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[要点] 

(1) 税金には，国税と地方税がある。税の負担者と納入者が同じ税を直接税
ちょくせつぜい

，税の負

担者と納入者が違う税を間接税
かんせつぜい

という。所得税
しょとくぜい

や企業の利益にかかる法人税
ほうじんぜい

は，

国税の直接税である。消費税
しょうひぜい

は間接税である。所得が多くなるにつれて税率も高

くなる課税の方法を累進
るいしん

課税
か ぜ い

といい，所得税と相続税
そうぞくぜい

ではこの課税方法がとられ

ている。 

(2) 税収の不足を補うために発行されるのが公債
こうさい

で，国の公債は国債
こくさい

，地方公共団体

の公債は地方債
ち ほ う さ い

である。わが国が国債の大量発行時代を迎えるにいたったきっか

けは昭和48年の石油危機である。 
 
[要点確認] 

(1) 税金には，国税と(   )税がある。税の負担者と納入者が同じ税を直接税
ちょくせつぜい

，税

の負担者と納入者が違う税を(   )税という。所得税
しょとくぜい

や企業の利益にかかる

法人税
ほうじんぜい

は，(   )税の(   )税である。消費税
しょうひぜい

は(   )税である。所得が多

くなるにつれて税率も高くなる課税の方法を(   )といい，所得税と相続税
そうぞくぜい

で

はこの課税方法がとられている。 
(2) 税収の不足を補うために発行されるのが(   )で，国の公債は(   )，地方公

共団体の公債は(   )である。わが国が国債の大量発行時代を迎えるにいたっ

たきっかけは昭和48年の石油危機である。 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国の一年間の収入を( ① )，支出を( ② )という。国がさまざまな収入を得て

さまざまな分野に支出する活動を( ③ )という。 
(2) 政府のおもな収入は何か。 

(3) 租税収入の不足を補うために，国や地方公共団体が発行する債券
さいけん

を何というか。 
(4) 国の経済活動を( ① )，地方公共団体の経済活動を( ② )という。 

[解答](1)① 歳入 ② 歳出 ③ 財政 (2) 租税
そ ぜ い

 (3) 公債
こうさい

 (4)① 国家財政 ② 地方

財政 
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[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 税金には，国に対して納める(A   )と，地方公共団体に納める(B   )がある。 
(2) 税金を納める人と負担する人が同じ税を何というか。 
(3) 価格や料金に含まれる税金で，税金を納める人と負担する人が違う税を何という

か。 
(4) 1989年から導入された，ほとんどの財やサービスについて，その売上額にかけら

れる税を何というか。 
(5) 収入が多くなるにつれて税率を高くする制度を何というか。 
[解答](1)A 国税 B 地方税 (2) 直接税 (3) 間接税 (4) 消費税 (5) 累進課税 
 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 徴税の仕方で税を分類すると何と何に分けられるか。 
(2) 直接税とは何か。説明せよ。 
(3) 国税の中で直接税を3つあげよ。 
(4) 企業の利益にかかる税を何というか。 
(5) 間接税とは何か。説明せよ。 
(6) 消費税は直接税か，それとも間接税か。 
[解答](1) 直接税と間接税 (2) 税を負担する者と納める者が同じである税。 (3) 所得税，

法人税，相続税 (4) 法人税 (5) 税金を納める人と負担する人が違う税。 (6) 間接税 
 
 
[問題] 
 次の文のa～cに適語を入れよ。 
歳入・歳出の予算で歳入を見てみると，直接税の

うち最も多く占めるのが所得税と(a  )である。間

接税で最も多いのが(b  )で，すべての商品に5％
かかる。(c  )は国の借金である。 
[解答]a 法人税 b 消費税 c 公債金 
 
 
 
 



[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 所得税には累進課税の方法がとられているが，これはどのような方法か。 
(2) 累進課税を行うのは何のためか。 
(3) 国税の中で累進課税によって税率がきめられるものを2つあげよ。  
(4) 消費税などは，所得額に関係なく一定の割合で課税される。この仕組みの問題点

