
2016 年度消費税川柳応募作品一覧 

1 消費税？ 聞くとアタマが 痛くなる 42 止めようよ 知事の浪費と 税アップ 
2 ８パーが 限界なんです 消費税 43 なぜ出ない 浪費を削る 予算案 
3 消費税 上げたら下がる 買う気力 44 政治家は みんな住んでる でかい家 
4 どうとるの 財政悪化の 責任は 45 税金で 飯食うヤカラ 増え過ぎた 
5 上げる人 きっと困らぬ 富裕層 46 税金で 飯食う人数 バッサリと 
6 増税に 首をつるしか ない下層 47 年金は 減るんだ軽減 老人に 
7 汗水し アップした分 税で消え 48 脱税は 禁固で没収 全財産 
8 増税の たびに近寄る 尊厳死 49 税廃止 短冊に書く 年金者 
9 増税で 消える孫への 教育費 50 上げ延期 みな軽減と 言いたそう                                                        

10 ちゃんととれ タックスヘイブン 見逃すな 51 生活保護 出して税取る 笑止税 
11 増税分 国防理由に 武器や弾 52 脱税と 租税回避を 撲滅せい 
12 渡し過ぎ 政党助成を 福祉充て 53 延期でも 只では起きぬ アベノミクス 
13 老い坂 増税重く 息絶える 54 増税分 消費を減らす 大多数 
14 生き甲斐の 夢が遠退く 冥土カフェ 55 Ｕターンで 仙人になる 上げるなら 
15 アベのミス 消費税分 昇給無し 56 賛成は 富裕で反対 庶民層 
16 上がったら わが家の家計 奈落堕つ 57 上げて見ろ 見直す浪費の 悪い癖 
17 バイキング  10%（パア）多く  食べれない 58 ザル法の 目をふさぐのが さきだろが 
18 ８パーを 乗せた買い物 また足りぬ 59 税廃止 短冊に書く 年金者 
19 ８パーに なれど計算 できぬまま 60 脱税は 禁固で没収 全財産 
20 内税で がんばる店の 負荷は大 61 年金は 減るんだ軽減 老人に 
21 買い控え 在庫を抱え 溺れそう 62 パアパアと 言われたって パアは嫌 
22 税アップ アップアップの 零細業 63 年金を 下げているのに 上げる税 
23 延期では  済まない税の  無駄づかい 64 消費税 上げれば下げる 晩ご飯 
24 生きて行く 税が空気に 溶け込んで 65 消費税 貧乏神を 供に連れ  
25 八分咲き 庶民は五分に 戻せぬか 66 妻のウツ 引き金引いた 消費税 
26 家計簿に 立つ三本の 白羽の矢 67 上げる前 やれ買えやれ売れ 煽りたて 
27 歳をとる ごとに気になる 課税臭 68 生活に 困らぬ人が 決める税 
28 8％（ハチパー）が 発破に聞こえ 身もすくむ 69 上げてから 使途はウヤムヤ 消費税 
29 いきなりで いぎなりウザイ 消費税 70 モナリザを ムンクに変える 消費税 
30 血税が 武器爆薬に 消費され 71 はよ死ねと 消費増税 葬儀代 
31 止まらない 便乗値上げ 次々と 72 ぎゅぎゅっと 絞る音する 消費税 
32 消費税 次に控える 長寿税 73 若者も 音を上げだした 消費税 
33 無駄遣い 穴埋めなのか 消費税 74 長生きを 支え切れぬと 消費税 
34 民の首 真綿で締める 消費税 75 この私 試されている 消費税 
35 「チョウチゼイ」 孫も渋々 お買いもの 76 消費税 増えてゼイゼイ 切れる息 
36 安売りの 品にもかかる 消費税 77 増税で やぶられていく 将来図 
37 消費税 思えば重い 酔えぬ酒 78 ワイルドだ 税じゃこまるよ 慎重に 
38 税抜きの 表示価格は トリックか 79 未来ある 子どもに重税 残すまい 
39 買うべきか 買わざるべきか 消費税 80 消費税 三途の川まで 追い掛ける 
40 上げ延期 みな軽減と 言いたそう 81 税上がり 年金下がり 食細る 
41 身を切って 下げよう歳費と 税率を 82 老いた背を 責めるなオレオレ 消費税 



83 税上がり 孫のこづかい また下がる 125 収入の ない子も払う 消費税 
84 返したい 喜寿祝いの 消費税 126 五八三（ごわさん）で 終って欲しい 消費税 
85 たかが２％ されど２％が のしかかる 127 公の方 ベースダウンだ あっぱれダ！！ 
86 増税で 隠す政治の ムダ使い 128 タコ（8%）でさえ イカ（10%）さまなのは 嫌である       

