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米国 2015 年度予算教書  
 
仮訳 

 

オバマ大統領の 2015 年度予算教書メッセージ 
 

 

合衆国連邦議会へ： 
  
 
 5 年間におよぶ意を決した確固たる努力の結果、米国は 21 世紀の地球上のどの国家より

も良い位置にあります。私たちは過去 4 年間で 8 百万人を超える新しい雇用を創出し、現

在では 5 年間にわたり最も低い失業率を記録しています。米国の住宅市場は、回復傾向に

あります。米国の製造業部門では、1990 年以来初めて雇用が増加しています。他国から購

入するよりも、多くの石油を米国内で生産しています。私が大統領に就任して以来、米国

の赤字額を半分以上削減しました。そして、10 年ぶりに初めて、世界のビジネスリーダー

たちは投資対象として最も適しているのは中国ではないと断言しています。それは、米国

なのです。 
 
 私たちは大きな進歩を遂げましたが、成長と繁栄の新しい基盤に米国の経済を再建する

ためには、やるべきことがたくさんあります。米国民を団結させるものは、人種、宗教、

政党、老若、貧富にかかわらず、全ての人々にチャンスが与えられるというシンプルで深

い信念、つまり勤勉に働き責任を全うすれば成功できるという考え方です。この信念は、

深刻な打撃を受けてきました。30 年以上にわたり、また大不況(Great Recession)が起こる

以前でさえ、技術の大変換や世界との競争により中産階級の良質な雇用が奪われ、世帯が

頼りにする経済的な基盤が弱体化しました。 
 
 4 年間の経済成長の後の現在、企業収益や株価がこれほど高くなったことは希で、また

上層階級の人々も今ほど良かったことはありません。しかし、平均賃金はほとんど変わっ

ていません。不平等は悪化しています。社会的地位の上昇は停滞しています。経済回復の

最中であっても、あまりにも多くの米国人が、出世どころかなんとか生活していくためだ

けに、これまで以上に働いています。そしてあまりにも多くの米国人が、まだ職を得てい

ないのです。 
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 私たちの任務は、このような流れを逆転させることです。成功が偶発的に起こるもので

はなく、私たちの強力な労働倫理と私たちの見る夢の範囲によって成功するアメリカに戻

る必要があるのです。それが私たちの祖先をこの地に引き寄せたものなのです。私たちが

チャンス(機会)そのものなのです。そして私たちの世代の仕事は、この約束を取り戻すこ

とです。これはすぐにできることではありませんが、この目標に向かって突き進んでいか

なければなりません。 
 

 私は本予算教書で、一方では国家の長期的な財政状況を改善させながら、成長を促進さ

せて中産階級を強化し、中産階級への新たなチャンスのはしごを組み上げる、具体的かつ

現実的な提案をします。 

 

 民主党と共和党の作業のおかげで、議会は今年初めに教育、研究開発、インフラ整備、

国家安全保障などの優先事項に関する昨年度の厳しい予算削減を白紙に戻すという合意を

導きました。本予算教書ではこのような超党派的な歩み寄りの重要性を認識し、2015 年度

に議会が同意した支出レベルを守ります。しかし、インフラ整備、技術イノベーションや

教育など、雇用、経済成長やチャンスを創出する分野に投資するために、私たちができる

こと、すべきことは、明らかに他にも多くあるのです。そのため、私は今年度の国内の優

先事項と国家安全保障の両方について、どのように、そして何に対して追加的な投資がさ

れるべきかを示すロードマップを議会に提供する「チャンスと経済成長と安全保障のイニ

シアティブ(Opportunity, Growth, and Security Initiative)」に対する予算全額を本予算教

書に含ませています。 
 
 私たちは、どこから始めるべきかわかっています。つまり、私たちがチャンスを得るた

めの最良な方法は、良い仕事を得ることです。米国の経済成長が持ち直す中、企業は今年

の求人を増やすと言っています。また、メジャーな製造業者の過半数が、仕事を国外から

国内に移すことを考えています。 
 

より多くの企業がこのような決定をスムーズにできるようにする必要があります。民主

党と共和党の両党は、米国の税法が米国内への投資を困難にし、企業に対し利益を国外に

保持させる、無駄で複雑な抜け道だらけだと議論しています。昨夏、私は事業税制改革を

インフラへの重要な投資と組み合わせることを提案しました。本予算教書には、米国内の

道路や橋梁を再構築して毎日の通勤をスムーズにしてアメリカ製の商品を輸送し、雇用を

創出する、よりシンプルでさらに効率的な税法に転換するために生じた transition 
revenue を利用するこの提案が含まれています。なぜなら、今日のグローバル経済では、