を[所得，負担]という語句を使って簡潔に説明せよ。 
[解答](1) 所得が多くなるほど高い税率をかける方法。 (2) 税は支払い能力に応じて

負担すべきだから。 (3) 所得税，相続税 (4) 税率が一定であるため，所得の少ない

人ほど税の負担が重くなること。 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 公債には，国が発行する(A  )と，地方公共団体が発行する(B  )がある。 
(2) わが国が国債の大量発行時代を迎えるにいたったきっかけは昭和(A  )年の

(B   )である。 
(3) 公債の大量発行はどのようなことを起こす恐れがあるか。 
(4) 国債の発行については慎重に行う必要があるとされる。その理由は何か。 
(5) 歳出の国債費は利子の支払いや元金の返済にあてられる。これは将来，最終的に

何でまかなわなければいけない。 
[解答](1)A 国債 B 地方債 (2)A 48 B 石油危機 (3) インフレ－ション (4) 国債は，

政府(国)の借金であるから。 (5) 税収入 
 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国の歳出の上位3つをあげよ。 
(2) 国家の税収不足から借り入れた資金の返済や利子にあてるための経費は何か。 
(3) 国は，国民の所得の再分配を行う1つの方法として，医療費，年金，公的扶助な

どの支出をしている。これらの支出を何費というか。 
(4) 地方公共団体に振り分けられる費用で，地方交付税交付金などがこれにあたるも

のは何か。 
(5) 社会保障のための支出は，国民の福祉に直接役立つとともに，税金の一部を低所

得者にまわすことになるが，このことを何というか。 
[解答](1) 国債費，社会保障関係費，地方財政費 (2) 国債費 (3) 社会保障関係費 (4) 地
方財政費 (5) 所得の再分配 



[問題] 
次の文の①～④に適語を入れよ。 
政府は必要な資金を，個人の家計や民間の( ① )から( ② )という形で集める。この

収入を元手に民間(①)では供給されにくい( ③ )資本とよばれる施設などを建設する。ま

た，教育や医療などの公共( ④ )の提供も行う。 
[解答]① 企業 ② 税金(租税) ③ 社会 ④ サービス 
 
 
[問題] 
右の図を見て，次の問いに答えよ。 

(1) 図中の①～⑥にあてはまる語句を，下

から選んで書け。 
[ もの・サービス 賃金 政府 
企業 税金 労働 ] 

(2) 図のように三者の間でお金・もの・サ

ービスが交換されていく経済のしくみ

を何というか。 
[解答](1)① 政府 ② 企業 ③ 税金 ④ 労働 ⑤ 賃金 ⑥ もの・サービス (2) 国民経

済 
 



[印刷／他のPDFファイルについて] 
※ このファイルは，FdText社会(6,600円)の一部をPDF形式に変換したサンプルで，印刷

はできないようになっています。製品版のFdText社会はWord(または一太郎)の文書ファ

イルで，印刷・編集を自由に行うことができます。 
※ 弊社は，FdTextのほかにFdData中間期末過去問(社会・理科・数学)(各18,900円)(Word
版・一太郎版)を販売しております。PDF形式のサンプル(全内容)は， 
http://www.fdtext.com/dat/ に掲載しております。 

下図のような，[FdData無料閲覧ソフト(RunFdData)]を，Windowsのデスクトップ上

にインストールすれば， FdData中間期末･FdData入試の全PDFファイル(各教科約

1500ページ)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開

始されます。 
RunFdData(Word版) 【 http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataWDs.exe 】 
RunFdData(一太郎版) 【 http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataTAs.exe 】 

※ダイアログが表示されたら，【実行】ボタンを左クリックしてください。インストー

ル中，いくつかの警告が出ますが，[実行][許可する][次へ]等を選択します。 
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