87 ゼイゼイと もう息切れだ やめてくれ 129 五輪より 先に十輪 おかしいぜ 
88 先延ばし だけど消えない 消費税 130 消費税 贅を得ている 人は誰 
89 使いすぎ 赤字になれば 税で埋め 131 二年半 執行猶予で 放免だ 
90 上げないで 願い叶わぬ 消費税      132 増税が 響かぬ人が 決めている      
91 10 になる 家計を圧迫 厳しいな 133 消費税 上げれば生活 下がってく 
92 このままで そうにはならない 消費税 134 短冊に 願いを込めて 反対と 
93 8 から 10 増税リミット 待った無し 135 増税で 揺れる短冊 流れる夢       
94 8 パーを 10 パーにして 日本死ね    136 増税で 舞わぬお金と 去る元気 
95 消費税 アップ家計は ダウンする 137 増税で 財布の紐も 硬くなり 
96 年金の 家計が喘ぐ 消費税 138 税増えて 年金小遣い 減る一方     
97 サンゴタコ 次なるイカは 雲隠れ    139 税率は 日付末尾の 変動制 
98 血税を 取られ到頭 貧血に 140 何買うも 税がニヤリと ほくそ笑む 
99 化粧には 消費に替えて 粉飾税 141 アベノミクス 失敗繕う 再延期         
100 重くなる 税を軽々 議論する 142 税金に 税金かける 消費税 
101 消費税 一先ず安堵 しかし先    143 駄菓子買う 孫は早くも 納税者 
102 消費税 遣り繰り下手の 財務省 144 増税に 軽減加え 民騙す 
103 政治と金 なんとかしてよ 消費税 145 給料が 上がってないのに 何の話？             
104 先送り どんな結果が お待ちかな 146 延期して 恩売っている アベノミクス 
105 無駄に税 喰う奴無くせ 無駄なくせ 147 役人の 言いなりなるから こうなんや 
106 増税で 絵画をいくつ 買うつもり     148 出直しな 江戸なら獄門 打ち首や 
107 企業には 生産税の 増税を 149 治さなきゃ 外へいい顔 する癖を 
108 山よりも 大きな国を 動かそう 150 新しい 判断するなら 廃止アリ   
109 3,5,8 次の数字は 0 かな  151 黒いアリ 群がり溶ける 白い税 
110 軽減は 全て適用 これで価値 152 消費税 ザルですくって 誰が飲む 
111 消費税 先進国の まねをする 153 活躍を 陽の目に見ない 消費税 
112 歯止めない 青天井の 消費税 154 最初から 延期はただの 出来レース 
113 国債の 担保にするか 消費税 155 使い道 可視化はまだか 消費税 
114 政治家の 財布に使う 消費税 156 すくっても ザルから落ちる 消費税 
115 人気取り 歳出減らぬ 民主主義 157 老いの身が 税に追われて 生きにくい        
116 上がるのは 妻の体重 消費税      158 計算が しやすく 10％ ボケやすい 
117 増税分 小遣い上げて たぶん無理 159 税上げて 年金上げず 暮らし下げ 
118 増税で 便乗値上げ 目立つ店 160 我が余生 増税がする 通せんぼ 
119 おまつりの 屋台は全部 税込ね 161 倹約も 追いつけないと 悲鳴上げ 
120 百均の 名前変えてよ 消費税 162 消費税 行き着く先は 湯河原か                                                          
121 ゼイゼイと 家計が言ってる 消費税 163 消費税も パナマで出来る？ 節税が 
122 消費税 たけのこ並みの 成長率 164 使い道 議員が悪い 手本見せ 
123 駄菓子にも ついてて子どもの 目に涙 165 消費税 所得よりも 後にして 
124 内と外 統一してよね 消費税 166 消費税 上げたら庶民 ねを上げる     



