充
てているのです。
これを応益負担といいます。
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45 海外援助に税金はいくら使われているの？
日本の政府開発援助は平成 25 年で１兆 1,786 億円です。

46 日本は借金がたくさんあるのに、なぜ多額の援助を海外
にしなくてはいけないの？
みなさんは、一日三度のご飯をちゃんと食べてますね。
また、働かなくてはご飯が食べれないということで、学校に行かずに働いている友
達がいますか。いませんよね。
また、学校では全員が教科書を持っており、筆記具も整っていますよね。
でも、世界中の国々を見てみると、内戦で国が乱れ、子供達は学校にも行けず、食
べ物も十分ない国がたくさんあります。
そういう国ではみなさんのような子供がたくさん死んだり、生きるために学校に行
かず働いているのです。
日本は国として借金は沢山ありますが、個人個人は豊かな生活を送っています。
同じ地球に同じ時を生きる者として裕福な国（国民）がそうでない国（国民）を助
けるのは当然だと思います。
また、日本は貿易大国です。貿易で利益を上げています。
世界の国々が平和で発展してくれれば、日本の利益にもかなうことになります。
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Ⅳ 税制の現状
税の種類
47 税金には、どのような種類のものがあるの？
一般的な税としては 50 税目がありますが、このほかに、自治体が独自に条例を定め
徴収しているものとして、島根県の「核燃料税」や山口県の「産業廃棄物税」などが
あります。
税金は、どこに納めるかによって、国に納める「国税」
、県に納める「県税」
、市町
村に納める「市町村税」に区分しています。
都道府県や市町村に納める税金を「地方税」と呼んでいます。
参照 P16～１9

48 消費税があるのに、なぜ「たばこ税」があるの？
消費税は一般消費税といわれ、平成元年４月にほとんどすべてに物やサービスに広
く薄く課税することを前提に導入されました。それまでは、個別消費税といわれる物
品税という税金がありましたが、その際廃止されました。
タバコ税は種類としては個別消費税に属する税金です。
消費税が導入されたときに廃止されませんでした。それは特定の目的があったため
です。タバコは生活必需品ではなく極めて嗜好性の高いもので、かつ、決して健康に
いいとはいえない（どちらかと言えば悪いといわれる）もので、国としては生産や流
通を管理する必要があること、タバコ税には国だけでなく県・市のタバコ税もあるた
め、国だけでなく県市の財源を確保する理由があったこと、他国においても同様であ
ること等が挙げられます。

49 消費税ができる前に他の税金があったの？
現在の消費税は一般消費税といわれ、平成元年４月に導入されました。それまでは、
個別消費税といわれる物品税という税金がありました。
一般消費税は、ほとんどすべての物やサービスに課税するもので、個別消費税は特
定の物だけ（生活必需品で嗜好品が多い）を対象に課税するものです。物品税では、
車、宝石、パチンコ台等々が課税の対象となっていました。
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50 直接税という税金があるの？
一般的な税としては 50 税目がありますが、直接税という名前の税があるわけでは
ありません。税金の納め方の違いにより、税金は、直接税と間接税の２通りに区分す
ることができます。
直接税とは、所得税や法人税のように、税金を納める義務のある人と、税金を負担
する人（もうけた人）が同じである税金のことをいい、間接税とは、税金を納める義
務のある人と、税金を負担する人が異なる税金のことをいいます。皆さんが払ってい
る消費税は、間接税の代表的なものです。消費税を負担しているのは皆さんですが、
税金を税務署に納めるのはお店の人（製造業者、卸売業者、小売業者）だからです。

51 国税と地方税はどうしてあるの？
税金は納める先によって国に納めるものを「国税」
、地方自治体に納めるものを「地
方税」といいます。
一箇所で納める方が効率的ですから、すべてを国税したらという考えもありますが、
自分たちの納めた税金は、自分たちの身近なところで使われるべきだという考え方も
あります。
そこで、地域に密着した仕事の費用は地方税として、都道府県や市町村でできない
仕事（例：防衛）は国税で納める制度になっています。

52 道府県民税は、なぜ「都道府県民税」と言わないの？
地方税法が、道府県民税についての規定を都に、市町村民税の規定を特別区に準用
する（地方税法第 1 条第 2 項）とした上で、固定資産税、市町村民税、特別土地保有
税等のいくつかの税目については、当該準用規定にかかわらず都税として課税する（地
方税法第 734 条）とする法文構成で特別区特例を表現しているためです。

-16-

税金 Q&A「Ⅳ 税制の現状」

53 地方独自の税金があるの？
平成 12 年４月１日に「地方分権一括法」が施行され、地方自治体が自己責任のも
と条例を定め、税金を独自に課す動きが広がっています。東京都の「宿泊税（ホテル
税）
」などが代表的な例です。

税の名称
①
②
③
④

課税自治体名
課税目的
納税義務者
施行日

核燃料税

宿泊税(ホテル税)

空港連絡橋利用税
（関空橋税）

①島根県

①東京都

②原子力発電所の立地に伴う安

②東京都の観光振興
③１泊１万円以上のホテ
ルや旅館の宿泊者

③通行料金を支払う者

④H14.10.1

④H25.3.30

全対策等

③発電用原子炉の設置者
④Ｓ55.4.1

やまぐち森林づ
くり県民税
①山口県
②森林環境の保全
③県民税均等割のある者
④H17.4.1

環境協力税
①伊是名村(沖縄県)
②環境の美化・保全及び観光施
設の維持整備

③旅客船、飛行機等により伊是
名村へ入域する者

④H17.4.25

①泉佐野市（大阪府）

産業廃棄物税
①山口県
②産業廃棄物発生を抑制
③産業廃棄物排出事業者及び中
間処理業者

④H16.4.1

遊漁税
①富士河口湖町(山梨県)
②河口湖の環境保全
③遊漁券(河口湖で釣りをする
際に必要)を購入する者

④H13.7.1

②空港関連事業の費用返済

歴史と文化の環境税
①太宰府市(福岡県)
②歴史的文化遺産及び観光資源
等の保全と整備

③一時有料駐車場利用者
④H15.5.23

別荘等所有税
①熱海市(静岡県)
②別荘地の非定住住民に対する公
共施設等の整備及び運営

③熱海市に住民票はないが、同市に
別荘、寮、保養所等を所有する者

④S51.4.1

・・・
「地方分権一括法」が施行される以前から課されている地方独自の税金
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税の種 類
国

税
税

目

内

容

等

個人の所得に対して課税される税金

直
接
税

所

得 税

法

人 税

法人の所得に課税される税金

相

続 税

亡くなった者の財産を相続や遺贈によってもらった時、そのも
らった者にかかる税金

贈

与 税

贈与によって財産をもらった時、そのもらった者にかかる税金

価 税

地価高騰により土地を持つ者と持たない者との間の格差が拡大
したことから、土地保有に対する負担の公平を確保するとともに、
土地の資産としての有利性を縮減するため、資産価値に応じた適
正な負担を求める税

地

復興特別所得税
地方法人税
地方法人特別税
消費税
酒税

※

「収入」－「必要経費」＝ 所得

東日本大震災からの復興に必要な財源のための税金
地域間の財源を是正し、財政力格差の縮小を目的とし、地方交
付税の財源を確保するための税。
物品やサービスの消費に広く公平に負担を求めるという観点か
ら、国内で行われるほとんどすべての取引及び保税地域から引き
取られる外国貨物を課税対象
し好品である清酒やビールなどの酒類にかかる税金

たばこ税

紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金

揮発油税
地方揮発油税

主として自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金

石油ガス税
間

航空機燃料税

接 税

石油石炭税
自動車重量税
印紙税
登録免許税
電源開発促進税
関税
とん税
特別とん税

自動車（主にタクシー）用の石油ガス容器に充てんされる石油
ガスにかかる税金
航空機燃料の積込数量を基準としてかかる税金
原油、石油製品、石炭、天然ガス等の採掘や保税地域から引き
取る数量を基準としてかかる税金
車検を受ける自動車と車両番号の指定を受ける軽自動車にかか
る税金
各種の契約書、領収書、通帳などのような経済取引に際して作
成される文書にかかる税金
土地、建物、船舶などの所有権の保存や移転などの登記、ある
いは各種の法律上の権利などの登録、免許などを受ける際にかか
る税金
一般の電気事業者が販売する電気にかかる税金
今日では一般に「輸入品に課される税金」として定義されている
船舶の純トン数を基準としてかかる税金
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地

方

税

税 目
道府県民税
都民税
事業税
地方消費税
普 通 税

都 道 府 県 税

不動産取得税
道府県たばこ税
都たばこ税
自動車取得税
軽油引取税
ゴルフ場利用税
自動車税

内

容

等

住民がその住んでいる都道府県や市町村に納める税金
事業を営む個人や法人にかかる税金
物品やサービスの消費に広く公平に負担を求めるという
観点から、国内で行われるほとんどすべての取引及び保税地
域から引き取られる外国貨物を課税対象
不動産を取得した個人や法人にかかる税金
紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金
自動車を取得した場合にかかる税金（H21 年度から普通税）
元売業者などから引取る軽油の容量を基準としてかかる税金
ゴルフ場の利用者が利用の日ごとにかかる税金
原則として毎年 4 月 1 日現在の自動車（軽自動車は除く）
の所有者にかかる税金

目的 税

鉱区税

鉱業権を持っている業者にかかる税金

狩猟税

毎年、狩猟者の登録を行う人にかかる税金

普 通 税

水利地益税

水利事業等によって特に利益を受ける土地・家屋にかかる税金

市町村民税

住民がその住んでいる都道府県や市町村に納める税金

固定資産税

土地、家屋や償却資産にかかる税金

軽自動車税

小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車などの所有
者に係る税金

市町村たばこ税

市

鉱産税

区 町

特別土地保有税

村 税

入湯税

都市計画税

目 的 税

事業所税
水利地益税
共同施設税
宅地開発税
国民健康保険税

紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金
鉱物の採掘を行う業者にかかる税金
土地を取得してから 10 年間かけられる税金。H15 年度から停止中。
市街化区域内に土地や家屋を所有している人や会社など
にかかる税金
鉱泉浴場の入湯の際にかかる税金
事業所などにおいて事業を行う際にかかる税金
水利事業等によって特に利益を受ける土地・家屋にかかる税金
共同施設（作業場、倉庫など）により特に利益を受けたと
きにかかる税金
公共施設の整備が必要とされる市街化区域で宅地開発を
行う際にかかる税金
医療保険の保険料。市町村の選択により保険「税」の形式
を採ることができる。

