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米国 2014 年度予算教書  
 
仮訳 

オバマ大統領の 2014 年度予算教書メッセージ 

 
合衆国連邦議会へ： 
 
 米国民みなさんの懸命な努力と決意のおかげで、過去 4 年において米国は大幅な進展を

遂げました。10 年に及ぶ戦争の後、軍服姿の米国の勇敢な男性たちと女性たちは家に戻り

つつあります。長年の景気後退の後、米国のビジネスは 6 百万人を超える新しい雇用を創

出しました。私たちは 5 年ぶりにより多くの米国製の車を、20 年ぶりに外国産の石油の輸

入を削減しています。米国の住宅市場は回復を見せ、株式市場は立ち直り、消費者や疾病

患者、住宅所有者はかつてない強力な保護制度を享受しています。 
 
 しかしながら、その懸命な努力と献身が報われていない何百万人もの米国民が存在しま

す。米国の経済は雇用を創出していますが、かなり多くの人々がフルタイムの雇用先を見

つけることができていません。民間企業の収益は空前の高さを記録していますが、10 年以

上にわたって労働者の賃金と収入はほとんど変わっていないのです。 
 
 米国の経済成長の真のエンジン、すなわち成長し成功する中産階級に再び点火すること

が、私たちの世代の義務です。この国を築いた基本的な思想、つまり出身地や外見に関わ

らず、また誰を愛していようと、勤勉に働き責務を全うすれば成功できるという考え方を

復元することが、私たちの世代がやり残している義務です。 
 
 自由な企業体制を奨励し、個人のイニシアティブに報い、この偉大な国家の全ての子供

たちに機会の扉を開くよう、たった数人のためではなく、多くの国民を代表して現米国政

府が確実に役割を果たすことが、私たちの世代がやり残している義務です。 
 

良質な中産階級の雇用を創出する成長する経済とは、私たち米国民の努力を導く北極星

であります。私たちは日々、国民として次の 3 つの質問を自分自身に問いかけるべきです。

より多くの雇用を米国に呼び寄せるにはどうすればよいのか？それらの雇用を得るために

必要となるスキルを人々が身につけるためにはどうすればよいのか？勤労を確実に良い暮

らしへとつなげるためにはどうすればよいのか？ 
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この予算教書は、それらの 3 つの問いへの答えを探すものです。 
 
 私たちがまずしなければいけないことは、米国を新たな雇用と製造業を引き寄せるマグ

ネットにすることです。10 年間以上にわたって雇用先を失った後、米国の製造業は過去 3
年間に 50 万人を超える雇用を生み出しました。大企業・中小企業が雇用を米国に戻そう

という決断を増やしています。 
 
 この傾向を加速させるために、本予算教書は昨年オハイオ州のヤングスタウンに建設し

た製造業イノベーション研究所の成功を足場として、全米各地に 15 の製造イノベーショ

ン研究所ネットワークのハブの創出を呼び掛けます。これらのイノベーション・ハブは、

ビジネスが各大学や連邦政府機関と連携して米国各地をハイテク雇用のグローバルセンタ

ーへと転換させます。 
  

本予算教書はまた、投資と雇用を引き寄せる力を強化する新しい税額控除スキームを含

んだ、製造業コミュニティーを支援する新しいイニシアティブを含んでいます。そしてこ

れは世界から米国へとビジネスと投資を引きつけることを支援する、現政権の SelectUSA
イニシアティブ(対米投資促進を調整する米国政府の主要な仕組み)を拡充するものです。 

