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01	◆野田第３次改造内閣が発足　野田
首相は内閣改造を行い，初入閣８人
を含む 10人を交代させた。財務相
に城島光力（こうりき）・前民主党
国会対策委員長，文部科学相に田中
真紀子元外相，国家戦略・経済財政
相に前原誠司・前同党政調会長を起
用。玄葉外相，森本防衛相ら８人は
留任

05	◆女性宮家，創設案　政府は，女性
宮家創設に関する論点整理を公表し
た。天皇の子や孫である内親王が，
結婚後も皇室にとどまることを可能
にする女性宮家創設案が柱

06	◆オスプレイ，普天間配備　米軍岩
国基地（山口県岩国市）に一時駐機
されていた海兵隊の新型輸送機ＭＶ
22オスプレイ12機の普天間飛行場
（沖縄県宜野湾市）配備が完了した

08	◆山中教授にノーベル賞　スウェー
デンのカロリンスカ研究所は，ｉＰ
Ｓ細胞（新型万能細胞）を作製した
京都大学ｉＰＳ細胞研究所長の山中
伸弥教授と，英国のジョン・ガード
ン博士にノーベル医学・生理学賞を
贈ると発表。日本人の医学・生理学
賞の受賞は，利根川進博士（1987年）
以来25年ぶりで2人目

17	◆ 2010年参院選も「違憲状態」　
議員１人当たりの有権者数の格差
（１票の格差）が最大5.00 倍だった
2010 年の参院選挙区選は違憲だと
して，有権者が選挙無効（やり直
し）を求めた訴訟で，最高裁が「違
憲状態」とする判決。2011 年 3月
に 2009年の衆院選も違憲状態と判
断しているため，両院とも違憲状態
とされる事態になった

31	◆石原都知事が辞職　東京都の石原
慎太郎知事が，自らが代表を務める
新党を結成し，次期衆院選に出馬す
ることを 25日に表明。都知事を辞
職した

10
月

03	◆シリアがトルコ領砲撃　シリアか
ら発射された砲弾が，トルコ南部ア
クチャカレに着弾し，住民５人が死
亡した。トルコ軍はシリア領内に砲
弾を撃ち込んで反撃。昨年３月にア
サド政権による反体制派弾圧が始
まって以降，トルコがシリアと本格
的に交戦するのは初めて

07	◆チャベス大統領４選　ベネズエラ
大統領選で反米左派の現職ウゴ・
チャベス大統領が４度目の当選

09	◆ＩＭＦ総会，48年ぶり日本開催
　国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀
行総会が仙台市と東京都内で開か
れ，188か国の財務相・中央銀行総
裁らが参加した。日本開催は 48年
ぶり。共同声明では世界全体の景気
の先行きが見通しにくく悪化してい
く危険があることを指摘した

11	◆ノーベル文学賞に中国の莫言（モー
イエン）氏　中国国籍の作家が受賞
するのは初めて。代表作は『紅い高
梁（コーリャン）』（1986年）

12	◆ノーベル平和賞は欧州連合（ＥＵ）
　欧州の平和と和解へ，60年以上
にわたる貢献を評価。歴史的に対立
を繰り返したドイツとフランスの相
互信頼を構築し，ベルリンの壁崩壊
後の中東欧諸国の民主化を実現，バ
ルカン半島（クロアチアやセルビア，
モンテネグロなど）の和解プロセス
を促したとした。

01	◆東京駅が新装オープン　ＪＲ東京駅
丸の内駅舎が新装オープンした。戦災
で焼失したドーム形屋根など大正時代
の開業当時の姿が復元された

01	◆日本郵便発足　日本郵政グループの
郵便事業会社と郵便局会社が合併した
新会社「日本郵便」が発足。郵便物の
集配と窓口サービスが一本化された

01	◆世界２位の製鉄会社誕生　新日本製
鉄と住友金属工業が合併し，新会社「新
日鉄住金」が誕生した。年間粗鋼生産
量で世界２位の製鉄会社となった

05	◆ＮＹ株，４年 10か月ぶり高値　
ニューヨーク株式市場で，ダウ平均
株価（30種）は１万 3610.15 ドルと，
2007 年 12 月 10 日以来，約４年 10
か月ぶりの高値となった

10	◆トヨタ自動車が過去最大のリコール
　トヨタ自動車は世界で計 14車種，
約 743 万台をリコールすると発表し
た。トヨタが一度にリコールした台数
としては過去最大

15	◆ソフトバンク，米携帯３位の買収発
表　国内携帯電話３位のソフトバンク
は米３位のスプリント・ネクステルを
買収すると発表した。契約数は，日米
合わせると国内最大手ＮＴＴドコモを
上回り，売上高では世界３位に浮上す
る

22	◆貿易赤字，半期で初の３兆円　2012
年度上期（４～９月）の貿易統計によ
ると，貿易収支は３兆 2189億円の赤
字となった。半期ベースでの赤字額が
３兆円に達するのは，統計が比較可能
な 1979年度以降初めて。財務省が発
表した

30	◆日銀11兆円追加緩和　日本銀行は，
世の中に供給するお金の量を 11兆円
増やして総額 91兆円とするなど追加
の金融緩和を行うことを決めた。９月
に続く追加緩和で，２か月連続の緩和
は約９年半ぶり

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

世界と日本の動き（2012 年 10 月〜 2013 年 5月）

世界の人口，2割が60歳超
　10月 1日，国連人口基金は，

2050年までに 60歳以上の人口が
20億人を超えて，世界の約5人に
1人（22％）となるとする，高齢
化の急速な進展を報告書にまとめ
た。特に中国などの新興国や発展途
上国で高齢化が顕著になる見通し。

	 　報告書では，過去 10年間で 60
歳以上の人口は 1億 7800 万人増
加しており，2012年時点では8億
1000万人で世界人口の11.5％を占
めているという。今後10年以内に
10億人を突破すると予測されてい
る

iPS細胞とは
　あらゆる細胞に分化する性質
を持つ細胞（人工多能性幹細胞・
新型万能細胞）。患者の細胞から培
養することができるので，患者が
拒絶反応をおこすことがなく，利
用することができる。それまでの
万能細胞（ES細胞）の作製に比べ
ても，倫理的な面の問題がない 原子力規制委員会，初の原発

放射能拡散予測	　10月 24日，
原子力規制委員会は，重大原発事故
で放射性物質はどのように拡散する
かを予測し，公表した。「拡散シミュ
レーション」では，全国16か所の
原発で福島第一原発のような事故を
想定した。これにもとづいて当該原
発の各自治体が防災計画を立てる
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16	◆衆院解散　衆院が解散され，政府
は臨時閣議で「12月４日公示− 16
日投開票」の衆院選日程を決めた。
衆院選は 2009年８月以来，３年４
か月ぶり。野田首相が「近いうちに
国民に信を問う」との約束をした８
月８日の自公両党との党首会談か
ら，ちょうど100日後の解散。最高
裁によって「違憲状態」とされてい
る衆議院議員選挙区割りのまま，選
挙が行われることとなった

19	◆星出さん帰還　宇宙飛行士の星出
彰彦さんが国際宇宙ステーションで
の約４か月間の滞在を終え帰還。滞
在中の船外活動は計21時間を超え，
日本人最長となった

21	◆鳩山元首相が引退表明　民主党の
鳩山由紀夫元首相が衆院選に出馬し
ない意向を正式に表明した。党執行
部が衆院選での公認の条件に，党方
針に従うとする「誓約書」の提出を
求めたことで，「私の姿勢を貫くと，
民主党から公認をもらって戦うこと
ができないことがわかった」などと
語った

28◆日本未来の党が結成　滋賀県の嘉
田由紀子知事が「卒原発」を旗印に
した新党「日本未来の党」を結成し，
小沢一郎代表の「国民の生活が第一」
などとの合流をはかった

30	◆ 11党首が論戦　衆院選を前に，
与野党 11党首による討論会が日本
記者クラブで行われた。争点の原
発・エネルギー政策や環太平洋パー
トナーシップ協定（ＴＰＰ）などを
めぐり，激しい論戦を展開した

