連邦予算 2021-22

連邦予算 2021-22
Building a healthy recovery
0

2021-22年度 ハイライト
Building a healthy recovery

財政赤字

純債務

個人所得税

潜在的な財政赤字は2021-22年度
に1,066億ドルに達する見込み
（GDPの5%相当）

純債務は2025年6月にピークを迎え
GDPの40.9％に達する見込み

2021-22年度においても低・中間
所得層対象の所得税額控除を継
続する

無形資産

パテントボックス

従業員株式保有スキーム

新規の無形資産に係る有効耐用
期間を納税者が自己査定するこ
とを可能にする

医療及びﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ関連の特許
による適格所得に対する税率
17%の適用

雇用終了を課税時点とすること
を廃止し、また不必要な行政手
続きを減らす

一時的全額損金算入措置

欠損金の繰戻し

グローバルタレント

減価償却資産の費用全額損金算
入措置を2023年6月30日まで12
カ月間延長

欠損金の繰戻しを2022-23年度の
欠損金にまで対象を延長

税務上の居住性判断ルールを見直
し183日間の初期テストを導入

年金保証

参加の促進

ジェンダーに係る視点

年金保証に係る最低所得月額450
ドルの境界値を廃止する

低価格でﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱを利用可能に
し労働障壁を減らす

安全性と経済の安定を目指す、
女性の権利尊重への回帰

健康増進

教育関連投資

インフラストラクチャ

必要不可欠な医療サービスへの
記録的な投資

若い世代、就業経験の浅い世代
への追加投資、技能習得の継続
的な重視

生産性向上、国内の貨物及びサ
プライチェーンの重視
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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。
一昨日 5 月 11 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 3 度目の 2021-2022 年度連邦予算案が発表されました。
今回の予算案は、新型コロナウイルスにより昨年 10 月に遅れて発表された前
年度予算から 7 カ月後に出されたものとなり、前回予算案の延長線上にあると

筒井 伸次
日系サービスグループリーダー

言えるでしょう。連邦政府の基本姿勢は変わっておらず、新型コロナウイルス
からの経済復興に向けた新たな政策案を次々と打ち出しており、来たる選挙を
意識してか、均衡財政への移行についての課題などについては言及はされてい
ません。
連邦政府は新型コロナウイルスの感染者を抑え込むことに成功しており、経済
対策として JobKeeper、JobSeeker、住宅建設補助などの政策がうまく機能した
ことで新型コロナウイルス下における経済悪化や失業率悪化を極力抑えるとと
もに、鉄鋼石などの価格高騰の恩恵もあり、豪州経済は V 字回復に向かってい
ます。政府自身は健全な経済の完全回復を確かなものとするために、出し渋り
をせずに歳出の多い政策を打ち出している点は前回同様です。なお、年内に国
境が開かれる可能性はかなり低く、移住による人口の増加や旅行者、海外から
の学生などの来豪による経済効果は期待できない中、一部の企業やセクターで
は継続的な支援が必要となっており、長期的な構造の変化や改革が今後必要に
なってくると考えられます。
詳しくは本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
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世界は今、世界的なパンデミックの 2 年目を迎えている。パンデミックはアジ
ア太平洋地域の多くの国で猛威を振るっている。ウイルスとの戦い方について
多くを学んできた一方で、この健康危機は 2021 年をはるかに超えて続くこと
が明白になっており、世界的な相互接続性は強みであると同時に弱みでもある。
ワクチン接種、治療法、政策、社会的慣行はすべて、人々の安全と経済機能を
維持する上で重要である。そのため、今年の連邦予算では、保健と福祉に関す
る政府の計画を前もって取り上げている。
Adam Powick

とはいえ、オーストラリア経済は急速に回復している。ウイルスの管理に比較 Chief Executive Officer
的成功し、同時に市場と経済の保護にも成功したことで、目覚ましい回復が見
られた。市場は資金で溢れ、雇用はパンデミック前の水準を上回り、鉄鉱石価
格は天井無しに高騰し、消費者の信頼感は財務省が予想していたよりも急速に
回復しており、国内の見方は誰もが予想できなかったほど良い。政府、ビジネ
ス部門、そして私たちのコミュニティは、すべての人々の利益のために協力し
てきた。しかし、国境は閉鎖されたままであり、人口の増加は少なく、一部の
企業やセクターは継続的な支援を必要としている。
オーストラリアの状況と世界的な状況の違いから、今年の連邦予算は極めて厳
しいものとなっている。オーストラリアは当面の危機から脱出したが、これは Brett Greig
引き続きパンデミック予算であり、様々なリスクを管理し、雇用創出と生活に Managing Partner – Tax & Legal
必要不可欠なサービスを優先するように設計されている。いくつかの発表は、
持続性があり、強靭で、回復力のある経済を構築するために私たちが必要とす
る長期的な構造変化を組み込み始めるだろう。
オーストラリアの景気回復を加速させるために、オーストラリアを 2030 年までに近代的で先進的なデジタル経済国
にすることを目指す 「デジタル経済戦略」 に関する発表が必要である。社会的かつ生産性の高い成果をもたらすオ
ーストラリアのインフラへの資金提供、及び、より目的に適した税制への変更、並びに、熟練した 「即戦力」 の学
生人材を輩出するための教育資金の提供は、生活と生計に影響を与える。私たちは、女性に積極的に影響を与える
政策、及び女性のより大きな安全と職場への参加を可能にし、私たちのコミュニティ全体に利益をもたらす資金を
歓迎する。
Deloitte Federal Budget 2021-22 をお楽しみください。
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保健・福祉サービス
主な発表内容
新型コロナウィルス
•

新型コロナウイルスワクチンの配給を継続するための 19 億ドル （連邦、州、準州のワクチン接種
プログラムへの資金提供を含む）; ロールアウトの配布、実装、監視、およびレポート作成のサポ
ート;また、全国的な広報キャンペーンにより、ワクチン導入への投資総額は 60 億ドルに到達

•

新型コロナウイルスのパンデミックへの保健対応として、Medicare Benefits Schedule （MBS） の病
状や遠隔医療サービスの提供を拡大するために 8 億 7,900 万ドル;英連邦の呼吸器クリニック;在宅
医療サービス;遠隔地の先住民族コミュニティへの支援; Beyond Blue Mental Wellbeing Support Service

•

検疫サービスの拡大に 8 億 4,500 万ドル; 新型コロナウイルス対応に関するナショナル・パートナ
ーシップを支持する;国家事故センターと国家医療備蓄を拡大

•

オーストラリア国内での mRNA ワクチン製造能力開発への取り組み

デジタルヘルス
•

新型コロナウイルス 対応の一環として導入された暫定的な MBS テレヘルス項目番号の成功に基づ
き、追加の 2 億 460 万ドルによりこれらの項目を 2021 年末まで延長

•

4 億 2,160 万ドルを My Health Record に拠出。これにより消費者が自分のデジタル健康記録をより
詳細に管理することを可能にし、複数の医療提供者と各自の健康情報を共有できるようにする。

•

初期診療の一貫性を向上させることを目的とした自発的な患者登録プラットフォームである MyGP
を支援するための新たな ICT インフラに 5,070 万ドルを投資。

メンタルヘルス
•

メンタルヘルスと自殺予防のために、4 年間で 23 億ドルの追加資金が提供される。

•

単一のデジタルプラットフォームを含む予防および早期介入プログラムのために 2 億 4,860 万ドル
がオンラインの専門家カウンセリングに提供される。

•

自殺予防に 2 億 9,820 万ドル、自殺未遂後に病院から退院した国民に州や準州と協力しながらアフ
ターケアサービスを提供するために 1 億 5860 万ドルを提供する。

•

メンタルヘルスケアシステム全体で、質の高い個人中心の治療へのアクセスを改善するために 14
億ドルを提供する。これには、ヘッドトゥヘルス専門の成人メンタルヘルスセンターとサテライト
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に対する 4 億 8,720 万ドル、ヘッドスペースセンターネットワークの拡大と強化のための 4 年間に
わたる 2 億 7,860 万ドルの資金が含まれる。
•

NDIS（国民身体障害者保険制度）に参加していない重度の精神疾患を抱える患者に対して、政府は
心理社会的支援サービスを継続するために 1 億 1,240 万ドルを提供。

•

地方や地域におけるメンタルヘルス労働者を支援するための追加投資。

女性の健康
•

女性の健康と安全を支援する幅広いアジェンダの一環として、乳癌および婦人科癌、骨盤痛および
子宮内膜症、死産および妊娠喪失に対するスクリーニングと支援するために、5 年間で 3 億 5,160
万ドルの提供。

障害者支援
•

社会的に弱い立場にいる国民に高品質で持続可能な支援を提供することに注力。

•

4 年間で NDIS に十分な資金を提供するために追加の 132 億ドル拠出。これは全体の 1,220 億ドルの
資金増加に含まれる。

高齢者介護
•

177 億ドルの新規資金が 5 ヵ年高齢者医療改革に拠出され、今後 4 年間で 1,190 億ドルが拠出され
る。

•

主な改革の柱は、在宅介護、施設入所高齢者介護の持続可能性、施設入所高齢者介護の質、労働
力、ガバナンス。

•

8 万件の新たな在宅介護パッケージとレスパイト（介護が必要な家族を持つ家族）と認知症の支援
を伴う在宅介護のために 65 億ドル提供。

•

施設の増加と日々の介護費用の増加を伴う居住型の高齢者介護の持続可能性のために 78 億ドル提
供。

•

医療サービスへのアクセスと連携強化を伴う高品質で安全な介護のために 3 億 6,600 万ドルの提供

•

33,800 の看護師への新しい訓練場所、高齢者介護における看護師への残留ボーナス、および先住民
介護者のために 6 億 5,000 万ドル提供。

•

監視と支援の強化を伴う介護強化の標準化に 3 億 100 万ドルを配分。

•

消費者への透明性を向上させるための品質と安全性を比較するスター評価システム に 2 億ドル、
システムナビゲーションと情報アクセスの強化に 2 億 7,300 万ドルの追加拠出。

本連邦予算案は、MBS の遠隔医療サービスへの継続的な予算配分とワクチンの早期展開を含む、オーストラリアの
新型コロナウイルス対応の継続に 34 億ドルを拠出する。新型コロナウイルスに対するオーストラリアの衛生対策
は世界トップクラスであり、本連邦予算案は早期の経済回復実現に向けてこれを継続することを目指している。予
想を上回る早い経済回復は、それぞれ高齢者介護王立委員会への 177 億ドル、NDIS（国民身体障害者保険制度）へ
の 132 億ドルの全額出資、メンタルヘルス支援への 23 億ドルの拠出にもつながった。
過去 18 カ月間、オーストラリアの医療制度の強みと経済の重要なつながりが浮き彫りになった。世界トップクラ
スの新型コロナウイルスに対するオーストラリアの衛生対策は、地域社会を守り、保健システムの崩壊を避け、経
済回復のためのバックボーンを提供した。オーストラリアの新型コロナウイルス対策における次なる大きな課題
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は、開始が遅れたワクチンの展開である。本連邦予算案では、今年のクリスマスまでに全国民にワクチン接種を完
了するための大胆な促進プログラムを計画している。
本連邦予算案は、新型コロナウイルスへの世界トップクラスの対策がもたらした便益を享受しているといえる。

新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルスのワクチン接種プログラムへのさらなる投資は、国民を守り、国境を開くための基礎となる
ため、政府による 19 億ドルの追加拠出の発表には誰も失望しないであろう。これにより、新型コロナウイルスワ
クチンの展開にこれまで費やされた拠出は合計で約 60 億ドルとなる。
ワクチンの展開は当初の予想よりも遅れているが、私たちは新型コロナウイルスの地域社会での限定的な感染、感
染症例数も少ないという非常に幸運な状況にある。現在、本連邦予算案は、全オ国民が年末までにワクチン接種を
受けるという想定に基づいており、ワクチンの展開は、物と人の自由な移動の促進のために加速していく必要があ
る。
本連邦予算案はまた、国内における mRNA ワクチン製造能力の開発を含む、新型コロナウイルスワクチンの国内生
産の継続的な支援に賛同している。

デジタルヘルス
デジタルヘルスの課題は、新型コロナウイルス を通じたテレヘルス（遠隔医療）の急速な普及に続いて、引き続
き注目される分野である。これまでは、統合され調整された医療と革新的技術の採用に投資が実行されてきた。本
連邦予算案では、2020 年 3 月以降、 Medicare Benefits Schedule（MBS）が資金を提供した 5,600 万件以上の遠隔医
療サービスが 1,370 万人の患者に提供された実績を基に、MBS の遠隔医療項目を年末まで延長するために 2 億 460
万ドルを配分する。
遠隔医療への継続的な取り組みは、デジタル化された医療システムへの第一歩となる。しかし、GP および医療ス
ペシャリストとの電話による医療対応への資金提供は歓迎されているが、オーストラリアではまだ、より成熟した
バーチャルケアモデルへの移行を完全には受け入れられていない。しかし、医療ケア提供の改善を支援するための
デジタルインフラへの投資と併せて、遠隔医療への更なる投資によって、この目的に向けて私たちが進展し続ける
ことになる。また、本連邦予算案は以下の内容を含んでいる。
•