167 8 から 10 いやいや元々 3 でした 209 消費税 びっくりポンの 会計簿 
168 上げるより 下げて景気を 上げてみろ 210 税上がり 消費の重石 のしかかる 
169 納豆（10）と 豆（10）腐 10 かと 勘違い 211 増税を やすやす許す 無関心 
170 星たちも  8 パーで済む  デート代 212 消費税 上げず政治の 格上げよ 
171 増税は  景気冷え込む  副作用 213 レシピから 消費税抜く 妻の知恵 
172 税使う  方の財布は  なぜ緩む 214 民のため 働く税なら 喜んで 
173 エレベーター 10 階行きは やめたいが 215 税金を 盗む政治 退治しよう 
174 消費税  増えて小遣い  反比例 216 消費税 アップ家計は ギブアップ 
175 8 でなく ゼロにしろよと 短冊に       217 頭下げ 税上げますは 許せない 
176 消費税 笹折れるほど 不満あり 218 越後屋と 悪代官の 消費税 
177 消費税 公共投資で 天の川 219 ブラックの 薔薇を咲かせる 消費税 
178 玉拾い ７が揃って 納税を 220 ベンチ入り して出番待つ 消費税 
179 財務省 星降る夜に 宴会か 221 あの国も 真似をしないぞ 消費税 
180 10 パーは 見送りヤッター 万々歳！ 222 昇給の 美酒も薄まる 消費税 
181 税が増え 談合癒着 さらに増え      223 消費こそ 美徳とすすめ この仕打ち 
182 増税し 政治家私的 流用す 224 ここまでが ピークと言わぬ 税の山 
183 短冊に 減税願い したためる 225 消費税 国民投票 してほしい 
184 税率を 軽減するのに かかる税 226 消費税 減らしたいので ダイエット 
185 軽減の 議論するなら 上げるなよ 227 七夕の 風も吸い込む 消費税 
186 マイナンバー 監視すべきは 政治資金 228 当分は 忘れていいかな 消費税 
187 機密費に 豪遊しては 消えていく 229 レジの前 8 で安心 消費税 
188 増税し 集めた金を 浪費する 230 消費税 いつか狙って こけますよ 
189 財布しめ 経済停滞 悪影響 231 短冊の 「増税ノー」は 18 歳 
190 消費税 ムンクの叫び まだ続く       232 増税論 アベノミクスは アベのミス 
191 為政者に 「ニンベン」付けて 偽善者に 233 龍馬なら 「増税まっこと いかんぜよ」 
192 「入り」足りず 「出る」は歯止めが 利かぬ国 234 増税の 前に減らせよ 議員数 
193 消費税 使う頃には 趣旨忘れ 235 増税は かゆくないアベ 泣く庶民 
194 国税を 「酷税」と書き 失笑し 236 窮状を 憂い苦情の 消費税       
195 消費税 民に転嫁の 「傷悲税」 237 税抜きの 表示トリック まだ慣れぬ 
196 絞れども 家計の中は 叫び声 238 国民の 考えにある パナマ行き 
197 増税の 転嫁の先は 民・弱者 239 核心の 福祉の用途は オブラート 
198 減ってゆく 小遣い・おかず あとやる気 240 支持率と 選挙の時期の 両にらみ 
199 消費税 傷みを知らぬ 輩決め 241 上げること ありきと正せ 使いみち 
200 身を切ると 言った為政者 ドローンする 242 聞き飽きた 未来だ福祉だ 屁理屈は 
201 上げません 約束します 勝つまでは 243 すぐアップ 税より知恵を 絞り出せ 
202 増税も 選挙の時だけ 鳴りひそめ 244 消費税 アップで我慢の 数も増え      
203 1 票に 増税反対 意を込める 245 消費税 上がり暮らしの 質下がり 
204 抵抗は できぬがせめて 票に込め 246 税重く 老いて暮らしは 楽ならず     
205 ウォーキング 今日も安売り チラシ持ち 247 上げないで！ 食費抑えて 税払う 
206 税上がり 下がる消費の わが家庭 248 いつまでも あると思うな 民のスネ 
207 「切り詰め」が 合言葉です 増税後 249 税金用 お金に色が ついてれば…         
208 増税で 家計やりくり 悩む日々 250 税率を 決める人達 大金持ち 



