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「タンポン税」生理用品の⾮課税化、世界で広まる ⼀⽅、⽇
本の軽減税率は…
7/14(土) 9:07配信

オーストラリアで、タンポンなどの生理用品に課税
される10%の消費税を廃⽌するための法案が6月18
⽇に上院を通過したことが海外メディアに報じられ
た。生理用品を⾮課税にするべきだという声はかね
てから強く、嘆願書には約10万件をこえる署名が集
まったという。
画像はイメージです（wavebreak
media / PIXTA）

ものやサービスを買うときにかかる消費税。⽇本で

アクセスランキング （経済総合）

1

BuzzFeed Japan 7/14(土) 18:40

は⼀律8％の消費税が課されているが、欧⽶の消費税
事情はすこし異なる。オーストラリアでは、消費税

2

にあたる税金はGST（Goods and Services Tax）とよばれ、税率は10％。ただ

(金) 8:16

3

4

金も巨額になるという。
⼀⽅で、コンドームやニコチンパッチなどは⾮課税になっている。そこで、女性に
とって必需品である生理用品も⾮課税にするべきという声が⾼まっていた。
●欧⽶の「タンポン税」廃⽌する州も

＜ケンタッキー＞フライドチキン
食べ放題 ２０⽇から
毎⽇新聞 7/14(土) 17:16

オーストラリアでは、生理用品は生活必需品として認められていなかった。報道に
よると、オーストラリアの女性は毎年3億ドルを生理用タンポンに消費しており、税

横綱の稀勢の里が引退できない、
2つの背景
ITmedia ビジネスオンライン 7/13

し、このGSTは⼀律に課されるのではなく、多くの生活必需品や食品などが⾮課税
になっているのだ。

3連休なのに残金数百円 「みずほ
難⺠」が続出

アニメ会社の辞めどきは―― 業
界歴10年の元アニメーターが伝え
たいこと
ねとらぼ 7/14(土) 18:00

5

「⿊船」、相次ぐ⽇本撤退＝安さだけでは顧
客つかめず―⽶ウォルマート、⻄友売却へ
時事通信 7/14(土) 16:44

PR 今買っておきたい大化候補株は︖
今仕込めば大化けの可能性も︕10万円で買え
る次の大化け候補銘柄は

「タンポン税」の廃⽌を訴える声はオーストラリアだけではなく、世界的に広まっ
ている。アメリカのニューヨーク州では、女性に対する不当な差別であるとして
「タンポン税」廃⽌を求める女性たちが訴訟を提起したこともある。
ニューヨーク州をはじめ、アメリカではミネソタ州、イリノイ州、ペンシルバニア
州、マサチューセッツ州、メリーランド州、ニュージャージー州、コネチカット
州、フロリダ州の9つの州で「タンポン税」が廃⽌された。

www.risingbull.co.jp
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Tポイントで買える

有料記事

⼩室圭さん裏切りのマンハッタン留学 秋篠宮ご夫
妻も愕然【全⽂公開】（⽂春オンライン） Yahoo!ニュース
達⼈が明かす︕ 官僚の徹底活用術（1）
Interview|元⼩泉首相秘書官 飯島 勲（週刊東洋
経済） - Yahoo!ニュース
Recommended by Yahoo! JAPAN

アメリカだけではない。カナダでも「タンポン税」が廃⽌されている。このほか、
欧州連合では税率が軽減されたが、完全撤廃を求める声が強くあがっている。今後
も欧⽶では「タンポン税」の廃⽌に向けた動きが予想される。
●⽇本における軽減税率の対象品⽬は、「飲食料品」と「新聞」

⽇本では、生理用品は300円前後で購⼊することができる。しかし、生理が重い場
合は昼用以外に夜用の生理用品を購⼊することもあれば、体調不良を緩和させるた

あわせて読みたい

めの医薬品を買うこともある。ピルを使う場合は月に大体2000円程度かかる。総合

エベレストで横⾏する「不必要な救
助」、ヘリ利用で保険金搾取

して考えると、女性が生理のために使うコストは少なくないが、現状で軽減策があ

ＡＦＰ＝時事 7/14(土) 9:06

るわけではない。

⽇本の投資家はなぜ⽶国債を売却して
いるのか

さらに、⽇本でも、来年10月の消費税10％引き上げに伴い、消費税の軽減税率
（8%）が導⼊される。ただし、対象となる品⽬は、酒類・外食を除く飲食料品と
週2回以上発⾏される新聞（定期購読契約に基づくもの）の2種類で、国税庁の資料
でも、医薬品、医薬部外品等は対象外であることが明記されており、生理用品だか
らといって、特別な扱いになるわけではない。
各国の社会事情が異なるということもあるが、どのようなものについて、税負担の
軽減を図るべきかを考えるうえで、海外の動向に注⽬してみるのもいいだろう。

