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オバマ大統領の 2016 会計年度予算教書メッセージ 

 

 

 

合衆国連邦議会へ： 
  
 
 米国にとっての飛躍の年を経て、現在、1999 年以来の最も速いペースで私たちの経済は

成長し雇用を生み出しており、ここ 58 ヶ月の間に 1,100 万人超の雇用を創出しました。

失業率は財政危機以前よりも低下しています。これまでよりも多くの米国の子供たちが学

校を卒業しています。また、より多くの米国人が(公的医療)保険に加入しています。30 年

間続いた外国からの原油の輸入から自由の身となりました。過去 6 年間の米国民の勤勉さ、

回復力、そして決断力により、危機は去ったのです。 
 
 成長する経済、収縮する赤字、活気ある産業、活発なエネルギー生産により、私たちは

不況から立ち上がり、地球上のどの国よりも自由に自分たちの未来を計画することができ

るようになりました。今後 15 年間、さらに数十年間にわたって、私たちがどのような国

を望むのか。それを決めるのは私たちです。少数の者が繁栄し、多数の者がチャンスを手

にすることもない経済を受け入れるのか？ それとも、努力する者の全てに賃金の上昇とチ

ャンスを提供するような経済を目指すのか？ 
 
 私たちはこの 6 年間で、ミドルクラス(中産階級)の経済がうまくいくことを確信しまし

た。米国民としての最も基本的な価値観の一つを再確認したのです。それは、全ての米国

民が平等な機会を得て、相応に努力し、同じルールの下で行動すれば、この国は一番うま

くやっていけるということです。 
 
 本予算教書で提案する私のアイデアは、21 世紀にミドルクラス・エコノミクスをもたら

すような計画をします。それらの提案は、党派的なものではなく、現実的なものです。働

く家族らが上昇の見込みのある賃金を得て安心して暮らし、米国労働者らがより高収入の

雇用先を目指してスキルアップを図り、米国のビジネスが良質で新しい仕事を生み出せる

ような環境の創出を支援するものです。本予算教書は、米国国民の安全を守るという最も
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基本的な責務を果たしつつ、これらを実施します。これらに投資するとともに、非効率な