消費者が自分の医療記録を複数の医療機関と共有できるようにすることで、消費者が自分の健康情報をより詳細に管
理し、医療の質を向上させることができる 「マイ・ヘルス・レコード」 に 4 億 2,160 万ドルを投資

•

政府の 10 カ年一次医療計画の重要な柱である自発的な患者登録プラットフォーム MyGP の実施を支援する ICT インフ
ラを構築する作業を推進するために 5,070 万ドルを拠出

•

デジタルサービスにアクセスする際の消費者体験をさらに向上させるため、myGov サービスの強化に 2 億 10 万ドルを
拠出

•

デジタルメンタルヘルスサービス（以下の「メンタルヘルス」を参照）への投資。

メンタルヘルス
今後 4 年間で、精神衛生と自殺予防サービスに 23 億ドルの追加資金が提供される。このコミットメントは、森林
火災への対応（1 億 90 万ドル）、若者の精神衛生（4 億 6110 万ドル）、そして新型コロナウイルスのパンデミッ
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クを通じた国民への支援（5 億ドル）に割り当てられていた精神衛生への以前の資金提供をベースとしている。今
回の追加資金は、生産性委員会と全豪自殺予防アドバイザーの審査を受けたもので、このパッケージは下記の 5 つ
の柱で構成されている。
• 予防と早期介入
• 自殺予防
• 治療
• 脆弱性への対応

• 労働力とガバナンス
政府は、デジタルメンタルヘルスサービスの利用可能性を改善するための 1 億 1,120 万ドルの投資から、新たな国
家アボリジニ及びトレス海峡島民自殺防止戦略の下でのイニシアティブを実施するための 7,900 万ドルに及ぶ様々
なプログラムへの資金提供を約束している。これらのイニシアティブは、精神衛生と自殺予防に関する新たな国家
協定のために、州や地域とともに進められる。

女性の健康
連邦予算案は、女性の安全、経済的安全保障、健康と福祉への投資を見込む。政府は、乳がん、子宮頸がん、卵巣
がん、子宮内膜症、骨盤痛など合計 3 億 5,160 万ドルの女性に対する医療サービスに投資する。詳細については、
「ジェンダーに係る視点」 参照。

高齢者介護
オーストラリア政府は、この制度への信頼を構築し、国民を尊重し、配慮し、尊厳をもって予算の重要な基盤とし
て扱うことにコミットしている。高齢者医療の質と安全に関する王立委員会に対する連邦予算の反応は、高齢者医
療改革のための 5 年間で 177 億ドルという記録的な資金注入にみられる。これにより、今後 4 年間で 1,190 億ドル
の拠出が必要になる。
改革アジェンダの 5 つの柱は、在宅介護、施設入所高齢者介護の持続可能性、施設入所高齢者介護の質、労働力、
ガバナンスである。
•

在宅介護: 6.5 億ドルが在宅介護の支援に割り当てられ、新たな 8 万の在宅介護パッケージが現在の在宅介
護の待機リストを解消し、また 7 億 9,800 万ドルが介護が必要となる家族を持つ家族と認知症の支援に割
り当てられる。

•

居住型の高齢者介護の持続可能性: 78 億ドルで持続可能性の向上を支援し、介護のコストを相殺するため
に、居住者一人当たりの基本的な日常ケア料金に 1 日当たり 10 ドルを追加する。また、ホームレスの減少
と実行可能な追加拠出の 30%の増加の継続

•

居住型高齢者介護の質: 居住者一人当たり 200 分/日の追加入院および休息のための 39 億ドルの資金提供
（正規看護師の義務時間 40 分を含む）。また、オーストラリアの高齢者のために、保健サービスへのアク
セスを改善し、保健と福祉のエコシステムへのアクセスと調整を強化するために 3 億 6,600 万ドルを拠
出。

•

労働力: 新たに 33,800 の看護師への訓練施設、高齢者介護の看護師のための残留ボーナス、および新人看
護師のための支援を含む追加的な 6 億 5,000 万ドルの訓練支援への拠出。
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•

ガバナンス: 独立した高齢者介護の質と安全委員会への能力強化のための 3 億 100 万ドルを通じた監視と支
援の強化によるケア強化の標準化。

上記 5 つの柱に加えて地域、地方、遠隔地での支援の為、高齢者ケアインフラへの資金が増加する。新しい高齢者
介護法を含むさらなる法改正では、4 年間で 2,700 万ドルの追加、新しい高齢者介護諮問委員会への 2,100 万ドル
の追加拠出がある。ナビゲーションシステムと情報アクセスの課題に対処するため、また、本連邦予算案は消費者
への透明性を向上させるための品質と安全性を比較するスター評価システムに関して、2 億 7,300 万ドルを追加資
金配分する。

障害者支援
すべての国民を支援するための持続可能な社会サービスを確保するという本連邦予算案の全体的なコミットメント
の一環として、NDIS（国民身体障害者保険制度）に十分な資金を提供するために 4 年間で 132 億ドルの予算が追加
され、総予算は 1,220 億ドルに増加する。この新たな資金には、家族がコミュニティの支援を受けられるように、
発達障害のある幼い子ども達を支援するための 4 年間にわたる 1,790 万ドルの資金が含まれている。
障害者雇用サービスの受給資格のある求職者は、2022 年 1 月 1 日からオンライン雇用サービスを通じて、また
2022 年 7 月 1 日からは新雇用サービスモデルにおけるデジタルサービス方針の一部として、デジタルサービスの
選択肢を得ることになる。

Luke Baxby
Health & Human Services
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経済概況
主要指標
•

オーストラリア経済は急速に回復しており、その回復力は本連邦予算案発表前に良い印象を既に植
え付けている。

•

半年前に発表された公式見通しと比較して、予想以上に早い景気回復は、現在から 2024-25 年の間
に財務省に 1,040 億ドルほど財源を還元する。

•

しかしながら上記の還元の大半は、新たな政策に費やされることになる。その政策には、低・中所
得者所得税控除（LMITO） 、そして高齢者介護やその他の社会プログラムへの新たな支出が大半を
占め、国民や企業に 960 億ドルが還元されることになる。

•

これらの新しい政策は、来年の予算案が発表される前に選挙が行われる可能性を示唆しており政治
的な目論見を反映していると考えられる。とは言え、これらの政策は、失業率を持続的に 5%以下
に抑え、予想以上の経済回復につながるとエコノミストも同一見解を示している。

•

新型コロナウイルスの感染者数が非常に少ないがゆえ、人々が外出する機会が増え、人々の消費が
雇用の著しい回復を支えている。同時に、オーストラリアの主要輸出品の多く、特に鉄鉱石の価格
が高騰しておりオーストラリア経済の回復を助長している。

•

そのため、法人税や個人税を含む、予想される税収が想定額よりも多くなると予想される。また、
歳出も予想よりは低く抑えられているため、結果として、2020-21 年度の潜在的な財政赤字は
1,610 億ドルと予測され、2020 年 12 月の中期経済財政見通し （MYEFO） の予測を 370 億ドル下回
る形となっている。

•

債務額は新型コロナウイルス以前よりはるかに高いが、それよりもはるかに重要なのは債務調達コ
ストである。財務省は、2024-25 年までの年間支払利息は国民所得の 0.7%ほどと予測している。驚
くべきことに、この数字は私たちが 2018-19 年に支払った支払利息は、対国民所得の 0.8%にも満
たない。それは、国民の生活と生計を守ることは、予想よりもずっと安く済んでいることを意味し
ている。

•

しかし、経済的なコストは当面続くであろう。財務省は、人口と国民所得の両方が、新型コロナウ
イルス感染症発生 以前の期待値には半永久的に回復しないと予測し続けている。そして、この新
しい支出のための法案は、2024-25 年までに 570 億ドル の財政赤字をもたらすことになる。
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•

ある段階で、これらの財政赤字は減らすべきで、健全な国家財政は私たちが常に目指すべきもので
はあるが、その手段については次の選挙が終わるまで言及されないものと考えられる。

連邦予算 2021-22:加熱気味の経済回復により予算の修正が促進される
新型コロナウイルス危機は経済と予算に多大な影響を与えた。
そして、新型コロナウイルスと経済は密接な関係にあり、国が新型コロナウイルスの感染者数を低く抑えるのに苦
労している間、予算（政策）は経済を保護するために使用されている。
これまでのところ、その戦略はうまく機能しており、新規の雇用者の数も含め、その成果のあり方はすべて新しい
予算案に記載されている。
オーストラリア経済はすでに、財務省が当初懸念していたよりも大幅に改善しており、予想以上の回復が今後も続
くと予想されている。例えば、下のグラフが示すように、予算案で明らかにされた雇用回復は、以前の期待をはる
かに上回っている。
Treasury massively revises up the job recovery

114

Forecast job levels
Index, 2019-20 = 100

112
110
108
106
104
102
MYEFO

Budget

100
2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

また、多くの焦点が、経済規模を示す GDP の実質成長率の公式予測の上方修正に当てられがちだが、実際には、
ちまたをにぎわす良い経済ニュースの方が、それが示す数字よりもはるかに広範囲に好印象を与えているのであ
る。
なぜなら、それは今日までこの危機を通して起こった二つの珍しい事象にあるといえる。第一に、下のグラフが示
すように、世界は不況にもかかわらず（鉄鉱石、LNG、一般炭の価格が上昇することで）高価格で取引されている
ことによる経済効果である。
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Treasury pushes out timing of the
faceplant in the iron ore price
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第二に、この環境がコスト削減も促している点である（対外債務の金利が低下することや、住宅ローンの金利が低
下していることを消費者が実感することなど）。
この組み合わせにより、予算の改善に役立つ 「過熱気味」 な経済回復が実現化されている。
そしてもちろん、それは加熱気味な回復なのである: たしかに世界経済はその成長を急速に回復してはいるが、オ
ーストラリアが新型コロナウイルスに対する世界トップクラスの防衛策を講じたことで世界の先頭に立っているこ
と、オーストラリアの生活水準が 2020 年までの私たちの過去 10 年平均よりも速く成長したこと、私たちがパンデ
ミック以前よりも多くの仕事を創出した最初の（これまでのところ）先進国であること、そしてその雇用者数の増
加は JobKeeper の終了時に一時的に減速したものの、その勢いが持続していることは、多くの人にとって驚きであ
るように思える。
この背景は、予算の最終収益に貢献する 3 つの経済発展を生み出している。
• 第一に、雇用は財務省が想定していたよりもはるかに早く回復した。新型コロナウイルスの経済的苦痛は失業
者数に関心が集まっていたため、これは通常の経済見通しよりも重要なポイントとなっている。
• 第二に、世界が財務省の予測よりもはるかに間接的に大きな賃上げを私たちにもたらしている点である。これ
は特に鉄鉱石価格に見られるが、他の輸出価格も健全である。
• 第三に、一般消費者が財務省が予測していたよりもそれほど出費を抑えこまなかった点である。
その結果、オーストラリアの一般家庭や企業は、さまざまな緊急支援が行われてきた段階（賃金補助金、追加失業
給付、スーパーアニュエーションへの早期アクセス、住宅ローンや家賃の据え置き）で多大な恩恵をうけ、力強い
経済回復へと導いたのである。
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次は?
急激な回復ができたその理由の 1 つは、それを達成するための必要条件が揃っていたことである。即雇用可能な求
職者がいたこと、店舗やオフィスの空室があったこと、旅行者を運ぶ飛行機が地上で常に稼働できる状態であった
ことなどである。
つまり、回復前の景気後退が急角度であったため、V 字回復の度合いも急激となっている。
一方、政府の目標は、まずは経済を先に立て直し、後に財政赤字に対処するという、これまでと同じ姿勢である。
政府が景気を立て直すことで予算（政府の財政）を立て直すということを目標にしているからである。
しかし、経済がいつ 「修復」 されるかを知るにはどうすればよいのだろうか。どこに線引きをすればよいのであ
ろうか?
経済が緩み、景気回復のスピードがどこかの段階で緩やかになることは目に見えているが、正直、私たちはまだそ
のレベルまでは到達していない。例えば、昨年ビクトリア州はオーストラリア経済において最も打撃を受けた地域
であるが、2021 年のオーストラリア経済の全体力を底上げるすると予想される強さの一つとして、単にビクトリ
ア州がいくらかやり残している経済復興の余地をあげることができるはずである。
しかし、私たちは経済の修復において適切な目標が必要だ。たとえば、オーストラリア準備銀行は、金利を引き上
げる以前に失業率を「4%弱」あるいは「3%強」に落とす必要があることを明言している。政府が予算に先んじて
「快適に 6%未満」という当初の目標を修正し、「失業率をパンデミック以前の水準にまで下げ、そこからさらに

失業率を下げる」と宣言したのもそのためだ。
これ自体は朗報である。この新たな目標は、 政策効果外での失業率が 4.5%あたりと見ているエコノミストのコン
センサスと一致しており、デロイト・アクセス・エコノミクス自身の見解とも一致している。財政均衡への早期着
手は経済に打撃を与え、それにより予算案への打撃を与えるリスクがある。
これはまた、現在オーストラリア政府が過去数十年のどの政府よりも失業率を下げることに意欲的であることを意
味している。
このような野心的な目標は、均衡財政の修復に向けた特別な転換を設けなかった理由も説明している。政府は、今
より多くの支出が最終的には経済と予算の両方を軌道に乗せ、より健全にするという見解で、新しい支出をうたい
減税を延長しているのである。