 
最も良い製品を作るには、最も優れたアイデアに投資する必要があります。そのため本

予算教書では、将来のビジネスと雇用を創出する変革的（transformational）な技術を直

接作り出すことに貢献する可能性の高い分野へと予算を配分し、世界トップレベルの科学

と研究へのコミットメントを継続します。 
 
国産のエネルギーは、最も有望な投資対象分野です。本予算教書では、クリーンエネル

ギーの研究開発に投資し、米国の車輌、住宅およびビジネスのエネルギー効率（省エネ）

を促進し、責任ある国内エネルギー生産を奨励し、気候変動の脅威と戦う新たな取り組み

を開始することで、私が発表したエネルギーに関する「all-of-the-above 」戦略（国内で

利用可能なエネルギーを全て活用するというオバマ大統領による戦略的アプローチ）を継

続して進展させます。 
 
私の「Race to the Top」教育改革の取り組みの成功をモデルに、本予算教書では、エネ

ルギー消費の無駄を省く最も効果的な政策を実施した州政府に報酬を与える、米国のエネ

ルギー効率課題へと取り組む新たな「Race to the Top」を含んでいます。そして米国によ

る他国の石油への依存度を軽減し、国内の自動車やトラックの石油消費を転換するイニシ

アティブを支援するため、石油や天然ガスリースからのロイヤリティー収入を資金源とす

る新たな「Energy Security Trust（エネルギー安全保障信託基金）」を設立します。 
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過去 4 年間にかけて、米国は国内インフラの再構築の懸命に取り組んでいます。そして

35 万マイル超の道路と 6 千マイル超の鉄道を建設、改善しました。また 2 万を超える橋梁

を修繕、交換しました。それでも、21 世紀経済を勝ち抜く雇用のマグネットの役割を担う

には不十分です。私たちは、高速鉄道、ハイテクな学校、自己修復できる電力系統を含み、

既存のインフラを修繕し、未来のインフラに投資しなくてはなりません。これらの投資に

より、長期的な経済成長の基盤が形成されて、すぐにでも労働者が働き口を見つけること

ができるでしょう。 
 
2014 年度予算教書には、国内の約 7 万もの構造的に欠陥のある橋梁など最も緊急を要

する修繕にできる限り早急に人々が働き口を見つけるため緊急に投資する「Fix-it-First」
プログラムを含んだ、50 億ドルのインフラへの先行投資が含まれます。そして納税者がそ

の全負担を負うことがないことを確実にするため、本予算教書では「Rebuild America 
Partnership」を創出し、米国製品を輸送する近代的な港湾、嵐に耐えられる近代的なパ

イプライン、そして私たちの子供たちにふさわしい近代的な学校など、米国のビジネスが

最も必要とするものをアップグレードするための民間の投資を集めます。 
 
 本予算教書はまた、最も慎重に計画されたインフラ建設プロジェクトでさえも抑え込ん

でいたお役所仕事に切り込み、私が本年初頭に発表した連邦政府の許認可プロセスの効率

性を近代化し改善する取り組みを支援します。これらの取り組みは、コミュニティーや環

境への優れた成果という新しいインセンティブを創出する一方で、インフラプロジェクト

のスケジュールを半減させるという、私が設定した新しい目標の達成を後押しするでしょ

う。 
 

これらの製造業、エネルギーおよびインフラにおけるイニシアティブは全て、起業家や

小規模のビジネスオーナーに対して新規雇用の拡大や創出を支援するでしょう。しかしこ

れらの雇用で職務をこなすためのスキルとトレーニングを米国民が身につけなければ、そ

れらのイニシアティブは意味を成しません。 
 
そしてそれはなるべく早くから開始する必要があるのです。しかしながら今日、質の高

いプレスクールに入学する 4 歳児は 10 人に 3 人にも満たない状態であり、私立のプレス

クールの高額な学費は中産階級家庭に大きな経済的負担を与えています。 
 
そのため本予算教書では、国家と連携した画期的な新しいイニシアティブを通して全米

の 4 歳児が質の高いプレスクールに確実に入学できるようにする提案を含んでいます。そ

してこれにより、米国の小さな子供たちの早期学習の能力を向上させ、彼らの人生の中の

形成期における成長と発達を支援します。 
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民間のプレスクール教育を一年間無料で 4 歳の子供たちに提供することは、米国の将来

への重要な投資です。これにより私たちの子供たちが人生において最良のスタートを切っ

て、その後の小学校での学業での成功を支援し、最終的には彼ら自身と米国がグローバル

経済の要求へと対応できるようにします。そればかりでなく、勤勉な家庭の育児費におい

て何千ドルもの節約となり得るのです。これは私たちが必要とする投資であり、全てのタ

バコに課した新しい租税により、本予算教書において全額が投資されます。 
 
 予算教書はまた、優れた者に報酬を与えてイノベーションを促進することにより米国の

小学校や高校のシステムを改善するという、私の第一任期(昨年までの第 1 期の大統領の 4
年間の任期)に作った歴史的な改革策に基づいています。米国の高校が子供たちを大学や良

