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ようこそ

ビニーズの地域調整担当者(略してLAC)の職務:

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

直接あなたに会って、あなたの
ニーズに関する「参加表明書」
と今後12ヶ月のゴールを作成
する

NDISプランの作成に利用する 
ため、その情報をNDIAに送る。

プランの開始方法と予算パッ
ケージを理解できるように 
あなたに説明する

MyGovアカウントの開設、 
サポートの探し方、サービス 
合意書の作成方法について 
説明する

あなたがコミュニティでその他の
サポートを探すのを手伝う

プランの終了時期が近づいたら、
プラン見直しの準備の手伝いを 
するためにあなたと面会を行う

NDISプランに不満がある場合には
どうすればいいかを助言する

担当LACができないこと:

あなたの代理としてプロバイダに
連絡したり、あなたのために 
サービスの予約を行ったりする 
こと
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あなたのビニーズ担当LAC

氏名:

電話番号: 

メールアドレス:

オフィス住所:	

LACプログラムには直通の電話番号とEメールもあります。私に連絡がつかな
かったり、担当LACを調べるには、以下のいずれかの方法で連絡してください:

電話:  1800 794 934 
Eメール:  LAC@vinnies.org.au
ウェブサイト: https://lac.vinnies.org.au
Facebook: Facebookグループの「Vinnies LAC」を検索してください

VINNIES LAC
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https://lac.vinnies.org.au
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1 // あなたの言語でのコミュニケーション
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あなたには必要とする場合に通訳者を利用する権利があります。担当LACと話をし 
たり、プログラムに電話をかけたりする必要のある際には、無料で通訳者を利用する 
ことができ、内容は機密として扱われます。LACはプロの通訳者がサービスを行う翻訳 
通訳ライン(TIS)を利用します。	

電話通訳者
通訳者を通じてLACに電話をする方法:	

1.	 131	450のTISナショナルに電話する 
2.	 必要な言語を伝える
3.	 LACの電話番号をオペレーターに伝える 
4.	 オペレーターはあなたの言語の通訳者につなぐ
5.	 それからあなたと通訳者をLACにつなぐ 

あなたの言語でのコミュニケーション
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現場通訳者 
ミーティングに同席する現場通訳者を手配することもできます。これは、通訳者が
LACと共に直接訪問することを意味します。ミーティングに通訳者の同席を求める 
場合にはLACにその旨伝えてください。いかなる時もプロの通訳者を利用し、通訳 
者は守秘義務の原則に拘束されます。 

外国語を話すLAC:
一部のLACは英語以外の言語も話します。ご希望の場合で可能な際には、あなたの 
言語を話すLACを手配できます。それが可能でないときは必ず通訳者を手配します。
さらに詳しくは担当LACにお尋ねください。

VINNIES LAC



第二部
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2 // NDISとあなた
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全国障害保険制度(NDIS)

NDISは、オーストラリアで障害を抱えて生活する方々へ支援を提供する方法です。 
障害者が自らが望む生活を送れるように、受けとるサポートに関してより多くの選択
肢とコントロールを持てるように支援します。

NDISは、あなたの日々の生活を援助し自立を促進するための「合理的かつ必要な」 
サポートのための予算を提供します。 

生活面でのその他のサポートには以下があります:

•	
•	
•	

家族や友人の行うサポート
保健や教育といったその他のオーストラリア政府機関によるサポート
礼拝所、スポーツクラブ、文化団体等のコミュニティの包摂や参加を支援する 
サポート

各人のプランは当人のニーズを満たすように作成されているので内容は人により異なり
ます。まったく同一のプランが二つ存在することはあり得ません。

さらに詳しい情報はNDISウェブサイトをご覧ください:	www.ndis.gov.au。一部の情報は
英語以外の言語でも閲覧できます。
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セントビンセントドゥポールソサエティーNSWはNDISと協力の上で地域調整(LAC)	
プログラムをNSW州の以下の地域で実施しています: シドニー中心部、シドニー 
南東部、シドニー南西部、セントラルコースト、ハンター、ニューイングランド。

