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はじめに 
 

日本企業の皆様 

平素より大変お世話になっております。 

先日 3 月 29 日に，ジョッシュ・フライデンバーグ財務相より、モリソン政権にと

って 4 度目の 2022-23 年度連邦予算案が発表されました。 

今回の予算案は、今年５月の選挙を見込んで昨年よりも２ヶ月ほど前倒して発表さ

れる形となりました。その内容も選挙を見据えた有権者へのアピール度の強い政策

が色濃く出ております。新型コロナウィルス対策のために引き続き行われてきた寛

大な歳出策、サプライチェーンの問題、それからここ数ヶ月で起きたニューサウス

ウェールズ州およびクイーンズランド州の洪水やウクライナ戦争などの影響によ

り、世界的に物価高騰に拍車がかかっている一方、豪州内における賃金の上昇率が

それに伴わないことによる有権者の不満、並びに懸念に呼びかけるかのように、キ

ーポイントとして生活費負担の軽減対策、安定的な雇用創出政策、国家安全保障・

防衛に関する政策などが大きくアピールされています。 

惜しみなく歳出策を出し続けている一方で国家債務の方も上手く制御しており、財

政収入が予想を上回るものであったこととともに、財政支出が想定よりも抑制でき

たという恩恵もありますが、豪州経済の回復が予想以上に急ピッチで起きていると

も言えるでしょう。豪州経済は天然ガス、鉄鉱石、石炭、小麦などの価格高騰によ

り、一時的ながらもかなりの経済的な恩恵が受けられる状態にあり、この好条件の

中で起草された連邦予算案が有権者にどれほどの安心感、満足感を与えるのかに注

目が集まることになります。 

詳しくは本連邦予算案に関するサマリーレポートをご参照ください。皆様のご理解

の一助となれば幸甚です。なお、本レポートは英語版の翻訳であり、万が一、記載

内容に乖離がある場合は英語版を優先いただけますと幸いです。 

ご質問等ございましたら、最終頁に記載されている各州の日系サービスグループ担

当者までご連絡下さい。 

デロイト豪州 日系サービスグループ 

筒井 伸次 

 

 

Shinji Tsutsui 

Japanese Services Group National Leader 
 

  

 

筒井 伸次   

日系サービスグループリーダー 
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連邦予算案は常に選択と妥協を伴うものである。新型コロナウイルスの世界的大流

行 が発生してから 2 年ほどが経過した現在、連邦予算審議は再び複雑さに満ちあ

ふれている。ウクライナでの戦争、差し迫った総選挙、世界的なインフレ環境、国

内で飛びかうオミクロンの新変異株の感染拡大等を背景に、財務官がどのように予

算を編成したのかはとても興味深いものである。さらに豪州経済の回復を促しなが

らも、生活費の負担増加を抑えなければならないという課題の中でである。 

しかし、このようなストレスとは裏腹に、今年の連邦予算案には良いニュースがあ

ふれている。それは雇用が急増していること、パンデミック関連支出は急速に減少

しつつあること、そして主要な商品価格は昨年の予想をはるかに上回っていること

である。国境は開放され、オーストラリアは経済活動を元に戻しつつある。 

私たちは今、ウイルスとの共存という観点では新しい学習段階に入っている。保健

と福祉の計画においては、引き続き最前線で働く人達を を守る必要があることに

は変わらないが、一般市民の生活はある種の均衡を取り戻しつつある。 

国境閉鎖は独自の課題を生み出し、国境閉鎖による労働力不足は企業の規模を問わ

ず影響を与え続けている。今年の連邦予算案は、移民、教育、訓練、保育システム

の充実に焦点を当てており、労働者のスキルの向上や、より多くの労働者を、どの

ように急速に回復しつつある経済活動に供給できるようにするかに焦点を当てて説

明している。ジェンダーに関する課題の章では、経済活動にますます大きな貢献を

している女性労働者に対し、どのような予算案が提案されているのかについても考

察している。 

連邦政府は 「小さな目標」 を改革アジェンダとして、わが国の税制を微調整し続

けている。ビジネスをサポートし、より生産性を向上させるために、今年もイノベ

ーションと、デジタル変革に焦点が当てられている。より合理的な刺激戦略が追求

されており、その中でインフラは依然として重要なツールとなっている。気候変動

対策と管理は向上しているものの、やるべきことはまだまだたくさんある。 

上記を踏まえ、今年度の連邦予算案は重要な予算案といえ、興味深い時期に出され

たものである。この最新の Deloitte Federal Budget の出版物が読者にとって有益な

情報源になることを願っている。 

 

      

 

Adam Powick     Brett Greig 

Chief Executive Officer                                                       Managing Partner | Tax & Legal     
             

 

Adam Powick 
 

 

 

Brett Greig 
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60 億ドルの追加支出 

新型コロナウイルス対策に関連する既存の保健プログラムの継続 

高齢者介護への 4 億 6,830 万ドルの追加支出 

高齢者医療の質と安全性に関する王立委員会への回答総額は 188 億ドル 

国民身体障害保険制度（NDIS） 

NDIS プログラムに 4 年間で 396 億ドルを確保 

下記以外のデジタル医療アジェンダに関する大きな発表は含まない。 

地方の接続性を改善、既存の遠隔医療項目を継続、相互運用性の課題を前進 

ビジネスの再稼働 

新型コロナウイルス対策によって加速された医療や、福祉改革に対して新たな投資は行われないが、

地域社会と第一線の医療従事者に対するストレス軽減に引き続き対応 

 

保健・社会保障予算の大部分は、新型コロナウイルス （60 億ドルの追加） 、メンタルヘルス （5 年間で 5 億

4,700 万ドルの追加） 、高齢者介護（5 年間で 4 億 6,830 万ドルの追加）、および NDIS に対する継続投資に関連

する既存のプログラムの継続となる。 

2022-23 年度連邦予算案は、主要プログラムが含まれるセクターへ予算を割り当てているが、改革のビジョンの設

定までには至っていない。新型コロナウイルスによる影響から回復することに重点が置かれている為に、保健・社

会保障部門全体が必要としている構造改革の機会を逸している。これは単に同じサービスに対しより多くの資金を

費やすだけでなく、将来にわたってオーストラリアの保健、および社会保障のニーズを健全、かつ持続可能にする

ために、サービスの改革がより重要であった。2022-23 年度連邦予算案には、ギャップ・アジェンダの終了と保健

の公平性を推進し、気候変動による健康への影響に対処するための多額の予算が含まれていないことは注目に値す

る。 

連邦政府支出全体に占める保健・社会保障（医療費、高齢者医療費、NDIS 支出）の割合は、2021-22 年度の

26.9%から、2024-25 年度には 27.5%に増加すると予測されている。これは、高齢者介護サービスの提供と NDIS

への支出の増加に伴うものである。これとは対照的に、連邦政府支出全体に占める保健財政支出の割合は、2021-

22 年度の 17.4%から、2024-25 年度には 16.0%に減少が見込まれる。 

主な発表 
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新型コロナウイルス 

新型コロナウイルスへの対応のための資金提供は、主に防護服、ワクチン、治療、テレヘルスサービスの拡大、お

よびパンデミックの次の段階への対策が主となっている。これらの活動を支援するため、今後 4 年間で 60 億ドル

が投資される予定である。対策の主要な構成要素は、Winter Response Plan とワクチンの展開を拡大するための

10 億ドルである。その他 9 億 8,400 万ドルを州と地方を支援する新型コロナウイルスの対応に関する国家的パー

トナーシップを 2 年間にわたって拡大するための投資し、検査と防護服への投資額が 1 億 3,250 万ドルとなってい

る。 

ビクトリア州政府およびモデルナとのパートナーシップによる、非常に期待されていた新しい mRNA ワクチン施

設への投資は、機密事項のため、予算から除外された。 

新型コロナウイルスにより足元をすくわれた 2022-23 年度連邦予算案は、新興感染症への準備と取り組みにおける

前進の勢いを利用する機会を逃したようだ。 変異株の出現と病原体の過剰発生の可能性は広く受け入れられてお

り、オーストラリアの新興感染症への対応のために 500 万ドルを投資、その資金は学術機関を横断した全国的な取

り組みの調整に使用される。 新型コロナウイルスに対するオーストラリアの強力な公衆衛生対応は、強力な経済

的対応の基礎とはなったが、2022-23 年度の連邦予算案は黒字化しておらず、オーストラリアの公衆衛生インフラ

の近代化を促進するには程遠い状況にある。 

デジタルヘルス 

驚くべきことに、オーストラリアのデジタルヘルスの議論を推進するための大きな発表はなく、デジタルヘルス技

能、新しいケアモデル、そして消費者と臨床医間の信頼構築するための機会を逸失している。本連邦予算案は、新

型コロナウイルス を介して築かれたテレヘルスの拡大を推進するには至っていない。連邦政府は、これまでに成

功したテレヘルスサービスの継続を確約し、健康データの相互運用性への投資を行うが、現在のレベルからバーチ

ャルヘルスへの大幅な進化は見込めない。デジタルヘルスに予定されている投資は以下の通り。 

• テレヘルスの暫定メディケア・ベネフィット項目（MBS）を 2021-22 年度から 2 年間延長するために

2,040 万ドルが割り当てられているが、これは 新型コロナウイルス陽性患者に適用が限定される。 

• 今後 5 年間で 8 億 1,100 万ドルが提供され、オーストラリアの地方における通信網の拡大と、接続性の向

上が図られる。これは、地方や遠隔地に住むオーストラリア人にとって、デジタル・インクルージョンと

健康格差への道を開く重要な基礎となる。 

• 2,340 万ドルは、Healthdirect Australia のサービスを拡張し、新型コロナウイルス陽性患者をサポートす

るために使用される。 

連邦政府はまた、デジタルヘルスを支援するために 2022-23 年度以降の 4 年間で 3,520 万ドルを拠出することを確

約したが、この資金のほとんどは既存のプログラムの短期継続に限定されている。当支出には以下が含まれる。 

• デジタル・ヘルスに関する政府間協定を各州・地域と継続し、マイ・ヘルス・レコードと保健医療識別サ

ービスをさらに一年間支援するための 3,230 万ドル 

• クラウド移行を通じて、オーストラリア保健福祉研究所のデータ保有のセキュリティを向上させるため

に、2022-23 年度からの 4 年間で 290 万ドルを提供。 
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メンタルヘルス 

昨年の予算には 23 億ドルが投入されたが、メンタルヘルス強化のためにさらに 5 億 4,700 万ドルが追加された。

メンタルヘルスの予防と早期介入のための予算措置には、現在進行中のパンデミックの圧力に対応して、ライフラ

インの 「13 HELP Line」 を含むメンタルヘルスサービスの支援を継続するため、5 年間で 7,640 万ドルが含まれ

ている。また、メンタルヘルスの取り組みに資金を提供するため、2021-22 年度からの 5 年間で 2 億 8,550 万ドル

の支出を確約している。 

2021-22 度連邦予算案で行われた発表と合わせて、計画の総額は約 30 億ドルとなる。 

高齢者介護 

2022-23 年度連邦予算案は、高齢者介護投資に対して 3 つの明確なコミットメントを行っている。高齢者介護職員

を支援するため、2 億 1,530 万ドルが高齢者介護職員に最高 800 ドルのボーナス支給、5,040 万ドルが高齢者介護

施設利用者、および職員に予防接種を提供するための 4,000 人の看護師派遣費用、3,760 万ドルが感染予防と感染

制御の看護師養成の訓練の為の最大 2,907 カ所の施設設立の助成金として確約された。高齢者介護施設運営者の支

援のために、690 万ドルの助成金が高齢者、障害者、退役軍人がアクセス可能なケア部門への共同ビジネスモデル

を支援するために確約され、1 億 2,490 万ドルが今後数年間の予防接種スタッフの拡充支援に提供される。オース

トラリアの高齢者を支援するために、今後 4 年間で、3 億 4,570 万ドルが高齢者介護施設における投薬管理の改善

に、2,210 万ドルが多分野ケアの新しいモデルの試行に、2,010 万ドルが新しい高齢者介護分類資金調達モデルへ

の移行における施設支援に確約された。 

障害 

国家障害保険制度（NDIS）は、永続的かつ重大な障害を持つ 50 万人の人々を支援するもので、プログラムを継続

するために連邦政府がさらに 396 億ドルを拠出する。連邦政府の NDIS への拠出額は、2022-23 年度の 339 億ド

ルから 2024-25 年度には 446 億ドルに増加すると予想される。 

その他の投資 

2022-23 年度連邦予算案には、保健に対するその他の投資を含む。 

• 「女性の健康パッケージ」 は、女性の健康を支援し、国家女性健康戦略 （2020~30 年） を実施するため

に、2022-23 年度からの 4 年間で 1 億 6,330 万ドルを提供。 

• ゲノミクスへの投資は以下を含む。Genomics Australia 設立のための 2,810 万ドル （2024 年 1 月 1 日よ

り） 、および South Australia Pathology との提携による Australian Cancer Research Foundation Cancer 

Genome Facility 施設設立のための 4 年間にわたる 1,500 万ドル。 

• 社会的および精神的安定に関する National Closing the Gap Policy Partnership の設立に、3 年間で 860 万

ドル。 

• 医薬品給付制度 （PBS） セーフティネットの閾値を引き下げ、特に優遇カード保有者の医薬品に対するア

クセスを拡大するため、4 年間で 5 億 2,530 万ドル。 

• 国家アレルギー評議会、National Ice Action Strategy、検査・スクリーニング・サービスを含む予防的健康

イニシアチブに 5 年間で 1 億 7,020 万ドル。 



2022-23 年度連邦予算案 
 

7 
 

• オーストラリアの農村部および地方での医療訓練を支援するために、連邦政府が支援する農村部および遠

隔地に医学部の増設、MRI 装置へのアクセスの拡充、農村部保健の新しい大学学部など、4 年間で 1 億

5,030 万ドルを拠出。 

• 緊急航空医療サービスを支援するため、RFDS との新たな 10 年間の戦略協定の一部として、Royal Flying 

Doctor Service （RFDS） に 4 年間で 3,330 万ドル 

• さらに 13 億ドルが、医療研究未来基金 （MRFF） 10 年投資計画の下で確約された。 

 

