
 

酒税と曾祖父の誇り 

  喜界町立喜界中学校３年  

喜禎 あさひ 

 

 蔵の中央にどっしりと構えるレンガ造りの大きな蒸気窯。長い間、焼酎造りを支え

てきた窯は、その役目を終え、今ではまるで、蔵を優しく見守るかのようにそこにあ

る。 

 小さい頃から私は、父に連れられ蔵に入る時はいつも真っ先にこの蒸気窯の前に立

った。昔の面影が残るこのどっしりと構える姿が無性に好きだったからだ。そして、

父からは決まって小さい頃の思い出話を聞かされる。その話の中に度々登場するのが

二代目の曾祖父だ。私の家は黒糖焼酎の造り酒屋だ。大正五年創業、今年で百五年を

迎える黒糖焼酎の中では最古の蔵だ。私は、二代目の曾祖父に会ったことはない。私

が生まれる前に既に亡くなっていたからだ。ただ、不思議と身近に感じ、特に蔵に入

るといつも自然に曾祖父を思い浮かべていた。「浩之、醪を見ているか。自分の目でし

っかり見て、いいものを造りなさい。」現場を離れ、九十歳を過ぎても、顔を会わせる

度に父にそんな声をかけていたという曾祖父は、この言葉からも分かるように、焼酎

造りに対して強い信念を持ち、戦中戦後の不安定な時代も、造り手として誇り高く生

きた人、そういう印象だ。また、蔵で働く人たちを思い、その暮らしが豊かであるよ

うに、常にチャレンジと改革を行う人だったらしい。そして、美味しい焼酎を仕込ん

だ先には、きちんと酒税を納めること、それが曾祖父の誇りだったと聞いている。 

 そう、一般的には耳慣れないかもしれないが、お酒には、「酒税」というものが課せ

られている。その歴史は古く、酒類に課税がなされたのは室町時代だといわれている。

それから、さまざまな時代背景と共に改正を繰り返し、現在は、その製造方法などに

よって四種類に分類され、その租税力に応じて税率を定めているそうだ。そして、調

べてみると、歴史の中では、酒税が国税の税収第一位となり国を支えた時代があった

らしい。そのことから考えても、曾祖父の社会への思いや生き方そして、納税への強

い誇りが伺える。蔵にある貯蔵タンクは、同じ形状のように見えるが壁面に記してあ

る容量を示す数字が微妙に違う。父に尋ねると「焼酎一滴一滴に酒税がかかっている

ため、数リットルの違いでも正確に量らなくてはならない。」と教えてくれた。 

 父は言う。 

「お酒は、生命維持のために必要のないものだが、人と人とが交流し、楽しく生きる

ためには必要なもの。今、コロナ禍でアルコール業界は厳しい状況ではあるが、終息

した後には、また、生活に潤いを与えるいい役目になるはずだ。だから、私たちは、

今できることをしっかりやって、その時に備えなければ。」残暑厳しい八月の終わり、

父と蔵人たちは、今日も美味しい焼酎造りに励んでいる。そして、曾祖父の思いを受

け継ぐその姿を、私はとても誇りに思っている。 

 内閣総理大臣賞 



 

観光客と住民の共生 

京都市立京都御池中学校９年 

辻村 仁志 

 

少し前の京都は国内外の観光客で溢れかえっていた。僕の住む細い路地の奥にまで

民泊が出来て、毎日スーツケースの音がガラガラと響いていたし、通学路沿いにはホ

テルがどんどんオープンした。よく利用している市バスはいつも超満員で、乗れない

ことも多く降りるにも一苦労だった。観光客の大幅な増加によって観光地が過度に混

雑し、地域住民の生活や自然環境に悪影響を及ぼすオーバーツーリズムの状態だった。 

 そんな京都がコロナ禍で静かになり、家族で市内のホテルに泊まったとき「宿泊税」

という税金があることを知った。宿泊に税金とは観光都市京都らしいと思い、少し気

になり調べてみるとまさに「国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図

る施策に要する費用に充てる」ことを目的に二〇一八年十月に導入された新しい税制

度だった。この税制定があれば、また京都が観光客で大混雑しても、以前よりは落ち

着くのかな、そう思いさらに調べてみた。 

 東京都、大阪府に続いて、市町村レベルでは京都市が初だそうだ。京都市にある宿

泊施設に泊まる国籍を問わないほぼ全ての人が一泊二〇〇円以上の宿泊税を納めな

ければならない。宿泊額が比較的安価な民泊も対象である。宿泊者は宿泊先に支払い、

宿泊先がまとめて納税する仕組みである。現在では、金沢市や福岡県などにも採用さ

れているようで、観光都市では今後も導入されやすい税制度なのだろう。 

 集められた宿泊税は、市バスの混雑緩和のためのバス増便や観光ルート専用バスの

新設などの費用に使われている。観光客の利便性を高めるとともに、バス停のミスト

シャワーの設置など僕たちの生活環境の改善につながることにも使用されていた。 

 オーバーツーリズムに係る費用をその一因である旅行者が一部負担する、これは住

民からすると当たり前に思える仕組みだが、自分が旅行者の立場なら、あまり過剰な

額だと宿泊代金の高さを敬遠して京都に泊まらないかもしれない。そうすれば、京都

は混むだけで税金が入らないことになるので、匙加減は難しそうだ。 

 税金は種類も多いし、仕組みが複雑で分かりづらい。それでも、理解しなくていい

とは思わない。国は税で成り立っており、納税は国民の義務である。義務であるが、

同時に父母をはじめ皆が一生懸命働いて得た大切なお金である。今回宿泊税について

調べたことで、税金といってもその種類や徴収は国や地域によって随分違うことを知

った。どのような税制度を設け、どのように税金を使うのかは、その国や地域が何を

重視し、どんな未来を描こうとしているのかを表現しているように思える。僕たちの

未来のためにも、税制度や使い道について理解を深めていきたい。 

 

  総務大臣賞 



 

税金もグローバル化 

慶應義塾普通部２年 

清水 智也 

 

 今年の夏に気になった税金のニュースがあった。イタリアで開かれた日米欧と中国

など二十ヵ国・地域（Ｇ二〇）の財務省・中央銀行総裁会議が、新たな国際課税ルー

ルで「歴史的な合意を成し遂げた」とする共同声明を発表したことだ。新ルールは、

法人税の引き下げ競争に歯止めをかける十五％以上の最低税率導入と、多国籍企業の

税逃れを防ぐデジタル課税導入が柱で、二〇二三年の導入を目指しているらしい。 

 最近、「グローバル化」という言葉をよく耳にする。企業のグローバル化、文化の

グローバル化、人材のグローバル化など。その意味は、「社会的・経済的に国や地域

を超えて世界規模でその結びつきが深まること」である。今回の共同声明からは、ま

さに税金のグローバル化、いや税金までもグローバル化する時代になったと感じた。 

 これまで、国が国民や国内の企業から集めた税金がどのように使われるかという観

点から税金について考えることが多かった。例えば、病気や怪我で病院を受診する。

自分が居住している渋谷区では「子ども医療費助成」という制度があり、医療費は税

金で賄われ、個人負担は一切ない。あまり頻繁に病院を受診することはないが、特に

医療費については、税金の恩恵を日頃から感じている。 

 今回は、使われ方ではなく、集め方という観点から税金を考えることになった。デ

ジタル課税は、初めて聞く言葉だ。現行の国際ルールでは、国内に支店や工場などの

物理的な拠点がない外国企業からは、原則として課税することはできない。よって、

拠点を持たずインターネットで直接サービスを行い、利益を得ている多国籍企業から

は税金を集めることができない。拠点がなくても多国籍企業の市場となっている国や

地域に税金が支払われる、還元される仕組みがデジタル課税だ。日本国内で生産され

た商品を日本の企業から購入することで我々の生活が成り立てば良いのだが、現実は

そうではない。毎日のように、アマゾンで買い物をして、グーグルで検索し、アップ

ルで音楽を聴いて、電話をしている。それら無しでは通常の生活ができないほど、国

民生活に浸透している。また、世界共通の法人税の最低税率を導入すれば、税負担軽

減のために税率が低い国に拠点を置いて節税するメリットも薄れる。多国籍企業の利

益から税金を集めることは、必要不可欠なことである。もともと税金は、全国民が互

いに支え合い、共により良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

うために集められるべきものである。これを国レベルから、世界規模に広げて考えて

みれば同じことである。全世界の人々が幸せな生活を送るために、税金の集め方にも

国際ルールが必要である。新型コロナウイルス感染症という世界的な問題を抱えてい

る今こそ、この新ルールが適切に施行されることを期待したい。 

  

  財務大臣賞 



 

一セント硬貨で学んだ税の役割 

学校法人海星女子学院    

神戸海星女子学院中学校３年 

島並 玲 

 

 「来週までに、一セント硬貨を百枚持ってきてください。」 

 父の仕事の都合で米国ニューヨーク州の小さな街、ハリソンの公立学校に通ってい

た小学二年生の私は、ある日突然先生にそう伝えられた。その日から私は、家族の協

力も得ながら、買い物のたびにお釣りをせっせと集めることになった。 

 翌週、ずっしりと重い百枚の硬貨を持って行くと、今度は小学校のトイレや階段を

使用するたびに、毎回一セントを支払うようにと先生は仰った。学校の建物はすでに

建てられているし、これまでは無料で使えた施設を利用するのになぜお金がかかるの

か不思議に思ったが、一週間後にその疑問は解けた。「有料期間」を過ぎたあとで先

生は、そのようにして集めたお金を通じて小学校が維持管理されているという説明を

して下さった。アメリカではこうして、身近な例を通じて税に関する教育が行われて

いたのだ。 

 もちろん、日本でも税について学ぶ機会はある。しかし、小学校の低学年から、し

かも実際に対価を支払うという形で、身をもって税の仕組みを知るというのは、今か

ら振り返っても貴重な体験だと思う。ハリソンは、米国の中でも特に安全で住みやす

い街で、その住民は公立学校も含めたコミュニティー全体に誇りを持っていた。自分

たちの学校という意識が強いからこそ、それを支える税の仕組みを子供のうちから学

ばせていたのだろう。 

 道路や公園はもちろん、学校も無料では建てられないし、それを維持するのには費

用がかかる。もっとも、誰もが利用できる公共施設が税金で支えられていることは分

かるが、いま実際に通っている生徒こそが恩恵を受けている学校に対して、一般の住

民が広く納めた税が使われているのはなぜだろう。それはおそらく、教育は生徒や学

生のためだけにあるのではなく、知識や技能を修得することを通じて将来の社会に役

立つ人材を育てるものなので、その費用は社会全体で負担するのが望ましいからだろ

う。 

 これは、公立学校だけに当てはまる話ではない。私は現在、私立中学校に通ってい

るので、両親が授業料を納めているが、インターネットで調べてみると、なんと私立

中学校の収入の約三分の一が税金によるものだという。また、さらに義務教育を越え

た高校や大学についても、税金は投入されている。私は、私立中学校に通いながらも、

知らず知らずのうちに税金の恩恵を受けていたこと、そしてこれから社会人になるま

でそれが続くことを知り、税金のありがたさに改めて気がついた。 

 私は、いまの学校生活を支えてくれている社会に感謝しつつ、未来の子供たちがよ

り良い教育を受けられるように、将来はきちんと税金を納めていきたいと考えている。 

 

 

 文部科学大臣賞 



されど大河の一滴 

稚内市立稚内南中学校３年  丸山 日向子 

 

「水が出しっぱなしだよ。」「すぐに捨てないでものをもっと大事に使いなさい。」

「親の車を当てにしないで歩いて行きなさい。」私はよく親に注意される。そし

て「なんでもタダではないんだよ。」「税金の無駄遣いにもなるんだよ。」とも言

われる。「こんな便利な時代がずっと続かないかもしれない。あなたの時代はも

っと税の負担が増えるかもしれない。」ケチな親の脅し文句だと思っていたけれ

ど、どうやらそうでもないらしい。 

水は川から来て、汚れた水は海に流れておしまい。というほど単純なもので

はない。蛇口をひねってそのまま飲むことが出来る水にするためには相当な手

間と労力がかかっている。排水だってそのまま海に流したらとんでもないこと

になってしまう。下水処理にも相当に手間がかかっている。我が家の一ヶ月に

かかる上下水道代は決して安くはないけれど、本当はもっとかかるはずで税金

が投入されているから押さえられているのだ。上水道施設や下水道施設、巨大

な処理場の維持管理やそこで働く人々の給料を考えると水は決してタダではな

いのだ。 

我が家のリビングの窓からゴミステーションが見える。大きなトラックがき

て、三人の作業員がテキパキとゴミを積んでいく。この前、初めて有料ゴミ袋

を買ってみた。十リットルの袋が十枚で二百円だった。一枚二十円。十リット

ルでも結構なゴミを入れることが出来る。正直安いと感じた。稚内市のゴミ処

理施設は埋め立て式で、この処理施設の建設に何十億もかかっていると聞いた。

予定では十年で一杯になってしまうが、ゴミの量を減らせば何年か延命できる

そうだ。たった二十円の袋に一杯ゴミを入れてゴミステーションに出すだけで、

トラックで運んで処理してくれるゴミ処理施設が有限なようにこのシステムも

無限ではない気がした。 

道路にはあまりゴミが落ちていない。夏は歩道の草刈り作業をしているとこ

ろをよく見るし、冬は毎日のように除雪が入る。これが当たり前だと思ってい

た。我が家は商売を営んでいるので、敷地の除雪は業者に依頼していていつも

綺麗だ。父に聞いたら年間何十万円も支払っていると聞いてびっくりした。ア

スファルト舗装にも大分費用がかかるらしい。道路にも相当の税金が投入され

ているのだと感じた。 

私たちの便利な生活には必ず税金が投入されている。だから私たちは安い費

用負担で利用することが出来ている。しかし将来持続可能かどうかはとても怪

しい。来る少子高齢化人口減少、地球温暖化への対応など税の支出は避けられ

ない。今の私に納税はまだ難しいが、税の無駄をなくすことは出来る。小さな

ことかもしれないが生活態度を改めたい。 



僕たちのできる社会貢献 

恵庭市立柏陽中学校３年  村田 陸仁 

 

最近日本でワクチンの接種が始まった。僕の祖母も早速受けることになった。

僕はふと、ワクチンを打つのにどれくらいお金がかかるのだろうと疑問に思っ

たので祖母に尋ねてみた。すると祖母は、 

「国が負担してくれているから、お金はかからないの。みんなの税金のおかげ

なんだよ。」 

と教えてくれた。今思えば、僕がけがをして病院に行ったときも、ほとんどの

医療費は国が負担していると母が言っていた。僕は驚きとともに、自分や家族

が納める税金がこのように、社会のために使われていることに感銘を受けた。 

国民の三大義務である「納税。」それは、僕たちのできる小さいながらも大き

な社会貢献なのではないだろうか。 

先日、日本は台湾やベトナムに多くのワクチンを無償寄付した。もちろんこ

れにも税金が使われており、賛否両論あった。しかし僕個人としてはとてもう

れしかった。僕たちの納める税金が、多くのワクチンへと姿を変え、国境を超

えて困っている人々を助けているのだ。この台湾やベトナムはいずれも、以前

日本が災害にあったときに助けてくれていた国だ。だから日本はそのお返しと

して寄付したのだ。僕はそんな国同士の善意ともいえるやりとりにただただ感

動した。 

国際社会における僕らのできることには限りがある。しかし、国が行ってい

るこうした寄付や支援は僕ら国民を代表していると考えてはどうだろうか。日

本が社会に貢献することはすなわち、税を通して支えている僕たち国民一人一

人が社会に貢献することだ、と。確かに個人の納める税金では何もできないか

もしれない。でもひとたび１千万人、１億人と合わされば多くのことが可能に

なり、命をも救うことができるかもしれない。 

もちろん、税金は日本国内の復興や整備、国の運営のためにある。身近なも

のだと、学校の教材、橋や道路などの交通施設から意外なものでは宇宙産業な

どの化学(科学)や医療の発展にも使われていたりする。こんな幅広く使われて

いる税金は、どれも僕たちの未来をより良いものにするためにあるのだ。 

僕は、テレビや授業で税金が国のために使われているのは何となく知ってい

た。でも税を納めることに対し、人はその意義まで考えなければ、ただ目先の

お金が減ったという事実にマイナスなイメージを持ってしまう。そこで少し発

想を変え、「税を通して自分は社会に貢献しているんだ」「国境を越えて繋がっ

ているんだ」と考えるとワクワクしてこないだろうか。コロナ禍において国際

社会である今、僕たち一人一人が手を取り合って生きていかなければならない。

その第一歩として、僕は「税金」を通して貢献したいと思う。 



税の軌跡 

須賀川市立西袋中学校２年  大石 悠叶 

 

「税金は全ての人の人生を支えている」と切に感じて生活している人はどの

位いるだろうか？今までの僕は、税金と聞くと消費税や所得税など納税する方

のイメージが強かったが、弟が生まれてからは、税金がどの様人々の暮らしを

支えているのかを意識して生活するようになった。 

僕の弟は数万人に一人の珍しい染色体異常を持って生まれた。その為、言葉

や身体の成長がゆっくりで、毎週病院のリハビリで歩行練習や日常動作の訓練

をしたり、幼稚園に行きながら児童発達支援を利用して自立生活に繋がる訓練

をしたりしている。弟に障害があると分かった時、両親は子育てに対する不安

や就労の継続、仕事を制限することによる経済的負担から僕の将来必要な学費

の確保などが頭をよぎり、数々の心配事で心が押しつぶされそうになったそう

だ。しかし、相談支援員の存在や医療関係者などの協力や助言のお陰で、弟の

成長に合わせて必要な支援やサポートが受けられることを知った。例えば、毎

週の通院代や、リハビリで正しい姿勢で歩く為の補助装具代、保育園や児童発

達支援の利用料の一部免除、児童発達支援まで送迎する為の移動支援などがあ

り、実際にそれらのサービスや支援を受けながら生活をしている。これらは、

障害者の様々な事情を考慮し、負担額を軽減する障害者福祉制度であり、税金

の一部で成り立っていることを知った。 

僕は弟一人の生活にこれほど様々な税の関りがあることに驚いた。何不自由

のない日常生活を送れている僕らの背景には、税金が緻密に寄り添い国民の生

活をあらゆる角度から支えているという現状があるのだ。両親の不安は税金と

いう支援・協力によって将来を前向きにイメージ出来る希望へと変わっていっ

た。そして、弟だけでなく僕達家族が毎日を楽しく暮らしていけるのは、税金

が人それぞれのニーズに合うよう形を変え、その人の生活を支えているのだと

実感出来たからだと思っている。それはまるで人間の身体に張り巡らされた血

液の様だ。血液は心臓という貯蔵庫から無数の血管を通じて、身体の隅々まで

流れている。複雑な血管のネットワークを通じて必要な酸素や栄養分を送って

いるのだ。税金も血液の様に、国民からの納税により無数の支援やサービス・

事業に分けられ、今日の全ての生活に寄り添い、支えている。税がたどる軌跡

は、僕達が過ごす人生の軌跡でもあるのだと改めて感謝しなければならない。 

税金がどの様な形で社会貢献しているかが見えてくると、未来を支える僕達

の納税への意識がより良い方向に変わるだろう。それらの思考の先にあるもの

が、いつも誰かを支え助け合い、明るい未来への軌跡を作るのだ。そして、こ

の素晴らしい制度を繋いで、これから先も一人一人が生きやすい社会であり続

けることを願っている。 



妹 

むつ市立田名部中学校３年  山本 陽香 

 

「誕生日までにまたおいで、タダだからね。」笑顔の歯科衛生士さんが、妹に

言った。そのまま支払いをせずに戻ってきた母を見て、不安になった。「お母さ

ん、お金ないのかな。後で家に取り立てに来たらどうしよう。」幼い私の疑問に、

母は笑いながら「この町ではね、小学校に入るまでは、歯医者さんも病院もお

金を払わなくていいのよ。」と答えた。「じゃあ、お医者さんが損するの」と聞

くと、「難しい話だけど、小児医療費助成制度っていうのがあって、子供の病院

代は、税金っていうお金で、大人たちみんなで払っているの」と教えてくれた。

私は、なんとなく分かったふりをしていた。 

数年が経ち、色々なことが分かるようになった私に、母はこんなことを教え

てくれた。私や姉、兄は健康に育ったので、ほとんど病院に行くことがなく、

医療補助制度のありがたさが分からないどころか、納税による損すら感じてい

たらしい。しかし、障害をもって生まれてきた妹は、入退院を繰り返したり、

救急車やドクターヘリのお世話になったりしてきた。小学校に入る前に、二度

の手術も経験している。それらの医療費を合計すると、ざっと数百万円はかか

っている。特別にお金持ちではない一般家庭が、四人の子供を育てながらその

お金を支払うのが難しいことくらい、私でも分かる。母は、「小児医療費助成制

度のおかげで、お金の心配だけはせず、あなたたちを育てることに心を向ける

ことができた。」と言っていた。私の妹は、みんなが納めてくれた税金のお陰で、

今では体も丈夫になり、毎日うるさいくらい元気に走り回っている。 

私達は、日々の生活の中で常に税を意識して生活しているわけではない。し

かし、自分や家族の努力だけではどうにもならない時、税のありがたさを強く

感じることがあるのだ。 

税の集め方や使い方は、各自治体によって様々であり、また、それぞれの状

況においては、税の恩恵をあまり感じられずに過ごしている人もいるだろう。

しかし、危機がいつ自分を襲うかは、誰にも予想できない。例えば、現在猛威

を振るっている新型コロナウイルス感染症や、大雨による水害などの対応は、

個人の努力だけでは限界がある。いざ当事者になった時、日頃から納めている

税が、社会全体の力となって自分を助けてくれることがあると思う。 

私はまだ、消費税くらいしか払う機会がないが、大人になった時は、妹を助

けてもらった感謝の気持ちをもって、しっかりと納税したいと思う。そして、

その税がまたどこかで誰かを助けることになれば、とても嬉しいと思う。私達

は、税によって誰かに助けられ、税によって誰かを助けることができるのだ。 

 



税金と聖火リレーと、私。 

山形大学附属中学校３年  武田 佳起 

 

私は、令和三年六月、東京オリンピックの聖火ランナーとして山形県天童市

を走行しました。これまでお世話になった様々な方々が見守る中、トーチを片

手に力強く駆け抜け、希望の光を、様々な想いをのせて、精一杯繋ぐことがで

きました。 

そして、私の繋いだ聖火は、七月二三日、開会式で夜空に輝く国立競技場の

聖火台に点火され、大会期間中も力強く希望の光となって灯り、八月八日に閉

会式でその光は消え、オリンピックは閉幕しました。 

今回の聖火リレーで、自らの手で聖火を繋げたことは、私にとって大変貴重

な体験となりました。その一方で、「聖火リレーに関係する運営資金はどこから

支出されているのか、もしかすると大会スポンサーがすべて賄っているのだろ

うか？」という疑問が私の中に浮かび上がりました。調査した結果、国をはじ

め、地方自治体からの税金が投入されていたことがわかりました。 

私は、税金は社会保障や教育など幅広い分野で使用され、私たちの生活を陰

ながら支え、豊かにしていることは知っていましたが、今回のような一大イベ

ントにも使用されていたことを知り、驚きました。私は天童市民の方々をはじ

め、国民の皆さんの納税のおかげで、今回聖火ランナーを務めさせていただく

ことができたと感謝するようになりました。直接的にお礼を言うことはできま

せんが、改めて本当に様々な方々に支えられた二〇〇メートルであったと実感

するようになりました。 

それだけではなく、税金は、新型コロナウイルス感染症対策や災害支援など

日常生活以外でも様々な場面で使われ、全ての人が安心して暮らせる世の中を

つくる上での欠かせない仕組みとなっています。つまり、助け合いの精神のも

と納税することで、誰もがより良い生活を過ごすことができているということ

です。私も社会の一員として納税を通して世の中に貢献したいと強く思うよう

になりました。 

今までは何気なく知っていただけでしたが、今回の体験を通して、税をより

身近に、自分事として捉えられるようになりました。また、今回の聖火リレー

をはじめ、これまで受けた御恩を、社会へ恩返ししたいと強く思うようになり

ました。さらに、私にしかできないこと、それは今回聖火を繋いだように、未

来へ希望を繋ぐ人になりたい、と強く願うようになりました。 

そして、自宅に飾ってある聖火トーチにこれらの想いをはせ、目を向けると、

これまで以上により輝いて見えました。その輝く炎は、明るい日本の象徴とし

て私の心の中でいつまでも輝き続けます。 

これからも「税」を通して、私から誰もが幸福に暮らせる明るい世の中を目

指していきたいです。 



窓の向こうに広がる税 

小美玉市立小川北中学校３年  金子 愛依 

 

「あそこが昇降口になるのかな。」 

私が通う中学校の窓からは、建設中の新校舎が見える。来春から市内の小学校

が合併し、中学校の敷地内で義務教育学校として歩み出すためだ。つい最近、

整地が終わったと思ったら、現在は鉄筋がずらりと並び、コンクリート工事が

始まっている。私はそのスピードと工程の多さに驚きながら、形になっていく

校舎を見るのが楽しみになっていた。残念なのは、完成すると同時に卒業を迎

える私は、新たにスタートする学校で学べないことだ。 

これまで、校舎がどんな基準で造られ、鉄筋がどれだけ使われているのかな

ど、考えて生活したことはなかった。ただ、多くの関係者が携わり、大量の資

材と細かな作業を見れば、莫大な費用がかかっていることは私にも想像できた。

しかしその費用を生徒が払っているわけではない。税金で賄われていると知り、

学校が建つ過程を一から見れたことは、とても貴重で、私に税の有り難みを考

える良い機会を与えてくれた。 

それだけではない。教室を見渡せば、教科書や机など身近にあるものから、

学校生活に必要な光熱費にも税金が使われていた。今年からＧＩＧＡスクール

構造で導入された一人一台タブレット端末や電子黒板も、私達の学習意欲を高

め、より充実した授業が受けられる様、将来に期待を込めてくれている。実際

に積極的に意見交換をし、自ら調べ学習に取り組む生徒が増え、勉強が楽しい

と思える場面が多くなった。自宅でもパソコンやタブレットは使用しているが、

決して安い値段ではない。では一体どれ位の税金が教育に使われているのだろ

う。気になって調べてみると、公立の小・中学校に通った場合、九年間で一人

当たり約八百万円以上の税金が使われていることが分かり、思わず声を上げて

驚いた。 

この様に、私達の周りには学校で過ごす日常だけでも、知識を得て注意して

見てみると、実に多くの税金で支えられていると気付くことができた。恵まれ

た環境で学習できるのも、一生懸命働いた中から納めてくれた、大切な税があ

ることを忘れてはいけないと思った。中学生の私にとって、直接払っている税

と言えは消費税だが、人々が支え合い生活する上で、税は必要不可欠である。

そこで他にも何かできることはないだろうかと考えた。 

私は今生徒会本部で活動している。私の学校では生徒会が主催し、放課後に

普段なかなかできない場所を念入りに掃除する活動に力を入れ、生徒が自主的

に学校や通学路の美化に努めている。税金によって建てられた公共施設を少し

でも長くきれいに維持することも、私達中学生にできる納税者の方に感謝を表

すことや、ものを大事に使う精神に繋がると考えられる。ぜひ今後も引き継い

でいきたい。 

ふと、窓の外を見てほしい。温かな税によって作られた当たり前の日常や、

輝かしい社会が広がっていることを実感できるだろう。 



税金に助けられ、支えられる私たち 

栃木市立都賀中学校２年  金子 葵 

 

私は税金に助けられました。そして、今現在も支えられています。 

その出来事の発端は、今年の四月のことでした。隣の家からの火災により、

私の家が被害に遭ってしまいました。これからどうなってしまうのだろうとい

う絶望的な気持ちでした。ですが、災害ボランティアの方々が住む場所を手配

してくださったり、布団や緊急セットを用意してくださったりしました。災害

ボランティアの方々がいなければ、私たち家族は今、生活できていません。本

当に感謝しています。 

その出来事から約三ヶ月が経ち、少しずつ生活が落ち着いてきました。引越

をするにあたり、災害ボランティアの方々が用意してくださった、今住んでい

る家の家賃を目にする機会がありました。すると、家賃の半分を市が負担して

くれていることがわかりました。母にその理由を聞いたところ、その支援金の

半分は私たちが支払っている税金で賄われていることを知りました。また、被

災した時にお世話になった消防車の出動や、その後の手続きに必要な罹災証明

書の発行なども、全て税金で行われているそうです。被災した時、消防車が来

なかったら、私たちは助かっていなかったかもしれません。住む場所を用意し

てくださらなかったら、私たちは今こんなに不自由なく生活ができていません。

この出来事があるまで、なぜ税金を支払っているのか、それが何のために使わ

れているのかさえ知りませんでした。ですが、このつらい体験のおかげで、税

金の大切さを心の底から深く感じられることができました。 

最近は、台風や土砂崩れなどの自然災害により、家を失ってしまった方々を

ニュースで見かけます。その中には、私たち家族のように税金に助けられた方

が数多くいると思います。私は、被害に遭われた方々の絶望感や先が見えない

不安な気持ちが痛いほどわかります。そんな時、税金による支援はとても大き

く、生死を分けるほど重要な役割なのです。しかし、税金の納付率は約七割程

度で、税金を支払っていない人が数多くいることを知りました。その数の多さ

にとても驚きました。私は将来、大人になって就職をしたら、私のような被害

に遭われた方々のために、しっかり税金を納めようと思います。 

税金は決して無駄ではありません。公共施設の整備やごみ収集などの公共サ

ービスはもちろん、私たちが今使っている教科書など、私たちの生活を支え、

守るために必要なのです。私もその一人でしたが、税金の使い道について知ら

ない人は数多くいると思います。きちんと税金を支払ってくださっている方々

に感謝の気持ちを忘れず、税金について国民全員が理解し、納税をする。それ

ができれば、一人一人が幸せに暮らすことができ、よりよい社会になるのでは

ないかと思います。 



税金で創る豊かな未来 

藤岡市立鬼石中学校３年  古田 莉奈 

 

みなさんは、「ぐんま緑の県民税」を知っていますか。この税金は、平成二十

六年に群馬県の大切な森林を守り育て、次世代に引き継いでいくために導入さ

れました。私は、つい最近この税金を知りました。この言葉を初めて聞いた時、

群馬県らしい自然あふれる素敵なネーミングだと思いました。群馬県は県土の

三分の二を森林が占める関東一の森林県です。「ぐんま緑の県民税」は、水源地

域の森林整備やボランティア活動などの、森林環境を保全するための施策に充

てられます。私の住む藤岡市鬼石地区も、緑の森林に囲まれた自然豊かなとこ

ろです。春先は杉花粉に悩まされますが、森林は治水や災害を防止する役割を

果たしています。そして最近のニュースで、森林伐採等による土砂災害の被害

映像を見ました。このことで、改めて森林のもつ貯留機能としての役割の重要

性を実感しました。いつまでも、緑あふれる魅力的な群馬県であるために、こ

の税金を有効に活用してほしいです。そして、森林を大切にすることは今の私

たちの生活だけではなく、未来に生きる人々の生活もきっと豊かにしてくれる

ことでしょう。 

また、私は今中学三年生ですが、中学校の教育費にも税金が使われています。

調べてみると、群馬県令和元年度公立の中学生一人当たりの教育費は百九万円

でした。私が何気なく過ごしている中学校生活にそんなに多くの税金が使われ

ていることを知り、とても驚きました。改めて学校生活を振り返ってみると、

様々なところに税金が使われています。藤岡市では、市内の小・中学生にタブ

レット端末を貸与してくれています。タブレット端末を使用した勉強はとても

楽しく、今までとは違って新鮮です。このタブレット端末も税金が使われてい

るので、壊さないように大切に使っています。日本は、小学校から中学校まで

義務教育です。私はそのことを当然のことと受け止めていました。しかしそこ

には、大切な税金が教育費として使われています。誰もが新しい教科書で、耐

震性に優れた校舎で安心、安全に学べることの幸せを私たち生徒はしっかり認

識すべきだと思いました。 

海外に目を向けると、アジアの国々では、まだ就学の機会を与えられていな

い子どもが多くいます。就学を阻害する要因は、貧困から子どもが家事や労働

に従事していることや、学校や先生の不足などです。私たちが毎日、何の心配

も不安もなく、笑顔で学校に通えて学べることに感謝したいです。 

私たちの税金が森林を守り、子どもたちの教育を支えています。どちらも、

未来に繋がる有意義な税金の使い方だと思います。税金は、今を生きる私たち

と未来に生きる人々を繋ぐ架け橋なのです。もっと多くの人が税金の大切さを

正しく認識して、みんなで豊かな未来を創っていきたいです。 



支え合う社会を守っていきたい 

さいたま市立浦和中学校２年  上崎 凌 

 

この夏、東京オリンピックが開催された。僕はとても感動したが、その中で

気になるニュースがあった。中国の金メダリストが金メダルの報奨金を彼女の

母親の治療費にしたいと言ったという話だ。 

僕はこのニュースに衝撃を受けた。僕の中では、メダルを取るほどの選手は

国から守られており、練習に専念できるほど裕福なイメージだったからだ。彼

女だけではない。他にも、金メダルをオークションに出品した選手もいる。自

分と同世代の彼女らが、報奨金を使わないと病院で治療を受けられないだとか、

金メダルを手放さなければならないほどに生活に困窮しているなんて。 

僕は、小五の時からアレルギーの治療で毎日薬を服用している。花粉症がひ

どく、その季節になると、目と鼻がとにかく痒くなり、丸ごとむしり取りたく

なる程不愉快なのだ。だから、毎月病院で診察を受け、薬局で一カ月分の薬を

処方してもらっている。僕の住むさいたま市では、中学三年生まで「子ども医

療費助成制度」があり、中学を卒業するまでは、病院での診察料や治療費、入

院費、薬代、予防接種に至るまで公費で助成されているおかげで、僕は今のと

ころ窓口で医療費を負担しなくても良い。この公費は、父や母を始め、たくさ

んの方々が納めて下さっている税によって支えられている。言ってみれば、僕

は多くの方々のおかげで治療を受けることが出来ているのだ。その治療の甲斐

もあり、僕のアレルギーは年々良くなってきている。本当に感謝してもしきれ

ない。 

また、僕の母は長年癌を患っており、その治療費や検査代、薬代は本当に高

い。しかし、高額になる医療費のための「限度額適用認定」を受けているおか

げで、窓口での支払いは限度額以上になると、それ以上支払わなくても良い。

高額な治療費を心配せずに安心して医療を受けることが出来ている。これも税

の支えのおかげだ。 

多くの人々は、納めることには敏感だが納めた税金がどのように自分の生活

に結びついているのか実感するのが難しいかもしれない。それは今の自分たち

の生活が当たり前だからだ。金メダルを売らなくては生活できないとか、医療

費が高額過ぎて受けることも出来ないという暮らしではなく、必要な医療を受

けることが出来る、学校で教育を受けることが出来る、病気などで働けなくな

ったときに最低限の生活を送ることが出来る、そういう僕たちの生活が税によ

って支えられているのを意識してないだけなのだ。 

まだまだ世界中では新型コロナウイルスが猛威を振るっている。経済は冷え

込み、個人消費も落ち込んでいる。誰もが不安だ。感染して収入が途絶えるか

もしれない。医療費を払えなくなるかもしれない。そういう不安を抱かずに済

む社会をこれからも守っていけるように僕も頑張りたいと思う。 



私たちの暮らしを支えてくれる税金 

鶴ヶ島市立西中学校３年  野田 彩華 

 

私が小学四年生の六月に父が亡くなった。もう今年で五年が経った。入院歴

もなく、健康診断も異常なしで、前日まで元気に会社で仕事をしていた父の異

変に気づく者は誰一人いなかった。後になって、死因は急性気管支肺炎だと分

かったが、父自身もきっと自分の異変に気づいていなかっただろう。あまりに

突然すぎて、すぐには受け止めきれない大きなショックと深い悲しみが襲って

きたのを今でも鮮明に覚えている。それと同時に、これから先どうしたらいい

のかと大きな不安が押し寄せてきた。その不安が誰よりも大きかったのは母だ

ったと思う。言葉にはしなかったが、当時母は専業主婦だったので、なおさら

だと想像ができた。私は現在、公民の授業で税について学んでいる。税の仕組

みはかなり難しいため、予習しようと教科書を開いた。しかし、教科書の説明

だけで理解するのに苦労した。私には高校生の姉がいるので、税について聞い

てみた。 

「税って本当に難しいよね。私たちの生活は多くの税金によって支えられて

いるの。だからしっかり学んで感謝しなきゃね。」 

そう言って姉は、私に動画を勧めた。「ご案内します アナザーワールドへ」と

いうタイトルの動画では、世の中から税がなくなったら…というもしもの世界

が描かれていた。道路は整備されることなく穴だらけ。警察や消防車を呼ぶの

もすべて有料。急ぐ場合は高額だったりする。全員が学校に通えるわけではな

く、日中から働く子もいる。私達が当たり前だと思って安心して暮らせる毎日

がその世界にはなかった。 

その夜、母に動画での話をすると、税によって支えられている今の暮らしに

ついて詳しく話してくれた。父が亡くなり母一人となった我が家は、ひとり親

家庭等医療費助成を受けている。子供医療費助成制度では中学校三年生までが

医療費補助の対象だが、ひとり親家庭では十八歳になった年度の三月末までが

対象なのだ。その間は母もその対象となる。あまり考えたくないことだが、も

し母が病気になったとしたら少しでも早く元気になってほしい。安心して受診

できる環境があることは、とてもありがたい制度だと感じた。 

来年から私は高校生となり、国と埼玉県から就学支援金として補助を受ける

こととなる。これも国民からの税金で支えられているものだ。自分の目指す夢

に向かい、勉強に専念できるという恵まれた環境に感謝しなければならない。

国民の納める税金は私たちの暮らしを支える大きな柱となっていると実感した。 

今の私は、税によって支えられる側にいるが、社会人になったらしっかりと

働き、税金を納め、日本の社会に貢献できる大人になりたい。皆が安心して暮

らせるより良い社会のために税は必要である。この動画を見て税についての重

要性を知る機会をくれた姉に感謝している。 



誰かのために 

新潟大学附属新潟中学校３年  森田 侑見 

 

私の友達の一人に、笑顔を絶やさない子がいる。彼女は、どんなことにもま

っすぐ、全力で向かっていくような子だ。当時はまだ小学生だったが、同じ学

年とは到底思えないくらい素敵な人であった。 

彼女は小学五年生で元々住んでいた東北の方に引っ越してしまったが、それ

からも連絡を取り合っている。 

先日、そんな彼女と会う機会があった。その時の会話で、彼女はこんなこと

を言っていた。 

「私は、将来の夢は決まっていないよ。だけど、『誰かのために』行動できるよ

うな大人になりたいかな。だって、私達沢山の人に支えられているわけだし、

それに私は震災で色んな人に迷惑かけたり助けてもらったりしたから、その分

がんばって生きないとその人達に申し訳ないし。」 

感心した。これ以上もないほどに。 

その時私は彼女にうまく返事ができなかったが、そこから色々と考えるように

なった。 

彼女は東北で被災した。家も、大好きなピアノも、全て奪われてしまった。

それでも彼女は前を向き、今日も頑張って生きている。そう考えると彼女が支

えられたと言っていた、「沢山の人」というのは掛け替えのないものだったのだ

ろうと思う。現地の人、ボランティアの人、家族、友達…人は一人では生きて

いけないとはこの様なことを言うのだなと実感した。 

もう一つ考えたことがある。それは国からの支援についてだ。大規模な災害

では国の支援が不可欠だろう。そうすると、やはり「税金」といったものを考

えることになる。すぐに思いつくのはやはり消費税だ。物を買ったり、サービ

スを受ける時に発生する税。逆に言えばそれ以外あまり思いつかないのが現状

である。けれども、税は必ず何かの形で誰かの役に立っているというのは分か

る。彼女を支えた国からの支援も、誰かが、誰かのために納めていた税金から

のものだ。 

今回、彼女が言った『誰かのために』が忘れられず、思わず彼女のことをこ

の作文に書いた。勿論、彼女は税をきちんと払うという意味を込めていたとの

断言はできない。でも、『誰かのために』というのは税と合致しているのではな

いかと思う。二〇二〇年、世界は大変な状況になった。けれども税があったか

ら、誰かが誰かの、いつかのために税を払っていたから、何とか日々を生きる

ことができている。 

私はまだ中学生であるため、「誰かのために」できることは少ないだろう。そ

れでも、私は彼女から学んだ「誰かのために」を大切にしてこれからの日々を

過ごしていきたい。そして、大人になりまた税について関わり、考える時に彼

女のことを思い出し、「誰かのために」という心持ちで税を納めていきたいと思

う。 



 

 

「思わぬところで」 

白馬村立白馬中学校３年  大畠 沙優姫 

 

