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ぜい きん

税金について
どう ろ はし せい び せい めい ざい さん さい がい はん ざい まも

道路や橋などを整備したり、生命や財産を災害や犯罪から守ったり、
せい かつ こま ひと ほ ご ひつ よう

生活に困っている人を保護することは必要なものです。
くに ち ほう こう きょう だん たい こう きょう う

これらは国や地方公共団体から「公共サービス」で受けています。
こう きょう がっ こう こう きょう し せつ い じ かん り じょう げ すい どう せい び

「公共サービス」は学校や公共施設の維持・管理、上下水道の整備
み ぢか こく ど かい はつ さん ぎょう しん こう がい こう ひろ はん い

など身近なものから、国土の開発、産業の振興、外交など広い範囲

にわたっています。
くに ち ほう こう きょう だん たい わたし く よ

このように、国や地方公共団体は、私たちの暮らしをより良くするた
し ごと

めに、さまざまな仕事をしています。
ひ よう わたし ぜい きん かたち ふ たん

その費用を私たちは「税金」という形で負担しています。

ぜい きん しゅ るい

税金の種類
ぜい きん ちょく せつ ぜい かん せつ ぜい

税金には直接税と間接税があります。
ちょく せつ ぜい

１．直接税
ぜい きん おさ ひと ぜい きん ふ たん ひと おな ぜい きん

税金を納める人と税金を負担する人が同じである税金のことです。
かんせつ ぜい

２．間接税
ぜい きん おさ ひと ぜい きん ふ たん ひと べつ ぜい きん

税金を納める人と税金を負担する人が別である税金のことです。
ぜい きん

あなたの知っている税金は？
ぜい ぜい

税 税
ぜい ぜい

税 税
ぜい ぜい

税 税
ぜい ぜい

税 税
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しょう ひ ぜい

消費税とは
えん しな もの か もの とき しょう ひ ぜい えん た

１００円の品物を買い物した時に、消費税が８％なら８円を足して、
ごう けい えん みせ し はら

合計１０８円をお店に支払います。
よ ぶん はら しょう ひ ぜい えん みせ くに おさ

その余分に払った消費税の８円をお店が国に納めます。
わたし しょう ひ しゃ もの か う ひと し はら

これが私たち消費者（物を買ったりサービスを受ける人）が、支払う
しょう ひ ぜい

消費税です。

がつ しょう ひ ぜい ひゃっ きん さつ か

９月まで消費税は８％だったので100均ショップでノートを1冊買った
ば あい えん えん えん しょう ひ ぜい えん

場合、１００円＋１００円×８％＝１０８円で消費税は８円でした。
がつ しょう ひ ぜい

１０月からは消費税は１０％になりました。

けい さん しき えん えん えん しょう ひ ぜい えん

計算式は１００円＋１００円×１０％＝１１０円で消費税は１０円です。
がつ ひゃっ きん さつ か

ということで、１０月からは１００均ショップで１冊ノートを買うときには
えん よ ぶん はら

２円を余分に払うことになりました。

しょう ひ ぜい けい さん

消費税の計算
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しょう ひ ぜい がつ ぞう ぜい

消費税が10月より10％へ増税になりましたが、8%のものもあります。
けい げん ぜい りつ てき よう ね あ す お

軽減税率が適用されると10%に値上げしないで8%で据え置きです。

しょう ひ ぜい す お

消費税が８％に据え置きされるもの

１０％になるもの
もちかえると８％

おみせでたべる１０％
８％のまま

けい げん ぜい りつ

軽減税率とは
しょう ひ ぜい ふ せい かつ くる

消費税が8%から10％に増えると生活が苦しくなります。
せい かつ すこ やわ しょう ひ ぜい ぜい りつ けい げん

生活を少しでも和らげてあげよう、ということで消費税の税率を軽減
す お せい さく

（据え置き）する政策です。
おも いん しょく りょう ひん けい げん ぜい りつ たい しょう

主に、飲食料品が「軽減税率」の対象になります。



消費税がわかる 2019/11

けい げん ぜい りつ たい しょう しょう ひん か もの ほう ほう

軽減税率の対象となる商品や買い物の方法（１）
いん しょく りょう ひん

飲食料品
いん りょう のぞ の もの た もの

アルコール飲料を除く、飲み物や食べ物です。
り よう ば あい たい しょう がい

レストランやコンビニのイートインを利用する場合は対象外です。
じょう けん いっ たい し さん

条件をクリアした一体資産
いん しょく りょう ひん しょう ひん

飲食料品とそうでないものが、セットになっている商品のことです。
ぜん たい か かく まん えん い か しょう ひん か かく いん しょく りょう ひん わり あい