Bloomberg 7/12(木) 6:58

3:41

アニメ会社の辞めどきは―― 業界歴1
0年の元アニメーターが伝えたいこと
ねとらぼ 7/14(土) 18:00

⼩池都知事が定例会⾒7月13⽇(全⽂2
完)災害発生時、どう逃げるかがポイン
ト
THE PAGE 7/13(金) 19:01

「⼈間洗濯機」って︖ 70年万博で話
題に
ABCテレビ 7/13(金) 19:43

弁護士ドットコムニュース編集部

0:48

PR 製薬会社開発の育毛剤、ついに発

【関連記事】
親から突然渡された「数百万円」の札束、こっそり使えば贈与税から逃れられる︖
悲しき「年収1000万円」プレイヤー、ランチや飲み代もケチる⽇々…手取り額は︖

売開始
UPS
Yahoo! JAPAN広告

固定資産税のかからない「キャンピングカー生活」本当に節税になるのか、税理士が検
雑誌アクセスランキング （経済）

証
バブル期スキーブームで活況…湯沢のリゾマン今や「10万円」、それでも逃げられない
税金

1

関東信越国税局「酒蔵マップ」が「詳しすぎて凄い」と話題…国税庁「外国の⽅も楽し

AERA dot. 7/14(土) 16:00

んで」



最終更新:7/14(土) 9:07
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税理⼠ドットコム

こんな記事も読まれています
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ウイスキー“売れすぎ”で販売休⽌
きっかけはサントリーの“仕掛
け”〈AERA〉

アスペルガーの夫が起こすトラブ
ルの積み重ねで妻はカサンドラに
なる
現代ビジネス 7/14(土) 14:00

3

W杯サッカー⽇本代表を素直に応
援できなかった理由
現代ビジネス 7/14(土) 6:00

⽗の「前妻」に会いに⾏ったぼくを、待ち受けていた現実
7/12(木) 14:00 現代ビジネス

4

「ファミコンブーム」にあれほど
熱中した背景
東洋経済オンライン 7/14(土) 8:00

話題の「NHKが映らないBRAVIA」は本当に受信料不要︖
7/9(月) 17:50 ねとらぼ

NHKとソニーに聞いた

5

「消しゴム」はどうやって字を消
しているのか
東洋経済オンライン 7/14(土) 8:00

薄っぺらすぎ!? 低扁平タイヤなぜ増えた︖
7/13(金) 6:30 ベストカーWeb

きっかけの名⾞とその意義

PR 阪急交通社／創業70周年記念の特
別企画
阪急交通社

おすすめの有料記事（10円から）
⾕岡学⻑の「裏の顔」と栄強化本部⻑の「汚れたカネ」【全⽂公開】
3/22(木) 5:00 ⽂春オンライン
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動画アクセスランキング （経済）

1
定年後を⾒据えて今、なすべきことは（2） 「⽇本だけにおカネを預けるな」

clicccar 7/14(土) 14:25

6/30(土) 7:01 週刊東洋経済

2

「淡路―関空」定期船 １０年ぶ
りに復活も１年経たないうちに運
航休⽌
MBSニュース 7/13(金) 19:09

「⼩室哲哉は許せない」KEIKOの親族怒りの告発【先出し全⽂】
7/4(水) 16:00 ⽂春オンライン

新型トヨタ・センチュリーの後席
は驚異の座り⼼地︕ お値段2000
万円未満は安い!?

3

0:50

ホンダ、軽⼈気シリーズの貨物モ
デル「N－VAN」
時事通信 7/12(木) 12:57

4

2:30

「⼈間洗濯機」って︖ 70年万博
で話題に

3:38