※ 地方税法に定められた税目（法定税）を記載した。
なお、地方自治体が自己の責任の下、条例によって定め独自に課す税金（法定外税）
がある。
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税金に対する身近な疑問
54 イータ君って誰？
イータ君は、国税電子申告・納税システム（e-Tаx）のキャラクターとして、平成
16 年 10 月 1 日に誕生しました。
e-Tаx をより多くの人に知ってもらうために、e-Tаx（イータックス）に由来して
「イータ君」と名付けられました。e-Tаx とは、申告などの国税に関する各種の手続
きについて、インターネットを利用して電子的に手続を行えるシステムです。
<参考> 地方公共団体には、地方税における手続を行うことのできる、地方税ポー
タルシステム（ｅLTAX（エルタックス）
）があります。

55 外国にも税金はあるの？
外国にも、所得税や法人税や消費税など、日本と同じように税金はあります。
例えば、消費税は世界 148 か国で導入されています。
参照 P28№81

56 「確定申告」って何？
「確定申告」とは、自分で商売をしている人などが、１年間の利益（所得）や税額
を計算し、税務署に申告して納税することです（所得税及び復興特別所得税の確定申
告の期間は、通常 2/16～3/15）
。
※ 復興特別所得税は、平成 25 年分から平成 49 年分まで、所得税と併せて申告・納税するこ
ととされています。

57 給料の「源泉徴収」って何？
「源泉徴収」とは、会社に勤めている人の所得税を、勤め先（会社）が給料からあ
らかじめ差し引いて本人に代わって納税をすることです。
給与以外に預貯金の利子、株式の配当等も所得税が源泉徴収されます。

58 税金の種類によって税率が違うのはなぜ？
日本では現在約 50 種類の税金があり、いろいろなものを対象に課税されています。
税金を負担できる力、これを担税力といいますが、課税されるものによってこの担
税力が異なります。
この担税力に見合った税率が考えられているのです。
例：
「ビールは、１リットル当たり 220 円」
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59 税金は、みんな同じ金額を納めるの？
国民１人１人の所得は異なりますから、所得の多い人には高い負担をしてもらい、
所得が少ない人は低い負担をしてもらう制度になっています。
また、税率が一定の消費税・酒税・たばこ税などは、買った人が負担することにな
っていますので、物をたくさん買ったり、お酒をたくさん飲んだり、たばこをたくさ
ん吸ったりすると負担する税金も多くなります。

60 皇室の人も、税金を納めているの？
昭和 64 年１月７日に昭和天皇が崩御（ほうぎょ（亡くなられたこと）
）されたとき、
昭和天皇の遺産は約 18 億円ありました。現在の天皇陛下は、その遺産のうち 2 分の 1
を相続（亡くなった人から財産を引き継ぐこと）したので、相続税約４億円を納めま
した。
また、天皇陛下は東京都に住んでいますので、都民税、区民税を納めていますし、
買い物をすれば消費税も負担しています｡

61 子供に税金はかかるの？
子供でも、税金を負担していますし、税金がかかることもあります。
例えば、みなさんが買い物をした時には消費税を負担しますし、子供でもタレント
（俳優）などをしている人は、所得（もうけ）が発生した場合に、税金を納める場合
があります。
また、お年玉やお小遣いを銀行などに貯金をすると利子がつく場合がありますが、
利子には所得税がかかりますので税金を負担することになります。

62 お年玉やお小遣いにも、税金はかかるの？
お年玉やお小遣いをもらっても、税金がかかることはほとんどありません。
しかし、１年間に 110 万円を超えるお金などをもらった場合は、贈与税がかかりま
す。

63 税金は、いつまでに納めないといけないの？
税金の種類によって、納める期限が決められています。例えば、個人の場合、所得
税及び復興特別所得税、贈与税は 3 月 15 日、消費税及び地方消費税は 3 月 31 日が納
める期限となっています。
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64 税金は、どこで納めるの？
税金は、銀行や税務署の窓口で納めることができますし、最近はコンビニで納める
こともできます。納められた税金は日本銀行に集まります。
また、インターネットを利用した電子納税をすれば、自宅やオフィス等でパソコン
を操作し、納付手続を行うことができます。この場合、銀行などの預金から、その分
が差し引かれます。

65 税金が下がることがあるの？
あります。
国や市町村などの仕事に必要な資金を税金により賄うわけですから、今のままの税
率で必要以上の税収が確保できる場合や、約 50 種類のある税金の組み合わせのうち、
ある税金について税率を上げる代わりに、ある税金については税率を下げることもあ
ります。
また、不景気のときに、国民の購買力を上げるために所得税や住民税の減税をする
ことはよくあります。

66 税務署は、お店の人が納めている税金が正しいかどう
か、どうやって分かるの？
税金の調査を担当する職員が、実際に会社等に出向き、帳簿などを確認して正しく税金
を納めているかどうかを確認しています。

67 税金を納めないと、どうなるの？
税金を納める必要があるのに納めない人には、法律により強制的に調査をしたり（査
察）
、財産を差し押さえ（品物などを税務署の許可なしに、売ったりすることができな
くなること）したりします。
また、悪質な人に対しては懲役刑や多額な罰金が課せられたりします。

68 どうして税務署の「署」は、
「所」ではないの？
「署」と「所」は、いずれも役所という意味があります。
警察署、消防署、労働基準監督署は「署」
、市役所、区役所、保健所は「所」を使い
ます｡一般的に、法律に基づいて強い権限を行使する役所の名称には「署」
、特定の業
務、サービスに重点を置いた役所の名称には「所」を用いているようです。
「署」という漢字の部首は、上の部分の「目」が横になった「あみがしら（あみ、
よこめ）
」です。これは、縄あるいははしごを表しており、
「縄（はしご）を置いて獲
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物を捕るために、人数を分けて部署につかせた」という説もあるようです。
ところで、
「署」という字は、者(人)の上に目が横になって組み合わされているので、
「横目でチラチラ見ながら、できるだけお付き合いしたくないところ」は「署」を使
うという説もあるようですが、真相は不明です。

69 税務署の地図記号を知ってる？
税務署の地図記号は、そろばんの形を記号にしています。

<参考>

公共施設の地図記号をほかにも探してみてね。
交

番： 警棒を交差させた形。

警 察 署： 交番と区別するため、警察署は○が付いている。
消 防 署: 昔、火を消す道具として使っていた「さすまた」の形を記
号にした。
裁 判 所: 昔、裁判所が裁判の内容などを立て札を立てて知らせてい
たことから立て札の形を記号にした。
市 役 所： 市役所と東京都の区役所
町村役場 ： 町村役場と政令指定都市の区役所。
官 公 署 ： 保健所などのように記号が決められていない国や地方の
役所を表す。漢字の「公」の昔の形を記号にしました。
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70 「マルサ」って何？
全国の各国税局や国税事務所には、通称「マルサ」と呼ばれている査察部、調査査
察部、査察課という部署があります。ここでは、国税査察官という人たちが働いてい
ます。
国税査察官の仕事は、多額の税金を悪質な手口でごまかしている（脱税）と疑われ
る人に対して、裁判所の許可をもらい、強制的に調査して検察庁に告発（裁判にかけ
てもらうように、引継ぎをすること）することです。
納税者自身による正しい申告と納税により支えられている申告納税制度を維持し、
税の公平を確保するためには、わざと不正な手段で税金をごまかした者の責任を厳し
く追及しなければなりません。このため、一般の税務調査のほかに、特に大口・悪質
な脱税をした人に対しては、税金を納めさせるだけではなく、懲役または罰金などの
刑罰を科すため、査察調査という特別な調査を行っています。この特別な調査を行う
ところが、通称「マルサ」です。

いちばつひゃっかい

一罰百戒
（一人の罪や過失を罰することで、他の多くの人々が
同じような過失や罪を犯さないよう戒めとすること）

71 「脱税」って何？
法律によって税金は正しい金額を納める必要がありますが、この法律に反して納め
る必要がある税金をごまかして納めないことをいいます。
日本で初めて税制度が形作られたのは、645 年の大化の改新の時であり、701 年の大
宝律令によって法として定められたとされています。そして、この当時の古い記録に、
既に、脱税について書かれていた部分があるそうです。
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72 外国人も、日本の税金を納めているの？
外国人の人でも、日本国内で所得（もうけ）があれば、日本の法律によって日本の
税金を納めなければなりません。
例えば、日本に住んでいる外国人や外国から日本へコンサートやテレビ出演で来日
したタレントや芸能人にも税金がかかります。
また、日本に住んでいない外国の人が、旅行などで日本に来て物を買ったり、ホテ
ルに泊まった場合には「消費税」がかかりますし、お酒やたばこを買った場合には、
「酒
税」や「たばこ税」を払っていることになります。
※ 購入した物（土産など）をそのまま国外へ持ち出すときは、
「消費税」を免ずる
という規程があります。

73 外国で働いている日本人は、所得税をどこの国に納めるの？
外国に住んだら、日本の税金を払わなくてもいいの？
日本に住まないで、外国に住んでいる人のことを「非居住者」といいます。
非居住者が、外国で働いて給料をその国でもらう場合は、日本の国の税金はかかり
ませんが、住んでいる国の法律の適用を受けるので、その国の所得税を納めることに
なります。また、外国に住んでいても、日本で働いたことに対する給与や日本にある
土地や建物などの不動産から得た利益（もうけ）がある場合などには、日本の所得税
がかかります。
日本は、世界の国々との間で、
「租税条約」という取り決めをして、どちらの国で税
金を納めるかなどの取り決めをしています。日本は、アメリカとも租税条約を結んで
おり、1 年以上住んでいる国に税を納めることとしているため、例えば、野球のイチロ
ー選手は、アメリカに税金を納めています。