税収減でありつつも、回復軌道へ
財務省が発表した当初の予想では、新型コロナウイルスの危機が税収に大きな影響を与えると想定していた。
予算案で発表された改訂された数字は、より健全な絵を描いている。下のグラフが示すように、財務省は現在、景
気が半年前よりもはるかに予算を押し上げているとみている。1,100 億ドルの追加の予定税収入を計上すること
は、本連邦予算案を理解するための重要なポイントとなる。それは、本連邦予算案がなぜ数々の新しい支出政策を
打ち出すことが可能となったかを示すものであり、本連邦予算案が若干の赤字で済むための秘密の財源となってい
るからである。
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半年前に発表された公式見通しと比較すると、予想よりも速い景気回復は、税収増（上のグラフの緑の矢印を参
照）につながり、現在から 2024-25 年までに 1,040 億ドルの資金を財務省にもたらすとみている。（1,100 億ドル
の税収増、と 60 億ドルの歳出増の一部相殺により）
その棚ぼた税収の大半は、新たな政策に費やされることになっている。その政策には、低・中所得者所得税控除
（LMITO）の延長 も含まれるが、その大半は高齢者介護やその他の社会プログラムへの新たな支出であり、960 億
ドルが国民や企業に還元される予定である。上のグラフでは、減税の影響が 280 億ドル、支出増の影響が 680 億ド
ルとなっている。

懸念事項
予算に関するニュースのほとんどは良いものであるが、そうでないものもある。経済が回復し、失業率が 5%を軽
く下回ったとしても、国家財政は私たちが望むほど健全ではない点である。
明確にしておきたいのは、経済を立て直すには、大きな歳出が伴うということだ。しかし、経済が回復したとして
も、財政均衡への回復作業は課題として残されているからである。
その理由として
• 支出の大部分は一時的なものではあるが、一部にはそうではないものがあること。（本連邦予算案の高齢者介
護パッケージはその良い例である。）
• 何年にもわたって賃金と物価の上昇率が低下した後に、それに追いつくにはある程度の期間が必要と考えら
れ、賃金と物価の下落は所得税制度の歳入を増加する能力を圧迫することになること。
• 同時に、新型コロナウイルス危機の結果としての人口増加と企業投資支出の減少は、経済の将来の規模が新型
コロナウイルス以前よりも小さいことを意味していること。移住者は平均的なオーストラリアの労働者より若
く、より熟練している傾向があるため、そのような移住者が見込めない場合は予算にも悪影響を与えることに
なること。
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• 最後に、新型コロナウイルスはより多くの負債を意味し、全体的な利払いは、新型コロナウイルスによる攻撃
がなかった場合（新型コロナウイルス時に執った政策のために作り出した債務がない場合を想定した場合）よ
りも高くなっていること。
そのため、政府の推計では、2024-25 年の財政赤字額は 570 億ドルとなっている。中期展望を垣間見ると、予算を
完全に健全な状態に戻すためにはどこかで負債の支払いをおこわれなければならないことに気が付くであろう。こ
のタスクは、多くの人が恐れているほど大規模ではないが、相当の規模であることは事実である。
そして、ここが政治の恐ろしところでもあるが。比較として、同程度の国民所得の割合を節約しようとした最後の
予算案は 2014 年で、当時のトニー・アボットとジョー・ホッキーの政治生命を台無しにしたと広く見られてい
る。
ある段階で、取り残されている赤字は解決されるべきで、健全な予算は私たちが目指すものであるべきだが、上記
を踏まえるとそれについては次の選挙が終わるまであまり言及されないと予想される。

Chris Richardson
Deloitte Access Economics
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主な発表内容
•

低・中所得者所得税控除 （LMITO） はさらに 1 年間延長される。中間所得者を対象とした 税率引
き下げは 2021-22 年度も適用。2024 年 7 月 1 日からの新税率は法制化された。

•

自己教育費用に関する初期 250 ドルの控除の除外の撤回を検討。

•

個人の居住者ルールの簡素化・近代化。

•

従業員持ち株制度 （ESS） に対する雇用停止課税ポイントを廃止。法制化された後の 7 月 1 日以降
に発行された ESS 権益に適用予定。

•

2021-22 年度連邦予算案で発表された移民対策は、新型コロナウイルスとオーストラリアの国境閉
鎖の結果、主要部門の労働力にアクセスできない企業に柔軟性を提供することを目的としている。
また経済回復に焦点を当て、将来的に成長分野において高度な技能を有する個人をオーストラリア
に誘致することにも焦点を当てている。

低・中所得者所得税控除 （LMITO） と低所得者所得税控除 （LITO）
払い戻し不可の最大 LMITO は、1 年間延長される（2021 -22 年度の所得年度）。
課税所得

最大控除額

37,000 ドル以下

最大 255 ドル

37,001 ドルから 48,000 ドル

255 ドル+ 1 ドル当たり当たり 7.5 セント（37,000 ドル超）

48,001 ドルから 90,000 ドル

1,080 ドル
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90,001 ドルから 126,000 ドル 1,080 ドル-1 ドル当たり 3 セント（90,000 ドル超）

導入当初の、LMITO の目的は、2022 年 7 月 1 日から開始予定であった中間所得者層の減税を、所得税控除を利用
して前倒しすることであった。但し、所得税の引き下げが実施されたとき、LMITO は廃止されることになってい
た。
しかし、2020 年 10 月予算発表で引き下げが 2020 年 7 月 1 日から開始されることになったため、政府は 2020-21
年度も LMITO を維持した上で、一部の中間所得者層に一時的な所得税の引き下げを広く提供した。本連邦予算案
では、さらなる景気刺激策として、LMITO は 2021-22 年度までさらに延長された。納税者は、納税申告書を提出し
た後、その税控除分を一時金として受け取ることになる。
低所得者所得税控除は以下のように引き続き延長される。
課税所得

最大控除額（2022 年 7 月 1 日から適用）の最大オフセット

37,500 ドル以下

最大 700 ドル

37,501 ドルから 45,000 ドル

700 ドル－5 セント/ドル（37,500 超）

45,001 ドルから 66,667 ドル

325 ドル－1.5 セント/ドル（45,000 ドル超）

個人所得税の閾値
個人所得税率は変更されず、次のとおり。
税率 （%）

2020 年 7 月 1 日より

2024 年 7 月 1 日より

所得範囲 （ドル）

所得範囲 （ドル）

非課税

0－18,200

0－18,200

19

18,201－45,000

18,201－45,000

30

45,001－200,000

32.5

45,001－120,000

37

120,001－180,000

45

>180,000

低・中所得税控除

最大 1,080 ドル（2021-22 年度） 0

低所得税控除

最大 700 ドル

>200,000

最大 700 ドル

2024 年 7 月 1 日からの税率変更に関しては法制化されている。

メディケア税
メディケア税の税率は課税所得の 2%で据え置き。
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自己教育費
自己教育費用が従業員としての既存の職務活動に関連している場合、納税者は自己教育費の所得控除を請求するこ
とができる。但し、場合によっては、所定の教育費用の初期費用 250 ドルの所得控除は適用できない。
政府はこの費用の控除不可を廃止する見込み。廃止は法制化された最初の所得年度から適用予定。

個人の居住資格を決定するための新たな簡素化された居住基準
政府は、個人がいつオーストラリア税務上の居住者となるのかを決定するための新しいルールを制定する意向を発
表した。これと関連して、オーストラリア居住者は、全世界所得及びキャピタルゲインがオーストラリアにて課税
されるが、非居住者はオーストラリア源泉所得及びオーストラリア不動産などのオーストラリアにおける課税対象
資産（Taxable Australian Property）の売却益のみ課税される。
現在のルールは 80 年以上適用されており、 「住所」 や 「恒久的住居」 などの法的概念に基づいている。政府が
示した新しいルールは、2019 年の報告書「個人の税務常駐規則の改革-近代化のモデル」のなかの課税委員会の勧
告に基づいているが、それらは次のものに基づいていると思われる。
• 第一の居住者テストは、対象者が対象となる所得年度に 183 日間以上オーストラリアに物理的に滞在している
かどうかである。
• 第二の居住者テストは、物理的存在と測定可能な客観的基準の組み合わせにて行われる。
新規則は法制化されたのち 2021 年 7 月 1 日より適用される予定。
デロイトのコメント:
これらの変更は、個人が全世界の所得に対して居住者として課税されるのか、あるいは オース
トラリア課税対象資産の売却益、及びオーストラリア源泉所得のみに対して課税される非居住
者として課税されるのかを決定するルールを簡素化し、明確化することを目的としている。簡
素なルールとは、個人がオーストラリア当局にプライベートルーリングなどの判断を求めるこ
となく、確実に納税状況を判断できることを意味するが、183 日ルールでは、予期しない旅程の
遅れなどで、国内と国外で日数がわずかに異なることがあり、納税コストに大きな影響を与え
る可能性がある。

従業員持ち株制度へのアクセス、魅力を改善するための変更
政府は、雇用終了時に従業員持ち株制度 （ESS） の課税ポイントを撤廃し、税制を主要貿易相手国とより整合的な
ものにする意向を発表した。これは、課税ポイントが雇用の終了を超えて、次のいずれか早い方で広く適用される
ことを意味する。
• 株式: 失効の現実的なリスクおよび/または真の販売制限の対象でなくなった場合
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• 権利/オプション: 権利行使後、株式が失効や真の販売制限の現実的なリスクにさらされることがなくなる。
株式または権利が付与された日から最長 15 年の延期。
規制要件を簡素化するため、政府は以下の措置も講じる。
•

開示要件を撤廃し、雇用主が ESS を提供する従業員に料金を請求したり貸与しない場合には、ESS に対するラ
イセンス供与、アンチホーキングおよび広告の禁止を免除する。

•

簡素化された条件で従業員に発行できる株式数を増やすと同時にライセンス、アンチホーキング、広告要求を
従業員数当たり年間 5,000－30,000 ドルを免除 （上場企業の時価総額に上限がないことに変わりはない）。

デロイトのコメント:
退職時に税金支払い義務のある持ち株制度は、多くの退職者の税金支払いを困難にしてきた。
この点に関して、オーストラリアは長い間世界的に異端児であった。私たちは、この税事象の
撤廃は、このような報酬給付から生じる経済的事象と税事象をより良く整合させ、従前の法律
の懲罰的影響を撤廃すると考える。
非上場企業にとって、参加者への株式または権利の提供に関連する現行の規制要件は非常に煩
雑だ。連邦レベルと州レベルの両方では、従業員持ち株制度の参加者に株式を提供するための
雇用者要件の多くは矛盾しているか、理解し遵守するには非常に複雑である。政府は 2015 年に
スタートアップの所得税と評価額の変更の際にこれらの多くを削除したが、規制の複雑さは残
った。今回の改正で、企業が非上場企業の参加者に株式や権利を発行する際の要件の大半が撤
廃される。
2015 年に非上場の新興企業に最高水準の所得税簡素化を導入した後、従業員持ち株制度の参加
者への株式提供に関連する煩雑な規制・規則を簡素化するために何もなされなかったことは当
時は失望させられた。この新しい法律で詳細が重要になるだろうが、非上場企業が従業員をよ
り効率的かつ効果的な方法で株式と権利インセンティブ制度に参加させることを支援する変更
は歓迎され、この分野から行政負担を取り除きたいという経済の要望をさらに示す。

入国管理
グローバルビジネスと優秀な人材
政府は、合理化された永住ビザの経路を通じて高度な技能を持つ専門家をオーストラリアに誘致する目的で、2019
年 11 月にグローバル・タレント・ビザを導入した。財務大臣は、このビザプログラム （連邦予算 2021—22 年
度） の重要性と、将来的に注力する分野でオーストラリアのグローバル人材をターゲットにする能力を強調し
た。財務大臣は、「オーストラリアでは新型コロナウイルスを効果的に管理しているため、世界中の優秀な人材に
とってさらに魅力的な場所となっている。」と述べた。政府は、海外から人材と企業を誘致するために今後 4 年間
で 5 億 5,000 万ドルの拠出を約束した。
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また、政府は個人の納税制度の枠組みを近代化することにより、オーストラリアに優秀な人材を誘致することを目
指している。

2021-22 年度移住プログラムの計画レベル
政府は、2021-22 年度移住プログラムについて、受け入れ枠の水準を 16 万人に維持することとした。家族ストリー
ムと 技能ビザの中で、国内ビザ申請者が優先されて、国内パートナービザのパイプラインを減少しながら、202021 年度の計画レベルで維持される。技能プログラムの約 50%は、雇用主スポンサー、グローバル・タレント、ビ
ジネス・イノベーションビザに割り当てられる。人道プログラムの受け入れ枠は 13,750 件に維持され、プログラ
ムの規模は目標ではなく上限として残される。
純海外移住者数は、2019-20 年度の約 154,000 人から 2020-21 年度末までに約 72,000 人に減少し、その後徐々に増
加して 2023-24 年度には約 201,000 人になると予想されている。

学生ビザ保有者-観光及びホスピタリティ分野
学生ビザ保有者は、観光業あるいはホスピタリティ分野で雇用されていれば、二週間に 40 時間以上（ビザ条件に
よって規定される）働くことが一時的に許可される。