あなたの担当LACの役割は、あなたが予算に関してより多くの選択肢と管理が可能と
なるようにNDISの利用をスタートする方法とNDISの仕組みを理解するためのお手伝
いをすることです。あなたの担当LACはあなたが地域社会と繋がるための支援を行う
こともできます。 

私たちがどのようにしてあなたのNDIS活用をお手伝いできるかを知るには:	

•	
•	

ウェブサイト:	https://lac.vinnies.org.au	
Facebook グループに参加: Facebook グループの「Vinnies	LAC」を検索

セントビンセントドゥポールソサエティーLACについて

VINNIES LAC
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エントリー 6 〜10 週間

NDISからエント
リーレター が

届きます

LACとの プラン
立案ミーティン
グが行われます

NDISから  
承認済みプラン

が届きます 

スタート 1〜2ヶ月

お住いの地区 
のプロバイダを
探してください

MyGov アカウン
トと マイプレイ
スのアクセスを

開設します

プロバイダと 
サービス合意書

を結びます

NDIS 1 年目のスケジュール
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プランの利用 9〜10ヶ月

予算のついた
サポートの利
用を開始し

ます

サポートを変
更したい場合
は、必ず必要

な通知期間
を与えてくだ

さい

予算があといくら
残っているかを確
認してください。
予算は使い切るよ
うに心がけてくだ
さい。でも浪費は
避けてください!

プランの見直し 4〜8週間

NDISからプラ
ンの見直しに
ついて手紙ま
たは電話で連
絡があります

担当LACとの 
見直しのミーテ

ィング

次回の承認済
みNDISプラン
が届きます。 
プロバイダと 

新しいサービス
合意書を結び

ます

担当LAC 
がお力になります

VINNIES LAC



担当LACから以下に関する質問があります:

•	
• 
• 
• 

今受けているサポート
将来に向けてのあなたのゴール
そうしたゴールを実現するために必要な新しいサポート
この情報はあなたの参加表明書に記入されます。

この情報はあなたのプランと予算の基盤となります。

プラン立案のミーティング
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担当LACは、あなたが希望する予算の管理方法をたずねます。方法には4通りあります:

1. 保険局管理
•	
•	

•	
•	
•	

•	
•	
•	

NDIAがあなたのサービスプロバイダに支払います
NDIS登録済みのプロバイダを利用しなければなりません

2. プラン管理
個人もしくは事業(プランマネジャー)があなたの予算からプロバイダに支払います
NDIS登録の有無に関わらずあなたのニーズを満たすプロバイダを利用できます
NDISがあなたの予算の出費状況を確認する場合に備えて、プランマネジャーは
全てのレシートを保管します

3. 自己管理
あなた自身がNDISの予算から直接プロバイダに支払います
NDIS登録の有無に関わらずあなたのニーズを満たすプロバイダを利用できます
NDISがあなたの予算の出費状況を確認する場合に備えて、レシートを保管する
必要があります

4. 組み合わせ

以上の方法の組み合わせを選択することができます。あなたにとり最適な方法につい
ては担当LACにご相談ください。

VINNIES LAC



自分のプランを理解する

サポート用予算には次の3種のカテゴリーがあります:

•	
•	
•	

コア	–	日常の介護や社会的支援などの日々のサポートのため
キャピタル	–	車椅子、適応技術、家屋や車の改修といった必要となる物品の購入のため
能力強化	–	交通機関の利用のためのトレーニング、言語や作業療法などのスキルや 
自立促進のため

プランによっては必ずしも全カテゴリーが含まれていないこともあります。プランは個人
の具体的なニーズを満たすために作成されているからです。

プランやサポートの種類についてさらに詳しくは担当LACにお問い合わせください。
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移動手段

NDISは、成人がバスや電車などの公共の交通機関を使うことができない場合には、 
移動手段用予算でサポートします。この予算は、タクシーやコミュニティバスといっ
た他の形態の移動手段に使うことができます。学童年令の子供は受給資格があれば、
通学用の移動手段用予算を得ることが可能です。担当LACにご相談ください。

