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オーストラリアの福祉制度について 

 オーストラリアの福祉制度は、日本とはかなり違

う性質を持つものです。1970年代に労働党のウィッ

トラム首相が大々的な福祉改革をして以来オースト

ラリアの福祉は飛躍的な発展を遂げましたが、1990

年代前半に不況を経験してからは縮小傾向にありま

す。その後は政権と世論が変化するにつれ、福祉制

度も数年ごとに改正されています。 

 一般に、オーストラリアの福祉は国によって運営

されています。一方、児童福祉関係、公共住宅など

州が管理するものもあります。 

 

経済的サポート 

 

 失業、身体・知的障がい、高齢などの理由で経済

的サポートを必要とする人たちは、国の機関である

センターリンク（デパートメント・オブ・ヒューマ

ン・サービスの一部）を通して金銭的援助を受け取

ることができます。センターリンクは、日本で言う

社会福祉事務所にあたります。 

 オーストラリアでは、市民権または永住ビザを一

定期間持ち、資産の限度額が国が定めている額に収

まる場合、金銭援助を受ける権利があります。 

現在仕事についていない22歳以上65歳未満男女は、

ニュースタート・アラウワンス（失業手当）を申請

することができます。ニュースタート・アラウワン

スは日本の失業保険と違い、過去の就労経験の有無

は問われません。22歳未満の失業者はユース・アラ

ウワンス、65歳以上はエイジド・ペンションを代わ

りに申請できます。 

 その他、片親家庭、身体障がいや知的障がいを

持つ人とその家族、高齢者、学生などへの援助も

ありますが、それぞれ受給資格が細かく定められ

ています。大規模な自然災害が起こった場合の被

害者への援助などもセンターリンクを通して行わ

れます。 

 オーストラリアの公共福祉は、一時滞在者や学

生ビザで滞在中の人たちには開かれていません。

永住ビザ保持者も、ビザ取得から２年はセンター

リンクの援助が受けられません。高齢者（現在は

65歳以上、2017年７月からは65歳半以上）や障が

い者向けの援助は、永住ビザを取得してから10年

経過した者のみと定められています。 

 センターリンクの情報は、ウエブサイト 

 

http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/

centrelink 

 

に詳しく載っています。電話番号は「132 468」で

す。 

 センターリンクには日本語で各種手当の説明が

受けられるサービスがあります。「131 202」に電

話すると英語のオペレーターが出ますので、

「ジャパニーズ、プリーズ」と言って日本語のオ

ペレーターに代わってもらいます。平日午前８時

から午後５時まで電話を受け付けています。 

ソーシャルワーカー：宮崎 恵子   ～海外生活で困ったときのために～ 

http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink
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 センターリンクのウエブサイトには、わずかです

が日本語での情報もあります。詳しくは、下記のリ

ンクを参照してください。 

http://www.humanservices.gov.au/customer/

information-in-your-language/japanese 

 

 その他、パースにはチャリティー・NGO団体が数多

くあり、エマージェンシー・リリーフやスープ・パ

トロールなどを通して経済的に困窮している人たち

を援助しています。エマージェンシー・リリーフ

は、主にフード・バスケット（通常ダンボール箱一

個分の食べ物）の形で提供されることが多いです

が、光熱費などの支払いを援助してくれる場合もあ

ります。 

 パースでエマージェンシー・リリーフを扱ってい

る団体は 

 

● UnitingCare West（電話9220 1288） 

● Anglicare WA（9263 2000） 

● Salvation Army（9260 9599） 

● St Vincent De Paul Society（1300 794 054） 

 

など数多くあります。援助を受ける場合、通常は面

接が必要です。 

 

日本語でのサービス 

 

 現在のところ、日本語で福祉の相談が受けられる

ところは限られています。しかしながら、国の機

関、例えばセンターリンクや裁判所などでは無料で

通訳を利用できます。この場合、前もって予約する

ことが必要です。 

 英語の通訳が必要な方は、トランスレーティン

グ・アンド・インタープリティング・サービス

（TIS：電話131 450）を通して予約するか、また

はTISを通して国の機関などに電話をつないでも

らい、通訳を通して話すこともできます。 

 

一時滞在者・学生ビザ保有者 

 