い仕事へと確実に導くよう、本予算教書は学生が卒業後すぐに雇用先を見つけるのに必要

な実際のスキルを得られるように、または学生が大学へと進学できるようにする米国の高

校の再設計を支援する新たな競争的資金を含んでいます。この資金は、大学や雇用主との

新たなパートナーシップを展開し、現在と未来の職務に今日の雇用主が求めるスキルであ

る科学、技術、エンジニアリング、数学(STEM)に焦点を当てた(教育)コースを設置する高

校に提供されます。 
 

優れた高校を卒業した後にも、若者の多くがより高等な教育を必要とするでしょう。過

去 4 年間にわたり、税額控除、グラント、より良い融資を通して何百万人もの学生や家庭

が大学進学できるようにしてきました。しかし学費は急増しており、そのため多くの若者

が高等教育への道を閉ざされ、または持続不可能な債務を負わされています。そして納税

者は、増加する高等教育費への援助を継続することができません。 
 
学費を低減する大学自身による努力を奨励するために、本予算教書には学費の負担可能

性を確実にする改革案が含まれ、特定の種類の連邦政府支援を受領する大学の決定のため

の評価軸が考慮されています。現政権はまた、大学の比較検討に両親と学生が利用できる

新たな「College Scorecard」を公表しました。 
 
学生たちが米国の教育制度により 21 世紀の経済のキャリアへと確実に準備できるよう

にするため、米国の科学・数学の最も優秀な教員の専門性を活用し、全米におけるこれら

の分野の指導を強化する、新たな「STEM Master Teacher Corps」のような STEM 教育

を促進する追加的な対策が本予算教書には含まれています。また、これらの教育分野への

連邦政府による投資の有効性を向上させるための STEM 教育プログラムの再組織編成と

統合も含まれています。 
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本予算教書は、米国の経済を成長させ、雇用を創出し、中産階級を強化するため重要な

対策を他にも講じています。「Affordable Care Act」を実施して、全米国民が享受する資

格を持って、高品質で金銭的負担が可能な医療制度の保障範囲へと手が届くようにし、今

後 20 年で 1 兆ドル超の赤字を削減します。また「大きすぎて潰せない」問題を解決し、

2008 年の金融崩壊に寄与した不正と向こう見ずな行動から消費者を守るウォール街改革

を実施します。そして米国の住宅市場を強化し、全ての責任ある住宅所有者が平均して年

間 3,000 ドルを節約できる、現在の利率で借り換えのできる機会を確実に持てるようにす

る対策も含んでいます。 
 

米国の経済は、人々の才能と努力奮闘の創意、つまり希望に満ちあふれた移民によって

より強化されます。そのため、機能不全となっている移民制度を修復する計画を提案して

おり、国境を警備し、不法に移民を雇う雇用主を厳重に取り締まり、高いスキルを持つ起

業家やエンジニアを引き寄せて雇用創出と経済成長促進を支援し、勝ち取った市民権への

責任ある道筋、つまり身元調査を通過し、税金および意味のあるペナルティを支払い、英

語を学び、合法的に米国に移住しようとする人々の列に順番を守って並ぶという道筋を構

築します。予算教書は、米国の移民制度をより効率的で平等なものとし、この永続的で常

識的な改革の基礎を築くような投資をします。 
 

予算教書はまた、自分たちの生活向上への努力を惜しまない全米国民と全コミュニティ

ーへの機会の拡大において過去 4 年間になされた進展に基づいています。これは勤勉な労

働が確実に良い生活へと導かれるための新しい機会を創出しています。勤勉な労働がより

報われるよう、最低時給賃金を 9 ドルへと増額することによって懸命な努力に報います。

「Promise Zones」を設定してコミュニティーと連携し、景気後退からの回復を支援しま

す。景気後退により一番の打撃を受けた長期的な失業者と若者の雇用への道筋を創出しま

す。そして結婚の経済的な障壁を取り除き、父親としての役割を支援することで家庭を強

化します。 
 
私たちはまた、私たち米国人が、国内外において安全で安心であることによってのみ経

済成長が達成、持続できることがわかっています。国内において、本予算教書は米国の子

供を守る、銃による暴力を削減する、精神衛生サービスへのアクセスを拡充するという私

のイニシアティブを支援しています。全米の多くの地域を苦しめてきた銃による暴力の惨

事から私たちの子供を守る支援をする良識的な改革として、犯罪者が銃を入手することを

出来ないようにするため、身辺調査の抜け穴を取り除くなどの改革をしながらも「Second 
Amendment（憲法修正第 2 条:武器を保持する権利）」の権利を守ることができるのです。 
 