05	◆アスベスト禍，東京地裁判決で国
に賠償命令　建材用のアスベスト
（石綿）を吸って肺がんになったな
どとして，首都圏の建設労働者と
遺族計 337人が国とメーカー 42社
に計約 118 億円の損害賠償を求め
た「建設アスベスト集団訴訟」で，
東京地裁は国の不作為を一部認め，
170人に計約 6400 万円の賠償を命
じる判決を言い渡した。メーカー側
への請求は棄却された。17日，国
が控訴し，原告全員も 18日に控訴
した

12
月

06	◆オバマ大統領再選　米大統領選は
全米各地で投開票が行われ，民主党
のバラク・オバマ大統領が共和党の
ミット・ロムニー前マサチューセッ
ツ州知事を破り再選を決めた。７日
の勝利演説で，「国が何をしてくれ
るかを問うのではなく，我々がとも
に何ができるかを問うのが米国らし
さだ」と問題解決のための国民の団
結を訴えた

14	◆イスラエルがパレスチナ自治区ガ
ザを空爆　イスラエル軍がガザに大
規模空爆。連日の空爆に，ガザを実
効支配するイスラム主義組織ハマス
などがロケット弾攻撃で対抗。各国
の調停を経て，イスラエルとハマス
など武装勢力が21日停戦合意に

15	◆中国党総書記に習近平氏　中国共
産党は第 18期中央委員会第１回総
会（１中総会）で習近平国家副主席
を最高指導者の党総書記に選出。軍
トップの党中央軍事委主席にも習氏
就任が決まり，党総書記を退任した
胡錦濤氏は軍ポストからも離れるこ
とになった。最高指導部の政治局常
務委員は９人から７人に減員された

18	◆ＡＳＥＡＮ人権宣言採択　東南ア
ジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会
議がカンボジアの首都プノンペンで
開かれ，初の「ＡＳＥＡＮ人権宣言」
を採択。南シナ海の領有権問題は基
本方針を確認しただけで，進展なし

29	◆国連総会「パレスチナは国家」決
議　パレスチナの国連非加盟オブ
ザーバーとしての地位を，現在の「機
構」から「国家」に格上げする決議
案を賛成 138，反対９，棄権 41 で
採択。正式な国家承認ではないが，
総会がパレスチナを「国家」扱いす
るのは初めて

03	◆キャサリン妃ご懐妊　英王室が，
ウィリアム王子の妻キャサリン妃が
妊娠した，と発表した

12	◆北朝鮮，ミサイル発射　北朝鮮が
「人工衛星」と称した長距離弾道ミ
サイルを発射した。防衛省などによ
ると，ミサイルは３段式で，沖縄本
島西方の南西諸島上空を通過したと
推定される。日本への被害はなく，
自衛隊による迎撃も行われなかっ
た。北朝鮮側は「衛星」打ち上げに
成功したとし，米軍も物体の軌道投
入を確認した

04	◆Ｇ 20，世界経済の減速懸念　主要
20か国・地域（Ｇ 20）財務相・中央
銀行総裁会議がメキシコで開かれ，世
界経済の下振れリスクに強い懸念を表
明する共同声明を採択した

05	◆ＡＳＥＭ首脳会合　アジア，欧州の
49か国と２機関が参加するアジア欧
州会議（ＡＳＥＭ）首脳会合が，ラオ
スの首都ビエンチャンで開かれ，欧州
債務危機の影響に対し，アジアと欧州
の協力強化を盛り込んだ議長声明を採
択した

08	◆冬のボーナス78万円　日本経団連
が冬のボーナス調査を発表した。大
手企業 83 社の妥結額は前年同期比
3.99％減の 78万 1396円と，3年ぶり
にマイナスに転じた。減少率は過去3
番目の大きさ

13	◆日本製のバングラ貨幣　財務省と造
幣局は，バングラデシュの２タカ（約
２円）貨幣５億枚の製造を受注したと
発表。外国で一般流通する貨幣を日本
が受注製造するのは戦後初

02	◆トンネル天井崩落９人死亡　山梨県
の中央自動車道上り線笹子（ささご）
トンネル内で天井が崩落して車３台が
下敷きになり，９人が死亡した

11
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

流行語大賞に「ワイルドだ
ろぉ」　　12 月 3日，世相を

反映し，話題になった言葉に贈ら
れる「2012 ユーキャン新語・流
行語大賞」が発表され，お笑いタ
レントのスギちゃんの決めぜりふ
「ワイルドだろぉ」が年間大賞を
受賞した

最古級ひらがな，土器に墨書
　11 月 28日，京都市中京区

の平安京跡にある平安時代の有力
貴族の邸宅跡で見つかった９世紀
後半の土器片から，多数の平仮名
の墨書が見つかった。京都市埋蔵
文化財研究所が発表した。10世紀
前半とされていた平仮名の成立が
半世紀ほどさかのぼることを示す
一級の発見　
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16	◆衆院選，自民が圧勝　第46回衆院
選の投開票が行われ，自民党が圧倒
的勝利を収めて過半数（241）を大
きく上回り，294 議席を獲得した。
公明党も議席を 31に伸ばして自公
両党で325議席に達し，３年３か月
ぶりの政権奪還を決めた。民主党は
惨敗し，57議席に落ち込んだ。「第
３極」として注目された日本維新
の会は 54議席で第３党となった。
小選挙区選の投票率は戦後最低の
59.32％だった

16	◆東京都知事選　前都副知事で作家
の猪瀬直樹氏が初当選。得票は433
万 8936票で，個人としては国政選，
地方選を通じ過去最多だった

25	◆民主代表に海江田氏　民主党の代
表選で，海江田万里元経済産業相が
馬淵澄夫元国土交通相を破り，新代
表に選出された。幹事長に細野豪志
政調会長，代表代行には大畠章宏元
国土交通相が決まった

26	◆安倍内閣発足　自民党の安倍総裁
が第 96 代の首相に就任し，第２
次安倍内閣を始動させた。首相は
2007 年９月以来，５年３か月ぶり
の再登板。一度辞任した首相が復帰
するのは吉田茂氏以来 64年ぶり，
戦後２人目。新内閣では，麻生副総
理に財務相と金融相の両ポストを，
甘利経済再生相に経済財政相をそれ
ぞれ兼務させ，女性では，稲田行政
改革相と森消費者相の２人を起用

28	◆日本未来が分裂　嘉田滋賀県知事
と小沢元民主党代表は記者会見で，
「日本未来の党」を事実上分党する
と発表。衆院選惨敗後，小沢氏の処
遇をめぐり，嘉田氏と小沢系議員の
対立が激化，結党１か月で分裂

04	◆民主党政策を大転換　安倍首相は
年頭会見で，2013 年度予算編成に
関し，民主党政権が手掛けた政策を
大幅に転換し，１月中に政府原案を
作成する方針を表明。「歳出の無駄
をカットする」と述べた

04	◆野党共闘に意欲　民主党の海江田
万里代表は記者会見で，次の通常国
会の対応に関し，民主党が軸となっ
た野党共闘の構築に意欲を示した

04	◆未来代表を辞任　滋賀県の嘉田由
紀子知事は政治団体「日本未来の党」
の代表辞任を正式表明。代表は社民
党から合流した阿部知子衆院議員が
引き継ぐとした

12
月

13	◆中国機，尖閣領空侵犯　中国国家
海洋局のプロペラ機（Ｙ−12）１機
が，沖縄県・尖閣諸島の魚釣島近く
の日本領空を侵犯し，航空自衛隊が
戦闘機を緊急発進（スクランブル）
させた。中国機の領空侵犯が確認さ
れたのは初めて

14	◆米の小学校で銃乱射26人死亡　
米コネティカット州ニュータウンの
小学校で，男が銃を乱射。児童ら26
人が殺害された。男はこの直前，自
宅で自分の母親を殺害し，自身は犯
行後に校内で銃で自殺した