 オーストラリアの福祉サービスは、前述のよう

に一時滞在者や学生ビザ保有者などには開かれて

いないのは普通です。しかし、オーストラリアに

は誰でも利用できる電話の相談サービスが数多く

あります。こういったサービスはほとんどが英語

のみですが、TIS （131 450）をを通して日本語

で問い合わせをすることも可能です。 

 

賃貸住宅でのトラブル相談：テナント・アドバイ

ス・ライン9221 0088 

悩み相談：ライフライン 131 114 

医療相談：ヘルスダイレクト・オーストラリア 

1800 022 222 

 

領事館の役割 

 

パース日本領事館も事故、事件に遭ったとき、逮

捕されたとき、緊急入院した時などにさまざまな

援助をしています。詳しいことは「海外で困った

ら－大使館・総領事館のできること」（http://

www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_02.html）を

参照してください。 

 現在お困りの方で英語での会話に不自由を感じ

ていらっしゃる方、オーストラリアの福祉につい

て質問のある方は虹の会（電話：0403 530 925  

Eメール：info@nijinokai.com.au）までご相談く

ださい。 

http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language/japanese
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language/japanese
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_02.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_02.html
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Legal Aid講座に参加して 
理事：中嶋 奈津子   

 去る７月25日にパース日本語教会において、

Legal Aid WA から弁護士のMichael Hovane 氏と

ドメスティクバイオレンス（以下DV）コーディ

ネーターであるNawdy Roussety女史をお招きして

虹の会の勉強会が行われました。当日は虹の会の

会員が30人参加して、皆さん熱心に話を聞き、講

演の後は活発な質疑応答も行われました。 

 

 Legal Aid WAは、低所得者でも法律問題をでき

るだけ早く解決できるように、弁護士や調停人

（mediator）等専門家のアドバイスやサービス

を、非常に安い費用、場合によっては無料で提供

する公的機関です。Legal Aid が受け付けている

相談は、離婚、ＤＶから、犯罪に関する刑法上の

問題、不当解雇等の雇用問題、出入国管理法関

連、自動車事故に関する賠償など多岐にわたり、

それぞれの分野の専門家が対応にあたっていま

す。また、Legal Aid WAは連邦政府と州政府から

の資金で運営されていますが、政府からは独立し

た組織です。そのため相談者はオーストラリア国

民である必要はありません。 

 

 相談がある場合には、まずInfoLineに電話をか

けアドバイザー（information officer）と話を

します。通訳が必要な場合は「Japanese, 

(interpreter) please.」と言うだけで、日本語

通訳者を介して３者で電話ができるようにしてく

れます。アドバイザーは必要に応じて、初回面談

のアレンジをします。面談でアドバイスを受ける

際の費用は20ドル以下で、申し出れば、無料で通

訳者の用意をしてくれます。 

 

 面談後、引き続き弁護士の助けが必要な状況や

裁判につながる場合には、書面での申しみが必要

となります。Legal Aidは基本的に自分で弁護士費

用を負担することが困難な方向けのサービスです

ので、裁判等の弁護士費用の助成金を受けるには

Means Testと呼ばれる所得と財産の詳細な調査が

あります。 

 

 このMeans Testの所得の上限は、年収6万ドルが

おおよその目安ですが、各ケースによって柔軟に

対応してもらえるので、まずはLegal Aidに相談し

てみましょう。 特にDV関連ではその制限はゆる

やかですし、また離婚の問題では、預金や財産が

あっても、ジョイント口座になっていて、実質的

にアクセスできない場合等は、離婚後折半した財

産での返済を約束してその時点では助成金を受け

取ることができます。 

 

 DV関連の問題の場合は、DV Legal UnitかDV 

Helplineに電話をかけると、DV専門のコーディ

ネーターと直接話ができ、対応も迅速です。 
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身の安全を確保ができている状態で、初回の面談

まで一週間程度です。（DV関連のさらに詳しい情

報は、虹の会ホームページwww.nijinokai.com.au 

の生活情報リソースからDVのページを開き、虹の

会ニュースレターのDomestic Violence is a 

Crime -自分と子供を守るために- を参考にして

ください。） 

 

