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　当会では，租税教育の充実に関する基本方針等について協議されており，令和３年11月に

開催された総会においては，①学習指導要領の着実な実施，②「租税教育の充実」について，教

育関係団体の協力を得ながら，引き続き周知を図ることなどについて合意したところです。









住民税

飲食料品：税率8％

￥100

国や地方に納められ
た税は何に使われて
いるんだろう？

お店が消費税を国（税務署）
や地方に納めます

■消費税について
令和元年10月1日から消費税の
税率は10％に変わりました。
飲食料品は8％に軽減されていま

す。

税務署（国）

都道府県や
市区町村

自分で税金を計算して納め
ます。

会社が社員の税金をまとめて
納めます。

消費税

所得税

所得
税

住民税

みんなは税のこと, どれくらい知っているかな？
わたしたちに一番身近な税は何だろう？

■商品を買った場合
さとるくんはお店で本を買
いました。
本の代金 1,000 円と消費
税 100円を払いました。

はら

■自分で商売をしている場合

めぐみさんのお母さんは,
花屋さんです。
1年間のもうけの中から税
金を納めています。

消費税って
聞いたことあるわ

商品を買ったとき
にふくまれている
みたいだよ

■会社につとめている場合

￥100￥1,000

めぐみさんのお父さんは,
会社につとめています。
毎月支払われるお給料の

中から税金が差し引かれて
います。

はら
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（出所：国税庁ホームページ）

（出所：財務省ホームページ）（注）計数については，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは合致しないものがある。

1988年　消費税法成立

1989年　消費税法施行　税率３％

1997年　税率５％に引き上げ

2014年　税率８％に引き上げ

2019年　税率10％に引き上げ
　　　　（軽減税率（注）　８％）
　　　　（注）　酒類・外食を除く飲食料品及
　　　　　　び定期購読契約が締結された週
　　　　　　２回以上発行される新聞

３３



みなさんがいつも遊ぶ公園や本を読む図書

館など,多くの人が使う施設を公共施設とい

います。公共施設には国やそれぞれの地方 (都道府県や市(区)町村)の税がたく

さん使われています。

みなさんが住んでいる町にも,いろいろな公共施設があります。

どんなものがあるか探してみましょう。
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全国の交通安全施設等の数
（令和３年３月末現在）
○ 信号機　　　…　約21万基 ○ 道路標識　　　　　…　約612万本
○ 交通情報板　…　約3,400基 ○ 交通管制センター　…　161か所



30

約88万2千円 約105万2千円 約100万円

税は,わたしたちみんなが,平等で安全に

楽しくくらしていくために,公共施設以外

にもいろいろなかたちで使われています。税がみなさんの身近なところで,どんなふ

うに役立てられているか,考えてみましょう。



令和元年度

令和元年度

4,478
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5,497 13万円）

4,171 約１万９千円

30

令和3年4月現在）
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小学生　約7万3千円（年額 約88万2千円）
中学生　約8万6千円（年額 約105万2千円）
高校生　約8万2千円（年額 約100万円）



2,292億円

新型コロナウイルスワクチン
接種費用

学校へのパソコン・
タブレット端末の配備

5,736億円

国

予　算　案

国　民

議　決

写真提供：衆議院出典：首相官邸ホームページ

税金は国民みんなのために
使われているのね

議員は国民に
選ばれた
代表者なんだ

税　金 選　挙

税　金

国の予算の決め方 国は国民のくらしを豊かにするために, 国に入るお金をどう
使うかを話し合いで決めています。 まず, 内閣が１年間に入る

お金と国の仕事に必要なお金を計算し, 予算案をたてます。 そして, その予算案について, 
国民の代表である議員が国会で話し合い, 予算を決定します。

■地方の予算の決め方

地方の予算を決めるときも, 
国と同じように議会で話し合
いをして, 使いみちを決めて
います。地方の議会も, それ
ぞれの地方選挙で選ばれた
住民の代表者です。

ごみ処理上・下水道 道路

さまざまな公共サービスへ

国の予算　（令和３年度当初予算）

そのほか 5.2％

公債金 40.9％

税金など 53.9％

総額
106兆6,097億円106兆6,097億円

総額
106兆6,097億円106兆6,097億円

歳入
さいにゅう

国の借金を返したり
利子を払ったりするために
 22.3％

都道府県や市区町村の
財政をおぎなうために
 15.0％

都道府県や市区町村の
財政をおぎなうために
 15.0％

そのほか
　18.3％

教育や科学技術を
さかんにするために
 5.1％

道路や住宅
などの整備の
ために
5.7％

わたしたちの健康や生活を
守るために
33.6％

わたしたちの健康や生活を
守るために
33.6％

歳出
さいしゅつ
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新型コロナウイルス感染症関係経費（令和２年度補正予算）新型コロナウイルス感染症関係経費（令和２年度補正予算）