一流の仕事は一流のインフラに引き寄せられるからです。同時に本予算教書では、可能な

限り迅速により多くの建築作業員を集められるように、役所仕事の効率化と、鍵となるイ

ンフラ事業の認可プロセスの一本化について、現政権による独自の実行計画を提示してい

ます。 
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私たちにはまた、現在、次世代のハイテク製造業競争において他国を打ち負かすチャン

スが訪れています。現政権では既に、米国が先端技術開発において世界をリードするのを

助ける、ビジネスと大学の研究をつなげるためのハイテク製造業での 4 箇所のハブを立ち

上げています。本予算教書では、5 箇所の追加のための予算配分をすることでそのような

取り組みを拡大し、また、前述のイニシアティブを通して、私が昨夏発表した今後 10 年

間でこれらの 45 箇所の製造業イノベーション組織のナショナルネットワークを創出する

という目標達成を支援します。 
 

今日、イノベーションに全力を挙げる国家は、明日のグローバル経済を制するものであ

るということが、私たちにはわかっています。これは、アメリカが明け渡すことのできな

い強みなのです。そのため本予算教書には、雇用を創出し、生活の質を向上させ、米国民

に新しいチャンスを提供するような科学と技術のブレークスルーを促進する、最先端の研

究開発への投資が含まれています。本予算教書の同イニシアティブは、米国の限界をさら

に押し広げ、国立衛生研究所(National Institutes of Health: NIH)におけるアルツハイマ

ー病、ガン、その他の疾病との戦いを増大して支援するバイオ医療研究活動、気候変動に

対応したインフラを構築するための気候研究、そして農産物を増産し健康を増進するため

の農業研究を支援します。 
 

私たちはまた、雇用を取り戻すための大きな要因が、国産エネルギーへのコミットメン

トであることもわかっています。数年前に私が発表した「all-of-the-above 」戦略（国内

で調達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）は

機能しており、現在、米国が過去何十年の間で最高のエネルギー自給率に近づきつつあり

ます。 
 
本予算教書では、安全で安定した天然ガスの生産と化石燃料からのクリーンな電力生産

を確実にすることで、この「all-of-the-above 」戦略を前進させます。これにより、車、

トラック、家庭や工場で無駄にしているエネルギー量を削減する新たなインセンティブを

創出します。また、再生可能エネルギー生産に対する税額控除を推進することで、太陽光

の技術などへの投資によりクリーンエネルギーを促進します。そして、私たちの空気、水、

土地、地域コミュニティーの保全を継続して強化し、気候変動の脅威に対応します。気候

変動は実際に起こっていることであり、緊急に取り組む必要があります。変動する気候に

より、西部地域は干ばつにあえぎ、沿岸都市では洪水に対処するなどの被害を被っている

のです。そのため私は、現政権が各州や電力事業者などと協力し、発電所が大気中に排出

できる二酸化炭素の量に関する新たな基準を設立するように、そして山火事に対処するコ

ストの増額やその被害の拡大に取り組む新たなアプローチを促進するように指示しました。 
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 これらの取り組みは全て、経済成長を加速させ、より多くの雇用を創出します。しかし、

