2022-23 年度連邦予算案
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ジェンダ ー課題

主な発表
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。
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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。
•
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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

2022-23 年度連邦予算案

•

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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