74 世界で一番税金を納めているのは誰？
日本では、平成 17 年まで一定の金額以上の税金を納めた人を「高額納税者」として
公表していましたが、現在は公表されていません。
税金を納めている金額は分かりませんが、世界のお金持ちを発表しているアメリカ
の雑誌の「世界長者番付」
（資産総額を基準）によると、１位はアメリカのビル・ゲイ
ツ氏とその家族で、総資産は 750 億ドル（約 8.5 兆円＊）と言われています。
日本のトップは 57 位の柳井正（ファーストリテイリング）とその家族で総資産 146
億ドル（約 1.7 兆円＊）とのことです。
（米経済誌フォーブス「2016 年版世界長者番付」による）
。
＊上記資産は、１＄＝113 円で換算しています。
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Ⅴ 個別の税
消費税
75 消費税は、なぜできたの？
消費税が導入されたのは平成元年４月で、税率は国税のみの 3％でした。
皆さんも知っている「ウィッシュ」の「ＤＡＩＧＯ（ダイゴ）
」のおじいちゃん（竹
下登氏）が総理大臣の時にできました。
消費税は、
「少子・高齢社会」の進行により高齢者の数が増加し、年金や医療、介護
のための費用が増える一方、働く人口の減少により納められる税金が減少するため、
働く人の税金ばかりに頼らない安定した税金の制度を取り入れようとして作られたも
のです。
なお、消費税率は平成９年４月から５％、平成 26 年４月から８％に引き上げられま
した。消費税の使い道は「基礎年金」
、
「老人医療」
、
「介護」
、
「子ども・子育て支援」
に限られています（ただし、地方交付税を除く。
）
。

76 消費税の税率は今後どうなるの？
国民である私たちが納めなければならない税金の仕組みは、私たちを代表する国会
議員が国会で話し合って定めた法律により決められています（租税法律主義）
。
現在、消費税は８％（うち消費税 6.3％、地方消費税 1.7％）ですが、平成 31 年 10
月からは 10％（うち消費税 7.8％、地方消費税 2.2％）に引き上げられます。同時に特
定の品目を対象に８％の軽減税率制度も導入されます。

77 消費税のかからないものはあるの？
例えば商品券、土地の売買などには消費税がかかりません。他には、病気などの治
療費、学校の授業料、入学金、住宅の貸付けなどにも消費税はかかりません。

78 消費税の「長所」
、
「短所」は？
消費税は、所得に関係なく誰でもお店で品物を買う際などにかかるため、景気の影響
を受けにくい税金と言えます。その意味で、消費税の「長所」は景気の影響を受けるこ
となく、安定した税収を確保できると言えます。しかし、所得の低い世帯ほど負担が重
くなる（逆進性）という短所もあります。
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79 消費税は、どのくらい集まるの？
消費税は、地方消費税と合わせて、約 21 兆 7,000 億円集まります。
<計算>
※ １年間では

①消費税 17 兆 1,000 億円（H28 一般会計予算）
②地方消費税 ４兆 6,000 億円
合計 約 21 兆 7,000 億円

※ １日では

約 21 兆 7,000 億円×１/365 日 ＝ 約 594 億円

80 消費税の使い道は？
※１
※２
地方消費税 1.7%

※３

消費税等
８％

消費税
6.3％

※１

22.3%

地方分
35％
基礎年金
老人医療
介
護
子ども・子育て支援
※４

65％

消費者等が消費税として納める８％の内訳は、
消費税等 ８％ ＝ 消費税(国税) 6.3％ ＋ 地方消費税（地方税） 1.7％
となっています。

※２

消費税等の申告と納税は、国の税金を扱う税務署に行いますが、地方税である地方
消費税は、地方公共団体の租税収入として振り替えられます。

※３

消費税(国税)6.3％のうち 22.3％は地方交付税交付金として地方公共団体に配分
されます。
このように、消費税等のうち 35％は地方公共団体の財源としてとして身近な地域
の暮らしのために活用されています。

※４

残りの 65％は、国の財源として基礎年金・老人医療・介護・子ども子育て支援と
いった福祉予算に充てられています（平成 2６年度一般会計予算 予算総則第 17 条に
より、使途は福祉予算に限定されています。
）
。
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81 外国の消費税の税率は？
消費税（付加価値税）は、全世界 148 か国で採用されています｡
北欧のハンガリー（27％）やデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、クロアチア
（25％）は、高い税率となっています。
日本は、消費税を導入している主な国の中で見ると、低い税率（8％（平成 28 年 1
月現在）
）となっています。
（参考：財務省ホームページより抜粋）

付加価値税率（標準税率）の国際比較

（備考）
１．日本の消費税率 8%のうち 1.7%相当は地方消費税(地方税）である。
２．カナダにおいては、連邦の財貨・サービス税（付加価値税）の他に、ほとんどの州で州の付加
価値税等が課される（例:オンタリオ州８%）。
３．アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている（例:ニューヨーク州及びニューヨ
ーク市の税率合計 8.875%）。
４． 上記中、

が食料品に係る適用税率である。なお、軽減税率が適用される食料品の範囲は

各国ごとに異なり、食料品によっては上記以外の取扱いとなる場合がある。
５．ＥＣ指令においては、ゼロ税率及び５％未満の軽減税率は否定する考えが採られている。

（出所）各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。
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82 国によって消費税率が違うのはなぜ？
それぞれの国によって、税金の種類、国の果たす役割が違いますので、どの税金で
いくらの税収を賄うかは当然違ってきます。そのため、国によって消費税率が違うの
です。
アフリカ諸国と北欧と呼ばれる国々が比較的高率です。一概には言えませんが、ア
フリカ諸国では徴税に技術を要する所得税や法人税を導入せず、消費税を中心とした
税体系取っているようです。
北欧の国々は高福祉・高負担の国が多く、国民負担率（国民所得に占める租税と社
会保障負担額）が高いことで有名な国々です。

83 消費税に「免税事業者」があるのはなぜ？
現行の消費税法では基準期間の売上が 1,000 万円以下の事業者は免税事業者となっ
ています。
つまり、ごくごく小規模な事業者を免税としているのです。
これは小規模な事業者ほど転嫁が難しいこと、消費税の計算や書類の保存に手間暇
がかかることなどを考慮したものです。
なお、免税事業者であることにより、納めなくてよくなった消費税相当額について
は、当然ですが所得税や法人税の課税の対象になります。

84 自動販売機でジュースを買ったら、消費税を払ったことになるの？
なります。
自動販売機には 150 円と書かれ、消費税のことについては確かに何も書いてありま
せん。これは、内税方式で消費税を含んだ価格で値段が表示されているからです。

85 １円の商品を買ったら、消費税はどうなるの？
その１円の中にも消費税が含まれているのです。
ただ、消費税の納税は、売れた商品一品ごとにするのではありません。お店の人が
消費税の確定申告をする場合、一年間の売上高の合計を基に納付すべき消費税額を計
算することとなっていますから、皆さん方が支払った１円の中からも、きちんと納税
される仕組みになっています。
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所得税
86 所得税の仕組みは、どうなっているの？
所得税は、１年間の所得（収入から必要な経費を引いた残り）から、基礎控除や配偶
者控除、扶養控除など個人の事情に応じた各種の所得控除を差し引いた残り（課税所得
金額）にかかります。また、所得税の税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる仕
組みになっています。これを「累進課税制度」といい、日本の「所得税」の大きな特徴
と言えます。

87 所得税の税率は？
所得税の税率は、課税所得金額（Ｑ８６）の額に応じて５％～45％の７段階に分か
れています。
なお、平成 25 年分から 49 分年までは、復興特別所得税として基準所得税額×2.1％
が加算されます。

88 タレントや芸能人の税金は、どうやって計算するの？
タレントや芸能人の多くは、会社に勤めて給料をもらっているサラリーマンとは違
いますので、
「確定申告」をして納税しています。
「確定申告」とは、まず、１年間の収入（テレビやコマーシャルの出演料など）か
ら必要な経費（例えば、テレビに出るときの衣装代、交通費など）を差し引いて所得
を計算し、その所得から、各種の所得控除（Ｑ８６）を差し引いた課税所得金額に所
得税の税率を掛けて、税金を計算します。

89 拾ったお金に税金はかかるの？
落し物を拾ったときは、警察署や近くの交番に届けましょう。もし、３か月経っても
落とし主が現れない場合は、法律に基づいて拾った人がその落し物をもらうことがで
きます。
落し物のお金をもらったときには、所得（もうけ）があったとして、一時所得とし
て税金がかかる場合がありますので、この場合は、もらったお金の一部を税金として
納めることになります。
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90 テレビ番組の賞金に税金はかかるの？
テレビのクイズ番組などの賞金をもらった場合には、一時所得として税金がかかる
場合があります。
テレビのクイズ番組などの賞金の他にも、懸賞の賞金・賞品、福引の当せん金・当
せん品、競馬や競輪の払戻金なども、一時所得として所得税がかかる場合があります。

91 宝くじの当せん金に税金はかかるの？
宝くじの当せん金には税金はかかりません。
宝くじを売って集めたお金（収益）の使い道は、当せんした人に支払う当せん金だ
けではありません。日本の宝くじは、収益の約 40％が全国の都道府県に分配されて、
消防車の購入、図書館の本の購入、社会福祉施設の建設費などに使われており（平成
27 年度実績、財団法人日本宝くじ協会）
、税金と同じような役割を果たしています。
ところで、宝くじの当せん金は、
「当せん金付証票法」という法律によって税金がか
からないことに決められています。
「ｔｏｔｏ」という愛称がついた、サッカーくじ(正式名称は、
「スポーツ振興投票」)
も、宝くじと同様に、その当せん金には税金はかかりません。