農業部門
観光・ホスピタリティ分野の変更は、2021 年 1 月 5 日に導入された変更と一致しており、農業分野で雇用された
場合、学生ビザ保有者は二週間に 40 時間以上働くことができる労働制限条件が一時的に削除された。
農業部門で働く意図があるサブクラス 408 ビザ保有者はオーストラリアを出国する試みを示す必要があったが、こ
の要件を撤廃した。
さらに、将来の熟練した農業労働力を創出するために政府は 2,980 万ドルの支援を予定している。

太平洋地域の労働力移動
オーストラリアの地方が新型コロナウイルスの期間中に必要な労働力にアクセスできるように、季節労働者及び太
平洋労働ビザの 12 カ月間の延長を 2020 年 4 月に決定した。当該延長は 2022 年 4 月まで継続されることが確認さ
れている。

短期活動ビザ（サブクラス 408）
短期活動ビザの申請者は、ビザの有効期限の 90 日前に申請することができるようになり、ビザの有効期限の 28 日
前から延びた。

スポンサー付き親 （一時） ビザ - 有効期間の延長
新型コロナウイルスの渡航制限によりビザを利用してオーストラリアに入国できない個人のスポンサー・ペアレン
ト （短期滞在） ビザの有効期間が、18 カ月延長される。
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Shelley Nolan
Global Employer Services

Fiona Webb
Global Immigration
Asia Pacific Immigration Leader
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事業税
主な発表内容
•

特定の無形資産の有効耐用年数を納税者が自己査定できるようにするための法令改正

•

2020-21 年度予算における一時的な全額損金算入及び欠損金の繰戻し措置をさらに 12 カ月間延長

•

合計売上高年間 1,000 万ドル未満の小規模事業者（事業を営む個人を含む）は、ATO による税債務
の回収措置を一時停止又は変更するために行政不服審判所 （AAT）に申し立てることが可能。

•

Homebuilder プログラムに基づく着工要件が、全ての申請に関して 6 カ月から 18 カ月に延長され
た（すなわち、2020 年 6 月 4 日から 2021 年 3 月 31 日までに締結された全ての契約を含む）

•

投資家に対しパススルー課税となる企業集団での投資形態（CCIV）の枠組みを最終化し、またオー
ストラリアへの新規事業投資の促進・支援をするため、ATO による新たな早期エンゲージメント・
プロセスを確立する

•

対象となる蒸留業者、醸造業者、及び、非伝統的なサイダー（アルコール製造メーカー）等のその
他の発酵飲料製造業者は、2021 年 7 月 1 日から、年間 35 万ドルを上限として、製品に関して支払
う物品税の 100%の減免を受けることができる。
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特定の無形資産の自己査定耐用年数
政府の 12 億ドルのデジタル経済戦略の一環として、政府は法改正を行い、特許、登録意匠、著作権、ライセン
ス、社内ソフトウェアなどの特定の無形資産について、1997 年所得税評価法 （ITAA 1997）第 40 条 95 （7） に規
定されている耐用年数を使用する代わりに、納税者がその耐用年数を自己査定できるようにする。これにより、納
税者は、法定耐用年数よりも短い耐用年数を有する無形資産を自己査定する場合には、より早期に減価償却するこ
とが可能となる。
この発表は、2015 年 12 月 7 日の National Innovation and Science Agenda の発表の一部としてのターンブル政権の発
表及び 2015 年 12 月の MYEFO 声明に類似している。この措置は 2017 年 3 月に議会に提出された法案に含まれてお
り、法案は最終的に２年後の 2019 年 2 月の議会で可決されたが、労働党及び緑の党からの同意を得られず法案か
ら無形資産の自己査定の適用が除外されていた。ITAA 1997 第 40-95 条 （7） の対象となる無形資産の現在の法定
耐用年数は下表のとおり。

特定の無形資産の耐用年数
品目

無形資産名

耐用年数

1

標準特許

20 年

2

イノベーション特許

8年

3

小特許

6 年間

4

登録意匠

15 年

5

著作権（*映画の著作権を除く）

次のいずれか短い方
（a） 著作権取得から 25 年;または
（b） 著作権が終了するまでの期間

6

免許証（著作権または*社内ソフトウェア

ライセンスの期間

に関するものを除く）
7

著作権に関するライセンス（*映画の著作

次のいずれか短い方

権を除く）

（a） ライセンシーになってから 25 年;または
（b） ライセンスが終了するまでの期間

8

*社内ソフトウェア

5年

9

*スペクトルライセンス

ライセンスの期間

10

*データキャスティング送信機ライセンス

15 年

11

廃止
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12

廃止

13

廃止

14

通信サイトアクセス権

権利の存続期間

2023 年 6 月 30 日 （下記参照）まで延長された一時全額損金算入制度の終了に伴い、2023 年 7 月 1 日以降に取得
した適格資産については、自己査定が適用される。
納税者が利用できる税務上の減価償却関連措置の要約は以下の通り。

全額損金算入に係る一時的措置の 2023 年 6 月 30 日までの延長
政府は、適格な減価償却資産の一時的な全額損金算入を認めた 2020-21 年度予算措置をさらに 12 ヶ月間、2023 年
6 月 30 日まで延長する。
この基準では、年間総売上が 50 億ドル未満の企業（またはオルタナティブ所得適格性テストを満たした企業）
は、2020 年 10 月 6 日午後 7：30 以降に取得し、2023 年 6 月 30 日までに初めて使用、または設置された適格資本
性資産の全額を即時損金算入することができる。
一時的な全額損金算入措置におけるその他の条件は、前年の設備投資要件とともに総収入に基づく代替適格性テス
トを含め、変更されていない。

欠損金の繰戻し一時的措置を 2022 年から 23 年度まで延長
政府は、一時的な欠損金の繰り戻しを認める 2020-21 年度予算措置をさらに 12 か月延長し、2022-23 年度の所得年
度を含むようにする。
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この措置により年間総売上が 50 億ドル未満の法人税上の事業体は、前年度の課税所得に対して適格年度に生じた
税務上の欠損金を繰り戻し、還付可能な税控除を得ることが可能となる。適格企業が税務上の欠損金に伴う現金給
付をうけることを促進することを可能にし、より多くの企業が利用可能な期間中に費用化を利用できるようにする
ことによって全額費用化措置を一時的に補完するものである。
この措置により、適格企業は、2019-20 年度、2020-21 年度、2021-22 年度、および 2022-23 年度の各所得年度から
税務上の欠損金を繰り戻し （利用） 、2018-19 年度の所得年度まで遡って過去に課税されていた所得と相殺できる
ようになる。還付される金額は、税務上の損失を生じさせてはならず、過年度の課税所得の水準に基づき制限され
る。
税の還付は、2020-21 年度、2021-22 年度、及び 2022-23 年度の確定申告書提出時に処理される。この措置による欠
損金の繰り戻しを選択しない企業は、通常どおり欠損金を繰り越すことができる。

小規模企業:AAT への申請
政府は、年間総売上高が 1,000 万ドル未満の小規模事業体（個人事業主を含む）が、滞留税債務の回収、ガルニシ
告知の適用、関連する罰則および利息の適用など、国税庁（ATO）債務の回収措置を一時停止、または変更の申請
を行政不服審判所 （AAT） に申請できるようにする。
この措置により、小企業は AAT によって裁定がされるまで係争中の債務の支払いを保留することが可能となる。
AAT は税制との整合性を考慮した上で、権限の適用を決定する。当権限は法案化された日、若しくはそれ以降に開
始された手続きに適用。

新型コロナウイルス HomeBuilder プログラム – 着工期間延長
ホームビルダー・プログラムでは、新規住宅の建設または既存住宅の大規模な改修を行うために、適格居住所有者
な所有者/占有者（初回購入者を含む）に最大 25,000 ドルの助成金が提供される。このプログラムは、新型コロナ
ウイルスの影響で遅れている可能性のある住宅の購入や改修を進めるよう消費者に促し、建設業界へのサポートを
目的としている。
2021 年 4 月 17 日、政府はすべての申請（2020 年 6 月 4 日から 2021 年 3 月 31 日までに締結されたすべての契
約）について、同計画に基づく着工要件を 6 カ月から 18 カ月に延長することを発表した。

法人税の居住者ルール
2020-21 年度予算案において、政府は、海外で設立された法人で 「オーストラリアと重要な経済的関連」 を有する
企業については、税務上オーストラリアの居住者とすることを明確にするために法律を改正すると発表した。この
テストは、以下の両方が満たされた場合に居住者として見做される
• 企業中核的な商業活動がオーストラリアにて行われており、
• その経営管理、統制の中核がオーストラリアにある。
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改正案は信託及び有限責任組合企業にも適用されるべく今後協議が行われる予定。

ATO への新たな早期エンゲージメント・サービスの確立
ATO は、オーストラリアへの新規事業投資の促進と支援を目的とした新たな早期エンゲージメント・サービスを導
入する予定。このサービスは、2021 年 5 月から 6 月にかけて ATO、事業者、その他のステークホルダーとの間で
協議が行なわれた後に、2021 年 7 月 1 日から適格投資家に向けてサービスが利用可能となる予定。
政府は当該サービスについて次のように発表した。
• オーストラリアの税法がどのように適用されるかについて投資家に予め情報提供することにより、安心感を提
供する
• 個々の投資家のニーズに合わせてカスタマイズする
• 連邦税の一部又は全部に関する支援を提供する
• 特定のプロジェクトの時間枠、及び外国投資審査委員会 （FIRB: Foreign Investment Review Board） の承認等案件
の時間的な制約に対処する
• 拘束力のある助言が望まれる場合には、迅速にプライベートルーリングや事前確認制度へのアクセス提供を含
む
• 税務に関する FIRB 承認プロセスと統合することで（該当する場合）、投資家の情報提供が一度のみで済むよう
にする

企業集団での投資形態枠組みの最終決定
政府は、見直し後の 2022 年 7 月 1 日からを開始日として、企業集団での投資形態ビークル （CCIV: Corporate
Collective Investment Vehicles） に関する税制・規則の枠組み導入を進める。具体的には、2016-17 年度予算案で最
初に公表された「Ten Year Enterprise Tax Plan - implementing a new suite of collective investment vehicles」と題された
措置の CCIV に関する内容を最終化する。当初の発表以来、政府はこの措置のための法律の整備に関して継続して
協議してきた。
CCIV は、投資家に対しパススルー課税の取扱いを提供する企業形態を持つ投資手法である。この投資手法により、
ファンド・マネージャーが海外投資家がより精通する投資手法を利用して投資商品を提供することを可能にし、オ
ーストラリアのマネージド・ファンド業界の国際競争力を強化する。

金融取引に関する税制 （TOFA） - 技術的修正
政府は、ポートフォリオ・ヘッジに基づくヘッジ・ルールの活用を容易にすることを含む、金融取引に関する税制
（TOFA: Taxation of Financial Arrangements）に関する法令の技術的修正を行う。またこの改正により、法令遵守のコ
ストが削減され、意図せぬ結果が生じないよう是正されることになり、納税者は選択しない限り、未実現の為替差
損益は課税対象にならない。これらの変更は、2022 年 7 月 1 日以降に実施される該当取引について適用される。

Junior Minerals Exploration Incentive - 更に 4 年間の延長
政府は「Junior Minerals Exploration Incentive （JMEI）」 を 2021-22 年度から更に 4 年間延長する。
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国際課税 - オフショア・バンキング・ユニットに対する優遇措置の撤廃
政府は、オフショア・バンキング・ユニット （OBU: Offshore Baking Units） に対する優遇税制の撤廃、利子に係る
源泉税の免除の撤廃、新規参入者に対する特別制度利用を取りやめる。これは、経済協力開発機構 （OECD） が各
国の税制優遇措置の見直しの一環として OBU 制度について懸念を表明したことに続く動きである。
この措置を施行するための法案が 2021 年 3 月 17 日に議会に提出された。政府は、当該業界を支援し、オーストラ
リアにおいて同活動の継続を確保するための代替措置について協議する予定。

国際課税 - EoI 対象国・地域のリスト更新
政府は、オーストラリアとの間で有効な情報交換 （EoI: Exchange of Information） 又は情報共有に関する協定を締
結している国・地域のリストを更新する。これらの協定は、国外での租税回避・税源浸食を防止するというオース
トラリアのコミットメントの重要な部分を構成する。
掲載された対象国・地域の居住者は、特定の配当について、30%のデフォルトの税率ではなく、管理投資信託
（MIT: Managed Investment Trust） に係る 15%の低い源泉税率を適用することができる。更新されたリストは 2022
年 1 月 1 日から有効となる。
掲載されるためには、対象の国・地域が納税者情報をオーストラリアと共有できる法的関係を確立していなければ
ならない。この措置により、アルメニア、カーボベルデ、ケニア、モンゴル、モンテネグロ、オマーンが情報交換
対象国・地域のリストに追加される。