19	◆韓国大統領に朴槿恵氏　韓国大統
領選は，保守系与党・セヌリ党の朴
槿恵（パククネ）候補が最大野党・
民主統合党の文在寅（ムンジェイ
ン）候補との接戦を制し，当選した。
朴氏は韓国に高度経済成長をもたら
した朴正煕（パクチョンヒ）元大統
領の長女で，韓国初の女性大統領。
2013年２月 25日に就任し，任期は
５年

21	◆米国務長官にケリー氏　オバマ米
大統領は，政権の１期目で退任する
クリントン国務長官の後任に，上院
外交委員長で，2004年大統領選の民
主党候補だったジョン・ケリー氏を
指名したと発表した

02	◆「財政の崖」回避法成立　オバマ
米大統領は，過度な緊縮財政により
景気悪化が懸念された「財政の崖」
を避けるための関連法案に署名し，
同法が成立した。年収 45万ドルを
超える富裕層には所得税率を引き上
げるが，それを下回る世帯について
は，減税を恒久化するもの

03	◆「ＴＰＰ，2013年に妥結」確認
　米国，豪州など11か国による環太
平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）
交渉の第15回会合がニュージーラン
ドのオークランドで開かれ，2013年
中の妥結を目指すことを確認

04	◆シャープ，通信用半導体最大手と
提携　シャープは，通信用半導体で
世界最大手の米クアルコムと共同で，
スマートフォン（高機能携帯電話）
やタブレット型多機能端末向け新型
ディスプレーを開発すると発表した。
2013 年３月末までに２回に分けて，
クアルコムを引受先とする計約99億
円の第三者割当増資も実施する

20	◆日銀，物価目標２％検討　日本銀
行の白川方明（まさあき）総裁は金
融政策決定会合後の記者会見で，日
銀が目指す物価水準について，１月
の次回会合で，自民党の安倍総裁が
求める上昇率２％のインフレ目標の
採用を検討する考えを明らかにした。
日銀は，国債などの資産を買い入れ
る基金の枠を10兆円増やす追加の金
融緩和を決定。追加緩和は年間５回
にのぼった

21	◆景気判断下げ止まり　政府が 12月
の月例経済報告を発表。景気の現状
について「このところ弱い動きとなっ
ている」とし，基調判断を５か月ぶ
りに据え置いた

04◆日本取引所の始動　東京・大阪両証
券取引所が 1日，経営統合し，新た
に持ち株会社「日本取引所グループ
（JPX）」が東証一部に上場した

08	◆ 31地域で勤務医不足　2035年に病
院勤務医が 14都府県 31地域で不足
する一方，18道府県21地域で余る可
能性が高いことが国際医療福祉大大
学院の高橋泰教授の調査で分かった

10	◆ソフトバンク５年連続首位　2012年
の携帯電話契約の純増数は，ソフト
バンクモバイルが前年比 12.5％増の
348万 6700件で，５年連続でトップ。
ＫＤＤＩ（ａｕ）が7.3％増の 251万
9300件で４年ぶりに２位に浮上。

1
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

「財政の崖」とは	　2013 年 1月に
国防費などの歳出削減と大型

減税の期限切れが同時に訪れるこ
とから，それ以降アメリカの景気
が崖から転落するように悪化する
恐れがあることを示した
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08	◆閣議の撮影許可　安倍首相は今年
初の閣議を官邸で開き，報道陣に冒
頭の映像撮影を認めた。現官邸での
閣議撮影は 2002 年以来，約 11 年
ぶり

15	◆補正13.1兆円を閣議決定　政府
は臨時閣議で，緊急経済対策を柱
とする 2012年度補正予算案を決め
た。予算規模は 13兆 1054 億円で，
補正後の 12年度一般会計の総額は
100兆 5366億円と，2011年度に続
いて100兆円を突破した

25	◆駆け込み退職相次ぐ　自治体職員
の退職手当引き下げを盛り込んだ改
正条例施行を前に，駆け込みで退職
を希望する警察官や教職員らが相次
いだ。総務省は，地方公務員の駆け
込み退職に関する全国調査を始め
た。新藤総務相が明らかにした

29	◆過去最大規模の予算案　政府は臨
時閣議で，政権交代後初めての新
年度予算編成となる 2013年度予算
案を決定。一般会計の総額は 92兆
6115 億円。東日本大震災からの復
興対策を含めた予算規模は約 97兆
円と過去最大規模の大型予算となる

30	◆首相「原発ゼロ見直す」　安倍首
相は衆院本会議の代表質問への答弁
で，2030 年代に原子力発電所の稼
働ゼロを目指すとした野田前政権の
戦略について，「ゼロベースで見直
し，責任あるエネルギー政策を構築
する」と述べ，全面的に見直す考え
を表明した

05	◆中国艦，射撃レーダー照射　東シ
ナ海で１月 30日，海上自衛隊の護
衛艦に対し，中国海軍艦艇が射撃の
目標をとらえる火器管制用のレー
ダー照射をした。同月 19 日にも，
東シナ海で中国海軍艦艇が，飛行中
の海上自衛隊艦艇の搭載ヘリにレー
ダーを照射した疑いがあると，小野
寺防衛相が発表した

08	◆少年法で法制審答申　法制審議会
は罪を犯した少年に言い渡す有期刑
（懲役・禁錮）の上限を 15年から
20年に引き上げることを柱とした
少年法改正要綱を法相に答申

13	◆ネット選挙運動全面解禁へ　与野
党は，インターネットを使った選挙

12
月

02	◆シリア死者６万人　国連人権高等
弁務官は，シリアで 2011 年３月に
反体制デモが始まって以降の騒乱に
よる死者数が６万人を超えたと発表

11	◆仏，マリに軍事介入　フランスが，
旧植民地の西アフリカ・マリでイス
ラム過激派の武装勢力への攻撃を開
始した

14	◆Ｂ 787運航禁止　最新鋭旅客機
「ボーイング787型機」でバッテリー
からの出火や燃料漏れなどのトラブ
ルが相次ぎ，国土交通省航空局が異
例の調査開始。16日，全日空の787
が，飛行中の異臭などのため，高松
空港に緊急着陸した。米国と日本は，
７８７の運航を禁止した

16	◆アルジェリアで武装勢力による人
質事件　大手プラントメーカー「日
揮」の社員らが働くアルジェリア東
部の天然ガス関連施設をイスラム武
装勢力が襲撃，外国人らを拘束した。
軍が武装勢力を攻撃。24日までに
17人いた日本人のうち 10人の死亡
が確認された

04	◆中国で大気汚染深刻化　中国各地
で大気汚染が深刻化し，中国環境保
護省は有害物質を含んだ濃霧が中国
全土の４分の１，約６億人に影響し
たと発表。北京の日本大使館は説明
会を開き，在留邦人に注意を促した

05	◆イラン大統領がエジプト訪問　イ
ランのアハマディネジャド大統領が
エジプトを訪れ，モルシ大統領と会
談，関係改善にむけ意見を交わした。
イラン大統領の訪問は 1979 年の断
交以来初めて

06	◆セルビアとコソボの大統領会談　
セルビアのニコリッチ大統領とコソ
ボのヤヒヤガ大統領はブリュッセル
で会談した。2008年にコソボが独立

	 	最大手のＮＴＴドコモは 2.3％増の
136万 3700 件と伸び悩んだ。電気通
信事業者協会が発表した

11	◆緊急経済対策20.2 兆円　政府は，
国や地方の負担を合わせた事業規模で
約 20.2 兆円にのぼる緊急経済対策を
閣議決定した。対策にかかる国の財政
支出は計約10.3 兆円

11	◆薬ネット販売禁止「違法」　一般用医
薬品（市販薬）のうち，副作用のリス
クが高い製品のインターネット販売を
一律に禁止した厚生労働省令は違法だ
として，通販会社がネット販売できる
権利の確認などを国に求めた訴訟の上
告審で，最高裁は国側の上告を棄却。
市販薬のネット販売は解禁状態に