受給資格のある場合には、この移動手段用予算は個人のNDISプランのコアサポートの
カテゴリーに記載されています。その他のサポート予算と異なり、移動手段用資金は 
2週間ごとにあなたの銀行口座に直接振り込まれます。

移動手段の予算に関しては担当LACにお問い合わせください。

VINNIES LAC



プロバイダとは、あなたのNDISプランであなたが選んだサポートを提供する個人や 
事業です。例えば、サポートワーカーや、言語療法士、家屋の改修業者などがこれに
該当します。どのプロバイダを選ぶかは常にあなたの選択です。

登録済みNDISプロバイダの一覧は以下で閲覧できます:
•	
•	
•	

www.mycarespace.com.au	
参加者用ポータルのプロバイダファインダー 
NDIS ウェブサイト

プロバイダの見つけ方

20

http://www.mycarespace.com.au


お住いの地域でプロバイダを見つける際に以下の人々と話をすると役に立ちます:

•	
•	
•	
•	
•	

経験者のグループ 
他のNDIS参加者
担当LAC
コミュニティのメンバー
友人や家族

NDIS登録済みのプロバイダはNDIS料金ガイドで指定された額を超える料金を請求
することはできません。参考資料:	https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-
payment	

NDIS未登録のプロバイダはNDIS料金ガイドに従う義務はありません。最適な価値で
サービスを受けられるように、他のプロバイダにも料金を尋ねたり、見積もりを入手
すれば参考になります。料金が安ければ、その分他のサービスに使える資金が増える
ことを意味します。

VINNIES LAC
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MyGovアカウントの開設方法

あなたのNDISプランについて情報を得るにはMyGovアカウントの
開設が必要です。MyGovアカウントを使ってマイプレイスという 
インターネットのNDISポータルに安全にアクセスすることができ
ます。 

MyGovアカウントの開設の手順は以下の通りです:

•	

•	
•	
•	

コンピューターのスキルを持った信頼できる友人、 
家族、コミュニティーワーカーに相談する
担当LACに相談する
MyGovホットラインに電話する
Centrelinkのオフィスを訪問する

コンピューターに 
アクセスできない方

は、通常、公衆向けコ
ンピューターが設置さ
れた最寄りの図書館、 
Centrelinkオフィス、 
移住者支援サービス 

提供者、コミュニティ
センターをご利用くだ
さい。利用を終えた後
は必ずログアウトし、
個人情報は安全な場所
に保管してください。
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MyGovアカウントをすでにお持ちかもしれません。  
お持ちでない場合には、開設の手順は以下の通りです。

ステップ1

ウェブサイトmy.gov.auで、 
「Create	a	MyGov	account」

を選択します。

ステップ2

次に、MyGovの利用条件に 
合意します。
全文を読んだ後で「I	agree」 
を選択することができます。

ステップ3

Eメールアドレスを該当欄に入
力します。

すでにご自身のMyGovアカウ
ントをお持ちで、大切な方の 
ために代理でアカウントを開設
する手続きをする場合には、 
ご自身とは異なるEメールアド
レスが必要です。

VINNIES LAC
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ステップ4

特定の数字(コード)があなた
のEメールに送信されます。
このコードは、あなたの 
セキュリティ用で、あなた
だけが自分のMyGovアカウ
ントにアクセスするように
するためです。 
該当欄にこのコードを入力
します。そして「Next」を
選択します。

ステップ5

携帯電話をお持ちでない場合は、
「Skip	this	step」を選択します。

ステップ6

自分のMyGovアカウント用
のパスワードを設定します。 
パスワードは 7 桁以上で、 
数字と文字を少なくとも一つ
ずつ含まなければなりません。 
パスワードを入力して

「Next」を選択します。
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ステップ7

次に、リストの中からシークレットクエスチョン 
3 問を選択するか、自分自身で質問を考案して 
ください。 
これもアカウントを安全に維持するための対策の
一つです。 