 

Luke Baxby 
Health & Human Services 
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予測を上回る力強い経済は、2025-26 年度までの間に 1,530 億ドルを財政収入として見込んでおり、

これは 3 ヶ月半前に発表された公式予測値を大きく上回っている。 

一方で、一般家庭や企業への還元のための一時的な給付金の支給、や減税など、新たな政策に 390 億

ドルの財政支出を見込んでいる。そのほとんどは、選挙のタイミングと重なり、これから 6 ヶ月の間

に実施される予定である。 

上記の追加支出を踏まえても、健全な連邦予算を維持している。経常収支の潜在的な財政赤字は、

2021 年 12 月の中期経済財政見通し （MYEFO） の予測より 194 億ドル少ない 798 億ドルに収まる

と見込まれている。 

2022-23 年度の、財政赤字額を 2021 年 12 月での中間予想を 209 億ドル下回る、780 億ドルと発表 

純支払利息は、新型コロナウィルス以前と同レベルを保ち、2024-25 年度まで毎年国民所得の 0.7%

を維持すると予想されており、最終的には 2025-26 年度に 0.9%まで上昇すると見込まれている。 

 

驚くほどのオーストラリアの景気回復のスピードは、連邦予算案に良いニュースをもたらしている。しかし、オー

ストラリア経済と今回の連邦予算案の両方に貢献しているのは、新型コロナウイルスのロックダウンからの回復だ

けではなく、天然ガス、石炭、鉄鉱石、小麦など、私たちが輸出している商品の価格上昇も寄与している。 

そのため、2021 年 12 月に発表された公式予測値と比較して、予測を上回る力強い経済を背景に、現在から 2025-

26 年度までの間に 1,530 億ドルもの財政収入を見込んでいる。 

その棚ぼた的な歳入の一部は、家庭や企業への還元のため、一時的な給付金の支給や燃料にかかる物品税の引き下

げなどの新たな政策により 390 億ドルが支出される。これらの新しい政策は、目の前に差し迫った総選挙戦への政

治的な意図を反映しているようにも見える。 

その結果として、赤字は今後 5 年間で今までよりも 1,040 億ドルほど減少するが、依然として財政赤字が大きいと

いうことに変わりはない。そして、現世界情勢を踏まえた国家防衛や、社会サービス向上のための費用増加などを

完全には反映しきっていない。 

主な発表 



2022-23 年度連邦予算案 

9 
 

残念なことに、与党と野党のどちらにおいても、連邦予算をより健全な状態に戻すためにしなければならない厳し

い政策選択肢に関する議論に国民を巻き込んでいない。 

予想以上に良く、素早い回復 

新型コロナウイルスよる影響からの経済回復は、予想を上回り、しかも早いペースで続いている。「予想より早

い」 というのは明らかだが 「予想より良い」 ということも重要である。当初、連邦政府は単純に失業率を 6.0%

未満に戻すことを目標としていたが、今期あと数ヶ月を残しながらも、失業率は 3.75%まで落ちてきている。 

これは本当に喜ばしいことである。約 2 年前―新型コロナウイルスはオーストラリア経済を破綻寸前までおいやっ

た。私たちの多くは、これほどまでに弱い経済を体験したことがないであろう。しかし、一方で失業率が半世紀ぶ

りの低水準に到達しようとしている現在、私たちの多くは、これほどまで強い経済も体験したことはないであろ

う。 

確かに、経済は強いものとなっている。しかし、多くの一般家庭はその強さを実感できていない。これまでのとこ

ろ、その強さは賃金ではなく失業率に現れているからだ。転職者は比較的少なく、多くの人々は賃金上昇の弱さを

まだ感じているからである。 

世界が私たちの給料を上げてくれている 

本連邦予算はまた、世界がこれまで以上に高値で豪州産の商品を購入しているという事態からも恩恵を受けてい

る。通常、世界的な不況に陥った際には、オーストラリアは値引きを強いられ、世界に輸出するオーストラリア産

の商品価格は引き下げられるのが一般的であった。 

しかし、今回は異なっている。輸入価格と比較すると、輸出価格は 2021 年の大半は記録的な高値を維持してお

り、10 年前の資源ブーム時の最高価格よりも高くなっている。 

そこにウクライナにおける戦争が起きた。オーストラリアは世界にエネルギーと食料を供給している。その供給先

には、ロシアとウクライナも含まれる。しかし、ロシアのウクライナ戦争は両国を世界の脇に追いやり、世界はオ

ーストラリアの天然ガスと石炭を奪い合い、鉄鉱石と小麦の価格も押し上げる結果となっている。 

現在の石炭と鉄鉱石の高価格が維持されていくことで、毎週のように国民所得に 50 億ドルほどが追加され、その

うちの 10 億ドルがオーストラリア税務局 （ATO）に財源として流れている。 
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黄金の河の復活 

このような経済的背景 （急速な経済の回復と主要輸出品の記録的な価格高騰） は、 「黄金の河」 が復活したこと

を意味する。国民所得が大幅に増加することに伴い税収もが大幅に増加することを意味する。 

実際、本連邦予算案では 2021-22 年度の国民所得は、新型コロナウイルス前に財務省が予測していたよりも 2019-

20 年度中間予測より 6.3%ほど多い設定となっている 。 

 

 

出典:Commonwealth of Australia の 2022-23 予算および MYEFO 2019-20 予算のデータに基づく 

 

雇用の増加と利益の両方が予想よりも堅調なことは、所得税や法人税など、税収確保には朗報である。 

そのため、2021-22 年の潜在的な財政赤字は昨年 12 月の中間予測を 194 億ドル下回る 798 億ドル、と下方修正さ

れており、2022-23 年度の財政赤字は中間予測を 209 億ドル下回る 780 億ドルと予測されている。 

そのため、経済収支予想の赤字は以前よりもかなり小さくなっている。財務省および財政省は現在、2025-26 年度

までの 5 年間で、2021 年後半の中間予測よりも 1,040 億ドルほど少ない財政赤字を予測している。 

得やすいものは失いやすい 

これまで挙げてきたことは朗報である。しかし、オーストラリア全土が誤った安心感に陥いる危険性もある。確か

に、2021 年後半に公式見通しが更新されて以来、これらのニュースは経済と連邦予算にとって朗報となってい

る。 

しかし、その改善の多くは一時的なものと見受けられる。 
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なぜ一時的なのか? 

現在、予算を上回っているのは、 （1） 経済が予想以上に早く回復したことと、（2） 主要商品価格が幸運に恵ま

れ続けていることによる。 

• しかし、1 つ目の要因は時間の経過とともに薄れていくことになる。財務省の公式予測では常に経済回復

を見込んでいたが、その回復のペースが予想を上回っているだけである。 

• そして 2 つ目の要因は一時的な追い風にすぎないということである。ロシアのウクライナ侵攻は主要商品

価格を一時的に押し上げたが、賢明にも財務省は現在の記録的な価格はそう長くは続かないと予想してい

る。 

• つまり、今は幸運な国の度合いが高くともいつかは落ちていくということである。 

最高のニュース... 

しかし、朗報のすべてが一時的ということではない。財務省が経済見通しを発表してからまだ 3 ヶ月半しか経って

いないにもかかわらず、今回の連邦予算案には前回の経済見通しに比べて早い、5 年ほどで 14 万人の追加雇用促

進を達成すると見込んでいる。 

従って、財務省は、現在の失業率水準が低いとは考えていなく、低失業者数（より多くの雇用者数）の達成が持続

可能的 である ことを示唆しているのである。 

それは間違いなく、本連邦予算案の中で最高の朗報であるといえよう。 

 

 

Chris Richardson 
Deloitte Access Economics 
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所得税控除 

低・中所得者所得税控除（LMITO）の$420 の増額 

一時金の支払い 

受給資格者、優遇カード保有者への一時金$250 の支払い 

物品税 

ガソリンおよびディーゼルに関して、6 ヶ月間で 50%軽減 

退職年金制度 

退職年金の最低引出し率の一時的引き下げをさらに 1 年間延長 

 

連邦予算案は生活費負担を軽減するための対策パッケージを提案している。生活費増の圧力緩和対策として、ガソ

リン、およびディーゼルの物品税の 6 ヶ月間の半減、低・中所得者所得税控除（LMITO）の 420 ドルの増額  、

受給資格者に対する 250 ドルの一時金支給など、さまざまな施策を通じて行われる。 

生活費対策 

低・中所得者所得税控除の増額 （LMITO） 

LMITO は、当期（2021-22 年度）において、420 ドル増え、1,500 ドルに増額される。それ以外に変更はなく、

翌年度から廃止される予定。 

課税所得 最大控除額（改正前） 最大控除額（改正後） 

37,000 ドルまで 最大 255 ドル 最大 675 ドル 

37,001 ドルから 48,000 ドル 37,000 ドルを超える所得につき、1 ドル当たり

7.5 セントが、255 ドルに加算 

37,000 ドルを超える所得につき、1 ドル当たり  

7.5 セントが、675 ドルに加算 

48,001 ドルから 90,000 ドル 1,080 ドル 1,500 ドル 

90,001 ドルから 126,000 ドル 90,000 ドルを超える所得につき、1 ドル当たり 

3 セントが 1,080 ドルから減額 

90,000 ドルを超える所得につき、1 ドル当たり  

3 セントが 1,500 ドルから減額 

主な発表 
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生活費の支給 

2022 年 4 月に、受給資格者および、優遇カード保有者に対して、250 ドルの非課税の経済支援一時金が支払われ

る予定である。老齢年金、障害者支援年金、育児給付金などの受給者が対象となる。 

物品税 

ガソリンおよび、ディーゼルに適用される物品税、および物品相当関税 （EEC） の税率が、6 ヶ月間半減とな

る。 

当該措置は 2022 年 3 月 30 日午前 12 時 1 分から始まり、2022 年 9 月 28 日午後 11 時 59 分までの 6 ヶ月間継続さ

れる。6 ヶ月後には、物品税および EEC の税率は、当該 6 ヶ月の期間中に生じる物価スライドを考慮した上で、

以前の税率に戻される。 

当該措置により、ガソリンとディーゼルに現在適用されている物品税および EEC の税率は、1 リットル当たり

44.2 セントから 22.1 セントに引き下げられる。 

退職年金制度 

退職年金の最低引出率の一時的引き下げの延長 

退職年金に関して、最低引出し率の 50%の一時的引き下げを、2023 年 6 月 30 日まで 1 年間延長することが発表

された。最低引出しの要件は、退職者が税優遇の受給資格を得るために、退職年金から引き出さなければならない

年金の最低額を規定している。 

退職年金保証 

雇用主が拠出すべき退職年金保証の法定利率に変更はない。法定利率は次のとおり。 

期間 一般年金保証利率% 

2021 年 7 月 1 日~2022 年 6 月 30 日 10.0 

2022 年 7 月 1 日~2023 年 6 月 30 日 10.5 

2023 年 7 月 1 日~2024 年 6 月 30 日 11.0 

2024 年 7 月 1 日~2025 年 6 月 30 日 11.5 

2025 年 7 月 1 日~2026 年 6 月 30 日以降 12.0 

 

 

 

 

Shelly Nolan 

Global Employer Services 

 
Megan Speers  
Superannuation-Tax 
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事業税  

 

  

ATO 租税回避タスクフォース 

2025 年 6 月 30 日まで更に 2 年間延長 

研修、及びテクノロジーの推進 

小企業が従業員のスキル向上や、デジタル化導入を促進するための 120%の税控除 

納税スキームの改善 

中小企業に対する PAYG スキーム変更によるキャッシュフロー改善、ATO におけるデジタル化の改

善 

従業員持株制度 

アクセスの拡大と煩雑な手続きの軽減による推進措置 

物品税、および物品相当関税 

燃料税控除への影響、手続きの合理化 

外国投資に関する枠組み 

規制による負担の軽減 

 

連邦予算案では、スキル開発、研修、デジタルの導入を促進するために、小企業に対するインセンティブを提供す

る。このインセンティブは、煩雑な手続きを軽減し、また一部の企業に対してはキャッシュフロー向上のために

PAYG システムを改善する等、さまざまな措置によってなされる。従業員持株制度のアクセス拡大や煩雑な手続き

の軽減も見込まれる。 

しかし、多くの企業にとっては、今回の連邦予算案はほとんど、あるいは、全く影響がない。即ち、良い点も悪い

点もなく、むしろ通常のビジネスから変わらないであろう。一方で、多国籍企業および、大規模な公開企業・民間

企業のグループを対象とする租税回避タスクフォースについては、2025 年 6 月 30 日までの予算が割り当てられて

いる。 

主な発表 
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中小企業に対するレポートの改善 

トラスト（信託）の所得報告の電子化 

連邦政府は、2024 年 7 月 1 日から、全てのトラストの税務申告者に対して、所得税申告書を電子的に提出する選

択肢を認め、また事前申告の増加や ATO による税務アシュアランスプロセスの自動化を行うことにより、トラス

トおよび受益者に係る所得申告・処理を電子化する。連邦政府は、影響を受ける利害関係者、税務の実務担当者、

およびデジタルサービス提供者と協議し、政策の範囲、デザイン、および仕様を最終化する。 

PAYG システムの改善 

2024 年 1 月 1 日が開始日として予定される。企業は、企業会計ソフトウェアから抽出された進行年度の財務実績

に税務上の調整を加えたものに基づき、て PAYG の分割払いを計算することが可能となる。当該措置により、

PAYG の分割払いに係る債務と収益性との整合性がより高まることとなる。 

 

