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成長と分配の好循環へ！２８年度予算成立！
１月４日開会という戦後最も早く始まった今通常国会で先日、平成２８年度予算が成立しました。過去最大となる
９６兆７千億円もの予算の主眼は、アベノミクスによる経済成長の果実をしっかり分配していくことで景気回復を実感し
ていただき、消費や設備投資を呼び込み、経済の好循環につなげていくことです。

雇用の確保
経済において政治にまず求められることは働く場を

成長と分配の好循環
恵まれない境遇にある人に手を差し伸べるのは、

作ることです。昨年、日本企業は過去最高の６６兆円

政府の重大な責務のひとつです。しかし、財源が無け

の利益を上げました。倒産件数も安倍政権の３年間で

れば、いくら理想的な政策を掲げても実現することは出

２割減少しました。企業環境の好転により、名目ＧＤＰ

来ません。来年度予算には、アベノミクスによって得

は４０兆円伸び、１１０万人以上の雇用の増加をもたら

た成長の果実を分かち合う政策も盛り込まれています

しました。有効求人倍率は２４年ぶりの高い水準にあり、

（次ページ参照）
。

正規雇用についても８年ぶりに増加に転じ、１５歳～
６４歳の生産年齢人口が３３５万人減る中で、正規雇用
者２６万人増を達成しました。高卒の就職内定率は２５
年ぶりの高水準、大卒の就職内定率も８年ぶりの高い
水準になっています。雇用を確保し、総所得を増加さ
せる中でアベノミクスは成長と分配の好循環に向けて
着実に歩みを強くしています。

経済成長を通じた財政健全化
財政赤字の縮小が喫緊の課題であることは言うまで
もありません。他方で、経済を無視した緊縮財政一辺
倒の政策では、経済活動や国民生活の悪化をもたらし、
かえって財政再建から遠のいてしまいます。前述の雇
用の増加や企業活動の拡大により、この３年間で、国・
地方合わせて２１兆円（消費税３％引き上げを除いても
１３兆円）増加しております。結果として、社会保障支
出の増加で歳出が過去最大となっても、国債発行額
は３年間で１０兆円削減することに成功いたしました。

世界経済の動向
経済は生き物です。今年に入って、中国経済の減速、
原油安や、欧州金融不安など世界経済のリスク要因
がアベノミクスの足取りに影を差しているのも事実で
す。日本経済を腰折れさせないためには、如何なる政
策が必要か。小倉まさのぶは金融経済の専門家として
引き続き議論を続けて参ります。

７本セット 実現

４月スタート！ 少子化対策・子育て応援
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児童扶養手当の充実

第2子への支援額
月額5千円 ⇒ 最大1万円へ倍増
第3子以降の支援額
月額3千円 ⇒ 最大6千円へ倍増

幼児教育無償化の推進

年収約360万円未満世帯の
第2子の保育料を半額に
第3子以降の保育料を無償化

2013年、2014年の2年間で
保育の受け入れ枠を21.9万人分拡大。
今年度予算でも1,500億円余りの予算増額
で待機児童解消へ。

環境委員会で質問しました
衆議院環境
委 員 会 で3月
25日 に 丸 川
珠代環境大臣
に一般質疑を
行いました。①国立公園の観光資源を活用するなら
ば、国立公園の管理保全を業務とするレンジャー（自
然保護官）の支援を拡充すべきではないか、②国際
的に規制強化が進んでいる海洋ゴミ（マイクロビー
ズ）対策に、日本も本腰を入れて取り組むべきではな
いか、③「2050年までにCO2を8割削減する」との
わが国の長期目標を達成するため、社会保障やコン

町田市・多摩市選出（東京都第23選挙区）

1981年 5月 30日 多摩市生まれ、町田市在住
2004年 3月 東京大学法学部卒業
4月 日本銀行 入行
2009年 7月 オックスフォード大学院卒
2011年 7月 日本銀行 退職
2012年 12月 第46回衆議院議員総選挙にて初当選
2014年 12月 第47回衆議院総選挙にて２期目当選
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主な役職
自民党

◉青年局次長兼国際部長
◉報道局次長
◉財務金融副部会長
◉環境副部会長
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ひとり親世帯の保育料軽減

年収約270万円未満世帯は無償化
年収約360万円未満世帯は
第1子半額、第2子以降は無償化
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待機児童解消の加速化

Profile
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不妊治療への助成拡大

初回治療への助成を30万円に倍増
男性の不妊治療にも、最大15万円助成

高校生等の奨学給付金の充実

非課税世帯の第1子の給付額を倍増
国公立は 2万2千円増
私立は
2万7,400円増

無利子奨学金の拡充

貸与者数1万4千人増（27年度比）

パクトシティ等の経済社会課題を同時に解決しうる
革新的な方策も研究・提案していくべきでないか、
等の点について、環境省の立場を問いました。質疑
の模様は、衆議院 TVで公開されていますのでご覧く
ださい。
（参考1）レンジャー…知識や技術を活かして国立公園の保全管理にあた
る専門官。 非常勤を含めて日本には370人ほど（アメリカでは2万人以
上）
。一人当たりの管理面積は山手線の内側と同程度と非常に広大であ
り、自然環境の保全や自然教育の実施など業務を適正に実行するために
はさらなる拡充が求められます。
（参考2）マイクロビーズ…洗顔料や歯磨き粉にスクラブ剤として含まれ
るマイクロビーズ（微細なプラスチック）は海洋に流出するとPCBなどの
有害物質が吸着して生物濃縮され、生態系に悪影響を与えるのではな
いかと懸念されています。昨年のG7サミットで問題提起され、アメリカ
では昨年末から製造が禁止された一方、日本の近海は世界の海と比べ
て濃度が高いとの調査結果があるものの、具体的な規制の動きはまだ
出ていません。