規制緩和に関する論点
政府は、政府とのビジネス交流における法令上の負担を軽減することを目的とする規制緩和政策を推進するため、
2021-22 年度から 4 年間で 1 億 3,460 万ドルを投資する。
• 国の温室効果及びエネルギー関連報告制度の下での報告の合理化
• 製薬、医療技術サービス、医療ソフトウェア業界の医療分野におけるデジタルサービスの合理化
• 漁業者がデータ提供の要件を満たすことを支援し、また法令上の要件をより効率的に満たすことを支援するた
めの電子モニタリングシステムを改善する
• 企業、個人、規制当局間のコミュニケーションを容易にするため、財務省ポートフォリオ法案の技術中立性に
に関し改善する（詳細は後述）
• RegTech ソリューションを使用して、小規模企業が最新のモダン・アワード（労働条件規定）に準拠し、コスト
を削減し、法令遵守を改善するための追加支援を提供する
• 州境を越えた複数の職業ライセンスの自動相互認証の実施を支援する
財務省法案の技術中立性に関する立法見直しのフェーズ 1 では、ステークホルダーから提起され現在実行可能とな
っている、以下の主要分野に焦点が当てられる。
• 電子的に有効に署名できる文書の範囲の拡大
• 株主に電子的に送付できる書類の範囲を拡大し、また連絡先不明の株主に対する要件の変更
• 顧客が住所を変更したり、クレジット・プロバイダーとの電子通信に同意する際の柔軟性の向上
• 適当な代替案が特定されている場合は、新聞に掲載される通知についての慣例的要件の削除
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• 電子決済以外の支払オプションが必要とされる場合について財務省法案の規定に記載する
政府は 2021 年末までにフェーズ１に対応する法案の最終化を予定している。

破産制度の改革
政府は、2020-21 年度連邦予算案において発表され、2021 年 1 月 1 日に施行された重要な破産制度の見直しを以下
を含め更に推進する。
• 小規模な企業で一般的に使用されている信託が破産法の下でどのように扱われているかについての協議
• 2017 年に導入され、経営難に陥った企業に息継ぎの機会を提供することで起業家精神とイノベーションを促進
することを目的とした、破産事業者へのセーフ・ハーバー規定が、依然として目的に適合しているかどうかの
検討
• スキームの交渉途中において債権者による執行の猶予を導入することを含め、ビジネスをより良く支援するた
めのアレンジメント・プロセス改善についての協議
政府はまた、2021 年 2 月から 3 月にかけて行われたパブリック・コンサルテーションの後で、債権者が企業に対
し法的要求を提出することができる基準額を 2,000 ドルから 4,000 ドルに引き上げる。

規制当局への追加融資
政府は、規制当局に対して以下の追加的資金を提供する。
• 財務省と ATO に対し、租税条約交渉プログラムを加速させるために 600 万ドル
• 財務省に対し、オーストラリア中小企業・ファミリービジネスオンブズマン及びオーストラリア証券投資委員
会 （ASIC: Australian Securities and Investment Commission） を含む、財務省のポートフォリオ機関との関与及び
支援のために 4,900 万ドル
• 非営利団体 （NFP: Not-For-Profit entities） が要請する所得税控除の透明性を向上させるためのオンラインシステ
ム構築のために、2022-23 年度に ATO に 190 万ドル
• 2021 年 1 月 1 日に施行された Payment Times Reporting Scheme の効果的な実施・運用を確保するため、2021-22
年度からの 4 年間で財務省に対し 1,600 万ドル
• 買収関連の紛争の著しい増加に対応し、取引におけるパネルの役割を拡大することを検討するためのパブリッ
クコンサルテーションを支援するため、2021-22 年度から 4 年間にわたり、買収関連のパネルに 340 万ドルを
（現在の年間 60 万ドルの拠出に加えて）拠出する。これには、事前のルーリングを与える可能性や、メンバー
のアレンジメントスキームを含めパネルの権限を拡大する協定スキームを含めることも含まれる。
• 2021-22 年度から 4 年間にわたり 1,120 万ドルを（現在の年間 310 万ドルの拠出に加えて）拠出し、次の項目を
提供することにより、退職年金基金加入者に消費者としてより強固な成果を提供することを支援する。
•

政府の「Your Future, Your Super reform」の一環として透明性と説明責任の向上を図り監督するため、オー
ストラリア健全性規制庁 （APRA: Australian Prudential Regulation Authority） に 960 万ドル

•

退職年金基金加入者のために、消費者としてより強固な成果を提供することを支援するために、Super
Consumers Australia に 160 万ドル拠出
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間接税
大型車両の道路使用料金値上げ
2021 年 7 月 1 日から、大型車両の道路使用料は 1 リットル当たり 25.8 セントから 26.4 セントに値上げされる。こ
れにより、公共道路を走行するために大型車両が使用する燃料に対し適用される燃料税控除額が、2021 年 7 月 1
日以降に取得される燃料について 1 リットル当たり 0.6 セント減額される。

醸造業者及び蒸留業者のための超過リリーフ増加
2021 年 7 月 1 日より、対象となる蒸留業者、醸造業者、及び、非伝統的なサイダー（アルコール製造メーカー）
等のその他の発酵飲料製造業者は、製品について支払われるべき物品税の免除を年間上限を 35 万ドルとして 100%
認められる。適格性のあるアルコール製造業者が ATO に物品税の申告を提出する際に、自動的に控除が行われ
る。現在、適格アルコール製造業者は、ATO に支払われた物品税の 60% （年間上限として 10 万ドルまで）を還付
請求することができ、還付申請の提出による。適格性のあるアルコール製造業者への物品税控除の増加水準は、適
格なワイン製造業者に対する 35 万ドルのワイン平衡税の製造業者向けリベートに匹敵する。

輸入関税関連措置
オーストラリアに物品を輸入する事業者は、以下を含む輸入税/ダンピング税関連措置の便益を享受する可能性が
ある。
• 輸入申告時に適格輸入者がダンピング防止税免除に係る関税免除譲許令を請求できるようにするための現行プ
ロセスの合理化
• 関連する輸入品の特定の種類について異なるダンピング税率を認めるための追加的資金提供
• オーストラリアにおける特定の自動車のテスト、品質管理、製造評価又は技術開発で使用される商品に対する
免税措置の 2025 年 6 月 30 日までの延長

デロイトのコメント:
一時的な全額損金算入及び欠損金の繰り戻し措置が 2023 年 6 月 30 日まで 12 ヶ月間延長される
ことは、企業投資及び雇用創出を更に支援する上で歓迎される。
更に、納税者が 2023 年 7 月 1 日から特定の無形資産の耐用期間を自己査定できるようになった
ことで、税効果と該当資産がもたらす経済的便益との整合性がより向上すると言える。

Mark Hadassin
Business Tax Services
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退職年金
主な発表内容
•

自己運用年金 （SMSF） –居住規則を緩和し、SMSF 会員が海外に居住しながら資金を拠出できるよ
うにする。中央管理・管理不在規定を 5 年に延長する。

•

従来型の退職給付制度を利用している SMSF 会員は、2 年の期間を経てこれらの制度を終了するこ
とができる。会員は、基礎となる資本及び積立金を維持するか、又は新型年金商品の利用を開始す
ることができる。

•

非譲許的拠出金および給与犠牲拠出金を含むが個人控除対象拠出金を含まない退職年金への任意拠
出金のために廃止された勤務試験

非優遇拠出や給与拠出を含む個人によるスーパーファンドへの

拠出に関するワークテストは廃止されたが、個人控除拠出は廃止対象に含まれない。
•

ダウンサイザー拠出の対象年齢を 60 歳に引き下げ

•

ファーストホームスーパーセイバー政策の最大受取可能額が 5 万ドルに引き上げ

•

現在の月額 450 ドルの最低所得基準の撤廃

以下の年金施策について法制化された後、2022 年 7 月 1 日からの適用が予定されている。

自己運用年金基金 - 居住ルールの変更
一時的に海外に居住している自己運用年金基金（SMSF）の会員は、現在は出国後２年間は運用金を管理できる
が、今後、、この期間が 5 年に延長され、その期間はオーストラリア国内に居住していなければならないという規
則に違反することにならない。
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また、アクティブ・メンバー・テストは廃止され、海外に住むメンバーは基金に拠出することができ、オーストラ
リアを一時的に離れている間も退職後の貯蓄を増やすことができるようになる。この措置により、SMSF メンバー
は APRA の規制対象ファンド・メンバーと同等に扱われることが保証される。

自己運用型退職年金基金
特定のレガシー・リタイアメント・プロダクトを持つ自己運用型退職年金基金のメンバーには、退会する際に 2 年
間の猶予が与えられる。これにより、新規退職年金に移管する際には、基金からの利益を積立段階に戻し、積立金
を会員の拠出限度額として算入せずに割り当てることができる。これにより個人がより市場や余命などに連動した
退職年金商品に加入することを可能にする。
社会保障及び課税上の取扱いは新たなルールの適用外となり、減額された準備金は課税可能な拠出金として課税さ
れる。通常の振替残高上限規定は、新たな収益に適用される。

任意退職年金拠出金の労働基準の廃止
現在、67 歳から 74 歳まで個人は、当該会計年度において、30 日の期間にわたり少なくとも 40 時間労働している
場合に限り、退職年金の任意拠出（譲許的・非譲許的）を行うことができ、又は配偶者からの拠出を受けることが
できる。政府は、現行の拠出上限に従うことを条件に、この労働条件を廃止すると発表した。但し、所得控除を受
けるべく個人拠出をする 67 歳から 74 歳までの個人は、引き続き労働条件を満たす必要がある。

ダウンサイザー拠出金の受給資格年齢の引き下げ
より多くのオーストラリア人が自宅を縮小することを検討できるようにするため、政府は 65 歳から 60 歳まで退職
年金リタイアメント年金への拠出ができる対象年齢を引き下げると発表した。現在のところ、住宅売却収入から一
人当たり税引後最大 30 万ドルまでの退職年金への一時金を支払うことができる。拠出は、非譲許的拠出の上限に
は算入されない。

ファーストホームスーパーセイバー制度
政府は、ファーストホームスーパーセイバー制度 （FHSSS） の下での任意譲許的・非譲許的拠出金の受取可能上限
額を 3 万ドルから 5 万ドルに引き上げることを発表した。2017 年 7 月 1 日から現在の上限までに拠出された任意
拠出金は、拠出可能な総額に含まれる。
また、FHSSS の金額を受領する前に、フォーム上のエラーによる、個人が申請を撤回または修正することができる
制度の運用変更に関する発表もあった。運用上の変更はまた、税務長官が退職金を退職年金基金（個人が受領され
ていない場合）に返還することを認めており、それらの金額は会員の拠出金ための寄付とはみなされないことを確
認している。これらの修正は 2018 年 7 月 1 日から遡及して適用される。

退職一時金保証
政府は、従業員現在の年金基金拠出対象月額 450 ドルの最低所得基準を撤廃すると発表した。
法定で定められている拠出率の変更は発表されなかった。法定レートは次のとおり。
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期間
2020 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日

一般退職年金保証 %
9.5

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

その他の予算発表
• 家族・ドメスティックバイオレンスの被害者に対する退職年金の早期引出措置は延長しないこととした。
• 未請求の退職金を KiwiSaver の口座に直接振り込むことの制度を管理するために、ATO に 4 年間で 1,100 万ドル
の追加資金を提供する。
• 政府は、家族法手続中に退職年金資産を特定できるように ATO と家族法裁判所との間に電子情報共有メカニズ
ムを構築することにより、家族法手続における退職年金資産の可視性を向上させるという政府の立場を確認し
た
• 退職年金基金のメンバー満足度向上を支援するため、主に APRA に追加資金が提供され、 「Your Future, Your
Super」 改革の一環として、透明性と説明責任の強化措置を監督し、実施する。
• 政府は、代理助言の規制を改善するための選択肢について協議し、開発するための追加資金を発表した。4 月
30 日、財務官はこれに関する協議を発表し、2021 年 6 月 1 日で終了する予定。

デロイトのコメント:
主な発表は、ワークテストの修正や拠出金の削減など、オーストラリアの高齢者のための柔軟
性に焦点が当てられた。比較すると、ファーストホームスーパーセイバースキームの上限の引
き上げと退職年金保証の最低閾値の変更は、女性と若いオーストラリア人を支援することを目
的としている。印象としては、これらの措置はすべてこの層に歓迎されるだろう。

Meghan Speers
Superannuation - Tax
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イノベーション
主な発表内容
•

2022 年 7 月 1 日以降、医療及びバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対し 17%の優
遇税率を適用するパテントボックス制度。クリーンエネルギー分野への制度の拡大の可能性につい
ては引き続き協議される予定。

•

2022 年 7 月 1 日から 30%のデジタルゲーム税控除が導入される。最低費用支出額は 50 万ドルとな
る見込み。但し、ギャンブル性のあるゲーム、または評価基準を満たさないゲームは対象外。

•

国家人工知能センター（National Artificial Intelligence Centre）及びオーストラリア全土に４つの地域
センターの設置へ 1 億 2,410 万ドルの投資。