251 欧州が 二桁税率 うそぶかれ 293 発泡酒 その次軽と 押し寄せる 
252 短冊に 税を払って 願い事 294 お父さん 消費税分だけ 酒量減り 
253 流れてと 流星に願う 増税法 295 増税を 決める議員は お金持ち        
254 暑いので エアコンつけりゃ 消費税 296 消費税 上がればみんな ハッと（8→10）する 
255 熱中症 予防の水に 医療費分 297 上げたなら 景気が下がる 消費税 
256 増税の 尾を引く彗星 消費税 298 消費税 上げた分だけ 浪費され 
257 欧州が 二桁税率 うそぶかれ 299 外税と 知らずにレジで 泣き出す子 
258 消費税 武器弾薬に 消費され 300 一揆でも しなきゃ応えぬ 消費税       
259 増税は 民の暮らしの 吸血鬼 301 消費税 上げる話は すぐ決まり 
260 織姫も 天から増税 嘆いてる 302 お買い物 しない議員が 税を決め 
261 増税で 心も食事も 貧になる 303 老いの身も 値引きセールに 腰伸ばし 
262 八のまま それでいいのよ 残留で       304 ヘソクリを 見ては自分 勇気づけ 
263 八のまま 残留でいい 消費税 305 カネが無い 年金者には 無さ過ぎる 
264 上げるなど 二の句が継げず 八のまま 306 おつかいで  8 円足りず 泣く子供 
265 八のまま それでいいのよ 税率は 307 消費税 上がるたんびに 下げる質 
266 消費税 上げたら 何がよくなるの                              308 消費税 上がれば上がる わが目尻 
267 消費税 正規になれたら 上げていい 309 税率を 足してほしいな 不快指数 
268 消費増税 やるなら学費 下げてくれ 310 1,2,3･･･ 10 で子どもの 口ふさぎ 
269 古財布 重いが中は 小銭のみ 311 消費税 上がれば変身 賞避税！ 
270 電気代 惜しみうちわが 大活躍 312 御破算に 願いたいなあ！5,8,10 
271 ８％に 上がって何が よくなった 313 消費税 アップで上がる 不快（不買い）指数 
272 ８％に 上がってもやしが お友達 314 同じ率 ダウンの小遣い 妻はくれ 
273 先送り よりも中止に してほしい 315 同じ率 上げて小遣い とる娘 
274 一円の 出費積もりて 山となる 316 またアップ？ いやでも上がる 家計術 
275 消費税 なけりゃ一品 買えたのに 317 図に乗った ちんぷんかんの 増税論 
276 八の段 覚えた娘 嘆いてる        318 ひん曲げた 主張優先 消費税 
277 給料日 一割分は 国のもの 319 民だれも 心と体 やつれきり 
278 イチローも 戸惑う税の 内と外 320 この政府 都知事と同じ 手法取り 
279 一円を 議論している 高所得 321 税上げる 前に身内を 切り倒せ 
280 都知事には 分からぬ主婦の 節税法 322 生きている 金は私の コレクション     
281 さあ今だ 税は上げるな 声上げろ 323 レシートの 重さ気になる 増税後 
282 消費税 程に上がらぬ 手取り額 324 税込みで お年玉だと 孫が言う 
283 政務費に 消えてゆくだけ 消費税 325 復興に 増税付きの 余震来る 
284 立ち行かぬ 私も国も 税見つめ       326 助けてと 言われるたびに 減るお金 
285 ちょっとだけ それが全ての 命取り 327 子はわさび 抜きで私は 税抜きで 
286 税上がり 年金下がる この矛盾 328 税金を 食ってる虫は メタボだな 
287 ハチの巣を つつくと危険 だめだゾウ     329 税論議 庶民の頭 通過する 
288 デカ過ぎて うちにはゾウは 入れない 330 妻の愚痴 税をかけよう 当然だ 
289 消費税 上げるな危険 日本丸 331 血税を 払い貧血 医者通い 
290 消費税 上げてビックリ パンドラの箱 332 増えたのは 税と白髪と 腹回り 
291 この税め 思わずレジで 叫んでる      333 ボーナスは 冥途の旅の 消費税 
292 賃上げが 8％なら 許します 334 ＧＤＰ 軽減税率 何処へ行く 



335 我が暮らし 楽にならない カブ洗う 377 消費税 金利と替わる 夢を見た 
336 どうなるの 年金減って 税上がる 378 努力せず 借金穴埋め 消費税 
337 消費税 上がりその分 天下り 379 ダイエット 8 パーセントを 目標に 
338 金勘定 出来るが徘徊 多くなる 380 増収も 増税響き 減収に 
339 消費税 白井のように ひねり出す 381 税増えて 定数減らぬ 議員数 
340 消費税の 重さに義理と 礼を欠く 382 消費税 ムリなら酒あり タバコあり 
341 借金と しろよ借金 払いなさい 383 ヒグラシも その日暮らしで カネカネと 
342 酷税で 止まってしまう 火の車 384 ピタゴラス 血圧血糖 消費税 
343 酷税に やむなく上げる むしろ旗 385 子を産もう 増税延期だ もう無理だ 
344 税上がり もう飲まねえと 言った彼 386 今食べる 持ち帰るかと 税に差を 
345 増えるもの 血圧小じわ 消費税 387 脳トレと 民バカにするな 増税を 
346 増税の 余りの果ては 笑いあい 388 8 と 10 財布持たぬば 痛くない 
347 一円の 上下でしあわせ 浮き沈み 389 消費税 総理は持つか 自己財布 
348 消費税 テレビの論議 よく聴こう 390 平等の 言葉で釣るな 消費税 
349 増税で 脳トレをする 八の段  391 年金族 買い物ツアーの 消費税 
350 増税で ボディーブローが 効いてくる 392 毎朝の チラシ夫婦で 安い店 
351 増税で 暮らすリズムを 考える 393 楽しみは 1 円の差を 年金族 
352 おもてなし 増税重く のしかかる 394 法人の 減税戻す 方が先      
353 底知れぬ 税の重さと その深さ 395 入りよりも 出に不信あり 消費税 
354 増税で 自分の心も 冷え込んで 396 バラまきで いい顔するな 増税で 
355 消費税 一円玉の 旅ガラス 397 パナマまで 輸出出来ない 消費税                     
356 放水車 何台呼んでも 火の車 398 税取りは 有るところからが ルールです 
357 年金が 目当ての孫が また生まれ 399 憲法が 押し付けならば 消費税もや 
358 家出した 諭吉は二度と 戻らない 400 消費税 イコール大企業 減税でっせ 
359 増税は ｉｐｓで 倍返し 401 年を取り 計算出来ぬ 無しが良い 
360 増税で 贅をすっかり 削ぎ落とす 402 消費税 ゼロに向かおう エコ社会 
361 消費税 10（テン）まで揚がる 八五三（やっこさん）    403 国予算 財産税で 消費出来 
362 辛くなる 十五十六 十七と 404 消費税 仙台旅行 笹と消す 
363 遠からず 十五十六 十七と 405 消費税 逃れ者にて 賄える 
364 消費税 十で収まる 保証なし 406 消費税 払うタンビニ 福逃げる 
365 憲法で 禁止したいな 増税も 407 織姫も 眉間にしわの 消費税     
366 七五三 覚悟してたら 八五三（やっこさん） 408 消費税 上げるは簡単 知恵しぼれ 
367 358（みごとや）な 10 まで上がる 消費税 409 消費税 なければ爆買い 手を挙げる 
368 「えっまさか」 ちょっと足りない スーパーで    410 若者の “草食”たどれば 消費税 
369 8 パーを いつも含めて 低予算 411 消費税 買う気が失せる この響き 
370 本当に 役に立つなら 仕方ない 412 選挙戦 ありき増税 先送り 
371 イエスマン 増税だけは NO！NO！！ NO！！！ 413 増税に 頼っちゃ駄目だぜぃ 無駄遣い     
372 値上税 今年のスイカは 塩抜きで 414 消費税 納める為に する節電 
373 消費税 猫もしゃくしも 反対だ   415 消費税 市民に消費 させてない 
374 消費税 パナマ文書を 絞めりゃ済む 416 増税は みやぎの声で 先送り  
375 消費税 いったい何に 化けてるの？   417 増税阻止 やったね宮城 おめでとう 
376 上がる税 下がる年金 下る官 418 織姫も ほっと一息 税増えず 