課税対象支払の自動報告 

2024 年 1 月 1 日から、連邦政府は、適格企業に対し、アクティビティ・ステートメントの提出と同時に、ソフト

ウェアを介して、税の支払額報告システムのデータを報告する選択肢を認める。自動報告を選択した企業について

は、毎年の税の支払報告書（Taxable Payments Annual Report）を準備する必要がなくなる。 

 

2022-23 年度の予定納税額の減額 

連邦政府は、PAYG および GST の分割払いに適用される GDP に基づく上昇率を、2022-23 所得年度について

（適用が想定されていた 10%から）2%  とする。 

当該 2%の GDP に基づく上昇率は、2022-23 課税年度に関連する分割払いで、かつ、当法案成立のロイヤルアセ

ント（Royal Assent）取得後に期限となるものについて、当分割払いの方法を使用する資格のある中小企業 （GST

分割払いに関して年間総売上高が最大 1,000 万ドル、PAYG 分割払いに関して年間総売上高が最大 5,000 万ドルま

で） に適用される。 

給与データの共有 

連邦政府は、給与税申告書の事前記入の要望に対応するため、ATO によるシングル・タッチ・ペイロールに関す

るデータの州政府および準州政府との継続的な共有を促進する。連邦政府は、2023 年後半までに IT システムの導

入完了を予定している。 

 

小企業向け施策 

スキル向上と研修の推進 

年間総売上高が 5,000 万ドル未満の小企業は、従業員に提供した外部の研修コースのコストの 20%を更に控除す

ることが可能となる。外部の研修コースは、オーストラリアの従業員に提供、またはオーストラリアで登録された

事業体によってオンラインで提供される必要がある。 

当該推進措置は、2022 年 3 月 29 日の午後 7:30  から 2024 年 6 月 30 日までに生じた適格支出に適用される。

2022 年 6 月 30 日までに生じた適格支出については、翌年度の税務申告に含まれる。2022 年 7 月 1 日から 2024

年 6 月 30 日までの間に生じた適格支出については、支出が生じた所得年度の税務申告に含める。  
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テクノロジー投資の推進 

小企業によるデジタルテクノロジー導入を支援するために、テクノロジー投資の推進措置が導入される。当該推進

措置は、午後 7:30 から 2023 年 6 月 30 日までに生じた適格支出に適用される。 

年間総売上高が 5,000 万ドル未満の小企業は、事業上の支出で費消した金額、および、携帯可能な決済デバイス、

電子インボイス、サイバーセキュリティシステム、クラウドベースのサービスのサブスクリプションなど、デジタ

ル化を支援する資産の減価償却費について、取得価額の 120%を控除することが可能となる。課税年度毎に年間の

金額上限が適用され、10 万ドルまでの支出が当該推進措置の対象となる。 

2022 年 6 月 30 日までに生じた適格支出については、翌年度の税務申告に含める。2022 年 7 月 1 日から 2023 年 6

月 30 日までの間に生じた適格支出については、当該支出が生じた課税年度に含められる。当該措置は、ビジネス

上の電子インボイス請求権の導入と、ビジネスのデジタル経済への移行に関する、2022 年初めからの連邦政府に

よる広範な協議内容に沿っているように思われる。 

従業員持株制度 

連邦政府は、従業員持株共有制度へのアクセスを拡大し、あらゆる階層の従業員自らが生み出す事業成長の報酬を

直接的に享受できるように、煩雑な手続きをさらに削減する。 

非上場企業において、雇用主が従業員持株制度に関連してより多くの提案をする場合、参加者は以下の投資を行う

ことができる。 

• 参加者一人当たり年間 3 万ドル（未行使オプションについては最長 5 年間まで繰越すことが可能）に加えて配当、お

よび現金賞与の 70％まで; または 

• 会社の計画された売却または上場を即座に利用し、購入した権利を売却して利益を得ることができる場合には金額の

制限なし。 

 

連邦政府はまた、契約社員（Independent contractor）が権利に対し支払いを行う必要がない場合には、契約社員

に対するオファーの規制要件を撤廃する。 

これらの変更は、2015 年の協議後に実施された（一部の非上場企業に対する）従業員持株制度に係る課税および

評価方法の簡素化に続くものである。しかし、ASIC および会社法上の規制要件は当時には着手されず、今回の発

表は、2021-22 年度連邦予算案で当初発表された内容の詳細を提供するものである。 

国際課税に関する措置 

国際課税に関する重要な発表はなかった。特に、今回の連邦予算案では、現在のOECD BEPSのプロセスで提案さ

れている第1の柱（Pillar One）および第2の柱（Pillar Two）の導入についてコメントはなかった。 

連邦政府が以前に発表していた、租税条約ネットワークの近代化と拡大の進捗状況について、アップデートはなか

った。 
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租税回避タスクフォースの延長 

連邦政府は、租税回避タスクフォースの活動を 2025 年 6 月 30 日まで 2 年間延長するために、2023-24 年度およ

び、2024-25 年度について、6 億 5,000 万ドル超を ATO に拠出する。この措置により、予測対象の将来の期間に

おいて、歳入が 21 億ドル増加することが予測されている。 

外国投資に関する枠組み 

外国投資に関する枠組みについては、国益上の懸念が生じた場合に連邦政府がそれに対処する能力を維持しつつ、

一部の投資家が権益取得前に連邦政府に通知する要件を簡素化するための改正を行う。これらの改正は、2022 年

4 月 1 日に開始される予定である。 

オーストラリア炭素クレジット・ユニットからの収入に対する税優遇措置 

連邦政府は、オーストラリア炭素クレジット・ユニット （ACCUs: Australian Carbon Credit Units） および、農

場での活動から生じた生物多様性証明書の売却から発生する収入について、2022 年 7 月 1 日からの農業管理預金 

（FMD: Farm Management Deposits） 制度および税の平均化の目的のために、一次生産所得として取り扱うこと

を認める。 

また、2022 年 7 月 1 日から、適格性のある一次生産者に対して、ACCUs の課税時点を ACCUs の売却年度に変更

し、また 20 農業生物多様性管理市場制度（Agriculture Biodiversity Stewardship Market scheme）の下で発行され

る生物多様性証書についても同様の取扱いを拡張し適用する。適格性のある一次生産者とは、現在 FMD 制度およ

び税の平均化の対象となっている者である。 

シャドーエコノミー – オーストラリア企業番号システムの強化 

連邦政府は、オーストラリア企業登録サービス （ABRS） への統合を支援するために、2019-20 年度連邦予算案で

発表された「ブラックエコノミー - オーストラリア企業番号 （ABN: Australian Business Number） 制度措置の強

化」の開始日を 12 ヶ月延期する。 

2019-20 年度連邦予算案で発表された措置は、以下が意図されていた。 

• 2021 年 7 月 1 日以降の所得税の申告義務がある ABN 保有者を対象 

• ABN 保有者は 2022 年 7 月 1 日から毎年、ABN に係る登録内容の正確性を確認すること  
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物品税、および物品相当関税 

個人の章で述べているように、ガソリンとディーゼルに現在適用されている物品税および物品相当関税 （EEC） の税

率については、2022 年 3 月 30 日の午前 12 時から始まる 6 ヶ月間において、1 リットル当たり 44.2 セントから、1 リッ

トル当たり 22.1 セントに引き下げられる。燃料税控除 （FTC） 申請者については、当該期間中の大型車の路上使用

に対する FTC の回収率はゼロに低下するが、オフロードについての FTC の回収率は 1 リットル当たり 22.1 セン

トに引き下げられる。3 月 30 日から適用される FTC の軽減と、1 リットル当たり 44.2 セントの物品税又は EEC

が課税される既存の燃料在庫を小売業者が処分する際との間の潜在的なタイミングのずれに連邦政府が対処するか

どうか、今後の動向を確認する必要がある。 

連邦政府は、燃料およびアルコール製品の生産者および輸入者並びに販売者に対する規制緩和による便益として、

2023 年 7 月 1 日から、燃料およびアルコール製品に係る物品税および EEC の手続き簡素化を発表した。より重要

な変更点としては以下が含まれる。 

• 年間売上高が 5,000 万ドル未満の燃料・アルコール製品の事業者が、現在の月単位、あるいは場合によっ

ては週単位での報告・支払ではなく、四半期単位で物品税および物品相当関税の報告・支払を行うことを

認める。 

• 通関後に ATO が管理する倉庫に直接輸送される場合、更なる製造または販売のために輸入された燃料ま

たはアルコール製品に対する EEC の課税繰延を可能にする。 

• 物品システム全体にわたるライセンス要件の合理化。 

• 関税の還付に合わせて、物品税の過払い分の還付申請期限を納付後 12 ヶ月から 4 年に延長する。 

• 国内での商業輸送で使用される燃料に対する物品税および EEC に関して、支払い後に FTC を請求する要

件を削除する。 

 

 

 

 

Mark Hadassin 

Business Tax Services 

 
David Watkins 

Tax Policy and Insights 

 

 



2022-23 年度連邦予算案 

19 

 
イノベーションとデジタル変革  

 
 

  

提案パテントボックス制度の拡張 

2023 年 7 月 1 日から農業・低排出技術分野への適用 

経済促進、大学商業化行動計画、地域促進プログラム 

大学間の協力と商業化、重要インフラ、地方ハブの改善を対象とした多額の資金 

オーストラリアのサイバーおよび諜報能力を強化するための 99 億ドルのパッケージ 

今後 10 年間で 1,900 人の雇用創出 

地方の電気通信を改善するために、2021-22 年度からの 6 年間で 13 億ドル 

2021 年地方電気通信見直しの対応の一部 

デジタル経済戦略の継続実施のため、2022-23 年度からの 4 年間で 1 億 3,000 万ドル 

オーストラリアは 2030 年までにデータおよびデジタル経済のトップ 10 入りを目指す 

デジタル資産および取引の税務処理に関する税務委員会の検討 

提出期限 2022 年 12 月 31 日 

 

イノベーションの鍵となる発表は、提案されている新しいパテントボックス制度を低排出技術部門だけでなく農業

部門にも拡大し、2023 年 7 月 1 日から実施することである。また、オーストラリアの各地域に対しては、大学間

の共同研究や研究の商業化、重要インフラ、その他の基幹産業の改善に向けた多額の資金提供が用意されており、

その一部は既に発表されている。 

デジタルの観点から、連邦政府はまた、増加したデジタル業務への移行を支援するために、中小企業を対象とした

Technology Investment Boost（技術投資促進）によるデジタル投資の 120%控除や Skills and Training Boost（技

能・研修促進）による外部研修コース費用の 20%削減などの主要なイニシアチブを発表した。 

デジタルインフラに関して、連邦政府は、地方の電気通信を改善するために、2021-22 年度から 6 年間で 13 億ド

ルを提供し、またデジタル経済戦略の実施を継続するために、2022-23 年度から 4 年間でさらに 1 億 3,000 万ドル

を提供する。これには、消費者データ権の将来の方向性に関する調査に対する連邦政府の対応のための費用とし

て、2022-23 年度からの 3 年間で 3,840 万ドル、2025-26 年度からは年間で 1,260 万ドルが含まれる。 

  

主な発表 
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イノベーションのインセンティブ 

パテントボックスの農業・低排出技術分野への拡大 

2021-22 度連邦予算案で予告されていたように、提案されているパテントボックス制度は、低排出技術部門にまで

拡大されることが発表された。これは、2050 年までにネットゼロを達成するという連邦政府の目標に沿って排出

量を削減するための技術に焦点を当てた連邦政府のアプローチを支援する。 

さらに予想外ではあるが歓迎すべき変更点として、オーストラリアの農業部門における実用的な技術に焦点を当て

たイノベーションを支援するために、この制度の適用範囲が拡大されることが挙げられる。 

今年の連邦予算案はまた、2021-22 度連邦予算案で初めて発表されたオーストラリアの医療およびバイオテクノロ

ジー特許に対する変更を反映している。これらの変更は、協議の上、現在議会に提出されている関連法案に含まれ

ている。 

オーストラリアパテントボックス制度の導入は、対象となるオーストラリアの保有・開発特許から生み出される利

益に対して世界的に競争力のある税率を提供することにより、オーストラリア国内における革新的な開発の商業化

を支援することを目的としている。 

パテントボックス制度の対象として提案されているすべてのセクターにおける適格な法人所得は、イノベーション

の研究開発がオーストラリアで行われ、OECD の修正ネクサス要件を満たしている限り、実効税率が 17%とな

る。この措置により、法人税の主要税率から、基準税率事業体 （BRE） については 8%、それ以外の事業体につ

いては 13%が軽減され、非課税・非免税 （NANE） 所得として取り扱われることになる。 

次の表は、今回変更されたパテントボックス制度の主な提案日をまとめたものである。 

セクター 課税年度 適格特許 

医療・バイオテクノロジー 2022 年 7 月 1 日以降 2021 年 5 月 12 日以降に付与又は発行 

低排出ガス技術 2023 年 7 月 1 日以降 2022 年 3 月 30 日以降に付与又は発行 

農業 2023 年 7 月 1 日以降 2022 年 3 月 30 日以降に付与又は発行され

た特許権又は植物育種家権利 （PBR） 

 