•

電子請求（e-invoicing）を含む中小規模企業のデジタル化支援

•

航空関連の新技術、データ管理、サイバーセキュリティへの追加資金供与支援

•

ベンチャーキャピタルに対する優遇税制の見直し

オーストラリアの医療・バイオテクノロジー関連のパテントボックス
研究開発優遇税制によるオーストラリア国内での臨床試験誘致の成功に基づき、連邦政府は医療・バイオテクノロ
ジー関連のイノベーションの商業化をさらに促進すべく、限定的なパテント特許ボックス制度（知的財産優遇税
制）を 2022 年 7 月 1 日より施行することを発表した。
パテントボックス制度は、オーストラリアにて所有、或いは開発された医療及びバイオテクノロジー関連の特許か
ら得られる所得に対して適用され、予算発表後に出願され、許諾された特許のみが対象となる。適格性のある特許
から得られる所得に対しては、17%の優遇税率が適用される。これは中小企業に対しては 8%、大企業に対しては
13%の税率引き下げとなる。
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パテントボックスがクリーンエネルギー分野の支援にも効果的な方法であるかどうかを含め、制度の詳細について
は更なる審議が今後行われる予定である。
適格性のある特許の国内開発の要件は、修正ネクサス方式（OECD BEPS プロジェクトのアクション 5）を満たした
上で、医療・バイオテクノロジー企業に対して、オーストラリアにおけるイノベーションの推進及び商業化を促す
ことを企図としている。オーストラリア政府は、OECD が提案している第 2 の柱（グローバルでの最低限の課税）
に関する立場の最終化と並行してこの措置を策定しており、これら 2 つの取り組みの間に起こりうる相互作用を考
慮することが必要となる。
適格基本税率を有する事業体は、研究開発費において 8.5%から 18.5%の間の純減税効果、及び、特許から得られる
所得について 8%の減税を享受することができる。その他の適格企業については、 （2021 年 7 月 1 日から施行され
る新ルールに基づく） 研究開発費に対して 8.5%から 16.5%の間の減税、特許から得られた所得に対しては 13%の減
税となる。
総売上

研究開発費純減税率

パテントボックス税率

法人税率

2,000 万ドル未満

18.5%

17%

25%

2,000 万ドル以上 5,000 万ドル未満

8.5% -16.5%

17%

25%

5,000 万ドル以上

8.5% -16.5%

17%

30%

デジタルゲーム税控除
予算編成前のインタビューや発表で示した通り、政府は、以前に発表したサイバーセキュリティ戦略とデジタルビ
ジネス計画と並行して、新しく 12 億ドルのデジタル経済戦略を発表した。
デジタル経済戦略の重要な部分は、払い戻し可能な 30%のデジタルゲームの税控除 （DGTO） であり、これは移転
可能なスキルの開発を目標とし、オーストラリアが 2,500 億ドルと言われる世界的なゲーム市場においてより大き
なシェアを獲得することを目指している。オーストラリア居住企業、或いはオーストラリアにて恒久的施設
（PE） を有する外国居住企業を対象に、2022 年 7 月 1 日より適用される予定。
税控除を得るためには、オーストラリアにおける適格性のあるゲーム費用の最低 50 万ドルの支出が必要。ギャン
ブル要素があるゲーム、または定められた評価基準を満たさないゲームは対象外となる。開発者が申請できる年間
最大税控除額は 2,000 万ドルとなる。
産業界との協議は 2021 年半ばに行われ、研究開発優遇税制の税控除とは異なり、映画産業へのインセンティブと
同様のものになり、また減税税控除に加えて利用可能であることが期待されている。還付金が、研究開発税制にお
ける還付金と同様に繰り延べフランキング・デットにつながるか否かは、現時点では不明。

その他のデジタル戦略資金供与イニシアティブ
デジタル経済戦略には、政府のデジタル・ヘルス・サービスの提供を強化するイニシアティブに加え、中小企業
や、デジタル関連の成長が望まれるその他の優先分野が含まれる。
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• 今後 6 年間で、CSIRO Data 61 が主導する国家人工知能センター （National Artificial Intelligence Centre）や、中小
企業を支援すべく、4 つの AI および Digital Capability Centre の設立に 1 億 2,410 万ドルを AI に 投資
• myGov を強化し、高度なサービス・ダッシュボード、及び文書アップロード機能の追加、よりシンプルでカス
タマイズされたサービスを可能とするために、継続的に 2 億 10 万ドルを投資
• 中小規模企業のデジタル容量に重点を置き、1,270 万ドルを投資し、Digital Solutions-Australian Small Business
Advisory Service の拡大、1,530 万ドルの追加投資を電子請求（e-Invoicing）の取り込みを目的として行う。これ
は、4 月に発表された Cyber Security Business Connect and Protect Program への 690 万ドルの資金提供に追加され
たものであり、中小企業のサイバーセキュリティ向上を目的とした無料のアドバイスと支援を提供。
• ドローンを含む新規航空技術への 3,570 万ドルの支援を拡大。オーストラリアの局地における優先的ニーズに
対して、これらの技術の利用を支援。
• エネルギー及び通信セクターに焦点を当て、消費者のデータに関する権利の迅速な展開を含む、次世代のデー
タ管理に 1 億 1,130 万ドルの投資。
• 政府のサイバーセキュリティ、データセンター、将来の通信ネットワークのサイバーセキュリティ面を強化す
るために 5,000 万ドル超を追加投資。

研究開発関連の請求への影響
予想されたように、研究開発優遇税制度自体についての発表はなく、前回の連邦予算案で発表された修正案は、依
然として 2021 年 7 月 1 日から発効される。
2023 年 6 月 30 日までの一時的な全額損金算入措置（「事業税」 の章を参照）の延長は、追加の 12 ヶ月の間、減
価償却資産の費用全額が研究開発費の増額対象となり、オーストラリアにて研究開発を行うために設備投資や支出
をする企業にとって歓迎すべき内容である。しかしながら対照的に、減価償却対象無形資産の有効期間の自己査定
に関する新規則（「事業税」 の章を参照）は、減価償却対象無形資産の費用全額の計上を可能と認めている現行
の研究開発税制の下では、特に影響はない。
しかし、上院の金融技術・規制技術特別委員会が最近発表した第 2 次中間報告では、ソフトウェア関連の研究開発
税制に関する新たな独立したスキームの検討が求められており、どのように適用されるかについて、政府には依然
として圧力がかかっている。また報告書には、4 半期毎の税控除の払戻しを含む、法人税、消費者のデータに関す
る権利、ブロックチェーン及びビザの問題等などをカバーする 23 の勧告が含まれている。
この問題に関しての主要ソフトウェア企業と ATO とのワークショップの成果は、2021 年 7 月に報告される予定で
ある。

ベンチャーキャピタル税制の見直し
以下のベンチャーキャピタルに関する優遇税制プログラムが本来の目的に適合したものであり、純粋に初期段階の
スタートアップを支援しているかどうか、評価の見直しを行うことが発表された。
•

ベンチャー・キャピタル・リミテッドパートナーシップ

•

初期ベンチャー・キャピタル・リミテッドパートナーシップ （Early Stage Venture Capital Limited Partnership）

•

オーストラリア・ベンチャー・キャピタル基金

•

2002 年ベンチャーキャピタル法第 3 条に基づき登録された外国居住者が直接行った投資。
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2021 年には公式な協議が行われる予定である。

デロイトのコメント:
医療及びバイオテクノロジー関連のパテントボックス制度、デジタルゲーム税控除の両方は、
関連業界が長い間提唱しており、歓迎すべき進展である。
提案されているテナントボックス制度は、OECD の要件を満たすことを意図しており、オースト
ラリア国内における医療及びバイオテクノロジー開発の商業化を促進することになる。同制度
がクリーンエネルギー分野へも拡大される場合には、称賛されるべきである。
デジタルゲーム税控除は、ビデオゲーム業界にとって初めての連邦税優遇措置であり、さまざ
まな業界に移転可能なデジタルスキルを開発する大きな機会を企業に提供することになるだろ
う。
デロイトとしては、2022 年 7 月 1 日の開始日までに、これらの重要な措置の両方について政府
と引き続き協議する予定である。

Greg Pratt
Global Investment & Innovation Incentives
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教育・訓練
主な発表内容
•

連邦予算案では、17 億ドルが幼児保育に追加投資された。二人以上の子どもがいる家庭への補助
金を増加することにより、約 25 万世帯に恩恵をもたらすと予想されている。又、保育補助金の上
限が撤廃されたことで約 18,000 世帯が恩恵を受ける見込みである。

•

就学前教育の分野において、幼児参加率と就学準備率を高めるためのパラメータについて州および
準州と合意できることを前提に、長期的な予算増強が支持された。

•

教員養成課程で学ぶ学生のための語学・数学テストやデータ収集作業の拡大について、追加的な資
金拠出。

•

海外留学生の減少によって大きな影響を受けている非大学高等教育機関 （NUHEPS） 、職業教育訓
練 （VET） カレッジおよび英語教育事業者を支援するための 5,360 万ドルの追加パッケージ。

•

2022 年末までの JobTrainer Fund の延長。これにより、学校を卒業した人、若者、失業中のオース
トラリア人を対象とした職業教育と訓練のために、さらに 163,000 ヵ所に資金が提供される。

•

27 億ドルが 4 年間で投資され、17 万人以上の実習生と訓練生を支援する、補助賃金補助金を拡大
する。

•

VET システムアーキテクチャへの大規模な投資を継続し、業界主導による 15 か所の技能研修機関
を設立し、基礎スキルの習得を支援する。

•

12 億ドルの 「デジタル・エコノミー戦略」 のうち 1 億ドル以上が、サイバーセキュリティ革新基
金や仕事ベースのデジタル技能実習制度のパイロットプログラムなど、オーストラリアの労働力の
デジタル技能に焦点を当てている。

幼児保育費用の削減と保育所の長期的な資金確保の可能性の導入
連邦予算案では、17 億ドルを追加投資し、補助率の引き上げと上限の撤廃を含む、子育て補助金 の変更を予定し
ている。補助金の増額は、対象となるプログラムに登録された 2 番目の子ども（および後続の子）に適用され、適
用される補助金の割合（補助金上限 95%まで）が実質的に 30%増加する。当該変更は、約 25 万世帯に恩恵をもた
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らすと予想されており、二人の子どもが週に四日間、デイケア施設を利用している世帯では、世帯収入に応じて年
間 2,000 ドルから 6,500 ドルの恩恵を受けることになる。経済性の向上により、親の労働参加のレベルが高まると
予想される。
上限の撤廃により、現在の手当上限額 10,560 ドルで制限されている比較的高所得の約 18,000 世帯が恩恵を受ける
見込みである。この措置は、育児費用の自己負担が大きいことによる労働参加意欲の低下を減らすことを目的とし
ている。
予算案はまた、義務教育を受ける前のプレスクール・幼児教育における連邦政府の長期的な財政支援の方向性を示
している。連邦政府は 2021-22 年からの 4 年間に 16 億ドルを予定しており、これは概ね過去 3 年間の年間投資を
継続する内容である。
予算案では、最初の 4 年間の長期的な資金提供は、州や準州との新たな合意を経て提供されることになる。この新
しい合意は、近年の予算案において度々「その都度延長」の対象となっていた幼児教育に関する国家パートナーシ
ップ協定に代わるものである。その意味で、今回の提案によって、州、準州が求めていた制度の安定性を担保でき
る可能性があるだろう。
しかしこの新しい合意並びに資金提供の確実性は、連邦政府と州・準州政府が、幼児参加率と就学準備率の向上に
関するパラメーターについて合意できるか否かにかかっている。予算案では、州および準州への支払いを出席率目
標に連動させ（2024 年から）、その後 2025 年より導入される新しい成果測定法の開発と試行を行う意図を強調し
ている。

質の高い学校教育の支援を継続
学校教育への政府資金は、2021 年には総額 234 億ドル、今後 10 年間では総額 2,890 億ドルを見込んでおり、引き
続き増加している。これに加えて、政府は質の高い教育と成果を支援するため、以下の措置も発表した。
•

初期の教員養成課程で学ぶ学生の語学能力テストと計算能力テストを拡大するために 400 万ドル

•

オーストラリアの教員労働力データ（the Australian Teacher Workforce Data） 収集を継続するために 580 万ドル

•

障害のある生徒に関する全国的データ収集 （the Nationally Consistent Collection of Data） の継続と改善のために
2,000 万ドル。

リスクの高い高等教育機関を対象とした支援の提供
政府は、海外からの留学生の減少により大きな影響を受けている民間の高等教育機関を支援するための様々な措置
を発表した。2022 年まで国境が開かれないと予想される中、これらの措置は、これらの教育事業者の財政状況を
支援し、潜在的な受入能力を維持することを意図している。
連邦予算案は、非大学高等教育機関 （NUHEPS） 、オーストラリア職業教育訓練 （VET） 及び英語教育機関を支援
するための 5,360 万ドルのパッケージを発表し、次のものが含まれる。
•

NUHEPS が 2021 年に短期コースの定員を 5,000 名増員し、国内の学生のより多くの誘致を支援するため、今後
4 年間で 2,610 万ドル
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•

革新的なオンラインおよび海外の教育提供モデルを支援するため、適格な高等教育機関および英語教育機関に
最大 15 万ドルの助成金を提供するために 940 万ドル

•

学生への経済的負担を軽減し、民間高等教育機関のさらなる需要を促すため、現行のフィー・ヘルプ （FEEHELP） ローンの免除を 2021 年 12 月 31 日まで 6 カ月延長