全体の価格が1万円以下で、商品の価格にしめる飲食料品の割合
ぶん い じょう じょう けん

が３分の２以上の条件にあてはまるものです。
しょく がん か し か かく か かく ばい い じょう

食玩だったら、お菓子の価格が、おまけの価格の２倍以上でないと
たいしょうひんもく

対象品目には、なりません。
おかし おまけ

けい げん ぜい りつ たい しょう しょう ひん か もの ほう ほう

軽減税率の対象となる商品や買い物の方法（２）

テイクアウト
てん せき や ぎゅう どん や

ファーストフード店やテーブル席のあるパン屋、牛丼屋でも、お店で
た も かえ たい しょう ひん もく

食べずに持って帰れば対象品目です。
しん ぶん

新聞
しゅう かい い じょう はっ こう しん ぶん てい き こう どく けい やく

週２回以上発行される新聞で、定期購読契約をしているものです。
ゆう りょう ろう じん てい きょう いんしょく りょう ひん がっ こう きゅう しょく ふく

有料老人ホームなどで提供される飲食料品（学校の給食も含む）
いっ しょく えん い か にち えん じょう げん

一食につき６４０円以下で、１日１９２０円までが上限です。
りょう り しゅ

料理酒・みりん
ど み まん たい しょう ひん もく

アルコール度が１%未満のものは対象品目です。
い じょう しょう ひ ぜい

それ以上のものは消費税１０％です。
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けい げん ぜい りつ たい しょう しょう ひん か もの ほう ほう

軽減税率の対象となる商品や買い物の方法（３）
あま ざけ

ノンアルコールビール・甘酒
さけ るい あつか しょく ひん たい しょう ひん もく

酒類扱いになっていない「食品」は対象品目です。
さけ い か し

酒入り菓子（ウイスキーボンボンなど）
さけ るい か し ぶん るい

アルコール入りでも、「酒類」ではなく「チョコレート菓子」に分類され
しょく ひん たい しょう ひん もく

るので、「食品」の対象品目です。
けん こう しょく ひん び よう しょく ひん

サプリ・健康食品・美容食品
えい よう ほ じょ しょく ひん しょく ひん けん こう しょく ひん

サプリは「栄養補助食品」なので「食品」です。健康食品もコラーゲン
いん りょう び よう しょく ひん い やく ぶ がい ひん しょく ひん

飲料や、ダイエットフード、美容食品は「医薬部外品」ではなく「食品」
ば あい たい しょう ひん もく

となっている場合は対象品目です。

けい げん ぜい りつ たい しょう しょう ひん か もの ほう ほう

軽減税率の対象となる商品や買い物の方法（４）
しょく ひん てん か ぶつ

食品添加物
じゅう そう しょく ひん てん か ぶつ しょく ひん あつか

重曹、ベーキングパウダー、ミョウバンなどの食品添加物は食品扱
たい しょう ひん もく

いになるので対象品目です。
れっ しゃ ない はん ばい しゃ ない はん ばい いん しょく ひん

列車内のワゴン販売（車内販売）の飲食品
れっ しゃ ない はん ばい べん とう ちゃ さけ べつ

列車内でワゴン販売されているお弁当・お茶など。（お酒は別）
かん こう れっ しゃ はい ぜん た もの ちゅう もん せい しょく ひん がい しょく あつか

観光列車などの配膳される食べ物や注文制の食品は、外食の扱い
たい しょう がい

になるので対象外です。
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かん げん せい ど

ポイント還元制度とは
ねん がつ か げつ しょう ひん

２０１９年１０月から９カ月の間に、商品やサービスをキャッシュレス
けっ さい し はら こう にゅう がく さい だい せい ど

決済で支払ったら購入額の最大５%のポイントがつく制度です。

かんげんりつ

ポイント還元率
たいしょう みせ

対象のお店
しはらいほうほう

支払方法

じっしつぜいりつ

実質税率
ない けいげんぜいりつ

（）内は軽減税率

５%

ちゅうしょうきぎょう こ じん けいえい

中小企業や個人が経営する
こ うり いんしょく しゅくはく

小売、飲食、宿泊など キャッシュレス

５%

（３%）

２%

がいしょく

コンビニ、外食、ガソリンスタン

ドなどのフランチャイズ

８%

（６%）

かんげん

（還元なし）

じょうき い がい てん ぽ

上記以外の店舗
おお て ひゃっかてん

大手スーパー、百貨店など

１０%

（８%）てん ぽ

すべての店舗
げんきん

現金

た こうにゅう べんとう

１．コンビニのイートインで食べるために購入したお弁当

じ たく はいたつ

４．自宅に配達（デリバリー）されたピザ

すいどうすい

２．水道水

つ つ

５．おもちゃ付きキャラメル、シール付きチョコレート
つうしんはんばい じ どうはんばい き こうにゅう しょくひん

６．通信販売や自動販売機で購入した食品
て い り ようりょうきん

７．手ぶらで行ったバーベキューの利用料金

しお ひ が き てい い じょう りょう も かえ べつりょうきん

３．潮干狩りで規定以上の量のあさりを持ち帰るための別料金

しょくじ

８．ネコの食事のためのキャットフード
えいよう い やく ぶ がいひん せいりょういんりょうすい

９．栄養ドリンク（医薬部外品と清涼飲料水）

しょう ひ ぜい

消費税クイズ ８％？１０％？

%

%

%

%

%

%

%

%

%