今回の適用範囲拡大に伴い対象となる可能性が高い特定の種類の特許に関して、連邦予算案では以下のことを確約

している。 

• 連邦政府の 2020 年技術投資ロードマップ討議文書に記載されている 140 の技術分野に記載されている低

排出技術に関する特許、または連邦政府の 2021 年および将来の年次低排出技術声明に優先技術として記

載されている低排出技術に関する特許は、その特許技術が排出を削減すると考えられる場合、すべてこの

範囲に含まれる。 

• 対象となる特許は、Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority （APVMA） 、PubCRIS （

Public Chemicals Registration Information System） 登録簿、または対象となる Plant Breeder's Rights （

PBR） に登録されている農業および獣医 （agvet） 化学製品に関連するものとする。 

パテントボックス制度の初期の医療およびバイオテクノロジー段階と同様に、連邦政府は、パテントボックス拡張

の詳細設計を決定する前に、関連する業界関係者と協議する。 
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先進的な研究をビジネスに変えるオーストラリアの経済促進（AEA） 

2022 年 2 月 1 日に発表されたように、16 億ドルの経済促進プログラムは、資源・重要鉱物、食品・飲料、医療製

品、リサイクル・クリーンエネルギー、防衛、宇宙を含む 6 つの国家製造業優先事項 （NMP） を商業化するため

の 22 億ドルの包括パッケージの重要部分を構成する。 

これら 6 つの重点分野において商業化の可能性が高いプロジェクトに優先的に取り組むことにより、AEA のベン

チャーキャピタルの援助は、リスクと不確実性が高い初期段階の研究を前進させ、研究アイデアをオーストラリア

経済の強化に貢献する成長事業に変えることを促進することになる。AEA はまた、CSIRO の Main Sequence 

Ventures との協働も予定しており、さらに拡大資金として新たに 1 億 5,000 万ドルを受け取る予定である。 

AEA は 3 段階で資金を提供する。 

• 第一段階は概念実証フェーズで、年間約 100 件、最大 50 万ドルの助成金が提供される。 

• 概念実証の規模拡大フェーズとしての第二段階では、36 人の支援受取人に最大 500 万ドルの資金を提供す

る。 

• 第三段階では、1 億 5,000 万ドルが二期連続の共同投資ファンドとして提供される Main Sequence Ventures

を通じて最大 50 社が支援を受ける。 

大学研究商業化行動計画と連動して、この試みはイノベーションを「国家の経済的未来の中心」 に位置付けるこ

とを意図しており、産業に焦点を当てた博士号取得者とフェローシップへの 2 億 9,600 万ドルの投資によって、今

後十年間で 1,800 人の博士号取得者と 800 人以上の産業フェローシップを生み出すことが期待されている。 

 

大学研究商業化行動計画 

また、2022 年 2 月 1 日に発表された 「大学研究商業化行動計画」 は、2021-22 年度から 5 年間で 9 億 8,820 万ド

ルの資金調達が予定されている。行動計画は、大学と産業界の協力、労働力の動員、研究の応用などを推進するこ

とにより、研究の商業化を促進することを目的としている。提案された資金提供は、以下を含む。 

• オーストラリア経済促進補助金の （AEA グラント） を設立し、概念実証、規模実証から商業化に至るま

での大学の研究プロジェクトを支援するため、2021-22 年度から 5 年間で 5 億 520 万ドルを拠出。AEA グ

ラントの下では、資金提供を受けたプロジェクトは NMP と連携し、産業界とのパートナーシップを結

ぶ。 

• 学生と研究者のための新たな研究訓練経路を確立し、新たな産業博士号とフェローシップを通じて産業界

と協働する新たな機会を創出し、オーストラリア研究評議会のリンケージ・プログラムを 2026-27 年度ま

でに改革するために、2021-22 年度以降の 5 年間で 2 億 9,520 万ドルを拠出する。 

• 連邦科学産業研究機構 （CSIRO） のイノベーション・ファンド （ Main Sequence Ventures） を拡大するた

めに、2021-22 年度からの 5 年間で 1 億 5,000 万ドルの資本的投資を実施。ベンチャーキャピタル投資

は、商業化の可能性が高い AEA プロジェクトを、大規模なテストとプロトタイプの段階に進める。 

• NMP に焦点」を当てた労働力の起業家的能力を構築することによって研究を市場に持ち込む CSIRO の研

究の応用開始プログラムを確立するために、2022-23 年度からの 4 年間で 3,740 万ドル投資。 
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地域アクセラレータープログラム （RAP） 

また、連邦政府は、20 億ドルの地方アクセラレータープログラム （RAP） を通じて政府投資を対象とし、地方コ

ミュニティのさらなる成長を目指す 12 のプログラムを特定した。2025-26 年度からの 4 年間に提案される資金提

供には、以下のものが含まれる。 

• 地方メーカーに対する 5 億ドルの地域化基金。地方メーカーによるアイデアの商業的成功への転換を支援

することにより、オーストラリアの国際競争力を強化することを目的としている。 

• 2 億ドルのサプライ・チェーン・レジリエンス・イニシアチブ 

• オーストラリアの重要鉱物生産者が計画、設計、試験、実証段階を通じてプロジェクトを進めることを支

援するための無償援助を提供する、2 億ドルの重要鉱物促進イニシアチブ （5 年間） 

• 5 億ドル規模の Modern Manufacturing Initiative （MMI） 

• 輸出市場開発グラント （EMDG） に 1 億ドル追加 

• プラスチック、タイヤ、紙、ガラスのリサイクルへのさらなる地方投資を支援するため、今後 4 年間で 

「リサイクル近代化基金」 に 6,040 万ドルを追加する。 

重要鉱物へのコミットメントの一部として、連邦政府は重要鉱物加工におけるオーストラリアの知的財産の構築を

支援し、競争力のあるオーストラリアの重要鉱物産業の創出を支援する仮想の重要鉱物研究開発センターを設立す

るために、2022-23 年度からの 3 年間で 5,050 万ドルの提供を確約した。 

地域のハブおよび発展途上の北部オーストラリア 

連邦政府はさらに、オーストラリア全土における以下の四つの主要地域ハブの経済を支援するため、2022-23 年度

より 11 年間で 71 億ドルの資金提供を確約した。 

• ノーザンテリトリー–製造業を支援するインフラプロジェクトに資金を提供し、重要鉱物の国内加工を促進

し、産業および再生可能エネルギーのハブとしての地位を強化することを目的とする。 

• クイーンズランド州北部および中央部–水資源の安全保障を促進し、農業および産業の成長機会を促進する

水インフラ、およびサプライチェーン・プロジェクトへの投資を目的とする。 

• 西オーストラリア州のピルバラ地域においては、鉱業、鉱物加工、製造部門を支援し、水素および再生可

能エネルギー産業の成長を加速するインフラプロジェクトに資金を提供する。 

• ニューサウスウェールズ州のハンター地域–同地域の既存の強みを活かし、新産業の発展を促進し、サプラ

イチェーンの効率性を改善、経済の多様化を支援する輸送インフラプロジェクトへの資金を提供する。 

提案されている投資ファンドは、既存および新興産業の両方で長期的な経済成長と雇用成長を促進する戦略的イン

フラとサプライチェーン・プロジェクトを対象としている。 

また、連邦政府は、北部オーストラリア・インフラ・ファシリティ （NAIF） に対する資金を 20 億ドル増額し 70

億ドルとすることにより、北部オーストラリアの農業、鉱業、教育、観光セクターへの投資を引き続き促進する。 

過去に発表された他のイノベーション施策 

2022-23 年度連邦予算案の一部として行われた発表は、モデルナとの宇宙製造および戦略的 mRNA 製造パートナ

ーシップ、ならびに CRC プロジェクト資金ラウンド 12 の下で成功したいくつかの革新的な技術プロジェクトに

対する連邦政府の最近のコミットメントに追加するものである。 
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次の措置も 2021-22 年度連邦予算案で発表されたが、未だ成立しておらず、議論されているようにパテントボック

ス制度はさらに拡大される。 

施策 発表済 最新の動向 

オーストラリアの医療、およびバイオテクノ

ロジー特許のパテントボックス制度 

現在は拡張中 

2021 年 5 月 11 日–連邦予算 2021-22 発表 

（p .23） 。ファクトシートのこちらを参

照。 

法的承認 （RA） 後の最初の会計年度の開

始から（RA は 2022 年 7 月 1 日までに予

定） 

2022 年 2 月 10 日、財務省法修正条項 （オ

ーストラリア医療イノベーションのための税

優遇措置） 法案 2022 が下院に提出された。 

 

30%返金デジタルゲーム税相殺 （DGTO） 2021 年 5 月 11 日–連邦予算発表 （p .73） 

ファクトシートこちら参照。予算前のメデ

ィアリリースはこちら。 

2021 年 12 月 16 日–MYEFO 2021-22 の政

府発表で、DGTO が一般公開後にデジタ

ルゲームの進行中の開発作業 「ライブ運

用」 を含むように拡張されることが発表さ

れた。 

2022 年 3 月 21 日、財務省が公開草案を公

表。相談は 2022 年 4 月 18 日まで。 

2022 年 7 月 1 日から議会で法律が制定され

ることを条件に開始 

 

 

  

Deloitte のコメント: 

パテントボックス制度を農業部門と低排出技術部門の両方に拡大することは非常に歓迎すべき

発表であり、これらの重要な部門に大きな機会を提供することになる。デロイトは、この重要

な新たな進展について連邦政府との協議を継続することを期待している。 

最初のパテントボックスと DGTO の法律はまだ制定されていないため、来るべき選挙の結果に

かかわらず、これらの措置が次の議会で優先されることが期待される。 

  

デジタルトランスフォーメーション 

デジタル経済戦略 

連邦政府は、デジタル経済戦略の実施を継続し、デジタルトランスフォーメーションを推進するため、2022-23 年

度からの 4 年間で 1 億 3,010 万ドルを拠出する。デジタル経済戦略の目標は、2030 年までにオーストラリアをデ

ータおよびデジタル経済のトップ 10 にすることである。デジタル経済戦略の追加資金には、以下のものが含まれ

る。 

• 連邦政府が、消費者データ権の将来の方向性に関する調査への対応を実施するために、2022-23 年度から

の 3 年間に 3,840 万ドル、2025-26 年度からは毎年 1,260 万ドルを提供 

• ATO における 4 回目のサイバー・ハブ・パイロットの設立を含む、連邦政府のサイバー・ハブ・パイロッ

ト全体を拡大するために 3,020 万ドルを提供 

• 世界的に重要かつ新たな技術スタンダードを形成するために、2022-23 年度からの 4 年間で 1,860 万ドル 

（および継続的に年間 320 万ドル）を提供 

https://budget.gov.au/2021-22/content/bp2/download/bp2_2021-22.pdf
https://budget.gov.au/2021-22/content/factsheets/download/factsheet_tax.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;page=0;query=BillId:r6838%20Recstruct:billhome
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;page=0;query=BillId:r6838%20Recstruct:billhome
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;page=0;query=BillId:r6838%20Recstruct:billhome
https://budget.gov.au/2021-22/content/bp2/download/bp2_2021-22.pdf
https://budget.gov.au/2021-22/content/factsheets/download/factsheet_tax.pdf
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/modern-digital-economy-secure-australias-future
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/modern-digital-economy-secure-australias-future
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/jane-hume-2020/media-releases/196-million-extra-back-our-games-developers
https://treasury.gov.au/consultation/c2022-255934
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• 交通・輸送技術局へのサポートを継続し、交通・輸送部門のデジタル化を支援するために、2022-23 年度

からの 4 年間で 1,360 万ドルを提供 

• 500 人の研修生に対する 4 ヶ月間から 6 ヶ月間の研修プログラム費用 1,070 万ドルについては、雇用主へ

の最初の割当てが今週から始まった。このプログラムは、サイバーセキュリティ、クラウドコンピューテ

ィング、データ分析の分野に焦点を当て、女性の支援に着目しつつ、新型コロナウイルスによって雇用が

失われた人や職場に復帰する人をターゲットとしている。 

• オーストラリアを、デジタル経済、新技術の規制およびデジタル時代政策の発展における世界的なリーダ

ーとすべく、2022-23 年度からの 2 年間で 620 万ドルを提供 

• デジタル・テクノロジー・タスクフォースをさらに 2 年間継続するために、480 万ドルを提供 

• 成長するオーストラリアの技術系労働力の中でキャリア機会を追求する女性を支援するために、2022-23

年度からの 2 年間で 390 万ドルを提供 

• デジタル・アイデンティティ法に関連するガバナンス、規制の枠組みおよび資金調達の取り決めを含むデ

ジタル・アイデンティティ・システムの開発をさらに支援するために、デジタル・トランスフォーメーシ

ョン・エージェンシーへ 2022-23 年度に 180 万ドルを提供 

通信分野への投資 

連邦政府は、地方における通信網の拡大、通信回線の混雑などの問題に焦点を当てた解決策を提供することによ

り、地方通信を改善するために、2021-22 年度からの 6 年間で 13 億ドルを提供する。これは 2021 年地方電気通

信の見直しに対する連邦政府の対応の一部であり、資金には以下が含まれる。 

• Mobile Black Spot Program や Regional Connectivity Program を含む既存のプログラムを基盤として、地

方において、通信網の拡大、接続性の強化、手頃な価格を実現するために、2022-23 年度からの 5 年間で

8 億 1,200 万ドルを提供する 

• NBN ネットワークのアップグレードへ 4 億 8,000 万ドルを提供する。これは現在の固定無線フットプリン

トの普及を最大 50%まで拡大すると見込まれ、12 万の追加施設が固定無線サービスにアクセスできるこ

とを意味する。また、特にオーストラリアの地方や農村、遠隔地にいる顧客を対象に、より高速なサービ

スやより大きなデータ制限を提供することも可能になる。 

• オーストラリア競争消費者委員会 （ACCC） がモバイルタワーアクセス料金の見直しを行うために、

2022-23 年度に 180 万ドルを提供する。 

連邦政府はまた、モバイル・ネットワーク強化プログラムを拡大し、オーストラリアの地方における通信ネットワ

ークの耐障害性を向上させるための資金として、2022-23 年度に 480 万ドルを提供する。 

サイバーセキュリティとインテリジェンスのパッケージ 

連邦政府はオーストラリア信号局 （ASD） に対し、 Resilience, Effects, Defence, Space, Intelligence, Cyber and 