支出を削減し、税法の抜け道を塞ぐことで、いわゆる sequestration(強制削減：2011 年成

立の予算管理法に基づく措置で、議会で具体的な赤字削減が合意できなければ、自動的に

歳出が強制的に削減されること)という有害な歳出削減を終了させます。また、主にヘルス

プログラム、税法、そして移民制度の改革による財政赤字額 1.8 兆ドルの削減によって米

国をより持続可能な財政の道へと導きます。 
 

 第一に、ミドルクラス・エコノミクスとは、保育、大学教育、ヘルスケア、住宅、定年

退職といった、働く世帯の経済的な安定の土台構築を支援することです。幼い子供を持つ

ミドルクラスの世帯に対し、最高の保育控除(child care credit)を子供一人当たり 3,000 ド

ルまでと 3 倍増し、10 年以内に 4 歳以下の子供を持つ全ての低収入世帯への保育手当支援

を拡大し、全ての 4 歳児が入学できる幼稚園を作ることで高コストな保育手当への対応や

家計を支援します。 
 

 本予算教書はまた、諸州に対して有給家族休暇制度を設けるよう促し、ミドルクラスの

家族らに職場での柔軟性を提供します。現在、先進国の中で唯一、米国は労働者らへの有

給病気休暇や有給出産休暇を保障していません。4 千 3 百万人の労働者らが有給病気休暇

を持たないため、多くの両親が給与か、それとも家に残る具合の悪い子供の世話かという

苦しい選択を強いられています。これを変える時がきています。現在の経済にあっては、

両親が働くということは多くの家族にとって贅沢なことではなく、経済的に必要なことで

あります。 
 
 第 2 に、ミドルクラス・エコノミクスとは、少しでも多くの米国人が、高賃金を獲得し

続けるのに必要なスキルと教育を身につける機会が得られることです。本予算教書は、幼

稚園の数を増やし、米国の最も若い生徒らへの高品質な初等教育に投資し、不利な立場に

ある学生らと彼らが通う教育施設への支援を強化し、教員らの準備や支援を向上し、米国

の高等学校を全ての学生が大学や就職に向けて卒業できるようなものにする新たな投資と

イノベーションを求めます。 
 
 これまで以上に知識が重要視される 21 世紀の経済では、高校教育のさらに上を目指す

必要があります。今後 10 年内には、求人数の 2/3 が何らかのより高い教育を必須とする

ため、米国人の誰もが必要とされる教育を受けられなくてはなりません。私の政権期間に

おいては、Pell Grants (連邦政府支給の奨学金) を強化しており、本予算教書ではインフ

レーションを加味しながら確実にこれを継続するようにします。また、能力のある学生に

対してコミュニティーカレッジの学費を無料にするという新しく大胆な計画もあります。

大学生の 40%が、特定の技術の習得や 4 年後の学士への道筋としてコミュニティーカレッ

ジに通っています。全米で 2 年間のカレッジでの教育を、高等学校と同様に無料化します。 
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 学生らに対し、成功するための機会の提供を支援しながらも、労働者らに再び技術を習

得する機会を提供することも支援する必要があります。昨年、議会は一丸となって米国の

雇用トレーニング制度の重要な改善となるWorkforce Innovation and Opportunity Actを
可決しました。この進展を足場に、本予算教書の提案では失業者らへの対面的なキャリア

カウンセリングの実施を支援し、同制度を通じてトレーニングを受ける労働者の数は倍増

しました。また、欧州で十分に機能している、労働者が給与を得ながら新たなスキルを習

得できる registered apprenticeships の拡充に投資することで、「働きながら学ぶ」アプロ

ーチを拡大する予定です。さらに、雇用主との強力なパートナーシップを特徴とし、実地

労働訓練を含み、雇用主の評価による資格認定制度を展開するプロジェクトに投資するこ

とで、トレーニングが確実に質の高い仕事につながるようにします。 
  
 本予算教書は、米国に帰還する新世代の英雄たちに、彼らが守ったアメリカン・ドリー

ムを生きるチャンスを保障します。米国の退役兵士への支援のための 5 本柱である、資金

援助、質が高く時宜にかなったヘルスケアの提供、迅速で効率的な支援の提供、ホームレ

ス問題の解決、そして退役兵士とその家族が良質の仕事、教育、そして手頃な住宅を獲得

するための支援に投資します。 
 
 第 3 に、ミドルクラス・エコノミクスとは、米国を足場としたビジネスを開始し、米国

内の雇用を支援するような環境を作ることであります。過去 58 ヶ月間で 75 万を超える新

たな雇用を生み出した製造業分野に起こったこのような成長を礎とします。雇用を創出し、

継続して産業を成長させ、先進的な製造技術において米国のリーダーシップを強化するた

めに、2015 年にすでに資金を提供した 9 ヶ所をベースとして、本予算教書は 45 ヶ所の製

造施設間の全米ネットワークに資金援助します。本予算教書はまた、製造業イニシアティ

ブの一環として、米国内で技術が開発された際には、米国内での製造を確実にするために

官民パートナーシップを通じて資金提供された Scale-Up Fund を設立します。本予算教書

は、スタートアップ企業の開発製品の生産を支援するための投資ファンドを提案します。

これらの投資は全て、他国が購入したいと思うような製品を米国が継続して製造すること

を、また将来に向けた製造業での雇用の創出を支援します。 
 
 製造業、インフラ構築、クリーンエネルギー開発や他の成長分野の最先端技術で世界を

けん引すれば、米国は繁栄するのです。そのため本予算教書では、米国の製造業部門を支

える技術開発を確実に先導するための最先端の先進的製造技術の研究、脳を研究すること

でアルツハイマー病等の疾病に新たな見識を提供する BRAIN イニシアティブのようなバ

イオ医療研究、医療効果を向上させてより優れた疾病治療を実施する Precision Medicine 
(個別化医療) 、また、気候への耐性と持続可能性に着目した農業研究にも投資します。こ

れらの投資は、高賃金の雇用を創出し、生活を向上させ、そして新たな産業の扉を開いて

持続的な経済成長を促進する可能性を持っています。 
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 私たちの経済が成長を続けるにつれ、米国のビジネスと労働者らには、近代的な港湾、