22	◆２％のインフレ目標明記　政府と日
本銀行は，２％のインフレ（物価上昇
率）目標を明記した「共同声明」を発
表した。目標達成に向け，2014年以降，
期限を設けずに国債などの金融資産を
買い入れる新たな金融緩和策を行うこ
とも決めた。日銀が具体的な物価目標
を設定したり，無期限緩和に踏み切っ
たりするのは史上初めて

23	◆景気判断８か月ぶり上げ　政府が１
月の月例経済報告を発表。景気の基調
判断を「弱い動きとなっているが，一
部に下げ止まりの兆しもみられる」と
し，８か月ぶりに上方修正した

24	◆貿易赤字，過去最大　財務省発表の
2012年（暦年）の貿易統計によると，
貿易収支は６兆 9273億円の赤字だっ
た。赤字額は，第２次石油危機直後の
1980年を上回り過去最大となった

05	◆日銀総裁が辞職表明　日銀の白川方
明総裁は安倍晋三首相と官邸で会談
し，４月８日の任期満了を待たず２人
の副総裁が任期切れを迎える３月 19
日に辞職する意向を伝えた。日銀総裁
が任期を残し辞めるのは接待汚職事件
で 1998年３月に引責辞任した松下康
雄総裁以来15年ぶり

06	◆東京株が急伸　東京株式市場の日経
平均株価（225種）終値が前日比 416
円 83 銭高の１万 1463 円 75 銭と，
2010年４月につけたリーマン・ショッ
ク後の最高値を更新。08年９月下旬
以来，約４年４か月ぶりの高値

07	◆景気動向９か月ぶり上昇　内閣府が
発表した 2012 年 12 月の景気動向指

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

1
月

独仏和解から 50 年　　1 月
22日，第二次世界大戦後，独仏

の歴史的な和解をうたった独仏協
力条約（エリゼ条約）の調印から
50年を迎え，ベルリンで記念式典
が開催された。この条約は 1963
年に，旧西独のアデナウアー首相
とドゴール仏大統領がパリのエリ
ゼ宮（大統領府）で調印した人的
交流を重視した協力条約。20世紀
の2度の世界大戦を引き起こした
対立に終止符を打つためのもの

2
月
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運動に関し，短文投稿サイト「ツ
イッター」を含むウェブサイト使用
を国，地方選挙で全面解禁する方針
で合意。与野党が実務者協議を開き，
今国会中に公職選挙法を改正するこ
とで一致。夏の参院選から実施され
る方向

20	◆明石歩道橋事故の強制起訴，免訴
の判決　11 人が死亡した兵庫県明
石市の歩道橋事故で，業務上過失致
死傷罪で強制起訴された明石署の元
副署長に対して神戸地裁は，「強制
起訴の時点で時効が成立していた」
として，裁判を打ち切る「免訴」を
言い渡した。検察官役の指定弁護士
は22日，控訴した

26	◆ 2012年度補正予算成立　緊急経
済対策（「復興・防災対策」「成長に
よる富の創出」「暮らしの安心・地
域活性化」）を柱とする 13兆 1054
億円の 2012年度補正予算は参院本
会議で，賛成 117 票，反対 116 票
の１票差で可決，成立した。この補
正予算により，2012 年度の国債依
存度は51.8％になった

27	◆ＰＭ2.5注意喚起に暫定指針　中
国から飛来する微小粒子状物質（Ｐ
Ｍ 2.5）の健康への影響が懸念され
ていることから，環境省の専門家会
合は，住民に外出を控えるよう呼び
かけるなどの注意喚起を行う濃度に
ついて，大気１立方メートル当たり
１日平均 70マイクロ・グラム超と
する暫定指針を決めた

28	◆ｉＰＳ臨床研究申請　理化学研究
所などは，ｉＰＳ細胞（人工多能性
幹細胞）で目の難病「加齢黄斑変性」
を治療する臨床研究の審査を，厚生
労働省へ申請したと発表した。承認
されれば，2014 年中にもｉＰＳ細
胞を人に用いる世界初の治療が始ま
る見通し

11	◆ 2011年度生活保護不正が最悪に
　厚生労働省は，11年度の生活保
護費の不正受給が全国で 3万 5568
件，金額は173億円余で，ともに過
去最悪だったことを明らかにした

17	◆千葉県知事選　現職の森田健作氏
（無）が再選

17	◆伊東豊雄さんにプリツカー賞　米
国のハイアット財団は，優れた建築
家に贈る「プリツカー賞」の 2013
年受賞者に伊東豊雄さんを選んだと

３
月

宣言して以来初めて。対話の継続で
一致した

12	◆北朝鮮，３回目核実験　北朝鮮
は，「地下核実験を成功裏に実施し
た」と発表した。北朝鮮の核実験は
2006 年 10 月，2009 年５月に続き
３回目で，金正恩（キムジョンウン）
体制の発足後初

15	◆露に隕石，負傷者・家屋の被害多
数　ロシア中部ウラル地方の上空
で，大気圏に突入した隕石が爆発，
落下した。米航空宇宙局（ＮＡＳ
Ａ）は，大気圏突入前の隕石は直径
17メートル，重さは１万トンだっ
たと発表した。ロシア非常事態省な
どは，1240 人が負傷，住宅や学校
など 4715棟が被害を受けたと発表
した

21	◆領土解決に意欲　森喜朗元首相は，
安倍首相の特使としてロシアのプー
チン大統領とモスクワで会談。プー
チン氏は北方領土問題解決に意欲を
表明し，森氏は「最終解決に両国首
脳の決断が必要」と首相の親書を手
渡した

22	◆ＴＰＰ交渉参加へ　安倍首相とオ
バマ米大統領の初の首脳会談がホワ
イトハウスで行われ，環太平洋パー
トナーシップ協定（ＴＰＰ）に関し，
すべての品目の関税撤廃が前提では
ないとの方針を確認，共同声明とし
て発表した。首相はこれを踏まえ，
ＴＰＰ交渉への参加を表明する意向
を固めた

28	◆ローマ法王退位　85歳のローマ法
王ベネディクト 16世が高齢を理由
に退位した。退位後の肩書は「名誉
法王」。存命中の退位は1415年のグ
レゴリオ 12世以来，ほぼ 600年ぶ
りで，極めて異例

05	◆中国国防予算前年比10.7％増　中
国の第 12期全国人民代表大会（全
人代＝国会）第１回会議が開幕。全
人代にあわせて中国財務省がまとめ
た国家予算案によると，2013 年の
国防予算は前年実績比 10.7％増の
7406 億 2200 万 元（約 11 兆 1100
億円）で，３年連続２けたの伸び。
習近平共産党総書記を国家主席に選
出。賛成票率は99.9％で李克強筆頭
副首相を新首相とする人事案を 16

数速報（2005 年＝ 100）で，景気の
現状を示す一致指数は11月よりも2.5
ポイント高い 92.7 と，９か月ぶりの
プラスとなった。上昇幅は過去３番目
の大きさだった

08	◆４～12月期，電機７社営業黒字　
電機大手８社の 12年４～ 12月期連
結決算が出そろい，営業利益は，ソニー
が前年同期の658億円の赤字から829
億円の黒字に転換するなど，シャープ
を除く７社が営業黒字を確保した

14	◆ＧＤＰ0.4％減　内閣府が発表した
2012年 10～ 12月期の国内総生産（Ｇ
ＤＰ）速報値は，物価変動を除いた実
質で前期比0.1％減，年率換算で0.4％
減となり，３四半期（９か月）連続の
マイナス成長

19	◆妻の平均月収最高　総務省が発表し
た 2012年の家計調査によると，サラ
リーマン世帯の妻の平均月収は前年よ
り 6082 円増の５万 9177 円で，記録
が残る1963年以降，最高になった

27	◆小麦価格引き上げ　農林水産省は国
が買い入れた輸入小麦を製粉会社など
に売り渡す価格を，４月から主要５銘
柄平均で 9.7％引き上げ，１トン当た
り５万 4990円にすると発表した。小
麦の国際価格上昇に加え，円安進行が
輸入価格を押し上げた