 DVを伴わない離婚の場合にも、Legal Aidの相

談が受けられますが、面談まで３～４週間かかる

ことが多いようです。離婚問題では、利害の相反

する夫と妻ですが、Legal Aidでは、双方に別の

弁護士を紹介するので、例えば、先に夫がLegal 

Aidに相談を持ち込んでいても、妻は、Legal Aid

に助けを求めることができます。 

 

 夫婦間の関係が良好な時から、夫婦の財産や負

債の状態をきちんと書面に残して整理することを

お勧めします。財産、負債、所得の管理、生活費

の状態や子供の現在、将来の教育費等を一方に任

せきりにせず、双方が詳細を把握することが重要

です。離婚問題に発展しない場合でも将来設計と

いう視点から有意義ですし、いざという時には落

ち着いて迅速に対応できることになり、精神的、

金銭的負担を軽減させることにつながります。 

 

Legal Aidでは

www.whenseparating.legalaid.wa.gov.auのサイ

トで離婚に関する手続き、するべきことについて

ステップを追って段階ごとに短編のビデオで紹介

しているので参考にして下さい。 

  

 パースに在住する日本人の方が増えるに伴って、

虹の会にも多くの方から様々な相談が寄せられてい

ます。虹の会ではホームページやFacebookを使っ

て、困った時にはどこにアクセスすればよいか、

とっさの時にはどうしたらいいかという情報を発信

していますので、どうぞお役立て下さい。 

 

●Telephone InfoLine  

☎1300 650 579（月～金 8：30～16：30） 

●DV Legal Unit  

☎(08) 9261 6254 or (08) 9261 6320 

●Woman’s DV Helpline 

☎(08) 9223 1188 又はフリーダイヤル ☎ 1800 007 

339 (24時間対応） 

●Men’s DV Helpline 

☎(08) 9223 1199 又はフリーダイヤル ☎ 1800 000 

559  (24時間対応） 

（注：Men’s Helplineは妻からDVを受けている場

合、または妻にDVをしてしまっているが、それを止

めてほしい場合のカウンセリング等です。） 

http://www.nijinokai.com.au/
http://www.whenseparating.legalaid.wa.gov.au/
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メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前 ８時～ 午後 ５時 （土） 午前 １０時～午後 ３時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 

 一雨ごとに暖かさの増す今日この頃ですが、

皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

 

 虹の会も子育て中の若い方やお仕事をしなが

らボランティアしてくださる方が多く参加さ

れ、ホームページやFacebookの閲覧回数もずい

ぶんと増えてまいりました。 

 

 ５月末には恒例の日本人墓地清掃が行われ、

楽しいお茶会で親睦を深めました。 

 

 ７月には法律の専門機関Legal Aidの方がた

をお招きして、セミナーが開かれ、３０人以上

の方が参加されました。セミナーでは離婚、

DV、住宅などに関してLegal Aidの支援内容の

お話があり、活発な質疑応答が持たれました。 

 

 ６月から８月にかけては、約１５ヶ所のプレ

イグループを回り子供たちに紙芝居やゲーム、

歌を通して日本の文化に触れていただき、子育

て相談も活発に行われました。 

 

 ケア活動としては、高齢者のケアや病気の方

のケアなど、会員による献身的な活動が喜ばれ

ております。 

 

 また、電話やメールでのご相談が数多く寄せ

られております。ホームページにはその時々に

今までニュースレターで取り上げた話題や、高

齢者ケアの早見表、生活に便利な「とっさの場

合に」もUPしましたのでご一読ください。 

  

 虹の会の今年度の活動は８月で一旦終了し、

１０月初旬には正会員による総会を開催する予

定になっております。 

 

 今後も多くの方に支援していただき、ボラン

ティアに参加していただきたいと思います。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

 
ニュースレターへの広告掲載について 

「虹の会」では貴重な資金を得るために、広く広告を求めて

います。皆様のご協力をお願いいたします。 

 なお、「虹の会」ニュースレターの広告代金は以下のとおり

です。 

（発行部数＝１回＝７５０部） 

    Ａ４     全ページ    ３００ドル 

    Ａ４     半ページ    １５０ドル 

    Ａ４    1/4ページ    １００ドル 
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  メンバーズコーナー 