419 短冊に 増税阻止を ご報告 461 無駄な道 直しボコボコ 使い道 
420 税増えず 妻の喜び 増すばかり 462 いつまでも 続く税との かくれんぼ 
421 十代票 2 パーセントが 阻む税  463 消費税 テンカウントは させません 
422 10 パーに したら九割 難民よ 464 使い道 平和復興 限定に 
423 直接に 庶民撃ち抜く 間接税 465 増税は はた迷惑な 話です 
424 増税は 一世紀先と 何故言えぬ 466 増税に 影響されぬ 孫予算 
425 買わなけりゃ 税も課されぬ 愚公式 467 増えた分 食べるの減らし ダイエット 
426 短冊に 8 パーのままで 永遠に 468 上げないで その分します 寄付募金 
427 消費税 似合わぬ国と 言えぬ衆 469 許さない 無駄放置した 重税化     
428 子どもらも 八の段だけ 九九得意 470 所得差は 所得税にて 是正する 
429 金持ちに ダイレクトだわ 消費税  471 平穏は 戦争と税 無い世界 
430 富裕層へ 一目散の 消費税 472 歳出の 無駄の削減 すぐやれる 
431 祖父母への キックバックが 無い増税 473 ゼイゼイと 意気が上がれば ゼイ下げる 
432 消費税 上がりテーブル 隙間見え 474 消費税 消費しなけりゃ 気にならぬ     
433 身を切らず 期限も切らず 消費税 475 増税の 裏で税金 ムダ遣い 
434 まとめ買い すると痛感 消費税 476 消費税 払う分だけ 切り詰める 
435 もう一杯 生ビール飲める 消費税 477 特売品 ばかり買っても 消費税 
436 消費税 8 パーで良いと レジで言い 478 8 パーの 重さ知らぬ 政と官 
437 増税後 ビールもどきを 選ぶ日々       479 短冊の 重みで下げる 消費税      
438 税は増え 物欲は減る 世の仕組み 480 税金に 追いまくられて あの世ゆき 
439 反対の 声が聞こえぬ 増税派 481 税金に こき使われて あの世ゆき 
440 無き税を 打ちでの小槌 消費税        482 消費税 死ぬまで働けと いうのかい 
441 8 パーで 不景気助長 先送り 483 ゼイゼイ（税税）と死ぬまであえぐ高齢者 
442 先送り 選挙目当ての 消費税 484 水でなく 今なら流せる 天の川      
443 美しい 消費税無い 日本国 485 増税を 止めるイコール 防犯に 
444 先送り 消費増税 永遠に 486 織姫と 彦星願う 税下げて 
445 増税は 結果にコミット 買い控え 487 ドラえもん 増税止める 道具くれ 
446 底辺に 思いやりのない 消費税        488 増税の 打撃は好調 ホークス打線 
447 使い道 俺にもよこせと やりがくる 489 下げられぬ ならば止めよう 増税を 
448 消費税 理屈は分かるが もう買えぬ 490 税金を 上げると脅す 税ハラだ 
449 税上げず 議員と議院 減らすべし     491 増税で 増える犯罪 特殊詐欺 
450 5 に下げて 議員も減らし 消費上げ 492 アゲアゲの 気持ちで税を サゲサゲに 
451 道筋が 見えればちゃんと 歩く税       493 こんなにも デカイ 2％は 他にない 
452 外食が 出来ず内職 する家族 494 増税よ 食べる楽しみ奪うなよ      
453 一円が 身の振り方に 困ってる 495 増税で 子供も実感 お年玉 
454 五郎丸 二人分だと 教えてる 496 増税で 赤字も増えて 愚痴も増え 
455 消費税 かけおちでバット エンドレス 497 増税分 何かで帳尻 合わせてる 
456 茶柱 たつ時代変化 増税策 498 10％引きなら大歓迎だけど 
457 日本人 働んて勝つ 増税案 499 パンを買い ハンパな額に なる昨今 
458 増税に 金めのものなし 2 年半 500 前ならば １品買えた 増税分 
459 増税で 戦争国家 なくなって 501 お年玉 増税分も 上げてよと 
460 庶民には ヘイブの無い 理不尽さ 502 お年玉 使える分が 少なくなり 