27	◆景気「下げ止まり」　政府が２月の月
例経済報告を発表。景気の基調判断を
「一部に弱さが残るものの，下げ止まっ
ている」とし，２か月連続で上方修正
した。２か月連続の判断引き上げは東
日本大震災直前の11年１～２月以来

05	◆日本向けシェールガス輸出認可　三
菱商事などがカナダ西部で開発してい
る割安な天然ガス「シェールガス」の
輸出をカナダ政府が認可した。日本向
けシェールガス輸出が正式に決まった
のは初めて

15	◆ＴＰＰ交渉参加を正式表明　安倍首
相は環太平洋パートナーシップ協定
（ＴＰＰ）への交渉参加を正式に表明
した。ＴＰＰ参加で実質国内総生産（Ｇ
ＤＰ）が3.2 兆円押し上げられるとす

2
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

３人の死刑執行　
　2月 21日，法務省は茨城県土浦
市で起きた連続殺傷事件の金川真大
死刑囚ら，３人の刑を執行したと発
表した。自民党が政権復帰後の執行
は初めて
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3
月

４
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

日には了承。新外相に王毅（ワンイー）
元駐日大使を起用

06	◆天野事務局長を再任　国際原子力
機関（ＩＡＥＡ）は東京電力福島第
一原発事故への対応などに取り組ん
できた天野之弥氏（65）を次期事務
局長に指名，再任が決まった

07	◆安保理，北制裁強化を決議　国連安
全保障理事会は，北朝鮮の３回目の
核実験に対する制裁決議を全会一致
で採択した。核ミサイル開発関連物
資の疑いのある貨物の検査を国連加
盟国に義務づけるなど，従来の制裁
を大幅に強化する内容

13	◆新法王は初の中南米出身　新ロー
マ法王選出会議「コンクラーベ」で，
南米アルゼンチン出身のホルヘ・マ
リオ・ベルゴリオ枢機卿が第 266代
法王に選出された。法王名は「フラ
ンシスコ」。欧州出身ではない法王は
約 1300 年ぶりで，中南米出身は初
めて

25	◆金融支援　財政危機に陥ったキプ
ロスのアナスタシアディス大統領と
欧州連合（ＥＵ）のファンロンパイ
大統領らが会談し，キプロスに対す
る 100億ユーロ（約１兆 2000億円）
の金融支援の実施条件について基本
合意した

02	◆北，核施設再稼働を表明　北朝鮮は
2007年から停止している寧辺（ヨン
ビョン）の核施設の黒鉛減速炉を「再
整備・再稼働」すると表明した

08	◆サッチャー英元首相が死去　「鉄の
女」と呼ばれた英国初の女性首相マー
ガレット・サッチャー氏が死去。87
歳だった。国営企業の民営化や金融
規制緩和など新自由主義の経済改革
を推進した

09	◆「開城」操業を中断　北朝鮮は，3日，
南北協力事業の開城（ケソン）工業
団地に韓国側従業員が南北軍事境界
線を越えて立ち入ることを禁止する
と韓国側へ通告。北朝鮮側従業員が
出勤せず，操業を中断させた

13	◆Ｈ７Ｎ９型鳥インフルエンザ感
染拡大　中国で鳥インフルエンザ
（H7N9型）の感染が拡大。首都・北
京で初の感染が確認された。24日に
は台湾でも感染確認。中国本土以外

発表した。「建築界のノーベル賞」と
も呼ばれ，日本人６人目

21	◆国民新党が解党　自見代表が国民
新党を解党すると発表。27日には会
派解散届を参院事務局に提出し，所
属議員２人は無所属となった

25	◆衆院選，初の無効判決　１選挙区あ
たりの人口の格差「１票の格差」が
最大2.43倍だった2012年 12月の衆
院選について，二つの弁護士グルー
プが選挙無効（やり直し）を求めた
一連の訴訟で，広島高裁は広島１区，
２区の選挙を「違憲，無効」とする
判決を言い渡した。国政選挙を無効
とした司法判断は戦後初めて。翌26
日，同高裁岡山支部も岡山２区の選
挙を無効とした。計 16件出された
判決の内訳は「違憲，無効」２件，「違
憲だが選挙は有効」12件，「違憲状態」
２件で，いずれも上告され，最高裁
が年内にも最終判断を下す見通し

28	◆小選挙区の区割り改定案勧告　衆
院選挙区画定審議会（区割り審）は，
2010年国勢調査に基づく小選挙区の
区割り改定案をまとめ，安倍首相に
勧告した。全国300小選挙区のうち，
17都県 42選挙区の区割りを見直す。
「１票の格差」は，現在の最大 2.524
倍から２倍未満の 1.998 倍に縮小す
るとしている

05	◆ 2022年度以降に普天間返還　日
米両政府は沖縄県の嘉手納基地以南
の米軍施設・区域の返還計画を公表
した。普天間飛行場は名護市辺野古
移設を前提に「2022年度またはその
後」とされた

07	◆北ミサイル破壊措置命令	 政府は北
朝鮮が弾道ミサイル発射の動きを見
せたため，自衛隊に破壊措置命令を
発令

10	◆日台が尖閣周辺の漁業協定　日本
と台湾は尖閣諸島（沖縄県石垣市）
周辺海域の操業ルールを定めた漁業
協定に調印した。日台の漁船が操業
できる「法令適用除外水域」を設定

16	◆人口，最大の28万人減　総務省が
発表した日本の総人口（2012 年 10
月１日現在）は前年比 28万 4000人
減の１億 2751万 5000人。減少幅は
1950年以降最大となった

16	◆内閣支持74％に上昇　読売新聞社

る政府統一試算も公表された
19	◆キプロス混迷　キプロス議会は，ユー
ロ圏などによる金融支援の条件となっ
ていた，銀行預金課税のための法案を
否決した。一方で，必要な資金を捻出
するための「連帯投資基金」の設立法
案を可決

20	◆日銀新総裁に黒田氏　日本銀行の第
31代総裁に，黒田東彦（はるひこ）・
前アジア開発銀行総裁が就任した。副
総裁には，岩田規久男・前学習院大教授，
中曽宏・前日銀理事が就任した。黒田
総裁は就任後初の会見で，政府と日銀
の共同声明で掲げた２％の物価上昇率
（インフレ）目標達成に向け，2014 年
以降に，毎月13兆円程度の金融資産を
買い続ける「無期限緩和」について，「前
倒しでも何でもやる」と強調した

27	◆BRICS銀行設立　中国やロシア，イ
ンド，中国，南アフリカの新興５か国（Ｂ
ＲＩＣＳ）が発展途上国のインフラ整
備支援が目的の「ＢＲＩＣＳ開発銀行」
設立で基本合意

28	◆不正アクセス，摘発最多　他人のＩＤ
やパスワードを使うなどしてインター
ネットに接続する不正アクセス禁止法
違反事件で2012年，154人が摘発され
たことが，警察庁のまとめでわかった。
前年より 40人多く，同法が施行され
た 2000 年以降で最多だった。10歳代
が64人で最も多く，20歳代も34人で，
若い世代の犯行が目立っている

01	◆景況感３期ぶり改善　日本銀行の全国
企業短期経済観測調査（短観）は，「大
企業・製造業」の業況判断指数がマイ
ナス８で前回12月調査比４ポイント改
善。大企業の景況感が３四半期ぶりに
改善した

04	◆日銀が新たな量的緩和　日銀は量的緩
和を柱とした金融緩和策を決めた。資
金供給量を２年間で２倍に拡大し，２％
のインフレ目標達成を目指す

05	◆株価の上げ幅が一時590円高　東京
株式市場の日経平均株価は上げ幅が一
時590円を超え，１万3225円 62銭に

11	◆１ドル100円に迫る　ニューヨーク
外国為替市場の円相場は一時，１ドル
＝99円 95銭と，４年ぶりの円安水準

18	◆貿易赤字，最大の8.2兆円　財務省
発表の2012年度の貿易統計で，貿易収
支は８兆1699億円の赤字となった。年
度の赤字額としては，現行の統計が始
まった1979年度以降の最大を２年連続
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4
月