オタウェイ めぐみ 

 

 今年、一番下の息子が幼稚園にあがり、少し自分の時間ができました

ので、お役にたてればと思い入会させていただきました。 

 ３人の息子がおり、下の子は今もプレイグループに参加しています。 

 虹の会の活動は、子供も一緒に参加できることもあり、私だけではな

く子どもたちにも良い経験になっています。人のお役にたてる喜びを虹

の会の活動を通して、子供たちにも伝えていけたらと思っております。

よろしくお願いします。  

  お知らせ 

http://www.facebook.com/Nijinokai.Perth  http://www.nijinokai.com.au/ 

虹の会のホームページが新しくなりました。また、Facebookも立ち上げましたので、虹の会やプレイ

グループの詳しい情報はそちらの方でご覧ください。 

ウィリアム・ペレラ 

 

 ウィリアム・ペレラと申しますけどニックネームはウィルです。今年

からパースの虹の会の正会員になりました。 

 私は約33年前にイギリスのコーンウォールで生まれて、2001年に大学

の経営学専門を卒業して日本に住み始めました。日本の文部科学省が

やっているJETプログラムで群馬県の草津温泉周辺(六合村・嬬恋村)で5

年間暮らして、幼・小・中・特別支援学校で英語を教えました。2007年

より福島県にある「英国村のブリティッシュヒルズ」で教育研修部長と

して5年間暮らしました。福島で働きながらオーストラリア出身の妻と出

会って、去年から一緒にパースに来ました。 

 こちらに来ても出来る限り日本の関係を続けたくて、パースで日本と

関わるイベントやサークルに参加しています。虹の会のみんな様と一緒

に頑張りたいです！ 

https://www.facebook.com/Nijinokai.Perth
http://nijinokai.com.au/home-3/
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聖書の学び会 
 家庭集会 （火）10時から 

 ウエストリーダービル教会 （金）10時から 
 

無料英会話教室 
   月曜日～土曜日 2時間 と聖書30分 

 

                                日曜集会 
                           ウエストリーダービルの教会    1時から

  

                            カウンセリング 冠婚葬祭も 

                              いたしております。 

新刊本「宣教師が観た天皇制とキリスト教」 

 も取り扱っております。 

                

                                       連絡先（担当：ヤング） 

          0413 243 065 / (08)9448-8755  

                         www.freeenglishclasses.org 

                       101 Kimberley. St. 

                      West  Leederville 

B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

どこでも手軽に手巻き寿司 

Forrest Chase 店 
Shop16, Forrest Chase Myer 

T- 9218 8122 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9481-8280  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 

あなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エスあなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エス  

 

各種格安航空券をご用意して、 

皆様のご来店をお待ち申し上げております。 

「急な帰国が決定。大至急航空券が必要だ！」 

そんな時でもお任せ下さい！ 

 その他にもホテル、各種オプショナルツアーの手配も 

お気軽にご相談下さい。 

 
   電話：08 9221 5588     FAX：08 9221 3194 

   E-Mail：per@his-au.com.au 

   オフィシャルサイト：www.his-oceania.com 

   日本からのツアー情報サイト：www.his-j.com  
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 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 
「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

【虹の会事務局】 携帯番号 0403 530 927 / 虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくは直接 info@nijinokai.com.au へ

メールを送信することもできます。 

編集だより 

（１）生活情報の提供 移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供 医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援  一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート   妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談 子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援  日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談 上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中

で困ったこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩

み事をおもちで相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連

絡下さい。 

                 代      表   0403 530 928        Mail    info@nijinokai.com.au 

                 事 務 局   0403 530 927 

                                     ケアチーム   0403 530 925 （介護の相談、要請） 

 今月のNewsletterは、ここPerthで現実の生活をしていくうえで、困ったこと、相談したいこ

とが発生したときにどこへ連絡すればいいかを、福祉介護の面から専門家の方に書いていただ

きました。又、家庭での法律問題について、Legal Aidの方に来てもらい、有意義な講演会を持

つことができ、その報告が詳しくまとめられています。今後とも、少しでも皆さんの生活に役

にたつ情報が届けられるよう、努力したいと思っています。            （編集委員：大槻） 