コロナウイルスの蔓延がこんなにも長引いてしまうとは予想もしていなかっ

た。コロナウイルスが発生した当初、私にとっては他人事であった。日に日に

ニュースで大きく扱われるようになってもまだ自分の周囲に感染者がいなかっ

たからか、私にとっては遠い存在であった。私が事態の重大さに気が付いたの

は緊急事態宣言が発令された昨年四月である。 

私の住んでいる県は多くの観光客の来訪によって成り立っている、そういっ

ても過言ではない観光立県である。それにも関わらず、「今年のゴールデンウィ

ークの観光はお休みです。」となってしまったのだ。毎年ゴールデンウィークと

いえば、多くの観光客が訪れ自営業を営んでいる私の家も大変忙しい。私にと

ってこの時期は特に家の手伝いをすることが日課であった。それが、宿泊者な

しとなってしまったわけである。私は手伝いをしなくて嬉しい、と楽観的な考

えよりも、収入はどうなってしまうのだろう？などといった様々な不安が頭の

中を駆け巡った。 

しかし、心配は無用であった。国や県、村から支援金をいただけたのだ。「通

常営業した時には及びもしないが大変ありがたい。」と両親も言っていた。国民

の多くに支援金が支給されたということは私の金銭感覚からは想像もできない

ほどの金額が恐らく支援金として給付されているのだろう。 

私は税について学んでいたがあまり実感が湧いていなかった。思い返してみ

れば確かに学校に通学しており、そこで私が毎日使っている教科書にも税金が

使用されていたのだ。生活に欠かせない道路や憩いの場である公園、また、病

気になった時にも診療代には税が使われているのだ。税とはこれほど身近な存

在で私たちの暮らしの役に立っていたにも関わらず、私は今までありがたさを

感じてこなかった。なぜだろうか。それは、あまりにも日常の生活の中に溶け

込んでいたからではないかと思う。しかも私は「税金は払わされている物」と

いう負の感情しか持っていなかったのだ。私が生まれる前は消費税がなかった

事実を聞いた時は、とても羨ましく思えた。しかし、今回実際に、私たちが普

段納めている税金が支援金として給付され、生活が助けられた、この経験によ

り私は改めて税金の意義を考え直すことができた。日々の生活だけでなく、万

が一の時にも税金は役に立つのである。 

今回のこのコロナウイルス蔓延のように、社会では何が起きるか予想するこ

とが不可能である。今回のように、思いがけないところで困り、そして税金に

助けられる、このような状況が今後も訪れるかもしれない。その場、その瞬間

で自分が納めた税金が役に立っているのだということを実感することが出来な

いとしても、私は社会人になったら進んで税金を納めようと思う。小さな何気

ない行為の一つが、自分自身、または誰かの生活を救うと思うから。 



税に向き合うべき理由 

東京都立桜修館中等教育学校３年  脇田 真優 

 

私たちのような若い世代ほど税金について詳しく知り、理解していかなけれ

ばならないと私は考えます。それは、私たちがこれから納めなければいけない

税金の額が今までよりも上がるのではないかと思うからです。私がこれから税

金の額が上がると思う理由は主に次の三つです。 

一つ目は新型コロナウイルスの対策に多くの税金が使われたことです。二〇

二〇年から始まり、いまだ終わりの見えない新型コロナですが、多くの国民を

守るために多くの税金が使われました。感染拡大防止対策に使われた総額は六

十兆円以上にもなったといいます。 

二つ目は税金を納めることができない人が増えているということです。二〇

二〇年四月から度々緊急事態宣言が発出され、人流が止まったことで経済が回

らなくなりました。そうした影響でサービス産業が大きな打撃を受けたり、リ

ストラが起こったりして失業者が増えています。総務省が発表した労働調査に

よると、二〇二一年四月から六月の失業者は二百三十三万人にも上り、そのう

ち三割以上の七十四万人が一年以上も仕事に就けていません。このままのコロ

ナの状況が続くと、対策のためにさらに多くのお金が使われ、納税するのが難

しい人が増えるため国の税金が減っていってしまうのではないでしょうか。 

三つ目は少子高齢化の影響です。日本は少子高齢化の進行が深刻だと言われ

ています。高齢者が増えると、医療や介護、年金などに使われる税金が増えて

いきます。しかし、高齢者を支えることのできる若者の人数は減っていくので、

若者一人の負担を大きくしなければ私たちの生活を支えていくのは難しくなっ

ていきます。 

このように様々な理由で税金の額が上がるかもしれない世の中ですが、私は

高い税金を払わなくてもいいようにするのではなく、税金が高くなっても不満

が出にくい世の中にしていけばいいのではないかと考えます。今は消費税が八

パーセントから十パーセントに引き上げられただけでも不満が出ていますが、

それは税金に生活が支えられていると感じている人が少ないからではないかと

思います。フィンランドは消費税が日本の約二.五倍の二十五パーセントにも関

わらず世界幸福度ランキングで四年連続一位を取っています。その理由として、

医療費や教育費などの個人の負担がないことが挙げられます。沢山払っている

税金が自分たちのために使われていると実感できるので不満が出ずに幸福だと

感じているのではないでしょうか。したがって、日本も税金の使い道を可視化

し、納税者が利益を享受していると感じられるようにするべきだと思います。

私たち若い世代が税金について正しい知識を持ち、理解しようとすることで前

向きに税をとらえられ、より幸せな生活を送ることができるようになるのでは

ないでしょうか。 



納税という思いやり 

大田区立馬込中学校２年  武内 悠真 

 

今年二〇二一年の夏の出来事で私の中で最も印象的だったのは七月三日に起

きた静岡県熱海市の土石流災害である。ニュースで流れる映像は現実に起きた

こととは思えないような悲惨なもので自然災害の怖さを改めて感じた。その一

方で、全国からこの災害支援のためのふるさと納税を利用した多くの寄付が寄

せられていることを知った。寄付額は七月中旬時点で合計約一億七千万円にも

上るそうだ。寄付金は甚大な被害にあった伊豆山地区の復旧費用などに充てら

れる。 

ふるさと納税は、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができ、また使途

も指定できる制度である。手続きをすると、寄付金のうち二千円を超える部分

については所得税の還付、住民税の控除が受けられる。寄付の返礼品として、

地域の名産品などが自治体から寄付者に届けられるのも一つの魅力だ。一方、

冒頭の熱海市の例のように災害時にふるさと納税を活用する場合には、自治体

からの返礼品はなく、全額が被災地支援に充てられる。 

私はふるさと納税について調べる中でこの制度の最大の魅力は災害時での活

用に代表されるように、自分自身で寄付金の使い道を指定できることであると

感じた。税金には皆が互いに支え合い、共により良い社会を作るという意義が

ある。しかし、義務として税金を支払うことでその使途については国や自治体

任せになり、税の本来の意義を感じる場面が少ないのではないかと思う。一方

で、ふるさと納税は自分の意思を持って税金を支払い、また使途も自身で選択

できる。選択された自治体も意志を持って選んでもらったことでより強い責任

感が生じ適正な使用に繋がる。結果として皆でより良い社会を作るという税の

意義をより強く感じられる制度になっていると思う。特に災害などによる被害

からの復旧は、国民全体の問題として捉え皆が一体となって復旧に取り組む必

要がある。一方で、多くの人はその参加するきっかけを掴めないのが現状であ

り、ふるさと納税はその課題を解決する有効な手段であると思う。自分の意思

で納税することで個々人がよりよい社会をつくる一員であるという当事者意識

が出てくるのではないだろうか。 

納税は国民の義務であり、その多くはふるさと納税のように自身で使途を決

められるものではない。しかし、今回ふるさと納税について知ることで義務だ

から払って終わりではなく、義務であるからこそ税の本来の意義を考えながら

納税をすることが重要であると感じた。東京オリンピックではボランティアに

よる海外選手団に対するおもてなしや思いやりが話題になった。納税もふるさ

と納税の制度に代表されるように、他人や社会を思いやる心を映し出す行為の

一つであると思う。私も他人への思いやりを持って、社会をより良くする一員

として、税にまつわる様々な活動に積極的に参加していきたい。 



税金で救える命 

上野学園中学校３年  鈴木 まなつ 

 

「救急車が通ります。道を開けて下さい。」 

救急車、消防車、警察のサイレン。この音は私たちの生活にとって珍しいもの

では無い。最近救急車の出動が増えたのは新型コロナウイルスのせいだろうか。 

日本の救急車は税金によって無料で利用できるようになっている。その事に

ついて皆さんは真剣に考えたことがあるだろうか。「三十八秒に一回」八十二万

五千九百二十九件。これは令和元年、東京都内で救急車が出動した回数だ。一

回の出動におよそ四万五千円かかると言われ、出動件数は年々増加傾向にある。

正直な所、私は有料でも良いのではないかと思っていた。軽症でも救急車をす

ぐに呼ぶ人がいると聞き、本当に適正利用されているのか疑問に思っていたか

らだ。 

だが、その認識が変わったのは今年の四月の事だった。通学中に喘息の発作

が起きて救急車で搬送されてしまったのだ。その時の私は周りの方々に迷惑を

かけてしまった申し訳無さでいっぱいだった。更に、その後に見たニュースで

驚いたことがあった。そこには熱中症やコロナの症状で倒れても救急車を呼べ

ないと訴えているアメリカ在住の男性が映っていた。なぜなら、欧米では救急

車の料金は日本円にして九万円と非常に高く、更に医療費も保障されないから

だ。知っていたことなのに、命に危険がある重症患者が救急車を呼びたくても

呼べない状況があることに驚きが隠せなかった。 

この事をきっかけに海外の救急車について調べてみた。救急車の要請が無償

な国はスウェーデンやイタリア、イギリスなどがあるが、色々な条件があるよ

うで、日本のように完全に無償の国は無いそうだ。このように、日本は大変恵

まれていることが分かる。それなのに、日本の中には海外の救急車が有料な事

を知らない人が沢山いる。あの時私が救急車を呼べたのは、この日本という国

に住んでいたからだ。自然と感謝の気持ちが湧いてきた。 

税金は、私たちの生活をより良くする為に使われている。私たちの教科書は

無償で、更に授業も毎日受けられる。蛇口を捻れば綺麗な水が出てくる。ゴミ

を回収してくれる人がいる。具合が悪ければ、治療費の負担が少なく治療を受

けられる。そして救急車のように、誰かを救う為にも使われているのだ。私は

それを当たり前だと思っていたのかもしれない。もし税金が無ければ、私たち

の生活はここまで豊かではなかったのだ。私は自分の考えの浅さがとても恥ず

かしくなった。 

どこか他人事のように考えていた税金は巡り巡って、社会全体の為に、そし

て一人一人の為に使われている事に、自分の体験を通じて改めて気付かされた。

救急車があることで救える命があるのであれば、無償のままであって欲しいと

思う。そして私も大人になった時に、税金の役割や何に使われているのかを意

識して払っていこうと思った。 



小さな命を守るために 

習志野市立第一中学校３年  有田 真優 

 

二〇〇六年九月、僕は、予定日より二ヶ月以上早く、超低出生体重で生まれ

た。約四ヶ月間、新生児特定集中治療室に入った。僕は、生まれてすぐに、何回

も手術をして、体中にチューブをつけられた状態で治療が続けられた。母は、

毎月、高額な診療費の通知書が届き、とても困惑したと話してくれた。母は、

僕が生まれた時のことを忘れないため、そして、いつか僕に真実を伝えるため

に、入院当時の書類を大事に取っていた。僕は、初めて生まれた時の様子、手

術の内容、退院までの経過を聞くことができた。母は、入院診療費領収書を見

せながら「未熟児養育医療」の給付制度のおかげで、お金のことを心配せずに

治療を受けることができたと話してくれた。 

母は、いつも僕にこう話す。 

「あなたの命は、多くの人の働きや助けによって生かされているのよ。あなた

は立派な人になって、恩返しをしなさい。」 

僕は、この言葉を聞いても、あまりよく意味を理解していなかった。 

僕は、無事に普通の新生児の大きさに成長して退院した。その後も、手術を

したり、検査や治療をして、その度に、高額療養費制度や子ども医療費助成制

度を受けてきた。 

僕の十五年間は、たくさんの医療制度によって助けられてきた。 

これまで、僕は受診することを当たり前と思い、治療費や薬代のことを考え

たことがなかった。 

今回、これらの医療制度の財源の中心となるのは税金であることを初めて知

った。 

同時に、母がいつも話してくれた言葉の意味を理解することができた。 

僕は、改めて、僕の命は多くの人によって救われていることを実感した。僕

は健康であることに感謝して、この命を大切にしなければいけないと強く思っ

た。 

これからも、僕のような未熟児で生まれても、無事に命が救われるように、

充実した医療制度が続いてほしい。 

そのために、僕は何ができるだろう。僕は家族と税金や医療制度について話

し合ってみた。 

僕たちの身の周りには、たくさんの税金が使われていることを知った。僕は、

学校の机や教科書などを大切に使おうと思う。 

また、税金を無駄に使わないように心がけることも大切である。僕は、すぐ

に医者にかからないようにするため、健康に気をつけようと思う。 

僕は、母が話してくれた「恩返し」の言葉を忘れずに、将来、しっかり働い

て、少しでも多くの税金を納めたい。一人が納める税金は少額でも、多くの税

金が集まれば、誰かのためになり、この日本を豊かにすることができる。そう

考えると、僕は嬉しくなり、より一層責任感を持って、行動しようと思う。 



未来の教育を支える税 

成田市立吾妻中学校３年  田中 美妃 

 

私達国民が納めている税金は、様々な形となって日々の生活をより豊かにし

ている。今回、この作文を書くにあたり資料を通して税の使われ方を詳しく知

ることができた。そして私は、義務教育が税金に大きく支えられていることに

深く考えさせられた。こうして文字を書き、税のしくみについて理解できてい

るのも、学校での授業を積み重ねてきたからだと思う。 

私の学校の校舎はとても綺麗で、エアコンも完備されている。夏は涼しく、

冬は暖かい。おかげで体調を崩すこともなく元気に授業を受けることができて

いる。このような校舎、エアコン、机、椅子、教科書、授業などは税によってま

かなわれており、快適に勉強できる環境が整っていることで私達学生は安定し

た教育を受けられているのだと感じる。同時に、汗を流して働いている方々が

納めた税金を使っているということも忘れてはならない。一冊の教科書だって、

見方を変えれば沢山の人の努力と支えにより私の手元にあるものだ。だからこ

そ、学校の物だけではないが、そういった税金で支払われている物の使い方を

今一度見直し、大切に使っていきたい。私が税金を払う場面といったら、消費

税くらいなわけで、自分の稼いだお金でもない。だから、学生の私にとって国

のためにできる一番のことは勉学に励むことだと考える。特に公民は現代の日

本を知るうえで重要な教科であると思う。三年後には選挙権を得て私も有権者

の一人となり、政治に参加することができるようになる。税の使い道を主に決

める国の代表を国民で決められる機会があるからこそ、慎重に投票する必要が

ある。それまでに今はある程度の知識を築き、心身共に成長をして九年間の義

務教育を終えたい。 

税金というシステムがなければ、今頃日本はどうなっていただろう。まとも

に教育を受けることができない子供が多発していたかもしれない。そして教育

だけでなく、色々な面で深刻な状況になってしまうということも考えられる。

想像を広げることで、税の大切さを改めて感じることができた。しかし、少子

高齢化社会が大きな課題とされている日本では、これまで以上に働き手の数が

減り、若者の負担が大きくなってしまうとテレビを通して知った。大変な事態

になることは間違いないが、私達が沢山の大人に支えられているように、次は

私達が未来の子供を支えていく番だ。まだ私は大人への階段を登っている最中

だけれど、いつか立派な大人に、立派な納税者になりたい。 

 

 



「有り難きもの」税金 

日本大学中学校３年  鈴木 志歩 

 

「当たり前」の対義語を知っていますか。「当たり前」の対義語は「有り難き

もの」です。病院や学校に行けたり、道を歩けたりするのは「当たり前」ではな

く、「有り難きもの」なのです。なぜ、病院や学校に行けたり道を歩けたりする

のか。それには、税金が関係しているのです。税金に沢山支えられているから

こそ、健康で苦のない生活が送れ、困っている人を助けるためには税金は欠か

せないものだと思います。実際、私も税金に助けられ、税金の大切さを強く実

感した出来事があります。 

私が五年生の頃、夏休みの工作教室に参加しました。場所は家から少し遠い

所だったので母と一緒に自転車で行きました。工作が大好きだったので無我夢

中になり工作をしました。工作教室が終わり、家に帰ろうとした時急に気分が

悪くなり、目が見えなくなったり体に力が入らず立っていることが困難になっ

たりしました。異変に気づいた母がすぐに救急車を呼んでくれました。その時

の、記憶はあまりないですが、すぐに救急隊員が来てくれたのは今でも覚えて

います。そして、歩けない私を担架に乗せて救急車に乗せてくれました。救急

車は一度も止まることなく大きなサイレンをならして病院まで送ってくれまし

た。病院で処置をして無事に家まで帰ることができました。救急車はお金がか

かりませんが、救急車のガソリン代もきちんと整備された道路を使えたことも

「当たり前」に思えますが、「当たり前」ではないのです。もし、税金がなかっ

たら救急車もない、救急車がなかったら今、健康でいられなかったかもしれま

せん。このような、経験があったからこそ税金の大切さを知れたし、命を繋ぐ

素晴らしいものだということをみんなにも伝えていきたいと思いました。 

今は、税金に支えられ、税金を使う身ですが大人になったら税金をきちんと

納められる人になりたいです。税金を払うということをお金が取られて嫌だと

思う人もいると思います。私も税金には悪いイメージしかありませんでした。

けれど、今回、税について考える機会があり「なぜ、税金を払わなければいけ

ないのか」や「何に使われているのか」を調べたことによって税に対する考え

が百八十度変わりました。自分のお金が全て自分のために使われなくても、自

分のお金で困っている人を助けられ笑顔にすることができたら良いなと思いま

す。国民全員が税を払うことに良いイメージを持ち笑顔で納税できるようにな

ってほしいです。 

今は、消費税くらいしか納税していない私たちですが、税金のおかげで通え

る学校で、色々なことを学び、立派な大人になり、社会に貢献していきたいで

す。「有り難きもの」を忘れることなく税金に感謝の気持ちを持ち「有り難き生

活」が一生続くような国を作っていきたいです。 



 



「税が支える命」 

山梨市立山梨南中学校３年  三澤 慶 

 

私は生まれて間もない頃に肝臓の病気を患った。生後五ヵ月だった。私はす

ぐ入院することになり、病気が発覚してから一年後、手術をすることとなった。

手術は、肝臓の約三分の二を切り取るという大変大きな手術だった。手術の費

用もかなり掛かるようで、当時、両親はとても困惑していたらしい。そんな時、

両親は医師から、小児慢性特定疾病の医療費助成制度があることを聞いた。小

児慢性特定疾病とは、簡単に言うと、いくつかの項目を満たしている重い病気

のことである。この医療費助成制度では、そのような疾病の治療を受けた場合

にかかる医療費を一定金額の自己負担金額以外は国が助成してくれるのである。

私の場合、手術にかかる費用をこの制度によって全額払ってもらったため、両

親は、とても安心したという。 

ここで一つ疑問が浮かんだ。これらの制度は、国が助成、負担してくれると

いうのだが、そのお金はどこからきているのか。それは、税金である。税金は、

「消費税」、「法人税」、「所得税」などがあり、全部で約五十種類存在する。そし

て国民全員がそのいずれかを払っている。税金として集められたお金は国のお

金となる。そしてその一部が、医療費助成制度に使われているのだ。 

税金は、外国との貿易や、公共事業をおこす際に使われていたり、公務員や

警察官などの給料に使われていたりすることは、以前から知っていた。だが、

自分が税について関わっているのは、消費税くらいだろうと思っていた。税が

もっと深く自分に関わってくるのは自分が大人になってからだろうとしか考え

ていなかった。しかし、自分が小さい頃に税金によって命を助けてもらってい

たことを知り、今は、税金やそれを払ってくれている人たちに対して感謝しか

ない。そして、自分が本や食べ物を買ったときに払う消費税のたった一円でも

誰かの命を助けるのに使われているのかもしれないと考えると、税を払うこと

は、良いことをしているのかもしれないと思うことができる。インターネット

では、「自分が一生懸命働いたお金をなぜ、税金なんかに払わなければならない

んだ。」という書き込みが見られる。しかし、その税金が一人の子供の命を助け

るために使われているのだとすれば、自分も、その子供の命を救ったうちの一

人と思うことができるのではないだろうか。 

私は税金によって命を助けられたといっても過言ではない。もしかすると、

自分の両親、先生、友だちや、その親、また、たまたますれちがった人たちの払

った税金によって自分は今生きているのではないかとまで思う。自分の払った

税金で自分の友人、家族、など多くの人を助けることができると思うと、あら

ためて税の大切さを実感する。 

 



母のあの一言から 

入善町立入善西中学校３年  中村 拓人 

 

僕が、胎児の時に「水頭症」という病気が進行していたという事実が生まれ

てから分かりました。生まれる前にその事実が分かっていれば、家族は慌てず

に済んだはずなのに、残念ながら、生まれた後に分かったことなのです。だか

ら、家族の話によると、ものすごく産院内でも看護師などの人たちが慌てふた

めく状況だったそうです。すぐに大きな病院に運びこまれたので、なんとか一

命を取りとめることはできました。しかし、後に両下肢機能などに著しい障害

が残りました。 

さて、そのことを皆さんに理解してもらった後に僕の考えについて説明して

いきましょう。 

税金の使われ方は財務省のホームページによると、公共事業費や防衛費など

です。その中で、僕は「社会保障費」というものに焦点をあてていきたいと思

います。社会保障とは国が「社会保険」という必ず国民が入らなければならな

い保険の下、国民の生活を守ることを指します。僕は、障害がある関係で、親

が「障害児福祉手当」などの手当をもらっていることを聞いたことがあります。

「障害児福祉手当」は国から出ています。また、そのことを自分で詳しく調べ

たとき、国から出ている手当や保障はたくさんありました。しかし、もらって

いる手当や保障の基は、税金です。僕には、それが罪悪感にしか感じられませ

んでした。僕の障害の等級は一級ですが、自分の感覚ではそのような重い障害

ではないと思っています。そのような感覚から、手当をもらっていることが「貴

重な税金から、わざわざ支出してもらって申し訳ない。」という罪悪感の気持ち

に支配されていました。その気持ちは僕の将来の夢に関する母の 

「将来のためにお父さんが貯金してくれているはずだから、将来の医療関係の

仕事に携わる夢は叶えられると思うよ。」 

という発言から、払拭されました。それと同時に、税金への見方が変化しまし

た。税金は乳児から高齢者、障害の有無、男女の違いなどの差を埋める素晴ら

しいものだという考えがこれらのことを通して、生み出すことができました。

僕が生まれる前に「水頭症」を発症していたことが分からなかったことと逆に、

僕の将来の夢は、ハッキリと決まっています。これにより、将来のプランも自

然と決まります。生まれた時のように焦ることはありません。僕の将来の夢を

決定づけたのは母のあの一言でした。 

税金への考え方が人それぞれ違う中で、税金を納めることへの意義を感じな

い人もいるでしょう。それでも、何か税金が私たちの役に立っているのです。

僕の場合は身近に感じることができました。その経験を基に、将来は感謝の気

持ちをもちながら、税金を納めていこうと思います。 



「税金」という名のヒーロー 

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校３年  奈良 実月 

 

二〇二一年六月二十一日、私の祖母は天国へと旅立った。祖母は四十六年前

から膠原病という病気の一種である全身性エリテマトーデスという国から指定

されている、難病を患い続けていた。だから、私がいつも祖母に会うときは病

院で、ベッドに横たわっている姿であった。祖母の病気は自分自身の体を、免

疫系が攻撃するようになり、全身にさまざまな炎症を引き起こしてしまう病気

であり、私は祖母の口から「苦しい。」という言葉を聞いたことはなかったが、

祖母の体はやせ細っていて、様子を見ていると心苦しかった。 

そんな難病を患っていた祖母を「税金」は様々な形で助けてくれたと母は言

っていた。その一つが「難病医療助成制度」であった。この制度は指定難病の

患者の経済的な負担を軽くするために、病院での外来や入院時の診察費・治療

費、薬局での調剤費や訪問看護の費用など様々な医療費の一部を助成してくれ

るというものであった。祖母は、普通に日常生活を送ることができる期間もあ

ったが、度々入院をしていたので、この制度は本当に祖母を支えてくれたもの

だったそうだ。膠原病を患っている人の中には重症の人もいて、外に働きに行

くことができず、日常生活を送ることが困難な人もたくさんいる。そんな人達

にとっては、この制度はより大切で重要な制度であると思う。 

私達中学生にとって税金というのは、何だかよく分からない、難しいもので

あるが、商品を買ったりするときに、何気なく税金を支払っている。案外、税

金は私達の生活の近くに潜んでいるのだ。そして、私達が生活していく上で忘

れてはいけないのは、税金は誰かの命を救うヒーローにもなっているというこ

とだ。日本には、膠原病以外にもたくさんの難病によって、毎日とても辛く、

苦しい日々を送っている人々がいる。その人達の日常生活を支えて、助けてい

るのは、税金による補助制度だ。だから、若い世代でも、税に対する知識をし

っかりと身につけて、税を払うことの意義を再確認することがこれからとても

大切になってくると思う。私の祖母は闘病を続けていたが、亡くなってしまっ

た。そのことは私に深く大きな悲しみを与えたが、私は祖母の為にも、難病と

闘っている人々を少しでも救い出せるように前を向いて、税金に対する考えを

もっと深めていきたいと思う。祖母もきっと自分と同じような境遇に立ってい

る人を一人でも多く支援してほしいという思いを持っていると思う。 

私達が毎日色々な場面で、支払っている税金、それは病気と闘っている人々

を救う「希望」であり、ヒーローだ。そして、税金を支払っている私達一人一人

もきっと誰かのヒーローになっている。この世界がそんな素晴らしいヒーロー

であふれるように一歩ずつ前を向いて、進んでいきたい。 

 



赤字ローカル線から考えたこと 

瑞穂市立穂積中学校３年  硲 悠真 

 

イベント列車、レストラン列車、沿線の風景を楽しむ列車…。 

今、日本では、このようないわゆる「観光列車」が大人気で、これらに乗ると

地域ごとの文化や自然などを楽しむことができる。 

小さい頃から鉄道が好きだった僕は、小学五年生の夏休みの自由研究で、自

分の住む岐阜県内のローカル鉄道を調べた。岐阜県には、養老鉄道、樽見鉄道、

長良川鉄道、明智鉄道の四つのローカル鉄道があり、僕は、その全ての鉄道に

乗るだけではなく、駅員さんや乗客の皆さんにインタビューをした。その結果、

これらの鉄道は、営業利益が十分ではなく、経営が難しい状態であることが分

かった。 

それまで、鉄道は、乗客の支払う運賃のみによって、十分維持されていると

思っていたが、県や周辺自治体の税金によって補填されていたり、そもそも、

これらの鉄道の出資母体に県や周辺自治体が参加していることに驚いた。つま

り、税金がなければ、これらの鉄道は、すでに廃線となり、存在していなかっ

たかもしれないのだ。 

当時、インタビューをしたある駅員さんが、「こんなけ自家用車がはやっとる

もんだで、『赤字の鉄道なんていらん。』という人もそらおるよ。でも、もし、な

くなってみ。遠く離れた学校に学生さんたちは、どうやって通うかね。足腰の

悪いお年寄りは、どうやって病院に行くかね。赤字で税金の世話になっとるの

は悪いことやとは思うけど、わたしらは、地元の人のために働いとると思っと

るよ。」と答えてくれた。 

税金というのは、国民みんなから、相当の負担をもって集めたお金だ。ニュ

ースで、日本の収支が赤字であることを聞くたびに、なんともいえない気持ち

になるし、無駄使いがいけないことは当然理解できる。これらのローカル鉄道

にまったく関係のない人たちからみたら、赤字路線に税金を使うのは無駄と思

うかもしれない。しかし、このようなローカル鉄道だけではなく、自分が知ら

ないところで使われている税金が、他の誰かを助けているという事実を僕たち

は忘れてはいけないのではないだろうか。 

税金は人と人とのつながりの原点だ。人と人とが支え合う命綱だ。僕たちは、

税金がどのように集められ、どのように使われているかをしっかりと理解し、

関心をもたなければならない。始まりは、小学五年生の夏休みの小さな自由研

究だったけど、今となっては、僕に税金の重要性を考えさせてくれた大きな出

来事であった。 

 



日本の未来を長く変える税金 

静岡大学教育学部附属島田中学校２年  田中 奏遥 

 

身近な「税」とはなんだろうか。そう考えた時、ごみのことがふわっと頭に

浮かんだ。 

私が、数年前インドネシアに家族旅行に行った時の街の風景だ。その時私は、

ごみであふれかえっている街を生まれて初めて見た。特に、溝には生ごみなど

が多くたまっていて水も汚れ、臭く、あまり良い印象を受けなかったことを今

でも覚えている。この街を見て、日本の街がきれいだと海外から言われている

ことを実感した。いつも見ている風景が、世界で見ると当たり前ではないとい

うことを知り、とても驚いた。 

そこで、なぜ日本ではインドネシアのような風景をみることが少ないのか、

気になったので調べてみることにした。すると、インドネシアには、日本では

当たり前に誰もが利用できる、自治体のごみ収集サービスが行き届いていない

ことを知った。しかし、日本では、決まった回収日に決まった場所にごみを出

せば回収され、適切に処理してもらえる。日本はどうやって、今のようなごみ

処理が定着したのだろうか。 

昔の日本は、川や家の前にごみを捨てていたということを祖父から聞いたこ

とがある。当時の写真を見ると、今では考えられないような汚い景色が広がっ

ていてとても驚いた。しかし、調べてみると、それは前回の東京オリンピック

大会の開催が決まった時から変わっていったという。オリンピック開催をきっ

かけに、国民に海外の人たちに今までとは違うきれいな日本を見せたいという

一つの目標ができた。そして、行政がごみを出す日時を決め、ごみ収集車に直

接ごみを出すという誰もが、簡単に守ることのできるルールを作り、周知し、

国民と一緒に、今までの日本とは違うきれいな日本を作り上げた。 

国民の望みの為にルールを作り、周知し、実現し、そして新たな社会システ

ムを創り上げる。こんなところにも税金が使われているのだと知り驚いた。 

この社会システムがあるおかげで今の日本があり、私たちが気持ちよく暮ら

すことができている。これらの社会システムを創るために使われた税金は、ど

れほど大切なものだろうか。 

私は、今まで税金について深く考えることもなく、買い物をするとき消費税

を払うことに嫌悪感を抱くこともあった。しかし、税金は、社会システムを動

かすだけでなく、長く日本の未来を変える社会システムを創るという事にも使

われていることを知り、社会が成り立つためには税金が不可欠で、納税はとて

も大切なことだと感じることができた。 

将来、私も様々な納税の機会があると思う。そして、その税金が社会システ

ムの創造や、社会の価値観を変えるために今後も使われていってほしいと思う。 



治療を通して感じた税の大切さ 

高島市立湖西中学校３年  清水 響 

 

「税って何のためにあるん？」「税って自分らにあんま関係なくない？」これ

は以前の私の税に対するイメージである。だが、この作文を書くにあたり、母

と税金についての話をしたり、今までの自分自身の生活を振り返ったりする中

で、私にとって税金とはなくてはならないものだと気がついた。 

私は、先天性多発性関節拘縮症という病気をもって生まれた。生まれてすぐ

に治療を始め、以前住んでいたつくば市にある病院で右足の、現在も通ってい

る守山市の病院で左足の手術をし、装具も何度か作ったことがある。さらに、

小学校高学年で背柱側わんを発症し、中学二年生の秋からは夜寝る時にコルセ

ットをつけている。生まれてから現在までとにかくたくさんの治療を受けさせ

てもらってきた。にもかかわらず、両親が払ったお金はほんの少しだという。

それはなぜだろうか。 

調べてみると、それには子ども医療費助成制度、通称「マル福」が関係して

いることが分かった。「マル福」とは、病院を受診したときに支払う自己負担分

の費用を助成してくれる制度のことで、以前住んでいたつくば市では高校生以

下の、現在住んでいる高島市では中学生以下の医療費を助成しているそうだ。

私はこの制度のことを知ったとき、今までお金に困ることなく治療を受けてこ

られたことに感謝をするとともに、こんなにもお世話になっていた税金のこと

を、「何のためにあるん？」と思っていた自分が恥ずかしくなった。また、今ま

で自分が全く知らなかった「税」について詳しく調べてみたいと思った。 

そこで、インターネットを使って「税金の使い道」について調べてみた。す

ると、税金は公園や道路の整備、公立小・中学校の教科書など、ここには書き

きれないほど多くのものに使われていることが分かった。私はこの二つのこと

から、改めて税は社会生活を成り立たせるうえで、必要不可決なのだと感じた。 

しかし、日本国民の中には「税なんて必要ない」と考える人もそう少なくは

ないと思う。私も、以前は「税」にマイナスなイメージを持っていたのでその

気持ちはよく分かる。だが、一度考えてみてほしい。今、日本で生きる多くの

人は小・中学生の頃、税金によって支給された教科書を使っていたはずだし、

日頃使っている道路も税金によって整備されている。このようにして考えてみ

ると、やはり、税金は国民全員が、これからもずっと笑顔で過ごすために、必

要なものなのではないか。 

私はこの作文を通じて、税についてよく知り、よく理解することができた。

また、自分の中での税のイメージも「とりあえず国のために納めるもの」から

「みんなの笑顔のために納めるもの」に変わった。今の自分にできる納税は消

費税しかないが、いつか、恩返しの意味も含めて、少しでも多くの税金を納め

られる大人になれるよう、まずは日々の学習に一生懸命取り組んでいきたいと

思う。 



「在ること」への感謝 

大阪市立淡路中学校３年  佐野 明莉 

 

父の故郷の広島県呉市には黒瀬川にかかる「真光寺橋」があります。真光寺

橋は長さ百メートル、幅三メートル程の木製の橋で江戸期から残っているそう

です。私は毎年のお盆の時期にお墓参りで真光寺橋を渡ることを楽しみにして

いました。真光寺橋を渡り始めると、目の前には緑一色の山々がそびえ立ち、

辺り一面に大きな蝉の声が聞こえます。そして橋の上で黒瀬川からの風を体全

体で受けながら水辺で羽を休めている様々な鳥を観ることが出来ます。私は真

光寺橋の上で夏の音と川の風を受けながら色鮮やかな景色を感じる時間が大好

きでした。 

しかし、三年前の平成三十年七月豪雨で黒瀬川が増水し、真光寺橋が流され

てしまいました。当時のテレビ中継で真光寺橋が流される映像を観た私は自然

の猛威と橋を失ったショックで声が出ませんでした。横で一緒に中継を観てい

た父も悲しそうでした。私は父に「すぐに建て直されるよね？」と尋ねました

が、父は「すぐに建て直すとは限らない。建て直しには税金が使われるよね？

大切な橋に使って欲しいからこそ、税金の仕組みについて調べてみなさい。」の

答えでした。私は賛同されなかった怒りを覚えながら税金の仕組みについて調

べ始めました。驚いたのは使い道の多さでした。市役所・警察・消防・救急・道

路・橋・公園など安心安全な地域を維持するための費用、医療費・ゴミ収集な

ど健康的な生活のための費用、学校教育・科学技術など文化の維持発展のため

の費用、そしてそこで働く職員のお給料…。使い道を一つ一つ書いた紙はビッ

シリと埋まりました。そして調べていく途中で少子高齢化による社会保障負担

の増大も大きな問題であることも知りました。 

税金の仕組みを知ることで、税金が有限であること、そして税金の使い道で

ある社会や地域の課題はたくさんあることを知りました。「これまで在ったもの

だから」と簡単に考えるのでなく、社会や地域全体を見た上で必要性をしっか

り考え、自分の意見を出すことが大切と気付きました。私はその後、真光寺橋

や地域のことを調べて建て直しの必要性を父に話しました。父も「立派な意見

になったね」と言ってくれました。 

今年、真光寺橋が建て直されると父が教えてくれました。私は思わず「あり

がとうございます。」と言いました。納税者でない私は税金が使われることへの

感謝しか出来なかったからと思います。真光寺橋が建て直された後、私は真光

寺橋が「在ること」に感謝し、橋を渡ろうと思います。そして納税者になった

時、この感謝を「喜び」に変えるため納税をしっかり行います。 



世界へ広がる日本の税金 

大阪市立花乃井中学校３年  齋藤 佳歩 

 

二〇二一年七月二十三日、東京オリンピックの開会式が行われました。ドロ

ーンパフォーマンスやジャズと歌舞伎の融合。どの演目も本当に素晴らしかっ

たのですが、私の中では選手の入場行進が一番印象に残っています。それは「Ｒ

ｅｆｕｇｅｅ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｔｅａｍ」（難民選手団）の存在を初めて知る

きっかけになったからです。 

そもそも「難民」とは人種や宗教の理由から他国へ逃れた人々のことです。

彼らは難民キャンプと呼ばれる場所で集団生活をしながら苛酷な毎日を送って

います。調べていく中で栄養失調になってしまい命を落とす子どもたちや大き

な傷を負った人々の写真を見て、人ごとではない、私たち日本人にも何かでき

ることはないのかと考えるようになりました。そこで見つけたのが「経済協力

費」です。経済協力費とは国際社会の平和を願って、世界の人々を支援するた

めのお金のことで日常生活をしていく中で納めている「税金」の一部が使われ

ています。税金という言葉には「国のために使うお金」というイメージを持っ

ていましたが実際は「世界のために使うお金」のことだったのです。日本の場

合は国の一般会計収入額の〇．五パーセントである五一〇八億円を開発途上国

の援助に充てています。このことを知った時、私はとても感動しました。私た

ちが何気なく納めている税金がこの世界のどこかにいる人の命を救うかもしれ

ない。難民キャンプで暮らす人々の栄養食、水、衣類、そして薬などに姿を変

えて誰かの命を救っているところを想像すると胸がいっぱいになります。勿論、

日本人の中にはなぜ顔も知らない誰かのためにお金を使わなければならないの

かとこの支援自体に反対の人もたくさんいると思います。でも、私たちは顔も

知らない誰かに救われてきたから今を生きることができているのです。世界の

平和を願うのならば、誰かからもらった優しさを次は自分が誰かのために使わ

ないことには平和な世の中は一生訪れないでしょう。一人でも多くの人を幸せ

にすることができているのであれば、この経済支援にはお金以上の価値がある

と私は考えています。 

二〇十五年の九月の国連サミットで持続可能な社会目標を意味する「ＳＤＧ

ｓ」が採択されました。大きく分けると十七の目標があるのですがその十六番

目の目標に「平和と公平を全ての人に」というものがあります。税金を上手に

使えば世界から貧困や飢餓、社会格差をなくし、この目標の達成に一歩近づく

のではないかなと私は思います。税金が姿を変えて、世界中の暮らしを豊かに

していく原動力になることを心から願っています。 

 



税金と命 

学校法人智辯学園 智辯学園奈良カレッジ中学部３年  西峠 佑良 

 

税金は人が生まれてから死ぬまでに関わらないことは何一つないというくら

い生活に密着している。納税の義務は発生するが、生まれたその日からすぐ、

その恩恵を受けられる。 

十四歳の私はこれまでに納めたことのある税金は多分「消費税」だけだと思

う。しかも、そのお金は親や親戚などからもらったお年玉やお小遣いであり、

実際には何も負担していない。それでも私がお世話になった公的制度はいっぱ

いある。赤ちゃんの時の予防接種、病院で診察をしてもらったときの医療費、

三歳時検診で指摘のあった眼鏡の購入費。眼鏡はイヤイヤだったらしいが、こ

の制度のおかげで費用の心配もなく私が「買う！これにする！」と言ったかわ

いい眼鏡を安心して買えたと母は言っていた。 

しかし、私にはもっとお世話になった制度がある。私は一万人に一人という

先天性の心疾患を持って生まれ、緊急オペが必要で奈良から大阪市内の総合医

療センターに運ばれた。救急車や公立病院、医療費、どれも税金によってまか

なわれている。そして最大の公的制度は「育成医療」という制度だ。当時とは

少し変わっているかもしれないが現在の市のサイトには『身体上の障害を有す

る者又は現存する疾患を放置すると、将来において障害を残すと認められる者

であって、当該障害・疾患に対して医療を施術することによって確実な治療効

果が期待できる十八歳未満の児童を対象に指定自立支援医療機関で、手術又は

通院等の医療費の自己負担分を公費負担する制度です。制度が適用されると自

立支援医療に関する医療費の自己負担分が原則一割になります。』と書かれてい

る。また、一ヶ月あたりの自己負担上限額が設けられており、疾病や所得など

の状況に応じて、受給の可否、自己負担上限額などは異なるようだ。 

こんな考え方が正しいのか私には判らないが母はいつも私に言う。「税金高い

よな。消費税納めて固定資産税納めて…一体いくら納めてるんだろう…。でも、

あなたはもう先に使わせてもらったもんね。もしかしたら一生払ってもまだ足

りないくらい助けてもらってるかもしれないね。だからこの先しっかり納めて

いかないとね。」と。 

もし税金がなくて、こんな制度がなかったら今、私は多分生きていない。命

はお金で買えないけれど、安心して医療を受けることはできる。私の命は誰か

が払ってくれた税金によって守られたんだと思う。私が仕事をするようになっ

て税金を納める立場になったらこのお金は自分のためだけじゃなくて、誰かの

ためにも使われているんだという気持ちを持ちたいと強く思う。自分の為でも

あり、誰かの為でもある。税金の使い道はそうあるべきなんだ。そう考えると

私達がこれから納める税金の使われ方に興味が湧いてくる。みんながその中身

を理解し、正しく納めて正しく使われる、そんな税金であってほしい。 



税は人のためならず 

上富田町立上富田中学校３年  中内 謙也 

 