国内政治 国際政治
政治の動き 経済の動き

が 12～ 14日に実施した全国世論調
査（電話方式）で，安倍内閣の支持
率は74％。前回（３月）の72％から
やや上昇した

19	◆ネットの選挙運動解禁　インター
ネットを使った選挙運動を解禁する
改正公職選挙法が，参院本会議で可
決，成立。今夏の参院選から実施

19	◆成長戦略，若者・女性・医療が柱　
安倍首相は政権の経済政策「アベノ
ミクス」のうち成長戦略の概要を発
表。若者の能力向上，女性の社会進出，
医療関連産業の育成などが柱

28	◆参院補選，山口選挙区で自民が勝
利　安倍政権発足後，初の国政選挙
となった参院山口選挙区補欠選挙は，
自民党新人の前下関市長・江島潔氏
が初当選

28	◆主権回復記念式典を開催　政府は，
61年前の 1952 年同日，サンフラン
シスコ講和条約が発効し，日本が主
権を回復したことを記念する式典を
憲政記念館で開催

09	◆ 96条改正で対立鮮明　衆院憲法審
査会は改憲の発議要件を定める96条
について議論。自民党，日本維新の会，
みんなの党が要件緩和を主張した一
方，民主党，公明党，共産党，生活
の党は96条先行改正に慎重，反対の
立場を表明。意見対立が鮮明に

09	◆川口委員長解任　参院は本会議で，
自民党の川口順子環境委員長の解任
決議を野党の賛成多数で可決した。
国会法により直ちに解任された

15	◆ 2013年度予算が成立　一般会計
総額は 92 兆 6115 億円で，7年ぶり
の減額予算だが，別枠で計上した 4.4
兆円の復興予算と合わせると最大規
模。15日夜の参院本会議で民主，み
んな，生活，共産，みどりの風，社民，
日本維新の野党７会派などの反対多
数で否決。衆院は与党の賛成多数で
可決しており，衆参両院代表者によ
る両院協議会が開かれたがまとまら
ず，伊吹衆院議長が憲法60条２項の
規定に基づき，衆院の議決が国会の
議決になることを宣告。政権交代を
受けて予算編成が遅れ，５月の成立
は 1996 年度以来 17年ぶり。２月に
成立した2012年度補正予算と合わせ
「15か月予算」との位置付けに

で初
13	◆スー・チー氏来日　ミャンマーの最
大野党・国民民主連盟を率いるアウ
ン・サン・スー・チー氏が 27年ぶり
に来日

14	◆ベネズエラ大統領にチャベス氏後継
　南米ベネズエラ大統領選は，死去
したチャベス前大統領の後継者ニコ
ラス・マドゥロ暫定大統領が勝利

15	◆ボストンマラソンでテロ　米国でボ
ストンマラソンを狙った爆弾テロが
起き，３人が死亡，負傷者多数。ロ
シア・チェチェン系の容疑者の男が
警察との銃撃戦で死亡，共犯の弟は
19日に逮捕された

19	◆日本の金融緩和容認　米ワシントン
での20か国・地域（Ｇ20）財務相・
中央銀行総裁会議は日銀の大規模な
金融緩和策はデフレ脱却が目的とし
て容認する共同声明を採択し閉幕

29	◆北方領土交渉を再開　安倍首相はモ
スクワでロシアのプーチン大統領と
会談し，北方領土問題の解決策を探
る交渉の再スタート，加速で一致

02	◆原子力協定で合意　安倍首相はアラ
ブ首長国連邦（ＵＡＥ）とトルコを
訪問し，日本の原発輸出に必要な原
子力協定の締結で合意した

03	◆「開城」全員が撤収　北朝鮮の開城
工業団地に残留していた韓国側職員
７人が帰還し，韓国側関係者が全員
撤収した。南北協力の象徴だった工
業団地は，2004 年 12 月の操業以来
初めて事実上の閉鎖状態に陥った

05	◆中印両軍が撤退　中国とインドが領
有権を争うカシミール地方で，中国
軍が実効支配線を越えて駐留してい
るとインド側が主張し，３週間近く
にらみ合っていた問題で，両軍が撤
退を開始

06	◆政権交代ならず　マレーシア下院選
で与党連合・国民戦線が過半数確保。
ナジブ首相を再任

07	◆米韓連携を確認　訪米した韓国の朴
槿恵大統領がオバマ大統領と会談し，
一致して北朝鮮への抑止力を強化す
るとともに，非核化を前提に対話の
用意があると強調した

11	◆シャリフ派が第１党に　パキスタン
総選挙で野党「イスラム教徒連盟シャ
リフ派」が躍進。シャリフ元首相が
勝利宣言

で更新。輸出は 63.9 兆円，輸入は 72.1
兆円だった

18	◆百貨店売り上げ増加　日本百貨店協会
が発表した３月の全国百貨店売上高（店
舗数調整後）は前年同月比3.9％増とな
り，約７年ぶりに３か月連続で前年を
上回った

20	◆ＴＰＰ交渉，日本の参加を承認　環
太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）
の交渉参加 11か国は，インドネシア・
スラバヤで開かれた閣僚会合で，日本
の参加を全会一致で承認した。アメリ
カ議会での通知，90日間の周知期間を
経て，7月下旬にＴＰＰ交渉へ合流する

30	◆富士山，世界遺産へ　国連教育科学文
化機関（ユネスコ）の諮問機関「国際
記念物遺跡会議（イコモス）」が，「三
保松原（みほのまつばら）」を除外する
条件付きで富士山の世界文化遺産登録
を勧告。文化庁が発表した。６月に正
式決定される見通し

01	◆証券業績が急回復　証券大手５社の
2013年３月期連結決算で純損益の合計
が前期の876億円の赤字から3013億円
の黒字に転換した。５社とも黒字を確
保した

07	◆「空中権」売却検討　太田昭宏国土交
通相は政府の経済財政諮問会議で，首
都高速道路の改修のため，首都高の上
の空間を利用する権利（空中権）を民
間に売却して資金調達する方針を明ら
かにした

09	◆マイナンバー可決　衆院本会議は，国
民一人一人に番号を割り当て，年金や
納税の情報をその番号で一元的に管理
するマイナンバー法案を可決した

10	◆経常黒字が最少に　財務省が発表した
2012年度の国際収支速報は，経常収支
の黒字が前年度比 43.6％減の 4兆 2931
億円と，比較可能な1985年度以降で最
少になった

10	◆１ドル＝100円突破　東京外国為替
市場で円相場が急落，2009年４月以来
約４年１か月ぶりに１ドル＝ 100円を
突破し，101円台まで値下がりした。米
景気の先行きへの期待の高まりが理由

５
月

（2012.11 〜 2013.05　「読売新聞」NEWS月録，「東京新聞」ニュースメモなどより構成）
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◆選挙結果の概要
　2012 年 11 月 16 日の衆議院の解散に伴う総選挙は 12
月 4 日に公示され，12 の政党から過去最多となる 1504
人が立候補して争われた。投開票は 16 日に行われ，定数
480 議席のうち，自民党が単独過半数を大幅に上回る 294
議席を獲得して「圧勝」する結果となった。自民・公明両
党合わせると 325 議席となり，参院で否決された法案の衆
院での再可決が可能となる 3分の 2（320 議席）を確保した。
　一方の民主党は，公示前の 230 議席のおよそ 4分の 1と
なる 57議席を獲得するにとどまる「惨敗」となった。また，
その他「第 3極」政党では，初の国政選挙となった日本維
新の会が 54議席を確保して第 3党となり，みんなの党は，
公示前から倍増となる 18議席，日本未来の党は公示前の 7
分の 1の 9議席となった。また共産党，社民党，国民新党，
新党大地は公示前の議席を下回った。新党日本，新党改革
は議席を獲得できなかった。
　投票率は，小選挙区選挙では前回 2009 年衆院選の
69.28％を 9.96 ポイント下回る 59.32％となり，戦後最低
だった 1996 年の 59.65％を下回った。比例代表選挙も前
回を 9.96 ポイント下回る 59.31％だった。