•

一部の小規模事業者に対する手数料を免除するための課金制度の見直し

これらは大学以外の高等教育機関に焦点を当てているが、公立大学にもある程度の効果が期待されている。私立大
学のコースは、留学生が大学に入学するための経路としてよく利用され、大学への留学ビザ申請の約 35%は、すで
にオーストラリアに滞在している学生によって申請されていた。これは、大学以外の高等教育機関を支援すること
が、大学への重要なパイプラインを保護するのに役立つことを示唆している。

スキルは新型コロナウイルスからの回復の最優先課題
Job Trainer Fund 基金の拡大により、対象となる学校の卒業生・若者・失業中のオースト
ラリア人に対する研修を引き続き支援
2022 年末までに Job Trainer Fund を拡大し、職業教育・訓練分野で新たに 163,000 ヵ所が支援される。Job Trainer
Fund は、昨年連邦予算案で発表された Job Maker 計画に含まれており、同基金を 12 カ月延長することで、連邦政
府がさらに 5 億ドルの資金を拠出することになる。州政府と準州政府にもこれに対応することを提案している。
Job Trainer Fund は、求職者と 17 歳から 24 歳の若者に、技能不足分野の訓練場への無料または低料金のアクセスを
提供する。この制度の延長は、10,000 か所のデジタル技能訓練施設と、33,800 か所の既存および新規の介護福祉士
訓練施設を支援することになる。

賃金補助は実習生と訓練生の雇用を支援
賃金補助については、実習生と訓練生の雇用を支援するために 2020-21 年度からの 4 年間で 27 億ドルが追加さ
れ、補助金を拡大することが約束されている。賃金補助は、2022 年 3 月 31 日以前に新たな見習・訓練生を登録し
た企業や団体訓練組織の 12 カ月分の賃金の 50%をカバーし、見習・訓練生一人当たり四半期 7,000 ドルを上限と
する。プログラムの延長は、経済支援のために熟練労働者養成を継続するという政府の意図を表している。このプ
ログラムは全体で 17 万人以上の実習生を支援することが期待されており、また先進的な職業に就く女性の増加を
奨励するため、キャリア開発プログラムや研修サービスに 5,000 か所の施設を提供する。
これらの投資に加え、見習いプログラム （Incentive for Australian Apprenticeship Program）はさらに 3 カ月延期さ
れ、現行の訓練生インセンティブプログラム （Australian Apprenticeshipss Incentive ProgramAIP） に代わるものとし
て 2021 年 10 月 1 日に実施される予定である。これにより、雇用主と訓練生の混乱が最小限に抑えられ、引き続き
プログラムを通した支援が継続される。

訓練と業界ニーズとの関連性を改善するための職業訓練 （VET） システムの改革
政府は、VET システム・アーキテクチャを開発し、基礎技術を確保する一連の改革に 5 年間で 2 億 8,500 万ドルを
提供する。
•

訓練活動と企業側の技術ニーズをマッチさせるために、最大 15 の「技能企業」を設立するために 4 年間で 1
億 4,920 万ドル
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•

コースおよび提供者全体の VET の成果を測定するための VET National Data Asset を確立するために、5 年間で
6,910 万ドル

•

研修パッケージの透明性を高め、職場と職業の評価についての情報を改善するための国家研修登録簿の再設計
と再構築に 4 年間で 3,090 万ドル

•

「教育と雇用のための技能」 を廃止することで基礎技術を支援するために 4 年間で 2,360 万ドル

•

訓練生の育成情報を簡素化し、単一の全国的なデジタルポータルを開発するために、4 年間で 1,210 万ドル。

基礎技術への投資は求職者のための基本言語、識字能力、数学、デジタル技能訓練へのアクセスを増加させ、彼ら
の雇用の見通しを押し上げることが期待される。追加予算は、SEE プログラムへのデジタルスキル訓練の基本的な
組み込みを加速し、基礎スキル開発のための追加資金を提供し、すべてのオーストラリア人のための基礎スキル保
証 （the Foundation Skills Guarantee） の促進を確保するために the Reading Writing Hotline を活用させる。
産業との連携を強化し、情報の流れを改善するための VET システムへの投資は、Joyce Review の勧告を実施し、
VET 実施のための国の改革を支援することを目的とした現在進行中の取組である。

オーストラリアのデジタルスキルの強化
新型コロナウイルスは、企業や労働者にデジタルスキルの適応と強化をしてきた。政府の 12 億ドルのデジタル戦
略には、デジタル技能訓練を支援するための 1 億ドルが含まれている。
•

サイバーセキュリティ専門家に対する需要の高まりを受け、サイバーセキュリティ・スキルズ・パートナーシ

ップ・イノベーション・ファンドを拡大するべく、3 年間で 4,380 万ドルを拠出する
•

高度なデジタルスキルを持つ人材を増やすべく新しい方法を開発するために、最大 4 つの業界主導の Digital
Skills Cadetship のパイロット試験に 1,070 万ドルを拠出する

•

人工知能、量子コンピューティング、ロボット工学などの新興デジタル分野における国民のスキル向上を目指
す次世代新興技術大学院プログラム （the Next Generation Emerging Technologies Graduate Program ） の 230 名以
上の奨学金を支援するために 2,260 万ドルを拠出する。

Colette Rodgers
Education and Training
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インフラストラクチャ
主な発表内容
•

国家の生産性向上を重視した予算編成

•

道路および鉄道のアップグレードに関する現行プログラムの予算を増額

•

内陸鉄道を補完するためのメルボルンの統合貨物ターミナルへの 20 億ドルのコミットメント

•

National Freight&Supply Chain 戦略に 2,860 万ドルを追加投入

•

National Water Grid Connections の設立に対する 1 億 6,000 万ドルのコミットメント

•

供給不足を回避するために発表された 5,860 万ドルの東海岸ガス・プロジェクト・パッケージ

ニューサウスウェールズ州はグレート・ウエスタン・ハイウェイの改修費を獲得
Katoomba から Lithgow への Great Western Highway の複線化されていない区間に対して 20 億ドルの資金を受け改
修、この重要な貨物ルートの生産性と安全性を高める。
予算発表に含まれるニューサウスウェールズ州のその他のプロジェクトは以下の通りである。
•

Princes Highway Corridor （Jervis Bay Road - Sussex Inlet Road 間） ステージ 1 に 5 億ドル

• Mount Ousley インターチェンジに 2 億 4,000 万ドル
• M 12 高速道路に 2 億 2,940 万ドル
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• M 5 Motorway–Moorebank Avenue–Hume Highway 交差点のアップグレードに 8,750 万ドル
• Newcastle 空港の滑走路拡張に対する 6,600 万ドルの投資
• Manns Road 5,280 万ドル–Narara Creek Road と Stockyard Place の交差点アップグレード
• Pacific Highway–Harrington Road 交差点の Coopernook でのアップグレードに 4,800 万ドル

クイーンズランド州の渋滞をさらに緩和するための道路および鉄道の改善
州全体の生産性を向上させるためにインランド輸送ルート（Mungindi - Charters Towers 間）のアップグレードに 4
億ドルを予算配分し、Bruce Highway に 4 億ドルの追加予算配分を行う。
予算発表に含まれるクイーンズランド州の他のプロジェクトは以下の通りである。
• ケアンズ西幹線道路の複線化のために 2 億 4,000 万ドル

• ゴールド・コースト線改善の為の建設前費用に 1 億 7810 万ドル（Kuraby - Beenleigh 間）
• Mooloolah 川インターチェンジの改修（パッケージ 1 および 2）に 1 億 6,000 万ドル
• ゴールド・コースト・ライト・レイル–ステージ 3 では 1 億 2,660 万、新たに 8 つの駅を設置し、Burleigh Heads
インターチェンジをアップグレード

• Maryborough-Hervey Bay Road と Pialba-Burrum Heads Road 交差点のアップグレードに 3,530 万ドル
• Caboolture–Bribie Island Road （Hickey Road-King John Creek）のアップグレードに 1,000 万ドル

生産性向上を目的としたメルボルンの道路および統合物流ターミナルへの投資
ブリスベンまで 1,700 キロの内陸鉄道路線に付帯するメルボルンの統合物流ターミナルは、連邦政府から 20 億ド
ルの予算を獲得した。
予算発表に含まれているビクトリア州の他のプロジェクトは以下の通りである。
• Pakenham Roads のアップグレードに 3 億 8,000 万ドル追加

• Monash Roads のアップグレードに 2 億 5,000 万ドル追加
• 通勤用駐車場の整備に 9,280 万ドル
• 戦略的に重要な Green Triangle に 2,000 万ドル、Melbourne to Mildura Roads に 1,500 万ドル追加
• Hall Road のアップグレードに 5,680 万ドル追加
• Western Port Highway のアップグレードに 3,040 万ドル追加
• Dairy Supply Chain Road のアップグレードに 1,750 万ドル
• Mallacoota-Genoa Road のアップグレードに 1,000 万ドル

西オーストラリア州の METRONET は、連邦政府からの追加予算を獲得
パースの鉄道網アップグレード計画 METRONET プログラムは、広範な高度道路交通システムプログラムの一部とし
て、デジタル技術への投資を含む 3 億 4750 万ドルの予算を獲得した。
予算発表に含まれる西オーストラリア州のその他のプロジェクトは以下の通りである。
•

Great Eastern Highway のアップグレードに 2 億ドル–Coates Gully、Walgoolan－Southern Cross 間及び Ghooli－
Benari 間
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•

WA 農業サプライチェーン改善に 1 億 6,000 万ドル（パッケージ 1）

•

Reid Highway–Altone Road と Daviot Road-Drumpelier Drive の交差点に 1 億 1,250 万ドル

•

パース空港北側アクセスに 8,500 万ドル

•

Toodyay Road のアップグレード（Dryandra－Toodyay 間）に 6,400 万ドル

•

Mandurah Estuary 橋の複線化に 5,500 万ドル

•

METRONET High Capacity Signalling プロジェクトに 3,150 万ドル

南オーストラリア North South Corridor に対する追加コミットメント
南オーストラリアの主要貨物・通勤路線である 78 キロの North South Corridor は、ダーリントンからアンザック・
ハイウェイまでの区間で 26 億ドルの予算を獲得した。
予算発表に含まれる南オーストラリアの他のプロジェクトは以下の通りである。
•

Truro Bypass に 1 億 6,160 万ドル

•

Augusta Highway Duplication Stage 2 に 1 億 4,800 万ドル

•

Strzelecki トラックのシーリングに 6,400 万ドル追加

•

Gawler 鉄道の電化に 6,000 万ドル追加

•

Heysen トンネルの改修およびアップグレードに 4,800 万（ステージ 2）

•

Wakefield 港と市街地を結ぶ陸橋複線化に 2,760 万ドル追加

•

Kangaroo 島交通安全・森林火災対策パッケージに 3,200 万ドル

•

Marion Road と Sir Donald Bradman Drive Intersection のアップグレードに 2,250 万ドル

ACT は道路の安全性を向上、渋滞緩和のための予算を獲得
主なプロジェクトには、キャンベラの Light Rail Stage 2 A に対する 1 億 3,250 万ドル、William Hovell Drive の残りの
セクションを複線化するための 2,650 万ドル、Gundaroo Drive 複線化に対する 500 万ドル、Pialligo の Beltana Road
へのアップグレードに対する 250 万ドルが含まれる。

タスマニア州の道路の安全性と効率性を支援
貨物の安全で効率的な移動のための道路のさらなる改善は、資金を受け、バーニー・シプロイダーのアップグレー
ドと同様に。
貨物の安全化・効率化のための道路網改善やバーニー積込施設のアップグレードが予算を獲得した。
予算発表に含まれるタスマニアのプロジェクトは以下の通りである。
•

Tasmanian Roads Package–Bass Highway Safety and Freight Efficiency アップグレードパッケージに 8,000 万ドル

•

Midland Highway のアップグレードに 1 億 1,340 万ドル–Campbell Town Nort （Campbell Town－Epping Forest 間、
Oatlands （Jericho － South of York Plains 間）、Ross （Mona Vale Road － Campbell Town 間）

•

Bass Highway 安全性及び効率性向上に 8,000 万ドル

•

Algona Road 交差点および Kingston Bypass 複線化に 4,800 万ドル

•

Rokeby Road–South Arm Road のアップグレードに 4,400 万ドル
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•

Port of Burnie Shiploader のアップグレードに 2,400 万ドル追加

•

Huon Link Road に 1,320 万ドル

NT は高速道路のアップグレードのための資金を獲得
連邦予算は、北部準州の National Network Highway のアップグレード（フェーズ 2）に 1 億 5,000 万ドル、北部準州
ガス産業道路のアップグレードに 1 億 7,360 万ドルを提供する。

インフラは引き続きオーストラリアの景気刺激策の鍵を握る要素
2021-22 年度連邦予算は、インフラが国の生産能力を向上させ、活力に満ちた豊かな未来を創造する上で果たす重
要な役割を認識している。インフラによって、商品はより簡単に移動し、労働力はより生産的になり、エネルギー
はより安価で信頼性が高くなる。これは、 新型コロナウイルスの影響から、或いは山火事や洪水といった自然災
害からできるだけ早く国を回復させるために非常に重要である。
当連邦予算は、オーストラリア全土における人とモノの移動のために、国家の継続的な生産能力、エネルギー安
定供給、渋滞の緩和、交通安全性の向上に対する追加的なコミットメントを表したものである（下図表参照）。
図表: 建設中のインフラプロジェクトの価値