「国税収過去最大六十．八兆円」 

七月一日の新聞を読んでいた僕は、この見出しを見つけ、衝撃を受けた。昨

年は新型コロナウイルスの影響で、外出自肅や休業要請が出され、経済が回っ

ていないと思っていたからだ。どうして国の税収が過去最大になったのだろう。

詳しく読み進めてみた。 

一つ目の理由は、消費税を引き上げた効果が一年を通して続いた、初めての

年だったということだ。消費税を八パーセントから十パーセントに増税したこ

とは、税収に大きく影響した。 

二つ目は、コロナ禍で経済活動が停滞したにもかかわらず、法人税収の大き

な落ち込みがなかったという理由だ。家にいる時間が多くなり、より快適に暮

らしたいと思う人が増えたことで、家具や家電、ゲーム機が売れたし、リモー

ト用の電子機器の売り上げも上がった。外食に行く人は減ったが、スーパーマ

ーケットやネット通販の消費は増えた。サービス消費の落ち込みから、減収に

なった企業があった一方で、モノの消費が増え、増収になった企業もたくさん

あり、法人税収は予想以上にあったそうだ。 

三つ目は、所得税収も大幅に減少しなかったという理由だ。政府の休業補償

給付金などの経済対策が下支えしたおかげで、所得があまり減らなかったし、

失業率も抑えられた。このように、国の税収の大きな部分を占める三つの税収

が安定し、増収につながった。 

この三つの税についてはよく耳にする。僕の家が、小さいながら小売業の会

社を営んでいるからだ。毎月税理士の先生に帳簿をチェックしてもらい、適正

な会計処理に努めている。お客様から預かった消費税や、給料から差し引く所

得税、年間の利益から出る法人税をきちんと納めているそうだ。 

また納税は義務だけど、助け合いでもあると教えてもらった。公共サービス

を受けられることはもちろん、今日のコロナ禍のような想定外の状況になった

時、大変な人や企業には税金を使って補助金や給付金が支給される。納めるべ

き時にきちんと納税し滞納していなければ、いざという時に助けてもらえる制

度がたくさんあるそうだ。昨年度の税収の一部も、そのような人たちに支給さ

れるだろう。 

僕は、「情けは人のためならず」ということわざを思い出した。人に思いやり

をかけておけば、結果としていつか自分にも良い報いが訪れる、という意味だ

が、税金も同じだと思う。普段は社会のために税金を納めるが、必要な時には

その税金から助けてもらえる。また何より、税金をきちんと納め社会に貢献し

ている、というすっきりした気持ちになれる。「税は人のためならず」なのだ。 

今回の新聞記事から、納税の大切さを学んだ。僕も将来、納税者となる。互

いに助け合う社会のため、自分自身のために、税についてよく学び、義務を果

たしていきたい。 



コロナ禍で変わった税のイメージ 

大田市立大田第一中学校２年  山根 かおる 

 

私が小学六年生のとき、学校で開かれた租税教室で、「税金」というものがな

んなのか学びました。それまで何となく聞いていた税というものが私達の暮ら

しを豊かにしていて私達は税がなければ生活できないということをこの教室を

通して知りました。身の周りの大人が「税が高い、税金をたくさんとられる」

とあまり良い顔をして話さないのでそれまで私は税＝面倒臭いもの、嫌なもの

というイメージをもっていたため、そのイメージを覆された驚きを今でも覚え

ています。 

それからの私は、税ははらえばいいと思っていましたが昨年度あたりから、

税の使われ方が気になるようになりました。きっかけはコロナ禍でニュースを

たくさん目にしたことです。毎日のニュースで、政治の動きや、コメンテータ

ーの一言を聞くたびに、「なんでみんな、こんなに政治のやり方に文句を言って

いるのだろう。」と思い、親に聞くと、「みんなが納めた税金を使っているから

だよ。」と言われて、そういうことかと納得しました。給付金もアベノマスクも

ワクチンも税金で支えられていると知ったら、政治と税金のつながりがわかっ

て、払っておしまいだと思っていた税金が、どんな風に使われているかまで知

らないといけないなと思いました。 

税金の使われ方を知って初めて税を納める意義を見出せるのかもしれません。

正しく使われているか知ることで、損とか得で税を見なくなるように思います。 

二年前、消費税が八％から十％に上がりました。そのときお金を多くとられ

るようになるのかという、損した気分と、テイクアウトと店内での飲食では税

率が違うことに面倒だなと思う気持ちがありました。しかし先日、新聞の記事

で税収が過去最高になったと知りました。これは、消費税の引き上げの影響が

一番大きいと聞いて、たった二％上げただけで、そんなに変わるのかと驚きま

した。ちょうど、コロナ禍で国がお金をたくさん使っている感じがしていたの

で税収が過去最高だと聞いて、安心しました。小学生のときに、税は日常生活

の支えになっていることを学んだけれど、今のような予想できない病気の流行

や災害などのときにも、私達を救ってくれるんだなと改めて思いました。 

納税は義務です。それは小学校の教科書にも書いてありました。でもただ義

務だから払うのではなく、何の為に使われて、どんな風に私達の暮らしを支え

てくれているかを詳しく知ることで初めて払う意味がわかります。つなげて考

えていくと、税金の使い方を決める政治に興味をもったり、それを話し合う人

の選挙に行ったりすることも、全てが自分達の手で社会を創っているという意

識につながっていると思います。これからは、もっと税金をプラスのイメージ

でみていきたいです。 



学びのバトン 

広島市立江波中学校３年  中嶋 慶 

 

「うわっ！高いわー、教科書。」 

去年高校に入学した姉の教科書代を見て、母が大きな声を上げた。 

私には二歳年上の姉がいる。来年私も高校へ進学すると教科書代は二倍にな

る。 

「お母さん、なんかごめんね。」と言うと、母は「なんでなんで！今まで九年

間も沢山の人に支えてもらったんよ！ほんまにありがとうやね。」とニコッと笑

った。 

四月になると学校では毎年、当たり前のように教科書がどっさりと配られる。

行きは春休みの課題しか入っていなかった学生鞄も、帰りには肩に鞄のベルト

が食い込むほどの重さになる。「重い。もう嫌だ。肩が痛い。」文句ばかりを頭

に浮かべながら下校した。 

テスト期間はイライラして、ページのすみっこに落書きをしたり、国語の教

科書なら作者、歴史の教科書なら偉人の写真にひげを描いたりした。 

お世辞にも大切にしていたとは言いにくい教科書。でもそれは沢山の納税者

からの大きな、でも少し気づきにくいプレゼントだったんだと気づかされた。

そう思いながら改めて教科書をじっと見てみると、こんなことが裏表紙に書い

てあった。 

「この教科書は、これから日本を担う皆さんへの期待をこめ、税金によって

無償で支給されています。大切に使いましょう。」 

ドキッとした。小学校に入学してから、何度も何度ももらって帰り、毎日毎

日生活を共にしてきた教科書に、こんなメッセージが入っていたなんて。これ

から日本を担う私たちに期待をしてくれているという嬉しいメッセージ。心の

底から、「もっと大きく書いてくれていいのに！」と思った。 

「知識や学び、体験や経験は誰にも、どんな時でも盗まれない財産なんだよ。

その財産は頭の中の宝箱に入っているから誰にも取られないんだ。」 

長期休暇でいつも嫌そうに課題をしていると祖母が口癖のように私や姉に言

う。祖母は戦時中に生まれ、混乱の戦後の日本と共に生きてきた女性だ。貧乏

で貧乏でお弁当の中身が恥ずかしかったこと。何度もお願いして高校へ行かせ

てもらったこと。学費を返済するために高校へ行きながら美容学校へ通い、高

校卒業後美容師になったこと。 

何度も何度も話してくれる祖母の頑張り自慢の中にはこんなものもある。 

「毎日ちゃんと申告して、税金も年金もきちっと払ってたんやで。税をきち

んと納められる生活をしていることは、本当に幸せなことや。」 

私は来春中学校を卒業する。九年間、沢山の納税者の方に授けてもらった財

産を、頭の中の宝箱に入れて高校へ進学する。高校生活でまたこの財産を大き

く育てて、学びのバトンを渡せる大人になりたい。そして祖母のように、きち

んと納税できる幸せを体験したい。 



私と父のワクワク旅行 

山陽小野田市立高千帆中学校１年  山本 貫太 

 

「貫太、あんな大きな飛行機が空を飛ぶってすごいなあ！」コロナ禍で旅行

に行くことができず、空港へ行き旅行気分を味わおうと父と私とのワクワク旅

行が幕を開けた。 

「タンクローリーから飛行機に燃料を入れてるだろ。あの燃料には税金がか

かっているんだよ。飛行機が離発着する時にも着陸料という税が発生するんだ

よ。」と話してくれた。私達の身の回りは税金ばかりだなあと思った。母が小学

生の時、「貫太もきちんと消費税を支払っているよね。学校の教科書やゴミの収

集、消防車や救急車の出動にもちゃんと税金が使われているのよ。」と聞いた記

憶がある。 

私はまだ仕事をしていないのでたくさんの税金を支払うことはできないが、

この税金が私達の生活に大きく役立っているのだから、きちんと税金を支払っ

て、私達の日々の生活が安心して過ごせるようにならなくてはならない。税金

を支払うという負のイメージを持つのではなく、私の払った税金で誰かが笑顔

で生活している。今、コロナ禍で多くの人が仕事を失ったり、十分な医療を受

けられない人々のニュースをよく目にする。同じ一人の人間としてたった一つ

しかない命を、私達の支払う税金で救うことができるのであれば、私は多くの

人に税金を払うことでみんなが明るく、元気になれるのですよ！と声を大にし

て言いたいと思う。 

飛行機を見に来た子供を抱いているおじいさんがおいしそうにビールを口に

している姿を見て、「あのビールのあわが税金かなあ。」と笑って話してくれた。

また税金かと思ったら、「貫太も大きくなってお酒を飲む時は、税金に乾杯！と

言ってからお酒を飲むようにね。」と父は空港でのワクワク旅行を楽しんでいた。

その反面で私達がワクワク旅行を楽しんでいる時も医療従事者の人は必死に目

の前の命と戦っている。限られた税金で、国債も多く財政に余裕がないのはわ

かっているが、わずかでも良いので感謝の気持ちとして税金をこの医療従事者

の方へ還元することができたらどれほどたくさんの笑顔が増えるだろうか。私

一人の力では何もできない。みんなで力を合わせて、支え合って生きていくこ

との素晴らしさをみんなで感じていきたいと思う。 

これから日本は高齢化社会を迎えることになる。病院や施設を確保すること

も必要である。お金がないので病院に行けないという悲しい話も耳にするが、

みんなこの世に生まれてきたからには平等なので、是非税金をここでも有効に

使ってもらいたいと思う。 

ワクワク旅行から帰宅して母に「母さん、僕はお店でよく消費税を支払うの

だけど、近頃どうも財源が乏しくなってきたので、今月からおこづかいを上げ

てくれない？」と丁寧にお願いすると、「わかったわ、その分お父さんのビール

の本数を減らそうね。」と母の笑顔の横で父はビールを飲む手を置き、手で大き

くバッテンを作って笑っていた。 



税金は自分自身も守る 

那賀町立鷲敷中学校２年  岸本 愛 

 

「税金」それは、私には関わりのないものだと思っていた。ある日、私は母

と買い物に行き、消費税で思ったよりも高額になったため「なんで税金って払

わなあかんの。」と母に尋ねた。すると母は、「税金がなかったら、今当たり前

にできよることはできんよ。」ときっぱりと答えた。それ以上話すことはなかっ

たけれど、私の心にはまだ疑問が残っていた。 

今年の七月、租税教室が行われた。税金は私たちが毎日使っている教科書な

ど身近なところにたくさん使われていることを知った。驚いた私は、税金につ

いて調べてみた。すると災害復旧費というものがあることを知った。日本は災

害がとても多い国だ。最近も熱海市の土石流のニュースに心を痛めたばかりだ。

私も災害を経験したことがある。 

私が小学一年生の夏、相次ぐ台風により、那賀川流域では甚大な浸水被害が

発生し、特に私の家がある和食・土佐地区では、二七九戸もの家屋浸水被害が

発生したのだ。二年生の夏は、私の家は倉庫にしていた一階が浸水した。幸い

生活場所が二階と三階であったため、避難することはなかったのだが、停電に

より、肺の悪い祖父が使っていた酸素の機械が動かなくなってしまった。いつ

もその機械で酸素を吸入していた祖父にすれば、機械は命綱とも言える。幼か

った私はどうすればよいか分からず不安を募らせていた。そのとき消防の方が

ボートに乗って祖父のために発電機を持ってきてくださった。そのおかげで祖

父の機械を動かすことができたのである。私は消防の方に「大丈夫やけんな。

がんばりよ。」と声をかけていただき本当に勇気づけられた。台風が過ぎ去った

あとも、家の周りにあった大きながれきを片付けてもくださった。 

もし税金がなかったら、消防の方は来てくれないし、祖父の機械も停電のま

まで動かすことはできなかった。私も不安なままで夜を過ごすしかなかっただ

ろう。母が言っていたように、税金がないと、当たり前にできることはできな

いのだとわかった。税金とは、いつでも私たちを助けてくれる、なくてはなら

ない存在だと思った。 

度重なる浸水被害をなくすため、多額の費用と時間をかけて建設してきた町

の堤防工事が、今年五月、ついに完成した。町の景観が一変するほどの大工事

は、六年という長い歳月をかけて行われた。堤防が完成したことで、私の家は

もう浸水被害の心配もなくなった。堤防工事をしてくれている人たちの姿や、

徐々に完成していく堤防の様子を見ながら、私たちはたくさんの人や税金に助

けられているんだと実感し、深く感謝した。町を守ってくれるのが堤防である

ように、税金は自分自身を守るためのものでもある。租税教室により、税金に

ついて知り、税の大切さを学ぶことができて本当によかった。みんなが感謝の

心で税を納められる社会にしたいと、私は今心から思っている。 



子どもの未来を支える税金 

高松市立屋島中学校３年  岡林 将登 

 

「今まで毎年検査をしていたけど、もう来なくても大丈夫だよ。身体も心も、

大きく成長したね。」 

税の仕組みについて考えていた時に、僕が小学四年生の時に小児科の先生か

らいただいた言葉が頭に浮かんだ。 

十四年前、僕は未熟児で小さな身体で産まれてきた。大きな産声をあげるこ

となく、すぐに小児病院に運ばれ検査すると心臓の病気が見つかり長く入院す

ることになった。幼い頃の僕は身体が小さく病気にかかることが多かったと母

から聞いて、金銭的にも精神的にも多くの負担をかけてしまったと思っていた。

すると母から、 

「精神的に辛い時もあったけど、未熟児制度のおかげで、金銭的には困るこ

となく安心して医療を受けることができて救われた。」 

と話してくれた。 

今、元気で学校に通い大好きなテニスができるようになったのも、先進の医

療設備の中で病院の先生や看護士の方々の懸命な治療のおかげだ。忘れてはな

らないのが、素晴らしい医療サービスを誰でも平等に受けられる日本の制度は、

どれだけの恩恵を僕たちに与えてくれているかを改めて強く実感した。税金が

あるからこそ、僕たちは守られ安心して生活ができているのだ。 

高松市では、子ども医療費助成という制度があり、ゼロ歳から十五歳の中学

三年生が助成対象になっている。低負担で病院にかかることができるのは、子

育て世帯にとって助かるものだ。大人と比べても、乳幼児は病気にかかること

も多く、負担は大きいと思う。 

税金で一番多く使われているのは社会保障費で、医療や介護、福祉などだ。

今、日本では少子高齢化が急速に進み、社会保障の給付や負担が増大している。

もし医療などに税金が使われなくなったら、医療を必要とする僕たちはどうな

るのだろうか。そう考えると、産まれてきた時から素晴らしい医療を受けられ

る制度を支えている税金に感謝したい。 

僕は、今の自分にできることは何かを考えてみた。それは今、自分が置かれ

ている状況で頑張るということだ。世の中では新型コロナウイルスにより大変

な状況が続いている。先日受けたワクチン接種や全世帯に配布されたマスク、

特別給付金など全てに税金が使われ、困っている人は安心できたと思う。中学

校生活の中で僕は何事も前向きに取り組んできた。将来きちんと税金を納め社

会を支える一人になれるよう、努力していきたい。 

子どもの未来を支える税金の在り方や必要性を知ることで、税金のありがた

さを実感した。納税者の方に深く感謝し、社会に貢献できる大人になりたいと

思う。僕の周りにいる支えてくれている人達に、「ありがとう」と言いたい。 



ふるさとの命綱 

五島市立福江中学校３年  的野 心美 

 

窓際の私の席から、透き通るような青空を眺めていると、空の中を突き進む

ヘリコプターが見えた。誰かの「わあっ、ヘリコプターだ。」の声につられて、

友人たちが次々と窓際に集まってきて、笑顔で「すごいね。」「かっこいいね。」

と歓喜の声をあげた。集まっている同級生の一人が「あれって、ドクターヘリ

っていうんだよ。」と言った。小学生の私は、その時初めてドクターヘリの存在

を知った。 

それ以降、私はドクターヘリの存在を意識することはあまりなかったが、昨

年、新型コロナウイルスの感染症が拡大した際「病院のベッドの空きがなくな

ったら、ヘリコプターで運ばれる。」「重症になったら運ばれる。」そんな言葉を

耳にした。「ベッドの空きが無くなる？」「重症化したら五島で治療ができない

の？」こんな考えがくるくると頭の中でまわった。父、母、姉、祖父母、友達…

…大切な人の顔を浮かべると、どうしようと不安になった。 

五島には大きな病院は少ししかない。新型コロナウイルスのような感染症が

拡大したら、病院はいっぱいになる。ほかにも、心臓や脳の大手術は、五島の

設備では難しいことがあるそうだ。 

五島の中で治療ができないとなったら、海を越えて本土の病院に運ばなけれ

ばならない。命を救うためには早く運ばなければならないが、船だと長い時間

がかかってしまう。そんなとき、ドクターヘリなら短時間で運ぶことができる。

ドクターヘリのおかげで、たくさんの命が救われている。 

ドクターヘリは、全国に五十四機あり、一年で一機あたり二．五億円、一回

の出動あたりだと四十六万円のお金がかかるそうだ。 

しかし、ドクターヘリを使用したとしても、大きなお金を払う必要はない。

その費用は、税金で賄われている。もし、運ばれる人がそのドクターヘリの費

用のすべてを支払わなければならないとなったら、命の危険があったとしても、

ドクターヘリを使えない人が出てくるだろう。 

たくさんの命がドクターヘリによって救われ、税金によって救われている。

この税金は、働いている人の思いやりの集まりだ。私は、将来しっかりと税金

を納め、大好きなふるさと、大事な人の命を守る手助けができるようになりた

い。 

ときどき夜にヘリコプターの音が聞こえる。そのときに思うこと、それは小

学生の頃の歓喜の声をあげたときのものとは少し異なる。「ふるさとの命を守る

命綱としてのヘリコプター」そう思う。脳梗塞や難産の妊婦さんなど、たくさ

んの人の命が救われている。私はヘリコプターに祈りを込める。 



ずっと元気で 

中間市立中間南中学校３年  梅本 千史 

 

「腕相撲やるか！」 

祖父の家に行くと、いつも祖父は僕に言ってくる。僕の祖父は、前はとても大

きくて力が強かった。僕が中学生になり柔道部に入部するといつも「試合はい

つか？」「相手はどこの中学の誰か？」と聞いてくる。僕の試合結果を気にして

くれ、勝つととても喜んでくれる。僕のことが大好きだ。僕も祖父のことが大

好きだ。中学になってもなかなか腕相撲では勝てない力持ちだ。 

しかし、祖父は昨年末の冬の寒い時期に、自宅の 2 階から階段で転げ落ち、

骨折で入院した。普段は「痛い」という言葉は絶対言わないが、この時は痛い

と低い声でうなっていた。新型コロナの影響で僕は病院にお見舞いに行くこと

もできず退院して帰ってくるのを待った。帰ってきたら腕相撲してやると思い

ながら。 

祖父が退院して自宅に帰ってきたが、前みたいに力強くなかった。体は小さ

くなり、横になっている時間が多くなった。このままでは動けるのも動けなく

なると、父と叔母は病院の先生や役場の人と相談していた。祖父は、要支援に

認定された。これで社会保障制度の一つである介護保険を受けられるようにな

ったと父から聞いた。ケアマネージャーの方が決まり、何度も祖父の様子を見

に来てくれて、どんな支援が祖父に必要なのかを熱心に話してくれた。始めは

家の外に出るのを嫌がっていた祖父も「デイリーサービス」に行き始め、運動

器機能を高める練習をしているらしい。理学療法士や作業療法士などのリハビ

リの専門の方々が歩行の練習や階段の上がり降り方、筋力を高める運動をする

だけではなく、レクリエーションや食事、入浴などの生活援助サービスもして

もらっていると父から聞いた。昭和十年生まれの八十六歳。新型コロナが落ち

着いて、部活の試合を観戦できるようになったら見に来て欲しい。その時がき

たら、絶対試合に勝って喜んでもらいたい。それまで、たくさんリハビリして

元気でいて欲しい。 

僕はよくテレビで、「税金の無駄遣い」という言葉を聞く。色々な人が税金の

使い道について意見を言い合い、時にはけんかのように見える場面もあった。

本当に、税金は無駄に使われているのだろうか。税金のおかげで祖父は歩ける

ように練習する場所があり、専門の先生にみてもらい、ずっと寝たきりという

危険を避けることができた。税金は無駄ではない。社会で国民の三大義務の一

つである「納税の義務」を学習した。義務である代わりに、僕たちはその税金

で様々なサービスを受ける権利がある。このことを祖父の件でよく分かった。 

「腕相撲やるか！」 

今度は、少し手加減してやろうと思う。ずっと僕と腕相撲して、元気な祖父

をこれからも見ていきたい。 



 

 

税金の二面性と当事者意識 

学校法人大隈記念早稲田佐賀学園   

 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校３年 

  吉村 桃 

 

私の家は自宅を賃貸しているいわゆる「転勤大家」です。会社員の父母は給

与から税金を天引きされるほか、家賃という給与以外の収入があるので毎年の

確定申告が必要です。確定申告手続が母の担当になってもう十年以上にもなる

といいます。「一年目は申告書に何をどう書いていいか全くわからなかったから、

確定申告時期で混雑した税務署に、おそるおそる書き方を教わりに行ったの。

時々ベビーカーに乗せたあなたをあやしながら何時間も親切に教えてもらった

の。」とのこと。事務仕事が得意だと自慢する母であっても、確定申告に慣れる

までは何年もかかったと聞いて、大人になった私が自分でできるのか不安にな

りました。しかし母が言うには「今は電子申告の『イータックス』も充実して

いて、パソコンに数字を入れるだけで全部済むからとても楽。あとは自分で記

録をつけるのを忘れないようにするだけ。」とのこと。数字が苦手な自分も将来

は頑張ろうと思いました。 

最初は大変な思いをしたけれど、確定申告が自分でできるようになったこと

は税金を知る上でいい勉強になったと母は言います。会社からの給与は会社が

税金を計算して源泉徴収してくれるため、私たちは給与明細で税金額を知るだ

けです。特別な事情がない限り、会社員は自分で申告書類を書いたり税務署に

行ったりする必要はありません。そのため、税金を納めている当事者であると

いう意識はどうしても希薄になりがちです。ですが、確定申告をするようにな

ると、いくらの収入にたいしていくらの税額なのか、どのような経費が控除さ

れるのか、賃貸している不動産が税務上どれだけの価値があるのか、など今ま

で意識していなかったさまざまな数字への意識が生まれます。それとともに母

の税金に対する意識も高まったというのです。 

私たちが「税金を納める当事者」であるという側面は、「税金の恩恵を受ける

受益者」であるという側面と表裏一体です。専用の袋に入れるだけで簡単にゴ

ミが捨てられ、小学校や中学校では無償で学ぶことができ、図書館で好きな本

が読めること。普通に生活している中でもたくさんの公共サービスの恩恵を受

けています。そして私たちが当たり前に受けている公共サービスの財源は税金

であり、それらは有限です。自分たちが納めた大切な税金だからこそ、公共サ

ービスを受ける側もさらに有益な使い方ができるように努力していかねばなり

ません。 

税金には、「納付と受益」という両方の側面があります。どちらか片方だけの

意識を強く持ってしまうと、税金に対して歪な理解をしてしまうことになりま

す。自分が納めた税金とそれが何に使われているのかを知ることが、ひいては

私たちの生活がますます豊かになることにつながっていくのではないでしょう

か。 



命を助けやすい社会 

長崎県立佐世保北中学校３年  森 咲彩 

 

小学校からの帰り道だった。当時の私は四年生。その日は、初めて競書大会

に自分の作品を出す日だった。習字教室に通い始めて半年しかたっておらず、

まだまだ初心者だった私は、少し緊張しながらもとてもわくわくしていた。早

く帰って教室に行かなきゃ。そう思って私は、一人で家への帰り道を走ってい

た。すると、前方に一人のおじいさんが見えた。普通なら「こんにちは。」と挨

拶して、横を走り過ぎるはずだった。でも私の足は止まった。おじいさんの様

子がおかしかったからだ。足下はおぼつかず、駐めてある車にぶつかったりよ

ろけたりと、とにかく普通じゃなかった。私はそのおじいさんの姿を見て、酔

っぱらっているのかと思った。昼から酒を飲むおじいさんなど、そう珍しくな

い。私はもともと、酔っぱらっていることが怖かった。言動が支離滅裂だし、

酒に酔って事件を起こす人もニュースで何度も見たことがあったからだ。だか

ら、あまり関わらないようにしようと、足音を立てずに走り去ろうとした。す

ると、バタッという音が聞こえた。おじいさんが私の目の前で倒れてしまった

のだ。「大丈夫ですか。」と叫んで慌てておじいさんに駆け寄ると、真っ赤なも

のが見えた。息ができなくなった。おじいさんは転倒して、頭を切っていたよ

うだ。助けなきゃ。私が助けなきゃ。周りに人は見当たらなかったため、私は

走って近くの駄菓子屋さんに駆けこんだ。店の人にすぐに救急車を呼んでもら

った。私は怖くて、救急車が到着するまでその場に居ることができず、救急車

が来る前に泣きながら家に走ってしまった。おじいさんが亡くなる可能性が怖

くて耐えられなかったからだ。その後も気になってはいたが、二年間友達にも

話せず、店の人にもおじいさんのことを聞けなかった。でも、卒業式が終わっ

た帰り道、私は思い切って店の人におじいさんのことを尋ねた。すると、おじ

いさんが今も元気だということを教えられた。あの時は酔っていたのではなく、

体調が悪くてまともに歩けなかったらしい。 

日本では、救急車を呼んでもお金はかからない。税金が使われるからだ。こ

れは特別なことだ。例えば、アメリカ合衆国で救急車を一台呼ぶと、日本円で

約三万三千～約五万五千円かかる。多少のけがぐらいだったら、呼ぶのを少し

躊躇しそうだと思った。でも日本ではそんな躊躇は必要ない。みんなでみんな

の命を守る社会。これがあったことで助けられた人、誰かを助けることを手伝

えた人がたくさんいるはずだ。実際、怖がりの私にだってできることがあった

し、結果的に一人の命が助かった。命をつなぐこと、みんなで誰かの人生を救

うこと、助け合うこと。これらのことを納税という形で、国民一人一人が実現

できる社会は、誇りに思えることだし、これからもずっと続けるために少子高

齢化などの問題を抱える中、私たちが考えていきたい。 



ぼくが見えるのは 

大分中学校１年  山地 基生 

 

ぼくは、目が悪いです。五歳の時にわかりました。左目は〇．一以下で失明

寸前と言われました。それから、二、三ヶ月に一度通院することになりました。

今も、一年に一度程度通院しています。初めて診察を受けて一週間後から今ま

でずっと眼鏡をかけています。眼鏡をかけていないと、周りがよく見えません。

小さな文字の教科書や小説は、ぼやけて点がたくさん書いてあるだけの模様の

ように見えます。ぼくが、学校でちゃんと授業を受けられたり、楽しく本を読

めたりするのは、お医者さんが失明する前に弱視を見つけてくれ、定期的に診

療を受けられていることと、眼鏡があるおかげです。 

眼科を定期的に受診することや、成長に合わせた眼鏡の購入が当たり前のよ

うにできてきたのは、税金での援助があったからだということを知りました。

幼稚園の時は、健康保険と市の子ども医療費助成で診療費は無料だったそうで

す。そして、初めてかけた眼鏡から今かけている眼鏡まで購入費用について、

健康保険や斜視・弱視児童矯正眼鏡購入費等の助成といった補助を受けていま

す。健康保険、子ども医療費助成、眼鏡購入費等の助成、全て税金を原資とす

るものです。 

税金は、ぼくに視力を残してくれただけでなく、たくさんの人々に支えられ

て成長していることを教えてくれました。税金を納めているのは、ぼくの家族

だけではありません。ぼくの知らないたくさんの人々が税金を納めています。

つまり、ぼくの目の治療や、ぼくが見ることを、会ったことの無い人々が支え

てくれているのです。もし、税金がなく、補助がなかったとしたら、診療費や

眼鏡の購入費等は、自分で全て支払うことになります。それでは、今の視力を

得られていないかもしれません。更に、それらへの負担から、自分の目のこと、

健康な目に産んでくれなかった親のことを恨むかもしれません。目のいい人を

うらやむかもしれません。でもたくさんの人に支えられていると知っているぼ

くには、そんな気持ちはありません。自分にしかない個性的な目だと自信を持

っています。そして、税金を納めてくれている人々に感謝をしなければならな

いと考えています。しかし、大きな声で「ありがとう」をさけんでも全ての人

には伝えられません。だから、ぼくのために税金が使われてよかったと誰から

も思ってもらえる生き方をして感謝を表したいと思っています。そして、ぼく

のように何らかの支援を必要とする人々を支えられる納税者の一人になりたい

です。 

 



税があっての幸せ 

東風平中学校３年  大城 真莉衣 

 

「チョコレートの原産国はどこかわかる人。」 

中学二年生の最後の道徳の授業。先生は私達にチョコレートを配り、授業を

始めた。ガーナでチョコレートの原料であるカカオを育てる幼い兄弟の話だっ

た。病気で倒れた母の治療費のために、朝から晩まで働いても収入はわずか。

カカオがチョコレートになることすら分からずにカカオを育てていると知った

とき、私は衝撃を受けた。兄弟は「学校へ行って勉強がしたい。でも、お母さん

のために働かなければいけない。」と口にした。さらに衝撃を受けた。日本では、

小・中学校が義務教育で、教科書や机など無料で提供される。また、就学援助

という、国や地方公共団体が就学に要する諸経費を援助してくれる制度もある。

医療機関を受診する際には、保険証を提示すると三割程の値段で受診できる。

学校へ行って勉強すること、気軽に医療機関を受診できることは、当たり前だ

と思っていた。しかし、世界中にはガーナの子ども達のように、学校へ行けず、

重労働させられ、病気になっても医療機関を受診できない人がたくさんいる。

このような状況の中、私達の生活は「税」があるからこそ、安全で安心して暮

らせるのだと改めて考えさせられた。 

道徳の授業をきっかけに、税金の使われ方について調べてみた。国民一人一

人から集められた税金は、災害復旧、道路の建設や整備など、安全で快適な暮

らしのために使われている。また、研究・開発などの将来のため、そして夢を

叶えるための第一歩に税金があるのだと知った。税金は、国民のためだけでは

なく、発展途上国への物資援助にも使われているそうだ。このように、私が日

頃払っている十パーセントの消費税が、世界中の人の役に立っていると考える

と、税を納めていることが誇らしくなった。 

私は、税金のおかげで学校へ通えて、勉強や部活ができて、大切な友達と出

会うことができた。道徳の授業・税について調べている中で、私には新たな夢

ができた。たくさん稼いで、たくさんの税を納めること。そして、貧しい国の

人達に資金を提供できたら良いなと思う。今の私は、学校へ行って勉強をして、

知識、社会性を身に付けることが夢への第一歩になる。このように、夢に向か

って頑張る毎日こそを「幸せ」と呼ぶのだろう。だから私は、税金がつないで

くれた、この「幸せ」を無駄にしないために、夢を叶えるために、今日も机に向

かう。私が感じる「幸せ」を全ての人に感じてもらう日を信じて。 

 



 

 

私の明るい未来 

北見市立南中学校３年  伊藤 凛音 

 

私が生まれて二日目。母が私が生まれた病院の医師から病院を紹介された。

心雑音が聞こえたためだ。 

大きな総合病院に行き、私には先天性の心臓疾患があることがわかった。生

まれて間もない、まだ私の名前もついていない時期に。 

父と母は、まだとても小さい私を見て、何としても助けたい、と思ったそう

だ。 

心臓病といっても、病状があまりないものから、放っておくと命の危険があ

るものまで様々だ。 

私の病気は後者の方で、早く手術が必要な病気だった。心臓の手術は大掛か

りである。人工心肺につないで行うために、ある程度体重が増えて私が大きく

なるまで、母は何度も病院へ行き、何度も診察を受けさせた。 

一歳の誕生日の前に、私は東京の大きな病院で心臓の手術を受けた。本来な

らかかる費用は四百万円以上と莫大なものだった。 

しかし、医療制度が整っている日本では、そのうち何割かの負担で済む。私

の場合も、東京で手術を行い、何週間も入院したのだが、かかった費用で両親

が心細くはならなかったそうだ。 

人の命は尊い。私の命もこのようにして、色々な人や、税金によって助けら

れた。 

まだ記憶がなかったころの手術によって、今私は元気に生活できている。私

の大好きな運動も続けられるし、不自由だなと思ったことは今までで一度もな

い。だから私は色々な人に感謝しながら生きていきたい。 

税金といえば、何となく「払わなければいけないもの」というイメージがあ

ると思う。 

でも、私や私の家族の様に、その税金から心理的に助けられている人はそう

少なくはないと思う。 

これから、私が大人になり、人生を歩んで行く上で、色々なことに出会うと

思う。その先々で、今度は、他の人が幸せな生活を送ることができるように、

私の小さかった頃のエピソードを思い出し、自分にできる最大限のことをやっ

ていきたいと思う。 



 

 

暮らしやすい世の中を目指して 

郡山市立郡山第二中学校３年  物江 みのり 

 

「支援金が入って良かった。」 

母が、支援金振込のお知らせを手にして言った。私の両親は、宿泊業を営ん

でいる。新型コロナウイルス感染症が拡大すると、お客さんが来なくなり、収

入が減ってしまった。コロナの影響により、売上が減少した場合、様々な支援

を受けることができるという。学校でも、部活動の練習試合が中止になり、こ

の先、どうなるのだろうと思っていた。 

昨年は、「持続化給付金」という制度があった。今年は「一時支援金」制度が

あり、我が家も対象だった。緊急事態宣言に伴う外出自粛の影響で、売上が前

の年の同じ月と比べ、五十パーセント以上減少している事業者へ給付される制

度だと教えてもらった。 

さらに、給付金の申請には、確定申告の書類が必要だと知った。聞いたこと

があったが、「確定申告」について調べてみた。そして、一年間の収入や支出を

計算した申告書を税務署に提出し、納める所得税を確定するものだと分かった。

母は、申告書を国税庁のホームページで作成している。数字を入力すると、自

動計算され、前年のデータも引き継ぐので、とても便利だと話していた。 

その時、私は、高齢者も作成できるのかなと思った。なぜなら、ワクチン接

種の予約ができない高齢者が多いと連日報道されていたからだ。パソコンやス

マートフォンを使いこなせない人は、思ったより多い。 

静岡に住んでいる祖父は、農業を営んでいて、確定申告をしている。電卓で

計算して、申告用紙に手書きで記入しているらしい。とても時間がかかり、大

変そうだと思った。 

今は、確定申告が電子申告でもできるらしい。感染リスクを軽減できるメリ

ットがある。その一方で、手書きでしか申告書を作成できない人がいる現状も

ある。 

私は、将来システムエンジニアになりたいという夢がある。今後、ますます

ＩＣＴ化が進むだろう。誰にでも操作しやすいシステムを作りたい。誰ひとり

取り残さない社会を目指し、ＩＣＴ弱者を置いて行かない社会の実現の役に立

ちたい。 

コロナ禍で、収入が減少する人や職を失う人がいる。だから、国の税収は減

っていると思った。だが、日本経済新聞に、「二〇二〇年度の税収が十九年度を

上回った。コロナ禍の影響は軽微にとどまり、消費増税の効果が表れた。」とあ

った。収入が減る人がいる中、増える人や企業もある。今は大変でも助けても

らったら、次、誰かを支えることができる。思いがけない経済の状況や病気に

よって、頑張りたくてもできないことがある。そんな時、元気な人が支えるの

が税の仕組みだ。この作文を書いたことで、税の仕組みの素晴らしさに改めて

気づいた。 

将来、私も働くようになったら、確定申告をして、税を納めよう。申告しや

すい仕組みづくり、暮らしやすい世の中を目指して。 



 

 

この町の復興の源 

気仙沼市立唐桑中学校２年  吉田 美咲 

 

澄んだ海に白く映える橋。空と海に吸い込まれていく感覚は、まるでアトラ

クションの様だ。「かなえおおはし」と呼ばれる気仙沼湾横断橋を初めて渡った

時、私は、「この町は、復興してきたのだ」と感じた。 

今年の三月、気仙沼の町は、大きく前進した。復興道路として、三陸沿岸道

路「気仙沼湾横断橋」の開通によって、宮城県内総延長百二十六キロメートル

におよぶ復興道路が完成した。仙台市と岩手県宮古市が高速道路で繋がり、そ

して、まもなく福島から青森まで命の道として全ての道が繋がるのだ。これに

より、水産物の輸送時間の短縮や、水産加工品の振興、観光地へのアクセス向

上で、町はだんだん動き出してきた。震災前いいえ震災前以上に活気付く未来

が見えてきている。 

では、この復興の為に使われたお金は、いったいどこから来ているのだろう

か。国は、震災後すぐ復興予算を考え出した。震災の発生から十年間に投入さ

れた国の復興予算は、およそ三十二兆円にのぼる。その中の四割を占めるのは、

「復興増税」になっている。復興増税の中に「復興特別所得税」が新しく創設

された。復興特別所得税とは、震災からの復興に必要な財源を確保するために

創設された新しい税金である。これらは、復旧・復興事業の財源に充てられる

ことが規定されていて、被災者支援、住宅再建・復興まちづくり産業・なりわ

いの再生、原子力災害からの復興・再生。まさに、この十年、私がこの町で身近

に感じてきた復興に使われてきた税金だった。そして復興特別所得税は、この

町だけではなく、日本中の、頑張って働いている皆さんが納税してくれたお金

だと考えると、とてもありがたく、感謝の気持ちでいっぱいになった。 

小学生だった私は、三陸沿岸道路工事の現場所長さんたちと、子ども一一〇

番の防犯活動をしたり、閉校した小学校から繋いだひまわりを一緒に育てたり、

工事現場の皆さんがいつも地域の中にいて、道路が出来ていく様子を間近で見

てきた。 

「この道路は、所長さんたちが必ずつなぐからね。つないだ後は、十年後、二

十年後も、ここにいる美咲ちゃんたちが、この景色を守っていくんだよ。」 

所長さんと約束したことの意味を考えたとき、この町の景色を守るためには、

今日まで大切に積み重ねられてきた財源をこれから先も納税で支えていかなけ

ればならないのだと強く思った。 

復興特別所得税の実施期間は、あと十六年。そのころ私は三十歳。この町の

景色はさらに色付きを増していることだろう。いつか、私も大人になったとき、

復興と税金に感謝の思いを込めて、納税したい。私の納税が未来のまちづくり

に繋がるのだから。 



税金で成り立つ私たちの生活 

さいたま市立宮原中学校２年  飯山 司咲 

 

私の祖父は救急救命士でした。強い使命感を持ち、ときに自分の身を危険に

さらしてまで人命救助に最善を尽くし、一生懸命に頑張ってきた祖父を尊敬し

ています。 

以前祖父に、救急車や消防車を日中でも夜間でも街中でよく見かけるけれど、

なぜ無料で利用できるのか、その経費は一体どこからくるのだろうかと聞いた

ことがありました。祖父は、日本では救急車は公共サービスの一環であり、救

急車や消防車を利用するのにかかる費用や、救急車のガソリン費用、メンテナ

ンス費用、救急車内に設置されている医療機器や物品費用、救急隊員の人件費

も全て各自治体の税金が使われていること、私たち国民が豊かで安心・安全な

生活をしていくうえで、税金はとても大切なものだと教えてくれました。 

さいたま市の令和二年度の救急車の出動件数は六万二千件。この数字は、一

日平均一七〇回、約一〇分に一回の割合で救急車が出動している計算になりま

す。いかに出動件数が多いかわかります。 

このように毎日何度も出動している救急車ですが、一回の出動におよそ四万

五千円の費用がかかるといわれています。救急車の出動が年々増加していると

いうことは、それだけ税金が使われているということになります。しかし、税

金が不足すると、公共サービスを受けるための費用を全て自分で負担しなけれ

ばならなくなります。急病人を救急車で病院まで搬送することができるのも、

災害や火災が起きた時に消防車が出動できるのも、人々が納めた税金が運用さ

れているからで、私たちの健康や生活を守るために税金を納めることは必要不

可欠なのです。 

日本の国家予算の歳出のうち、一番多く三分の一以上使われているのは、社

会保障関係費です。社会保障関係費とは、私たちが安心して生活していくため

に必要な医療、介護、福祉、年金、生活保護などの公共サービスのことをいい

ます。少子高齢化が急速に進行している中で、医療や介護費を中心に社会保障

に関する給付と負担のバランスは崩壊することに繋がります。医療や介護の費

用は増えているのに、大切な税金を払える人口が少なくなっているからです。

これからの日本にとって大きな課題の一つであり、すぐには解決できない深刻

な問題となっていますが、私たち未来の働き手は、税のおかげで、安心・安全

に健康で豊かな生活を送ることができるのだと感謝し、より良い社会にするた

めに、しっかりと納税の義務を果たせる大人になることが大切だと思います。 

 