◆自民党大勝の要因
　今回の選挙で最大の争点となったのは，民主党政権が継
続するか，自民党が政権を奪還するかという点であったが，
自民党政権が選ばれる結果となった。しかし選挙後，自民
党の安倍晋三総裁は，「自民党への国民の信頼が完全に戻っ
たわけではない。民主党政権の3年間の混乱に対する『ノー』
という声だ」と述べ，決して自民党が積極的に選ばれたわ
けではないという見方を示した。

　3年 3か月の民主党政権では，鳩山由紀夫，菅直人，野
田佳彦と首相が変わり，暫定税率の廃止や高速道路の無料

第46回衆議院選挙　自民党が圧勝

衆参両院勢力図
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（注）平田健二衆院議長は民主に含めた
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（時事通信社【図解・政治】衆院選・衆参両院勢力図 2012.12）

化など，政権交代を実現した 2009 年の衆院選で掲げたマ
ニフェスト（政権公約）の多くは実現することができなかっ
た。消費税増税に反対して小沢一郎元代表のグループが離
党，党が分裂状態に陥ったことも自民党に有利に働いた。
　また，日本維新の会やみんなの党などの「第 3極」政党は，
自民党，民主党を支持しない層の受け皿として連携を模索
したが，「脱原発」や「反消費増税」などの政策や理念の不
一致を理由に合流を果たせず，さまざまな党が乱立，競合
した結果，票を奪い合う形となり，それが自民党への追い
風となった。
　小選挙区という括りで見てみると，自民党の小選挙区全
体の得票率は 43% 程度であったにもかかわらず，全 300
議席のうちの 79% にあたる 237 議席を獲得した。これに
対し，全 180 議席の比例代表では，獲得した議席は全体の
32%，57 議席にとどまり，得票率が比較的忠実に反映され
る比例代表では圧倒的な勝利とは言いがたい結果となった。
小選挙区制では選挙区ごとに当選者は 1人のため，多数の
候補者が競えば当選ラインは低くなり，得票差以上に獲得
議席数の差が大きくなる傾向がある。また，落選者に投じ
られた「死票」が多くなり，中小政党には不利になるとい
う批判もある。
　今回の選挙での自民党の大勝は，民主党への失望感，対
立勢力の多党化，小選挙区制の特性に支えられたものとい
えるだろう。

◆2013年夏の参院選に向けて
　今回の衆院選での勝利を受け，自民党は次の 2013 年 7
月に予定されている参院選での勝利，「ねじれ状態」の解消
を目指すことになる。前回の政権運営で安倍氏は，参院選
で敗北して衆参両院のねじれ状態を招き，それが退陣につ
ながったため，参院選までは憲法改正や集団的自衛権の行
使などの保守色の強い政策は封印，喫緊の課題であるデフ
レ脱却，経済再生最優先の安全運転を心掛ける見通しだ。
しかし経済以外にも，原発再稼働の問題，社会保障の立て
直し，震災からの復興，TPP（環太平洋パートナーシップ
協定）への交渉参加とそれに伴う諸問題など課題は山積し
ている。また，今回の選挙での「一票の格差」は最大 2.42
倍となり，「違憲状態」などと判決を受けた前回選挙の 2.30
倍からさらに拡大した。一票の格差是正や，議員定数の削減，
制度そのものの見直しを含む選挙制度改革への対応も強く
求められている。それらの課題に着実に取り組まなければ，
新政権への期待もいずれ失われかねないだろう。
　一方，野党にとっても参院選は重要な意味を持つ。自民
党の圧勝を許した今回の衆院選と同じ状況にならないため
に，どこが主導権を握り，どのように自民党に対抗できる
態勢をつくるのか，また，具体的な政策や理念をどう打ち
出していくのか，参院選に向けて各党の姿勢が問われてい
る。

（時事通信社「【図解・政治】衆院選・衆参両院勢力図（2012.12）」）
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◆2013（平成25）年度予算
　2013（平成 25）年度予算の基本方針については，民主
党政権時代の要求内容を徹底して精査しつつ，財政健全化
目標を見据えて前年度よりひきしまったものをめざすとさ
れ，復興・防災対策，成長による富の創出，暮らしの安心・
地域活性化の 3分野に重点化する方針となっている。日本
経済再生の実現に向けた取り組みに重点的な配分がされて
おり，緊急経済対策に基づく 24年度補正予算と一体となっ
た「15か月予算」として編成されたことが特徴である。
　これに沿ったかたちで，2013 年度の一般会計予算の規
模は，92 兆 6,115 億円（前年度当初比 2兆 2,776 億円増。
ただし，基礎年金の国庫負担分を加えた実質規模の 92 兆
9,181 億円と比べると 3,066 億円減で，前年度からの減額
予算は 06年度以来 7年ぶりとなる）で，国債費 22兆 2,415
億円をのぞいた基礎的財政収支対象経費は 70 兆 3,700 億
円（同 1兆 9,803 億円増）となった。
　歳入面では，租税・印紙収入は 43兆 960 億円（同 7,500
億円増）を見込んでいる。その他の収入では，剰余金受入
（東日本大震災復興特別会計繰入に活用）の 2,200 億円を含
む 4兆 535 億円（同 3096 億円増）を見込んでいる。新規
公債発行額は 42 兆 8,510 億円で，公債依存度は 46.3% と
なる見込み。国の一般会計ベースの基礎的財政収支（プラ
イマリーバランス）の赤字は 23.2 兆円となって，前年度と
比べると 1.7 兆円の改善となった。
　さらに，一般会計予算には組み込まれていないが，東日
本大震災の復興については，震災復興特別会計として 4兆
3,840 億円（同 6,086 億円増）が計上されている。
◆国と地方の長期債務
　国および地方の長期債務は，国債と一般会計，特別会計，
地方公共団体の長期債務などを合わせたものである。国債
は建設公債残高（256 兆円）と特例公債残高（481 兆円），
復興債（12 兆円）をあわせた，普通公債の残高で 750 兆
円となり，国民 1人あたり約 589 万円にものぼる。その他
特別会計などを合計すると国の長期国債残高は 777 兆円程
度になる。さらに，地方債をはじめとする地方の長期債務
は 201 兆円程度にのぼり，国と地方の長期債務を合計する
と 977 兆円程度に達する。これは 2013 年度の GDP（政府
見通し）の 200%にもあたる。
◆2013年度の財政を家計にたとえてみよう
　わが国の財政事情を，もう少し実感しやすいように，月
収約 40万円（下表注を参照）の家計簿にたとえてみよう。
つねに借金でまかなう家計は大きくローン残高がかさんで
いる。財政の健全化への改善策が求められる。

2013年度予算　－日本の財政状況－

（財務省HP予算案資料より）

	 	 	

		2013年度財政状況 		1 か月分の家計にたとえると

	税収＋税外収入　a 47.1 兆円 		1 世帯収入			a 約 40万円

	　	国債費　	b	 22.2 兆円 	　		ローン元利支払い			b		 約 19万円

	　	基礎的財政収支対象経費	c 70.4 兆円 	　		家計費			c 約 60万円

	　	うち地方交付税等 16.4 兆円 	　		うち郷里への仕送り 約14万円

公債金収入＝借金				
　　　　　a− (b+c)

45.5 兆円 		不足分=借金	
　　　　a− (b+c)

約 39万円

	公債残高 750兆円 	ローン残高　　 約7,808万円

（注）1世帯収入は，2004年の厚生年金・国民年金の財政再計算によるモデルケースを
参考に算出。他の項目は1世帯月収の国の税収・税外収入に対する比率により算出。

わが国の財政を家計にたとえたら　	（財務省予算資料より作成）

揮発油税 25,660(2.8)
酒 税 13,470(1.5)
相続税 14,950(1.6)
たばこ税 9,910(1.1)
関 税 8,970(1.0)
石油石炭税 6,500(0.7)
印紙収入 11,020(1.2)
その他税収 3,900(0.4)
自動車重量税 3,860(0.4)