急変する現在の経済状況において、全ての米国人がこれらの雇用を満たせるようなスキル

を確実に備える必要があります。そのため本予算教書では、労働者が雇用主のニーズにマ

ッチするスキルを備えられるよう、OJT や実習制度などの職業訓練において優れた効果や

イノベーションを導くための新たな取り組みに投資します。 
 
 もちろん、今日の職業訓練はこれでは不十分です。全ての子供に対する世界レベルの教

育を保証することで、未来の労働に備えなければなりません。そのため、本予算教書では、

幼児教育から大学教育までの全てのレベルの教育を改善する、新たな投資とイニシアティ

ブによるこれまでの進展を基礎としています。 
 

子供の人生において私たち大人ができる最良の投資の一つは、質の高い幼児教育である

という研究結果があります。今年度は、各州や全米の各コミュニティーとの新たなパート

ナーシップに投資して質の高い幼児教育へのアクセスを拡大するため、私は再度、全ての

4 歳児が入園できる質の高い幼稚園を用意するよう議会に呼び掛けています。本予算教書

にはまた、10 万人を超える乳児・幼児のための質の高い託児所へのアクセスを提供するた

めの予算も含んでおり、任意の在宅訪問プログラムの拡大と拡充を支援します。  
 
昨年、私は連邦通信委員会(Federal Communications Commission: FCC)に、今後 4 年

をかけて米国の学生の 99%が高速ブロードバンドに接続可能にするよう要求しました。今

年、FCC は、赤字を増やすこと無く、この目標の達成を目指して今後 2 年で 15,000 校の

2 千万人を超える学生をブロードバンドに接続させようとしています。学生たちがこのこ

とから最大の利益を確実に得られるよう、本予算教書では全米の何百もの学区の教師のト

レーニングに投資します。 
 

 本予算教書はまた、学生を大学や職業へと準備させるための大学レベルのカリキュラム

と実際のスキルを提供する大学や雇用主とのパートナーシップ構築を手助けし、高校の再

設計を支援します。また、学習成績の格差を狭めて、すべての子供たちが成功するために

必要な質の高い教育を享受できることを目標とした新たな「Race to the Top」コンテスト

を立ち上げます。 
 
 また、中産階級の子弟の学生たちが大学教育からあぶれることのないよう、イノベーシ

ョンを促し、親たちに情報をより多く提供し、質を向上し、コストを削減した大学には報

酬を与えるよう高等教育のシステムを刷新しています。私は昨夏、教育省(Department of 
Education)に対し、学生たちに最高の価値を提供する大学を特定し、すべての大学に改善

を促すための新たな大学評価システムを開発し発表するよう指示しました。本予算教書で

は、この評価システムの開発を支援し、「Pell Grant」受給者の教育成果を向上させた大学 
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への報酬としてボーナスを提供します。そして、学生ローンの負債に追い詰められている

と感じている米国民を一人でも多く助けるために、本予算教書では収入に基づいた返済オ

プションを拡充し、月々のローン返済額を収入の 10%を上限とする機会を全ての人に提供

します。 
 
また、私たちの経済が労働の尊厳に敬意を払うこと、そして勤勉な労働により全ての国

民が報われることを確実にするため、より多くのことをする必要があります。フルタイム

で働く者が貧困の中で家族を養うべきではないことに、圧倒的に多数の米国民が同意して

います。私は大統領命令において既に、連邦政府の請負業者が、連邦予算で給与支払いを

受けるその被雇用者に、少なくとも時間当たり 10.10＄の適正賃金を支払うよう要求して

います。議会はさらにそれを進めて、すべての労働者について最低賃金を同様にする必要

があります。この賃上げは家庭を助け、ビジネスの顧客に消費のための金銭を提供し、生

産性を高め、離職者数を減らすことで経済を助けます。本予算教書ではまた、労働者が獲

得した賃金と超過勤務手当てを確実に受け取るための取り組みに投資します。 
 
 家庭が生活の収支を合わせるのを助ける手段は、その他にもあります。不平等を低減し、

勤勉な労働によって家庭の自立を助けるために、「勤労所得税額控除(Earned Income Tax 
Credit: EITC)」以上に効果的な政策はありません。子供を持つ家庭のための EITC は、毎