伊豆山土砂災害を通じて考えたこと 

燕市立吉田中学校３年  新井 楓果 

 

令和三年七月三日、熱海市で土石流が発生した。私はその日、帰宅後、テレ

ビを点けて驚愕した。流される家、車、土台がむき出しになる建物、無情に迫

り来る土砂。被害の大きさは計り知れないものだった。また、突然の出来事で

逃げ遅れてしまった人が多いのではないか、と心配した。 

状況がはっきりしてくると、犠牲者も、被害面積も大きかったことが分かっ

た。私は、「家を失くしてしまった方はどうするのだろう。」「もっと人員を増や

さないと。これじゃ全員救助できないよ。」と少し不満を感じていた。でも、ふ

と考えてみる。 

このような災害の復旧作業には、当たり前のことだが莫大な費用がかかる。

この費用は、国民全員が負担する税金から出されている。ここで気付いた。税

金は人を助けるためにあるのに、逆に苦しめているのではないか？被害者も他

の国民も同じく税金を納める義務があるはずだ。しかし、その心配は必要なか

った。調べてみると、被害者のための救済制度が分かりやすく記載されていた。

例えば、所得額や、それから差し引く控除額を税務署へ申告することを確定申

告という。これを行うことで、所得税の軽減、場合によっては全額免除ができ

るそうだ。加えて、「納税猶予制度」という制度もある。これで、財産の損失を

申請することにより、納税を先送りできるのだ。また、熱海市では「災害支援

ふるさと納税」というもので、被災地に直接寄附ができる工夫を行っている。

私はそこへ届けられた寄附金や応援メッセージを見て、胸が熱くなった。 

更に調べていくと、「納税猶予制度」は新型コロナウイルスでの損害でも活躍

していることが分かった。新型コロナウイルス対策で税金が特に重要視されて

いる今も、生活が苦しい状況にある人を援助している、とても良い制度だと感

じた。 

考えてみれば、災害が起きた直後から復旧作業が始められることは当たり前

ではない。不満を持っていた自分が恥ずかしくなった。税金のお陰で当たり前

だと思えていただけだったのだ。 

そんなありがたい税金に、私自身が消費税を納める、という形で関われてい

ることを嬉しく思う。私たちは常に、誰かが社会に払ってくれた税金に支えら

れているのだ。だから感謝の気持ちを持ってお返しをする。そう思うと、税率

が八％から十％へ上がった消費税も、大した出資ではないと、私は思う。その

二％分で一人の命を救えるかもしれないと思うと、私はわくわくする。更に、

パンデミックが起きている中でも学校へ通えることは奇跡だ。こんな情勢でも、

教育にも税金をまわし、支えてくれていることに感謝するべきだ。 

だから私は、当たり前と税金への感謝を忘れず、与えられたものを無駄にし

ないように過ごそうと思う。そして、感謝と支え合いの、波紋の中心となれる

ような大人になりたい。 



私と家族を救った税 

宮田村立宮田中学校３年  片桐 萌々香 

 

夏休みに入った頃、母が私の通う病院へ電話をし「小児慢性特定疾患の手続

きをしたいです。」と聞きなれない難しいワードに興味を持ち、そのワードにつ

いて聞いてみました。 

私は、先天性の心臓病です。生後十日で生きるための大きな手術を受け、こ

れまでに合計四度の大きな手術を受けました。両親が当時、手術費用の準備を

どうしようか悩んでいると、病院から「お子さんの病気は国の難病指定に認定

されている為特定医療費制度が受けられますよ。安心して手術を受けてくださ

い。」と説明されたそうです。初めて知った制度だったそうですが、急を要する

手術ということもあり、我が子を助けたい一心で制度を利用して手術を受けた

そうです。その後、両親は医療費の明細書を確認し、本来必要とした手術費が

あまりにも大きな額で愕然としたそうです。両親から「あなたも税金の力に助

けられた一人なのよ。」と言われても、これまでの私は税が自分にとって必要だ

と思えませんでした。今回の会話を機に、税について改めて調べてみることに

しました。 

特定医療費制度とは厚生労働省に指定された難病にかかわる医療費の一部が

助成される制度のことです。指定難病に指定されている疾患は、令和元年で三

百三十三疾病となり、私の病気もその対象にあると知りました。助成は、手術

など治療に関わる費用だけではなく、薬剤、看護までもが対象となります。制

度を使うまでは両親も、税金は正しく使用されているのかという疑問さえもっ

ていたそうです。私の手術を経て、本当に正しいことに必要な場所で必要な人

に税金は使用されていると確信したそうです。私は、今回の話を聞くまで、税

は政治に必要な所でしか使われていないのだろうと思っていました。これから

も制度を受けるには、毎年書類を提出する手続きが必要です。最初は、大変だ

なぁと思いましたが、国民の皆さんが納めた税金を正しく適正に使わせていた

だくには当たり前の義務だと思いました。 

私と病気は一生共に生きていかなければなりません。今、私は元気に日常を

過ごせていますが、これからも病院に通い薬を飲み続けていくことになります。

母が病院へ行くたびに「医療費だけでも助成金制度があって本当に助かる。」と

言っています。私はその言葉の意味を初めて知りこれからも税金に助けられて

いくのだと改めて感じました。 

そして、税に恩恵を受けるのは私たち難病指定者だけではありません。昨年

から続く新型コロナウイルスのワクチンも税金を基に国民すべての人が平等に

無料で打つ権利が与えられています。また、困っている人を対象に作られてい

る制度も税金があるからだと思います。 

私たちはこれからも正しく税金を納めていくことにより、税金で作られてい

る制度に助けられ、感謝していきたいと思いました。 



未来への投資、税金 

茨城県立並木中等教育学校３年  野末 紗良 

 

今夏、九州地方において、過去に経験をしたことのない記録的な豪雨が続き、

広範囲で重大な被害が出ている。このような異常気象は各地で起こっており、

私の住む茨城では、二〇一五年に常総市で発生した水害が記憶に新しい。ニュ

ースで目を疑うような状況を見るたび、心が痛くなる。私は、災害に対する防

災・減災や国土強靭化の取組みに使用される公共事業関係費について、興味を

持った。 

公共事業関係費は、社会経済活動や国民生活、国土保安の基盤となる施設の

整備に使われている。代表的なものでは、下水道の治水工事や道路の整備など

があり、私たちの生活になじみのある施設が多い。この費用は、私たちの生活

の中で必要な施設に使われていて、防災・減災につながるため、多くの投資を

割いてほしいところである。しかし、他国に比べ投資比率が多いことから、年々、

減少傾向にある。そして、今後は、投資規模を抑制しながらも、施設の整備を

重点的且つ効率的に進めていくべきだと言われている。私は、投資比率の抑制

および施設の整備という、二つの施策は、どちらも必要不可欠だと感じた。ど

うすれば、これらの問題を解決できるのか。 

治水工事や道路整備は、災害の二次被害を抑えることに役立っている。現在、

世界規模で温暖化が進んでおり、かつてないほどの災害が起きることも、十分

にあり得る。私は、そのような事態に備えるためにも、未来への投資として、

治水工事や道路整備が大切だと感じた。また、同時に、日本特有の高低差の大

きい国土と、地震や台風などの厳しい自然条件により、上昇する工事費のコス

トを抑えるために、環境と調和した技術開発を進めるべきだと考えた。 

また、その他にも、未来への投資として、税金が使われている政策がある。

それは、新型コロナウイルスのワクチン接種だ。ワクチン接種は、現在、猛威

を振るっている新型コロナウイルスの感染者や、重症患者を減らすことを目的

とし、多くの人に、接種が進められている。実際に、私や私の家族もワクチン

接種を受けることで、とても安心した。特に、祖父母は、早い時期に二回の接

種を終えることができ、税金のありがたさを実感した。 

今回、私が挙げた二つの政策は、我が国の明るい未来への転ばぬ先の杖だと

思う。しかし、未来への投資は、必ずしも成功するとは限らない。また、政策の

転換により、歳入が不足した場合、歳入の不足分を補うため、国債を発行して、

将来の世代に大きな負担を残す可能性もある。私たちに出来る事は何があるだ

ろうか。私は、若者一人一人が、これから担うべき役割を、前向きな気持ちで、

受け止めることだと考える。自然災害やコロナ対策に対する未来への投資が、

将来役立つと、私は信じている。大変な時こそ、未来への希望を持ち、近い将

来、納税をすることで、我が国を支える一員となりたい。 



 

 

「私達の暮らしを支える税金について」 

矢板市立片岡中学校３年  小野 琴未 

 

私には横浜に住む祖父母がいる。祖父母に会ったのはもうかれこれ一年以上

前になる。本当は直接顔を見せてあげたいのだがコロナの影響で今はそれが出

来ない。 

祖母はもともと足が悪く杖をついて歩くのがやっとだったが、昨年転倒し骨

折した事で歩行困難となり「要介護」の状態になってしまった。祖父は家事全

般をこなしながら祖母の面倒をみていたが、肉体的にも精神的にも限界になっ

てしまったのだ。これには娘である母も相当悩んでいた。いかんせん私の住む

矢板市と横浜市は距離が遠すぎる。車でも三時間かかるのですぐに駆けつける

事が出来ない、まして今はコロナ禍。 

そんな中、今年の春先に転機がおとずれた。祖父が役所へ相談に行き、介護

サービスを受けれるようになったのだ。自宅で歩行訓練をしたり入浴介助を行

ってくれるというものだ。また車椅子や電動ベッドなどの介護用品も少ないレ

ンタル料で利用させてもらえる事になった。これを聞いた時、私と母は心から

ホッとして喜んだ。介護の問題は突然やってくる。誰もが初めはどこにどう相

談したらいいのかも分からないものだ。 

人生には色々な事が起きる。若くて健康なうちは働いて得られる収入が十分

なら不自由はないかもしれない。しかし多くの人は年齢を重ねていけばやがて

年金をもらい生活するようになる。そして祖母のように介護が必要な場合だっ

てある。現役世代の人でも病気や予期せぬ事故で働けなくなる事だってあり得

るだろう。そんな時でも私たちの暮らす日本では安心して生きていける充実し

た社会保障制度がある。とても頼もしい事だ。しかし現在、社会保障費が年々

増加の一途を辿っていることが問題となっている。少子高齢化の影響だ。一方

で社会保険料収入は横ばいであるため、足りない部分を賄っているのは「税金」

だ。この事は決して忘れてはならない。私は中一の夏休みに宿題として税の作

文を書いてから税に興味を持つようになった。ちなみに国税庁ＨＰの、「税の学

習コーナー」は最新の統計資料と共にわかりやすく税の仕組みや問題が説明さ

れているので特によく見ている。 

私達の暮らしは税金によって支えられている。特に今年の夏はコロナをはじ

め、豪雨による河川の氾濫や土砂崩れ等の災害が多く起きてしまった。このよ

うな災害が起きた時、救急、消防、警察、医療そして道路整備全て税金で賄わ

れている。災害のニュースをみながら母は言った。「毎年税金の納付書がくると

愚痴りながら支払っていたけど、こうして必要な所に大切に使われるんだから

納税しなきゃね。」今はｅ－ＴＡＸといって簡単な手続きで自宅に居ながら納税

出来るシステムもありコロナ禍では大変有難い。私も今のうちから税に対する

理解を深め、社会人になったらしっかり納税の義務を果たしていきたいと思う。 

 



未来に繋がる税金の仕組み 

群馬大学共同教育学部附属中学校２年  三橋 彩葉 

 

中学入学後、すぐに休校になってしまった一年前、ようやく分散登校ができ

るようになり、初めての慣れない自転車通学が始まった六月のこと。私は、ま

だまだ緊張しながら、自転車をこぎ、下校していた。 

横断歩道を渡り始めたところで、突然、横から、信号を見誤って自動車が飛

び出してきて、私は自転車ごと横倒しになってしまった。手や足は擦りむけ、

生まれて初めての交通事故に、どうしたらいいのかわからない中、運転手が手

配した警察官と救急車が到着した。 

先に警察官に状況を聞かれたものの、相手あってのことなのか責められたよ

うな心持ちになり、更に心細くなっていたところ、私の心を落ち着かせてくれ

たのは、優しい救急隊員の声がけだった。的確に私の体の状況を確認し、搬送

先を手配し、待機している間も、私の話をよく聞いて同調してくれる様子にや

っと安心して冷静さを取り戻すことができた。その時から、救急救命士になっ

て、怪我や病気で不安を抱えている人の役に立つことが私の将来の夢になった。

救急救命士の仕事を調べてみると、私が出会った救急車で駆けつけた消防署員

の方は地方公務員で、警察官同様そのお給料は税金から支払われていることが

わかった。もちろん、救急車の出動自体も、税金からまかなわれている。もし

も、私のような事故が起きても、安心して、医療を受けられたり、事故の処理

をしてもらえるのは、公共サービスを享受する税金があるからなのである。 

では、その税金は、どのような形で、集められているのだろうか？調べてみ

ると、日本では、五十種類もの税金があることがわかった。私たちに身近なも

のとしては消費税があり、何かを購入する時には、誰でも必ず課税されている

ものである。飲食店を経営している父の会社では、お客様から、消費税を預か

り納付したり、売上に応じて、法人税を納付している。また、従業員さんのお

給料から所得税や住民税を預かり、毎月納付している。直接納税や間接納税で、

徴収の仕組みは違っても、税収を確保する仕組みが整っていることがわかって

きた。 

公共サービスは、医療の他にも、道路や橋などの整備、教育、社会保障など

多岐にわたる。そして、その規模は、国や地方自治体ではないと取り組むこと

が困難な大規模なものばかりである。公共サービスの原資となる税金は、社会

の一員として、国民全体が協力して負担することで、一個人では、享受しきれ

ないサービスを得ることができる会費のようなものなのだ。 

私は、将来、救急救命士として、公共のサービスを提供する立場を担いなが

ら、同時に社会の一員として税金を払うことで、素晴らしい助け合いのための

責任を果たして行きたいと思っている。 



 

 

私達の未来の為にすべきこと 

加須市立昭和中学校３年  青栁 瑠那 

 

税金は、多くの人々の生活や活動にかかわりを持っている。もちろんそれは、

国や地方団体の経費を賄うに足りるものでなければならないし、経済の発展に

応じられる弾力性のある税制が必要だと私は思う。私達、小中学生の教科書は

税金によって無償で支給されているため感謝する立場にあるのだ。たくさんの

人と税金で成り立っている日本。人々と税金にはどのような関わりがあるのだ

ろうか。 

先日、病院へ定期検診へ行った。そこで目にしたのは、 

『コンビニ受診していませんか？』 

と書かれた一枚のポスター。子どもは無料だからと、軽症でも夜間休日を問わ

ずに受診する「コンビニ受診」が増えてきているというのだ。私達子どもの医

療費用は保険料と税金で支払われている。幼い頃から病気が理由で入退院を繰

り返し、今現在も治療するための薬にたくさんのお金をかけている私にとって

税金はとても大きな存在なのだ。もし、この『日本』という国に税金がなかっ

たら医療費の負担額が大きく、困っていただろう。十五年間私は、たくさんの

大人の方々のおかげで生活してくることができた。 

今問題になっているコンビニ受診と救急車の活用。全てを否定しているわけで

はないが、対応が本当に必要な人が助けを呼べなくなるという事態になってし

まうことが私は怖い。 

令和二年中の、救急自動車による救急出動件数は、五百九十三万三千三百九

十回。その約４割が軽症患者の搬送だそうだ。お金がかからないからといって、

タクシーのように利用しているのではないかと思ってしまう。国民が笑顔で生

活できるように国が様々な対応をしてくれている中、納税者への感謝を忘れ平

気で無駄遣いする人がいるのだ。私達が毎日安心して生活できるのはたくさん

の人々が納税をし、日本を支えてくれているからではないだろうか。だから病

院へ行って病気を治療することができるし、本当に助けを呼びたいときに救急

車を呼べる環境で毎日生活することもできるのだ。 

医療面だけでなく教科書や、人々が利用する公共施設など様々な面で税金は

役立っている。私が、たくさんの人々が納税してくれたお金で病気を治すため

の治療をし、今まで何度も助けられたように税金によって助けられた子どもや

大人は数えきれないほど沢山いるだろう。今まで築きあげてきた日本をよりよ

くするために、大人も子どもも税金とはどのようなものなのか考え直す必要が

ある。必要な時だけ救急車を呼ぼうとか、教科書を大事に使おうとか、小さな

意識のつみ重ねで日本をさらに良くしていけるのではないだろうか。 

私は、今まで沢山の面で支えてくれた国や大人の方々への感謝の気持ちを行

動で示したい。私達の未来に期待してお金を納めてくれたように私も大人にな

ったら、子どもたちの未来に期待して、お金を納税しようと思う。 



より身近な税金のために 

学校法人明星学園中学校３年  髙橋 七彩 

 

日本の税金は約五十種類存在するそうです。そのうち、私が知っている税金

はほんの数種類しかありませんでした。また、私たちが納めた税金は、年金、

医療、福祉、教育など、普段の生活の中で大変深く関わりを持っていることが

わかりました。 

税金とは、投票権を持つ国民が選んだ代表者によって、平等で安全な暮らし

を実現するために使われる財源のことです。例えば税金がなければ交番やごみ

の収集が有料になり、救急車を呼ぶことにもお金がかかってしまいます。また、

平等に教育を受けることもできなくなってしまいます。これは大きなくくりで

言えば、国という一つの会社を運営するために必要な大きな財源ということに

なります。それは、税金を納めることによって、私たちの日々の暮らしや安全

を守ってもらうという約束事であり、同時に平等で平和な国づくりへの国民の

義務でもあります。 

以上のことに確信を持つ反面、それではなぜ国民の中に税金の負担を重く感

じている人が少なからず存在するのでしょうか。消費税反対などと言葉で言う

のは簡単ですが、少子高齢化や公債金の負担が増える中、具体的な解決案を考

えていく必要があることは、政治家ならずとも私たち国民も認識しているはず

です。 

そこで私が考えた理由として、納めた税金の恩恵を受けているという実感が

ないという点を挙げます。日常の中で当たり前に受けているサービス、例えば

病気になった時に病院で診てもらえることや、整備された道路を安全に歩ける

ことなど、これらは税金を納めて使うというシステムが機能しているからこそ

得られるものです。しかし、それらを実感するためには学びの場が必要となり

ます。 

私自身も今回税金について調べてみたことで、学ぶことがたくさんありまし

た。もっと早く税金について知りたかった、という思いが、正直な感想です。

例えば小さい頃に税金についての学びの場があり、私たちの暮らしの中には税

金が必要なんだという考えが根付いていることで、より身近に税金の恩恵と必

要性を感じる生活を送れたように感じます。 

日本は、子どもの前ではお金の話はしないなどの間違った考えが根強く残っ

ています。そのような考えによって欧米諸国に比べ、金融教育が遅れているこ

とも税金のしくみを知る機会を減らしている要因だと思います。子どものうち

からお金の流れを学ぶことで、世の中のしくみが健全にまわっているかを判断

できるセンスを養えるのではないでしょうか。そして、子どものうちから学び

関わることで、納税者として税金の使い道に関心を持つ土台作りになっていけ

るように思います。 

私はまだ中学生ですが、「税についての作文」をきっかけに、いつか社会に出

て働くようになった時に、無関心ではなく自発的な立場で税金を納めたいと思

いました。 



選挙と税の深いつながり 

小平市立小平第三中学校３年  遠藤 匠悟 

 

先日、選挙には多額の税金が費やされていると、親が教えてくれました。そ

こで私は、選挙と税金の関係性について、調べてみました。 

例えば、二〇一九年の参議院議員選挙では、五七一億円、二〇一二年の衆議

院議員選挙では、六六六億円もの税金が使われています。 

私はこの事実を知り、選挙権をもった後は、必ず選挙に行くようにしようと

思いました。五〇〇億円もの税金を使ってつくられた機会を無駄にするわけに

はいかないと考えるからです。 

また、私が選挙に行くことは大切だと考える理由がもう一つあります。選挙

で投票することは、自分たちの納めた税金の使い道を決めるということです。 

一般的に、選挙では、自分の住む地域の議員や長、都道府県の知事などを決

めます。彼らは公約として、自分たちの納めた税金をどのように使うかを掲げ

ています。その後、当選した人達は、税金の一部が給料となり、公約の実現に

向けて動き出します。そんな彼らによって、医療費を軽減してもらったり、私

たち中学生の使う教科書が無償で支給されていたりするのです。 

このように、私たちが選挙に関心をもち、そして投票することは、間接的で

はありますが、私たちの大切な税金の使い道を決めることにつながっています。 

それにも関わらず、選挙権を棄権し、投票に行かない人が多くいます。 

二〇一六年の参議院議員選挙の棄権者は約四八一一万人、選挙権をもつ人の

約半分にあたります。また、十代、二十代は特に棄権者が多く見られます。若

者が投票に行かないと、どのような問題が生じるのでしょうか。若い世代の投

票率が少なく、高齢者の投票率が高いと、政治家たちは高齢者ウケの良い政策

を打ち出すようになります。そうすると、若い世代は、自分が投票しようがし

まいがどうでもいいと思うようになり、更に棄権者が増えます。 

このような負のスパイラルを防ぐには、若者が、政治に関われるという実感

をもてるように、政治家たちがもっと若者の意見を取り入れることが必要だと

私は考えます。 

以上のように、選挙に行くことは、自分たちの納めた税金の使い道を決める、

とても大切なことだと私は考えます。税金をしっかりと納めるだけでなく、選

挙に行って投票することで、この日本をより良くしていきましょう。 

 



みんなのための税 

台東区立上野中学校２年  渡部 栞 

 

私は日本に生まれて良かったと思っています。平和で街並みも美しい日本が

好きです。でもそれは治安を守る警察官や、定期的にゴミを処分してくれる清

掃業者の方々がいるからです。他にも、火災が起きた時に出動してくれる消防

士さん、急な病気や怪我の時に駆けつけてくれる救急隊の皆さん、私たちにい

ろいろなことを教えてくれる学校の先生など、様々な人に守られて安心して暮

らすことができています。これらのサービスも税金を使って行われているもの

です。 

日本ではいろいろなものに税金がかかっています。お父さん、お母さんは私

たちを育てるために毎日一生懸命働いてくれていますが、そのお給料には所得

税というものがかかっています。家やマンションを買うと固定資産税というも

のがかかりますし、車で出かける時には燃料を入れますが、燃料にはガソリン

税というものがかかっています。そして私たちが一番身近に感じるのは消費税

ではないでしょうか。買ったものの値段に対して八％から十％の税金がかかっ

ています。二〇一九年に消費税が上がったときは、払う金額が増えるので正直

嫌だと思うこともありましたが、私たちが受ける様々なサービスの財源になっ

ていると思ったら嫌だという気持ちも少し薄れてきました。私はお年玉やお小

遣いをもらっていろいろなものを買っていますが、消費税も払っているので自

分も立派な納税者だと思いました。 

しかし世の中には所得を誤魔化し、払う税金を少なくしようとする人もいま

す。これは脱税という行為で犯罪です。国民の三大義務の一つは納税です。私

たちがよい暮らしをするために税金というものは必要なものだと思います。 

そして、私たちが納税したお金は必要なサービスに適切に使ってもらいたい

と思います。その使い道を決めるのは政治家の方々の仕事です。無駄をなくし

適正に使用してもらいたいと思います。ただ気になったのは国会中継を見てい

ると居眠りをしていると思われる議員がいることです。議員の給料も税金で賄

われています。その議員が仕事中に居眠りをするのは税金の無駄使いだと思い

ます。私たちの納めている税金が適正に使用されているのか確認していくこと

も、納税の義務と同時に必要なことだと思います。 

私は今まで税に関して無関心でしたが、今回少し勉強しました。親に聞いた

り、パソコンなどで調べたりして、いろいろな種類の税金があることや、その

使い道などを知ることで、少し身近に感じることができました。今は消費税く

らいしか納税していませんが将来は様々な税金を納めることになるので、今の

うちから納税についての知識を身につけ、しっかり働きしっかり税金を納める、

立派な納税者になりたいと思いました。 



世界でつながる 

四街道市立四街道北中学校３年  瀬戸 萌生 

 

私は今、日本でとても豊かな環境で暮らしている。しかし、世界には一九六

カ国あるが、そのうちのおよそ一五〇カ国以上もの国が発展途上国と呼ばれる

国々だ。 

私は以前、学校の道徳の時間で「ハゲワシと少女」という写真についての授

業を受けた。この写真は、南アフリカ共和国の報道写真家であるケビン・カー

ターさんによって撮られたものだ。写真には、スーダンで餓死寸前のうずくま

った少女をハゲワシが狙っている場面が捉えられている。私はこの写真を見て

衝撃を受けた。少女の体がすごく弱っているのが平面の写真からでも伝わって

くるからだ。食糧が無くて飢餓状態の人たちがたくさんいるのは知っていたが、

実際にこのような状況の写真を見ると、何もできない自分がもどかしくなる。 

発展途上国の多くは貧困や紛争といった問題を抱え、貧困による衛生事情の

悪化が感染症の蔓延や環境汚染にもつながっている。また、貧困は教育や雇用

の機会を奪い、社会不安を招くことから、紛争の原因にもなっている。 

世界がグローバル化した現在、こうした問題は、世界規模での環境破壊や感

染症の蔓延、紛争問題の深刻化といった形で世界全体を脅かしている。国際社

会全体の平和と安定、発展のために発展途上国を支援することが国際協力だ。

世界中の全ての人々がより良い未来を目指し、共通の課題に取り組むことが求

められているのだと思う。 

そこで、生活環境を改善するために行われているのが「ＯＤＡ（政府開発援

助）」という活動だ。「ＯＤＡ」とは、発展途上国に資金を送って援助すること

である。特に、アフリカや中東アジア地域が多く、医療施設、薬や注射器、ダム

や道路等、人の暮らしや経済発展に必要な分野に支援をしている。 

今日は発展してきた日本だが、戦後の貧しい日本は、外国からの資金援助が

無ければ立ち直ることはできなかっただろう。 

私はこの作文を書くまで、日本の税金が自分の国だけでなく、外国でも使わ

れていることを知らなかった。「経済協力費」という発展途上国への資金は国の

歳出総額のおよそ〇・五％だが、その少しの税金でも、世界の誰かを救うこと

ができるかもしれない。私は「消費税」しか税金を納めていないが、その税金

が「ＯＤＡ」の役に立っているのだと思うと、とても嬉しい気持ちになる。私

たちのような中学生でも、税金を納めれば世界の幸せに少し近づける。 

税金で明るい未来に変えることができ、世界を救うことができる。世界中が

国と国を支え合いながら生きていくことで、世界が一つにつながれるのだ。私

は今の社会をより良いものにするため、大人になってもしっかりと税を納めて

いきたいと強く思う。いつか、税金の力で笑顔があふれる世界を実現したい。 



日本のため、未来のために 

木更津市立木更津第二中学校１年  佐藤 桃花 

 

小学六年生の社会の授業で、日本国憲法の学習の中で、税金について学びま

した。税金とは、買うものや住民・会社の資産、いろいろな活動によって得た

収入などに対してかけられる。国や市が行う仕事の大半は、税金でまかなわれ

ており、国民には、納税の義務があると、教わりました。 

調べてみると、日本には、現在五十種類の税金がありました。その中で、小

学校でも学んだ復興特別税についてくわしく調べてみました。 

この復興特別税とは、二〇一三年一月一日から二〇三七年十二月三十一日ま

での間、東日本大震災からの復旧・復興に役立てるため、国民や企業が国に納

める税のことをいいます。 

私は、岩手県釜石市で生まれ、五才まで釜石で暮らしていました。二〇一一

年三月十一日におきた、東日本大震災の時、私は二才でした。海岸付近にあっ

た私の家も、父と母の実家も津波で流され、私たちは仮説住宅で三年間生活を

しました。 

当時のことを母に聞くと、震災の翌日には、自衛隊が入り、がれきの撤去作

業が行われ、支援物資の配給もあり、とても助かったと言っていました。この

自衛隊の給料も税金でまかなわれています。 

私が木更津に引っ越してきて、夏休みに岩手に帰省するたび、町の様子が変

わっていきました。仮説住宅がなくなっていたり、新しい道路が出来ていたり、

土地がかさ上げされてそこに新しい住宅が建っていました。仮設住宅に暮らし

ていた私のおじいちゃん、おばあちゃんも復興特別税からまかなわれている補

助金の援助もあり、昨年新しい家を建てました。 

このように、復興特別税は、がれきの撤去や処理・仮説住宅の建設・道路や

港湾の復旧に使われていることが分かりました。また、企業や農林漁業の再建

にも使われています。私のおじいちゃんは漁業関係の仕事をしていて、かさ上

げされた釜石魚市場で今も元気に働いています。 

今回税について調べるまで、国民は、税金を納める義務があるということは

知っていたけれど、税金の使われ方を深く考えたことはありませんでした。し

かしこんなにも身近に、税金で助けられていたことを知り、税金はみんなの生

活がよりよくなるように使われていることが分かりました。 

毎年全国で、自然災害が発生しています。被災地のライフラインの復旧と、

被災地域の活力ある再生をめざした復興を進めていくためにも、税金はとても

重要だと思います。 

国民一人一人が、税金を納めることは、日本のため、未来のためにつながっ

ているということを理解してほしいです。 



愛にあふれた税金制度 

川崎市立東高津中学校３年  竹久 慶二 

 

僕は、幼稚園の年少から小学３年生まで療育を受けていた。療育とは障害の

ある子や、人よりも苦手なところがある子が、個々の発達の状態に応じて生き

やすくなる様、支援してくれるものである。僕が今、楽しく中学校生活を送れ

ているのは、家族、学校のお友達や先生、そして療育のおかげだと思っている。 

先日、家族で療育で出会った素晴らしい先生達との思い出話をしている時、 

「あなたが何年も療育に通って、ここまで成長できたのは、先生達はもちろん、

税金のおかげでもあるんだよ。」 

と、母が言った。僕はどうしてここで税金の話が出るんだろう、と不思議に思

った。そして、自分なりに調べてみることにした。 

税金は、医療・年金・教育・公共事業など様々なものに使われている。僕達が

日本という国で安心して暮らしていられるのは、税金というとても大きな、縁

の下の力持ちによって支えられているのだ。税金の力がなければ、僕達の今の

生活が成り立つのはとても難しいだろう。 

そしてさらに調べていくと、税金は福祉にも大きな役割を果たしていること

が分かった。療育に通うには、通所受給者証が必要である。利用料は児童福祉

法で定められており、受給者証を取得すると、世帯年収によって上限額が変わ

る事もあるが、おおむね国と自治体から利用料の９割が給付され、１割の自己

負担で療育を受けることが出来るのだ。僕はこのことを知り、とても驚いた。

療育にはたくさんの先生達、医師がいて、また施設費などとても多くの費用が

かかっていると思うからだ。あの一人一人に合わせた細やかな療育を、１割の

負担で受けることができたことに驚き、それは、税金というとても多くの人達

の支えがあったんだと気付き、僕は感謝の気持ちでいっぱいになった。福祉に

使われている税金は、障害のある子供達の未来へ向けた教育やサポート、働く

事が出来ない人への生活の保障など、様々な場面で使われている。このことを

知り、税金はとても愛にあふれた制度だと思った。そして同時に、僕が今出来

ることは何だろうと考えた。その答えは、 

「勉強を頑張ること。」 

だと思った。僕は将来、障害があったり、困っている子供達をサポートする仕

事に就きたいと考えている。僕が小さい頃、周りの大人の達に、 

「あなたはあなたのままでいいんだよ。」 

と言われたことを、未来の子供達にも伝え、少しでも力になりたいと思うから

だ。そして、その夢を叶えるために、今は勉強を必死で頑張ることが大切だと

思った。 

将来、僕が大人になった時は、税金をしっかり納めることで、愛のあふれる

社会での、縁の下の力持ちの一員になることを誓う。 



未来を創る税 

横浜市立上の宮中学校３年  曽篠 明凛 

 

二〇一九年、十月。消費税が八パーセントから十パーセントに引き上げられ

た。当時の私は、税に関する知識がなく、使い道を理解していなかっただけに、

増税に対する不満があった。しかし、調べてみると、私たちが日常で税に支え

られていることの数は、想像以上だった。 

現在、中学三年生。私は、九年間の義務教育を終える。思えばこの九年間、何

不自由なく当たり前に過ごしてきた。だが、その当たり前は税金によって形成

されていた。公立中学校に通う生徒一人あたり、年間約百四万円もの税金によ

って賄われているのだ。日本国民の納税のおかげで、私たちの義務教育が成り

立っていると知り、税金のありがたみを感じた。また、税金に対しての理解を

深めたいと思うきっかけとなった。 

近年、横浜で議論されているカジノ問題。道で目にするポスターには、カジ

ノに対する反対意見が強く主張されていた。内容としては、治安悪化やギャン

ブル依存症の増加につながるというものだ。ただ、カジノ導入は悪いことばか

りではない。現状、横浜は税収が不足している。例えば、小児医療の負担金に

他地域と差が出たり、中学校の給食室設立が実現されないままなのだ。さらに

今後は、介護費用も増えることが予想される。そのために、莫大な税収が見込

まれるカジノを、有力な財源確保策の一つにしたいというのが推進派の意見で

ある。横浜市民にとってとても身近な問題だ。なんとなく、カジノはよくない

と思い込んでいたけれど、税金の足らない厳しい現状を改善するには、カジノ

導入という選択肢を選ばざるを得ない時が、近い将来来るのではないかと思っ

た。 

では、税金が不足するとどんな問題が起きるのだろうか。少子高齢化の進む

日本では、労働者が減少し、当然今まで通りの所得税が得られなくなるだろう。

従って、少ない労働者の税負担は大きくなり、子供を養うことすらままならな

くなる。よって、少子化につながってしまうのではないか。こうした負の連鎖

がこの先続かないようにするためにも、安定した税収を得ることが重要なので

ある。 

税金は私たちの生活に欠かせない存在なのだ。医療費、学校、道路の整備、

私たちの身近なあらゆるものが税金によって賄われている。そして、安心かつ

安全に生活していけるのだ。税金の大切さを知った今の私なら、税金は払わな

ければいけないというよりも、払うべきだと思える。払ったからと言って、必

ずしも自分にすぐ還元されるとは限らない。けれども、巡り巡っていつかは自

分を助けることになるかもしれない。要するに、税金は人と人をつなぐバトン

なのだ。義務教育というバトンを手放す今、新たにバトンを受け取る人のため

にも、しっかりと税金を納めていこうと思う。 



 

 

持続可能な社会保障制度のために 

甲州市立松里中学校３年  飯島 清 

 

以前、学校で税についての教室が開かれた時に、国の歳出の多くが社会保障

に使われていることを知った。社会保障制度は、私たちが安心して生活してい

くためにはなくてはならない制度だ。しかし、私は今まで社会保障制度は体の

悪い人や障がいのある人、高齢者のためにあるのだと思っていた。 

私は小学生の時に足をけがした経験がある。その時に、市から治療費の助成

金が下りた。私の住んでいる甲州市では、中学生まで医療費を補助してもらえ

る。今思えば、病院の会計ではいつもお金を支払っていなかった。しかし、そ

れが社会保障制度によるものだということが結び付いていなかった。さらに、

保育園の延長保育や放課後の児童クラブなど、私は社会保障制度の支援をたく

さん受けながら成長してきたことを改めて実感した。 

そんな社会保障制度だが、その財源の中心は税金である。日本は超高齢社会

に向かっていて、国民の二十一パーセントが高齢者だ。結果として、国民年金

を払える人が減少し、働いている人の負担が大きくなってしまう。私は、その

リスクに備えて「自助努力」をすることが大事だと思う。 

少ない財源を必要な所へ届けるために、私は事故にあわず、病気をせず、け

がをしない努力をしていきたい。自分の健康管理を徹底することで事故や病気

やけがなどにかかる社会保障の支出を減らすことにつながるからだ。また、私

は祖母と同居しているが、積極的に祖母の手伝いをしたり、話し相手になった

りしたい。そうすれば、社会保障と同じしくみを家庭内でも行える。 

しかし、自分だけの力には限界がある。一人で上手くいかない時は、周りの

人の手を借りるのも良いと思う。その分、周りの人が困っていたら自分もサポ

ートをする「共助」ができる環境をつくる努力も大切だと思う。そのためには、

家族や友達に留まらず、日頃から挨拶や会話を通じて近所の人とつながりを持

ち、信頼関係を築く必要がある。 

私が小学一年生の時に外を歩くのも困難なほど大雪が降り、防災放送で集ま

った近所の人と雪かきをした。そして、地域や住まいの安全管理のために共に

助け合いながら作業した。こうした非常時に、地域で連携して問題解決できる

ような濃いつながりがあるのはとても心強い。身近な所から共助が発揮される

世の中になれば、必要以上に社会保障にたよることもなくなると思う。 

先日、テレビでオリンピック・パラリンピックの特集番組を見た。健常者も

障がいのある人も、国境を越えて皆が平等に自分の能力を生かして活躍してい

る姿にとても感動した。大変なことも多いと思う。そういう人達のもとへしっ

かり保障が行き届いてほしい。持続可能な社会保障制度のために、まだ税金を

払えない中学生の私でもできる自助努力をしていきたい。 



 

 

「生存」を「生活」に 

富山市立呉羽中学校３年  石畠 里紗 

 

私には、三人の妹がいる。そして下の二人は双子だ。二人は今でこそ元気に

暮らしているが、小さい頃は様々な病気で大変だった。 

双子は妊娠から出産、さらに育児までにおいて、多くの面でリスクを伴う。

母と妹たちも例外ではなく、出産の時には当初予定していた病院から急遽、救

急車で大きな病院に運ばれた。そこから無事生まれたものの低出生体重児だっ

たため、しばらく NICU での入院が続いた。さらに退院後も病気がちで、何かと

病院にお世話になることが多かった。 

当時六歳だった私にはお金の事など気にする余裕もなく、ただ母と妹たちの

健康を願うことしか出来なかった。しかし、今思えばこの時、あらゆる場面で

税金に助けられていたのだ。救急車も NICU も、しばらく続いた通院も、全て税

金で賄われている。もし全額自己負担だったら、どうなっていただろう。まだ

働いてお金を稼いだことがない私には想像もつかないが、妹たちの命や、今の

家族団欒の充実した暮らしがなかったかもしれないと考えると、あのとき妹た

ちの「生存」と家族の「生活」を助けてくれた税金のありがたみを、より強く感

じた。 

私は今まで、税金に対してマイナスなイメージを抱いていた。消費税を十パ

ーセント支払うことに、抵抗を感じていたのだ。しかし、九年前の出来事を改

めて思い出したことでその考えが大きく変わった。別の見方をすると、たった

十パーセントで、社会に貢献できるのだ。大人になると今よりも払わなければ

ならない税の種類が増え、不安になったり、不満が出てきたりするかもしれな

い。しかし、一生懸命働いて納めた税金は、いつか誰かが困ったとき、助けが

必要なときに必ず還ってくる。その対象が自分になることもあるかもしれない。

日本では納税の義務があるが、それは同時に、誰もが幸せに生きる権利が保障

されているということだ。今、私たち姉妹が楽しく元気に暮らせているのは紛

れもなく税金のおかげだから、共働きの両親にはもちろん、税金のある社会に

も感謝を忘れてはならないと、私は思う。 

「『生活』日々の糧を得ながら、それぞれの環境の中で生きていくこと。」私

が持っている辞書には、こう書かれている。生きながらにして、「活きている」。

誰もがそう感じられるような社会をつくるためには、税金が必要不可欠だろう。 

私は将来、医療に携わる職業に就きたいと考えている。妹が入院したときに

目にしたお医者さんや看護師さんの働く姿がとてもかっこよく、憧れたのがき

っかけだ。一生懸命学び、時には税金の力も借りながら、患者さんの「生存」を

守り、「生活」するための手助けが出来たらと思う。夢が叶う日まで、まずは税

金を正しく理解し、納めることから始めていきたい。 



未来の税 

浜松市立入野中学校３年  水野 華乃 

 

私は、消費税に賛成です。今後、消費税率を上げることも必要だと思います。

消費税に限らず、税金を増やしていくことは、避けては通れないと考えていま

す。 

私は、生後まもなくから、何度も手術をして、入退院を繰り返してきました。

その度に、医療費助成制度の恩恵を受けてきました。総額は、何百万円にも及

んだと思います。それらは、全て税金でまかなわれました。私たち家族は、辛

い思いをしてきましたが、医療費で悩んだことはありませんでした。本当にあ

りがたいことだと感謝しています。 

自分たちだけの問題ではなく、近年、自然災害が増加し、コロナ禍も続いて

います。この先が見通せない中で、今後、増々、税金が必要とされるでしょう。 

しかし、税金の担い手は、減少しつつあります。それらに対応していくため

にはどうしたらよいのかを考えてみました。 

一番大切なことは、税金の無駄遣いをなくすことだと思います。不要なもの

に多額の税金が使われていることを新聞やニュースで知るたびに、憤りを感じ

ます。私は、本当に大切なこと、例えば医療体制を整えることや、高齢者や障

害者の福祉、経済格差をなくすこと、未来ある子どもたちの教育などに使って

欲しいと思います。皆が納得できる公平公正な使い方をすれば、気持ちよくあ

たり前のように税金を払おうという気持ちになるのではないでしょうか。 

税金の使い方を決める政治家の人たちの身を切る改革も必要不可欠だと思い

ます。国民の税金を増やすことに理解を得るためにも、是非、検討をして欲し

いと願います。 

税金の負担が増えたとしても、誰もが、どんな状況下でも、安心安全に暮ら

せる社会であるならば、納得できると思います。税金によって、お互いを支え

合う社会の仕組みを大切に考えられる世の中であって欲しいです。 

これからの私にできることは、まだまだ少ないですが、税金に対する感謝の

気持ちを持ち続けること、税金の使われ方に関心を持つことだと思います。そ

して、将来、選挙権を持てるようになったら、必ず選挙に行って、投票したい

と思います。また、就職して働くようになったら、納税の義務をきちんと果た

したいと思います。私が受けた恩を、今度は誰かのために、税金でお返しした

いと思っています。社会に貢献できる大人になりたいです。そして、なくては

ならない税金の大切さを次の子どもたちに伝えていきたいです。 

 