92 オリンピックやパラリンピックでメダルを取ったとき
にもらう賞金に税金はかかるの？
公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は、オリンピックで金メダルを獲得
した選手に300万円、銀メダルには200万円、銅メダルには100万円の報奨金を贈ってい
ます。現在では、この報奨金には税金はかかりません。
平成４年のバルセロナオリンピックで、岩崎恭子選手（当時中学２年生、14歳）が、
水泳200メートル平泳ぎで見事に金メダルを取りました。このとき、金メダルの報奨金
は一時所得として課税され、
「中学生にも税金をかけるのか。
」と世論を巻き込んだ話と
なり、平成6年からメダルの報奨金に税金はかけないこととなりました。
同じように、パラリンピックでメダルを獲得した選手にも公益財団法人日本障害者ス
ポーツ協会から報奨金が贈られますが、税金はかかりません。
なお、平成22年以降、ＪＯＣの加盟協議団体（オリンピックにおいて実施される競技
に係る国際団体に加盟している団体に限る。
）から交付される一定の金品についても、
税金はかからないこととなりました。
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93 ノーベル賞を受賞したときにもらう賞金に税金はかかるの？
ノーベル賞は、物理学賞をはじめ、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞、経済
学賞の６部門があり、賞金額は800万スウェーデン・クローナ（約１億2,000万円）です。
この賞金について、今の日本の法律では、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学
賞、平和賞の５分野には税金がかかりませんが、経済学賞だけには一時所得として税金
がかかる場合があります。
これは、賞金が「ノーベル基金」から支払われる「５分野」と、
「スウェーデン国立
銀行基金」から支払われる「経済学賞」の違いのためです。
日本の法律（所得税法第９条（非課税所得）13号ホ）では、
「ノーベル基金からノー
ベル賞として交付される金品」には税金がかからないと定められているので、ノーベル
．．．．
基金ではないノーベル賞（経済学賞）をもらった場合は税金がかかることになりますが、
今のところ日本人の受賞者はいません。
日本人で初めてノーベル賞を受賞したのは、1949年の湯川秀樹博士の物理学賞です。
このとき、
「賞金に税金をかけるべきではない。
」という世論が巻き起こり、翌年に所得
税法が改正され、
「ノーベル基金からのノーベル賞」には税金がかからないこととなり
ました。
「経済学賞」は、この法律がつくられた後の1968年に創設された賞です。1901年にノ
ーベルの遺言で創設された「５分野」と異なり、スウェーデン国立銀行創立300周年を
記念して創設されたもので、正式名称を「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェー
デン国立銀行賞」といいます。賞金は「ノーベル基金」ではなく、
「スウェーデン国立
銀行基金」から支払われます。

94 芥川賞や直木賞を受賞したときにもらう賞金に税金は
かかるの？
1935 年に創設された文学賞の最高峰、芥川賞、直木賞の賞金はそれぞれ 100 万円で
す。その他にも様々な文学賞がありますが、その賞金は一時所得として税金がかかり
ます。

95 刑務所に入っている人は、税金を納めているの？
ホームレスの人は、税金を納めているの？
日本に住んでいて、所得（もうけ）のある人は、みんな税金を納めることになりま
す。
刑務所に入っている人やホームレスの人も、所得（もうけ）があれば、もちろん税
金を納めることになります。

-32-

税金 Q&A「Ⅴ 個別の税」

法人税
96 法人税って何？
法人税は、会社や協同組合などの法人の所得（もうけ）にかかる国の税金で、直接
税になります。
なお、法人の所得にかかる税には、地方税分である法人事業税、法人都道府県民税
や地方法人特別税などがあります。

酒税（お酒にかかる税）
97 どうしてお酒には、税金がかかるの？
すべての飲み物に、税金がかかるの？
お酒に税金をかけるのは、二つの理由があります。
もともとは、ぜいたくなものに税金をかける意味合いが強かったのですが、税金を
かけると値段が高くなるので、飲み過ぎを抑えるという効果もあります。ちなみにビ
ールの値段には、酒税と消費税・地方消費税合わせて缶
ビール（350ml 缶）１本当たり約 93 円（酒税 77 円、消
費税等約 16 円）の税金がかかっています。
なお、お酒とは飲み物の中にアルコール分が１％以上
含まれているものをいいます。したがって、ジュース、
コーラなどには、お酒としての税金はかかりません。

-33-

税金 Q&A「Ⅴ 個別の税」

98 お酒には、どんな税金がかかるの？
清酒やビールなどのお酒には、製造場から出荷されるときに酒税がかかります。
酒税法では、課税上の必要性から、酒類の製造方法により、発泡性酒類、醸造酒類、蒸
留酒類及び混成酒類の４種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本
としています。
また、国内に輸入されるお酒についても、同じように酒税がかかっています。

消費税等 15.93 円
〔（77 円＋122.07 円）×0.08〕

税金合計
92.93 円
（43.2％）

税金合計
59.2 円
（35.9％）
消費税等 12.22 円

酒税
77 円

〔（46.98 円＋105.8 円）×0.08〕

酒税
46.98 円

（220,000 円× 350ml/1k ）

（134,250 円× 350ml/1k ）

税抜き価格
105.80 円

税抜き価格
122.07 円

販売価格

215 円

販売価格１65 円〔麦芽比率 25％未満〕

酒税の税率
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相続税・贈与税
99 相続税って何？
相続税は、人が亡くなった際、亡くなった人から財産を引き継いだ時（相続）にか
かる税金です。

100 贈与税って何？
贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。

101 路線価って何？
相続税や贈与税を申告する際に、土地等の価額についてはその時々の価格（時価）
で評価することとされています。
しかしながら、申告をする人が自分で時価を把握することは簡単ではありません。
このため、国税局では申告の便宜と課税の公平を図るため、土地等の評価額の基準を
公表しています。この公表された評価額の基準額を路線価等（路線価及び評価倍率）
と言います。
路線価とは、路線（道路）の面する標準的な宅地の１平方メートル当たりの価額の
ことです。この路線価を基に、土地の評価を行うのが「路線価方式」で、市街地にあ
る土地はこの方法で評価額を計算することになります。
なお、路線価の定められていない土地については、市町村などが定めている固定資
産税評価額に、一定の倍率をかけて土地の評価を行う「倍率方式」で評価額を計算し
ます。
「路線価」
、
「評価倍率」は、公示価格や売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定
評価額、精通者意見価額などを基に決定されます。
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揮発油税（ガソリンにかかる税）
102 ガソリンには、どのくらいの税金がかかるの？
ガソリンにも色々な税金がかかっています。
ガソリン税という言葉をよく聞きますが、正式名称は、
「揮発油税」と「地方揮発油
税」であリ、合わせて「ガソリン税」と呼ばれています。

消費税及び地方消費税

消費税等 9.78 円

(65.62 円＋2.80 円＋53.8 円)×0.08≒9.78 円

ガソリン税
53.8 円

ガソリン税内訳
揮発油税
１ 当たり

石油石炭税 2.80 円

地方揮発油税

１ 当たり

原油価格
税負担合計

諸コスト

66.38 円

業者利益等

48.6 円
5.2 円

本則税率分

24.3 円

特例税率分

24.3 円

本則税率分

4.4 円

特例税率分

0.8 円

税率は、当分の間の措置とし
て特例税率分が上乗せされたも

（50.29％）

のとなっています。

65.62 円
132 円/
（H29.6.12 全国平均価格）

ガソリン価格の変動は、原油価格や諸コストの変動が主な原因です
消費税等 8.18 円

＋1.6 円

ガソリン税 53.8 円
石油石炭税 2.04 円

消費税等 9.78 円
ガソリン税 53.8 円

一 定 （※）

石油石炭税 2.80 円

※実際は石油石炭税が＋0.76 円変動

原油価格
諸コスト
業者利益等

▲42.26 円

原油価格
諸コスト
業者利益等
65.62 円

107.88 円

171.9 円/

132 円/

（H20.6.2 全国平均価格）

（H29.6.12 全国平均価格）
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たばこ税（たばこにかかかる税）
103 たばこには、どんな税金がかかるの？
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税、地方消
費税の５種類もの税金が含まれています。これらを併せると税負担率は６割を超え、
わが国でも最も税負担の重い商品の一つです。
【紙巻きたばこ（１箱）の内訳】

たばこの税負担合計
国 た ば こ 税

276.73 円（64.4％）

106.04 円

地方たばこ税 122.44 円
都道府県たばこ税 17.20 円
市区町村たばこ税 105.24 円

消費税

たばこ特別税 16.40 円
消 費 税 31.85 円

（106.04＋122.44＋16.4＋153.27）
×0.08≒31.85 円

税抜き価格 153.27 円（35.6％）

販売価格
１箱 430 円

たばこ税等の税率
区分
種類

国の
たばこ税

（円/千本）

地方のたばこ税
道府県 市町村

計

たばこ
合
特別税

計

紙巻たばこ等

5,302

860

5,262

6,122

820

12,244

旧３級品紙巻たばこ

2,950

481

2,925

3,406

456

6,812

（注）１ 国税及び地方税の税率は、平成 28 年 4 月現在の税率。
２ たばこ特別税は平成 10 年 12 月１日から実施。
３ 紙巻たばこ等とは、紙巻たばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ、かみ
用及びかぎ用の製造たばこをいう。
４ 紙巻たばこ三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオ
レット及びウルマの６銘柄の紙巻たばこをいう。
【平成 27 年度改正】
旧３級品の紙巻きたばこの税率（国・地方合計）は、平成 28 年 4 月 1 日から 6,812 円/千本、
平成 29 年 4 月 1 日から 7,812 円/千本、平成 30 年 4 月 1 日から 9,312 円/千本、平成 31 年 4 月
1 日から 12,244 円/千本に段階的に引上げとなる。
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復興特別所得税、復興特別法人税
104 復興特別所得税、復興特別法人税って何？
平成 23 年３月 11 日に東日本大震災が起こりました。その復興期間 10 年間のうち当
初の５年間で少なくとも 19 兆円の復旧・復興費用が必要であるされています。その財
源としてまず、復興債が発行されました。その復興債の償還と復旧・復興費用に充て
るため、復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。復興特別所得税は平成
25 年分から平成 49 年分まで課税されます。
なお、復興特別法人税は平成 24 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの期間内に
最初に開始する事業年度に課税されていました。
（現在は廃止されています。
）

