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４５分間で税金のことが
解った気になれる授業



自己紹介
氏名＝小関健三（こせきけんぞう）

年齢＝色々微妙な４６歳(-_-;)

出身＝旭川市

職業＝税理士、公認会計士、旭川大学経済学部教授

趣味＝山歩き、街歩き、コーヒー豆の焙煎



税金ってなん
だろうか？



税金を巡る都市伝説

（その１）

税金は取られるもの？

（質問その２）

税負担を決めるのは国？

（質問その３）

税務署は税金を取るのが仕事？



１．税金の対象



昔はこんな税金も…

臆病税

窓税

トランプ税

キャンディー税

石鹸税

自転車税

便所税



何かを買った人 →消費税
給料をもらった人 →所得税
モノをもらった人 →相続税・贈与税
会社が儲かった人 →法人税
ガソリンを入れた人 →ガソリン税
タバコを買った人 →たばこ税
クルマを持っている人 →自動車税
温泉に入った人 →入湯税
ゴルフをした人 →ゴルフ場利用税
お酒を買った人 →酒税

税金って色々！

現在は、



2.税金は何のため？



公共サービス



料金をとれる公共サービス

水道、ゴミ収集、科学館、動物園、

体育館の利用料…



料金をとれない公共サービス

道路、警察、消防救急

財源は税金で賄うしかない



何かを買った人 →消費税
給料をもらった人 →所得税
モノをもらった人 →相続税・贈与税
会社が儲かった人 →法人税
ガソリンを入れた人 →ガソリン税
タバコを買った人 →たばこ税
クルマを持っている人 →自動車税
温泉に入った人 →入湯税
ゴルフをした人 →ゴルフ場利用税
お酒を買った人 →酒税

少しずつ色々な税
金で財源を確保し
ているんだ！



3.税金の性質



料金と税金の違い

・料金は何かのために支払う

・税金を払っても…実は何もおこらない

⇒税金は特に何かのためでない！

（対価性がないということ）



罰金と税金の違い

・罰金は秩序を守らせるための強制手段

・税金は公共サービスの財源調達

⇒税金は共同負担



寄付金と税金
・寄付は善意、自由

・税金は任意でない。

⇒むしろ強制・義務！



４．税金にも
ルールがある



ルールは２つ

１．負担は平等に。

２．法律にあるだけ負担。



ルール、それは…

にある。



憲法とは…

全ての法律の基本になる法律。

憲法第九八条

「憲法は、国の最高法規」



５．ルールその１

負担は平等に。



どれも平等？

①全員同じ金額の税金

②全員同じ割合の税金

③人により負担割合が変わる税金



たとえば、

年金を２５０万円もらった時

税金は４万６千円

（負担割合１.８％）

おじいちゃんにはちょっとだけ負担してもらう



ちょっと話題の

あのお方

給料が５０００万円だとすると、

税金は、約１５００万円！！

（負担割合約３０％）

たくさん負担しても大丈夫



所得税の税率
195万円以下 ５％

330万円以下 10％

695万円以下 20％

900万円以下 23％

1800万円以下 33％

1800万円以下 40％

４０００万円超４５％！



お金持ちの人

＝たくさん税金を払っても大丈夫

まだたくさん財産が残るから。

そうでない人

＝少しだけ税金を負担してもらう



憲法第一四条

「すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地

により、政治的、経済的又は社会的関係

において、差別されない。 」

税金＝能力に応じて負担。

税金をたくさん負担できる人＝大きな割合

そうでない人＝小さな割合



一律に同じ負担は実は

平等ではない

税金を払った後の

結果が問題



一人ひとりには違いがある

男子と女子。若者と老人。

健康な人とそうでない人。

みんな“一律”だと弱い人はますます弱く。

強い人はますます強くなる！

…違いに合わせた負担（合理的差別）

真の平等は、

相対的平等



６．ルールその２

法律にあるだけ

負担。



憲法３０条

「国民は法律の定め

るところにより、

納税の義務を負ふ。」



ところで、この条文

「納税の義務」

の本当の意味知ってました？



その前に法律って…？



なぜ法律が必要か？



法の目的

＝正義の実現



＜正義＞

各人が持つべき権利が配分
されていること。

（古代ローマ法典より）



無法状態

みんな好き勝手やると

↓

いつか必ず喧嘩になる



＜正義＞

各人が持つべき権利が配分
されていること。



国民＝財産権

国家＝課税権



税金についての法律

国民と国家との

権利の衝突を防ぐ



税法は税金をとるためでなく、

国民の財産を守る法律



憲法はこれを
前文

「主権が国民に存する…

その権力は国民の代表者が…」

憲法第四一条

「国会は、…国の唯一の立法機関 」



法律とは

法律←国民全員の意思

国会は唯一の立法機関（憲法4１条）

国会議員は国民が選ぶ

（憲法43条）



つまり

憲 法

国民主権

法律 税法



公共サービスは国民のため

何が必要かは自分達国民が決める

費用負担の仕方も国民が決める

税金に当てはめてみる



モノやサービスを買った時→消費税
給料をもらった時 →所得税
財産をもらった時 →相続税とか贈与税
会社が儲かった時 →法人税
ガソリンを入れた時 →ガソリン税
タバコを買った時 →たばこ税
クルマを持っている時 →自動車税
温泉に入る時 →入湯税
ゴルフに行った時 →ゴルフ場利用税
お酒を買った時 →酒税



公共サービス＝必要なものを
負担の仕方 ＝必要な分だけ

国民の意思⇒国民主権⇒法律

憲法３０条

「国民は法律の定めるところにより、

納税の義務を負ふ」



ところでさっきの質問…

「納税の義務」
条文の本当の意味知ってました？



憲法３０条

「国民は法律の定めるところに

より、納税の義務を負ふ。」

↓

義務の範囲を限定した条文



公共サービスは国民のため

何が必要かは自分達国民が決める

費用負担の仕方も国民が決める

税金に当てはめてみる



７．税金の納め方



１．自分で計算

２．自分で申告

３．自分で納める

⇒全部自分でする！



そうすると、

税務署は、

１．確定申告を受け付ける。

２．間違いがないか確認する。

⇒税務署は、
税額を決めるところでもなく、
税金をとっていくところでもない。



８．今日のまとめ



税金を巡る都市伝説

（その１）

税金は取られるもの？

（質問その２）

税負担を決めるのは国？

（質問その３）

税務署は税金を取るのが仕事？



真実は



真実その１

⇒税金は（自主的に）払うもの

真実その２

⇒税金を決めているのは自分達
国民主権（参政権）

真実その３

⇒税務署は計算が正しいかどうかを確認するだけ。

…三権分立（行政）



税金とは、

公共サービスの財源。対価性はない。

自分たちで決める法律の限りで負担。

能力に応じて“平等”に負担。



おしまい！



監 督 小関健三

企 画 小関健三

構 成 小関健三

制 作 小関健三

画像協力
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