清流の国ぎふ森林・環境税から学ぶ 

学校お法人佐々木学園 鶯谷中学校３年  若山 拓途 

 

僕の住む岐阜県は、県土面積の八割が森林である。全国二位の森林県だ。し

かし、僕はこの森林・環境税のことを全く知らなかった。六月に、父とホタル

を見に行った時「清流の国ぎふのこと、ちゃんと知っとるか？」と聞かれたこ

とで興味を持ち、学ぼうと思った。 

ぎふの「清流」を守り育てるためには、自然の公益的機能をより高める取り

組みが必要となる。その取り組みが「豊かな森づくり」と「清らかな川づくり」

である。 

僕は以前、きれいな川の水を使って美濃和紙をつくる「紙すき体験」に参加

した。知らずに参加していたが、これは森林・環境税による支援を受けた活動

だったようだ。関市で開催された第三〇回全国豊かな海づくり大会でもアピー

ルされたように、森・川・海は一体である。紙すき体験は、川を中心として自然

を身近に感じ、その大切さを学ぶよい機会だった。では、森を身近に感じられ

る体験もあるのだろうか。 

豊かな森づくりのために、里山林の整備が行われている。そして、伐採され

た木によって公共施設等が木造化・木質化している。これは確かに、幼い子ど

もまでもが自然を感じられる良い取り組みだ。しかし、僕は一つ疑問をもった。

いくら身近に自然を感じられるとしても、積極的な木の伐採は地球温暖化の面

で良くないのではないか、と。そこでこの取り組みの目的を調べていくと、木

の伐採による利点が二つ程見つかった。まず、林内が明るくなって下草が生え

ることだ。たくさん木が生えている場所は、一見豊かな森のように見える。だ

が下草にとっては、それが遮光の原因となってしまうのだ。また、災害の防止

に役立つという利点もある。生えている木があまりに多いと、それぞれの根が

細くなってしまう。一方で、適度な間隔で生えているとそれぞれの根が太くな

り、土砂くずれをせき止めることが可能になる。このような点から、適正な管

理としての木の伐採とその利用は豊かな森づくりに大きく貢献していた。 

県民税として納めているこの税は、「清流の国ぎふ」という呼び名を後世にも

伝えるために非常に重要な税であった。環境保全活動を通して、森林・環境税

の存在や目的についてより多くの人が考えるきっかけをつくることができたら

何よりだと思う。なぜなら、この岐阜県の今を知ることがまず大事であり、そ

の最初の一歩こそがこれからの問題解決につながると思うからである。僕は、

今回「清流の国ぎふ森林・環境税」について学ぶことで、自然を守るとはどう

いうことか、深く考えることができた。そして、これからも岐阜県ならではの

森林・環境税の有意義な使い道を思案していきたい。 

このように、税はものの見方を考える転機にもなるので、とても良いものだ

と思った。 



「取られる」から「納める」への意識改革 

小牧市立小牧中学校３年  清水 爽来 

 

昨年他界した祖父の職業は、税理士だった。世の中に「税金」というものが

あることは知っているが、「税理士」とはどういう仕事をするのかわからなかっ

た。 

公共サービスが円滑に提供されるように税金を徴収する機関が国税庁であり、

納税者とは企業や個人であり、税の専門家として申告納税制度の推進の担い手

が税理士だそうだ。したがって、誤解されやすいが、国税庁と税理士は、敵対

関係ではないそうだ。確かに、冬の確定申告の時期になると、祖父は毎年、税

務署から依頼されて、申告指導のお手伝いに出掛けていた。昔の租税制度の影

響なのだろうか、税金は「取られる」というイメージを抱いている人が多いよ

うだが、本来税金とは「納める」ものだそうだ。 

だから、一生懸命働いて得た利益がとにかく取られていくという感覚をなく

すために、正確な帳簿を作成し適正な税金額を算出することによって、納得し

て納税することができるように指導することが大切となるようだ。 

誰も税金がなくなればいいなんて、本気で思っているはずはない。祖父の身

体はガンにおかされており、晩年は入退院を繰り返していたため、医療費がと

ても高額だったそうだ。すべて自己負担だったら、適切な治療を選択すること

ができなかったかもしれないと、母が言っていた。もし税金制度がなかったな

らば、お金の心配をする必要が生じ、治療に専念することができなかったと思

う。「おじいちゃんは、ずっとずっと仕事を頑張って、適正な税金を納めてきた

から、『おつかれさま』というごほう美で、多くの治療を受けることができたの

よ。」と、母は話す。私もそう思う。祖父を誇りに思う。 

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」によって、税金の存在が、よりク

ローズアップされた今日だろう。感染の拡大が止まらず、多くの給付金・補助

金・助成金が、次々と実施されている。国民一人あたり十万円の給付がなされ

た「特別定額給付金」だけでも、少なく見積もっても一億二千万人に給付され

ただろうから、十二兆円がかかったと計算される。この財源としては、税金と

公債（国債）の発行でまかなったようだ。令和三年度末の公債残高は、約九百

九十兆円になると見込まれており、この金額は税金の十七年分に相当するらし

い。国の歳入の約六割が税金でまかなわれているにもかかわらず、この現状と

いうことは、もし税金がなかったならば、国民すべてが「健康で豊かな生活」

を送ることができず、緊急事態への対処もできないであろう。一人ひとりが、

税金の大切さが実感できた今日だろう。 

権利を主張するならば、義務を果たそう。 

 



繋がる命を守る税 

大津市立真野中学校３年  武原 圭惟 

 

二〇一九年五月、僕の住む大津市で何とも痛ましい交通事故が起こった。そ

の日は、五月晴れの名の通り、気持ちの良い晴天で散歩日和であった。近くの

保育園の二歳・三歳の園児達が先生方とお散歩に出かけ、歩道に並んで信号待

ちをしていた、まさにその時。その列に車が猛スピードで進入し、十数名の死

傷者を出した。悲惨な事故だったので、記憶に残っている人も多いのではない

だろうか。僕も度々思い出し、亡くなった園児を偲び、けがをした子は後遺症

に苦しんではいないかと心配が募り、この事故のことを忘れることができない。 

全てのドライバーが交通ルールを遵守し安全運転するのは、守るべき当然の

規則である。この事故だけでなく、全国各地で登下校中の小学生の列に車が追

突する悲しい事故を耳にすることがある。多くの事故は、ドライバーの不注意

に起因し、注意深く安全運転を意識していれば、起こらなかった事故も多いの

でないだろうか。惨事に巻き込まれた、歩き始めて間もない園児達や、学校の

荷物を抱え、元気に登下校する小学生達には、その瞬間、自分の命を守る術が

あったのだろうか。 

二〇一九年六月に行われた国の「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に

関する関係閣僚会議」において、地域ぐるみで子どもを見守るための対策の一

つとして、キッズゾーンの設定が推進されることとなった。大津市では全国に

先駆けて、その翌月からキッズゾーンが設置されることとなった。保育園等の

園外活動の安全を確保するため、園の周辺道路に、緑色と白色でキッズゾーン

と大きく描くのである。 

僕は、キッズゾーンの色鮮やかで温かな緑色には大きな意味があると思う。

人の目をひく鮮やかで優しい緑のペイントは、地域の人達みんなの目でキッズ

ゾーンを確認し合い、交通事故だけでなく様々な危険から、子ども達を見守る

ことに繋がっていると思う。 

信号機やガードレールなど人を危険から守る設備や対策は、今までも多く既

存していたが、新たに設置されたキッズゾーンの意図を知り、税金がこのよう

に人々の命を守るために使われていることに気付くきっかけとなった。大切な

命が危険に晒されないように、大切な税金が活用されている。 

一人一人の力は小さいが、税金を納めることができる。近い将来、社会人と

なって税金を納めるであろう僕達が、今すぐにできることは、税金の用途を知

り、税金により国民の生活が守られていることに気付き、感謝して過ごすこと

ではないだろうか。大切な命が亡くなることのないように、誰かの命を守るた

めに、命を繋ぐために、様々な所で活用されている税金について、キッズゾー

ンを通る度に一考し、社会の一員として、日々感謝の気持ちを持ちながら過ご

すことを、強く決意した。 



 

 

社会への参加費 

大阪市立大桐中学校３年  松井 菜々美 

 

「こちら土砂崩れが起きた現場です。」テレビから聞こえてきたニュースに目

を奪われた。その現場は、私の祖父母が住んでいた所の近くだったからだ。幸

い祖父母に被害は無かったが、その映像を見て、改めて災害はとても恐ろしい

ものだと感じた。それと同時に、三年前の大阪を襲った台風二十一号のことを

思い出した。私の家はマンションで被害が少なかったが、友人や親戚の家では

窓ガラスが割れたり、屋根の瓦が飛ばされたりした。家から見える住宅街の景

色も、ブルーシートで覆われている屋根が多く見られた。後片付けで忙しい親

戚のために家族で手続きなどについて調べていた。その時見つけたのが「雑損

控除」という制度だった。 

「雑損控除」とは風水害や地震などの災害、盗難や横領によって、資産につ

いて損害を受けた場合などに受ける事ができる所得控除だ。親戚の場合、割れ

た窓ガラスや、屋根の修理代、応急処置のために買ったブルーシートの購入代

金が控除される。しかし、確定申告をしなければ、一円もお金が戻ってこない。

私たちは雑損控除の話と、「確定申告をするのを忘れないようにね。」という言

葉を親戚の叔母に伝えた。叔母の電話越しの声が少し明るくなったように感じ

て、とても嬉しかった。 

昔から租・調・庸や年貢などの税があり、人々は税に苦しんでいたと歴史の

教科書から学んだ。私も少ないお小遣いで物を買う時、「消費税がなければたく

さん買えるのに。」と感じる事があり、税は「取られるもの」というマイナスの

イメージを一方的に持っていた。しかし、「雑損控除」という制度では、逆に災

害や盗難に遭い、辛い思いをしている時には助けてくれる、いつどんな被害を

被るか分からない私たちの生活においてプラスのものであり、とてもありがた

いものであると感じた。 

「税」は、「社会」というチームのメンバーの一人になるための「参加費」で

あると私は思う。 

たくさんのお金を稼ぐことができる人は参加費を多く負担し、災害などに遭

ったときは、「雑損控除」、病気になったときは「医療費控除」など、困ったとき

は参加費を減らしてもらうこともできる。 

社会というチームの参加費である税のおかげで、私たちの学校が作られ、公

園で遊べ、警察や病院によって社会の平和が保たれている。私たち中学生は、

仕事などで社会に貢献する機会が少ないが、消費税という参加費を出すことで、

チームの一員として社会に貢献することができる。そう考えると、消費税など

の税を払うことは、「取られる」ことではなく、社会に貢献する機会を「与えて

くれる」ものと思えてきた。 

私が働けるようになったら、もっと社会というチームに貢献できるよう、所

得税という参加費を出すため、バリバリ働きたいと思う。 



 

 

税の力 

大阪市立高倉中学校３年  的馬 結咲 

 

いまだかつてないほど、とは言えないかもしれないけれど、最近税金につい

て考える機会が多くなっているように思う。確かに、これまでの生活でも税金

は役に立っていたが、「コロナ禍」の今では、状況を打開するために、税金はよ

り幅広く使われているように感じる。私は、このような今だからこそ、税金に

ついて興味を持った。そして最近こんな出来事があった。 

父が、ポストを何度ものぞいている。仕事で忙しいし、わざわざ一階まで降

りるのは面倒だから、父が一日に何度もポストをのぞくことは、ほとんどない。

このようにポストを頻繁にのぞいているのはなぜか。それは新型コロナウイル

ス感染症のワクチンの接種券が届くのを待っているからだ。 

父が接種券を受け取り、いよいよ接種するというときになって、私はふと 

「ワクチンってどれくらいお金がかかるんやろう。」 

と思った。ワクチンを作るのにも運ぶのにもお金がかかる。すごく低い温度で

運ばなければならない、とテレビで見たことがあった。しかし、違った。違っ

たというのは、ワクチンが無料で作られていたという意味ではない。国が負担

していた、という意味だ。つまり、このワクチンは税金によって賄われている。

そして当然だが、税金の使い道はそれだけではない。それで私が思い出すのは

救急車についてである。 

それは私が小学六年生だったころの夏、とても急勾配な坂で起こった。私の

少し先で、高齢の方が後ろに倒れたのである。私は勇気を出して声をかけるこ

とはできなかった。しかし、その周りにいた人たちが、初対面のご老人のため

に救急車を呼んでいた。これは救急車を呼ぶのに税金が使われているからこそ

の光景である。もしも、これに税金が使われていなかったら、どうなっていた

だろう。もしかすると、救急車を呼ぶのをためらって、呼ぶのが遅くなり、あ

の時の高齢の方は、助かっていなかったかもしれない。そう考えると、税金は

人の命をも救うということが身に染みて分かる。税金はそれほどまでに力があ

るのだ。 

日本国憲法第三十条には、こう書かれている。 

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 

でも、税金について少し知った私にはその言葉にほかの言葉が隠されているよ

うに思う。「そして納められた税金は、国民全員がよりよい生活をおくることや

健康の保持増進のために使われる。」 

税金は、ただ納められ、国がお金を集めるところに、目的があるわけでは決

してない。税金が正しく使われることにこそ本来の目的がある。その目的を忘

れてはいけないと私は思う。 



 

 

未来に希望が持てる税金の使い方を 

姫路市立夢前中学校３年  大永 和弥 

 

「国」がお金を出せばよい。 

僕たちは何か問題が起きると、そうやって「国」に救済を求めている。実際

「国」から救済金や給付金が出て現金が手に入ると、単純にうれしいし、助か

るという思いが強い。僕の家庭でも、児童手当などが給付され、親は本当に助

かっていると言っている。 

しかし、この「国」から出ているお金は、いったい誰が出しているものなの

か。「国」という人物は存在はしない。もちろん、僕にだって「国」＝日本国民

が払っている税金だということは分かっている。そして、勉強していくなかで、

税金だけでは足りず、長い間日本の財政は歳出が税収を上回る財政赤字が続き、

日本は国として大きな借金をかかえていて、国債を発行して足りない分をどう

にか補っているということが分かった。納税をする人口が大きく減少していく

中、どんどん借金がふくらんでいくということだ。そうして、それに強烈な追

いうちをかけるように、コロナによる失業や休業に対する手当てや、日本のあ

ちらこちらで頻繁に起こる自然災害に対する補修工事費や見舞金の支給、高度

経済成長期から年月がたち、全国で一気に老朽化した無数の公共物の点検や補

修など国民の命や安全を守るために、人口の減少に反比例して「国」から多く

の支出が求められる。もちろん、少子高齢化にともなう援助金は年々増えるし、

高齢者や障害者などの社会的弱者には、多くの我慢がのしかかってきている。 

そんな中で、僕は思っている。多くの大人が何かあれば「国」がお金を出せ

ばよいと言うけれど、大人は本気でこれからさらに増える借金を背負って働き

生きていく僕たちのこと、未来のことを考えてくれているのかと。確かに国民

の命や安全や暮らしを守るために絶対に税金を使わなければいけない部分には

しっかりと税金を使うべきだ。しかし、それだけでも借金はどんどんふくれあ

がり、その借金を背負って、たぶん今まで以上に必死で生きていかなければな

らないのは、僕たちや次、またその次の世代の人間だ。今、目に見えていない

未来のことまでを考えると、税金は平等ではなく公平に使われるべきだ。「今あ

んまり困っていないけれど、給付金がもらえてラッキーだ」と思うような人ま

でが給付金をもらえるようであれば、僕たちの未来はなくなってしまう。先日、

選挙演説で「県民全員に給付金を出す」ことを公約にしている人がいた。でき

るわけがない。してはいけない。でも、その言葉を聞くと、誰だって目先の利

益に心が動く。 

大人はもっと先のことを考えて税金を使ってほしい。そして、僕たちの時代

では、もっともっと慎重に、公平に、本当に大切な事に税金を使うことを考え

なくてはいけない。 

それが結局は、自分や自分の大切な人の命や心を守ることだと、僕は考える。 



 

 

税と共に生きる 

学校法人灘育英会灘中学校３年  大杉 悠真 

 

二〇二一年夏、新型コロナウイルスの感染拡大による一年の延期を経て、東

京オリンピックが催された。開催が決定したあの頃には、東京オリンピックが

これほどの苦境に立たされることになろうとは、誰一人として想像し得なかっ

たであろう。緊急事態宣言下での開催強行、そして莫大な大会経費の大部分を

占める税金の用途の不透明さには批判的な意見も少なくなかった。 

そんな税金の用途に対する批判の中でも、頭ごなしに批判しているものはさ

ておき、例えば税金の用途の透明化を国に求めるなど、自らの納めている税の

使い道を知ろうとする考え方は大切である。税金への関心と積極的な姿勢は、

国民の義務であるし、税制をよりよく強固なものにすることに繋がるからだ。 

開催に関しても、確かにこのような状況下において完全な安全性を担保する

ことは不可能であり、日本を再起させられるほどの莫大な経済効果を得られた

かと言われればそうではない。しかしながら、同大会中の様々なドラマは、日

本のみならず人種や言語の壁を越えて世界中の歓喜や感動をよんだ。東京オリ

ンピックを通じて、日本中が一つになって熱中したり、あるいは世界との国際

的な繫がりを感じたりと、この大会から得られたものは大きかったと考える。 

先程触れたように、東京オリンピックの開催には国及び都から巨額の税金が

不可欠であった。これは、他でもない国民による納税が東京オリンピックを作

ったということを意味している。つまり、国民一人一人の納税が、これほどの

感動や喜びを生み出したのだ。 

一方、そんな五輪の裏では、新型コロナウイルスの拡大を抑え、いち早く経

済の回復に漕ぎ着けるために欠かせない新型コロナウイルスワクチンの接種が

徐々に進んできている。新型コロナウイルスワクチンもまた、税金によって無

料で接種が行われている。先程の東京オリンピックと同様に、納税が国民の命

を守り、経済回復の兆しを生み出しているのである。 

これらはあくまで、東京オリンピックと新型コロナウイルスワクチンという、

昨今の日本社会において多大な影響をもつ二つのトピックが税金と深く関わっ

ているということを述べただけで、税金の恩恵はこれだけにはとどまらない。

税金を納めることは、多くの人々を幸せにし、日本という国全体をより豊かに

することに等しい。私たちが税金を納めることが、私たちの生活を根底から支

えているのである。その意識を忘れることなく、近い未来、納税の義務を果た

すことは勿論、税のあり方と意義を考え続けることこそが、私たちに課せられ

た責務だと考える。 

人類にとって余りに苦しいこの災禍の中で、税金が一筋の光明をもたらした。 



 

 

「当たり前」を取り戻すために 

奈良市立富雄南中学校３年  告井 優那 

 

二千二十一年六月二十九日、両親の元に新型コロナウイルスのワクチン接種

券が届いた。コロナ禍の不安で制限された私たちの毎日に、確かに光が見えた

瞬間だった。ワクチン接種券には、接種までの大まかな流れと、接種本人の費

用負担がない旨が淡々と記載されていた。接種会場や打ち手の確保等の準備が

行われる様子が連日報道され、準備には担当の人が関わり、費用がかかってい

るはずである。にもかかわらず、あまりに「当たり前」のように費用負担がな

いと書かれていることがどういうことか、調べてみたいと思ったきっかけとな

った。 

新型コロナウイルスの接種は、二千二十年十二月二日に可決された「予防接

種法及び検疫法の一部を改正する法律」で、予防接種法の「臨時接種の特例」

に位置付けられた。この法律により、新型コロナウイルスのワクチン接種は、

自己負担なく、通常の臨時接種と異なり全額国庫負担となった。さらに、健康

被害による損害賠償のための製造販売業者等の損失に関し、国による補償を可

能とされている。ワクチンは報道によると一回につき数千円程度かかると言わ

れており、日本の全人口が二回接種するだけでもかなりの金額となる。地元で

は接種会場は公共施設だけでなく、コロナ前によく遊びに行った商業施設や、

一般のホテルも会場として利用されている。さらに、研修医も加わって、打ち

手の確保にも様々な工夫がされ、まさに総力戦で行われている。 

思い返せば、二千二十年に新型コロナウイルスが蔓延しはじめたとき、突然

学校が休校となり、勉強や部活動ができなくなった。外の空気を吸うことに不

安を感じ、人とすれ違う度息を止めたりしていたあの頃、勉強の機会を損なわ

ないようにと、オンライン授業が始まった。家中のスマートフォンをかき集め、

小さな画面に目を凝らしながら、それでもクラスのみんなと繋がれるだけです

ごくうれしかったことを思い出す。その後、一人一台のタブレットが学校より

配布され、大きな画面でオンライン授業ができるだけでなく、調べ物や宿題の

提出をタブレットで行うまでになった。 

これらの取り組みは、当然ながら個人では賄いきれないほどの費用や手間が

かかる。安心・安全を取り戻すために尽力されている方がいて、税金という仕

組みがなければ、こんなに早く「当たり前」を取り戻し、さらに進化を遂げる

ことはできなかったかもしれない。 

令和三年度の国の一般会計予算の歳入は約六割が税収であり、そのうち二割

が消費税である。税を納めるのは大人というイメージであまり自覚はなかった

が、消費税は私も、お小遣いの中から納税をしている。ものすごく小さな金額

ではあるが、このような積み重ねが「当たり前」を取り戻すことに役立てられ

ていると思うと、少し誇らしくなった。 



 

 

税について 

和歌山市立河北中学校３年  川﨑 美來 

 

「あっ。」 

学校から帰って来ると、机の上に家族全員のコロナの接種券が届いていた。 

とうとう私たちにも、接種できる順番が回ってきたのだと思った。 

和歌山県は、知事の的確な指示と、かかりつけ医の積極的な協力によって、六

十五歳以上の高齢者の接種率は、全国一位になった時があったと、連日テレビ

や新聞で報道されたのは、つい最近の事だ。 

その事もあって、ワクチンの数が不足しがちな中、接種日はいつになるかわ

からないが、接種券が届いた事には驚いた。 

このワクチン接種においても、一人当たり一回につき最低二千七十円の税金

が使われていて、国民は無料で二回接種できることや、もし不幸にもコロナウ

イルスに感染してしまっても、厚生労働省が、「指定感染症」に指定したことに

より、入院した際の医療費は、基本的に公費すなわち税金でまかなわれる事が

決定している。 

ただ、咳が出るから、微熱が続くからというような自主的な理由でのＰＣＲ検

査は、自己負担になるという。 

政府も、最初はコロナ禍がこのように長期に渡ると予想していなかったと思

う。 

思えば、昨年の国民一人当たりに十万円という特別定額給付金が支払われたり、

ひと月の売り上げが、前年同月比で五十パーセント以上減少した事業者を対象

として、中小法人には上限二百万円個人事業者には、上限百万円の持続化給付

金が支払われたりもした。 

この件については、大学生や官僚までが抜け道をついて不正受給したりもし

た。困っている人が多い中、私利私欲の為に犯罪を犯すことは、日本人として

とてもはずかしい事だとも思った。 

政府は今、経済を回復させる事と同時にいろいろな苦渋の選択を迫られてい

る。 

今、現在においては、ステージ４（感染爆発）に達している県もあり、今後が心

配される中、日常的に病気やけがになることもあり、首都圏ではこのことによ

り今後、療養ベッドや医療従事者の確保もむずかしくなり、財源がひっ迫して

くることは間違いないと思う。 

ただ明るいニュースは、これまでの高齢者の感染者数が、減少している事だ。

重症化しやすい高齢者数が、下げ止まった事はやはり、国をあげてのワクチン

の接種に力を注いだことによると思う。 

そして、早く四十代五十代やもっと若い世代に接種が進み、集団免疫ができた

らいいのにと思う。 

まだまだ予断は許さない状況ではあるが、日本再生の為の政府の政治と税金

の使い方の舵取りは、困難が続くと思うがこれからも期待していきたいと思う。 

 



家族をつなぐ税金 

境港市立第三中学校２年  谷田 朋香 

 

みなさんは、税金が私たちの暮らしをどのように支えているのかご存知です

か。 

私の祖父は、「進行性核上性まひ」という難病を患っています。この病気は、

転びやすい、眼球が動きにくい、食べ物を飲み込みにくくなるといった複数の

症状が現れる病気です。そのため、祖父は、現在介護認定四という介護負担が

重い状態になっています。この状態は、介助なしで立ったり歩いたりすること

が難しい上、座っている姿勢を自力で保つことも困難な状態です。つまり、人

の介助なしでは生活できない状態です。 

祖父の家には、車いすやベッド、手すりなど、祖父の生活を支えるものがた

くさんあります。祖母に、 

「介護用品がたくさんあるね。」 

と言うと、祖母は、 

「税金によって無料でいただいたものもあるんだよ。とても助かっているのよ。」

と答えてくれました。 

私は、税金が祖父の生活を支えていることを知り、驚きました。私は、祖母

の言葉をきっかけに、税金についての関心が今まで以上に高まりました。そし

て、調べていくうちに税金が私たちの通う学校の教育活動をはじめ道路や町の

整備などにも使われていることがわかりました。そして、祖父とも関係してい

る健康や生活を守るために使われる税金は、税収のうち、約三割を占めている

こともわかりました。祖父の家に置いてある生活を支えるための福祉用品も、

税金の補助のおかげで置くことができるのです。もし、税金の補助がなかった

としたら、高額な福祉用品を家で使うことができず、祖父の身近にいる祖母や

私たち家族、そして何よりも祖父自身が、日々の生活に苦しさをもっと感じて

いたにちがいありません。 

そう考えたとき、改めて税金が私たちの生活を支えていることがわかりまし

た。 

現在、祖父は、体が思うように動かない大変な生活の中でも、笑顔を見せて

くれることがあります。祖父がうれしそうにしていると、祖母も笑顔になりま

す。祖父や祖母の笑顔を見ていると、私も笑顔になります。私たちは一人では

なく、みんなで支え合って生きていることを、祖父や祖母の姿から学びました。 

そして、税金は、家族の幸せをつなぐものであると改めて考えました。そし

て、税金をきちんと納めることで、私たち家族だけでなく、そのお金の使い道

が、他の誰かの笑顔につながっていくと思いました。 

 



税について考えたこと 

学校法人呉武田学園 武田中学校３年  湯浅 朱莉 

 

二〇一四年七月二日。これは私の姉の命日です。姉は「悪性脳腫瘍」になり、

一年間の闘病の末、十歳で亡くなりました。この病気は年間の発生率が十万人

当たり一人という患者数が極めて少ない希少がんです。 

私は今回税についての作文に応募するため税について様々な事を調べました。

その際、母から興味深い話を聞きました。それは「小児慢性特定疾病医療費助

成制度」についてでした。姉の病気はその制度の対象だったと母は言いました。

最初は「慢性？」「助成制度？」と上手くイメージが出来ませんでした。母に尋

ねると 

「お姉ちゃんの病気は難病に指定されていて治療するには高額な医療費がかか

っていたの。でもその制度のおかげで医療費を負担してもらえたんだよ。とて

もありがたかったよ。そして、それは税金のおかげでもあるんだよ。」と説明し

てくれました。また、父も 

「対象疾病になる程、我が子が深刻な状況なのだということが身に染みた。申

請するのもすごく辛かった。肉体面や精神面全てにおいて苦しかったが、金銭

面では助かった。」 

と話してくれました。 

「出来ることなら代わってやりたい どうしてうちの子がこんなに辛い思いを

しなければならないのか。」 

と当時両親は心の中で叫んでいたそうです。我が子が難病患者となった場合、

どんな治療であっても可能性がわずかでもあるのならば受けさせてあげたいと

思うのはどの親でも同じだと思います。そんな時、この「小児慢性特定疾病医

療費助成制度」は高額医療に金銭面で不安を抱える患者家族の心に寄り添える

良い制度だと思います。残念ながら姉は亡くなりましたが、この制度のおかげ

で悔いのない治療が出来たのだと思います。 

私たち国民が払っている税金。私はなぜ税金ってかかるのだろう?本当に払わ

なくてはいけないのか？などと疑問に思うこともありました。しかし、調べて

いくうちに医療費助成以外にも教科書無償給与、上下水道の整備、道路の整備、

警察や消防、ゴミ処理費用に至るまで私たちの暮らしの安全や生活しやすい環

境を作るための様々なことに税金が使われているのだと知りました。 

今までの自分を振り返ると、「消費税なんて無いほうがいいのに。」とか「大

人になると税金を払わなくてはならないので嫌だな。」など、どちらかというと

マイナスイメージを持っていました。でも、私たちが安心して快適な生活がで

きるのは決して当たり前ではないのだと気付きました。私たちの税金が様々な

公共事業に使われ、私たちの生活に返ってきていると考えたら、ちゃんと税金

を納めないといけないと思いました。そして、国には税金を納めて良かったと

心から思えるような政治を望んでいます。 



暮らしを支える税 

四万十市立中村西中学校３年  清水 琴真知 

 

私は幼い頃から父子家庭で育ってきた。 

父は私を含む三人の子供を育てるために朝から晩まで仕事に励んでくれてい

る。祖母も仕事を始め、そのお金で服やお菓子を買ってくれたり週に何回かご

飯を食べさせてくれたりする。しかし、祖母がついているとはいえ、男手一人

で三人の子供を育てるのは難しい話だっただろう。手のかかる私たちの為に汗

水流して働いてくれている家族に私は感謝している。 

私の家庭は毎年、何かの援助の書類を学校に提出している。しかし、どうい

った内容の援助なのかは全くもって知らなかった。ふと気になった私は、ある

日祖母に聞いてみたのだが、これが衝撃的だった。どうして、今までこの事を

何も知らなかったのだろう。そう、後悔したほどだった。私が感謝すべき相手

は家族だけではなかったのだ。どうやら市の教育委員会が活動している「就学

援助制度」というもので、郊外活動費や修学旅行費、学校給食費、学用品費な

どを援助してくれているらしい。 

小学一年生の頃、父は私の給食費が払えず滞納してしまった時期があったそ

うだ。そんな時、同じ職場の人から聞いたのが「就学援助制度」だったのだと

いう。だから私はこの「就学援助制度」に、かれこれ小学校低学年のころから

お世話になっている。 

就学援助制度や小学一年生の頃の話など、初耳のことばかりで驚いた。それ

程ギリギリの生活を送っていた時期があったとは知らなかったからだ。また、

その生活を助けてくれていた人は祖母だけではなかったということも知らなか

った。私たちの生活は沢山の方々が納める税によって支えられていたのだ。我

が家の救世主と言っても過言ではない。 

このことを知ってからというもの、私は沢山の方々に対して、感謝してもし

きれない気持ちでいっぱいだ。道ですれ違った人にも、レジで会計を済まして

いる人にも思わず心の中で感謝の言葉をかけてしまう。私の父や祖母と同様に、

汗水流して稼いだお金を税金として納めてくれているのだから。そして、私た

ち家族は今そのお金に助けられている。私は沢山の方に助けられているおかげ

で、十分な教育を受けることができている。だから私はその厚意を無駄にする

ことなく立派な大人になれるよう、努めたい。そして、自分でお金を稼いで税

金を納めることで誰かの助けになりたい。そういった形で必ず恩返ししたいと

思う。助け、助けられる、税のサイクルの素晴らしさを、もっと沢山の人に気

づいてもらえるように。 

 



当たり前の大切さ 

佐世保市立早岐中学校３年  金丸 かすみ 

 

毎日のように通っている学校。わたしたちにとって当たり前のことが当たり

前ではない国があります。 

ある日、紛争の激しい地域について取り上げられた番組を見たときに初めて

見る現実に衝撃を受けました。それは戦闘機が飛び回る空の下、短い鉛筆を持

ち屋外の教室の中で勉強をしている子供たちの姿でした。よく見るとその子供

たちが見ている教科書はぼろぼろに使い古されています。学年が上がるたび上

級生から譲り受けているそうで、二人で一つの教科書を見るということも少な

くありません。けれどその顔は楽しそうで、そして真剣な目つきをして授業を

受けています。勉強をできることが嬉しくてたまらない。そんな表情に見えま

した。このような現状になっているのは国の資金の多くが軍事費に回され、教

育につぎ込めるお金が圧倒的に少ないのです。 

それでは日本はどうでしょうか。小中学校は義務教育として国の税金で無償

で通うことができます。わたしたちは、どこかの誰かが納めている税金によっ

て学校に通うことができます。充実した環境で安心して勉強をすることができ

るのは幸せなことなのです。 

また日本では進級すると新しい教科書が配られますが、その全ての教科書の

裏表紙にはこのような文が書かれています。「この教科書は、これからの日本を

担う皆さんへの期待をこめ、税金によって無償で支給されています。大切に使

いましょう。」この文を見るたび新しい教科書を使うことができてありがたいな

と思います。しかし周りでは床に放っておいたり、落書きをしたりする光景を

見ることがあります。そういった教科書を大切に使わないという行為は税金を

大切にしていないと同時に国からの期待に応えようとしていないということに

なるのではないでしょうか。世界では日本のように教科書が無償給与される国

は数少なく、欧米ではレンタル中心になっています。また、レンタル代を安く

するために譲ってもらったり中古を買ったりするそうです。レンタルされる教

科書は使い回されるため丈夫に作られ、普段わたしたちが使っているものより

重さが増し、書き込むこともできません。新品の教科書が無償で手許に届くと

いうことは当たり前ではないのです。 

もし税金がなかったら勉強をするどころか生活すらできなくなります。税金

を納めた人のおかげで誰かが支えられ、またその支えられた人が他の誰かを支

える。そんな税金の循環で生活が成り立っていることを自覚しなければなりま

せん。今のわたしには多くの税金を納めることはできませんが、当たり前に毎

日を過ごすことができる感謝の気持ちを消費税に込めて納めたいです。税金を

納め支えてくれている人たちに少しでも恩返しできるように。ひとりでも多く

の人が税金によって幸せになることを願い、本当の当たり前とは何かを探し続

けます。 



学びを止めない税金 

福岡教育大学附属福岡中学校３年  吉村 今日子 

 

中学三年生。受験を本格的に意識し始める時期に私たちはあるプリントを貰

った。「奨学金について」と大きく見出しが書かれているものだった。先生が説

明を始める。「奨学金は、勉強意欲がありながら経済的理由により修学に困難が

あると認められた人に対して、お金を貸したり給付したりするものなんです」

私は奨学金という言葉に今まで馴染みがなかったが、私たちが進学していくに

あたって大きく関わっていくものなのかもしれないと思った。 

家に帰って母に奨学金について話すと、父が大学に行っていた時に利用して

いたことを知った。父に聞いてみると「奨学金には助けられたよ。大学で使う

テキストを買ったり、生活費や交通費に使ったり……」思い出しながら話して

くれた。父はとても賢くて私に勉強を教えてくれる。たくさんの見方、考え方

ができる人だと尊敬する。話を聞いて、大学に進んで学びを深められたことが、

今の父につながっているのだと思った。 

このように多くの学生の「学びを止めない」奨学金はどこからお金が出され

ているのだろう。調べると奨学金制度は国費で実施されていた。四十パーセン

トは国の税金を無利息で借りることで第一種奨学金を成り立たせており、残り

の六十パーセントは返済金。つまり以前に奨学金を貸与されていた人達が返す

お金で成り立っているのだ。 

今のコロナ禍、ニュースで生活に苦しむ大学生をよく見る。自分の志望して

いた大学にせっかく入れたのに、多くのことを学びたいと思っていたのに、出

来なくなってしまった。それどころか、アルバイトの収入が減り、食べるのに

も困ってしまっている。そのような言葉を目にする度に心が痛む。この人達の

支えになりたいと思う。そんな時、私たちが払う税金は奨学金という一つの形

で、学生たちを助けてるのだと思うと嬉しくなる。 

奨学金は基本的に大人になって自分で働いて返していく。次の奨学生のもと

へと渡っていくのだ。これからも私もそのバトンを受け取り、渡していく一人

になるかもしれない。そして、その横で「ガンバレ！」と走っているランナー

に水を渡し、応援する一人になっていく。学生がもっともっと先に進めるよう

な手伝いができるのだ。税金を払うという形で。 

税金は道路をつくったり教科書を無償化にしたりしている。きっと、もっと、

ずっと、税金はひそかに私たちを支えてくれているのだろう。当たり前のよう

で当たり前ではない、日本に住んでいる多くの人の力を合わせて笑顔や安心を

生み出してきたのだ。私もこれから成長して大きくなって、税金を払うという

ことを実感できるようになったときには、思い出そうと思う。私がたくさんの

学生を、小さな子供達を、おじいちゃん、おばあちゃんを、多くの人を、支える

ことができているということを。 



 

 

私達の生活と税金 

学校法人大隈記念早稲田佐賀学園   

早稲田大学系属早稲田佐賀中学校３年 

  守田 風翔 

 

「落ち着いて聞いてね。パパ、緊急手術が必要で、救急車で運ばれたの。」 

私は普段は寮生活で、両親とは離れて暮らしている。期末試験が終わった日、

父が大手術を受けたこと、無事に終わり、今入院中であることを母から聞いた。

その時は驚きと心配でいっぱいであったが、その後元気に退院することができ、

安堵した。 

「税」について学び、何を書こうかと考えた時に、父やまた他の誰かの命を

救うためにサイレンを鳴り響かせ、急いで病院に向かう救急車にも税金が使わ

れていることを改めて感じた。 

以前母に、私が一歳半の頃に原因不明の高熱で入院した時の話を聞いたこと

がある。白血球の数値が異常に高く、髄膜炎も疑われたそうだ。血液検査、Ｃ

Ｔ、抗生剤の投与など、先生方の適切な診断と治療によりみるみる回復し、二

週間程度で退院することができた、診察、入院、薬などが無料になる子ども医

療費助成制度はとても心強く、ありがたかったそうだ。必要な医療を安心して

受けることができる社会保障制度、もちろんこれも税金で賄われている。 

昨今の温暖化による異常気象は毎年豪雨を生み、各地に大きな被害をもたら

している。令和元年の佐賀豪雨は記憶に新しいところだ。佐賀で暮らす私の元

にもたくさんの心配メールが届くほど、激しい雨が降り、多くの場所が冠水し

た。このような災害現場にいち早く駆けつけ、救助活動を行い、災害対策や避

難支援、復旧作業に尽力を注いでくれる自衛隊や消防の活動もやはり税金で成

り立っている。 

このように「税」の使われ方を知ることで、私達が普段当たり前に支援を受

けている数々のサービスが税金によって支えられていることを理解し、そのお

陰で安心した生活を送ることができることに感謝の気持ちを持つことができた。 

私達中学生は今、この「税」によって守られている側である。全ての中学生

は平等に教育を受ける権利があり、教科書や実験器具、冷暖房や通学路の整備

などにも税金が使われている。国や佐賀県の歳出を見てみても、教育にかける

割合は最も高い。今後の日本を担っていく私達への期待が大きいことを感じら

れた。教育によって人が育ち、社会が造られる。今、こうして学べることを幸

せに思い、大人になった時にしっかりと税を納められるような仕事に就くため、

また、次の世代の教育を支えていく人材になるため、今は様々なことを学び、

思いやりの心を育むことに専念したい。 

生まれたての子どもから高齢者まで、幸せに笑い、手を取り合って楽しく生

きることのできる社会であり続けるために。 



二日間の命 

筑後市立羽犬塚中学校３年  虻川 綴 

 

「お父さんが倒れた。」 

その言葉を聞いたのは私が九歳になったばかりの頃です。友達と遊んでいた私

を祖母が迎えに来てくれ、病院に向かう車内でそう聞かされました。父は当時

三十九歳。九歳の小さな脳では、事の重大さを把握することが出来ず、今日入

院したりするのかな、なんて悠長なことを考えていました。 

しかしその二日後、父は息を引き取りました。二日前、初めて病院を訪れ父

の姿を見たとき、意識こそは無かったものの確かにそこに父は生きていました。

それでも、二日後の私の目の前に居る父は息をしていないのです。こうもあっ

さりしたものなのかと、涙でぼやける視界の中、そう思いました。 

その後、私は母と沢山の話をしました。その中で母はこう言うのです。 

「もう少し運ばれるのが遅かったら、初日に綴が来る前にもうダメだったかも

しれなかったんだよ。」 

父が倒れた際、父の会社の方がすぐに救急車を呼んでくださったからこそ存在

したあの二日間だったのだと親子二人で感謝したのを覚えています。 

それと同時に私の中には疑問が生まれました。救急車ってお金かかるのかな、

と。私はその時初めて税金によって救急車を無料で呼ぶことが出来るのだと知

りました。調べてみると、ある国では十四から十六万円ほど搬送料金がかかる

そうです。それもたった一度の搬送にかかる料金です。また、搬送距離やその

際の処置によって追加料金も発生するようで、日本のようにすぐに救急車を呼

べず病院につくころには手遅れだった、というケースも少なからず存在してい

ます。世界でそんな悔しい思いをする方がいる中、父は身近な方々はもちろん、

税金を払う沢山の人のおかげで二日間もその命を延ばすことが出来ました。き

っとこの二日間が無ければ、私は父の最期を看取ることは出来ていなかったで

しょう。もしあの場に立ち会えていなかったら、そう思うとゾッとします。た

った二日、されど二日です。あの二日間が私達家族に覚悟をくれたのだと思っ

ています。救急車が無料で呼べる、そんな、税金があるからこそあるこの当た

り前に私はとても感謝しています。 

世の中、沢山の税金で成り立っている一方、年々その額が増えているのも事

実です。それでもその税金が日本のどこかで誰かの助けとなっています。そし

て巡り巡っていつか自身を助けてくれるものともなるのです。 

「誰かの役に立つ仕事に就きたい。」 

そんな言葉をよく耳にしますが、どんな仕事でも税金という形で必ず誰もが誰

かの役に立っています。少なくとも私は助けられた一人です。時々、税金の問

題がニュースや新聞で取り上げられますが、私は、きっとこの税金が誰かの役

に立ってくれる、そう信じてこれからも税金と向き合っていきたいです。 



安心感につながる税 

国立大学法人 鹿児島大学教育学部附属中学校１年  川上 悠来 

 