【第一次補正予算】約255,655億円

・全世帯への布製マスクの配布

・持続化給付金

・定額給付金

・ＧＩＧＡスクール構想
　（タブレット端末一人一台等）

約     233億円

約 23,176億円

約128,803億円

約  2,292億円

【第二次補正予算】約318,171億円

・家賃支援給付金

・持続化給付金の拡充

約20,242億円

約19,400億円

【第三次補正予算】約191,761億円

・新型コロナウイルスワクチン

　接種体制の整備・実施 約5,736億円

（注）計数については，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは合致しないものがある。



税がないと,わたしたちの生活は成り立たなく

なります。

税は,社会の一員としてくらしていくために支払わなければならない会費のようなもので

す。税を納めることは,国民の義務として憲法に定められています。

国民は，法律の定めるところにより，納税の義務を負ふ。（納税の義務）

国は,国民全体のために必要なことや海外

援助などに,地方（都道府県や市（区）町

村)は,住民の生活に欠かせない身近なことに税を使っています。

地方(都道府県や市(区)町村)が活動するためのお金は地方税と国から交付され

るお金でまかなわれています。

（和歌山，海南，有田市合同消防訓練）（兵庫県朝来市での植林事業） （高島浄化センター）



３ 9,489



税がないと,わたしたちの生活は成り立たなく

なります。

税は,社会の一員としてくらしていくために支払わなければならない会費のようなもので

す。税を納めることは,国民の義務として憲法に定められています。

国民は，法律の定めるところにより，納税の義務を負ふ。（納税の義務）

国は,国民全体のために必要なことや海外

援助などに,地方（都道府県や市（区）町

村)は,住民の生活に欠かせない身近なことに税を使っています。

地方(都道府県や市(区)町村)が活動するためのお金は地方税と国から交付され

るお金でまかなわれています。









（掲載画像は,令和3年11月現在のものです。）

税金でつくられていると思うものに、○をつけましょう。

写真協力（50音順）　有田市，大阪市，海南市，京都市，甲賀市，滋賀県，衆議院，首相官邸ホームページ，奈良県，兵庫県，陸上自衛隊，和歌山県，和歌山市，JICA



問５　消費税（付加価値税）は，世界150以上の国にありますが，消費税（付加価値

税）の標準税率が１番高い国はどこでしょうか？

　　①日本　②フランス　③ハンガリー

問３　なぜ税金を納めなければならないのでしょうか？

問１　町にはいろいろな自動車が走っていますが，税金で購入されている自動車はど

れでしょうか?



　答は①パトカーです。

　このほかにも、救急車、消防車、清掃車、ごみ運搬車(パッカー車：ごみを自動的に圧縮する
装置のついた車)など、税金で購入されている自動車には様々な種類があります。
　また、近年、高層マンションがたくさん建築されていますが、それら建物の高い階で火事が
発生した場合、長く伸びるはしごを装備したはしご車でなければ消火ができません。
　このため、現在では40m級のはしご車を装備したはしご車が消防車の主力の１つとなってい
ます。　

　答は②約50種類です。

　令和３年（2021）年１月１日現在、国税が25種類、地方税が約25種類あります。
　地方税に「約」が付いているのは、都道府県や市町村ごとに定められている税金があり、地
域によって若干違いがあるためです。
　例えば、「産業廃棄物税（産業廃棄物の排出量などに応じて課税される法定外目的税で、産業
廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルの向上などを目的として導入される税）は、全国27の
道府県（近畿では滋賀県・京都府・奈良県）で導入されています。
　また、③の約1,500種類は、江戸時代にあった税（年貢や諸役）の数です。



　答は③ハンガリーです。
　令和３（2021）年１月現在、ハンガリーの税率が27%と世界で最も高くなっています。
　税率が25％と高いスウェーデンを紹介しますと、25歳から50歳の女性就業率が80％を超えてお
り、育児休業中も最初の390日間は、給与の80％が国から支給されるなど、特に社会保障が充実し
ています。
　また、16歳になるまで国から児童手当が支給され、学校の授業料は大学まで無料です。

　答は①無料です。
　救急車の利用料金が無料の国というのは珍しく、ほとんどの国が有料です。
　例えば、アメリカのニューヨーク州で救急車を利用した場合、約31,500円（約300ドル）を請
求されることもあるようです（１ドル＝105円　令和３（2021）年１月末のレートで換算）。
　日本に比べ、自由診療が基本のアメリカ、特に医療費が高いとされるニューヨークのマンハッ
タン区では、急性虫垂炎で入院・手術（１日入院）を受けた場合で１万ドル以上、日本円にする
と約105万円も請求されるそうです（１ドル＝105円 令和３（2021）年１月末のレートで換算）。
　日本では、救急車の利用料金は税金などの公費で賄われています。救急車は、緊急で医療を必
要とする方のためにある限られた資源です。例えば、救急車を「便利だから」、「交通手段がない
から」、「病院で待つのが嫌だから」といった理由で呼ぶものではありません。



【租税教育への取組紹介】 

○ 「国税庁ホームページ 税の学習コーナー」 

   https://www.nta.go.jp 

国税庁ホームページでは、税について次のようなコーナーを設けております。 

授業などで是非御活用ください。 

（掲載画像は、令和３年 11月現在のものです。） 

税の学習コーナー 検索