503 大物を 買えば実感 消費税 545 目減りする 財源それは 税アップ 
504 消費税 財布出すのに ためらうよ 546 わが暮らし 消費税に 握られる     
505 上げすぎりゃ きりきり舞いの 消費凧     547 ムダ遣い 待ったをかける 消費税 
506 消費など させるものかと 二段腹 548 消費税 右肩上がりに なってゆく 
507 増税より 給料上げて 健全化 549 使うたび 税金払う やるせなさ 
508 反対と 唱えて市民 団結す 550 所得税 払った金で 消費税 
509 上げません 選挙終われば 即増税 551 消費者の 目線が欠けてる 消費税 
510 反対です 格差拡がる 増税は 552 政治家は 歳費下げずに 税を上げ 
511 増税を 脅かしに使う 偽政者は 553 消費税 増えて小遣い また減って 
512 消費税 貧しき民を ねらい撃ち 554 増税の 時だけ他国を 持ち出され 
513 終活で 頭を悩ます 消費税 555 消費税 ムリな増税 よそうぜぃ～ 
514 これからは 終活よりも 「税活」だ 556 消費税 ややこしくする マイナンバー 
515 古稀過ぎて 短冊に書く 「軽い税」 557 ＳＰを つけて欲しいな 消費税 
516 延期より 減税こそが ”新しい”      558 消費税 公私混同 してはダメ 
517 消費税 外はもちろん 内も鬼 559 困るわね 皮算用にも 消費税 
518 鬼は”外” 分からないのは 福は”内” 560 八の段 慣れたころには 十の段 
519 消費税 消費意欲を 消費する 561 昇給が 消費税分 以下じゃ変？ 
520 消費税 あきらめ上がる アベの支持       562 自主軽減 増税延期で 腹八分 
521 増税も できず最悪 アベのミス 563 消費税 つまみにすると 悪酔いす 
522 五八十 ご法度でした 消費税 564 食べて寝る ただそれだけで 消費税 
523 縁起いい はずの八の字 今憎し         565 消費税 サラサラ流す 天の川 
524 また増えた 義母の小言と 消費税 566 税率が 上がり官吏に 高級車 
525 増税で 財布の紐が 固結び 567 締めの 二文字とともに 消費税 
526 消費税 行方わからぬ 流れ星         568 少子化で 焦るは消費税収減 
527 福島か 熊本行きを のぞむ税 569 平成の 子ら誕生から 消費税 
528 消費税 無かった昭和 あの平和 570 福祉税 導入理念の 虚しさよ 
529 消費税 上げても予算 増えてチャラ 571 消費税 アップアップで 切り詰める 
530 少費して 消費減らせど 苦は倍に 572 増税に 慣らされた感 それじゃダメ！ 
531 胃の消費 減らしガマンの ダイエット 573 ムダ無くし 次なる議論 消費税 
532 税上げて 頭（ず）も下げないで 税上げる   574 増税にも 議員定数 そのままで 
533 被災して それでも税は 上げますか 575 体に良い 殺し文句で 上げる税 
534 値上げして 内需雇用を 下げますか 576 すぐ上がる 糖と血圧 消費税 
535 消費税 アップで暮らし あっぷあっぷ 577 外税で くれと子がいう お小遣い 
536 増税で 短冊に書く 願い増え       578 容赦ない 悪代官より 消費税 
537 給与より 税がヨイドン フライング 579 福祉税 なんて忘れた 消費税 
538 税金に ドローンをつけて 監視したい 580 下がらない 歳と体重 消費税 
539 税金を 節約主婦に 任せたい 581 生きている 限りはかかる 消費税 
540 待ってくれ 国民の声 聞いてくれ 582 払ってる 払わされてる 消費税 
541 増税と 財源いつも 反比例   583 夫婦喧嘩 たどってみれば 消費税 
542 上げて減る 歳入なのか 当たり前 584 消費税 どこまで上がるか サスペンス 
543 増税が 歳入減らす 道理かな 585 一円の 重さに耐える 消費税 
544 消費税 上げれば下がる 歳入が 586 先送り 「送り狼」 消費税 