「行ってきます。」 

今日も玄関で元気な声がこだまする。母はすぐに小窓のある部屋に移動し、

歩道橋を歩く姉の姿を見届ける。姉は三月に特別支援学校を卒業し、四月から

障がい者が就労を目指し訓練する事業所へ一人で電車通勤している。発達障が

いがあり、人とのコミュニケーションの取り方や臨機応変に対応することが苦

手という特性がある。 

療育手帳を取得している姉は、事業所での訓練費と通勤電車賃は税金で負担

していただいている。障がい者が市内間で乗り降りするバス、電車を無料で利

用できるパスカード（友愛パス）を申請し、利用させてもらっているのだ。姉

が小学五年生の時からの相棒で大活躍。母は姉に公共交通機関の利用の仕方と

マナーを覚えてもらいたくて、それから運賃負担を心配することなく共に繰り

返し練習し、一人で乗り降りできるようになった。母は言う。時間はかかった

けれど、この成果は姉にとって社会に踏み出す大きな一歩であり、行動範囲が

広がり社会とつながる大事な権利を得たようなものだと。社会福祉に関わる公

共サービスを直接受け、そのありがたみと税の必要性をしみじみと肌で感じた

ようだ。 

それから数年後、姉はさらにヘルプカードを取得し、相棒が増えた。外見で

は分からないが、周りに支援が必要なことを伝える手段として役立つアイテム

だ。これにも税金が投入されている。一人で外出する際は必ずカバンに取り付

け、姉の安心感を得ている。 

私も時々、姉と二人で電車に乗ることがある。ヘルプカードを取得する以前、

実は少し不器用な姉の行動で、周りの方に迷惑をかけ、不快な思いをされた方

がいたかもしれない。そんな時は私が母の真似をし、「失礼しました。」「申し訳

ありません。」と周りに謝ることもあった。しかし、ヘルプカードという強い味

方を得たことで、周りの方の姉を見る目が変わった。姉の行動を温かい眼差し

で見守ってくださる方々が増えたように感じる。 

私は姉のチャームポイントである笑顔が大好きだ。はじける笑顔も少しはに

かんだ笑顔も。元気をもらえるし、心が喜ぶ。私にとって姉は障がいのある姉

ではなく、誰とも比べる必要のない個性あふれる姉だ。そんな笑顔に惹かれて、

姉の周りでは家族の他にも様々な方が支えてくださっている。福祉制度は、我

が家にとって経済、心理両面での拠り所だ。全ての納税者に感謝しながら、姉

のために有効活用させていただいている。社会の支え合いの税金を「安心」と

いう言葉に置き換えて、姉は今、笑顔で生活を送ることができている。 

その姉が、今度は自分で税金を納める立場になりたいと就職を目指している。

明日もリュックの目立つ場所に、お守り代わりのヘルプカードと友愛パスを携

帯し、元気に出勤していくだろう。私も将来姉のような人を支える医療従事者

になり、税を納得して納めたい。 



私達の未来に向けて 

沖縄市立美東中学校３年  濱元 香音 

 

私のいとこは、ＪＩＣＡの青年海外協力隊として、海外で活動していた経験

がある。開発途上国の人々のために技術や知識、経験を生かし、課題解決に取

り組んでいく。教育や医療、ＩＴ指導など、多様な職種が要請され、日本の技

術やノウハウを二年間、ボランティアとして伝授する。この事業を、私はいと

こを通して知り、調べてみた。ＪＩＣＡという組織は、日本の政府開発援助、

ＯＤＡを行う実施機関として、国際協力を行っている。ＯＤＡとは、開発途上

国の経済発展や福祉の向上のために先進工業国の政府が行う経済協力や支援の

こと。その費用は、税金によって成り立っている。 

私は税金に、身近な所の整備や医療等に使われているイメージぐらいしかな

かった。両親が話していた、自動車税や固定資産税、ガソリンの半分ぐらいは

税金なんだよ、という言葉はきいたことがあった。中学生の私は、買い物のと

きの消費税ぐらいしか払ったことはないが、世の中には多くの税金があり、私

達の生活に必要な所を支えているものだ、と漠然と思っていた。その税金の令

和三年度の予算の〇・五パーセント、金額にすると五千億円ほどが、世界の人々

の支援のために使うとかいてあった。日本の国民が納めた税金なのに、外国の

ために使われているのか、と少し拍子抜けしたが、思い返すとやはり大事なん

だと実感できた。東日本大震災のとき、たくさんの国から支援がきたというニ

ュースを見たり、道徳の時間にきいたことがある。地球全体の問題解決であっ

たり日本の経済や貿易の発展にも繋がっていくと分かり、ＯＤＡは重要だと思

った。 

現在、私は市のこども議会に参加している。市内の中学生が集まり、市につ

いて学び、身の回りの課題解決のための活動していくプロジェクトだ。違う学

校の仲間と集まり、いろんな方の講演をきき、積極的に話し合って動いていく

など、なかなかする機会のない貴重な経験をさせていただいている。普段の自

分自身の視点が変わったりと、とても楽しく気付きの連続である。このプロジ

ェクトの活動費用は、市の税金から出ているときいた。感謝を忘れず、私自身

の経験として役立てられるよう、活動をがんばりたい。本当にありがたいこと

だと思う。 

あまり意識したことがなかったが、税金は本当にいろいろなことに役立てら

れていると改めて知ることができた。朝起きてから夜寝るまで、教育面や設備

など、たくさんの税金に支えてもらっている。私も大人になったら、そのこと

を忘れず、しっかり納めていこうと思う。また、私は英語が好きで、アジアに

も興味があり、国際系の学校に進学する予定だ。国際的なことにも税金が使わ

れているということ、そして地球の未来にも役立っているということを考えな

がら、過ごしていきたい。 



「この難局を乗り越えるために」 

札幌市立厚別北中学校２年  小松 芽生 

 

「おばあちゃんの新型コロナワクチン接種はお金がかかるの？」 

私の質問に「おばあちゃんに接種代金はかからないよ。これもみんなの税金

でまかなわれているのよ。」とお母さんが言いました。 

私もインフルエンザワクチン予防接種をしたことがあります。もし、日本の

人口の半分以上が新型コロナワクチン予防接種を受けたとしたら、どれだけの

接種代金がかかるのでしょうか。想像が付きません。依然として終息の見えな

いコロナ禍において、ニュースを見ているとワクチン接種のみならず、たくさ

んの税金が使われていることが分かります。 

緊急事態だから、税金をどんどん使うのは当たり前。そんなテレビのコメン

テーターの言葉に、少し不安を感じてしまうのは私だけでしょうか。新型コロ

ナウイルスにより財政が逼迫するかもしれません。 

しかし、このコロナ禍で困っている人たちへ、ウイルスの蔓延を食い止める

対策へ、税金を投入しなければ、前の暮らしは取り戻せません。 

例えば、父や母のお給料から納める税金があります。父が働いている会社の

利益から納める税金もあるそうです。私も洋服を買ったときに税金を納めてい

ました。お小遣いが多めに減って少し残念な気持ちでしたが、これらの税金が

私たちの暮らしを支えるために使われるのならば「納税」の価値に気づき、納

税が義務付けられている理由も今回、少し分かってきたような気がします。 

納めた税金が、どのように使われているかが、さらに重要になってきます。 

今までは特に考えたこともない税金についていろいろと調べていくと、税金

の使われ方や大切さを知るようになります。税金とは無関係と思っていた私は、

教育費に支えられて学校に通い、整備された道路を自転車で走り本を借りるた

めに図書館を利用し、練習のためにテニスコートや体育館などの公共施設を目

的に合わせて使える生活をしています。みんなが使えるから、みんなで払う税

金で支える。 

おばあちゃんに届いたワクチン接種券から予約をしている母の姿を見て、診

療所の皆さんに感謝し、そして税を管理する方々にも感謝の気持ちさえ感じま

す。 

税金は、国民の生活を豊かにし、より快適に、より安心して暮らせる社会を

構築するうえで、無くてはならないものだと思います。今後、私たちも正しい

税金の知識を持つことで、納税の義務を理解できるものと思います。 

税を納める人、税を管理する人、税を使う人、三位一体となって、税金の本

来の目的を考え、使用目的を誤ることなく、この難局を乗り越えるためには、

税金が重要な役割を担うと改めて思いました。 



納得して納税するために 

鶴岡市立鶴岡第三中学校３年  新田 典 

 

新聞でこんな見出しを見つけました。「国税滞納額が二十二年ぶり増。」令和

二年度末時点の国税滞納額が８２８６億円。私が住んでいる鶴岡市の令和三年

度の予算額の十倍以上の税金が納められていないということに私は驚きました。

私たちの生活は税金で守られています。単純に言い換えると、鶴岡市の人口の

十倍以上の人々の生活が守られないかもしれないということです。 

国税のことをあまり知らなかった私はどんな税金が滞納されているのか調べ

てみました。令和二年度に新たに生じた滞納額六億円の内訳を見ると、最も大

きいのが消費税で約六割。次に多いのが所得税で約二割。この二つで全体の八

割を超えます。 

私はここで一つ気になりました。滞納が大きい税に共通しているのは、どち

らも税金を負担している本人が納税していないということです。私たち中学生

も払っている消費税。私たちが税務署に払うわけではありません。また、所得

税は勤め先から受け取る給料から差し引かれます。勤めている人が税務署に払

っているわけではありません。 

では誰がこれらの税金を払っているのでしょうか。消費税はお店であり、勤

めている人の所得税は勤め先です。これらの税がたくさん滞納されているとい

うことは、多くのお店が人々から税金を預かっていながら税務署に納めていな

いことを意味します。お店や会社に支払った消費税が税務署に納められていな

いとは誰も思いません。 

お店や勤め先を信用しているからこそ私たちは税金を払うのであり、その信

用が崩れれば人々はその他の税金さえ納めなくなってしまうかもしれません。

これでは税制度が壊れ、人々の生活は守られません。消費税や所得税をきちん

と納めてもらうかが人々から信用を得て税を納めてもらえる第一歩だと思いま

す。 

さらに、人々から信用を得て税を納めてもらうには税の使い道も信用できる

ものでなければいけません。効率的に使う、社会や生活の質が今より良くなる

ことに使う、目先の利益を求めず長期的な視点に立つ、などが求められると思

います。 

しかし、コロナ禍で自分の生活、事業の経営が苦しいという方々がいるのを

テレビで見ます。税金を納めたくても納められない人や経営者の方はたくさん

いると思います。滞納されている税で二番目に多いのが、主に自営業・個人事

業主が納める申告所得税であることからもわかります。国税庁によれば、コロ

ナ禍で大きな影響を受けた場合は支払い期間を伸ばせる制度もあるそうです。

税金の支払いが大変だという人はこのような制度があることを知ってほしいで

す。 

人々が生活を維持しながら納得して納税してもらえれば、社会はきっとより

良いものになっていくのだと思います。 



 

 

スロープ 

千葉市立都賀中学校３年  丸山 友珠里 

 

私は普段から車いすに乗って生活している。 

そんな私が地域の中学校に通いみんなと同じように学校生活を送るには、エ

レベーターやスロープが欠かせない。友達と出かける時も、エレベーターやス

ロープ、車いす用トイレがあるおかげで、自分だけ誘われないなんてこともな

く、一緒に買い物に出かけたり、お祭りに行ったりすることができている。 

私にとって非常に大切なスロープやエレベーターなどを設置する費用が税金

から出ていると知ったのは、小学校六年生の時の租税教室でのことだ。そのこ

とを知った時の衝撃は、今でも忘れられない。 

「税金をしっかり納めてくれている人がいるおかげで障害を持っている人が生

活しやすくなっているのだから、大人になって税金を納める立場になったらし

っかり税金を納めなくてはいけないよ。」 

租税教室の後、お父さんに言われたこの言葉を忘れることはないだろう。しか

し、その時は大人になったらしっかり税金を納めないといけないなと思ったぐ

らいで、税金のことを詳しく調べようとはしなかった。 

今回この作文を書くにあたり、初めて税金のことを詳しく調べてみた。私が

一番興味を持ったのは、その人の収入に応じて納めなければならない税金の額

が違うという税金の仕組みだ。この仕組みがあることで、収入が少ない人が生

活できなくなるほどの税を納めなくても良くなり、もし生活に困窮しても税金

から支払われる補助金を受け取ることができる。反対に、収入が多い人は多額

の税を納めなければならないため、収入が多い人と少ない人の格差を少しでも

少なくすることができる。 

「税金は、人と人の間にある段差をなくすスロープのようなものなのだな。」

私は税金のことについて調べてみて、こう考えた。税金を納める仕組みによっ

て収入が多い人と少ない人との格差が小さくなり、税金によって設置されるエ

レベーターやスロープ、車いす用トイレなどによって私のような障害を持って

いる人が障害を持っていない人と差が生まれることなく同じように生活するこ

とができる。しかし、数人の人が税金を納めるだけでは必要な数のスロープを

作ることはできないだろう。私達学生も買い物をしたら消費税を支払い、国民

全員が税金をしっかりと納めることで、初めて障害の有無や収入の差から生ま

れる段差を解消し、それらの人が同じように笑顔で生活することができるよう

にするためのスロープとなるのではないだろうか。私が大人になって税金を納

める立場になった時は、スロープ作りに関わる一人の人間として誇りを持って

税金を納めていきたい。 

 



皆で救う誰かの命 

高岡市立芳野中学校２年  向井 舞華 

 

私の住む富山県では、今年一月、記録的な大雪が観測された。私の家にも道

路にもたくさんの雪がつもり、家族総出で雪かきや屋根の雪下ろしをしていた。

すると、ドスンッという音がして、見に行ってみると父が苦しそうな顔をして

横たわっていた。屋根の雪下ろしをしていた時に、乗っていたハシゴから落ち

てしまったのだ。母が急いで救急車を呼び、父は病院に搬送された。幸い、命

に別条はなく、二週間の入院だけで済んだ。 

救急車を見送ったあと、母が私に 

「こんな大雪の日でもお金を払わずに来てもらえるなんて、感謝せんなんね。

本当、ちゃんと税金納めようって気持ちになるわあ。」 

と言った。私はこの言葉を聞いたとき、頭にはてなマークが浮かんだ。救急車

が無料で来てくれるなんて、当たり前のことだと思っていたからだ。 

調べてみると、救急車は、一回の出動で諸経費込みで約四万五千円の費用が

かかるそうだ。実際、外国ではその費用を自己負担しなければならない場合が

多い。その事実を知り、税金によって当然のようにこのサービスを受けられる

私たちは、とても恵まれていると感じた。また、最大七十センチの積雪の中で、

スムーズに救急車に来てもらえたのは、除雪が行き届いていたおかげだ。除雪

車を動かすお金も、税金でまかなわれている。税とは、何に使われているのか

よく分からない、私にはまだ遠い存在だと思っていたが、この一件をきっかけ

にとても身近に感じるようになった。それと同時に、ありがたいものだと実感

することができた。 

今まで私は、買い物をするときに、消費税を上乗せして本体価格よりも数十

円多く払わなければいけないことに対して不満をもっていた。しかし、その数

十円が積み重なり、どこかで誰かの役に立つかもしれない、誰かの命を救うか

もしれない。そう考えると、何だかとても誇らしくなってくる。私はまだ中学

生で、消費税などの間接税しか払っていないが、皆の当たり前の生活のために、

成人したらしっかりと税を納めようと思う。 

 



誰かのために、そして未来の自分のために 

名古屋市立南陽中学校３年  皆本 結友 

 

私が初めて税に興味を持ったのは、テレビで災害のニュースを見たときでし

た。今私たちが住んでいる日本は自然災害が非常に多い国だということもあり、

正直ニュースを見て驚くことは少ないと思います。しかし、中学生になったば

かりの頃の私は、画面を見てとても驚いたことがありました。それは、「復興特

別所得税」という税があるということです。東日本大震災からの復興。今から

十年以上前の災害なのに、まだ復興に向けて一生懸命な人がいる。当たり前か

もしれないこの事実に、素晴らしいな、と心から思います。一部の人は「復興

特別所得税」を良く思わないことでしょう。中学三年生である今の自分は源泉

徴収義務者ではないため、この税を納められませんが、遠く離れたところで苦

しくてつらい思いをする方々の役に立てるので、とても大切なものだと考えて

います。 

また、私は「復興特別所得税」が未来の自分たちを助ける日が来るのではな

いか、と思います。現在は東日本大震災復興のために納められている税ですが、

今後起きる大震災で同じような事になると考えるならば、愛知県民が最も恐れ

ているであろう災害「南海トラフ巨大地震」が起こったときに税のおかげで住

む場所が見つかったり、道がすぐに整備されたりした、ということもあり得る

のではないでしょうか。この税は顔も名前も知らぬ誰かのために存在します。

ですが、税によって、救われた誰かが「今度は自分が他人の役に立ちたい」と

考える可能性もありますよね。そのような人々が自分たちが困ったときに手助

けをしてくれたら、きっかけを作った税に感謝した上でまた未来の誰かのため

に役立とうとすると思います。このようなことがくり返されていけば、ある時

もう一度思うはずです、今自分が人助けをしているのは税のおかげなのかもし

れない」と。 

現実に税で救われる人がどれほどいるかはわかりませんし、物語のようにな

るとは限りません。それでも、税があることで誰かを笑顔にできるのなら、納

税は大切な義務だと思います。まだ働いていないからこそ震災復興のために増

税されたことを前向きに考えられるのかもしれません。中学生にとって「復興

特別所得税」は身近なものではないので、仕組みを理解することは難しかった

というのも事実です。しかしながら、この税を知ってから改めて税の大切さを

学べました。だから、私はもっと多くの人にこの税を知ってほしいと思います

し、納税で救われる誰かを想像してみてほしいです。今の私ができることはと

ても少ないですが、自分に可能なことは何か考えて行動していきたいと思いま

す。誰かのために、そして未来の自分のために。 

 



未来へつなぐ税のあり方 

明石市立二見中学校３年  亀井 徠愛 

 

二年ほど前に消費税が十パーセントになった。この時の私は増税に対しあま

りよく思っていなかった。しかし海外と日本の税のシステムの違いを調べてい

くうちに考えが変わっていった。今私は増税に賛成であり、更に増税していく

べきだと思っている。 

なぜなら、軽減税率制度が導入されているからだ。これは生活する上で必要

な食料品が、一般的な消費税よりも低くなる制度だ。その他に一部の新聞も対

象となっている。 

ここで私は、食料品に関する軽減税率に焦点を当てて考えてみた。例えばテ

イクアウト商品が対象なのに対して外食は対象外である。ここから消費者には

軽減税率を受けるか否か、選択肢が与えられているとわかる。この選択ができ

るおかげで、私たちのような収入のない学生や高齢者、低所得者の負担を減ら

すことができる。一方で所得の高い人の場合、税率が高くなったとしても消費

行動が大きく変化するとは考えづらい。その人にとって、税の負担感はあまり

大きくないはずだからだ。 

同様のしくみが海外でも実施されていることがわかった。スウェーデンでは

消費税率が二五パーセントであるのに対し、食料品は十二パーセント、書籍や

交通機関の利用は六パーセントと定められている。日本もこのように生活必需

品などの税率を低くして、その他の税率を上げていくべきだと思った。このよ

うにしていくことで国の収入を増やすことができるからである。 

次にその税金をどこに使うのが良いのかを考えてみた。私は子育て支援に力

を入れるべきだと思う。特に私の住んでいる明石市は良い例だと実感している。

明石市では、中学校給食費、高校生までの医療費、一歳までのおむつ、これら

全てが無償化されている。このような取り組みによって人気な町になると、人

口と共に赤ちゃんも増加する。人口が増加すると経済が回り、良いサイクルが

うまれる。このサイクルは、少子高齢化の問題だけでなく、年金問題解決にも

つながるはずだ。だから私は日本中でこのような政策を広めていくべきだと考

える。 

それでは私たちがすべきことは何だろうか。税金はこう使うべきだ、といく

ら私が考えたとしても、実際に税金の使い道を決めるのは国会議員や地方議会

議員である。そのため選挙は非常に重要なのだ。だから私たちは、より自分の

考えに近い立候補者を見つける必要がある。それと同時に、今日本がどのよう

な状況にあるのかを理解しておくべきである。 

私は生活必需品などの税率は低くし、その他の税率を更に上げていくべきだ

と考えている。そしてその税金は子育て支援に使うべきだと思っている。しか

し、違う意見をもつ人がたくさんいるだろう。そこで私は、相手の意見を吸収

することで考えを深められるような人になっていきたい。 



税の盾を 

広島県立広島中学校１年  江渕 碧衣 

 

私の団地には一つのカーブミラーがある。これは住民たちにとって、とても

大切なものだ。 

急カーブがあるうえに、小さい子供がこの団地には多い。そのため、以前か

ら危険だという声が多く挙がっていた。車に乗っている時も母が急ブレーキを

かけることもあった。私も遊んでいる時に、死角から車が飛び出てきて怖い思

いをした体験がある。人と車がぶつかりそうな場面も見た。 

ある日、一つのカーブミラーが設置された。住民の要望が通ったからである。

おかげで冷や汗をかくようなことも減ったと思う。運転手はカーブミラーを通

して子供がいることが分かるのでスピードを落としてゆっくり進める。母も急

ブレーキをかけることが減った。子供たちは車がゆっくり来てくれるので早く

よけることができる。私も安心だ。 

ふと、このカーブミラーを誰がお金を出して建てたのか気になった。そこで

母に聞くと 

「税よ。消費税や所得税とかあるでしょ。二回くらい却下されたけれど、審査

して何とか市にお願いしたの。」 

という答えが返ってきた。「税」と聞いて私はピンと来る。以前、小学校でみん

なのために使われるものとして教わっていたからだ。あまり身近にあるとは思

っていなかったが、今回、それは違うと実感した。確かに税は交通路の整備な

ど、私たちのために使われている。そして、何度も審査してから使うほど、納

めた税は大切にされていた。だから、自分もきちんと社会の役に立っているよ

うで少し嬉しい。 

もし、あそこにカーブミラーが設置されず事故が起きてしまったら、どうだ

ったのだろう。命がうばわれてしまったり、人々の笑顔も幸せも無くなったり

していたかもしれない。そう考えるだけでぞっとする。けれど、税によって設

置されたカーブミラーが事故を未然に防いでくれた。私たちは知らないところ

で税に助けてもらっている。この夏、税について考える機会をもらったことで

そう気づいた。 

税は盾のようだ。私たちの命を、笑顔を、幸せを、未来を守っていく盾だ。こ

れは必ず無くてはならない。今回は誰かの盾で私たちは守られた。だから、い

つか自分の盾が誰かを守れるように税を納めたいと思う。知らない人に守られ、

今度は自分が誰かを守る。知らないところで互いに守り合い、支え合い、つな

がっていく。とても素敵なことだ。 

 



税から学んだこと 

那賀町立鷲敷中学校２年  尾崎 結菜 

 

私がまだ自分の体より大きいランドセルを背負っていた頃。普段の母からは

考えもつかない慌てた声で電話がかかってきた。「落ち着いて聞いてよ。」その

電話の内容は、弟がしばらくの間、病気で入院することになったというものだ

った。突然の思いもよらぬ出来事に、頭の中が真っ白になったのを今でも鮮明

に覚えている。私の弟は、今でこそ溌刺として元気だ。しかし幼い頃は病院に

行くことが多く体は弱かった。弟は五歳という幼さで長期入院を経験すること

になったのだ。私もまだ幼かったので、両親が弟の世話でかかりっきりになっ

ているのが寂しかった。両親の顔を見るより、近所に住む祖父母と顔を合わせ

ることの方がはるかに多くなっていた。 

一人の時間を持て余した私は、よく町の図書館を訪れていた。たくさんの本

を読み、本を借り、静かな図書館で自分の好きな時間を過ごしていた。こんな

に多くの本があることを不思議に思った私は、司書の方に「こんなにたくさん

の本は、どこからくるんですか。」と尋ねた。すると「貸し出すための本は税金

でまかなわれているんよ。」と教えてくださった。その頃の私にとって、税金の

イメージは、店で買い物をしたら支払うお金が高くなるという厄介な存在であ

った。しかしこのとき、大好きな本を与えてくれるものという税の働きを知っ

たのである。幼いながらも、税金のありがたさが心に刻まれた瞬間でもあった。 

そして中学二年生となった私は、「租税教室」で税金について学習する機会を

得た。そのとき私の目に飛びこんできたのが、国民医療費という文字だ。幼い

日に長期入院をした弟を助けてくれたのは、医療従事者の方々であり、税金で

あったのだと改めて実感し、さらに税金への感謝を深めたのであった。弟もあ

れからは入院することもなく、元気に過ごしている。私たちの町の「はぐくみ

医療」は、十八歳まで医療費を負担してくれるというものだ。私たちが大きな

病気にならずに成長していけるのも、このような税の助けがあるからだと深く

感謝した。 

私たちに一番関わりの深い消費税が十パーセントになって、もうすぐ三年が

経つ。今も税金にマイナスイメージを持つ人は多くいる。しかし考えてみてほ

しい。一人一人が納める税金によって、私たちは多大な恩恵を受けているのだ。

税金教室で教えていただいた「税金は、平和で健康で人間らしく生きるため、

みんなが平等に負担する会費のようなもの」という言葉は私の心に強く刻まれ

た、私は弟にこの言葉を伝えたい。日本の税金の使われ方を正しく理解し、税

金に感謝できる人になってほしいと思う。そして税金について得た知識は、弟

以外にも伝えていきたい。税金について理解し、正しく行動できる人が少しで

も増えてより豊かな社会が築けるように。私はこの社会の一員として、自分に

できることを続けたいと思っている。 



みんなのため、自分のため 

福岡市立壱岐中学校３年  安河内 歓晴 

 

私は、中学一年の春に入院した。病名は「類骨骨腫」というものだった。背骨

に発生した腫瘍を取り除くための手術をした。手術前の眠れない病院の夜と麻

酔の副反応によるこれまでに味わったことのない吐き気、そして、数日続く術

後の背中の激痛は、目を瞑れば今でも僕の体と心に鮮明に残っている。 

小学校の頃から、学校で健康診断がある度に「背骨が曲がっている。」と言わ

れ、病院を受診していた。結果は、「姿勢を正しくしましょうね。」という経過

観察であった。しかし、大好きなサッカーをしていても痛みを感じるようにな

り、大きな大学病院で診察してもらい、病名が判明したのだった。 

入院中に母親が毎日、お見舞いに来てくれていた。ある日何気なく「入院と

手術でお金はいくら必要なのかな？」と聞いてみた。「一二〇万！」僕は想像を

はるかに超える金額に驚いた。「本当は一二〇万円だけど高額医療制度というも

のがあり、数万円で済むのよ。心配しなくて大丈夫よ。」と母親は言った。僕は

とてもほっとした。誰がお金を補助してくれたのか気になり、いろいろと調べ

てみた。その秘密は「税金」であった。 

私たちが納めた税金は、身近なところで使われている。一番多く使われてい

るのは「社会保障」にかかるものだ。「社会保障」とは、私たちが安心して健康

にしていくために必要な「医療」「年金」「介護」「福祉」などの国や地方がする

公的サービスのことである。具体的に調べてみると、かぜを引いたり、けがを

したりして病院で手当をしてもらうとお金がかかる。かかった金額の一部には、

税金が使われている。また、老後も安心して暮らしていくために国から受けと

るお金（年金）の一部には、税金が使われている。さらに、年をとって体が動か

なくなり介護サービスを利用する金額の一部にも税金が使われている。 

「税金」について調べてわかったことは、わたしたちが社会を生きていく上

でなくてはならないものであるということだ。「もし、学校で健康診断がなかっ

たら？」「町の病院で診察してもらえなかったら？」「大学病院で手術してもら

えなかったら？」今の私はないのである。 

「税金」と聞くと払わされるものというマイナスのイメージがある。しかし、

多くの人から集められた税金がどのように使われているのかという視点から考

えると、プラスのイメージに変わる。多くの事柄に税金を払っているが、その

多くの税金が多くの人々の健康や生活を守るために役立っている。我が国の税

制度とは、みんなが助け合い、協力することで存在するものなのだ。 

私は、現在、思い切りサッカーをすることができている。今、感じている感

謝の気持ちを忘れないでおこう。そして、将来、就職して働くようになったと

きには、きちんと納税して、明るい社会に貢献していきたい。 



税金ドロボーっているの 

中津市立豊陽中学校３年  髙塚 愛心 

 

先日見たテレビドラマで交通違反をした人が警察官に対して「税金ドロボー」

と吐き捨て去るシーンを見てとても衝撃を受けました。私の母も同じ体験をし

たそうです。父の仕事が国家公務員であるため看護師として働いている母は機

嫌の悪い患者さんから「税金ドロボー、国のお金でご飯食べれていることに感

謝しろ」と言われたそうです。母は驚きのあまり採血をする手が止まり、なぜ

この人はそんな事を言うのだろうと理由を探ると、待ち時間の長さや病気によ

る不安からくるストレスの吐け口になっているのだろうと解釈し、その言葉の

衝撃を受け止めたそうです。 

果たして公務員や税金によってお給料がもらえている人たちは税金ドロボー

と呼ばれても仕方ないのでしょうか。それは違います。確かに公務員の給料は

みなさんの税金から支払われていますが父は毎日一生懸命働いています。時々

夜遅くに帰宅したり、夜中に突然登庁の呼び出しがあり朝方まで帰らない時は

本当に心配です。そんな事があっても、朝にはその日の勤務のためにまた仕事

に行きます。これは私の父だけではなく多くの社会で働く方々と同じだと思い

ます。 

私たちは税金のお陰で生活できています。でも、税金がどのように役立って

いるか、あまりにも生活に溶け込んでいるので気付いていないことも沢山ある

と思います。私たち小・中学生の義務教育、お年寄りの年金、医療費、災害時の

復興費、など挙げるときりがない程でそれは全て税金で賄われているのです。

しかし、税金を出し惜しんだり何に使うか分からないから払いたくないと納税

に消極的な人もいます。もし税金の制度が無ければ個人の力で様々なライフス

テージを乗り越えることになるため、多額な預金と不死身な体がなければ不可

能なことです。税金がなければ不公平な社会が生まれます。現在の貧富の差が

少ない平等な社会があるのは税金のお陰なのです。困っている誰かの助けにな

れるひとつの方法は私たちにも出来る納税です。いつか我が身にも振りかかり

うる難事があった際でも誰かの納税によって助けられる。その助け合いの心は

日本人の思考の象徴です。 

中学生である私たちに今できることは、義務教育を受け、しっかり勉強する

こと。そこから税の仕組みを正確に学ぶことで将来大人になった時、不安なく

税金を納められる知識を持つことです。 

一人の納税は微力ですが、国民全体で考えると国を助け、個人を助ける力を

持っています。税金は無駄ではありません。税金は公務員だけが独占している

わけではありません。税金は安心・安全な生活を保持するためにあります。税

金は国民の命綱なのです。 

公務員も、皆さんと同じように大変な職務をこなしています。決して税金ド

ロボーではない。税金は至るところで役に立っていることをわかってほしい。 



税金と国際社会の奇跡 

学校法人尚学学園沖縄尚学高等学校附属中学校３年  城間 心敬 

 

私は最近「持続可能な開発目標」という言葉をよく耳にします。これは、世

界にある課題を世界全体で解決しようと掲げられた十七個の目標のことです。

私はこの目標の一番最後に掲げられた「パートナーシップで目標を達成しよう」

というものに興味をもち、調べてみることにしました。 

すると、そこで「政府開発援助」という活動を見つけました。国際社会の一

員として平和を願い、飢餓や貧困に苦しむ発展途上国の援助と課題解決などを

行っている活動です。私は、とても素敵な活動だと思い詳しく調べてみると、

国民が払っている「税金」が使われていることが分かりました。 

国の歳出額の内訳のうち、〇．五％にあたるおよそ五千百八億円分が「経済

協力費」というものに使われています。この中心となって活動しているのが政

府開発援助で、主にアジアやアフリカなどの発展途上国の経済的・社会的開発、

福祉の向上に役立つために資金や技術の提供などを行うそうです。私は、税金

を日本だけでなく、海外の発展途上国の支援にも使っているとは知りませんで

した。このことに驚くと同時に、私は、税金をきちんと納めることは、みんな

が住む町や公共サービスが充実したり、発展途上国の人々を救うことにつなが

ったりするので素晴らしい義務だと思いました。 

大人が払う所得税や住民税、大人だけでなく私達子供も払う消費税など色々

な税金がありますが、それらを払うことで、警察や消防が無料で利用できたり、

道路や公園、学校などが整備されたりして、地域や国全体が、きれいで便利で

安心な社会になります。これを日本だけでなく、政府開発援助などで海外にも

広めていくことによって、世界中がきれいで便利で安心な社会に少しずつ近づ

くことができると思います。これらをずっと続けていくことで、最初に述べた

十七個の「持続可能な開発目標」の一番最後に掲げられる「パートナーシップ

で目標を達成しよう」という最終的なゴールに達することができるのではない

かと私は思います。 

中学生の私が払える税金といったら消費税くらいしかないかもしれませんが、

ほんの少しでも、私が納めた税金で発展途上国の人々の暮らしや命を救い、幸

せになる人がいるのなら、それはとても嬉しく、誇りに思います。 

社会に出で、大人になったとき、税金を正しく納めることができるように、

今は、これからの日本を担う皆さんへの期待をこめて無償で支給された教科書

や学校で一生懸命勉強をしようと思います。 

納税者としての義務を果たす立派な大人になり、世界中の困っている人や 

次の世代の力になって、きれいで便利で安心な国際社会を実現できるように、

税金に対して更に関心をもっていきたいです。 



 

 

限られた税金の中で 

苫小牧市立明野中学校３年  片山 司 

 

僕の父は、公共施設の工事に関わる仕事をしている。生徒数の増加に伴う校

舎の増築や老朽化した市営住宅の建て替え、公共施設の暖房設備の更新などを

行っているそうだ。どれも市民のための大切な仕事であり、父がそのような仕

事をしていると初めて聞いたときは驚いた。そして父をとても誇らしく思った。 

ある日、仕事で疲れて帰ってきた父がふと口にしたことがある。 

「限られた税金の中でのやりくりは本当に大変だなあ。」 

それを聞いて疑問が浮かんできた。一昨年に十パーセントに上がった消費税。

サッカーシューズを買った時の消費税を見て、この金額ならソックスも買える

なと思い、損した気持ちになったことがある。それから両親の給料から差し引

かれる所得税や住民税、他にも会社の収入から納められる法人税など、国民は

たくさんの税金を納めているではないか。それなのに税金が足りない、税金が

限られているなんてどうしてだろう。気になり、父に詳しく話を聞くことにし

た。そして父の苦労を、税金を使う人の思いを深く知った。 

父の仕事は、市の建物を新しく建て替えたり補修をすることである。学校や

保育園、交流センターなど、市内にある公共施設などの建物の数はとても多い。

本当ならたくさんお金をかけて、最新設備の整ったより使いやすいものにした

いと父は言った。しかし限られた予算、限られた税金の中でやりくりしなけれ

ばならない。そこで父が行っているのは、取りかかる建物の優先順位を考えた

り、かかる費用を削減できる部分を探したりみんなで話し合うこと。そして最

も欠かせない安全に配慮した建物や工事をする工夫をしているそうだ。日々頭

を悩ませることが多いが、限られた税金の中でできるだけ良いものを建て、市

民のために、市を活性化するために、一生懸命頑張りたいと教えてくれた。 

父のそんな思いを聞いてたくさんのことを気づかされた。限られた税金をう

まく使って、市は様々な施設を市民に提供し、市を豊かにしてくれている。だ

からこそ、国民は税金をしっかり納めなければならない。僕は今まで税金に反

対していたが、父の話を聞いて、自分達が納めた税金は自分達のためのものに

なっていることを実感し、とても安心した。そして、税金を使う人が常にその

貴重さを感じ無駄なく、最善の使い方を考えているということを学んだ。 

限られた税金の中で市民の生活を豊かにしている市のため、国のため、そし

て僕たち自身のためにも税金の大切さや重要さを忘れずにいたい。そして自分

も将来働くようになったらきちんと税金を納め、子どもたちにもその意義を伝

えていきたい。 



 

 

最大のボランティア活動 

深谷市立深谷中学校３年  佐々木 美沙 

 

あの日、テレビで見た町の一変した光景が今も私は忘れられない。大量の土

砂により、次々とのみ込まれていく家。むき出しになってしまった山々。今に

もごろごろと転がり落ちてきそうな茶色くなった山肌が、そこにあった。しか

し、私が目にした光景は、悲しいことばかりではなかった。皆の中心となって、

情報をいち早く市民に伝達している自治体の方の姿。被災者宅の片付けや心の

支えとなってくれているボランティアの姿。行方不明者の捜索や緊急交通路の

整備をして下さっている警察。人命救助・救出を迅速にされている消防隊の姿。

自治体と連携しながら様々な支援をして下さっている自衛隊の姿。誰もが朝か

ら晩まで、雨の日も一生懸命だった。 

人は一人では生きていけない。人はそこまで強くはないからだ。互いに支え

合い、協力しあい、時に、励まし合い、声をかけ合いながら共存している。だか

らこそ、安心して暮らせるのだ。ということに私は改めて気づかされた。と同

時に、学校で税について教わるまでは、こういった支援は全てボランティアで

賄われているものだと思っていた。 

こうした活動や支援は何より私達国民一人一人が法律でもある「納税の義務」

をしっかりと果たしているからこそ受けられる恩恵なのだ。誰もが助けたい。

助けてもらいたい。そう思っているに違いない。しかし、気持ちだけでは乗り

越えられない困難もある。そこには莫大な資金、いわゆる財源の確保や支援が

必要になってくるのだ。一人一人の小さな力も積もりに積もれば、偉大な力を

発揮し、どんな困難も乗り越えられるのだ。皆が納めたお金が多くの人々を救

う力。つまり、税金として生まれ変わるのだ。もし、このような財源がなかっ

たら、救える命も救えないだろう。災害で壊れた道路は壊れたままで、多くの

人々が大変な苦労を強いられることになるだろう。家が壊れ住むところを失い

悲しい思いをしてしまう人もでてきてしまうだろう。 

私が今、こうして社会生活を何不自由なく送れていることは当たり前なこと

ではない。納税者に感謝して一歩一歩大切に生きていこうと思う。そして、私

が納税者となったときは「社会の一会員として」納税することに誇りを持って

胸を張って生きて行こうと思う。 

今、世界は国際金融危機、貧困、地球温暖化による環境問題、コロナ感染症

など、大きな問題を抱えている。このグローバルな課題に対し、国際連帯税と

いう、国際社会が協働して取り組むシステムが構築されようとしている。税金

は世界の国々同士でも、お互いに助け合い、協力し合って、皆を繋げている。

納税は多くの人を救い、多くの人々を支える最大のボランティア活動といえる

のではないだろうか。 

将来、私は一納税者として社会に貢献できる大人になろうと、心に誓うので

ある。 



 

 

渋沢栄一と税 

大田区立大森第三中学校３年  三ヶ尻 裕至 

 

強い雨が降る中、代官が見下ろす陣屋の土間で、渋沢栄一は土下座をしなが

ら差し出した五百両（現在の約五百万円）の御用金を前に声を振り絞った。こ

の御用金は農民である自分たちが汗水垂らして朝から晩まで働き、ようやく手

にした金だということを代官に分かってほしかったからだ。そして代官を睨み

つけようと顔を上げた時には、代官の姿はなかった。これはテレビで放送され

ている渋沢栄一のドラマのワンシーンだ。彼は当時十六歳だった。私と一才し

か違わないのに、身分が上の武士である代官に向かって意見する姿に私は驚き、

その背景になにがあったのか知りたくなり、調べてみた。 

江戸時代、税金は主に農民が米や作物で年貢として納めていた。そしてそれ

らは、武士の給与や役所、大奥の経費として使われ、現在のように国や自治体

が国民・市民を守ってくれる医療、生活保護、社会保険などの要素はなかった。

さらに、幕府や藩で婚礼などの物入りがあると領民が臨時でお金を差し出さな

ければならない御用金という制度もあった。建前では利子をつけて返金される

ということだったが、そのまま返されないこともあったという。代官は感謝も

せず、ただお金を出せという横柄な態度をとっていた。そのことが渋沢に、身

分制度や、年貢、御用金など、お金の流れに繋がる社会制度への疑問や不満を

芽生えさせていたのだ。 

またドラマには、渋沢が幕府の代表国の一員としてパリ万博に行った際、戦

争で負傷した兵士の治療院を訪れる場面があった。そこで彼は、国の戦争で負

傷した兵士の治療費は国が負担するのは当然のことだというフランスの制度に

感動する。当時の日本には一生懸命働き年貢を納めているのに、国が国民を守

ってくれる制度がなかったためだ。この経験は彼にとって、国民の税金を有効

に使えば、国民も幸せになり、さらに国民は一生懸命働き、国がもっと豊かに

なるだろうということを考えるきっかけとなった。 

その後渋沢は財務等での優秀さを認められ、新政府の大隈重信から新国家建

設に協力してほしいと頼まれ、民部省兼大蔵省で働くことになる。業務改正、

貨幣制度、郵便制度、富岡製紙工場、税制などの制定に携わる。特に税制では

租税を米納から金納に切り替えを行い、国や国民を豊かにするための基礎とな

る税収を安定させることに取り組んだ。これにはフランスで見聞きした国民の

生活を支える税金のあり方が影響している。常に「未来を変える税金の使い道

は？」と考え、行政にあたった渋沢は、大蔵省のナンバー２まで上り詰めたと

ころで、次は実業界で商工業の発展に尽くそうと、民間に出ることになる。 

今私たちが税金により教育を受けられ、健康で安心して暮らせることも、渋

沢栄一のお蔭であることを知った。国の将来を見据え、努力を重ねた姿を私も

見習いたいと思った。 



見知らぬ誰かの手助けに 

砺波市立庄西中学校２年  亀田 久瑠海 

 