Enablers package （REDSPICE） を提供するために、2030-31 年度からの 10 年間で 99 億ドルを提供する。 

REDSPICE はオーストラリアの諜報能力およびサイバー能力に対する過去最大の投資であり、今後 10 年間で

1,900 の新規雇用を創出し、ASD の規模を 2 倍にする。REDSPICE は、ASD の攻撃的サイバー能力を 3 倍にし、

サイバー捜索と対応活動を 2 倍にする。このパッケージは、ASD が潜在的な敵のサイバー能力の急速な成長に対

応し、反撃し最も重要なシステムを保護することができるように支援する。 
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REDSPICE は、特にデータサイエンスと分析、人工知能、サイバーセキュリティおよび ICT エンジニアリングの

分野で、教育機関とのパートナーシップを通じて、オーストラリアの産業に大きな機会を提供し、新しい雇用経路

を支援する。 

オーストラリアにおけるデジタル資産および取引の税務上の取扱いの見直し 

2022 年 3 月 21 日に連邦政府は、過去 25 年以上にわたり継続するオーストラリアの決済システムの見直しが、新

しい決済と暗号技術により、次のステージに進んでいると発表した。連邦政府はまた、デジタル取引や暗号資産な

どへの課税を適切に行うため、税務委員会による見直しに関する付託事項を発表した。全体的な税負担を増加させ

ないことを前提に見直しが行われており、税務委員会は 2022 年 12 月 31 日までに見直しを完了することが求めら

れている。 

具体的には、税務委員会は以下のことを求められている。 

• デジタル資産と取引および新たな税務政策の問題に対する現在のオーストラリアにおける税務上の取扱い

を検討する 

• 個人投資家、機関投資家等、および事業の一環としてデジタル資産を取引する企業が、課税上の取扱いを

どの程度認識しているか調査する 

• より広範なデジタル資産エコシステムを支援する技術の急速な進化を含め、市場におけるデジタル資産と

取引の特性と機能を検討する 

• 諸外国におけるデジタル資産および取引の課税を比較分析し、得られた国際的な知見を、オーストラリア

におけるデジタル資産および取引の課税にどのように役立てるかを検討する 

• デジタル資産および取引に関して、個人投資家と機関投資家双方の観点から、オーストラリアの税法およ

び行政方針の変更が必要であるかを検討する 

現在オーストラリアには、仮想通貨、デジタル通貨またはデジタル資産について、広く適用される特定の規制また

は税法がない。 

デジタルトランスフォーメーションを支援する他の手段 

連邦予算案には、企業に対してデジタルな働き方への移行を支援するために他のいくつかの措置が含まれている。 

• 連邦政府の農産物輸出システムの提供を変革する 「農民を市場に送り出すデジタル・サービス」 イニシア

チブの継続と拡大に 1 億 2,740 万ドルを提供する 

• オーストラリア統計局 （ABS） に対し、企業が会計ソフトウェアを介して、直接ビジネス指標に関する調

査にアクセスできるようにする新しいレポート・アプリケーションを開発するために、2021-22 年度から

の 4 年間で 1,990 万ドルを提供する 

• 「My Health Record」 や 「Health Care Identifiers Services」 などのイニシアチブを支援する 3,230 万ド

ルを含む、デジタル医療プログラムを支援するために、4 年間で 3,520 万ドルを提供する 

• オーストラリアのオフショア石油・ガス規制当局および権利管理者のデジタル能力を強化するために、

2021-22 年度からの 3 年間で 1,750 万ドルを提供する 

中小規模企業: 技術投資の促進とスキルおよびトレーニングの促進 

中小企業がデジタル技術やデジタルスキルのトレーニングに投資することを奨励するために、税制上の優遇措置が

設けられている。詳細については、「事業税 Business Tax」 の章を参照。 

 

 

 

https://taxboard.gov.au/review/digital-assets-transactions-aus
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Deloitte のコメント: 

上記税制上の優遇措置（Boost 制度）は、デジタル投資が中小企業の収益を向上させると考えてい

る。Deloitte Access Economics が 2019 年に実施した調査では、デジタル化が進んだ中小企業の収

益は年間 28%高いことが明らかになった。Boost 制度は、IT 予算の増加する割合がクラウドコン

ピューティングのように 「サービスとして」 費用処理されている支出を認識して、資本だけでな

く費用経費をもカバーする。Boost 制度は控えめな金銭的インセンティブ（10 万ドルの支出で最

大 5,000 ドルの優遇）だが、ほぼすべての中小企業が請求できるため、非常に人気が高い。スキ

ルとトレーニングの強化はまた、中小企業の能力向上を支援するありがたい施策である。地方の

電気通信を改善するために 2021-22 年度からの 6 年間で 13 億ドルの資金が提供されたことは、地

方および遠隔地にいるオーストラリア人が電気通信へのアクセスに関して直面している情報格差

の問題に対処する上で重要な役割を果たす。オーストラリア移動通信協会の委託を受けて作成さ

れた 2022 年の Deloitte Access Economics report,  5G Unleashed では、地方の通信インフラに対

する政府投資を増やすよう推奨していた。 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Greg Pratt 
Global Investment and Innovation 

Incentives（Gi3 ）  
 

 
Cecilia Hill 
Digital Transformation 
 

 
 

 

 

  

John O'Mahoney 
Digital Transformation 

  

 

 

 

 



2022-23 年度連邦予算案 

27 

 
 
気候行動  

 
 
 

60 億ドル以上の資金調達 

水害被災地への支援策 

100 億ドルの政府保証 

北部オーストラリアを対象としたサイクロン・洪水再保険 

予備費 30 億ドル 

2022 年 2 月から 3 月にかけて発生したニューサウスウェールズ州北部とクイーンズランド州の洪水

への長期的な対応に伴う追加費用の可能性 

9 年間で 10 億ドルの追加 

グレートバリアリーフの保護とリーダーシップ支援 

5 年間で 4 億 4,610 万ドル 

エネルギー安全保障を強化し、低排出技術の導入コストを削減 

5 年間で 2 億 5,050 万ドル 

オーストラリアの重要鉱物プロジェクトの開発支援 

 

「オーストラリアの経済成長軌道に対するいくつかの最も重大リスクは、気候変動に伴う物理的リスクと、この気

候変動への世界の対応による予期せぬ経済移行リスクである。」 DAE、2020 年 11 月、A New Choice: Australia’s 

climate for growth。 

2022-23 年度連邦予算案は、温室効果ガス排出量を削減するための 「税より技術」 アプローチを引き続き支持し

ている。これには、水素、二酸化炭素回収・貯蔵、バッテリー、大規模太陽光発電などの技術に対する民間セクタ

ーの投資を支援するための 5 年間の 2 億 4,710 万ドルが含まれている。これに加えて、ガスのインフラプロジェク

ト開発を支援へ 5,030 万ドル、地方の小規模発電網のための 1 億 4,860 万ドルが提供される。輸送手段の転換（環

境に悪影響を及ぼす可能性のある可能性のあるトラック輸送から船舶や鉄道鉄道輸送への転換）を推進するための

投資や、シドニー・ニューキャッスル間の高速鉄道やパースのメトロネットなどの旅客鉄道計画への投資は、輸送

関連の排出削減に役立つ可能性がある。 

しかし、ブラックサマーと呼ばれる森林火災や 2022 年の洪水など、気候変動によってより頻繁かつ深刻になる可

能性のある自然災害への対応と復旧に向けた支出が大幅に増加している。主なイニシアチブとしては、100 億ドル

の政府保証を裏付けとした洪水・サイクロン再保険スキームの設立、ニューサウスウェールズ州とクイーンズラン

主な発表 
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ド州の洪水に対応する追加支出に対応するための将来予測を上回る 30 億ドルの引当金、 「将来干ばつ基金」 に対

する今後 4 年間の追加支出 8,450 万ドルが含まれる。州と準州に対する連邦の森林火災資金の見直しにも予算が割

り当てられており、国家自然災害対策に関する王立委員会の重要な勧告に従っている。 

低排出技術の導入 

連邦政府は、オーストラリア再生可能エネルギーコーポレーション、クリーンエネルギーファイナンスコーポレー

ション、その他の取り組みへの継続的な資金提供を通じて、低排出技術の普及を支援し、エネルギー安全保障と普

及義務のバランスを維持している。基金は次のものが含まれる。 

• 水素を含む低排出技術への民間セクターの投資の増加、「水素原産地保証制度」の継続的な開発、「生物多様性管理

貿易プラットフォーム」の開発を支援するため、2021-22 年度からの 5 年間で 2 億 4,710 万ドル （年間 30 万ドルが継

続中） 

• オーストラリアの地方および農村地域におけるコミュニティの小規模発電網プロジェクトの開発を含む、手頃な価格

で信頼性の高い電力への更なる投資を支援するため、2022-23 年度から 5 年間で 1 億 4,860 万ドル 

• 2022-23 年度からの 2 年間で 5,030 万ドルを拠出し、 「将来のガス・インフラ投資枠組み」 に沿った優先的なガスの

インフラプロジェクトの開発を促進し、二酸化炭素回収・貯留パイプラインインフラへの投資を支援 

連邦政府はまた、2021-22 年度連邦予算案で発表した「パテントボックス制度案」を延長し、2022 年 3 月 29 日以

降に発行または付与された排出量を削減する可能性のある特許に関して、2023 年 7 月 1 日以降に生じる所得に対

する優遇税制を延長する。この発表は、インセンティブと税優遇措置を通じて気候変動の目標を達成するための連

邦政府のアプローチと一致しており、イノベーションとデジタル変革のセクションにおいても含まれる。 

バッテリーのような低排出技術の主要な原料である世界の重要鉱物資源の供給先を多様化するために、連邦政府は

以下を提供する。 

• 2022-23 年度からの 5 年間で 2 億ドルを 「重要鉱物促進への取り組み」 に拠出。これは、オーストラリアの重要鉱物

の生産者が計画、設計、試験、実証段階を通じてプロジェクト進行の支援を提供するものである。 

• 2022-23 年度からの 3 年間で 5,050 万ドルを拠出し、「バーチャル重要鉱物研究開発センター」を設立する。このセ

ンターは、重要鉱物加工におけるオーストラリアの知的財産を開発し、競争力のあるオーストラリアの重要鉱物産業

の創出を支援する。 

災害復旧、レジリエンス、気候適応 

ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州で最近発生した洪水による災害復旧に向けた次のような多額の資

金が投入された。 

• 洪水被害を受けた一次生産者、中小企業、非営利団体、地方協議会に対し、災害資金供与取のカテゴリーD 災害基金

（DRFA） のカテゴリーD を通じ、推定 20 億ドルの支援措置を共同で提供する。 

• 2022 年 2 月および 3 月のニューサウスウェールズ州北部およびクイーンズランド州の洪水に対する長期的な対応のた

めの潜在的な追加費用に対する予備費 30 億ドル 

• 災害の影響を受けた地域の住民に対するオーストラリア政府災害復旧支払金 （AGDRP） の二回の追加支払いの特別

補充の提供 （推定費用 2 億 4,500 万ドル） 

• 2021-22 年度には緊急対応基金から 1 億 5,000 万ドルを拠出し、ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州の

間で、インフラに深刻な被害を受けた地域の復興と災害後の復興対策に資金を提供 

• 2021-22 年度からの 2 年間で 3,120 万ドルを洪水被災住民の精神衛生メンタルヘルス支援の拡大に提供 



2022-23 年度連邦予算案 

29 
 

• 2022 年 7 月 1 日からサイクロンおよび関連する洪水被害再保険プールを実施し、100 億ドルの政府保証を受ける。こ

のプールは、サイクロン防災対策に取り組んだ物件に割引を提供することでレジリエンスを促進するとともに、自然

災害計画に役立つデータを収集する。 

災害資金は主に災害対策と復旧に向けられているが、リスク軽減とレジリエンスに対するより積極的な投資には次

のものが含まれる。 

• 2021 年に設立されたオーストラリア気候変動サービスに対する継続的な支援。同サービスは、気候変動リスクとその

影響に関する最新の情報と的確な情報源を緊急管理部門に提供することを目的としている。 

• 干ばつに即応した農業従事者と地域社会を改善するための活動のために、「将来干ばつ基金」に 4 年間で 8,450 万ド

ルを追加 

• ブラック・サマー火災の際に大きな制約となった、オーストラリアの通信網の範囲、接続性、レジリエンスを改善す

るために、5 年間で 8 億 1,180 万ドルを投資する。 

自然資本 

この発表における最大の自然資本投資は、グレートバリアリーフへの 9 年間で 10 億ドルの追加投資である。この

プロジェクトには、以下のものが含まれる。 

• 2021-22 年度からの 9 年間で 5 億 7,990 万ドルを投入し、サンゴ礁の水質を改善する。これには、栄養素塩や農薬の

流出を減らすための土地管理者との協力、浸食しつつある水路や河岸の修復が含まれる 

• サンゴ礁の生態系の持続可能な管理と保護を改善する活動に対し、2021-22 年度からの 9 年間で 2 億 5,290 万ドル 

• 2021-22 年度からの 9 年間で 9,560 万ドルを拠出し、サンゴ礁の回復力と適応戦略に関するリーダーシップと研究開

発を強化 

• 現地プロジェクトを実施する先住民とのパートナーシップを強化し、優先度の高い漁場のデータ検証を支援するた

め、2021-22 年度からの 9 年間で 7,440 万ドル。 

連邦政府はまた、コアラの生息地の回復と保全 （5 年間で 5,300 万ドル） 、「クイーンプラチナジュビリー」を

記念する地域主導の植林 （2,030 万ドル） のための資金を確保している。本連邦予算案に先立ち、2022 年 3 月 21

日に連邦政府は、一次生産者がオーストラリア炭素クレジット・ユニット （ACCUs） と生物多様性証書の売却収

入に対して 2022 年 7 月 1 日から優遇税制措置を受けられることを発表した。これにより、2025-26 年度までの将

来予測に対して 1 億ドルの便益がもたらされると推定される。 

新税制のもとでは、ACCUs の売却収入は一次生産所得として扱われ、所得税平均アレンジメントと農業管理預金 

（FMD） 制度の両方の対象となる。ACCUs からの収益は、キャッシュフローを支えるために売却年度に認識さ

れ、生物多様性証書の取扱いは、ACCUs の新しい税制と整合する。繰り返しになるが、この発表はインセンティ

ブと税優遇措置を通じて気候変動の目標を達成するための連邦政府のアプローチと一貫しており、本書の Business 

Tax「事業税」 の商でも取り上げられている。 

循環型経済（サーキュラーエコノミー）の構築 

連邦政府は、廃棄物輸出禁止を受けて、オーストラリアの廃棄物・リサイクル部門を育成するプログラムを拡大し

ている。主な取り組みは次の 3 点である。 

• リサイクリング・モダナイゼーション基金のもと、オーストラリアのプラスチックリサイクル能力を向上させるた

め、2022-23 年度までの 4 年間で 6,040 万ドルを拠出し、問題のあるプラスチックへの最新技術と先進的なリサイク
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リング・ソリューションを提供する。この資金のうち 3,030 万ドルは、プラスチック、タイヤ、紙、ガラスのリサイ