頑丈な橋梁、良質な道路、より高速な列車、そしてより優れたブロードバンド等、新たな

経済で機能するためのより頑強なインフラも必要となります。本予算教書では、多くの建

設労働者やエンジニアの雇用を創出し、勤勉な米国人に雇用を提供し、ビジネスや製品輸

送を簡易化するような 21 世紀のインフラ構築を提案します。また、各コミュニティーを

連結して労働者を支援する交通網を拡大しながら、既存の道路や橋梁の修繕・近代化もし

ます。 
 
 これら全提案は、ミドルクラスの賃金を増額してより多くの高賃金雇用を米国にもたら

すでしょう。ミドルクラスに給与を支払うため、本予算教書は非効率な支出を削減し、税

法の抜け道を塞ぎ、全ての人が確実に相応の報酬を獲得するようにします。国内で投資す

るビジネスに不利益をもたらし、海外に利益を保持する企業を優遇する税法の抜け道を閉

じて、その貯蓄の一部を国内の老朽化するインフラの再構築に利用します。さらに米国人

の上位 1%が蓄積した富が納税義務を免れるのを許す不平等性を存続させる抜け道も塞ぎ、

少しでも多くの若者の大学への進学を支援します。本予算教書は、小規模企業のオーナー

らが多数の計理マンを雇う代わりに実際の銀行取引明細書をベースに申告できるように、

この制度を簡易化します。働く世帯が保育手当や大学教育を享受し、退職後の生活を計画

し、何よりも新しい経済において好調なスタートを切ることを重点とした税制改革の時が

来ています。 
 
 当然、米国内での仕事を海外での問題と切り離すことはできません。私たちは海外での

戦争を縮小し戦費を低減することで、経済を強化して赤字を縮小させました。しかし、米

国の安全保障に対する脅威は存続するため、それに取り組む必要があります。 
 
 本予算教書では、ISIL(Islamic State in Iraq and the Levant)を弱体化して最終的に撲

滅するための米国の活動を支援します。私たちは、長期間や着実な決断を要するグローバ

ルな取り組みにおいて、60 を超えるパートナーを先導しています。先般の一般教書演説に

て明確に申し上げたとおり、ISIL に対する武力行使を認める法案を可決して、この活動に

おいて一致団結していることを世界に知らしめるよう呼び掛けています。 
 
 また、欧州の同盟国と協力し、ウクライナの民主主義への支援と NATO の同盟国を再保

証する活動に資金を提供することで、ロシアの圧力と挑発的な行動に対抗する活動も支援

します。 
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 私たちはさらに、次世紀の構築に向けて、私たちを消耗させてきた問題の先を見る必要