出典: Deloitte Access Economics Investment Monitor 2021 年 3 月
当予算はまた、インフラ開発が、直接雇用と関連サービス需要の増加を通じて、短期的に大きな失業緩衝材とな
り、その賃金が私たちのコミュニティにおける他の仕事を支えていることを認識している。
私たちには、より広範なデュー・ディリジェンス、リスク軽減及び統合されたガバナンスを通じて、資産の生産
性、安全性及び回復力を向上させることにより、重要なインフラ及びシステム効率化に焦点を当てる作業がまだ残
っている。急速に拡大する複雑な資産ポートフォリオを運用し、資産ライフサイクル全体にわたってデジタル技術
を活用する。インフラ資産に関連するデータが豊富な環境を管理および活用し、過去の教訓を生かして、資産管理
および運用に対するより良いアプローチを開発し、品質の高いシステムを構築する必要がある。
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Deloitte のインフラチームは常に全体像を見渡し、株主への利益還元から私たちの住む地域社会への貢献までを念
頭に置いています。インフラのライフサイクル全体にわたって、適切なアイデア、適切なテクノロジー、そして適
切な専門知識を有しています。

既存の資産を再生するか、古いものを新しいものに取替えるか、新しいオーストラリアを再考するか。現在の計画
から将来のソリューションへとプロジェクトを変革させるお手伝いさせていただいております。

Luke Houghton
Global Lead Partner – Infrastructure
and Capital Projects

Paul Mountney
National Lead Partner – Infrastructure
and Capital Projects
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ジェンダーに係る視点
主な発表内容
•

女性の安全、健康と福祉、経済保障を目的として 34 憶ドルの歳出を織り込んだおり込んだ女性予
算が復活している。

•

チャイルドケアへの 17 億ドルの投資は、２人以上の子供を持つ家庭に対しての補助金の割合を増
加させ、生活費の削減と労働力活用を促進することを意図している。

•

この改革は、約 4 万人の育児担当者（多くの場合女性）に対して週当たり 1 日でも多く働くことが
できるよう支援することを見込んでいる。

•

政府は、2021-22 年度～2024-25 年度において、1 万人の一人親に対し、2%の保証金で住宅を購入
できるよう、住宅購入価格の 18%を保証する。

•

退職年金拠出保証について月額 450 ドルという閾値を撤廃すると、多くのパートタイム労働者の退
職年金が増える見込みである。オーストラリアのパートタイム労働者の 68%を女性が占めている。
従ってしたがって、おｓｓこの退職年金制度の変更は、特に女性のパートタイム労働者にとって有
益となるだろう。

•

政府は、子宮頸癌、乳癌、妊産婦の健康、リプロダクティブ・ヘルス、摂食障害などに関連して、
2021-22 年度～2024-25 年度に 3 億 5,160 万ドルを追加支出する。

•

家庭と職場の両方での女性の安全性向上を目的として 11 億ドルの新たな資金を捻出し、そこには
家庭内暴力に対する支援と防止を目的とした 9 億 4,000 万ドルが含まれる。

女性の経済的安定の支援
パートで働く女性の退職金支給対象者が増える
2021-22 年度予算におり込まれた年金制度の変更の一つは、退職年金拠出保証について、月額 450 ドル以上の収入
を必要とする所得基準の撤廃である（詳細については 「退職年金」 の章を参照）。
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現在、月収 450 ドル（一部のパートタイム労働者）以下の労働者は、雇用主から義務的な退職年金を受け取る権利
はない。この閾値は廃止され、多くのパートタイム労働者の退職年金が増加する。
オーストラリアのパートタイム労働者の 68%を女性が占める。したがって、この退職年金制度の変更は特に女性の
パートタイム労働者にとって有益となる。現在、オーストラリアの女性は、男性よりも退職時の退職年金貯蓄が
45,000 ドル、もしくは 31%少ない。強制的な退職年金拠出制度に関する最低所得基準の撤廃は、このギャップを埋
めることに役立つかもしれない。

経済的安定と住宅所有
政府は、2021-22 年度から 2024-25 年度までの 4 年間において、扶養児童のいる 1 万人の一人親に対し、2%の保証
金で住宅を購入できるよう住宅購入価格の 18%を保証する。オーストラリア全体の平均住宅価格は現在 624,000 ド
ルで、平均 20%の保証金 124,800 ドルを支払う代わりに、一人親世帯は 2%の保証金 12,480 ドルを支払うことで住
宅を購入できる。
この制度の対象となるのは、扶養児童を持つ約 125,000 人の一人親で、その大多数（105,000 人または 84%）が働
くシングルマザーである。現在、一人親世帯の約 31%がマイホーム所有者である（抵当権付きを含む）。これは、
オーストラリアの平均所得層の住宅所有率 60%のほぼ半分である。
この制度は、一人親、特に働くシングルマザー（一人親の多くがそうである）の住宅市場への参画を支援すること
を目的としている。この制度は住宅初回購入者に限らないため、離婚や家族関係が破綻した後に、再び住宅を所有
しようとする一人親にも恩恵を与えることになる。
政府はまた、裁判手続きを簡素化するために 2 年間で 1,070 万ドルを支出し、家族関係が破綻し 500,000 ドル未満
以下の財産を当事者間で分配するための調停を支援する。

子育て世代の労働参加促進
政府は、既に予算化されている資金（現在年間 103 億ドル）に加えて、3 年間でさらに 17 億ドルを幼児保育に投
資する。これは 5 歳未満の子供が 2 人以上いる家庭への補助金を増やすことで、子供のケアをより手軽なものにす
ることを目的としている。この方針変更の詳細については、本報告書の教育の章に記載されている。
これらの変更は意図的に低・中所得者をターゲットにしており、約半数の世帯が家計において 13 万ドル以下の利
益を得ることができる。この改革では、約 40,000 人が週当たり 1 日でも多く働くことができるようサポートする
ことを見込んでおり、その大半は女性であると予想されている。
オーストラリア人女性は男性よりも主な育児担当者である可能性がはるかに高い。2018-19 年度には、主要育児者
休暇の 93%以上が女性によって取得された。オーストラリアの世帯、所得、労働動態調査の最新データによると、
オーストラリアでは男性が無給の育児や家事に費やす時間が 1 時間に対して、女性は 1.6 時間である。
助成金を受け手軽にチャイルドケアを活用することができるようになれば、子供の育児担当者が仕事に戻る意欲を
失うことを阻止し、それによって女性の労働への参画を支援することにつながる。
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女性のための雇用、スキルアップ、職業訓練への投資
あらゆる段階で女性のキャリアを支援
2021- 22 年度予算は、女性のキャリアを教育・訓練から休職後の職場復帰まであらゆる段階に対して投資する。主
な支出項目は次のとおり。
•

7 年間で 4,240 万ドルを投資し、230 人以上の女性がより高いレベルの STEM 資格を取得できるようにする

•

3,830 万ドルを Women’s Leadership and Development Program に投資し、女性がリーダーシップの役割を担うこ
とを支援する革新的なプロジェクトに資金提供する

•

2 年間で 1,220 万ドルを National Careers Institute Partnership Grants Program に投資し、女性のキャリア機会を促
進しキャリアパスを支援するプロジェクトを支援するための 4 回目の資金提供を可能にする

•

3 年間で 260 万ドルを Career Revive Program に投資し、休職後に仕事に復帰しようとしている女性に特に焦点
を当て、より多くの女性にとって魅力があり女性をつなぎとめることが可能な 60 社を支援する

女性比率が高い産業におけるスキルアップと職業訓練
2021-22 年度連邦予算によって、高齢者介護を含む伝統的に女性比率が高い産業におけるスキルアップと職業訓練
に投資した。女性は全在宅介護労働者の 83%、全老人ホーム入居者の 66%を占める。主な施策は次のとおり。
•

追加で 5 億ドルを投入し the JobTrainer Fund を拡大して、10,000 か所のデジタルスキル訓練施設と、既存およ
び新規の高齢者介護福祉士がスキルを向上させるための 33,800 か所の施設を支援する

•

追加で 4 年間 27 億ドルを投入し、the Boosting Apprenticeship Commencement の賃金補助を延長する。これには
女性のための 5,000 のゲートウェイサービスと先進的な職業に従事する女性のための研修支援サービスが含ま
れる

Indigenous Advancement Strategy の一環として 4 年間で 6,350 万ドルを、the National Agreement on Closing the Gap の
一部として、女性のために捻出する。
家庭と職場の両方で女性の安全性向上に 10 億ドル以上が使用される本連邦予算では、家庭内暴力と職場の安全に
焦点を当て、女性の安全対策に新たに 11 億ドルを支出する。

家庭内暴力に対する予防から対応までの取り組み
2021-22 年度の連邦予算には、暴力の防止、フロントラインサービスと対応サービスの提供、暴力的な関係から逃
れるための女性への支援の提供、司法制度を通じた対応の拡大、データ収集と監視の改善など、さまざまな支出に
関する発表がおり込まれている。主なハイライトは下記の通りである。
•

4 年間で 4 億 1,620 万ドルを支出し、家庭内暴力を経験している女性や家族を支援するための裁判所や法制度
のさまざまな措置を実施

•

約 3 億ドルを支出し、家庭内暴力を経験している女性や子供達のための緊急宿泊施設の活用を促進す る the
Safe Places プログラムを含む、家庭内暴力や性暴力のフロントラインサービスを強化

•

3 年間で 1 億 6,480 万ドルを支出し、家庭内暴力の被害を受けた女性に対し、経済的援助とサポートを実施

•

以下を含む、家庭内暴力を経験している様々なコミュニティを支援するプログラムを実施
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•

アボリジニーとトレス海峡諸島民のコミュニティと協力し、文化的に安全で、コミュニティ主導の、証拠
に基づいた、トラウマを解消する解決策によって、暴力の連鎖を断ち切るために 5,760 万ドルが提供され
た

•

•

アボリジニーとトレス海峡諸島民専用の新しい個人安全調査実施のため 5 年間で 3,160 万ドルを提供

•

障がいのある女性や少女に対する暴力の防止と対応のために、3 年間で 930 万ドルを提供

No To Violence Men's Referral Service、Mens Line Australia's Changing for Good プログラム、Coordinated
Enforcement and Support to Eliminate （CEASE）の試み など、加害者に焦点を当てたサービスに対して 3 年間で
900 万ドルを支出

•

家庭内暴力、性暴力の増加率はしばしば自然災害と関連していることから、家庭内暴力、性暴力を経験した女
性と子供のための災害救援と復旧対応を強化するために、4 年間で 370 万ドルの資金を支出

•

暴力をなくすための重要な基盤として、データ収集と調査を強化するために 4,890 万ドルを支出

Respect@Work の推奨事項の実施
政府は、Respect@Work（2020）:Sexual Harassment National Inquiry Report （Respect@Work） のいくつかの推奨事項
を実施するために、4 年間で 2,050 万ドルを支出する。主な内容は下記のとおり
•

Respect@Work の報告書の推奨事項 14 に関連して、Respect@Work 評議会事務局を支援するために 4 年間で
930 万ドルを支出する。この資金は、報告書からの他の重要な推薦事項の実施に貢献する

•

Respect@Work の報告書の推奨事項 42 に関連して、職場におけるセクシャルハラスメントの防止における the
Workplace Gender Equality Agency（WGEA） の機能を強化するため、600 万ドルを支出

•

Respect@Work の報告書の推奨事項 4、8、13、54 に関連して、エビデンスを構築し、一次予防の取り組みをさ
らに強化するため、3 年間で 530 万ドルを支出

女性の健康への投資
政府は、2021-22 年度から 2024-25 年度までの 4 年間において、女性の健康のためにさらに 3 億 5,160 万ドルを支
出する。この一連の取り組みの主要な施策には以下を含む:
•

子宮頸癌および乳癌のスクリーニングプログラムの改善に対する 1 億 40 万ドル、乳癌ネットワーク、MBS お
よび薬剤給付スキーム （PBS） を通じた治療および薬物へのアクセスの改善に対する 660 万ドルを含む乳癌お
よび子宮頸癌の予防と治療の改善

•

以下を含む、妊産婦の健康、リプロダクティブ・ヘルスに関する各種サービスを利用しやすくするための健康
へのアクセスの改善
•

胚の着床前遺伝子検査 （PGT） の MBS の新検査に 9,590 万ドル

•

親になったばかり、もしく親になる見込みの方の心の健康と福祉を支援するために 4,740 万ドル

•

生殖補助医療（Assisted Reproductive Technology）や長期可逆性避妊薬などの MBS における産婦人科項目を
MBS に追加するために 2,200 万ドル

•

月経・疼痛・子宮内膜症プログラムを実施している the Prlvic Pain Foundation of Australia などの女性の健康
に率先して取り組んでいる団体イニシアティブに 2,160 万ドル
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•

早産防止のため、PBS にリストされている薬剤である Oripro ®️ （プロゲステロン） に 1,930 万ドル

•

早産の確率を減らすため、the Australian Preterm Birth Prevention Alliance に 1,370 万ドル
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ジェンダーに係る視点

•

摂食障害のある方とその家族を支援するために 2,690 万ドル（摂食障害の診断ほぼ 3 分の 2 を女性が占めてい
る）。
Margaret Dreyer
Inclusion, Diversity & Wellbeing Leader
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