国境外における脅威と戦うために、本予算教書は、現在が戦争の 10 年間よりも落ち着

いてきていても、米国の軍隊が世界で最も優れ、最も装備が整っていることを確実に維持

します。 
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私たちはすでに、3 万人を超える軍人たちをアフガニスタンから米国に呼び戻しました。

残存する部隊はアフガニスタンの治安部隊の指揮の下、サポーターとしての役割に移って

います。そして来年にかけてさらに 3 万 4 千人の米国部隊が戻ってきます。このような軍

の引き上げは継続し、来年の終わりまでには米国のアフガニスタンでの戦いは終了するで

しょう。本予算教書は、2014 年以降の統合された主権国アフガニスタンにおける米国のコ

ミットメントを継続して支援します。 
 
 米国の国家安全保障を維持するために、本予算教書はアル・カイダなどの現行のテロリ

ストへの戦いを支援します。9/11 で私たちの米国を攻撃した組織は、かつてのような力を

持ちません。しかし、別のアル・カイダが加わり、アラビア半島からアフリカにかけて過

激主義的グループが興隆しました。私たちは、外交、安全保障、諜報活動、そして経済発

展を含む米国の能力とツールをフルに活用してこれらの国家安全の課題に取り組ます。 
 
 本予算教書はまた、依存を低減し繁栄を高める食糧安全保障を促進すること、すなわち

AIDS の無い時代に向けた成功的道筋へと投資すること、また命を救い米国の価値観を反

映する、世界における人道的支援の提供者としてのリーダーシップを維持することにより、

世界規模の発展における米国のコミットメントと利益のための行動に私たちが必要とする

リソースを提供します。 
 
 私たちはまた、国家のインフラ、ビジネスや人々を脅かすサイバー攻撃などの新たな危

機と戦わなければなりません。本予算教書は、全サイバー攻撃の脅威に対処するための政

府全体による取り組みの拡大、および米国のサイバーセキュリティー全体を向上させるた

めの、国家や地方政府、海外のパートナーや民間部門との連携能力の強化、を支援します。 
 
 本予算教書はまた、アジア太平洋地域にも焦点を当て、米国のリーダーシップを回復し、

安全保障、安定性、民主主義そして経済成長を促進します。 
 
 重要なことは、本予算教書は米国の軍人と退役軍人を世話し、戦場にいる米国の外交団

と民間人を保護するという正式な義務を支持しているということです。これにより、傷を

負った軍人のメンタルヘルスケアを含む世界トップレベルの保護システムに投資し、兵士

の家族を支援し、私たちの退役軍人に彼らが獲得してきた権利である給付金、教育や雇用

の機会を提供して、退役軍人たちとの約束を守ります。 
 
 本予算教書は、赤字を削減する全体の計画の一部として前述の全てを実施します。これ

ら全てのイニシアティブとアイデアは、予算で全額が賄われ、ほんのわずかな赤字も作り

ません。 
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米国民への責任ある投資をすることで、中産階級を強化し、米国を雇用とイノベーショ

ンのマグネットにし、経済を発展させ、今度はそれらが赤字の削減を助けます。しかし経

済成長のみでは、米国の長期的な財政課題を解決することはできません。 
 
私たちが経済を発展させるにつれ、赤字を削減するためのさらなる行動を実施する必要

があります。これらの重要な優先事項のどちらかを選択する必要はなく、両方とも実施し

ます。 

 