自民党衆議院議員

小倉まさのぶ

◉国際保健医療戦略特別委員会事務局長
◉金融調査会事務局次長
◉住宅土地・都市政策調査会幹事
◉消費者問題調査会事務局次長
◉行政改革推進本部幹事 など

国会

◉衆議院予算委員会委員
◉衆議院環境委員会委員
◉衆議院消費者問題に関する
特別委員会委員 など

元日銀マン

小倉まさのぶによる、
マイナス金利政策の解説 ! !

マイナス金利とは？

個人の預金はどうなる？

日本銀行は「銀行の銀行」
と呼ばれているように、銀

日銀のマイナス金利政策によって個人の預金にも

行からお金を預かったり貸したりしています。これまで

マイナスが付くのではないか、といった不安の声も聞き

は、日銀に預けてある銀行の預金に0.1％の金利が付

ます。しかし、ごく一部に0.1％のマイナス金利を適用

いていましたが、
「マイナス金利」
の導入により、一部の
預金については、銀行が日銀に0.1％の金利を支払う

する日本のマイルドな政策と比べて、▲1.0％のマイナ
ス金利を適用しているデンマークでも個人の預金には

形になります。

マイナス金利が適用されていません。

マイナス金利の効果は？

しているのも事実です。低金利下で如何に国民の資産

ただ、マイナスにならないまでも、預金金利が低下

「マイナス」と聞くとネガティブなイメージがあります
が、マイナス金利の導入により、住宅ローンや企業の
借入金の金利が低下しています。住宅ローンの金利が

を守っていけるか。古びた言葉になりましたが「貯蓄か
ら投資へ」を推し進めていくのも、重要な道のひとつと
考えています。
「投資なんてギャンブル」
と思われる方も
いるかもしれませんが、バブル崩壊やリーマンショック

下がって金利負担が軽くなれば、その分家計に余裕が

などの「失われた20年間」の中でも、国際分散投資を

出来て消費が増えていくことや、企業の借入金利が下

実践すれば、年率4.7％の利益を上げられる
（定期預金

がれば、企業の新規借入金が増えて設備投資等が伸
びることが期待されています。経済活動が活性化すれ
ば、デフレ解消も期待できます。

のみでは年率0.1％）
というデータもあります（下グラフ）
。
国民の皆さんが安心して投資できる金融資本市場の整
備、金融教育の充実、消費者保護を図っていくのが、

マイナス金利の導入により、銀行経営が苦しくなると

小倉まさのぶの役割のひとつと考えています。

いう声もあります。しかし、銀行が日銀に預けている
預金のうち、マイナス金利が付くのは新規に預ける分
のみであり全体の僅か１割です。 大半は依然として
プラスの金利が付いています。銀行が日銀に200億円
支払う一方で、日銀は銀行に2200億円支払う計算に
なります。 全ての預金がマイナス金利となる欧州の
マイナス金利政策と比べると、銀行に配慮した政策と
いえます。

小倉まさのぶ後援会事務所からのご案内
友人・知人・ご親戚ご紹介
国政報告会・ミニ集会の開催
ボランティア・インターンスタッフ募集
国会見学・国会勉強会の開催
個人献金のお願い

小倉まさのぶ後援会事務所では、活動を支えていただくために皆様からの様々な活動
へのご協力をお願いしています。下記事務所までお気軽にお問い合わせください。

地元

〒194-0013
東京都町田市原町田5-4-7 からかあさ101号

E-mail

info.oguramasanobu@gmail.com

事務所

HP

TEL: 042(710)1192 FAX: 042(710)1193
http://www.ogura-m.jp/

活動報告

石井国交大臣へ多摩都市モノレール延伸に
向けた要望活動。

麻生財務大臣へ予算確保のための要望活動。

青年局国際部長として駐日台北経済代表處
（台湾の在日窓口）へ義捐金のお届け。

報道局次長として谷垣幹事長の定例記者会見
に陪席。

今年は党政調会にて多くの分野で事務局長
を務めています。写真は国際保健医療戦略特
命委員会にて。

事務局長を務めるEEZに関する法整備推進
ワーキンググループにて。

町田の医療・福祉関係者とともに厚生労働省
と打合せ。

多摩桜プロジェクト多摩の山桜の植樹祭に
て。国会では桜議連のメンバーとしても活動
しています。

今年も引き続き予算委員会。NHK中継から
こんにちは。

多摩ニュータウン再生シンポジウムにて。
国会でもニュータウン再生のための規制改革
などに取り組んでいます。

党本部で小泉農林部会長、牧原青年局長と
共に被災地産品の売り子を務めました。

毎年お邪魔している多摩市乞田貝塚どんと
焼きでの一コマ。

小倉まさのぶ君と語る会
日 時：

5月16日（月）
18時[開 場]

会 場：

会費無料

ホテル

18時30分[開 会]

ザ・エルシィ町田地下1階

「田村憲久前厚生労働大臣に聞く
！

どうなる！
？ 超少子高齢社会ニッポンの年金・介護・医療」

QRコードよりメール
にてご 参 加 登 録を
お願いします。