クルへの投資を支援するために、地方に向けられる予定である。 

• オーストラリア人が地元でリサイクルされた質の高い製品を購入することを支援する 「ReMade in Australia」 ブラン

ドと認証制度を開発し、推進するために、2021-22 年度までの 5 年間で 1,820 万ドル。 

• 2022-23 年度からの 2 年間で 440 万ドルを拠出し、ライセンス取得のための評価期間を短縮し、業界が規制要件を満

たすことを支援することを通じ、連邦政府の廃棄物輸出禁止措置の実施を支援する。 

  

Deloitte のコメント: 

2022-23 年度連邦予算案の発表では、気候変動と自然災害に重点が置かれており、長期的なリス

ク低減とレジリエンスへの投資よりも、対応と復興対策に追われている。デロイトの気候変動

分析が示しているように、自然災害がより深刻かつ頻繁になることにより損害を受けるインフ

ラを修復するための費用は、気候変動リスク削減のために投資されるほうが有効である。連邦

政府は、低炭素技術に対するインセンティブ導入や、エネルギー安全保障への投資を促進する

動きを含め、これらの積極的な投資を行うための更なる措置を講じている。しかし、私たち

は、本連邦予算案におけるエネルギー以外の資金提供イニシアチブが、運輸業などのオースト

ラリアの排出プロファイルに対するセクター別の貢献とまだ完全に一致していないと認識して

いる。 

  

 

 

Will Symons 
Climate & Sustainability 
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従業員の問題  

 
 
 

 

見習い制度へのインセンティブ 

新たなオーストラリアの見習い奨励制度を導入し、見習い奨励金の増額および見習い奨励金の賃金補

助金を延長するため、5 年間で 13 億ドルを提供する。 

技能改革 

国家技能改革の根幹を築くために、6 年間で 37 億ドルの投資が行われ、企業が必要とする技能労働者

を確保できるように、さらに 80 万カ所の研修場所を支援する。 

中小企業が従業員の再教育やスキルアップを行うインセンティブ 

税制優遇措置が導入される- Business Tax「事業税」 の章を参照 

20 億ドルの地方促進プログラム（Regional Accelerator Program） 

地方のために、技能、教育インフラ、輸出市場開発、サプライチェーンの回復力に投資する。 

国防人員の拡大 

国防人員の規模拡大に向けて 380 億ドル、オーストラリアの攻撃・防衛サイバー能力への新たな 10

年間で 99 億ドルの投資をする。 

 

オーストラリアの労働人口は不足している。記録的な低失業率、高い就労率、停滞した賃金上昇、労働者の技能訓

練の低迷は、雇用主の 63%が必要な技能を持つ労働者を見つけることができないという事態を招いた。これに対

応して、2022-23 連邦予算案は、オーストラリア人の技能向上と再教育に多大な投資とインセンティブを提供す

る。 

オーストラリアは依然として生活の質において先進的な国であるが、生産性に関する課題や、多様性、平等とイン

クルージョン、気候変動、ファースト・ネーションの人々の発展といった多世代にわたる重要な課題も残ってい

る。 

私たちは不健全な繁栄の危険に直面している。慢性疾患、メンタルヘルス、福祉などの困難な職場の動態に対処す

ることは、オーストラリアのビジネスに可能性を与え、すべてのオーストラリア人の生活の質と貢献を高める上で

重要である。 

次の 5 つの予算は今後 50 年間を形作るだろう。私たちはデジタル社会における 「近代的労働」 の時代に入った

が、 「近代的労働」 が約束する機会を捉えるためには、雇用可能性を推進する現代の労働政策、環境、新しいス

主な発表 
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キルが必要である。すべての仕事、人、職業、産業がすでに移行している。造船、オーストラリアの宇宙産業、グ

リーン経済のような国づくりのイニシアチブの可能性を実現することは、「近代的労働」 を最適化する能力にか

かっている。 

この機会を十分に把握するためには、当面は 「再稼働に向けて」 を優先し、業務の再設計と労働力の移行を加速

する必要がある。これは、移民を通じた労働力の規模の拡大、教育システムの有効性の向上と継続的な投資を通じ

たすべての人と専門職のプリスキリング、再スキリング、デススキリング、スキルアップにかかっている。もっと

できることがある。大学の定員が引き続き制限されており、育児支援の変更や、マイクロ資格認定を含む資格改革

は、検討すべき課題として残されている。 

 

教育と訓練 - 職業教育改革への継続的な焦点 

実習生と訓練生のためのインセンティブへの追加投資は、教育と訓練に係る予算案の目玉となる。2019 年のジョ

イス・レビュー（Joyce Review）に続いて、2021-22 年度連邦予算案は、連邦と州・準州との間の技能改革協定

（今後 5 年間で 37 億ドルを計上）の次期ラウンドを含め、国家職業教育訓練制度（National Vocational Education 

and Training System）を改革する連邦政府の取り組みをさらに拡大する。大学、学校、幼児教育に対する政策決定

はほとんど変更されておらず、その他の教育セクターでは限定的な追加投資が発表されている。 

主な発表内容は次のものが含まれる。 

• 新しい訓練生インセンティブ制度（Australian Apprenticeships Incentive System）を 2022 年 7 月 1 日から

導入するために、2021-22 年度からの 5 年間で 9 億 5,400 万ドル、2022 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間で賃

金補助金と見習い奨励金を補完するために 3 億 6,500 万ドルの支援をする。この 3 億 6,500 万ドルの延長

で、さらに 35,000 人の実習生と訓練生のための資金が提供される。これには、高齢者介護労働者の技能向

上または就労のための 15,000 カ所への助成金として、2 年間でさらに 5,000 万ドルが追加される。 

• 技能改革のための協定（技能と労働力開発のための国家協定の代わりに、そしてその後、ジョブトレーナ

ー）の下での新しい国家技能協定に合意するために、2022-23 年度以降の 5 年間で 37 億ドルを州および準

州と協力する。 

• 連邦政府のオーストラリア経済アクセラレータープログラムの再発表は、大学研究の商業化、Trailblazer

大学、産業の PhD、そして CSIRO のメインシーケンスベンチャーズへの追加出資を支援するためのもの

である。 

• 新型コロナウイルスの影響から回復しつつある学校への支援を拡大するための新たな取り組み、Initial 

Teacher Education Quality Assessment Expert Panel の設立、オーストラリア教育研究室（Australian 

Education research Office）への教師や学校指導者が生徒の成績を向上させ、規律を乱すような行動に対処

し、生徒への関心を高めることを支援するための研究や資源への投資。 
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Deloitte のコメント: 

経済全体でスキル不足が感じられているため、オーストラリアでは技能改革が引き続き重要な

優先課題である。本連邦予算案は、一部のセクターにおける短期的な圧力を緩和することにな

るが、長期的な改革が更なる改善につながるだろう。 

 

Australian Qualification Framework （AQF） Review の影響や幼児教育のための長期的な資金調

達の取り決めなど、一連の主要な政策改革がまだ課題として残っている。 

  

 

移民政策 – 優秀な人材の移住を促し、労働力不足に対処するために国境を開放 

連邦政府は、労働力不足や観光セクターを支援する目的で、2021 年 11 月 1 日から段階的に国境を開放した。この

日以来、100 万人以上がオーストラリアに入国しており、その中には 13 万人以上の留学生、19 万人の観光客、7

万人の技能移住者（一時滞在・永住）、1 万人のワーキングホリデー・メーカーが含まれている。オーストラリア

への外国人の流れは重要であり、2020-21 年度の海外からの移住者が 89,900 人（純増）であった後、2021-22 年

度には 41,000 人（純増）になると予想されている。 

連邦政府は 2022-23 年度の移住プログラムの受入枠水準を 16 万人に維持することとした。移住プログラムの約

70%を技能永住者が占めることになり、経済的利益の最大化を目指す。さらに連邦政府は、2021-22 年度にかけて

実施された移住プログラムの 1 万人の受入枠を技能永住者に再配分し、上限を 89,600 人に引き上げることとし

た。この再配分は、技能永住ビザ保有者の受入枠を増やすことによって、経済回復をさらに支援することになる。 
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インフラストラクチャ  

 
 
 
 

主要地方ハブに 71 億ドル 

ノーザン・テリトリー、クイーンズランド州北部および中部を含む、オーストラリアにおける 4 つの

主要地方ハブの経済を加速させるための資金供与 

重要な水資源インフラプロジェクトに 69 億ドル 

農業および天然資源関連の産業を支援し、オーストラリアの水資源確保を強化する、ヘルズ・ゲー

ツ・ダムを含む、ナショナル・ウォーター・グリッド基金のプロジェクトに拠出。 

メルボルン・インターモーダルターミナル・パッケージに 31 億ドル 

オーストラリアの貨物サプライ・チェーン・ネットワークの取扱能力向上のために拠出 

4 億 8,000 万ドルの追加資金 

NBN 固定無線ネットワークの向上のために、オーストラリアの地域、地方部、遠隔地および都市周

辺地域において、最大 100 万ヶ所の施設に高速通信を提供 

近代的製造戦略および国家製造優先事項に基づくプロジェクトの支援に 3 億 2,830 万ドル 

サプライチェーンの重大な脆弱性への対応 

2022-23 年度連邦予算案は、オーストラリアの将来の経済成長と長期的な繁栄を支えるために必要なインフラへの

投資と実装に対する連邦政府のコミットメントを再確認するものである。水資源、交通インフラ、製造業および電

気通信分野にフォーカスした投資は、オーストラリアの既存のインフラ・ネットワークに回復力と効率性をもたら

すであろう。 

クイーンズランド州の鉄道網に対し、より迅速な鉄道整備のための資金を拠出 

ブリスベンからサンシャインコースト （Beerwah-Maroochydore） への鉄道拡張計画には、両地域間の接続を向上

させる鉄道のアップグレードを支援するための資金として、16 億ドルが提供される。 

2022-23 年度連邦予算案で発表されたクイーンズランド州のその他のプロジェクトには、以下が含まれる。 

• ノース・クイーンズランドのヘルズ・ゲーツ・ダムの建設資金 54 億ドル 

• ブリスベンからゴールドコースト （Kuraby-Beenleigh） への高速鉄道アップグレードに 11 億ドル 

• サウス・イースト・クイーンズランド・シティ・ディールに 6 億 8,060 万ドル 

• パラダイス・ダムの改良工事に 6 億ドル 

• チャータータワーからムンギンディへの内陸貨物ルートをアップグレードするために 4 億ドル 

主な発表 
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• マウントアイザからロックハンプトンへのルートのアップグレードに 1 億 9,000 万ドル 