年数百万人もの人々を貧困状態から引き上げ、全ての親たちの約半数を彼らの人生のどこ

かの時点で支援しています。しかし、進歩的・保守的ともに多くの優れた政策立案者が言

及しているように、EITC は子供を持たない単身の労働者にとっては十分ではありません。

本予算教書では、子供を持たない労働者および親権を持たない親について EITC の控除額

を倍増し、EITC が職歴を開始する極めて重要な時期の労働を奨励するよう、若年層労働

者にも同様の措置を講じます。 
 

また、米国人が退職に備えて貯蓄するのを助けるために、さらにすべきことがあります。

現在、ほとんどの労働者が年金制度に加入していません。社会保障給付小切手だけでは十

分ではないことが、たびたびあります。株式市場が過去 5 年間で増倍した一方で、退職後

の貯蓄を持たない人々の退職後の社会保障は改善していません。そのため、本予算教書は、

職を持つ米国人が退職に備えて貯蓄を始める新しい方法である、「MyRA」貯蓄債権を創出

するという私の提案を基礎としています。「MyRA」では、新たに貯蓄を始める人々を後押

しするために最初の出資額を低く抑え、本人が投入した額を損失しないノーリスクで適当

なリターンを保証します。本予算教書ではまた、これとは別に、全ての米国人が雇用先に

おいて自動的な貯蓄手段へとアクセスできるよう、自動登録制の「Individual Retirement 
Accounts」を設立するよう提案しています。 
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数十年もの間、機能不全となった医療制度ほど勤勉に働く家庭を経済的な困窮にさらし

たものはありません。「Affordable Care Act」の制定により、私たちは医療制度の立て直

しを実施しています。既に、医療改革法令によって、3 百万人を上回る 26 歳以下の米国人

が彼らの親が加入する制度の下で補償を受けています。9 百万人を上回る米国人が民間の

健康保険か Medicaid(低所得者医療扶助)に加入しています。この法令により米国人は、ぜ

んそく、腰痛、ガンなど既存の健康状態への補償から脱落する、または拒否されることは

二度とありません。女性たちが女性であるがためだけに料金を課されることは、二度とあ

りません。私たちは、Medicare(高齢者医療保険)への出資期間を延ばし、Medicare のプレ

ミアムを平坦に保ち、数百万人もの高齢者の処方費用を低減する一方でこれらを実施しま

した。このような進展を継続して行うために、本予算教書は、現行の「Affordable Care Act」
の実施に対して予算全額を計上します。 
 
 私たちは、米国の安全の保障無しでは、経済成長の達成とチャンスの獲得は不可能であ

ること覚えておく必要があります。本予算教書では、銃による暴力の低減と刑事司法制度

の改革により、米国内の地域コミュニティーをより安全にする取り組みを支援しています。 
 
 国外に関しては、本予算教書では、2014 年にアフガニスタンでの米国の軍事任務完了か

ら、自らの将来に全責任を負う統一されたアフガニスタン政府に対する政治的かつ安全保

障上の支援に責任を持って移行します。私が就任した際には、18 万人もの米国人がイラク

とアフガニスタンで軍務に就いていました。現在、全ての米国軍はイラクから撤退し、6
万人を上回る米国軍がアフガニスタンから既に帰還しています。アフガニスタンの軍隊が

自分たちの安全保障をリードしている現在、米国軍は支援任務へと移行しました。同盟国

と共に今年末までに米国軍の任務を完了し、米国史上最も長い戦争はようやく終結を迎え

ます。 
 
 アフガニスタンでの軍事行動を段階的に縮小することに加えて、本予算教書では、米国

が対面するかもしれないテロ行為の脅威やサイバー攻撃を含むいかなる脅威にも対処でき

る、迅速対応で近代的かつ有能な国防軍の維持を確実にします。またシリアでの人道的か

つ外交的な取り組みにも予算配分し、中東と北アフリカの変遷と改革を支援し、アジア・

パシフィック地域に向けた戦略的なリバランスを推進します。安定性を強化し、「Power 
Africa」への投資により、米国のビジネスの新たな市場を創出します。また、世界的なヘ

ルスケアを支援し、気候変動に対処することで平和と安全を促進します。並びに、諜報活

動の監視や米国の外交機関や海外に居住する人員の保護を強化します。 
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 本予算教書はまた、私たちの国家に非常に多くのものを与えてくれた米国軍隊と退役軍