587 天の川 税を待つ先 流してね 629 増税が ネクタイよりも 首を絞め 
588 お金には 色がつかない 使いみち 630 消費税 駆け上がるほど 息切れし 
589 七夕は 一夜のロマン 税年中 631 消費税 8％で 生活苦 
590 これ以上 上がれば皆 星になる 632 お中元 税という名の のしをつけ 
591 人口減 産後 8・10 で 望めない       633 国民で シェアしましょうと 増税し 
592 増税より 国贅減らすが 先決 634 増税も これが限界 5･8･10（御法度）だ 
593 ゼーゼーと 青色吐息 節約術       635 手を出せば 増税分の アシが出る 
594 スルーして 出世払いに したい税 636 東京五輪 都に築く 税の花 
595 知らぬ間に 税金アップ 慣らされて 637 自動車税 軽でも値上げ 重いなあ 
596 ドローンに 探らせ着地 見たい税 638 増税も 注意報から 警報へ 
597 ささやかな 年金税が 狙い撃ち  639 税増やす よりまず減らせ 議員数 
598 上げるより 我が身削って 議員さん 640 一億総 カツカツ社会に する 10％ 
599 増税で アップアップで 火の車 641 増税で 産むのをやめた 三人目 
600 虎視眈々 出番伺う 10 の段 642 彦星が 渡れぬ船賃 増税で 
601 すねかじり 息子のような 消費税  643 上げるたび 格差広がる 消費税 
602 川柳を 考える内に 税上がる 644 先送り されても安心できぬ 消費税 
603 消費税 華金の酒が 少し減る 645 使い道 迷宮入りの 消費税 
604 上がるのは イチローの打率 だけでいい 646 じわじわと 健康寿命縮める 消費税 
605 消費という 行為を妨げ 悪循環 647 年金に 大穴あけた 消費税 
606 税率と 贅肉おとせば 健康体 648 年寄りを 真綿でしぼる 消費税 
607 消費税 ではなく給料 あげてくれ 649 消費税 いつも弱者を 置いていく 
608 一円よ  踏ん張れ八の  土俵際 650 多数決 さっさと決める 消費税 
609 消費税 倹約美徳と 教えられ 651 底辺を 置いてきぼりの 消費税 
610 絶対ない 消費税の 還元セール 652 盃が 愚痴に変わる 消費税 
611 消費税 納得させろ 10 のワケ 653 英離脱 増税しない 理由でき      
612 年金が 下がって消費 税上げる 654 増税を しても結局 無駄遣い 
613 消費税 なくなってしまえば お買いもの 655 10％(ぱー)で 計算だけは 楽になり 
614 消費税 何故か減税 対象外 656 被災地に 追い討ちかける 再増税 
615 山登り 一息ついて また登る 657 消費税 タコ（8%）から烏賊（10%）に 変えさせぬ 

616 今年だけ 孫の年齢 8 と 10 658 タコに聞く イカに代わるの イヤだんべ 
617 暗算の 練習子だけ 喜ぶ 10 659 税抜きの 文字がチラシに かくれんぼ 
618 8 から 5 戻す勇気の 処方箋 660 消費税。〝離脱〟しようよ、日本でも 
619 増税で デフレ脱却 泡と消え 661 『お生まれは 房総（〝暴走〟）ですか？』と、よく訊かれ 

620 消費税 上げたばかりに 消費減り 662 消費税。〝公私混同〟でも負担！？ 
621 増税で 栄えた国は ためしなし 663 三､五､八･･。十､２度飛ばし、また八に 
622 8％が 節約しろと 発破かけ 664 増税が 笑顔とゆとり 奪い取る！！ 
623 消費税 ママのダイエット 後押しし 665 ゼイゼイと 重荷にあえぐ 老いの坂 
624 小銭だけ 総活躍の 消費税 666 生活費 切り詰め納める 政活費 
625 短冊に ぜいきんさげて 子の願い 667 ゼイゼイと 喘ぎが聞こえる 老いの道 
626 消費税 我が家の消費 鈍くする 668 先送り その場限りの 消費税 
627 行き先がわからぬ妻と消費税  669 どうやって やりくりするのよ 消費税 
628 増税のたびに小遣い減らされる 670 二重取り 三重どりかも 重い税 



671 これ以上 もう出せません 消費税 713 働きに 出たい気持ちの 専業主婦 
672 庶民には 重すぎるのよ 消費税 714 ゆくゆくは 老後のための 税負担？ 
673 消費税 払った分だけ 福来るの？ 715 生活費 ぜいたくせずに 節約だ！ 
674 そういえば 昔はなかった 消費税 716 公教育 子のため負担減 祈りつつ･･･ 