とん税、特別とん税
105 とん税、特別とん税って何？
とん税・特別とん税は、外国貿易に従事する船舶が港（外国貿易船の出入りできる
港として関税法の規定により指定された港）に入港したときに、船舶の純トン数を課
税標準として課されます。
税率は、とん税が１ｔ当たり 16 円、特別とん税が１ｔ当たり 20 円です。
とん税と特別とん税は、外国貿易のために外国と日本の間を往来する船舶が港に入っ
たとき、港湾施設の利用その他一般的な便宜を受けることに対する応益負担的な税とし
て設けられています。
特別とん税は、昭和 32 年に外航船舶に対する固定資産税が軽減された際に、港があ
る市町村に対し、財源を譲与するため、とん税と合わせて徴収するよう新設されまし
た。
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印紙税
106 印紙税って何？
印紙税は、印紙税法という法律に基づき、課税物件に該当する一定の文書（課税文
書）に対して課される税金です。原則として、課税文書に収入印紙を貼付して消印す
る方法により納付します。

107 印紙税と印税は同じなの？
印税には、税という言葉が使われていますが、税金ではありません。
印税とは本などを出版したり、歌や曲を作詞・作曲したりした時にその作者や権利
を持っている者に対して、出版社やレコード会社などの利用者が利用実績に応じて支
払う対価のことをいいます。昔は本の作者が自分の姓を彫った認印を押した「検印紙」
を書籍に貼り、使った紙の数に応じて対価が支払われていましたが、この方法が印紙
を貼ることに似ていることから「印税」という言葉が使われるようになりました。
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Ⅵ 色々な場面でかかる税金
県や市町村に住んでいることでかかる税金

108 住民税って何？
住民税というのは、１月１日に居住する市町村や県に支払う税金のことで、市町村
民税と県民税を合わせた総称で、前年の所得に応じて課税されます。

自動車を買ったときにかかる税金

109 自動車を買ったときにかかる税金は？
まず、自動車を購入したときに、
「消費税・地方消費税」がかかります。
その他、登録の申請の時に「自動車取得税」や月割額で「自動車税」がかかります （自
動車税は、原則、毎年４月１日現在の自動車の所有者にかかる税金。
）
。
「自動車取得税」と「自動車税」はそれぞれの申告書に証紙を貼り付けて納付しな
ければなりません。
また、自動車検査証の交付などを受ける場合は、
「自動車重量税」もかかります。
ところで、自動車のコマーシャルでよく聞く「エコカー減税」とは、どんな税金が
いくら少なくなるのでしょうか。
「エコカー減税」とは、走る際に車が出す排気ガスが少なかったり、少ないガソリ
ンでたくさん走れる（一般的に、燃費が良い車をいいます。
）場合に、
「自動車取得税」
（平成 29 年 3 月 31 日までの登録車）と「自動車重量税」
（平成 29 年 4 月 30 日まで
の登録車）が安くなるのです。
いくら安くなるかは、車の大きさなどによって変わってきます。

家を建てたときにかかる税金

110 家を建てたときにかかる税金は？
まず、家を建てる契約をしたときに、契約書に収入印紙を貼って消印する方法によ
り、印紙税を納付しなければなりません。
その他、
「消費税・地方消費税」
、
「不動産取得税」
、
「登録免許税（土地、建物の所有
権を登録するときにかかる税金）
」がかかります。
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観光地に行ったときにかかる税金
111 入湯税って何？
入湯税というのは、鉱泉浴場（温泉）が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯
客に対して課税する地方税です。間
接税であり、標準税率は、１人１日
当たり 150 円です。

112 ゴルフ場利用税って何？
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用するときにかかる１日当たり定額の都道府県民
税です。ゴルフ場利用者が払ったゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者を通じて、ゴ
ルフ場の所在する都道府県に納められますが、その 70％は、ゴルフ場の所在する市町
村（特別区を含む。
）に交付されます。
ゴルフ場利用税の標準税率は 800 円であり、1,200 円が上限とされています。なお、
ゴルフ練習場は、課税対象とはなりません。
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Ⅶ 日本の税の歴史
税は、昔から、民からしぼり取るものであったといっても過言ではありません。その結
果、現在に至るまで、特に日本においては、残念ながら、税は「取られるもの」という意
識が根強く残ってしまっています。

【日本編～古代】
１ 税金は、いつからあるの？
日本の税に関する最も古い記録は、３世紀頃に書かれた中国の歴史の本、
「魏志倭人
伝（ぎしわじんでん）
」に書かれています。この本によれば、２～３世紀頃の女王卑弥
呼が治めていた邪馬台国（やまたいこく＝日本で最初の国家らしいものといわれてい
ます。
）には「租」という税があったようです。邪馬台国には、集めた租税を納める建
物があったと書かれており、３世紀頃には既に税の制度があったと考えられています。
なお、｢税｣が全国的な統一制度として登場したのは、
「飛鳥時代」の「大化の改新」
（645 年）です。この改革に基づいて仕組みが整えられ、
「大宝律令（たいほうりつり
ょう）
」(701 年)の「班田収受（はんでんしゅうじゅ）の法」により、農民に耕地（口
分田（くぶんでん）
）を分け与える代わりに、
「租・庸・調・雑よう」という税を納め
させ、朝廷の政治などの資金にしました。

「班田収受の法」
租（そ）
庸（よう）
調（ちょう）

･･････････ 口分田の収穫の３％
････････ 年 10 日の都での労役だが、布で納めた。
･･････ 絹、糸、真綿、特産物

雑よう（ぞうよう） ････ 年 60 日を限度とした労役

飛鳥時代から源頼朝の鎌倉時代にかけては、農作物や絹、あるいは労働を税とする
時代が続きます。
足利将軍家が統治していた室町時代から徳川将軍の江戸時代にかけては、専ら農家
の田畑の作物が「税」として納められており、当時の税を「年貢」と呼んでいます。
作物中心の税の仕組みが大きく変わるのは、明治時代になります。
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【日本編～戦国時代】
２ 戦国時代にあったおもしろい税金、何かないかな？
棟別銭（むねべつせん）
棟別銭というのは、家屋の棟の数に応じてかけられた鎌倉から戦国時代の税金で、
大名の住まいや神社、寺、橋の修理・造営に使われました。
武田信玄の定めた「甲州法度（こうしゅうはっと）
」にも棟別銭のことが書かれてい
ます。
この棟別銭の負担を軽くするために考えられたのが、テレビの時代劇でおなじみの
長屋造りといわれています。
その後、各棟をつなげた長屋造りが増えてくると、門ごとに「門役（かどやく）
」を
課すこととし、さらに、門を１つにするなどの事例が増加してくると、今度は、家庭
ごとにあるかまどの「自在鍵（じざいかぎ）
」というものに課税したそうです（鍵税）
。

【日本編～江戸時代】
３ 江戸時代にあったおもしろい税金、何かないかな？
（1）犬税
貞享４年（1687 年）将軍綱吉のとき、
「生類憐みの令」が出され、動物、特に犬を大
事にするように命じ、子犬を大切に、犬のケンカは水をかけてケガをさせないように
別れさせるなど、丁寧な扱いをしました。その結果、野犬が増えたため、広大な敷地
に犬小屋を建てて野犬を収容したということです。
そして、その費用を賄うために、江戸の町人などから徴収したのが、
「犬税」です。
この税は、町人から間口一間につき金三分、幕府の農民から収穫高百石につき一石
の特別徴収がなされたということです。
ちなみに、この「犬税」
、昭和の時代にもありました。
昭和 30 年には、法定外普通税として全国で 2,626 の自治体が課税していました｡
昭和 57 年に長野県四賀村（しがむら）が課税制度を廃止したのを最後に、姿を消し
てしまいましたが、四賀村は当時、生後３か月以上の犬１頭につき 300 円を課税し、
約 15 万円の税収をあげていました。
※

法定外普通税とは、法律によらずに、市町村が総務大臣の
許可を受け設けるものです。
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（2）鯨分一金（くじらぶいちきん）
現代では、個人の事情によって税金の負担を配慮する仕組みとして、雑損控除や医
療費控除、扶養控除などの所得控除があります。
しかし、仕事の難易度までが税金の額に影響を及ぼすことはありません。
ところが、江戸時代の捕鯨漁においては、捕獲の方法の難易度によって、税金の負
担が異なっていました。
・突鯨（捕鯨）
・・・価格の 20 分の１が税金に
・寄鯨（浜辺に漂着した傷死鯨をとった場合）
・・・価格の３分の１が税金に
・流鯨（沖に漂流している鯨を引き上げた場合）
・・・価格の 10 分の１が税金に
・切鯨（漂流していた鯨を引き上げることができず、
沖で切り取って持ち帰った場合）
・・・価格の 20 分の１が税金に

（3）賦計石（ぶばかりいし）
宮古島（沖縄県）の荷川取（にかどり）海岸には、
「賦計石」と呼ばれる人頭税石（じ
んとうぜいせき）が残っています。この島では、身長がこの石の高さに達すると、男
は粟（あわ）
、女は布を納めなければならなかったのです。この石の高さは、143ｃｍ。
この高さになると、納税年齢に達していると見られたのです。
薩摩藩に支配された琉球王府が 1637 年に、宮古、八重山地方などへ、厳しい人頭税
を課しました。1714 年ころから正確な戸籍がある宮古島では、人頭税の対象は 15 歳か
ら 50 歳までの島民とし、実際には身長ではなく年齢で課税されており、人頭税石と同
じ背の高さになると課税されたと言う歴史的事実はなく、伝承とされています。この
「賦計石」と呼ばれる人頭税石は、大正時代に宮古島を訪れた柳田國男が、著書「海
南小記（かいなんしょうき）
」に書き記したことにより全国に広まり有名になったとさ
れています。