「実は、昨日病院で検査をしてきたら、乳がんになっていることが分かった

の。」 

一昨年の夏の暑さが少しやわらいだ頃、母にそう告げられました。母は、そ

れまで一生懸命に仕事をしていましたが、もちろん仕事はやめ、家で療養する

ことになりました。 

母が仕事を通して知り合った方や友達、親せきなどの色々な方から母のこと

を心配した内容の電話がかかってきました。 

「税金があって助かるわ。」 

母は電話の中で一度はこの言葉を口に出していました。 

消費税が八パーセントから十パーセントに引き上げられたときは、嘆いてい

たので、税金は母にとって煩わしいものなのかと思っていました。疑問に思い、

なぜ助かったのか母に尋ねました。 

母の髪は抗がん剤治療の副作用により、なくなりました。左胸は、がんが広

範囲に及んでいたので全摘しました。そのため、ウィッグと乳がん専用の特殊

な乳房補正具が必要になってきました。しかし、どちらも高額で簡単には手が

出せず、買うのを渋っていました。そのような時、砺波市がウィッグと乳房補

正具の購入費用の一部を助成してくれるという内容のお知らせが届きました。

その助成があったおかげで母は、ためらうことなく必要な物を買うことができ

たそうです。 

この助成して頂いた費用は、税金です。税金は困っている人のために使われ

たり、警察や消防、ゴミ処理、医療、教育などに使われたりしています。これら

は全て、なくてはならないもので当たり前にある毎日に欠かせません。私はコ

ロナ禍の状況の中で当たり前な日常とは幸せな日常であるということに気づき

ました。税金という存在は、幸せな日常をつくるカギです。 

私たちの身近では、たくさん税金が利用されています。私の普段通っている

学校のものも税金が利用されていて、学校の運営にも税金が利用されています。

これに使われている税金は顔も知らない誰かが納めてくれている税金です。見

知らぬ誰かが税金を納めてくれるおかげで私たちは教育を受けることができ、

医療を受けることができ、幸せな日常を送ることができています。反対に私た

ちが納めている税金も誰かのために利用されています。自分の納めた税金が実

際にどこでどんな風に利用されているかは分かりません。けれど、誰かの役に

立っている、これは確かです。もしかしたら誰かの未来をつくっているかもし

れません。 

私も税を納め、誰かの役に立ち、手助けになりたいです。 



 

 

生きる希望を与えてくれた税制度 

みよし市北中学校３年  竹内 希彩 

 

私には障がいのある姉がいます。身体と知的の両方に障がいを持っています。 

姉に障がいがあると分かり、母はとてもショックを受けたそうです。姉の将

来を悲観し、自分が死ぬときはこの子も一緒に連れて行こうと、そればかり考

えていたそうです。しかし、泣いてばかりいる母に福祉課の人が、国はこの子

を絶対に見捨てないよ、と今使える福祉サービスや将来使えるであろう福祉サ

ービスを詳しく説明してくれ、国もこの子の人生を守っていくから、お母さん

はこの子が誰からも愛される子になるように子育て頑張ってね、と言ってくれ

たそうです。 

それからの姉は障害者医療費助成制度を使わせていただき、病気の治療や手

術をしたり、様々な機能訓練を頑張る日々を送ることができています。障がい

がある人達にとっては、私達健常者が普通にできること、簡単にできているこ

とがとてつもなく難しく、訓練が必要になります。姉が歩く訓練、手を使う訓

練、話す訓練などを頑張っている姿を私は昔から見てきました。時には泣きな

がら訓練をしている姿も見てきました。そんな姉は今では不安定ながらも歩く

ことができるようになり、不器用ながらも自分でご飯を食べることができるよ

うになりました。そして、コミュニケーションに困らない程度に会話をするこ

ともできます。三歳の頃病院で、この子は歩くことも話すこともできないと思

います。と言われていたことを思えばとても大きな成長です。家族みんなで頑

張ったからだよねとよく周りの人に言っていただくことがあるそうですが、母

は、税金を使わせていただいて訓練を頑張ることができたことが本当に幸せな

ことだと思っているよ、とよく私に言います。 

そして、今後いよいよ母が亡くなり、姉が自分で生きていく時がだんだんと

近づいてきています。でも、今の母は姉を連れて一緒に死のうとは考えていま

せん。どんな重い障がいがあっても「生まれてきてよかった」と思える人生を

姉に送ってほしいと強く願い希望に満ち溢れています。 

死ぬことばかり考えていた母が、福祉課の人に言われた「国が守ってくれる」

という言葉に勇気づけられ十年前に障がいのある子供達のための施設を立ち上

げました。その母の施設では、多くの制度や人に助けてもらっていることに感

謝をしながら、重い障がいのある子供達にもできる社会貢献をみつけていきた

いと常に考えているそうです。 

姉は今後障害年金をいただいて生きていくことになると思います。多くの人

に支えていただき多くの制度に守られて幸せな人生を送ることができるのでは

ないかと想像します。家族として姉のそういった姿を想像できることはとても

幸せなことだと思います。 

私はこれから、多くの人を救ったり勇気づけたりする税についてもっと勉強

をし、社会全体で社会を支える仕組みの一員となれるように頑張っていきたい

と思います。 



 

 

平和を繋いでいくために 

豊中市立第十二中学校３年  泉 小雪 

 

テレビ画面に映ったその光景に衝撃を受けました。助けを求めて空港に押し

寄せる人々、飛行機にしがみつく人々、泣き叫ぶ子供たち、そこには自国アフ

ガニスタンから脱出したい人々の現実が映っていました。どうにかできないの

か、何かできることはないのか、そう思い調べてみると、アフガニスタン戦争

には、現代の思考では解決することのできない歴史的、宗教的背景があり、そ

んな中で日本はアフガニスタンに約七千億円の支援をしているとわかりました。

彼らが生きていくための給水設備、道路建設、職業訓練や学校建設など支援は

幅広く、それが私達の税金から賄われていると知って、とても誇らしい気分に

なりました。それと同時に、平和な日本に生まれて良かったなと思いました。

日本は憲法九条により戦争することはありませんが、自衛隊の派遣などを諸外

国に要求されたりするそうです。そんな時、日本は支援金を送ったり、食料支

援やインフラ整備などの開発支援をしているそうです。私達が当たり前だと思

っているこの平和な日常は、税金によって守られているのです。税金は国内だ

けではなく、海外でも困っている人の役に立ったり、私達の生活の安全にも欠

かせないものなのだなと思いました。他にはどんな国に支援しているのか、気

になって調べてみました。世界一九六カ国のうち、約七四％が発展途上国とい

う中、日本は一九〇の国と地域に支援しているそうです。日本の援助額は世界

一位の時期もありましたが、現在は世界四位となっています。ここまで調べて

私は少し心配になりました。日本は災害の多い国。そんな余裕あるのかなと思

いました。しかし、これまでの歴史を調べると、終戦直後、日本は、世界の国々

から現在の価値で四〇〇〇億円以上の食料や衣類、医薬品、日用品などの物資

やユニセフから約一三〇〇億円、ガリオア・エロア資金（米政府による占領地

救済政府基金）約一二兆円の援助を受けたと知りました。また、世界銀行から

現在の価値で約六兆円借りてダムや新幹線、高速道路など、日本の経済発展に

必要な整備がされました。これらの支援のおかげで日本の経済は発展したので

す。私達の記憶にもある東日本大震災。日本は一六三の国・地域と四三の機関

から寄付金や物資の支援を受けました。私達はこれまで世界に受けた恩を、そ

のままお返ししているのです。とても素晴らしいことだと思います。また支援

することは日本にもメリットがあります。支援国との関係が強化される、日本

のイメージアップになる、その国が豊かになると日本の商品を買ってくれるよ

うになるなどで、日本の経済成長につながるのだそうです。この日本のような

平和な生活を、困っている国の人々にも繋いでいく。そしていつか世界中の人々

が豊かで平和な暮らしをする。私達の税金は、その人類の夢をいつか叶えてく

れると思います。 



 

 

コロナと税 

広島大学附属東雲中学校１年  吉川 友唯 

 

今回私は初めて税金について勉強する中で、たくさんの種類の税金があるこ

とを知り、私達の身の回りで数多くの税金が使われていることが分かった。ま

た、日本は多額の借金をして、医療や年金などの社会保障費をまかなっている

ことを学んで、驚いた。そして、今社会で蔓延しているコロナや、それに奮闘

する医療とそれを支える税について私の考えを述べたいと思う。 

私の父は救急救命士をしており、日々急増するコロナ患者の対応にあたって

いる。父の話によると、コロナにかかった患者さんは、呼吸困難で、とても苦

しそうにしていたそうだ。また、病院では重症の患者に対し、医師や看護師を

通常よりも増やして対応していると聞いた。しかし、そのように対応するため

には「税金」が必要になる。調べたところ、父のような救急救命士の他、教師や

医者、消防士などの「公務員」は、税金から給料をもらって働いている。そのた

め、税金がなければコロナ患者も救うことはできないのだ。しかし、今の財政

では約三分の一を借金でまかなっており、ばく大な借金を背負っている。特に

今はコロナの影響により、給付金などを払わなければならない。そのため、よ

り多くの国債を発行する必要がある。それでもいずれ、その借金を返していく

のは私達子供世代である。正直、このことを知った時は少し疑問もあったのだ

が、今の時代、そうなるのは必然的なのかもしれないとも考えた。私は、これ

からもっと借金が増え、私達の負担が重くならないためにも、日本がコロナウ

イルスのワクチンを開発し、全世界に売れば良いのではないかと思った。しか

し、ワクチンもそう簡単には作れないので、そのようなことはただの理想にす

ぎないのかもしれない。今の日本はワクチンによって少しは感染を防げている

ものの、今でも医療は常にひっ迫状態である。そのため、私達が今からできる

ことといえば、少しでも医療費の負担をかけないように、健康を意識した生活

を心掛けることや、コロナウイルスに感染しないよう、人混みを避け、不要不

急の外出をしないことだ。また、今のうちから税金の種類や使い道を知り、そ

の大切さについて理解しておくことも重要だと思う。国民の一人一人が今より

健康に生活していけば、国の医療費負担が減って借金も減り、将来世代の負担

も軽くなり、良いと思う。私は今まで、税金について考えもせずに税金を払っ

てきた。今では消費税が増税されたことに対し、税金の詳しい使い道について

求める声も上がっている。税金をただ何も考えずに払うのではなく、税金につ

いて学習した上で払っていこうと改めて思った。最後に、私は医者を目指して

いる。今回勉強して、税金と医療は無関係ではないことが分かった。なので、

もっと詳しく税金のことについて学び、そのことを生かした色々な工夫で、医

療を助けられるような医者になりたいと思う。 



 

 

コロナ過で考えた税の重要性 

西条市立河北中学校３年  長谷部 小雪 

 

「一人一台のタブレット、すごい！」今年の三月、生徒全員に一台ずつのタ

ブレットが渡され、タブレットを使った学習が始まった。正直、私たちが中学

生の間に、このような授業が始まるとは思っていなかった。 

誰もが想像しなかったコロナウィルス感染の脅威…。この二年間で、学校生

活は大きく変化した。一年生の三月には急きょ、学校が臨時休業になり、先の

見えない不安な日々が始まった。毎日学校へ行くことは当り前のことではなく

なった。このまま授業ができなくて大丈夫なのか。学校から配られた復習問題

を解きながら、分からないところは自分で調べながらの学習が続いた。友達と

話し合ったり、先生に質問したりしながら行われる授業の大切さを実感した。

私たち西条市の小中学校では、他市他県と比較して電子黒板やデジタル教科書

を使った授業が行われていて、教育の ICT 化が進んでいると思っていた。とこ

ろが、今回のコロナウィルスのパンデミックの状況下では、日本の教育におけ

る ICT 化は、他の先進工業国と比較して、十分ではないことが分かった。学校

が休みになった他国では、PC やタブレットを用いた遠隔授業や課題提出を行っ

ている国が多いことを知った。ニュースなどでも、日本のデジタル化の遅れが

度々報道された。日本の都市部に住んでいない私たちが、タブレットを使うよ

うになるには、まだまだ時間がかかるだろうと思っていた。ところが文部科学

省の HP を見ると、今回のタブレット一台につき四万五千円の国からの補助金が

使われていることが分かった。つまり税金である。 

私は一学期の終わりに租税教室を受けた。その授業の中で、収入の多い人と

少ない人に対してどのように課税していくことが望ましいか、という問題につ

いて、グループで話し合った。グループ内では、「お金に余裕のある人がたくさ

ん納めるのが当然だ」という意見もあれば、「同じように公共サービスを受ける

のであれば、公正さも重要ではないか」という意見もあった。どちらの意見も

一理ある。税務署の講師の方の話から、「国民もあなたたちと同じようにいろい

ろな考え方を持っている。そのため一つではなく、複数の方法で税を徴収する

仕組みを採用している」ことが分かった。今まで、税の重要性は知っていたが、

その仕組みや多様な税の種類、税収の格差の問題など、今まで気付かなかった

視点から税を考える機会となった。 

今回のコロナ禍において、国民一人につき十万円の給付金に始まり多くの対

策・支援が税金や国債発行によって行われた。大切な税が投入される対策や支

援について、賛否両論あるが、私たち一人一人が主権者として税の必要性・重

要性についてしっかりと考えていかなければならない。そして、持続可能な社

会を目指して責任を果たしていきたい。 



 

 

税金に守られる 

福岡市立壱岐中学校３年  本田 晴輝 

 

「力いっぱい生きよう」 

この言葉は十三年前、母が「急性リンパ性白血病」という重い病気にかかっ

たときから母の合言葉となった。 

十三年前の五月、母は急に体調を崩した。熱は四十度まで上がり、毎晩のよ

うに頭痛がして、眠れない日々が続いていた。腰が痛くて、ついには歩けなく

なっていた。そして六月、母は入院してしまった。機械で測れないほど血圧は

低下し、心臓は止まりかけていた。治療しなければ余命は二週間、治療しても

五年生存率は三割という状態だった。私は信じられなかった。いつも笑顔で元

気いっぱいだった母がこんな状態だったなんて。 

そんな母を救ってくれたのが、医療保険と税金でまかなわれている「高額医

療費制度」というものだった。入院する最初の一か月は数百万円という高いお

金が必要になるそうだ。しかし、この制度のおかげで、その金額は十分の一に

まで減ったという。よって、経済的な心配で治療法を選ぶ必要はなくなった。

今できる最善の治療をすることができるようになったのだ。もし、この制度が

なかったら、医療費の全てを払うことができず、最善の治療は受けられなかっ

たかもしれない。このことを考えたとき、私は今まで当たり前に払ってきた税

金の本当の意味、そして有り難みを改めて実感した。私が当たり前に払った税

金は今、どこかで誰かのためになっている。そして、誰かが払った税金が今こ

こで、私のためになっている。このように、みんなが払った税金はみんなの生

活や命を守っていることに気付かされた。 

その後、母は半年間の治療を経て退院した。その後も五年間、通院し続けて、

多くの薬を飲んでいた。そして、その十三年後、またあの頃と同じようにいつ

も笑顔で元気いっぱいの母の姿がここにある。そして、母はこんな事を言って

いた。 

「病院の仲間はみんな亡くなり、なぜ自分だけ生きる道が与えられたのか。

そんなことを考える時期もあった。でも、そんなこと考えたって分からない。

今の自分を力いっぱい生きようと思った。きっと笑顔が幸せを呼ぶ。」母の笑顔

は輝いていた。 

私は将来、一生懸命働いて納税し、母が救われたように私が納めた税金によ

って、人々の生活や命を少しでも守れたら良いと思う。 



 

 

税金学ぼう一揆 

山鹿市立山鹿中学校３年  松岡 悠樹 

 

飛鳥時代、収穫の三％の租を納めた。その後も明治時代の地租改正まで、主

に米を納めてきた。日本国憲法では、国民の三大義務として、納税の義務が定

められた。平成元年に消費税が導入され、増税されてきた。 

このように税は姿や量を変え、受け継がれてきた。 

では、遠い未来「令和の税」は、どのように評価されるだろうか。 

江戸時代と比較しよう。二百年の間、増税や減税を繰り返し、主に農民から

徴収した。しかし、社会保障はほぼ武士のためのもので、「平等」とは言い難い

状況だっただろう。 

現在では、徴収された税金は、社会保障や治安を守るといった形で、私たち

にかえってきているのだ。また、江戸時代と違い、現在の日本は、国債よりも

国民への税金の利用を優先している。国の借金が増え続けているにも関わらず、

学校に空調を付けたり、高齢者保障を充実させたりと、私たちをより豊かにし

ているのだ。そのために増税をして何が悪いのだろうか。私は、仕方がないこ

とだと思う。 

昔は、租や年貢が引き上げられる度に一揆が起こってきた。納めるだけで保

障がないのだから当たり前だ。一方、現在で起きたらどうなのだろうか。デモ

中に歩く道路は？いっぱいに吸える空気は？死者がほとんどでないのはなぜ

か？けが人が出たときに運んでくれる救急車は？私たちはもっと税金について

学ぶ必要がある。貧困層は生活できなくなる？いや、貧困層ほど助けてもらっ

ている。裕福な人たちにとって累進課税は不平等？いや、相対的に見れば統一

するより平等だといえる。 

このように、歴史的に見ても、私は現在の税金について大賛成だ。しかし、

外国にはもっと素晴らしい制度があったり、反論できない意見を持つ反対者が

いたりするかもしれない。しかし、それらのことについて、義務教育を終えつ

つある私は、何も知らない。税金について、学ぶ機会が少ないのだ。政治家や

専門的に学んだ人は知っているかもしれないが、これから投票権を持つ人、あ

るいはすでに持っている人でも、税金に詳しくない人は多いだろう。 

そのため、私は、義務教育を受けている私たちが率先して税金を学んだり、

税金の教育の機会を増やしたりすべきだと考える。すでにほぼ全ての人が受け

ている義務教育の中で税金について学ぶ機会を増やすことは、個人個人の更な

る学びにもつながるし、歴史的に対処を苦戦してきた「一揆」が、今起きるこ

とを防ぐよりもはるかに簡単なのだから。 



 

 

気づいた援助者 

琉球大学教育学部附属中学校２年  福島 瑠渚 

 

「今日から毎日、注射頑張ってね。」 

小学一年生の夏、小児科の先生に言われた言葉だ。私は幼児の頃の定期検診

では「低身長・低体重」と毎回書かれていた。その為母が心配し、専門の病院で

検査を受けた結果、「成長ホルモン分泌不全性低身長症」と診断された。 

通常、睡眠時に成長ホルモンが分泌され身長が伸びるが、私の場合は自分の

体内で成長ホルモンを作り出すことができないため、背が伸びにくい。それを

補うため、毎日寝る前に成長ホルモンを注射していて、中学卒業まで続く予定

だ。今でこそ慣れてきたが、始めた頃は毎日大泣きして暴れていた。 

最近ふと、日々の注射代がいくらかかるのか気になり、父に尋ねてみた。「一

本七万五千円で、毎月二本使うから年間で約百八十万円ぐらいだよ。」私はこの

金額を聞いた途端、驚愕した。でも病院で毎回大金を払っていた覚えはなく、

どうやって毎月多額の治療費を支払えたのか聞いたところ、 

「この病気は小児慢性特定疾病に指定されていて、毎月の自己負担限度額が

決まっているんだよ、だから治療ができるんだよ。」 

と父から教わった。でも、なぜ全額支払わなくて治療ができるのか疑問が残り

調べてみると、医療費助成に要する費用のうち二分の一を、国が消費税を財源

として負担していることが分かった。まさか、税の中で一番身近な消費税のお

かげで治療ができているとは思いもしなかった。 

税金というものは不思議だ。「お金を取られる」と感じることもあれば、私の

ように、「税金のおかげで助かった」と感謝することもある。時と場合によって

見え方がまるで違うのだ。 

事実、私は今まで、「税金は絶対支払わなければいけない」とどこか強制的な

イメージを持っていた。だが今は、「巡り巡って多くの人を救える」という視点

で捉えるようになった。そして今の私は、みんなが納める税金で安心して治療

に専念することができている。 

もし税金からの補助がなくて治療ができなかったら、低身長に劣等感を持ち

ながら生活していたかもしれない。そう考えると、税金がいかに身近でありが

たいものかをこの作文をきっかけに知ることができた。 

私の場合、中学卒業までの間、少なくとも義務教育にかかる費用プラス治療

費の一部を税金に助けてもらうことになる。今は助けられることが多いけれど、

社会人になったら、現在私が税から受けている恩恵以上に納税し、皆の役に立

てるよう、今は学生としてできる勉強を頑張りたい。そして、税を通して私の

ように治療を頑張っている子たちの援助者の一員になりたい。 



動物たちの町 

札幌市立稲陵中学校２年  濱木 星来 

 

あるところに動物たちの町があった。その町は周囲が山で囲われており、町

の中心には大きな川が流れていてとても自然豊かな町である。だがその町は大

きな問題を抱えていた。 

それは、大雨が降った際に川が氾濫したりがけ崩れが発生したりといった災

害に見舞われることだ。これには動物たちも困って、どうしたらいいか悩んで

いた。 

そんな時、一匹のサルが言った。 

「みんなで税金を出し合って、この川に堤防を作るべきだ。」 

他の動物たちも賛成し、無事に堤防は完成した。さらに動物たちは税金を出

し合い、がけ崩れを防ぐための工事も行った。 

動物たちは学んだのである。一人でどうにもできないことも、みんなで協力

すればよいのだと。 

それから動物たちは税金を出し合うことに決めた。集めた税金で生きやすい

環境を作ろうと決めたのだ。 

まず手始めに動物たちは医療を充実させた。さらに学校や教育に関しての援

助や、高齢者への支援のために税金を使ったり、他にも様々なことに税金を使

った。 

そうしてこの町は住みやすい町へと変わっていったのだった。―― 

――この話には、たくさんの税金の使い方が出てくる。 

例えば、堤防を作るなど災害を防ぐために使った税金は「公共事業関係費」

という。他にも町の整備や住宅支援などの使い道もある。 

「社会保障関係費」と言って、医療や介護に使われる税金。学校教育や科学

技術の発展のために使われる税金など、他にもたくさんの使い道がある。私た

ちは、たくさんの税金のおかげで生きているのだが…… 

おっと、どうやら先ほどの話にはまだ続きがあったようだ。町はずれの丘で

二匹の動物が何やら話しているみたいだ。 

「――ということがあってな。この町は豊かになったんじゃよ。」 

と、フクロウはリスの子に言った。 

「そうなの？すごいね。」 

「……ところでリスの子よ。昔はこの地に何が住んでおったかしっとるか？」 

リスの子は首をかしげた。 

「それはな、人じゃ。ここはもともと人がたくさん住んでいた。ところがどん

どん増えていく税に不満を持った人々が国外に脱出したり争いを起こしたりし

てな。やがて国は滅びてしまったのじゃ。わしはこの町も同じ道をたどってし

まわないか心配じゃのう。」 

丘の上にはただ優しい風が吹くばかりであった。―― 

――今、日本にはたくさんの税金がある。だがこのまま税が増えていくと国

は衰亡していくだろう。私たちは、今一度税の在り方について考えるべきなの

だ。 



税が支える私たちの暮らし 

白河市立白河第二中学校３年  高野 陽奈 

 

二〇一一年三月十一日午後二時四十六分、東日本大震災が発生した。福島県

には大きな被害が及び、私たちは避難を余儀なくされた。 

私が住んでいた双葉町というところは、とても海に近かったため被害が大き

かった。地震発生からわずか一日程度、翌日十二日の早朝には避難指示が出た。

原子力発電所が近く、その避難区域は三キロから五キロ、五キロから十キロ、

最終的には三十キロにまで拡大。 

当時私は四歳。幼いながらに、いつもと違う大人の騒ぎに恐怖を感じていた

のを覚えている。あれから約九年、去年二〇二〇年三月四日、ようやく私も双

葉町へ立ち入ることが可能になり、十九日に震災後初めて足を踏み入れた。し

かし、私は想像を絶する現状に言葉を失った。見渡す限り更地で、町中に大き

な黒い袋がずらりと並んでいた。テレビで見ていた「復興」とはかけ離れてい

た。 

「お母さん、これが復興なの？」 

「これでも大分綺麗になったよ。最初は瓦礫とか土砂がすごかったからね。」 

それから約一年と四ヶ月「東日本大震災・原子力災害伝承館」というものが

出来て、あの時に比べて復興が進んだなと思った。 

しかし、復興のためのお金はどこから出ているのだろうか。それが疑問だっ

た。土砂だらけだった土地を綺麗にしたり、私たちの家に届く支援物資だった

り…。 

今現在、「復興特別所得税」というのがあるのを知った。東日本大震災の復興

に用いられるために創られたもので、納税する義務のある人すべてが支払わな

ければならないのだ。つまり、北海道から沖縄まで、東日本大震災の被害が無

い人もこの税を支払っている。それはとても有難く、幸せなことである。 

私は「これが果たして復興なのか。」と考えていたことを反省しなければなら

ないと思った。福島県はゆっくりと、でも確実に復興へと進んでいる。こんな

にも多くの人の支えや努力があってこそ、私たちが生活できているというのが

実感出来た。税金もその一つだった。 

私たちの身の周りを見てみると、税金がどれだけ役に立っているか気づかさ

れる。道路や信号などの維持、図書館、病院、公園、私たちが生活する学校、教

科書など、どれだけ税金に支えられているかが分かるだろう。 

「税金＝負担」と考える人も少なくない。しかし、私たちの豊かな暮らしは

税によって支えられていることを知ってほしい。自分が納めた税が誰かの暮ら

しを幸せにしている。そう考えたら税金の大切さが分かるのではないだろうか。

だから私は税金へ感謝しつつ、これからは一人の納税者として暮らしを豊かに

していきたいと思う。 



気付くべき幸せと果たすべき義務 

館林市立第四中学校３年  荒井 茜音 

 

２０２１年７月２３日金曜日。一年の延期を経てついに東京オリンピックが

開催された。なかでも私は１３年ごしにオリンピック競技に復活した女子ソフ

トボールの決勝に胸が熱くなった。この夏の感動は当分忘れられないだろう。

そんなたくさんのドラマをうんだ今回のオリンピックだが、経費は総額３兆円

を超えたらしい。 

税金は安い方が良い、と私は考える。それは単純に、国に納めるより自分の

ために欲しいものを買ったり出かけたりすることに貯金を使う方が幸せだと思

うからだ。そんななか先日、世界幸福度ランキングというデータを目にした。

とくにデンマークという国は最新のデータこそ２位だったもののそれまで４年

連続１位を独占していたらしい。だが、そのデンマークは世界で２番目に消費

税が高い国でもある。なんと２５％、日本の２．５倍である。私は思った。消費

税も税金の一種だ、なぜ税金が高いのにデンマークの人々は幸せと感じるのだ

ろうかと。調べてみるとデンマークでは税金が高い分、医療費、介護サービス

費、大学までの学費などを負担するといった国民のための政策に使われている

ことが分かった。調べれば調べるほど羨ましくなるような独自のサービスが税

金で行われていた。これなら幸せと感じることに納得である。 

あらためて私は日本の税金に関して考えてみた。どんなことで国民のために

使われているだろうか、それを実感しているだろうか。まっさきに頭に浮かん

だのが私たち学生の使う教材の費用の負担。加えて医療や介護を支えるサービ

ス、老後を支える年金など、たくさんのことに税金は使われている。さらに我

が家のようなひとり親世帯のためのひとり親控除という制度が新しく制定され

たそうだ。そして、全世界に感動を与えた東京オリンピックの開催経費。これ

は税金が負担したものである。「よそはよそ、うちはうち」と言うように、デン

マークにはデンマークの良さが、日本にも日本の良さがしっかりとあるのだ。

日本は最新の世界幸福度ランキングで５６位であった。私たちはもっと税金が

もたらす幸せに気付くべきだと、日本の良さに気づくべきだと思う。 

「日本 税金 高い」 

これは税金について調べようとしたとき、インターネットの検索ワードの予測

欄に出てきたものだ。たしかに私も日本の税金は安くはないと思う。しかし、

私はその税金で支えられている一人であり、今それを払っている大人たちにい

つか恩返しをするのが義務だとも思うのだ。安い方が良いと思っていたが、税

金が最終的に私たち国民の幸せにつながっていることに気付いた今、将来しっ

かりと税金を納めたいと感じている。この夏の義務を果たしたいという気持ち

は生涯忘れないでいたい。 



コロナから学んだ支える税 

川崎市立宮崎中学校３年  望月 姫和 

 

二〇二〇年から新型コロナウイルスが流行し、国から国民へ様々な給付金が

配付され始めました。東京の病院で働く看護師の母も、その対象となり、医療

従事者として慰労金を受け取りました。その時期私は、インターネットで国か

らの給付金が「課税」か「非課税」か、ということが一部で問題視されているこ

とを知りました。 

そこで、母の貰った慰労金について、課税対象になるのか調べてみたところ、

所得税法の「心身又は資産に加えられた障害について支給を受ける相当の見舞

金」に該当し、「非課税」にあたることが分かりました。では、何が課税対象に

なるのか、気になり調べてみると、全国民一律に受け取った特別給付金、子育

て世代、ひとり親世帯への臨時特別給付金などは慰労金と同じく「非課税」、中

小企業や個人事業者に向けた持続化給付金、休業要請協力金、雇用調整助成金

などは「課税」となっていました。一見すると課税が多く、普段から税金を払

っているにも関わらず、給付金にまで税金がかかるのか、と思いましたが、そ

うではありませんでした。もともと所得は課税されるもので、補助金、助成金、

給付金ともに例外的に法律で明記されているものに限り、非課税とされている

そうです。ここで、前記した支援策を見てみると、家計に関わる給付金につい

ては「非課税」で、営業に関わる給付金については「課税」であることがわかり

ます。例外的に法律で明記されているから、医療従事者の見舞金は「非課税」

で、全ての国民が一律に貰えるわけではないから、事業者の支援金は「課税」

であるなど、調べてみて、給付金の課税には理由があることが理解できました。

これらのことから、あまり私たちの生活と結びつけて考えたことがなかったけ

れど法律は、私たちの生活が困窮してしまわぬように出来、私たちの家計は、

「法」に、そして国に、支えられていて、中小企業、個人事業者といった営業者

は、「法」や私たちの払った「税」によって支えられているのだと感じました。 

改めてこの現在のコロナ禍で、国が国民を支え、国民が事業者を支え、経済

が回って国が事業者たちに支えられ、という形が見えた気がしました。普段、

「どうして消費税、住民税、自動車税、と何をするにも税がつくのだろう」と

考え、税のある生活を少し迷惑に感じていましたが、新型コロナウイルスの影

響で仕事が停止、または制限を強いられている事業者の方々などのために、少

しでも使われるのなら、そのための「税」なんだと思いました。まだ厳しい状

況だけれど、一人ひとりの小さな税が回っていけば良いと考え「税」を前向き

に捉えていきたいです。 

 



地球の未来のために 

越前市武生第三中学校１年  鎌谷 野雪 

 

令和元年十月、日本を襲った台風十九号は祖父母が暮らす長野県で甚大な被

害をもたらした。記録的な大雨の影響で千曲川が決壊し、濁流が祖父母の家を

襲った。現在では復旧を終え、祖父母は元の暮らしに戻ったものの、有名な桜

並木や地元名産のリンゴ畑など、美しい風景は見られなくなった。 

近年、「数十年に一度」や「過去に経験のない」、「観測史上最大」といった表

現で、大雨や猛暑などの気象情報を伝えるニュースを耳にする。真夏日や猛暑

日が連日のように続き、台風の大型化や豪雨の増加等により、毎年大きな被害

が出ている。国内だけでなく、世界各地で同様のことが発生している。地球温

暖化は、今や気象に大きな影響を与え、甚大な被害を出すほど深刻なものとな

っている。 

そのような世界的な地球温暖化への対応として、平成二十四年から「地球温

暖化対策のための税」というものが導入されたということを知った。環境省の

ホームページによるとこの税金は、石油・天然ガス・石炭といった全ての化石

燃料の利用に対し、二酸化炭素排出量に応じて課税され、化石燃料の使用を抑

制し、環境への配慮を進めていくために導入された。私たちの家庭の負担額と

しては一か月あたり約百円、年間では千二百円程度になる試算らしい。想像よ

りも個人の負担は少なかったので驚いたが、二酸化炭素の削減効果としては平

成三十年度に関しては三二〇万トン減少し、エネルギー由来の排出全体を〇．

三％引き下げた結果となったそうだ。 

今まで税金というと、社会保障や公共サービスに使用されているイメージが

強く、環境のために税金があるということに驚いた。しかし世界全体で見ると、

地球環境を守るための税金というのは様々な国で導入されているそうだ。例え

ば、スウェーデンではエネルギー税や炭素税だけでなく、大気汚染や二酸化炭

素排出量などの削減を目的とした渋滞税も導入されている。またデンマークで

は、温室効果ガスの削減を目的としたフロン税や、大気汚染や水差汚濁といっ

た環境汚染物質への課税を積極的に行っている。このほかにも各国様々な環境

税が導入されている。日本でも自治体が課税主体となる地方環境税として、森

林環境税・水源税・地方炭素税等が導入されており、地方の特性に合わせた環

境政策が行えるようになっているようだ。 

地球温暖化に伴う気候変動は年々深刻になっている。こうした問題と向き合

い、対策するための一つの手段として、税金があるのではないだろうか。「過去

に経験のないレベルの災害」というニュースを今後聞くことがないよう、そし

て地球の未来を支えるために、税金が担っている役割を心に留め、将来は税の

ことを正しく理解し、きちんと納税することができる大人を目指したい。 



税はみんなの命を守る 

高浜市立高浜中学校３年  鷲森 未夢 

 

「任意接種の子宮頸がんのワクチンを打とうと思うのだけど、どう思う？」 

ある日、母にそう聞かれた。「子宮頸がん？ワクチン？どういうこと？」今まで

聞いたことない言葉に、頭の中がハテナでいっぱいになった。母に「自分でも

少し調べてみて」と言われたので、インターネットで調べてみると、自費で接

種した看護学生の意見が載っていた。「看護学生になるまで、存在を知らず、自

費で接種し、約五万円かかった。だから、公費で接種できるうちに考えてほし

い。」と書かれていた。 

今回、税についての作文を書くとなったとき、真っ先にこの出来事を思い出

した。私は「そういえば、コロナウイルスのワクチンも税金で受けられるな」

と思い、母に 

「私って予防接種、他に何受けた？」 

と聞いた。すると、母子手帳を持ってきてくれた。見てみると、私は子宮頸が

んだけでなく、小さいころに多くのワクチンを税金で受けていることが分かっ

た。例えば、はしか。はしかは、感染力がとても高く、これにかかると免疫が低

下するため、他の病気にもかかりやすくなる。戦前の日本では、一年で一万人

以上の子どもがはしかにより亡くなっていたそうだ。ほかにも日本脳炎。これ

は、致死率が２０パーセントから４０パーセントと高く、回復したとしても、

約半数の人に後遺症が残ってしまう恐ろしい病気だ。挙げていくとキリがない

ぐらいだった。私は、怖くなった。この予防接種が自費であったら、そのうち

のいくつかの接種を見合わせていたかもしれない。そのせいで、防ぐことので

きたはずの病気にかかってしまっていたらと。 

税についての作文があることを初めて知り、去年の受賞作品をいくつか読ん

でみた。その中で、私は税に命を救われて、とても感謝している人がいること

を知った。一般的に、多くの人は、大きな病気にかかったことがなく、「税金が

高くていやだな」と思ってしまっている。実際、私もそう思っていた。けれど

も、病気を治すことだけが命を救うことなのだろうか。病気にかからないよう

にすること。これは、病気を治すこと以上に重要なことで、意味のあることで

はないか。直接的ではなく、気が付きにくいが、まさに命が救われているのだ。 

この作文を書くために調べたり、考えたりして、税は私たちの「日常」を守

っていてくれているのだと感じた。税に対する感情、意見、見え方はそれぞれ

違っていると思う。けれども、これはどんな人だとしても確実に言える。 

私たちは皆、税によって命が守られているのだ。 

 



助け合いの仕組み 

学校法人神戸女学院 神戸女学院中学部３年  宮 雅青 

 

昨年三月に突然始まった休校期間。学校行事の中止や友人と会えない日々に

不満が募った。しかし、良い変化もたくさんあった。暇になった私は、普段は

あまりできない部屋の片付けや読書をしたり、新たな趣味に打ち込むこともで

きた。中でも、社会への関心が高まったことが、一番有意義な変化だった。新

聞やニュース番組を毎日チェックするようになった私は、これまで社会につい

ていかに無知だったか思い知らされた。社会問題や様々な人の価値観に触れ、

新しい知識も増えた。また、自分自身や将来について考え始めるきっかけにも

なった。 

社会について新たに知っていく中で、税金に関する認識も大きく変わった。

これまでは、納税をすることで自分に様々な公共サービスが返ってくるのだな

というくらいにしか考えたことがなかった。しかし、昨年四月に緊急事態宣言

が発令され、娯楽施設や百貨店が軒並み休業した。そして、休業要請を出して

いる政府が、休業した施設へ協力金を支払っていると知った。協力金は国の財

源から支払われるため、税金が使われていることになる。調べてみると、失業

者や生活困窮者の支援、受刑者の生活にも税金が使われていることが分かった。

私は、税金は皆の助け合いの仕組みだということに気付いた。多くの人が一生

懸命働き、定められた額に応じて皆から集められた税金が、年金や医療保険な

どの様々な形となって、巡り巡って日本国民の安全な生活を守っている。この

助け合いの仕組みがあるからこそ、民主主義で競争社会の日本が成り立ってい

るのだと感じた。だから、納税は国民の三大義務の一つなのだと思う。一見、

義務と聞くと、強いられているようなマイナスで固苦しいイメージを持ってし

まう。確かに、世間にはお金を搾取されていると考える人も少なからずいるだ

ろう。しかし、大きな視点で捉えると、そのイメージも変わってくるのではな

いか。例えば、まだ中学生の私が、失業者やお年寄り、立場の弱い方々の生活

を改善したり、直接お手伝いをすることは困難だ。でも、私が昨日買った赤ペ

ンに対する一円の税金もどこかで困っている人の役に立つのかもしれないと考

えるだけで嬉しく思うし、親しみやすく穏和なイメージとなる。 

税金への認識が変わったことで、税金が日常生活にいかに身近なものなのか、

選挙での意思表示がいかに大切なのかといったことも痛感できた。また、市立

図書館で借りた本を今まで以上に大切に使ったり、公園で水が流しっぱなしに

なっていたら止めたりするようにもなった。今思えば、自分に返ってくるとい

う認識はあまりに単純で自己中心的だった。これから、もっともっと社会につ

いて詳しく正しく学び、物事を多面的に捉える力をつけたい。そして、しっか

り働いて納税をして、社会に少しでも貢献できる大人になりたい。 



Ｔａｘ ｉｓ Ｌｉｆｅ 

岩国市立岩国中学校２年  髙田 華 

 

「税とは何だろう。」 

税には色々な種類がありますが、今、中学生の私が一番身近に感じているの

は、消費税です。千円の物を買うために、千百円払います。税金の使い道を知

るまでは、とてもマイナスイメージでした。日本では、私のように税に対して

マイナスイメージを持っている人が多いように感じます。納税は国民の義務で

あり、納める事ばかりに意識が向きがちですが、私達が集めた税金が、どのよ

うに使われているかを知る事も大切です。 

国民の幸福度が高いといわれている、デンマークの消費税は、なんと二十五

パーセントだそうです。デンマークでは、教育費は、幼稚園から大学まで無料、

病院も無料です。日本でも、 

「高い税金を払った分、国民の生活が楽になっている。」 

と実感出来たら良いと思います。 

他にも、世界には、日本にないユニークな税がある事を知りました。肥満が

社会問題になっているアメリカでは、一部の州で、ソーダ税が課せられていま

す。市民をより健康的な飲料水へと誘導することの出来る、理想的な制度のよ

うに考えられているそうです。日本は、アメリカほどソーダによる肥満という

問題は深刻ではない気がしますが、アメリカの取り組みが広がり、成功を収め

ると、いつか日本にも導入される日が来るかもしれないと思いました。他にも、

イギリスでは、車の渋滞が慣性化していたロンドン市内の交通状況の改善と、

公共交通機関の利用促進のために、渋滞税が課せられています。ロンドン市内

の特定のエリア・特定の時間帯に自動車で通行すると課金されるシステムで、

ハイブリットカーや電気自動車などの環境にやさしい車、バイク、バス、タク

シーは免除となります。渋滞税が導入されてから、渋滞は平均三十パーセント

も緩和され、ロンドン交通局は効果があったと発表しています。渋滞が減った

ということは、事故につながるリスクも減ったのではないかと思います。ソー

ダ税も渋滞税も、結局は、国民の健康と安全を考えた、「人々の暮らしを守って

いる税」だと感じました。 

日本でも同じです。私達が納めている税金で、年金や医療などの社会保障費

用、災害対策や道路整備、学校教育など、さまざまなところで、税金が使われ

ています。もしも税金がなかったら、病気や、年を取って働けなくなった時、

自分達の備えだけで生活しなければいけません。「安心な生活」と言えるでしょ

うか。幸福を感じられる生活は、やはり、「安心感」だと私は思います。 

私達の生活（Ｌｉｆｅ）は、税（Ｔａｘ）をただ納めるだけではありません。 

税に支えられて、私達の安心な生活が成り立っている、まさに、 

「Ｔａｘ ｉｓ Ｌｉｆｅ」なのです。 



税金の大切さ 

四国中央市立三島南中学校３年  澤田 叶夢 

 