• イミュー・スワンプ・ダムと周辺パイプラインに 1 億 2,650 万ドル 

• テナントクリークからタウンズビルへのルートのアップグレードに 1 億 1,440 万ドル 

• クックタウンからウェイパへのルートのアップグレードに 6,850 万ドル 

• ワイアガ川治水改善プロジェクトに 3,620 万ドル 

• ケアンズからノーザンテリトリーへの州境ルートのアップグレードに 3,160 万ドル 

• 2032 ブリスベン・オリンピックおよびパラリンピックのビジネス・ケース開発に 2,250 万ドル。 

ニューサウスウェールズ州のシドニーとニューキャッスル間の高速鉄道に資金を提供 

シドニー-ニューキャッスル間 （Tuggerah-Wyong） の鉄道を高速化するために連邦政府が 10 億ドルの提供を確

約した。 

2022-23 年度連邦予算案で発表されたニューサウスウェールズ州のその他のプロジェクトには、以下が含まれる。 

• ダンゴワン・ダムおよび周辺パイプラインに対する 4 億 3,300 万ドルの追加資金 

• ミルトン・ウラデュラ・バイパスに 3 億 5,200 万ドル 

• ワイオング・タウンセンターまでのパシフィックハイウェイのアップグレードに 3 億 3,600 万ドル 

• グレート・セパレーティング・ロードの連絡口に 3 億ドル 

• ニューウェル・ハイウェーの改良、ノース・モリーの重舗装のアップグレードに 2 億 6,400 万ドル 

• マルゴア・ロード（ステージ 2） 、グレンモア・パークウェイとジーネット・ストリート間、 ブレーキ

―・ロードとジャミソン・ロード間（ステージ 5 A）、ジャミソン・ロードとユニオン・ロード間（ステ

ージ 5 B）に 2 億 3,250 万ドル 

• 南部連絡道路ジンダバインに 1 億ドル 

• ピクトンバイパスとピクトン・ロードの計画に 9,560 万ドル 

• シドニー・メトロ西シドニー空港線のステージ 2 ビジネス・ケースに 7,750 万ドル 

• ウェイクハースト・パークウェイに 7,500 万ドル 

• ヒューム高速道路のインターセクションのアップグレード、M 5 高速道路ムーアバンク・アベニューに

6,500 万ドル 

• セントラル・コースト・ハイウェーとトゥンビ・ロード間のインターセクションの改良に 5,120 万ドル 

• テンターフィ―ルドからニューキャッスル間のアップグレードに 3,000 万ドル 

• エラーラ・ブールバードからヘリテージ・ロードおよびマースデン・パーク間（リッチモンドロード・ス

テージ 1）に 2,500 万ドル 

• トゥーンバからシーモア・ルートのアップグレードに 2,000 万ドル。 

メルボルンのインターモーダルターミナルとそれを支えるインフラを提供するための追

加資金 

メルボルン・インターモーダルターミナル・パッケージは、新たに 31 億ドルの追加資金を受け、これによりビク

トリア州の貨物サプライチェーン・ネットワークの取扱能力が向上する。 

2022-23 年度連邦予算案で発表されたビクトリア州のプロジェクトには、以下のものが含まれる。 

• メルボルン・インターモーダルターミナル・パッケージ 

o ベヴァリッジ高速貨物ターミナルに 12 億ドル 
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o ウェスタン・インターステート貨物ターミナルとアウター・メトロポリタン・リング・サウス鉄

道の接続に 9 億 2,000 万ドル 

o ウェスタン・インターステート貨物ターミナルに 7 億 4,000 万ドル 

o キャメロン・レーン・インターチェンジを含む道路とベヴァリッジ・インターステート貨物ター

ミナルとの接続に 2 億 8,000 万ドル 

• ミクリアムロードのアップグレードに 1 億 950 万ドル 

• バララト－オーイェン・フューチャー・プライオリティ・ワークスに 4,500 万ドル追加 

• カンタベリー・ロードのアップグレードに 2,310 万ドル追加。 

西オーストラリア州バンバリー外郭環状道路 （ステージ 2 および 3）に建設資金を提供 

バンバリー外郭環状道路（ステージ 2 および 3）は、バンバリー港とバンバリー東部の既存の工業地帯へのアクセ

スを改善するために、3 億 2,000 万ドルの追加資金を受ける。 

2022-23 年度連邦予算案で発表された西オーストラリア州におけるその他のプロジェクトには、以下が含まれる。 

• メトロネットに対して 4 億 4,120 万ドル。これにはソーンリー・コクバーン・リンク、大容量信号設備、

モリソン・ロード道路踏切撤去、ヤンチェップ鉄道延長プロジェクトが含まれる。 

• トンキン高速道路ステージ 3 延長に 2 億ドルを追加 

• ピンヤラ重支線（ステージ 1 および 2）に 1 億 7,800 万ドル追加 

• トーマス・ロード複線道路、南西高速道路からトンキン高速道路およびトンキン高速道路のインターチェ

ンジに 1 億 4,500 万ドル 

• 地域の交通安全向上に 1 億 4,000 万ドル 

• トンキン高速道路ノース・エレンブルック・インターチェンジに 5,000 万ドル 

• パース・シティ案件に 4,900 万ドル追加 

• ムーリン・ロックからマウントホランド・ロードのアップグレードに 4,800 万ドル 

• ニューマンからキャサリンへのルートのアップグレード（北部大規模改善工事）、ニューマンからポート

ヘッドランドへの追越車線整備に 4,000 万ドル 

• フリーマントル橋（スワン川横断橋）に 2,500 万ドル 

• パース CBD 周辺計画（コーズウェイ橋）に 2,500 万ドル 

• 中西部第 2 貨物ネットワークに 2,240 万ドル 

南オーストラリア州の南北ルート完成に向けて追加資金を提供 

南オーストラリア州の南北ルートの最終ステージ、ダーリントンからアンザック・ハイウェイ間に 23 億ドルを提

供。このプロジェクトでは、ガウラ―とオールド・ノーランガ間に 78 km の高速道路が建設される。 

2022-23 年度連邦予算案で発表された南オーストラリア州におけるその他のプロジェクトには、以下が含まれる。 

• マリオン・ロード、アンザック高速道路およびクロスロードに 2 億ドル 

• アデレード・ヒルの生産性および交通安全パッケージに 1 億 2,000 万ドル 

• 南東部高速道路網ステージ 2 に 6,000 万ドル 

• サプライ・チェーン向上のための集中投資に 6,000 万ドル 

• ホロークス・ハイウェイルート安全パッケージを含む地方道路パッケージに 5,000 万ドル 
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• マリオン・ロードとサー・ドナルド・ブラッドマン・ドライブのインターセクションのアップグレードに

2,000 万ドルを追加 

• ポートオーガスタからパースへのルートのアップグレードに 1,620 万ドル 

• 南部主要道路の生産性パッケージに 1,600 万ドル 

• 南東高速道路安全アップグレードに 960 万ドル 

タスマニア州の道路に対する追加の資金提供 

タスマニア州道路改善に対する重要なコミットメントとして、タスマニア州北部道路パッケージ・ステージ 2 に対

する 3 億 3,600 万ドルの資金提供が挙げられた。 

2022-23 年度連邦予算案で発表されたタスマニア州におけるその他のプロジェクトには、以下が含まれる。 

• グレート・イースタン・ドライブ（観光サポート・パッケージ） に 1 億ドル 

• タスマニア貨物鉄道活性化プログラム （ステージ 4）に 9,600 万ドル 

• タスマニア道路パッケージ、タスマン・ハイウェイ路肩アップグレード （ステージ 2）に 5,600 万ドル 

• ベル・ベイ線とベル・ベイワーフへの再接続に 2,400 万ドル 

• メルバ線のバルク・ミネラル・レール・ハブに 1,440 万ドル 

• ホバート北部交通ルート・ソリューションに 1,350 万ドル 

• ドン灌漑計画に 1,370 万ドルを追加 

ノーザン・テリトリーの水資源インフラ支援のための資金提供 

ノーザン・テリトリーは、ダーウィン地域給水インフラ・プログラムの第 1 ステージを支援するために 3 億 60 万

ドルの資金提供を受ける。 

2022-23 年度連邦予算案で発表されたノーザン・テリトリーにおけるその他のプロジェクトには、以下が含まれ

る。 

• オーストラリア中部観光道路に 1 億 3,200 万ドル 

• タイガー・ブレナン道路とベリマー・ロードのインターセクションのアップグレードに 5,500 万ドル 

• アリス・スプリングスとホールスクリーク間のルートのアップグレードに 5,000 万ドル 

オーストラリア首都特別地域のアスロン・ドライブ複線化のための資金提供 

オーストラリア首都特別地域は、アスロン・ドライブ複線化のために 4,670 万ドルの資金提供を受ける。 

 

2022-23 年度連邦予算案で発表されたオーストラリア首都特別地域におけるその他のプロジェクトには、以下が含

まれる。 

• ケント通りとノバール通りインターセクションに 280 万ドル 

• キャンベラ・インナー・ルート計画パッケージに 150 万ドル 
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2022-23 年度連邦予算案におけるその他の主要なインフラ投資 

連邦政府のポートフォリオにおいては、次のようないくつかの重要な資金拠出が挙げられている。 

• ノーザンテリトリー、クイーンズランド州北部および中央、西オーストラリア州、ニューサウスウェール

ズ州の地域センターにおける既存および新興産業を支援するための、製造および輸出インフラに 71 億ド

ルが供与される 

• ヘンダーソン造船所における西オーストラリア初の大型船ドライバースは最大 43 億ドルを得て、竣工さ

れ政府所管の海軍インフラ局によって管理される 

• クイーンズランド州、西オーストラリア州、ノーザン・テリトリーでのアウトバック道路網のアップグレ

ードに 6 億 7,800 万ドルを追加 

• 地方道路とコミュニティ・インフラ・プログラムに 5 億 170 万ドルを追加 

• NBN の固定無線ネットワークの改善に 4 億 8,000 万ドルの資金が投入され、地域、地方部、遠隔地のオー

ストラリアおよび都市周辺地域の 100 万の施設に高速通信を提供する 

• サプライチェーンの重大な脆弱性に対処するため、近代的製造戦略と国家製造優先事項のさらなる支援に

3 億 2,830 万ドルの拠出が確約された。 

 

  

Deloitte のコメント: 

2022-23 年度連邦予算案は、インフラ投資が社会的成果の向上、経済成長、雇用の成長を促進す

るという連邦政府の見解を反映している。また一連の発表は、回復力を構築し、オーストラリ

アの重要なインフラネットワークの効率性を高めるために、インフラに重点的に投資すること

の重要性を再確認している。 

 

2022-23 年度連邦予算案には、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州におけるより高

速な鉄道インフラの提供を含む、オーストラリアの公共交通ネットワークの大幅なアップグレ

ードに資金を提供するという公約が盛り込まれている。これらの投資は、短期的には主要地域

間の連結性を高め、社会的・経済的な成果を大幅に改善する。既存のインフラ資産をアップグ

レードし、貨物輸送網やダムを含む新たな主要インフラプロジェクトを実施するための追加的

な資金提供に対するコミットメントは、オーストラリアの重要なインフラとサプライチェー

ン・ネットワークの能力と回復力を高めることになる。 

 

2022-23 年度連邦予算案の下で資金提供されるプロジェクトを効果的に実施するためには、重要

な社会的テーマおよび生産性の成果を達成するための革新的かつ統合的なアプローチが必要で

ある。これは、資産の最適化、よりスマートな戦略の開発、新しいフレームワークの導入、規

制への対応、資産ライフサイクル全体にわたるデジタルテクノロジーの活用によって、資産に

関連するデータを活用することで実現できると考えられる。 
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ジェンダー課題  

 
 
 

 

育児休暇制度への 3 億 4,600 万ドル拡充 

一次保護者、二次保護者の区分を撤退し、世帯ごとに選択可能な有給育児休暇資格の設立 

3,860 万ドルの追加サポート 

2022-23 年度以降の 4 年間で高賃金の技能職に就く女性の数を増やす 

リーダーシップのための 1,030 万ドル 

スポーツ産業における女性のリーダーシップと雇用を支援するプログラムの促進のために、2022-23

年度よりオーストラリアスポーツ委員会へ 4 年間の資金提供 

暴力撲滅に 13 億ドル 

女性と子どもに対する暴力を撲滅するための、予防、早期介入、被害対応、リカバリ対策を含む、暴

力撲滅国家計画 2022-32 の推進。 

5,800 万ドルの子宮内膜症支援 

子宮内膜症の診断、および初期治療の支援を改善するための子宮内膜症に関する国家行動計画に基づ

く投資の記録 

産婦人科に 1 億ドル 

遺伝子検査をカバーする新しいメディケア項目の作成、メディケア給付スケジュールの対象となる産

婦人科サービスの数の増、乳がん投薬の薬剤負担プログラムへの追加 

慢性疾患に対する 8,480 万ドル 

オーストラリアの女性の慢性疾患の予防のための資金（オーストラリアの女性のおよそ 50%は 1 つ以

上の慢性疾患を保有） 

 

「女性の声明」は、2021-22 年度に再導入された後、2022-23 年度連邦予算案においても引き継がれている。今年

度の 「女性の声明」 は、女性の安全、経済的安全保障とリーダーシップ、女性の健康と福祉に引き続き焦点を当

てていると発表された。この声明は、計 21 億ドルの資金調達による、昨年の予算声明で発表された投資を主に強

化している。女性の声明の復活は 2021-22 年度連邦予算案の主要な成果であったが、今年度は、生活費の問題の対

策が優先されており、ジェンダー課題への焦点が薄くなっている。 

  