（4）間口税
玄関（家などの正面、間口と言います。
）の広さに応じてかかった税金で、３間（約
5.4 メートル）ごとにいくらという計算で税金の額が決まっていました。
江戸時代の 1786 年、町人に対して、住んでいる家についてこの間口税がかかること
になりましたので、町人は、この税を少なくしようと、間口を狭くして奥に多く部屋
のある家を造りました。
「うなぎの寝床」と言われる京都の町家がその例です。
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（5）鮎釣役（あゆつりえき）
「鮎釣役」は京都の地方に昔あった税金で、村人が毎日３人ずつ交代で、天皇に献
上するための鮎を釣るという労働をするものでした。
「鮎釣役」がある期間中は、この人たち以外、この地域で鮎を釣ることは禁止され
ていたそうです。

【日本編～明治時代】
４ 税務署をつくったのは誰？
税務署は国の機関ですので、国がつくりました。なお、
「税務署」という名称になったの
は、明治 29 年 11 月１日から施行された「税務管理局官制」の第３条で、
「税務署を置く」
と定めてからです。

５ 日本の所得税は、いつできたの？
日本で所得税制度を導入したのは、明治 20 年（1887 年）です。
導入の直接的な理由は、清国との戦争に備えて軍艦を建造する費用が必要であった
こと、北海道の物産税を軽減するための財源が必要であったことですが、国家収入の
増加や農民と商工業者の税負担を公平にすることも目的としたものでした。
当時の税金は、地租と酒造税が大部分を占めており、地租は主として農民が負担し、
酒造税は一般大衆が負担していました。農民と商工業者、
貧乏人と金持ちとの間の不公平を緩和するための課税と
して、所得税が採用されたのです。
日本の所得税は、世界で８番目の創設で、当初は年収
300 円以上の人だけが対象でした。
その結果、納税者は全国で 12 万人（当時の人口の約
0.3％）と非常に少数であり、これを払う者はお金持ちの
証拠でもあるため、
「名誉税」とも呼ばれたそうです。

６ 日本の相続税は、いつできたの？
日本で相続税制度を導入したのは、明治 38 年（1905 年）１月で、日露戦争の戦費を
賄うことを目的に生まれました。
当時の課税最低限は、家督相続の場合は 1,000 円、遺産相続の場合は 500 円、そし
て、時代を反映し、軍人の戦死については税金は免除されていました。
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７ 日本の消費税は、いつできたの？
日本では平成元年（1989 年）に採用されました。
では、日本において消費税が導入される前、特定の物品に税金がかかる「個別消費
税」にはどのようなものがあったかというと、代表的なものとして、宝石、毛皮など
のぜいたく品に対してかかる物品税がありました。

８ 日本の印紙税は、いつできたの？
日本では明治６年（1873 年）に採用されました。

９ 明治時代にあったおもしろい税金、何かないかな？
（1）かご税
明治６年（1873 年）に創設され、翌年（明治７年）に廃止になった税金。
引き戸式のかごは１年 50 銭、垂れ式は１年 25 銭で、自己所有のものに対して課税
されました。
今なら、さしずめ自動車税といったところでしょうか？
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（2）うさぎ税
明治６年（1873 年）の東京。この頃、府下（当時東京府）で大流行したのが、うさ
ぎの飼育と売買で、ついには市場が建つほどになりました。
珍種が高騰し、中には外国からの輸入で一儲けする人や、毛に色を塗って高値で売
る詐欺師まで登場したのです｡こんな異常なうさぎ熱を終息させるため、東京府はうさ
ぎ１羽につき１か月１円（現在の約 8,000 円）の税金を、また無届者にはうさぎ１羽
につき２円の罰金をかけたところ、これが効果絶大で、翌年には沈静化したそうです。
その他には、馬税として１頭につき３円(年額)の税金をかけていました（商売用の
馬の税金は、半額でした。
）｡
しかし、現在では動物を飼うことに税金をかける法律はありません。

（3）菓子税
明治 18 年（1885 年）には、お菓子を作るお店などの従業員の数や売り上げに応じて
一定の税金をかける「菓子税」が創設されましたが、全国の菓子業者の反対運動によ
り明治 29 年に廃止されました。
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Ⅷ 世界の税の歴史
１ Tax（税金）の語源を知ってる？
Tax（税金）は、ラテン語の Taxire（評価する）という言葉に由来するそうです。

２ イギリス最初の税って知ってる？
イギリス最初の税金は、1000 年頃、海賊（バイキング）で
あったデーン人の襲撃に備えるために人々からお金を集めた
「デーン税」といわれています。
集めた税金は、デーン人がやってきた時に渡すお金として使
っていたのですが、お金を渡すことで襲撃を免れようとしたわけ
です。そんなことをしなければいけないほど、海賊には困ってい
たんですね。

３ 世界最初の所得税は、いつできたの？
世界で初めて所得税制度を導入したのは、イギリスで、18 世紀末でした。
1799 年に、当時の首相ピットが、ナポレオン戦争で膨張した戦費を賄うために、個
人の総所得に 10％の比例税率を課する、という世界で初めての所得税法を創設しまし
た。
続いて、スイスが 1840 年、イタリアが 1864 年に創設しています。
なお、アメリカも、1862 年の南北戦争のときに所得税法を創設しましたが、人頭税
を禁ずる当時の憲法に違反する、ということで翌年に廃止されてしまい、実際に採用
されるのは、20 世紀はじめの第一次世界大戦中のことになります。

４ 世界最初の消費税は、いつできたの？
世界で初めて消費税制度を導入したのは、オランダで、16 世紀末でした。
当時のオランダは、スペインからの独立戦争を続けており、その軍費調達のために
導入したといわれています。ただ、ここにいう消費税は、
「現在の日本の消費税」とは
異なり特定の物品などに税金がかかる「個別消費税」と呼ばれる税金です。
「現在の日本の消費税」と似ているもので、基本的にすべての物品等に税金がかか
る消費税制度を世界で初めて導入したのは、フランスで、1954 年でした。
続いて、1969 年にオランダ、1971 年にベルギー、1973 年にイギリスなど世界の各
国に採用されていきました。
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５ 世界最初の印紙税は、いつできたの？
世界で初めて印紙税制度を導入したのは、オランダで、1624 年でした。
スペインとの独立戦争で財政が窮乏していた当時のオランダは、財源をうまく調達
する方法はないかと考え、「国民に重税感を与えない税金を考案した者には賞金を出
す。
」という新税アイデアの募集をしました。
これに応募して当選したのが、ヨハネス・ファン・デン・ブルックという税務職員
で、内容は「法律上、重要な書類にはスタンプの押捺を受けさせ、その際には税金を
納めさせる。
」というものでした。
続いて、1660 年にデンマーク、1673 年にフランス、1694 年にイギリスなど世界の各
国に採用されていきました。

６ 「税金を納めなくてもよい」法律があったってホント？
ドイツのアドルフ・ヒトラーという人が、
「国家元首（国家元首とは、国家を代表す
る資格を持つ国家機関、君主、大統領などをいいます。
）は税金を納めなくてもよい。
」
という法律をつくったことがあります。当時、ヒトラーは｢我が闘争｣という本を書い
たことによる収入がありましたが、それに対する税金を納めるようにミュンヘン東税
務署が通知したところ、まったく税金を納めず、こんなわがままな法律を作ってしま
いました｡

７ 外国にも変わった税金があったの？あるの？
（1）カエル税
中世ヨーロッパは、領主が地域の土地や領民を支配していたいわゆる封建社会で、
領主の意向により、いろいろな税がかけられていました。その１つが｢かえる税｣。
中世フランスで、安眠を妨害するカエルの大合唱に腹を立てた領主が、カエルを黙
らせるために民に課した労役税です。
集められた領民が、カエルが鳴くたびにお城の堀の水面を棹で叩いたそうです。
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（2）結婚税・死亡税
中世のヨーロッパには、
「結婚税」がありました。
この時代の荘園領主は、労働力が流出することを嫌って、他の
領主の支配地にいる農民との結婚を禁じていましたため、実ら
ぬ恋にさまざまな悲劇があったようです。
しかし、中世末期には、結婚税を支払った上で結婚を認めてもらったり、領主同士
の話し合いで、移動の自由が保証されたりしました。
こうした結婚税の代表的なものが、11～12 世紀のフランスにあった「領外婚姻税」
で、女性が他の領主の下にいる男性と結婚する場合に、嫁入り道具の価格に 2.5％～
５％の税率で課税していたそうです。
このほか、中世のヨーロッパには、
「死亡税」がありました。当時の農民たちは、封
建領主に死亡税を払わなければ耕作地を相続できなかったそうです。当時、土地は本
来領主のものとされていたため、農民が死亡すると,その土地は領主に返還されるのが
建前でした。しかし、残された妻子が路頭に迷うなど様々な不都合が生じることとな
るため、相続人が領主に「死亡税」を払って土地を相続したようです。

（3）公衆便所利用税
ローマ皇帝ヴェスバシアヌス帝は軍人として栄達を極めた人ですが、当初は暴君ネ
ロの残した財政難に苦しむ厳しいものだったようです。そのため、
ヴェスバシアヌス帝は人頭税や通行税などあらゆる名目で課税を
行いました。
苦肉の策の末、彼はとうとう公衆便所にも課税することを思い
付き、息子で次期皇帝のティツスに相談しました｡すると、ティツ
スは｢皇帝の品位に関わる。｣と反対しましたが、ヴェスバシアヌス
帝は「金貨に臭いはないではないか。
」と強固に押し通してしまったということです。