私は、十年前、幼稚園の時に東日本大震災に遭いました。当時、私は福島県

いわき市に住んでいました。今でも、あの頃の記憶が少し残っています。幼稚

園のバスの中で母の迎えを何時間も不安になりながら待っていたこと、消防車

の不気味なサイレンなどとても怖い気持ちでいっぱいでした。兄は、小学校で

私と母を待っていたのですが、迎えが遅くて「二人とも死んじゃったのかな」

と思っていたそうです。何度も続く地震や津波の影響で誰もが不安と恐怖でい

っぱいの中、消防や警察、自衛隊の方々は、非常時対応部署として私達を助け

てくれました。十万人以上のたくさんの方々が派遣されたそうです。その中の

自衛隊の取り組みとしては、救助活動や食料、水の配達など困っている人のた

めに、命の危険がありながらも、一生懸命頑張ってくれました。国民のヒーロ

ーである自衛隊、警察、消防の方々は、税金で動いてくれています。 

税金で動いてくれているということは、税金がなかったら、とても大変なこ

とになります。災害が起きても、助けに来てくれません。助けられた命があっ

ても、助けられなくなってしまうかもしれません。そう思えば、税金が私達の

生活で欠せないとても重要なものだと実感します。 

警察官にスピード違反で注意されている車の中の人が警察官にむかって、 

「税金どろぼう！」 

などと言う人がいるそうです。これを聞いて、私は、とても腹が立ちました。

国民のことを守ってくれているのに、なんでそんなにひどいことを言うのかと

思いました。確かに、私達のお金で税金を払っており、それで警察が全然、国

民のために動いていないとなると、「税金どろぼう。」と言いたくなるかもしれ

ないけど、日本の警察官は、国民のために色んなことをして下さっているので、

むしろ、感謝すべきだと私は思います。 

税金は、とても大切です。でも、消費税が十％になったりと、税金がどんど

ん高くなっています。誰もが自分のお金がどんどん税金になってしまうのは、

嫌だと思います。でも、これからの日本の未来のために税金はとても大きな一

歩になると思いました。だから、国民みんなで税金を納めることが大事です。

八月に東京オリンピックが開催されました。オリンピックに出場された選手は、

キラキラと誰もが輝いており、私達に勇気と感動をたくさん与えてくれました。

このオリンピックだって、みんなの税金がないと成り立っていません。税金の

おかげでオリンピックが開催されています。オリンピックで日本だけでなく、

世界中の人々が笑顔になったと思います。だから、税金はみんなを笑顔にする

ことができるのです。そのことを忘れずに、私は、未来が明るくなるよう税金

を納めていきたいです。 



 



気持ちよく納税しよう 

福岡教育大学附属福岡中学校１年  八重倉 悠希 

 

税金とは何だろう。小学生の時に日本人に納税の義務があることを習った。

他には直接税、間接税がありその中に所得税・法人税・住民税・・・。たくさん

の種類の税金があると知った。こんなにたくさんの税金を払ったら大変だろう

なと思っていた。 

でも、最近生活保護をもらっている人の話を聞いて税金の悪いイメージがち

ょっと変わった。その人はもう七十歳を過ぎていて持病があるのに一人暮らし

をしていた、旦那さんは何年か前に亡くなり息子さんも交通事故で亡くなった

そうだ。身体も弱くて持病があるそうで働くこともできないと、とても困って

いてよく僕の祖母に相談をしに来ていたらしい。そこで、民生委員という地方

公務員の人の相談にのってもらい生活保護を受けるようになったそうだ。 

生活保護というのは経済的に困っている人に対する日本における公的扶助制

度で、健康で文化的な最低限の生活を保障する制度だ。自立を助長する目的が

あり、簡単に受けられるものではないから様々な要件や手続きがある。そのお

ばあちゃんは生活保護を受けることになり今は感謝しているそうだ。 

税金を納めることで本当に困っている人を助けることができるし、一人では

できないことが大勢の力で成し遂げることができる。僕たちの学校や、公共事

業などに使われているとは知っていたが、生活ができず困っている人を助けて

いるということを初めて知った。税金を納めることが世の中の人々のためにな

るし、いつか自分も助けてもらうかもしれない。 

僕の父は会社を経営しているが、毎年税金を支払う頃になると頭を悩ませて

いた。でも、コロナ禍で国からの雇用調整助成金や感染拡大防止協力金などの

給付金をもらい、会社を継続することや従業員の生活を守ることができている。

僕が税に関する作文を書くと言った時に 

「ちゃんと税金を納めていてよかった。」 

と話してくれた。 

僕はその時、税金のおかげで生活ができていると改めて実感し、国の納税制

度というものが素晴らしいものだと思った。自分が大人になったときは嫌な気

持ちで納税するより、気持ちよく納税をしようと心に決めた。 

 



いつかの恩返しのために 

鹿児島市立黒神中学校１年  田中 璃杏 

 

「入学してくれて、ありがとう。」 

四月に、地域の方々によく言われた言葉だ。先日も、バスを待っていると、

近所のおばあさんに 

「毎日、散歩に来ているけれど、去年は、暗くてねえ。静かで寂しかったけ

ど、今年は明るくなったから嬉しいよ。」 

と言われた。中学校に入学したことで、このように地域の方々から感謝の言葉

を頂けるのには理由がある。 

それは、昨年、生徒がおらず休校となっていた、黒神中学校に入学したから

だ。 

六年生の冬休み、黒神中学校に入学するのか、少し離れた中学校に入学する

のか何日も何日も悩んだ。家族でも何回も話し合いをした。そして、祖父母、

母、兄達の通った学校に行きたいと考えるようになり、黒神中学校に入学する

ことを自分で決めた。 

入学式の日、私一人のために地域の方々が、集まってくれ、盛大に入学式が

行われた。家族はもちろん、地域の方々もとても喜んでくれた。中学校生活も

応援してくれる。 

国税庁のホームページによると、平成三十年度の公立学校の生徒一人あたり

教育負担額は、約百五万二千円になるそうだ。教科書や体育用具などに使われ

ているそうだ。そして、学校の先生の給料にも使われている。 

これまで税金は、食料品や燃料などを購入したときに払うもので、道路など

みんなが使うものに使われると考えていた。中学生一人に、こんなにも使われ

ていたことに驚いた。 

また、税金は、物を買ったときに支払う消費税だけでなく、給料には所得税、

土地には固定資産税など、多くの種類の税があることを知った。日本全国から

集められた税金が、学校に使われている。 

今、私は税金を納めていない。それなのに私たち中学生に多くの税金が使わ

れている。親や地域の方々など、多くの大人に助けられて、今の学校生活があ

るのだと思うと、感謝するのは私の方だと思った。見えない所でもたくさん助

けられていた。 

黒神中学校では、生徒会活動の一つに、朝の埋没鳥居清掃がある。地域の方々

も参加していて、七十年以上続いているものだ。桜島特産の椿油を作るときも、

いつも地域の方々が手伝いに来てくださる。私が不自由なく学校生活を送るた

めに多くの人の協力や税金が使われている。私は日々感謝の気持ちを忘れず、

納税してくれた人たちに、応援してもらえるように中学校生活を楽しみたい。 

将来、自分が税金を納められる時が来たら、これまで地域の方々に、私がも

らった以上の幸せが訪れるように恩返しがしたい。しっかりと税を納め、過去

と未来を感謝と希望でつなぐ税のリレーに参加したい。そのために私は、感謝

の気持ちを忘れず中学校三年間を楽しく笑いのたえない、充実した生活を送り、

恩返しをしたい。 



税への誤解をなくす為に 

伊江村立伊江中学校３年  大城 琵那 

 

「早く大人になった方が良いよ。大人は楽しいよ。」 

これは私の母の口ぐせだ。でも私は毎回こう答える。 

「えー、大人になったら税を多く払わないといけないさー。だからいやだ。」 

でも、その度に母は、税があることへのありがたみを細かく話してくれた。

私は、その話を右から左へと流しただけで、心に一音も響かなかった。でも、

あるできごとがきっかけで、私の税に対する思いが百八十度変わった。 

両親は、葉たばこ農家をしている。葉たばこ農家は土日の休みがなく、忙し

い時期になると、帰宅する時間も遅い生活が続く。私はなぜそんなきつい仕事

を続けられているのかがとても気になり、父に尋ねた。 

「なんでこんなきつい仕事を続けてられるの？やめたいと思ったことはない

の？」 

すると、父からは予想外の言葉が返ってきた。 

「ひな、たばこ税って知っているだろ、実はたばこ税は、税の種類の中でも、

国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の４種類もの税金が含まれ

ているんだ。だから日本で、最も税負担率が重い商品になっているんだよ。」 

私は更に疑問が増えた。父は続けて話した。 

「けどな、ひな、その税は、一般財源に充てられ、日常生活の基盤の整備や公

共のサービスの質を向上させるために利用されているんだよ。こんなに人の役

に立てている仕事ないだろ？だからお父さんはこの仕事に誇りをもっているん

だよ。」 

私はこの言葉を聞いた瞬間、税に対する誤解が解けた。 

これまで、苦しい仕事はいやだ。働く事が、独立する事がいやだった。けど、

父のように直接じゃなくても人の役に立ってくれている人達がいるからこそ、

私達の今の裕福な生活が成り立っている。 

「大人になることは嫌か？なりたくないか？」 

と言われると私はこう答える。 

「いや、なりたい。世界中の人達のために頑張りたい。」 

税を払うことに不利に感じていた。そもそも税というものを誤解していた。

しかし今の私は、税を払うことへの素晴らしさを知っている。いつか父のよう

に誇りを持てる仕事に、全力をそそげるようにこれからも頑張っていく。 

 

 



税のおかげの「あたりまえ」 

恵庭市立恵庭中学校 3 年  髙山 美心 

 

「命の水、だけど命がけの水。」 

これはある CM の言葉だ。この言葉がずっと心に残っている。この CM は、南

アメリカの少女が水をくむために危険な道を何往復も歩く。しかし、手に入れ

た水は死んでしまうかもしれない危険な水だという内容だ。命をつなぐために

必要な水、しかしその水を飲むことにより死んでしまうかもしれない。あたり

前にきれいな水を飲んでいる私たちには想像できない恐怖だと思う。 

私は、この CM を見て世界の水衛生について調べてみた。そこでとても驚いた。

世界では安全な水を手に入れられない人が約六億人いて、そのうち約一億四千

万人が川や用水路の未処理の地表水を使用していたことが分かったのだ。しか

も、その水が原因で毎日約八百人もの子どもが命を落としていることも分かっ

たのだ。アフリカでは、水道どころか井戸も設置されていない地域もある。で

は、日本はどうだろうか。 

日本では、あたりまえのように毎日安全できれいな水を使用することができ

る。なぜだろう。調べてみると、その理由の一つに税金があった。日本の水道

の整備に税金が使われていたのだ。私は、このことを調べる前までは、税金が

どのように使われているのか知らなかった。なので、こんなに身近な水道に使

われていると知って、驚いた。アフリカには税金の制度が整っておらず、税金

を集めることができない。なので、公共政策を充実させることができず、悲劇

が毎日のように起こってしまうのだと思う。私たちが毎日、おいしい水を飲み、

トイレを水で流せることができるのも税金のおかげだ。しかし、私たちはこの

貴重な水を、「なくなることはない」と思って、無駄使いをたくさんしている。

税金のおかげで、水道は成り立っているのに。もし、この無駄使いの水を溜め

て、アフリカの人々に持っていったら、どんなに喜ばれるだろうか。私は、水

は「税金のためで使えて、その水に困っている人もいる。」と考えて、大切に使

うべきだと思う。 

日本では、その他様々なことにも税金が使われている。あたりまえに水を使

用できるように、あたりまえに教育を受けたり、公園を使用したりしている。

でも、「税金のおかげだ。」と考えることはあまりない。これらの「あたりまえ」

は税金の上で成り立っていて、この「あたりまえ」ができない人々も世界にた

くさんいる。だからこそ、私たちは税金に感謝し、この税金で成り立っている

ものを大切に使うべきだと思う。 



税金という約束 

仙北市立角館中学校 3 年  畠山 桜叶羽 

 

私たち国民が払う税金。それは手元に、お金として戻ってくることはありま

せん。多くは私たちの生活をよりよくするために、国の計画のもとに使われま

す。しかし、私は今まで、どうして納税が義務になっているのか疑問に思って

いました。「税がなくても、暮らしが不便になることはないだろうに、なぜ義務

なのだろう。」そこで調べたところ、ある偉人が出てきました。「学問のすすめ」

を書いた福沢諭吉です。 

福沢諭吉はその中で「政府は人々の生活や安全を守る。しかし、それを行う

ために必要な費用がないので、税金としてみんなに負担してもらう。これは政

府と国民双方が一致した約束である。」と著しています。税金は、国と私たちの

約束であるという意味です。つまり、国と私たちの信頼関係を築いているのも

税金である、ということだと思います。そしてこの約束は、私たちが生まれる

前から続く歴史であり、私たちがつないでいくべき未来でもあります。私たち

はこの約束をずっと受け継いでいかなければならない立場にいるのです。私は、

もっと若い世代がそのような意識をして過ごすことが大事だと思います。 

おととしの十二月、新型コロナウイルスが発見され、マスク、手洗い、消毒

など、感染対策をしっかりとって過ごす日々が始まりました。そんな時、安倍

首相や政府が行った政策を、覚えているでしょうか。マスク不足や価格の高騰

に対応し、政府は布製のマスクを配給しました。どのようなものだったかとい

うと、マスク不足やマスクを買うことができずに困っている人のために、政府

が四百六十六億円を使用して配給したものです。しかし、「サイズが小さすぎて

使えない。」「耳までひもが届かず、使えない。」といった声が相次ぐこととなり

ました。 

この四百六十六億円という額はどこから出ているのか。それは私たちです。

私たちが払った税金で、私たちにマスクが配布されました。しかし中には「こ

んなにお金を使うなんて、税金のムダだ。」という考えの人もいるようです。私

も今までそのように思うことがありましたが、税について知って、それは間違

っていると思いました。なぜなら、私たちが税金を納め、そのお金で国民のた

めに政府が政策を行うのは、私たちと国の「約束」だからです。私たちが税を

払い、国は私たちにマスクを配布する、という国民のための政策を行うことで、

ちゃんと「約束」が成り立っています。それを簡単に「税金のムダ使い」なんて

言ってはいけないと思います。 

今まで続いてきた、これからも続いていくべき「約束」。これを守っていくの

は、私たちです。前の世代から受け継ぎ、次の世代へつながなければいけませ

ん。今後の日本のためにも、私はもっと税について知らなければいけないと思

っています。そして、社会に貢献できる生き方をしていきたいです。 



祖父の命を救った社会と税 

北本市立宮内中学校 3 年  小森 巧也 

 

私は初めて、人の命が社会と税に支えられていることを実感しました。私の

祖父は、秩父で林業の仕事をしています。今年の四月、祖父はいつもどおり山

へ行き、一人で伐採作業を行っていました。ところが、突然頭上から大きな石

が落ちてきて、祖父を直撃しました。祖父は頭部に大量の出血を伴う大きな切

り傷を負った上、斜面を転落し首の骨と背骨を折る大けがを負いました。 

事故の後、祖父は携帯電話で祖母に事故にあったことを連絡しました。祖母

は現場に急行し、祖父を小鹿野町の町立病院に搬送しました。しかし、町立病

院では手に負えないということで、祖父は救急車で東に約八十キロ離れた川越

市の病院に搬送されました。 

祖父が川越市の病院に搬送されたのは夜の七時頃でしたが、既に連絡を受け

ていた病院は祖父のために体制を整え、搬送次第速やかに応急手当をし、祖父

はそのまま集中治療室に入院となりました。その後祖父は大きな手術を受けた

後、二か月後に秩父市の別の病院に転院しました。秩父市の病院ではリハビリ

を行い、八月下旬にようやく退院することができました。 

今回の事故で祖父の命が救われたことを通じ、私は次の三つのことについて

考えました。 

一つ目は、完璧な医療体制です。町立病院は、祖父のけがの状態を正確に判

断してくれました。救急隊は、遠く離れた川越市の病院まで無事に搬送してく

れました。川越市の病院は、重傷を負った祖父の応急措置を行った後、骨を固

定する大きな手術を行ってくれました。秩父市の病院は、祖父にリハビリを通

して、退院ができるまでに寄り添ってくれました。祖父の命を救うため、三つ

の病院と救急隊がそれぞれの役割を果たす体制が整っていたことと、その役割

を十分に発揮してくれたことに、大きな安心感を持ちました。 

二つ目は、高度な医療やリハビリを受けることができる社会保障のありがた

さです。年金で生活している高齢者が、負担を心配することなく高度な医療を

受けられることは、とても幸せなことだと感じました。 

三つ目は、インフラ整備の大切さです。携帯電話がつながったこと、山間部

から市街地に通じる道が拡幅されていたこと、秩父から川越までの約八十キロ

の間、西関東連絡道路と関越自動車道が整備され、交通渋滞もなくスムーズに

搬送できたことは幸運でした。いつも使う道路などのインフラのありがたさを、

このときほど感じたことはありません。 

さらに、このようにいざというときの安心、安全な生活を社会全体で支える

ことができるのも、全ては税によって成り立っているということが改めて分か

りました。祖父の命を救ってくれたこの社会を私たちが守っていくため、これ

からも税の大切さを考えながら生活していきたいと思います。 



変わらない生活ができることの有難さ 

山梨大学教育学部附属中学校 1 年  大野 ひなた 

 

私には七十歳を超えているのにまだまだ元気で働いている健康な祖母がいる。

コロナ禍の中、泣く泣く廃業したり、閉店間際でやっているというニュースを

耳にする。緊急事態宣言下の地域では、時短営業や休業要請で、これ以上営業

を続けられないという店主の声も毎日のように報道されている。私の町、小淵

沢は避暑地で有名で、夏の観光客を相手にした商売をしている友達の家がたく

さんある。お店を開けなければお客さんは来ない、来なければ収入にはならな

いなど、私の心配は尽きない。 

祖母の勤務先も事業を縮小してやっているようで、祖母は出勤せずにいる。

つまり、仕事がないのだ。外交的な性格で人に接するのが好きな祖母に仕事が

ないなんて、すぐに年をとってしまうのではないか、と心配していた。働く時

間も給与もそんなに多いわけではないが、外で働く時間は祖母の楽しみで、そ

の給与で孫に何か買ってあげるのを生きがいにしているからだ。そんな仕事の

ない生活を始めて一年、先の見えないコロナ禍の話をしていて、祖母の勤務先

に給付されている緊急雇用助成金について知った。祖母は実質、勤務をしてい

ないが、勤務時と同額の給与を変わらず受け取り、祖母の勤務先はその給与を

国から助成金として受け取っているということを知った。コロナ禍の雇用を維

持するための助成金で、全国でおよそ二百二十万件支給され、金額も二兆円を

超えたということも知った。多くの件数と金額にはもちろん驚いたが、それは

雇用がない人の多さだということが分かった。また、国はそれだけ多くの人を

雇用という面で支えているんだと知った。祖母もその恩恵を受けている人の一

人で、今も変わらず生き生きと生活できているのはそのお陰なのだ。給与だけ

の問題ではない。この制度は雇用を維持するという目的があり、祖母は仕事を

失わないという保障もあるのだ。いつでも仕事を開始できるという思いが、祖

母の健康を、生き生きと生活する姿を支えてくれている。私は中学一年生で私

は払う税金は消費税以外にない。しかし、税金の恩恵はたくさん受けている。

国からは、一人十万円の給付金・マスク不足の時期に使いまわせるマスクの支

給、市からは、地域で使える一人三万円分の商品券支給・倍額の額面の商品券

などたくさんある。先月には十三歳の私にもワクチン接種予約券が届いた。そ

れらはすべて税金から出されている。 

今、不自由な生活をしなければならないこともあるけれど、それでも変わら

ない生活ができているのは税金のお陰なのだと思う。私が働くようになったら、

国民のために使われる税金を進んで納められる大人になりたい。そして、その

税金をみんなが豊かに健康的で安心して生活できるように使ってほしいと思う。 

 



誰かと繋がること 

府中市立府中第四中学校 3 年  ケン アマラルナ 

 

インドネシアの首都、ジャカルタを走る地下鉄。二〇一九年に開業したばか

りのこの事業は、人々の足となっている。 

ある時、父が母国のインドネシアに日本の電車が走ることを話してくれた。

正式には、ジャカルタ都市高速鉄道（MRT）という事業だ。深刻な交通渋滞や環

境を改善を目的とし、日本の円借款によって工事が始まった。ジャカルタを南

北に走り、まだ距離は短いが、延長するフェーズ 2 の計画も出ている。 

実際に乗ったことがある私の先生は、快適に利用できたそうだ。駅に入ると、

まずそのきれいさに驚かされる。走る電車も、座席がプラスチック製であるこ

と以外に日本で乗るものと大きく変わらない。時間も予定通り。最後に、接客

の仕方や礼儀などの面でも日本の方々が見てくれたそうだよ、と教えてくれた。 

私はまだ乗ったことはないが、父や先生の話を聞いて、写真も見てみると、

本当に驚いた。ずっと日本に住んでいるが、インドネシアは両親と私の母国だ。

大好きな日本の技術が海を超えて誰かのために役立っていると知ることはとて

も嬉しい。 

さらに調べていくと、この事業は政府開発援助の一環だと知った。それまで

聞いたことはあっても、実際にどこで何が行われているかは知らなかった。税

金を使った外国への援助、協力はこんなにも身近なところにあったのだ。 

税金の使い道は、国民だけ、日本の中だけではない。一部は、経済協力費と

して使われている。開発途上国の経済援助として公共事業に当てたり、医療を

支援したりする。そう考えると、税金は私たちといろんな国との架け橋になっ

ている。一人一人では到底できなくても、税金という形でなら少しは関係する

ことができる。互いの名前も顔も知らなくても、私たちが誰かと繋がっている

ように、税金も人を支え、助け、救う大切な繋がりだ。 

外務省のウェブサイトを見ると、本当にたくさんの国で政府開発援助が行わ

れている。今までに一体どれだけの人と繋がり、力になることができたのだろ

う。分からないけれど、繋がりは確かにあるはずだ。 

度々ニュースなどに出てきて、ネガティブな面が印象に残ってしまうのは少

し悲しい。もちろん状況や事情を知ることは大切だ。しかし、ジャカルタの地

下鉄などの取り組みは、必ず誰かの役に立っている。国を挙げての力になろう

とする心に、もっと誇りをもってもいいのではないだろうか。 

このパンデミックが収まったら、私は祖母や親戚に会いにインドネシアに行

きたい。その時には MRT にも乗りたいと思う。税金で繋がった世界の輪を感じ

ながら。 

 



誇りを胸に今日も買い物へ 

金沢市立高尾台中学校 3 年  多智 有彩 

 

顔も名前も知らないヒーローたちに助けられ、私は今、ここにいる。 

一〇一二グラム、牛乳パック一つ分より軽い。これが私の生まれた時の体重

だ。NICU で高度な医療を受け、なんとか生き延びた。当然、とてつもない金額

の医療費がかかった。だが、全額払ったわけではない。それは、保険会社から

の支払いがあったからだと思い込んでいた。しかし、それだけではなかった。

この作文を書くにあたり税金について調べていくと、実は税金からの支援も大

きかったと初めて知った。まさか自分が生まれた時から税金にお世話になって

いたとは思いもしなかった。税金といえば、消費税や所得税などお金を取られ

ているイメージが正直強かったが、見方が変わり始めていた。 

そんな時、西日本では連日大雨が降り続き、家が浸水してしまったり、田ん

ぼが川のようになったりしていた。自衛隊員が腰まで水に浸かりながらも、被

災者を救助しようと懸命に活動している姿をテレビで見た。救出された方には

安堵の表情がうかがえた。おそらく、濁流によって身動きがとれずとても辛い

時間を過ごしていた中、自衛隊員の姿が見え、生きる希望を持てたからだろう。

救出された方の気持ちに思いを巡らせていた時、突然私に雷に打たれたような

衝撃が走った。命と税金は直結していると感じたからだ。実際に助けに行くの

は自衛隊だが、それは税金からなる組織だ。つまり、税金が人々を守っている

といっても良いだろう。助けてほしいと心から思った時、税金が救ってくれる。

医療費や消防、救急、警察もそうだ。税金が平和な社会へと導いているのだ。

命はお金では買えない。けれども、税金で救うことはできる。税金が、金額以

上の役割を担い、より価値があるものに感じられ、思わず感嘆の声をあげた。

これが、私の中で税金に対する見方が完全に変わった瞬間だった。 

私の中で何かが輝き出した。それは税金に携われているという誇りだった。

税金はまるでパズルのようだ。小さな一つのピースだけでは何もできないが、

国民から多くのピースが集まることで、計り知れない大きさの絵が完成する。

莫大なエネルギーを感じた。いざという時にその力を発揮するのだ。そんな偉

大なものに支えられているのはとても心強く、ありがたい。そう思うと同時に、

うれしさも感じた。私も社会の一員として消費税という形でお店を通して関わ

れている。私が払ったお金も世の中を支える一部になっていると気づいたのだ。 

これからは、取られているとは思わない。誇らしさを感じながら税を納めて

いく。税を納める全ての人が、誰かを支え、助けるヒーローなのだ。誰もがヒ

ーローに救われ、そして、誰もがヒーローになれる。 

税と共にある社会は、どんな物語よりも素敵だ――。 



私だから実感できたこと 

名古屋市立天白中学校 3 年  本間 悠月 

 

ヘルプマーク。みなさんは知っていますか。私は起立性調節障害という病気

を抱えています。この病気はめまい、立ちくらみ、倦怠感、朝起きられない、夜

寝つけないなどの症状が見られ、思春期の子供に発症しやすい病気です。そん

な病気を抱えている私が周りの人に見えるようにリュックに下げて持ち歩いて

いるのがヘルプマークです。ヘルプマークは義足や人工関節を使用している患

者、内部障害や難病などの患者が援助を得やすくなるようにつけているもので

す。私がヘルプマークをつけ始めたきっかけは長時間立つことができず、学校

に行くことに不安があったからです。ですが、ヘルプマークのおかげで周りの

人が理解し、助けてくれるという安心感で学校に行くことができています。 

そんなヘルプマーク、税金によって作られています。私がそれを知ったきっ

かけはこの税についての作文です。この作文を書くまで税金はどのような時に

払い、使われているか全くと言っていいほど知りませんでした。そして、税金

について良いイメージを持っていませんでした。例えば、働いて得たお金で税

金を払わないといけないのはなぜだろう。と思っていました。ですが、私は税

金に支えられて生活できているんだと身に染みて感じることができました。そ

れは私だけでなく、家族や友人、先生や近所の人もです。学校で教科書を使っ

て授業を受けられること、子供やお年寄りの医療費の負担、整備された道で安

全に登下校、通勤ができることなど私たちが安心して暮らしやすくするために

税金は使われているのです。みなさんの中にも、税金に対して良いイメージを

持っていない人もいるかもしれません。しかし、そんな人も、国民の一人、税

を払う一人、いつか払う一人として税金が自分たちを支えてくれていることを

知り、税金を払うことは義務というより、社会貢献できるものだと思うことが

大切だと思います。 

私はこの作文を通して、税金について知ることができただけでなく、二つの

意志を持ちました。一つ目は税を納めてくださっている全ての人に感謝を忘れ

ないことです。二つ目は税を納める立場になったときにこの作文を通して感じ

たことを忘れず、快く納められる人になることです。 

そして、税金に助けられたことがある私だからこそ、私が納めた税で誰かの

生活や命を助けることができると実感しました。それで働くということは社会

に貢献できるだけでなく、税金を払うことでも貢献できるので、将来働くこと

がすごく楽しみになりました。 

 



いつか小さな力に 

学校法人安田学園 安田女子中学校 2 年  宮地 小百合 

 

私は小学生の時、租税教室という授業で初めて税金について知りました。そ

して中学生になり、ニュースなどで税金が最も多く使われているのが社会保障

だということも知りました。社会保障の中には医療・年金・介護・福祉に関す

る費用があります。その中でも、福祉に関して気になったので調べてみました。 

私の兄は、自閉症スペクトラムという障害があり、小学校・中学校は特別支

援学級で学び、現在は特別支援学校の高等部に在籍しています。 

幼いころから家族と出かけた時などは、障害者手帳を見せると動物園や植物

園で兄が無料で入場できているのを見ていたので、私は福祉サービスがとても

身近なものに感じていました。また、兄は放課後等デイサービスをよく利用し

ていました。 

放課後等デイサービスとは、平成二十四年四月に児童福祉法に位置づけられ

た支援です。六才から一八才までの、就学している障害児が利用でき、授業の

終了後又は休業日に、個人の状況に応じた発達支援を行ったり、保護者支援を

行うサービスです。兄が利用している放課後等デイサービスは、何人かで遊び

やゲームを通して学んだり、英語や料理を学んだり、プールに行ったり、休日

は遠方に出かけて様々な体験をしています。私も実際に、兄の様子を見学しに

行ったことがありますが、兄がイキイキと楽しそうに過ごしている姿が印象的

でした。 

気になったのは、これだけの充実した内容のデイサービスに対して、支払う

利用料はどれくらいかかるのかということです。両親に聞くと、放課後デイサ

ービスの料金は、受給者証があれば九割が自治体の負担となり、一割が自己負

担となります。さらに世帯の所得に応じて上限額があるので、たとえば世帯所

得が九百万円までの家庭なら、たくさん利用しても一ヶ月の利用料は四千六百

円になるそうです。私は多くの利用料金を税金によって負担してもらっている

ことを知り、驚きました。またこの制度を利用しながら、かけがえのない経験

をして成長した兄をみてこの制度に深い感謝の気持ちがわきました。 

兄は特別支援学校の職業コースに在籍しており、卒業後は一般企業の障害者

枠で働くことを目標にしています。もし就職できたら、今度は兄が税金を払う

立場になります。今まで税金による福祉サービスのおかげで豊かな生活を過ご

していた兄が、次はだれかの生活が豊かになるための小さな力になるのだと思

うと、私はとてもうれしい気持ちでいっぱいです。 

 



未来への貯金 

松山市立拓南中学校 3 年  篠原 彩緒 

 

「私たちの税金を使っているんだから、しっかりがんばってよ。」 

塾の面談の時、先生に言われた一言だった。私は、月一回程度、長野県での合

宿に参加し、スケルトンに取り組んでいる。先生の一言で私は、合宿などへの

補助金が税金なのか気になった。 

私は、J-スタープロジェクトで選ばれ、スケルトンという競技に出逢った。

J-スタープロジェクトは、将来オリンピック・パラリンピックなどの国際競技

大会に出場してみたい若いアスリートや障がい者の夢を応援し、世界で輝く未

来のトップアスリートを発掘するプロジェクトだ。 

「日本スポーツ振興センターからの委託事業であり、委託金をいただいて事業

を行っている。収支に関してのチェックがものすごく細かく、報告書は、スポ

ーツ庁まで行く。」 

と、日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の方に教えていただいた。

今年行われている東京オリンピック・パラリンピックでも、このプロジェクト

によって夢を叶えた人もいるそうだ。東京オリンピック・パラリンピックは、

見ている私にも感動を与え、夢や希望、いろいろなことを考えさせられた。そ

して、夢を叶えるためにも税金が役立っていることに初めて気づかされた。こ

れまで、私にとって税金は、取られるものでしかなかった。飲食にも消費税が

かかり、国民に納税の義務があることは大変で、損をしているような気さえし

ていた。 

改めて、私たちの暮らしと税金を調べると様々な関わりがあることが分かっ

た。教科書の無償など、私たち中学生一人当たりの年間教育費負担額が、約百

四万円もかかっていることに驚きであった。税金の助けがあるからこそ、誰も

が中学校に通え、学ぶことができるのだと思う。私は、この夏休み中、歯医者

に通ったが、医療費は無料だった。こういった医療面でも、税金が私たちの暮

らしを支えてくれている。特に、新型コロナウイルス感染症の拡大により私た

ちの生活は、おびやかされている。ワクチン接種費用、医療器具や医療従事者

を支える費用など、新型コロナウイルス対策のためにも税金が大きな役割を果

たしているのだと思う。 

税金は、私たちが豊かで安心した暮らしができるようにと支えてくれている。

私がスケルトンに取り組めるのも誰かの納めた税金のおかげである。普通に勉

強できることも、病院に通えることも、あたり前だと思っていたことの多くは、

税金にお世話になっている。心から感謝し、今も精一杯生きていきたい。そし

て、いつか私が社会人になったとき、私も支える側の一人としてがんばりたい。

全ての人が、あたり前に幸せな毎日が送れるような社会であって欲しいと願っ

ている。 



太陽の昇るところで使用される税金 

北九州市立守恒中学校 3 年  平島 思実 

 

私は、小学 5 年生から中学入学前までの約 1 年半、東ティモールで過ごしま

した。この国は岩手県くらいの広さがあり、西にはインドネシアのバリ島、南

にはオーストラリアのダーウィンが位置しています。人口は約 130 万人。大航

海時代にポルトガルの植民地になり、1975 年にインドネシアに侵略された長く

暗い歴史を持っています。2002 年に国連の支援によりインドネシアから独立し

ました。現在、政治は安定していますが、未だアジア最貧国のひとつに数えら

れる発展途上国です。 

私が住んでいたアパートの近くには、ディリ港がありました。フェリーの入

出港前後は、人と荷物を載せた車で通りは大混雑していました。小さな首都の

ディリから郊外に出ると殆どの道路は未整備のため、フェリーは地方へ移動す

るための重要な交通手段です。 

ある時、港の近くで「飛鳥建設」と書かれた旗を見つけました。その横には、

東ティモールと日本の国旗が描かれた看板があり、とても驚きました。車から

はよく見えなかったので、人通りが少ない時間にもう一度行って読み返すと、

日本の建設会社が「ディリ港フェリー・ターミナル移設計画」の工事を行って

いると書かれていました。父に聞くと、日本政府の開発援助（無償資金協力事

業）で、乗客専用のフェリー・ターミナルを作っている途中であること、ディ

リ港は世界でも稀な「人と貨物が混在する」危険な港であること、完成すると

東ティモールの人々の安全が守られることを聞きました。その時まで私は税金

が途上国の人々の生活に役立っていると考えたことがありませんでした。 

無償資金協力は、途上国の中でも所得水準の低い国の経済や生活水準を向上

させるために未整備の道路や橋などを建設する他、水の供給施設や学校・病院

などを整備するために資金を供与しています。 

この港の整備工場の他、空港近くのコモロ川に新しい橋を架ける工事も無償

資金協力によって行われていました。この橋は私が東ティモールに住んでいる

時に完成し、竣工式には日本の外務大臣が出席されました。実際に行ってみる

と、日本の橋がそのまま東ティモールに出現していました。雨季に川が増水し

ても安全に通行できるように設計されていると聞き、日本の技術力に感心しま

した。 

「東ティモール」の国名は、現地語で「太陽の昇るところ」という意味です。

これに由来し、橋は「日の出橋」と命名されました。東ティモールと日本の絆

が長く続けばいいなと思っています。 

税金が途上国の経済発展のために使われ、その一部が東ティモールの人々の

生活を支え、役立っているところを私は実際に見ることができました。国内だ

けでなく、国際社会を豊かにするために途上国を中心に税金が使われているこ

とを多くの人に知って欲しいと考えました。 



私の知らない間に支えてくれていた税金 

菊池市立旭志中学校 2 年  坂本 琉香 

 

六年生の時に租税教室があり、町の整備や災害対策、教科書無償など色々な

所で税金が使われていると学びました。しかし、実際に税に関する作文を書く

となると、何も思い浮かばず母に聞いてみました。 

「ねぇ？税金で助かっている事って何かある？」 

との私の質問に母からは思いもよらない言葉が返ってきました。その言葉は、 

「助かっている事だらけよ。」 

だったのです。 

「まず一番最近では家の前の道路が陥没したでしょう？すぐ補修された。あれ

も税金だよ。」 

と言われてびっくりしました。本当に身近な所に使われていると実感したから

です。 

この他にも母は、熊本地震で祖父母宅の納屋が半壊し、解体した時の費用や、

私達子供が病院を受診した時の窓口負担がない事、年に三回支払われる児童手

当がある事、祖父が脳卒中で倒れた時、高額医療制度で支払った医療費が一部

返ってきてすごく助かった事などを話してくれました。 

「本当に助かっている事だらけだね…。」 

と、私が言うと、母は 

「特に一番助かったと思うのは児童扶養手当よ…。」 

と話し始めました。「児童扶養手当」とはひとり親家庭の生活の安定と自立を助

けるために支給されるお金です。母は私が 2 才の時に離婚し、母子家庭で私を

育てていました。 

「あのお金があったから生活ができたといっても間違いじゃないよ。」 

と話す母の顔は昔を思い出したのか少し暗い顔をしていました。何気なく聞い

た税金の事で、私の今までの生活をこんなにも税金が支えてくれていたんだと

知り、これからもっと税金について知っていきたい。と強く思いました。また、

母はこうも話してくれました。 

「離婚ができて母子家庭になった事で児童扶養手当をもらえて、社会的に守ら

れた気がしたけれど、離婚をしてもらえず、別居していた時期は手当てももら

えず、保育園も預ける事ができず、仕事もしなければならなかったから本当に

辛かった。「今」を生きるのが精一杯で、どこに相談して良いか分からず、毎日

泣いていたよ。今はもっと相談しやすくなって支援が届くようになってきてい

るから良かったよ。」 

と。 

これから今までにはなかった支援が必要になってくる人が増えてくると思い

ます。私達家族が助けられたように、本当に支援が必要な人にきちんとお金が

支給されるように、私が大人になったら、きちんと税金を納めようと思いまし

た。 



未来につなぐ税金 

那覇市立那覇中学校 3 年  宮里 紗有 

 

綺麗な青い海、白い砂浜、赤いハイビスカス。私は自然豊かな暖かい沖縄で

育った。しかし、沖縄の自然にも危機が迫っている。 

中学校三年生になり、学校で税金について教わる機会があった。それまでは

税金にマイナスなイメージを持っていたが、税金が道路や学校、年金や医療な

どの社会保障、災害が起こったときの支援など様々な場面で役立っていて、い

つもお世話になっていることがわかった。さらに、コロナで影響を受け、困窮

している労働者等のための給付金なども税金による支援だったことを知った。

また、私が小学生のとき、遊具から落ち、頭を縫うような怪我をしたことがあ

る。そのときにも税金に助けられ、無事に治療を受けることができた。いろい

ろな経験から、税金のありがたさに気づくと同時に、税金の他の使い道につい

て考えるようになった。例えば、埋め立てなどに使われている税金の一部をSDGs

や自然保護に活用できたらどうだろう。 

沖縄には、ジュゴンやサンゴなどの珍しい生物が住んでいる美しい海がある。

また、世界自然遺産に登録されることが決定しているやんばるの森がある。し

かし、やんばるの森には未だに米軍廃棄物が残されているのが現実で、小さな

問題となっている。「海を埋め立てると生物の命が危ないのでは？」「やんばる

の森の自然や動物たちは安全なのか？」私はたくさんの疑問に不安な気持ちで

いっぱいになった。しかし、日本には環境保護の活動に使用される環境税とい

うものがある。例えば、二酸化炭素の排出量に対して税金が課される「地球温

暖化対策税」や、これから全国的に導入される、森林整備等に使われるための

「森林環境税」などがある。沖縄のサンゴ礁を「地球温暖化対策税」によって

保護しようという提案も出ているそうだ。また、自然保護に活用される納税方

法の一つとして観光客から「入島料」を収受する島もある。このような、自然

環境を守り、持続可能な社会のために使われる税金が増えてきている。私は税

金の重要さに改めて気づき、税金により自然を守れることに嬉しくなった。そ

して、このような税金がさらに増え、沖縄の自然を守り、さらに美しい島にし

てほしいと思った。 

いろいろな税金の使い道について知ったことで、払わないといけないから払

うのではなく、税金によって生活が豊かになっていることを意識し、感謝して

税金を納めたいと思うようになった。今は納税への関わりは少ないが、これか

ら就職、独立して所得税や住民税などを自分で納める立場になったとき、税金

が何に使われているのかをしっかり理解して納めることができることに嬉しく

思う。自分が納めた税金が自然保護や、社会に役立つということはとても素晴

らしく、光栄なことだ。私は自然豊かな美しい沖縄が大好きだ。これからの沖

縄、日本の可能性に期待し、私も成長していこうと思う。 
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