主な発表 
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女性の経済安全保障支援 

2022-23 年度連邦予算は、世帯により柔軟な有給育児休暇 （PPL） と父親とパートナー支払い （DAPP） 制度に

変更、を。また、遠隔地や地方での保育サービスの確立を支援するため、2021-22 年からの 5 年間で 1,940 万ドル

を提供する。 

ジェンダーに配慮した有給育児休暇制度の充実 

連邦政府は、両親のどちらが育児休暇を取るかについて、より柔軟性を与えることを目的とした PPL と DAPP 制

度の変更を実施する。既存制度では次のように決まっている。 

• PPL は、国の最低賃金で 18 週間まで一次介護人に支給される 

• 二次介護者には、2 週間まで国の最低賃金で DAPP が支給される。 

新制度では、二つの制度は、どちらかの親が柔軟に受け取れる全国最低賃金で支払われる 20 週間の資格の親でに

統合される。適格基準も、個人所得テストの 151,350 ドルから世帯所得テストの 35 万ドルに引き上げられた。こ

の動きは事実上、81%が女性である未婚の親に二週間の PPL を与え、親は自分たちに都合の良い方法で 20 週間を

共有することができる。この対策には、2022 年からの 5 年間で 3 億 4610 万ドルの費用がかかると予想されてい

る。 

一人親の住宅保証金支援 

政府は住宅保証制度を 860 万ドルの費用で年間 5 万ヶ所に拡大している。この制度は、住宅購入価格の 18%を保

証し、2%の保証金で住宅を購入できる。また、扶養家族のいる一人親のために保証枠を確保している 「家族住宅

保証制度」 も 2024-25 年度まで年間 2,500 ヶ所から 5,000 ヶ所へ拡大した。現在までに、家族住宅保証は 1,940

人の一人親の住宅所有を支援しており、その 85%はシングルマザーであった。 

この制度は、一人親、特に働くシングルマザー （一人親の大多数を占める） の住宅市場への参入または再参入を

支援することを目的としている。この制度は、一人暮らしの購入者に限らず、離婚や家庭の崩壊後に住宅市場に再

入する一人親も恩恵を受けることができる。 

連邦政府はまた、全国住宅金融投資公社の貸付限度額を 20 億ドル引き上げて 55 億ドルにすると発表した。連邦政

府は、これにより、経済的に苦しい状況にあるオーストラリア人のために約 8,000 戸の、より充実した環境の下で

手頃な住居の提供を支援できると期待する。 

女性の就業を支援する道筋 

2022-23 年度連邦予算案は、主に女性が男性中心のセクターに参入することを奨励する措置、キャリアパスと女性

の起業家精神を支援する措置を通じて、女性の雇用を支援する。 

男性優位の分野における女性の雇用を支援するメンターシップへの投資 

女性の雇用を対象としたイニシアチブでは、女性が現在あまり代表されていない分野への女性の進出を支援するこ

とに重点を置く。これらのイニシアチブは、キャリアサポートのドライバーとしてのメンターシップを中心とした

投資を含む。 
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• 賃金の高い職業に就く女性の数を増やすため、2022-23 年度以降の 4 年間で 3,860 万ドル。これには、オ

ーストラリア見習い優先リストに掲載されている高賃金の職業に就き始めた女性のためのメンター制度、

ピアサポート、企業技能訓練の利用可能性の向上が含まれる。 

• ネットワーキング・イベントや、製造業のキャリア女性を対象としたメンターシップ・プログラムを通じ

て、女性の製造業への参入を奨励する。2022-23 年度までの 5 年間で 470 万ドル 

• より多くの女性がテック業界に参入するのを支援するために、2022-23 年度以降の 2 年間で 390 万ドル。

業界とのパートナーシップにより、このイニシアチブは、キャリア転向でデジタルスキルを身につける女

性を支援するためのメンタリングとコーチングを提供する。 

スポーツにおける女性のリーダーシップと雇用機会の創出 

連邦政府は、スポーツ産業における女性のリーダーシップと仕事を支援する以下のプログラムに投資するために、

オーストラリアスポーツ委員会に 2022-23 年度以降の 4 年間で 1,030 万ドルを提供する。 

• コミュニティ・スポーツ・リーダーズ・プログラムは、コミュニティ・スポーツ部門の女性のためにリー

ダーシップと運営管理ワークショップを提供し、オーストラリア・スポーツ・ラーニング・センターを通

じて研究を行い、オンライン教育プログラムを提供する。 

• 全国 2032 年世代コーチングプログラムは、さらに 10 人の有能な女性参加者にトレーニング・プログラム

を提供し、プログラムを一年間延長する。 

• コミュニティ・コーチ・プログラムは、地域、国内、国際的なスポーツレベルで指導者として活動するこ

とを目的とし、年間 200 人以上の女性コーチを支援する。 

また、2021-22 年度にバスケットボール・オーストラリアに 260 万ドル、サッカー・オーストラリアに 310 万ドル

を 2022-23 年度以降の 2 年間で投資するなど、女性や少女のスポーツへのさらなる参加を促進。 

女性のキャリアを通じた雇用経路の支援 

女性のキャリアパスを支援のため、以下のような様々な施策が実施されている。 

• 特に非伝統的な産業や職業における女性のキャリア機会と進路を促進するため、雇用者、研修提供者、学

校、コミュニティ組織に 2 万ドルから 35 万ドルの助成金を支給する全国キャリア研究パートナーシッ

プ・グラント・プログラム （2021-22 年度以降の 2 年間で 1,220 万ドル） 

• キャリア中盤チェックポイントプログラム （2023-24 年度までの 4 年間で 7,500 万ドル） :介護者 （主に

女性） の職場への復帰やキャリアアップ・転職を支援 

• 就職前プログラム（2028 年 6 月までの 4 年間で 7,470 万ドル）企業とパートナーシップを組み、初級レベ

ルの仕事に対する求職者のスキルと経験を （84%が女性） 

• キャリア・リバイブ・プログラム （2023-24 年度までの 5 年間で 410 万ドル） は、キャリア・ブレーク

の後に職場に戻る女性を引き付け、維持するために、中規模および大規模企業を支援する。2024 年 6 月

30 日までに 50 社以上が参加する予定。 

女性の起業家精神と指導的役割への投資 

女性が起業家としての技能を身につけ、成長することを支援するため、連邦政府が資金を提供しているプログラム

として次のものがある。 

• 既存の女性起業家育成プログラムを拡充するため、2023-24 年度以降の 3 年間で 900 万ドル 
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• 少女起業家アカデミー （10 歳~18 歳） と起業心のある女性のための促成プログラム （18 歳以上の女性までを

対象に拡大） への継続的な資金提供 

• 失業中または不完全雇用の高齢女性が経済的に自立できるようにするためのメンターシップと起業スキル

を構築するプログラムを提供する、新たな高齢起業女性プログラムへの資金提供 

• 初期段階の起業家と経験豊かなリーダーをペアにし、リーダーシップ・スキルの学校卒業者のための教育

を提供することを目的とした新しい女性のリーダーシッププログラムの創設。 

また、リーダーシップに特有の障害に直面している女性を支援するために、女性のジョブアカデミーを拡大してい

る。ジョブアカデミーは、訓練、指導、仕事の紹介を提供することで、失業中や不完全雇用の女性が仕事を見つけ

たり、新しいキャリアに移行したり、アップスキルを身につけたり、仕事の時間を増やしたり、自分のビジネスを

始めることを支援する。 

女性と子どもの安全への投資 

2022-23 年度連邦予算案は、女性と子どもに対する暴力を根絶する 2022-32 年度国家計画 （次期国家計画） の推

進のために 13 億ドルを提供する。 

家庭内暴力への対処:予防、早期介入、対応と回復 

2022-23 年度連邦予算案は、女性と子どもに対する暴力の予防、早期介入、被害対応、被害からの回復を支援する

一連の新措置を導入。主なイニシアチブは以下のとおり。 

• 予防対策に 6 年間にわたる 2 億 360 万ドル。これには、良好な家族関係の重要性を主張する早期発覚キャ

ンペーンの実施を支援するための様々な資金を含む 

• 早期介入に関連する様々な活動を支援するために、5 年間で 3 億 2,820 万ドルを拠出: 

o のうち約 3 分の 1 は、被害者や、ドメスティックバイオレンスを経験した、目撃した、もしくは

その危険にさらされている家族を支援するために、トラウマに基づくカウンセリングサービスの

提供に使用。 

o 約 6,000 万ドルが主に意識と行動を変えるキャンペーンを通じ、暴力を振るう男性の意識を変え、

行動を変えるための教育に資金提供。 

• 6 年間で 4 億 8,010 万ドルが、経済および住宅の安全とセキュリティを含む対応措置に提供。 

o この資金の半分は、暴力からの避難の支払いをさらに 3 年間延長するためのをコミット- 

o 今後 5 年間で 1 億ドルの資金が投入「安全な緊急宿泊場所」 プログラムの継続 

• 被害からの回復措置に向けた 5 年間で 2 億 9,090 万ドル 

o この資金の大部分は、被害者が法制度を通じて安全にアクセスし進展することを支援する措置に

提供 

o この資金の一部は、トラウマ情報サービスへの投資を通じて、回復と治癒にも提供 

• 暴力を経験している、あるいは経験した女性を支援するために、様々なプログラムを提供。 

o 基本予防組織 Our Watch の支援に 5 年間で 1 億 400 万ドル、。LGBTIQA+（レズビアン、ゲ

イ、バイセクシャル、トランスジェンダー、ユニセックス、無性）の人々、障害を持つ女性、移

民女性のための予防活動を促進。 

o アボリジニ管理組織、アボリジニおよびトレス海峡諸島民（オーストラリア先住民）サービスへ

の文化的に適切なトラウマサポートおよび全国カウンセリング・サービスに 1 億ドル。 
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• 女性と子どもに対する暴力に関連するデータと証拠の照合の強化のため、今後 5 年間で 1,900 万ドルを拠

出。 

女性の健康と福祉への投資 

子宮内膜症、死産または流産のサポート、遺伝子検査および慢性疾患予防のための資金は、2022-23 年度連邦予算

案の女性の健康に対する連邦政府の支出の焦点である。 

慢性疾患の予防 

女性は男性よりも慢性疾患に罹患する可能性が比較的高く、オーストラリア人女性のほぼ 50%が少なくとも 1 つ

の慢性疾患に罹患していると報告していることから、慢性疾患にジェンダーレンズを適用することが重要である。

連邦政府は、オーストラリア人女性の慢性疾患予防のための多数のイニシアチブに 8,480 万ドルを投資する。これ

らのイニシアチブには次のものが含まる。 

• 乳がん患者に対する専門看護支援を増加させるため、チャリティ組織の McGrath Foundation に 3 年間で

3 ,980 万ドル 

• 乳がんの診断を支援する MRI 検査サービスのメディケア受給資格を拡大するために、4 年間で 1, 060 万ド

ル 

• 卵巣がんの女性に無料のテレヘルスサービスを提供する Ovarian Cancer Australia（卵巣がんオーストラリ

ア）の 「Teal Support Program」 の継続的な支援に 4 年間で 400 万ドル 

• 女性の心血管疾患の教育と治療を改善する Her Heat Hub のウェブサイトの維持のため、2022-23 年度以

降の 3 年間で 50 万ドル 

• 新型コロナウイルスの感染拡大中に発生した子宮頸がんと乳がんの検診の減少に対抗する取り組みに

2,990 万ドルを投入。 

遺伝子検査、女性のリプロダクティブ・ヘルス （生殖状態）、乳がん治療薬トロデルビーへの投資 

2022-23 年度連邦予算案は次のものを提供する。 

• 最も一般的な遺伝性疾患である嚢胞性線維症、脊髄性筋萎縮症、脆弱 X 症候群の遺伝子検査へアクセスす

るための新しいメディケア項目に 8,120 万ドル 

• メディケア・ベネフィット・スケジュールの対象となる産婦人科サービスの種類を増やすための 2,410 万

ドルの投資。これは、主要な医療対策をより手頃な価格にすることで、妊婦の健康状態を改善することを

目的。 

• 2022 年 5 月 1 日から、連邦政府は医薬品給付制度 （PBS） を通じて、トリプルネガティブ乳がんの治療

のための重要な薬剤であるトロデルビーに補助金を支給。これは年間 580 人の患者にのみ適用されるが、

治療コースあたり 8 万ドル以上の節約になる。 

専門の子宮内膜症と骨盤部の単純な診療所がすべての州と領土に設立される 

子宮内膜症は、しばしば消耗性疼痛を伴う慢性疾患であり、オーストラリア人女性の 9 人に 1 人が罹患する。子宮

内膜症は、痛みを伴う症状のため仕事のパフォーマンスが悪くなったり、仕事を休んだりすることによる生産性の

低下で年間最大 74 億ドルの経済的損失があると推定される。連邦政府は、子宮内膜症の診断と一次介護支援を改

善するために、子宮内膜症に関する国家行動計画の下で過去最高の 5,800 万ドルを投資。投資内容は以下のとおり

。 
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• 子宮内膜症と骨盤痛の診療所を全国に設立するための 1,640 万ドル 

• 重度の子宮内膜症や、妊孕性に影響を及ぼす他の疾患を有する女性が、メディケアの資金提供を受けた新

しい MRI スキャンを受けるための支援に 2,520 万ドル 

• 国立子宮内膜症臨床・科学試験ネットワークへの資金提供などにより、研究能力を増強するための 5.1 万

ドル。 

心の健康と福祉 

連邦政府は、以下を提供する。 

• 死産や流産を経験した家族を支援し、国家死産行動実施計画を実行するために、4 年間で 2,300 万ドル。

この資金のほぼ 4 分の 1 が遺族支援のための補助金プログラムの設立に、420 万ドルが Hospital to Home

（病院から家までの）プログラムの継続に当てる。 

• 摂食障害の人々のニーズに最善の革新的で根拠に基づいた治療モデルを特定するために、4 年間で 2,430

万ドル。 

社会から孤立した女性を支援するための地域主導の保健イニシアチブへの資金提供 

この 4 年間で 420 万ドルが、地域社会主導の組織や、健康状態が悪化するリスクが比較的高い女性を支援するイニ

シアチブへの資金提供に充当される。これらのリスクが高いグループには、死産を経験する可能性が 2 倍高いアボ

リジニとトレス海峡諸島民（オーストラリア先住民）の女性、移民・難民の女性、高齢の女性、障害を持つ女性が

含まれる。 

  

Deloitte のコメント: 

この章では、予算の発表と性別の交差について考察する。デロイトはジェンダーが社会的、文

化的な概念であり、ジェンダーのアイデンティティや表現、経験には、従来のジェンダーの二

者択一の範囲を超えた幅があることを認識している。しかし、本章では、ジェンダーの二元的

定義に関連した予算上の影響を主に報告する。これは報告されている予算発表の性質を反映す

る。 
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