（4）通行税
荘園時代の 12 世紀のヨーロッパでは、荘園領主が荘園ごとに旅人
に様々な税金をかけていました。
徒歩で領内を通行する旅人には「徒歩税」
、馬車などを使って領内
に入ると「車税」
、橋を渡るときには｢橋税｣、橋税を払いたくないと
浅瀬を渡ると｢浅瀬税｣、大きな川を渡るときには｢河川税｣。いわゆ
る通行税です。
これらの税金は、一つだけ納めれば勘弁してもらえたわけではな
く、その都度払うものでしたから、旅行には相当の覚悟が必要でした。
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（5）独身税
ヨーグルトで知られているブルガリア。
面積は日本の約３分の１、人口も日本の約 15 分の１約 800 万人と少なく、この国の
悩みは労働人口の不足で、人口増大政策がこの国の重要な柱とのことです。
そのためか、以前、この国には独身者にのみ収入の５～10％を税金として徴収する
「独身税」という変わった税金がありました。独身の人に税金をかけることで、結婚
する人を増やし、生まれる子供を多くしようとしたのです。
ただし、1989 年を最後にこの制度はなくなりましたが、これ以降、出生率は少し下
がってしまったようです。

（6）カツラ税
昔、イギリスでは、カツラとそれに用いる髪粉に課税が行われました。
このカツラははげを隠すことのほか、裁判官、下男などが用いました。そして、髪
粉というのは、髪にふりまく香りのある粉で 18 世紀頃頭髪やカツラに振りかけたのだ
そうです。
カツラや髪粉を使用している人に対して１年１ギニー
（2013.4.19 の相場で約 150.57
円）課税されました｡
※

ギニーは当時のイギリス通貨で、1 ギニー＝21 シリング、1 シリング＝7.17 円
（2013.4.19 現在）

（7）髭税（ひげぜい）
昔、ロシアの近代化を図った人物にピョートル一世がいました。彼は、西ヨーロッ
パで造船技術、砲術などを習い、あのバルチック艦隊を編成しました。この富国強兵
策軍事費の莫大な負担のため、ロシア国内の財源はたいへん厳しいものになったため、
この急場を切り抜けるために、
「新しい税」を考案させることとしました。
「新しい税」の発案者は、これまでの税制の穴を探し、新税を次々と考案していき
ました。
土地税、桝目税（ますめぜい）
、重量税、ショール税、帽子税、薪炭税、大鎌税、皮
革税、蜂蜜税、風呂税、洗濯税、煙突税、スイカ税、キュウリ税、クルミ税等いろい
ろな税を発案しましたが、課税の種が尽きると、今度は職業や宗教、更に思想にまで
税金がつくこととなりました。
そして、1704 年、当時ロシア人が好んではやしていた髭（ひげ）を切らせる意味も
こめて、ひげをはやしている貴族・官吏・一般商人・家内農奴・修道院の雑役夫には
60 ルーブル（2015.5.1 の相場で約 139 円）
、大商人には 100 ルーブル（同約 232 円）
、
という「ひげ税」を導入しました。
また、農民は自分の村にいるときだけは無税ですが、あごひげを着けて都市へ出入
りすれば、その都度１カペーカ（同約 0.023 円）ずつ払わなければなりませんでした。
他にも、課税は出産、結婚、埋葬にまで至り、人民の間に大きな不満感を巻き起こ
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し、結局、これらの雑多な新税も徴収方法の複雑さ、莫大な徴税経費から失敗に終わ
りました。
※1 ルーブル＝2.32 円（2015.5.1 現在）
、1 カペーカ＝100 分の 1 ルーブル

（８）空気税
フランスのルイ 15 世の時代の財務長官エティンヌ・ド・シルエットという人は、人
間の吸う空気にまで税金をかけようとしました。当時のフランスは、イギリスとの７
年戦争や王室の浪費により財政難に陥りました。財務長官に就任したシルエットは、
まず、貴族や僧侶に税金をかけようとしましたが、失敗し、「なんとか国民全員から
永遠にとれる税金はないものか」と考えた末、遂に空気（息をするたびに税金をとる）
にまで税金をかけようとしたそうです。しかし、当たり前のことながら、このふざけ
た税金に国民の怒りは爆発。国民の反対にあい、わずか９か月で財務長官を辞任した
そうです。

（９）とり税
時は 15 世紀の中世後期｡ところはドイツとの国境に近いフランスのアルザス地方｡
この地方では、年貢の１つとして年２回、鶏を領主に差し出していました。
そして、納税の月に子供の産まれた農家には、この課税が
免除されていましたが、これには条件がありました。
その条件とは、年貢分の鶏を産後の体力回復のために、母
親となったご婦人が食べる、というものでした。夫はその証
拠として、鶏の頭を保存しておき、役人が税金の徴収に現れ
たとき、それを見せて年貢の徴収を免除してもらったという
ことです。

（１０）ソフトドリンク税
虫歯の増加に頭を悩ませたアメリカのノース・カロライナ州では、虫歯の原因とな
るソフトドリンクの飲み過ぎを減らそうとして 1969 年に、州内でソフトドリンクの製
造・販売を行う一定の者に対して、税金をかけるソフトドリンク税を作りました｡
ちなみに、日本でも大正 15 年（1926 年）に、清涼飲料税が導入されています。対象
となる清涼飲料水は、
「炭酸ガスを含んでいること」が条件でしたので、サイダーなど
の炭酸飲料だけが対象となっていました。ミネラルウォーター（天然水）、オレンジ
ジュース（果実汁）
、レモネード（果実糖飲料）などの清涼飲料水は非課税でしたが、
それらに炭酸ガスを加えて発泡させた炭酸飲料は課税対象になりました。
また、天然水でも、湧出する炭酸水（天然炭酸鉱泉水）をビン詰めして販売すると
課税対象でした。
清涼飲料税が新設された背景として、当時のサイダー類の消費拡大が挙げられます。
明治末年頃からビール会社を中心としてサイダー、シトロン（レモンに似た柑橘系の
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香料を加えた炭酸水）
、ジンジャエールなどが大規模に製造販売されビールと同じよう
な高級飲料として扱われるようになりました。つまり、サイダー類は、高級嗜好品と
して世間に認知されたため、課税対象となったのです。一方、価格が低廉で大衆向け
であったラムネ（玉ラムネ）については、高級嗜好品であるサイダー類の半分程度の
税率とされていました。
なお、清涼飲料税は昭和 24 年（1949 年）に廃止され物品税へと統合されました。物
品税法による炭酸飲料への課税は減税を繰り返しながらも存続し、最終的には平成元
年（1989 年）に消費税へ組み込まれました。

（11）ポテトチップス税
ポテトチップス税は、2011 年９月に東欧ハンガリーで導入された税。スナック菓子
など塩分や糖分の高い食品を対象にして、食べ過ぎを抑え、成人病の原因となる肥満
を予防する狙いがあるとされていて、栄養剤やアイスクリーム、アルコール入り飲料
なども対象とし、5％～20％の税金を課すそうです。
ポテトチップスは 1 キログラム当たり２００フォリント（約 80 円）で、標準サイズ
の袋は、値段が約 1 割～2 割上がったといいます。
また、ケーキ類、アイスクリームはともに１キログラムあたり１００フォリント（約
40 円）
、清涼飲料水は１リットル当たり５フォリント（約 2 円）が上乗せされました。
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）によると同国の肥満率は約 20％で、欧州でも有数の
肥満大国とされています。

（12）窓税
時は 18 世紀後半。イングランドの歴史の中で、最も不健康な税金といわれた窓税｡
一番窓税が重かった時期は 1808～1823 年の間で、窓が６つ以下の家で年間６シリン
グ６ペンス（2015.5.1 の相場で約 59.8 円）から８シリング（同約 73.6 円）
、７つで年
間１ポンド（約 184 円）
、９つあると年間２ポンド１シリング（同約 377 円）もの税が
課せられたといいますから、貧しい人々は窓のない暗い家の中で過ごしていました
（ちなみに、中流階級で平均年収がおよそ 150 ポンド（同約 27,600 円）です。
）
。
しかし、1823 年には窓税は半額になり、1825 年には８つ以下の窓の家は税金免除に
なりました。これにより、住民は余計な出費はしたくないなどの理由から、イング
ランドのほとんどの家は８つ以下の窓の薄暗い家で暮らしていたそうです。
そしてついに 1851 年、窓税は廃止になりました。
ちょうどこの時は、クリスタルパレスという全てがガラスでできた大きな建物の中
でロンドン万博が行われた年で、ガラスの値段も安くなったというのでようやくイン
グランドの家々の室内にも明るい日差しが差し込むようになりました。
※

1 ポンド＝184 円（2015.5.1 現在）、1 シリング＝20 分の 1 ポンド、1 ペンス＝
12 分の 1 シリング
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（13）市内乗り入れ税
シンガポールでは、朝夕のラッシュ時に、自動車やバイクで市内中心部に車を乗り
入れる場合には、お金を支払う必要があります。
金額は、個人登録の自動車は 3 シンガポールドル（以下「Ｓ＄」
、2015.5.1 の相場で
約 271.1 円）
、会社登録の自動車は６Ｓ＄（同約 542 円）
、バイクは１Ｓ＄（同約 90 円）
となっています。
このお金を支払う制度のことをＣＢＤ（Central Business District=お金を支払わ
なければ入ることができない中心部のことを指す。
）といい、直接的には「税金」と表
現されていませんが、シンガポールの人たちは、
「市内に乗り入れるために必要な税」
と認識しているそうです。
シンガポール以外にも、世界の国々には、市内の混雑を避けるために、自動車での
乗り入れを規制するところがあります。
例えば、１台に何人以上乗っていないと入れないとか、ナンバープレートの最後の
数字が奇数とか偶数とかで、その日に町の中へ入れるかどうかを決めている場所があ
る国が世界にはあります。
※ 1 シンガポールドル＝90.36 円（2015.5.1 現在）

（14）炭素税
フィンランドにおいて 1990 年に初めて導入された税制度で、地球温暖化を防止し、二酸
化炭素排出量を削減する取組の一つであり、
「環境税」ともいえます。
二酸化炭素の排出量に応じて税金がかかる制度で、北欧諸国や国土に干拓地の占める割
合が大きいオランダなど地球温暖化の影響が大きい国々が率先して取り組み、続いてドイ
ツなどヨーロッパの国々が導入を始めています。
ただ、アメリカ・中国・日本などたくさん二酸化炭素を排出している国々では、このよ
うな炭素税の導入がされていないため、世界各国における税の賦課による地球温暖化の防
止等の環境問題への取組は、まだ始まったばかりといえます。
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税金クイズ
１ 次のうち、所得税のかからないものはどれでしょう？
① 拾ったお金
② 宝くじの当せん金
③ クイズ番組の賞金