があります。本予算教書では、サイバー攻撃から米国を防衛するための手段を提供します。

いかなる国やハッカーも、米国のネットワークをシャットダウンさせ、企業機密を盗み取

り、米国の家族のプライバシーを侵害することは許されません。サイバー攻撃から米国を

守るための資金を増額することに加え、このような脅威に対応するための法律を可決する

よう継続して議会に求めます。 
 
 本予算教書は、エボラ熱のような感染病の脅威に対抗するための国内外での活動にも投

資します。Global Health Security Agenda を支援する手段を提供し、ポリオを始めとす

る他の世界的な疾病の課題を撲滅するための資金を増額し、世界の HIV/AIDS 問題に取り

組むための新たな Impact Fund を設立します。さらに、より効果的かつ効率的に、国内で

の将来の病気発生への準備資金を増額し、諸州に対して National HIV/AIDS Strategy の

目標達成を支援する HIV Plans の作成のための資金を提供します。 
 
 本予算教書はまた、同盟関係を近代化し、新たな市場を開き、他の国家が一定のルール

の下での紛争の解決や、米国が直面する大きな課題の取り組みにおいて他国家が自身の義

務を果たせるよう、アジアや太平洋諸国での歴史的な機会に投資します。 
 
 気候変動問題は、未来の世代への最大の脅威です。地球上において観測史上における年

平均最高気温を記録した上位 15 年のうちの 14 年間が、今世紀の最初の 15 年の間にあり

ました。人間の活動が気候を変動させており、私たちが積極的に対応しなければ海水レベ

ルの上昇や長期間の猛暑、危険な干ばつや洪水、大規模な崩壊が続くことで、地球上では

大規模な移住、紛争、飢饉等を引き起こすことが世界有数の科学者らによって警告されて

います。米国国防総省は、気候変動は米国の国家安全保障に差し迫った危機をもたらすと

しています。また、本予算教書で触れたように、悪化する気候の影響が政府の責務を増や

すので、気候変動への対策を講じないことによる多大なコストは連邦政府の最終収益に直

接的な打撃を与えます。そのため、本予算教書では、CO2 削減を加速し、地域コミュニテ

ィーとの現場での協力体制を構築し、それらによる気候変動の影響への対策の戦略策定を

支援し、この重要で倫理的かつ財政上の問題に関する米国の他国に対するリーダーシップ

に投資して、2013 年に発表した Climate Action Plan を支援することで、 気候変動への

措置を講じます。 
 
 これらの重要な投資に加え、本予算教書はまた、私の Management Agenda も支援しま

す。これは、より効率的で効果的、そして経済成長を支援するような次世代の政府を作る

ためのものです。本予算教書は、政府が米国民に提供するサービスを向上させるイニシア

ティブも提案します。連邦政府の購買力を活性化させて、市民の税金をより有効かつ効率

的に利用し、民間部門に政府のデータとリサーチを公開してイノベーションと経済成長を

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1113, 2015.2.27

32



促進し、よりスマートな IT 技術を推進し、そして連邦政府職員に優秀な人材を引き寄せ、

維持します。また、無駄を削減して効率化を図り、エビデンスと評価により有用なプログ

ラムに市民の税金が賢く利用されることを確実にするための政府組織の統合と再編への提

案も含みます。 
 
 議会もまた、包括的な移民法の改革により、経済の成長の促進、赤字の削減、社会保障

の強化を支援できます。私は昨年、国境での不法移民を撲滅し、家族ではなく重犯罪者の

本国送還を優先させ、申請して犯罪・国家安全保障に関する身元調査をパスした不法滞在

移民に対し、本国送還に怯えること無く納税して米国に居住できるようにするための一連

の行動を起こしました。また、才能ある STEM(科学・技術・工学・数学)の学生、起業家

やビジネスに対し、移民システムの一本化のための行動を起こしました。これらの行動に

より、全米国民の平均賃金を上昇し、赤字が削減されるでしょう。しかし、これは真の改

革への一歩にすぎず、私がすでに言及したように、議会は法改正によってのみ変更可能さ

らなる包括的改革に向けて行動する必要があります。フリーの経済学者らによれば、移民

制度改革は、今後 20 年の間に米国の経済を成長させ、約 1 兆ドルの赤字を縮小すると予

測しています。包括的な移民制度改革により、この壊れたシステムを修正し、米国の経済

成長を促進するときが来ています。 
 
 本予算教書はまた、質が高く手頃な負担の(公的)健康保険により、全ての米国人の安心

感を確かなものにしてきた進展を足場にしています。Affordable Care Act (the Patient 
Protection and Affordable Care Act: PPCAC(患者保護並びに医療費負担適正化法)により、

数百万を超える米国人が(医療)保険に加入できるようなりました。同法は既存の条件への

差別を禁止し、終身保険の上限を撤廃することで、保険会社がフェアプレーをするよう義

務付けました。また、ヘルスケアの費用の上昇を遅らせることで、米国がより持続的な財

政状態へと軌道修正する手助けもしました。 
 
 本予算教書では、米国の未来に投資し、勤勉に報いてより高い収入を生みだし、成長す

る米国の繁栄を全国民で分かち合えるような経済に私たちが力を尽くすことで可能となる

ことを示しています。米国のミドルクラス世帯に力を与える戦略を策定し、米国の勤勉な

家族たちが厳しい経済と技術変革の時代を突き進めるよう支援するのです。 
 

今世紀が始まって以来 15 年間、そして財政危機の暗い日々が続いた 6 年間の後、私た

ちは立ち上がり、埃を払い、米国の再建に再び着手したのです。私たちは新たな礎を築き

上げました。私たちが輝くような未来を描けるのです。本予算教書は、私たちが共に新た

な章へと歩み出す手助けをしてくれるでしょう。 
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      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、米国大統領府 行政管理予算局(OMB)より 2016 年 2 月 2 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/fy2016/assets/message.pdf  
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