 過去 4 年間において、2.5 兆ドル超の赤字をバランスのとれた方法で削減しようと民主・

共和両党は協力して取り組んできました。これは、エコノミストたちが米国財政を安定化

させるために必要であるという、赤字 4 兆ドル削減目標のうちの半分以上です。2 つの戦

争が落ち着きを見せる中、旧式の軍事兵器システムの防衛費を削減する一方で米国兵士の

家族と退役軍人を保護してきました。米国財政での裁量支出は経済的においてアイゼンハ

ワー大統領政権以来の最も低いレベルに達しつつあります。無駄、不正行為や特権の乱用

を取り除くために積極的に活動してきました。同時に中産階級家族の所得税収を低く抑え

ながら、富裕層には相応の負担を求め始めました。全体的にみて、経済成長と中産階級の

強化に必要な教育、製造業、クリーンエネルギー、そして小規模企業への投資を保護する

バランスのとれた方法で赤字を削減しました。しかし私たちの仕事はこれで終わりではあ

りません。この予算教書は、残りの仕事を完了させるために作られています。 
 

とはいえ、私たちの軍隊の迅速な機動性を損ない、教育やエネルギーなどの優先事項を

破壊し、雇用を犠牲にするような厳しく独断的な赤字削減を実施するわけではありません。

それでは経済を成長させることはできません。最も裕福な者が何もしない一方で、中産階

級の高齢者と勤労者世帯に赤字削減の責任を押しつけるべきではないのです。それでは米

国の中産階級は発展しないのです。 

 

 米国民は、繁栄への近道がないことを理解しています。そのため私は赤字を削減するた

めにバランスの取れたアプローチを採るべきだと繰り返し呼び掛けてきました。そしてそ

のため多くの機会において、無駄な支出を削減し、給付金制度を強化し、特別な減税と税

金の抜け道を廃止して最も富める者が相応額を負担するという提案をしてきました。 
 
 12 月の下院議長であるベイナー氏との、いわゆる「財政の崖」に関する交渉において、

私は再びバランスの取れた総括的、そして米国の 4 兆ドルの赤字削減目標の達成が可能と

見込まれる妥協案を提示しました。この提案は現在も審議中であります。米国の財政を整

えるために必要な、困難でもバランスの取れた選択をするという私のコミットメントを実

行するために、私はこの提案を本予算教書に含ませています。 
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 はっきり言って、私が提案する政策の中には、自分でもとりわけ好ましいとは思えない、

困難を伴う削減案が含まれています。しかしこれらの対策は、赤字削減のために特別な減

税と税金の抜け道を廃止し、百万長者や億万長者が相当額を負担するということで、共和

党議員が私との交渉で譲歩して初めて法律となるのです。私は、中産階級家族に頼ったい

かなる赤字削減にも反対します。どちらの政党にも聖域はあり得ないため、私には自分の

政党でも不評である困難な選択をする用意があります。そして、同じような、バランスの

取れたアプローチを採用する連邦議会のあらゆるメンバーと共に働くことを楽しみにして

います。この計画は、民主党と共和党が達成可能な合意点のようなものの上に立てられて

いるのです。 
 
 まとめると、本予算教書では追加の 1 兆 8 千億ドルの赤字を向こう 10 年で削減する予

定であり、2023 年までに赤字が GDP の 2%を下回るようにし、米国の債務を減少傾向に

転換します。これが予算教書の終わりではありません。経済を成長させ、赤字を削減する

最良の方法は、質の良い中産階級の雇用を創出することなのです。しかし、このバランス

の取れた方法による赤字削減計画は、米国が、この先何年も続くしっかりとした経済と成

功する中産階級を築くための、確固とした基礎を確実なものとするための重要なステップ

であります。 
 
 本予算教書は最終的に、21 世紀に向けて米国政府を改革し合理化するという私のコミッ

トメントを継続して実施します。これは、見つけられる限りの無駄な支出をさらに狙い削

減するという私の「Cut Waste」キャンペーンに基づいています。これにより政府機関や

プログラムを再編成・統合し、それらを無駄のない効率的なものにします。これにより、

決して多くはない納税金で私たちが賢い投資していることを確実にするためにエビデンス

や評価の活用を増やします。そして私たちがより少ない資源でより多くを実施することを

可能にする新しい技術を活用します。 
 
 米国が直面する課題や問題を、たった一つの予算案で解決することはできません。しか

しこの予算教書は、米国経済が成長し、中産階級を強化し、国家の将来を保証しながら、

自分たちの収入に見合った生活をする方法を提示しています。これは、民主党の計画でも、

共和党の計画でもないのです。これは米国の計画なのです。そしてこれは、私たちが皆で

米国の物語の次章を書くための概要としての役割を担える計画であることを、私は望んで

います。 
 
 

バラク オバマ 
ホワイトハウス 

2013 年 4 月 10 日 
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      翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）     

 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2013 年 4 月 10 日に発表された以下の記事を翻

訳したものである。 
“THE BUDGET MESSAGE OF THE PRESIDENT” 
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/message.pdf)        
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