【正解】②宝くじの当せん金
日本の宝くじの当せん金には、法律によって税金がかからないことになっています。
（当せん金付証票法）
宝くじを売って集めたお金（収益）の使い道は、当せんした人に支払う当せん金だけ
ではありません。日本の宝くじは、収益の約 40％が全国の都道府県に分配されて、消防
車の購入、図書館の本の購入、社会福祉施設の建設費などに使われており（平成 27 年
度実績、財団法人日本宝くじ協会）
、税金と同じような役割を果たしています。
参照 P31№91

２ 次のうち、所得税のかかるものはどれでしょう？
① ノーベル賞を受賞したときにもらう賞金
② オリンピックでメダルを取ったときにもらう賞金
③ 芥川・直木賞を受賞したときにもらう賞金

【正解】③芥川・直木賞を受賞したときにもらう賞金
芥川・直木賞をはじめ、各文学賞の賞金は一時所得として課税対象です。
ノーベル賞の賞金やオリンピックでメダルを取ったときの賞金には税金がかかりま
せん。
※

ノーベル賞６分野（物理学・化学・平和・文学・医学生理学・経済学各賞）のうち経済学
賞については課税対象になります。
経済学賞は、
1968 年の創設以来日本人の受賞者はおらず、
正式名称も「アルフレッド・ノーベル記念経済学銀行賞」といい、賞の創設経緯も他５分野
と異なるため、ここではノーベル賞の賞金は非課税と回答しています。注釈として、説明を
添えてください。
また、オリンピックでメダルをとった場合にも、賞金を出す団体は様々ありますが、税金
がかからないと法律で定められているのは、財団法人日本オリンピック委員会（JOC）が出す
報奨金（賞金）と JOC の一部の加盟競技団体が出す一定の金品に限られます。
参照 P31№92、P32№93～ 94
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３ 日本で最初に所得税が導入されたとき、世間では「名誉税」
とも呼ばれていた。
○か×か？

【正解】○
明治 20 年(1887 年)にできたこの制度は、年間 300 円以上の所得のある者にかけられま
した。
対象者は当時の人口の 0.3％だけしかおらず、これを払う者はお金持ちの証拠でもある
ため｢名誉税｣と呼ばれていました。
参照 P45№5

４ 次のうち、明治時代に本当にあった税金はどれでしょう？
① うさぎ税

② たぬき税

③ きつね税

【正解】①うさぎ税
明治時代の東京（当時は「東京府」
。
）では、うさぎ１羽を飼うことにつき１円（月額）
の税金がかかっていました。当時は、外国から珍しいうさぎが入ってきたせいか、うさぎ
で一儲けしようとする人がたくさん出てきて、うさぎの値段が高くなっていたため、それ
を沈静化させようと税金がかけられるようになったのです。
その他には、馬税として１頭につき３円(年額)の税金をかけていました｡
しかし、現在では動物を飼うことに税金をかける法律はありません。 参照 P47№10（２）
P3510

５ お金を拾った場合、落とし主が現れないときは、拾った
人がもらえることになります。
ではその場合、お金を拾った人には税金がかかる。
○か×か？

【正解】○
拾ったお金や、競馬・競艇などの配当金には、所得（もうけ）があったとして、所得税
（一時所得と判断される｡）がかかることになっています。
ただし、税金がかかるのはそのうちの何割かだけなので、残りはその人のものになりま
す。
参照 P30№89
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６ 「国家元首（国家元首とは、国家を代表する資格を持つ国
家機関、君主、大統領などをいいます。日本でいうと、天
皇陛下あるいは内閣総理大臣のイメージかな？）は税金を納
めなくてもよい。」という法律を作ったのは、ドイツのアド
ルフ・ヒトラーである。
○か×か？

【正解】○
当時、ヒトラーは｢我が闘争｣という本を書いたことによる収入がありましたが、それに
対する税金を納めるようにミュンヘン東税務署が通知したところ、まったく税金を納めず、
国で一番エライ立場を利用してこんなわがままな法律を作ってしまいました｡
参照 P49№６

７ 朝夕のラッシュ時、市内中心部に車を乗り入れるときに税
金を課す『市内乗り入れ税』がある国はどこでしょう？
① タイ
② パキスタン
③ シンガポール

【正解】③シンガポール
国によって、市内の混雑を避けるために、自動車での乗り入れを規制したり、混雑する
時間帯に乗り入れる時は、お金を支払ったりするところがあります。
例えば、１台に何人以上乗っていないと入れないとか、ナンバープレートの最後の数
字が奇数か偶数かで、その日に町の中へ入れるかどうかを決めている場所があるというよ
うな国が世界にはあります。

参照 P54№7（13）

８ 中世ヨーロッパには、
「死亡税」というものがあった。
○か×か。

【正解】○
当時の農民たちは、封建領主に死亡税を払わなければ耕作地を相続できませんでした。
参照 P50№７（２）
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９ アメリカ合衆国ニューヨーク州では、救急車の呼出番号が
日本とは逆の９11 番ですが、救急車の利用は日本と同じく
無料である。
○か×か。

【正解】×
海外ではむしろ有料の方が多い。
「空気と水と救急車はただ。
」という感覚は、日本から一歩外に出ると通用しなくな
ることがあります。
海外旅行のときには、よく注意してください。
<参考>
救急車の利用料金（2015 年 5 月）
アメリカ ニューヨーク・・・・ 約 30,000 円 + 375 円（ｋｍ当たり）
オーストラリア シドニー ・・ 約 11,000 円 + 300 円（ｋｍ当たり）
フランス パリ ・・・・・・・ 約 23,000 円 + 200 円（ｋｍ当たり）

アメリカのニューヨーク州では、１回に３０,０００円かかるそうです。さらに１ｋｍごとに３７５円
の別料金がかかります。タクシーみたいですね。
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大人の税金クイズ
１ 皆さんが買い物をする時に支払う「消費税」は、日本では
いつできたのでしょう？
① 昭和 58 年
② 平成元年
③ 平成 6 年

【正解】②平成元年
消費税が導入されたのは平成元年４月で、税率は国税のみの３％でした。
皆さんも知っている「ウイッシュ」の「ＤＡＩＧＯ（ダイゴ）
」のおじいちゃん（竹
下登氏）が総理大臣の時にできました。
参照 P26№75

２ 現在の国の財政の歳入を見ると、約半分が公債金という国
の借金により賄われていいます。一方、歳出については、一
番多く使われているのは、社会保障費です。
では、次のうち、二番目に多く使われているのはどれで
しょう？
① 国債費
② 教育費
③ 防衛費

【正解】①国債費
歳出で一番多く使われているのは、社会保障費です
が、その次に多く使われているのは、国債費すなわち、
国の借金の返済です。公債金と国債費を比較してみると分かりますが、
国が借金を返す金額より、国が借金をする金額の方が実ははるかに多
いのです。
したがって、国の借金は、毎年増えているという状況にあります。

-59-

税金クイズ

3 日本の憲法は、国民に 3 つの義務を定めています。
次のうち、国民に課している 3 つの義務の組み合わせが
正しいものはどれでしょう？
① 教育、勤労、防衛
② 教育、勤労、納税
③ 勤労、納税、防衛

【正解】②教育、勤労、納税
日本国憲法では、その第 26、27、30 条において、教育、勤労、納税の３つを国民の
義務として、定めています。

４ 次の人の中で、今でいう税務署に当た
るあたる役所で働いていたことのある
人は、誰でしょう。
① 勝海舟
② 西郷隆盛
③ 小林一茶

【正解】②西郷隆盛
西郷隆盛は、慶応４年（1868 年）大総督府参謀として東征、勝海舟と合議して江戸城を平
和裡に治め、その後、明治時代に政治家になった人です。10 代後半の吉之助と名乗っていた
ころ、10 年ほど薩摩藩の郡方（こうりかた）という今の税務署に当たる役所に勤務していま
した。
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５ 次の貰ったお金のうち、所得税のかかるものはどれでしょ
う？
① 拾ったお金
② 宝くじの当せん金
③ サッカーくじ TOTO の当せん金

【正解】①

拾ったお金

落し物を拾ったときは、警察署や近くの交番に届けますが、もし、３か月経っても落
とし主が現れない場合は、拾った人がその落し物をもらうことができます。
落し物のお金をもらったときには、所得（もうけ）があったとして、一時所得として
税金がかかる場合がありますので、もらったお金の一部を税金として納めることにな
ります。
一方、日本の宝くじの当せん金やサッカーくじＴＯＴＯの当せん金は、法律によって
税金がかからないことになっています。
宝くじの販売により生じた収益金は、発売元の全国都道府県や全指定都市に分配せれ
て、高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに
使われており、サッカーくじＴＯＴＯについても、誰もが身近にスポーツに親しむこと
ができるような環境整備などスポーツ振興のための財源確保のため、宝くじのように広
く小口で寄付を募るという考えにより導入されたからです。
参照 P30№89、P31№92

６ 次のうち、一番税金（酒税・消費税の合計額）の負担割合
の高いお酒はどれでしょう？
① 清酒１.0 リットル（小売価格 1,950 円）
② 缶ビール 350 ミリリットル（小売価格 215 円）
③ ウイスキー700 ミリリットル（小売価格 1,820 円）

【正解】②缶ビール 350 ミリリットル（小売価格 215 円）
①（120,000×１.0 ／１ｋ ）+（1,950 円×８／108）＝264 円
264 円／1,950 円＝13.5％
②（220,000×350m ／１ｋ ）+（215 円×８／108）＝92.93 円
92.93 円／215 円＝43.2％
③（370,000×700m ／１ｋ ）+（1,820 円×８／108）＝394 円
394 円／1,820 円＝21.6％
参照 P34№99
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