人に対する義務を継続して全うすることを確実にします。このような約束を果たすため、

本予算教書は、退役軍人のメディカルケアのサポート、軍人の家族への援助、軍人が民間

人の生活に移行するための支援、ホームレスの退役軍人の低減、そして退役軍人が獲得し

た便益を受けられるよう、高度障害保険請求の未処理分を減少させます。また、米国の軍

隊のリーダーシップ求める、軍給与体系に必要な改革を導入し、米国軍が必要とするトレ

ーニング、設備、サポートなどに投資する一方で、軍人らとその家族が獲得した利益を確

実に享受するようにします。 
 
 これらの重要な投資に加えて、本予算教書では、より効率的かつ効果的で、経済成長を

サポートする「21st Century Government」の創出に現政権が採用しているステップの概

要をまとめています。米国民とビジネスは、民間部門が提供するサービスレベルと同等の

ものを政府に期待しており、政府はその期待に応えるつもりです。本予算教書では、オン

ラインや対面でのより良い、より速い、より賢いサービスにつながるイニシアティブを含

んでいます。連邦政府関係機関にサービスの共有と政府の購買力の活用を呼び掛けて、米

国民の税金の価値と効果をより大きなものにします。政府の情報の公開と公共・民間部門

利用のリサーチを継続し、イノベーションと雇用創出を促進します。また、連邦政府機関

職員の最高の才能を引き寄せて維持し、卓越性を追求する文化を育成することを確実にす

るため、政府が最も重要とする資源である政府職員に投資します。 
 
 それらすべてを実施する一方で、本予算教書は米国の長期的な財政の展望をさらに強化

します。私たちは過去 5 年の間に、経済における割合で赤字を半減させ、第二次世界大戦

後の動員解除以来の最速の赤字削減を経験しました。本予算教書はこれを継続し、債務を

減少傾向に向かわせ、2023 年までに経済における割合の 2%以下に削減します。 
 
 「Affordable Care Act」の多少の影響から、過去数年間のヘルスケア支出の伸びにおい

て顕著かつ大幅な減少が見られたにもかかわらず、長期的にはヘルスケアコストの伸びが

米国において最も喫緊の財政的な課題であることがわかっています。そのため本予算教書

では、Medicare および Medicaid を強化し、質が高く効率的なヘルスケアを促進する追加

的な政策とともに、医療改革法令におけるコスト抑制と改革を基礎としています。  
 
 私たちにはまた、歳入が米国の長期的な財政的課題の解決の一部を担う必要があること

がわかっています。人口が高齢化し、労働者が退職に向けて減少している中、米国の経済

を成長させてチャンスを拡大するために必要な投資も行いつつ、高齢者を支え続けるため

の追加的な歳入が必要となります。本予算教書では、非効率で不平等な税額控除を削減す

る税制改革を通じてこの歳入を保証し、また商店街から金融街までの全ての人々が、公正

な税負担をすることを確実にします。 
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 最後に、私たちが長期的で持続可能な経済成長と財政赤字削減に本腰を入れて取り組む

ならば、ビジネスのリーダー、労働者のリーダー、宗教的なリーダー、そして法令の執行

の声に心を留めて、米国の壊れた移民システムを修正する必要があります。フリーの経済

学者らによれば、移民改革によって米国の経済が成長し、向こう 20 年間で財政赤字を約 1
兆ドル削減するとしています。また、研究、発明や文化への貢献によって夢を叶えるため

に人々が米国にやって来れば、ビジネスを起こすためのより魅力的な国へと米国を変化さ

せ、雇用の創出を助けます。 
 
 上院は、支援をする価値のある超党派の移民改革法案の可決に動きました。今は下院が

仕上げに入る時期です。 
 
 私たちは過去 5 年間において進展を遂げました。しかし、やるべきことはまだ残ってい

ます。本予算教書は、中産階級の家庭、また中産階級の一員となるために働く人々が、雇

用、住居、家計に対して必ず安心できるようにするためのロードマップを提供します。現

実的で持続的な経済の安定を築くためには、全ての米国人が成功し、子供たちにより良い

生活を創ってあげられるよう、全ての人のチャンスを拡大する必要があるのです。 
 
 どれも簡単なことではありません。これまで、米国が簡単にやってこられたことはあり

ません。しかし、私たちが力を合わせて働き、自分たちの持てる最高の力を発揮すれば、

それは実現可能なのです。 
 
 

バラク オバマ 
ホワイトハウス 
2014 年 3 月 4 日 
 
 

  
 

      翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子）     
 
 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2014 年 3 月 5 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/fy2015/assets/message.pdf     
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