675 この一杯 税金だらけか まずい酒 717 ホントだよ ちゃんと使えば 文句言わない 

676 消費税 未来のために なるのかな 718 考えて 自転車操業 辞めようよ 
677 使い道 よく考えて 平和な日本 719 税込みで 表示しやがれ バカヤロー 
678 消費税 一般市民の 首しめる 720 社会保障 充実するって ホントなの 
679 年金者 取られてもらう アメとムチ 721 消費税 年間集計 あれ買えた 
680 子ども買う おやつに酷い 消費税 722 税別で サイフの中身 確認し 
681 政治資金 やめて下げます 消費税 723 消費税 脂肪も共に 増加中 
682 赤字では 払いきれない 消費税 724 内税と 外税統一 しておくれ 
683 彦星も 逢瀬隔年 物価高 725 タチ悪い 消費税込み 二日酔い 
684 シルク着て 毛筆運ぶ 日々になり 726 妻のシワ 8 パーセントは 国つくる 
685 消費税上げたらきっとリーマン級 727 10 パーセントの 心の準備 させられる 
686 消費税上げればきっとリーマン級 728 ストーカー 捕まえてみれば 消費税 
687 増税で いつも議員の 尻拭い 729 レジ係 税務署員に 見えてくる 
688 身を切らぬ 議員に庶民 身を切られ 730 買ったのは 8 パーセントの 消費税 
689 チラシ見る 税抜き価格 二度手間に      731 消費税 いつになったら消える この三文字 
690 その涙 海をも超える 破壊力 732 据え置きを 喜んで駄目だよ 消費税 
691 税上がり 弱音も上がる 高血圧 733 知恵を出せ みんなの血税 消費税 
692 生協で めぐみの野菜 変わらぬ味 734 誰の金 オレの血と肉 消費税 
693 増税も 高齢社会 いたわって 735 レジならび 計算違い 物返す 
694 手を伸ばし 税抜き価格 手を止める             736 消費税 上がって苦しい 私たち 
695 お得だね 増税後には これ高い 737 消費税 ない時代を 懐かしむ 
696 おいしいね 増税前は 手に取れた 738 消費税 上がれば家計は 火の車 
697 増税の 分だけ笑顔 けずられた 739 消費税 ない時代が 懐かしい 
698 増税で 多くの笑顔 減ってきた 740 正しく 使ってよ私たちの 消費税 
699 増税後 食べてたものが 遠ざかる 741 消費税 本当はどこに 使われる？ 
700 商品は 価格次第で 手が伸びる 742 民兵に わが子させまい 民生だ 
701 めぐみのを やすくおいしく かいたいな 743 子も一周 母も一周 駆け抜けて 
702 据え置きの 声が届いた 星今宵                              744 税の分 １万くずすの 悔しくて 
703 短冊に 書くストップザ 消費税 745 増税で 竹槍席旗だ 平成も 
704 短冊に 止めてやったぞ 消費税 746 いつ年も 庶民泣かせの 納め税 
705 据え置きに みなが舞ってる 星祭り 747 納めもの 昔は米で 今は金 
706 据え置きに 舟頭唄う 天の川 748 増税で 明るい未来 見えません 
707 据え置きに 正宗が言う ”天晴れ”と 749 いくつある？ 増税なければ 買えたもの 
708 据え置きは 若い二人に プレゼント 750 税払い 総理ゴスプレ 整備する 
709 消費税 君に恨みは 無いけれど 751 むだ使い やめれば払う 消費税 
710 据え置きに 杜の都も 盛り上がる 752 火の車 あぶらを注ぐ 消費税 
711 消費税 二度の据え置き ありがとう 753 具合悪く 病院いくのもためらう 消費税 
712 教育費 子ども 3 人 税重し 754 電気代ガス代 生活にひびく 消費税 



755 今月は こんなに払ったか 消費税 766 この税が 活用されれば いいけれど 
756 ちょっと待て！ そこまで上げるか 消費税 767 消費税 発泡酒から ノンアルへ 
757 どう思う？ 何でも上げる 消費税 768 アップした その分保育所 増えたかな 
758 増税で 日々の暮らし 真っ暗よ 769 増税は 付加価値なくて 負荷不可だ 
759 パパねだる 増税だから エコカーを 770 平和って お金で買えない 国宝だ 
760 本当に 軍事費だけは 使うなよ 771 増税後 損だな小遣い 税込みか 
761 消費税 年金暮らしには きつすぎる 772 税プラス 金利マイナス 意欲ゼロ 
762 計算のしやすさは 8%より 5%ね 773 増税も 小遣い据え置き 税込みか 
763 毎日の 食べ物だけは 非課税に 774 消費税 見直す先は 無駄な金 
764 もうやめて 弱者いじめの 消費税 775 家計なら まず見直すよ 生活費 
765 増税は 老若男女 無差別だ 776 消費税 とても便利な 増税語 
 