その他

所得税

消費税

建設公債

特例公債

公債金
収入
428,510
（46.2） 370,760

(40.0)

57,750
（6.2）

98,240
（10.6）

その他収入
40,535
（4.4）

年金特例公債
26,110
（2.8）

430,960
（46.5）

138,980
（15.0）

106,490
（11.5）

法人税
87,140
（9.4）

一般会計
歳入総額
926,115
（100.0）

一般会計
歳出総額
926,115
（100.0）

基礎的財政収支
対象経費

地方交付税
交付金等

国債費

社会保障

文教および科学振興
53,687（5.8）

公共事業
52,853（5.7）

291,224
（31.4）

703,700
（76.0）

163,927
（17.7）

債務償還費
123,388
（13.3）

利払費等
99,027
（10.7）

222,415
（24.0）

その他
94,472
（10.2）

治水治山 6,234(0.7)
道路整備 12,619(1.4)
住宅都市他 3,555(0.4)
公園水道廃棄物等 1,097(0.1)
農林水産 6,272(0.7)
港湾空港鉄道 3,481(0.4)
社会資本 19,594(2.1)

義務教育 14,879(1.6)
科学振興 13,007(1.4)
文教施設 1,293(0.1)
教育振興 23,300(2.5)
育英事業 1,208(0.1)

生活保護 28,614(3.1)
社会福祉 38,610(4.2)
年金医療介護保険給付
 218,475(23.6)
保険衛生 3,539(0.4)
雇用労災 1,986(0.2)

防衛関係費
47,538
（5.1）

歳入

＜単位　億円（％）＞
2013年度予算（当初案）の項目別歳入と歳出

歳出

恩給 5,045(0.5)
経済協力 5,150(0.6)
食料安定供給 10,539(1.1)
エネルギー対策 8,496(0.9)
中小企業対策 1,811(0.2)
その他の経費 59,931(6.5)
予備費 3,500(0.4)

租税および
印紙収入
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◆「アベノミクス」とはなにか
　2012 年 12 月，第二次安倍内閣が誕生した。安倍首相は
新内閣を「危機突破内閣」と命名，「経済再生」，「震災復興」，
「危機管理」に取り組む方針を示した。なかでも，デフレか
らの脱却と円高の是正を通じた経済再生を最大かつ喫緊の
課題と位置づけ，「大胆な金融政策，機動的な財政政策，民
間投資を喚起する成長戦略の『三本の矢』で経済再生を進
める」と表明した。この経済政策を「アベノミクス」とよぶ。
　バブル崩壊後，日本経済は物価が下がるデフレ状態に長
らく苦しんできた。物価が下がることで企業の売り上げが
下がり，経営状態の悪化や，社員の削減，給与の引き下げ
などをまねいた。収入が下がれば消費活動は消極的になり，
物が売れないためにまた物価が下がるという悪循環だ。
　このデフレスパイラルを断ち切ろうというのがアベノミ
クスの大きな目的である。

◆政策の内容
　▶①金融政策　　「三本の
矢」の中でもっとも注目を集
めているのが金融政策である。
金融緩和ともいわれるが，具
体的にはインフレターゲット
（物価上昇率の目標）を 2％に
設定するというものだ。
　金融政策の担い手である日
本銀行は，日本銀行法により
政府からの一定の独立性が保
障されており，物価目標の設
定や大規模な金融緩和にはこれまで消極的であった。しか
し政府は日銀に対し，日銀法の改正も視野に 2％の物価目
標を設定するよう強く働きかけた。政府と日銀は 2013 年
1月 22日，デフレ脱却と経済成長の実現に向けそれぞれの
役割を明記した共同声明を発表，そのなかで日銀は，物価
上昇率を前年比 2％に引き上げる目標を導入し，金融緩和
を推進してできるだけ早期の実現を目指すとした。同日開
かれた日銀の金融政策決定会合では，2014 年から無期限
で国債などの金融資産を買い入れて市場にお金を流し込む
金融緩和策の導入が決定された。
　市場に出回るお金が増えれば金利が下がり，お金を借り
やすくなる，また円が売られて円安になるなどのメリット
がある。輸出関連企業を助ける円安効果，そして国民の間
に「物価が上がる」というインフレ予想が生じることで早
めの消費や投資を促す効果が期待されている。
　しかし一方で，物価や金利のみが上昇し，給料などが増
えなければ，生活への影響は深刻なものとなる。また円安
が進むことで原油や小麦などの輸入品が値上がりするため，
生活が苦しくなるという指摘もある。
　雇用や賃金が改善し，企業の収益も増えるという好循環
をいかに実現するかが重要になる。

「アベノミクス」の概要
	

（「読売新聞」2013.1.23）

　▶②財政政策　　財政政策については，2012 年度の補
正予算と 2013 年度予算を一体的に編成する「15か月予算」
という形で示された。2013 年 1月 11日に閣議決定された
緊急経済対策（国の支出は 10.3 兆円）を盛り込んだ 12年
度の補正予算は，公共事業を柱に総額 13.1 兆円となった。
13 年度予算案は，1月 29 日に閣議決定，5月に成立した
が，一般会計予算の規模は，92 兆 6,115 億円，震災復興
特別会計とあわせると総額約 97 兆円という過去最大規模
の大型予算となる。また，15か月予算として考えると 100
兆円を超える規模となる。
　15か月予算のうち，中心となるのが公共事業である。国
や地方自治体がお金を出して道路や学校などのインフラを
つくる公共事業では，多額のお金が支払われ，また建設関
係などで仕事が増えるため景気への効果が早く出る。しか
し，経済が成長せず，税収の不足を新規国債発行で補う状
況のままでは効果は一時的なものにとどまり，国の借金が
増えすぎて返せなくなるリスクもある。
　▶③成長戦略　　金融緩和，公共事業で仮に景気がよく
なった場合，もっとも重要になるのが，民間の投資と消費
を持続的に拡大する成長戦略といえる。さまざまな規制を
緩和することで企業の制約を少なくして日本経済を成長さ
せるという戦略である。
　安倍首相は 4月，その第一弾として「再生医療」「雇用」「女
性（子育て分野）」に絞った成長戦略を発表した。首相は「女
性の活躍は成長戦略の中核をなす」と強調，待機児童の解消，
育児休業期間の延長，全上場企業に役員として 1人以上の
女性を登用するよう求めるなどの方針を示した。続く 5月
には第二弾を発表し，輸出拡大や農業所得の倍増，民間投
資拡大，大学改革などを盛り込んだ戦略を発表した。特に，
TPP（環太平洋パートナーシップ協定）への交渉参加を控
えダメージを懸念する農業関係者に対しては，生産から加
工，流通までを担う「6次産業化」を進めて所得を 10年間
で倍増させるという目標を掲げることで，農業分野重視の
姿勢を強調している。政府は引き続き成長戦略についての
最終案を策定する予定だが，どこまで具体策を盛り込める
かについては不透明な部分も多い。
　「アベノミクス」の成否は，いかに山積する課題を解決し，
具体的な成長戦略を描けるかにかかっているだろう。

アベノミクス  三本の矢

大胆な金融緩和

政府・日銀の共同声明で物価
目標2%を明記。経済財政諮問
会議で達成状況を点検

機動的な財政政策

過去2番目の規模の12年度
補正予算案を編成，公共事業
を積み上げ

成長戦略

産業競争力強化や新産業創出
のための規制改革などを検討

（「毎日新聞」2012.1.24）

投
資
・
購
買
意
欲
の
増
加

日
本
銀
行

政
府

（「読売新聞」2013.1.23 より）

物価上昇率

2%

賃金の上昇，
失業率の
改善

物価の上昇

消費の拡大企業収益の
増加

共同  
  歩調

財政出動

金融緩和

成長戦略

物価目標2%達成への道のり

（［毎日新聞」2012.1.24）
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