回答を書き留めて安全な場所に保管してください。

これでアカウントが開設され、サービス
にリンクする準備ができました。

プライバシーとセキュリティのため、 
MyGovアカウントの利用を終えたら画面
右上の「Sign out」を必ず選択してくだ
さい。

VINNIES LAC



マイプレイスと呼ばれる参加者用ポータルは、自分のNDISプランを閲覧して予算の
出費額を確認できる安全なウェブサイトです。

このポータルを使ってプロバイダによるサービスを管理することができ、プランを
自己管理する場合には、支払いを請求することができます。

マイプレイス・ポータルへはmygovまたはNDISウェブサイトからアクセスでき 
ます。最初にポータルにアクセスする際にはアクティベーションコードが必要 
です。コードはNDISまたは担当LACから受け取ることができます。

担当LACからは以下の説明を受けることができます:
•	
•	
•	
•	

マイプレイス・ポータルの使い方
個人情報の更新方法 
マイプレイスへの銀行口座の追加方法
NDIS資金の確認方法

マイプレイスの利用で補助を必要とする場合は、担当のLACにご相談ください。

マイプレイス参加者ポータルのアクセス方法
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マイプレイス・ポータルはコンピュー
ターの画面ではこのように見えます

VINNIES LAC



サービス合意書の結び方

サービス合意書は、あなたとあなたの選んだプロバイダの間の書面による合意です。
合意書には、サービスがいつ、どこで、どのように、誰により、いくらで(費用)実施 
されるかが明記されています。

サービス合意書はNDISプランとは異なります。NDISプランには、NDISサポートが 
列挙されています。サービス合意書はこうしたサポートを実現するためのもので、 
あなたが選択した資金の利用方法を明記しています。

サービス合意書は理解しやすいものでなければなりません。1時間あたりの料金とサー
ビスの総額が明記されているはずです。1時間あたりの料金はNDIS料金ガイドに記載
されています。担当LACから同ガイドの利用方法について説明があります。

サービス合意書にはさらに、あなたがそのサービスの利用をやめたい場合には何をす
べきかが明記されていなければなりません。通常は、4週間の通知期間を与える必要が
ありますが、それより短い通知期間を求めることは可能です。プロバイダも同様に、
あなたにサービスを提供できなくなる場合には同等の通知期間を与えなければなりま
せん。
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プロバイダに対して、サービス合意書をあなたの母国語に翻訳するか、あるいは通訳者に
読んでもらうことを求めることができます。

内容が理解できなかったり、不満がある場合には絶対にサービス合意書には署名をしない
でください。それからサービス合意書なしにサービスを開始しないでください。

プロバイダがあなたのNDISプランの閲覧を求めるかもしれません。でも、あなたは自分の
全プランをプロバイダやその他に見せる義務はありません。ただし、プロバイダがあなたの
必要とするサポートを把握できるように、プランの中のゴールを見せる必要はあります。

VINNIES LAC
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3 // あなたの権利
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詐欺とは個人や事業がお金を取るために不正を働く場合です。例えばプロバイダが 
あなたが実際には受けていないサービスや合意していないサービスの料金を請求する
場合などが該当します。

NDIAは不正行為を調査する特別な詐欺班を設けています。これは障害者やその家族を
守るための措置です。

NDIS参加者、プロバイダもしくはスタッフによる詐欺行為の疑いのある場合には、 
NDIAに通報してください。

NDISに関する詐欺行為の疑いの通報はどれも深刻に受け止め、調査の対象となります。

NDIS詐欺班
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詐欺の通報方法:

•	
•	
•	

Eメール:	fraudreporting@ndis.gov.au	
電話:	1800	650	717	(母国語で通報するにはTIS通訳サービスにまずかけてください)
担当LACに話す

人々を安全に守る

担当LACが子供、高齢者、障害者の安全やケアに懸念を抱く場合には、その情報を 
政府機関に伝えることが法律で義務付けられています。

VINNIES LAC
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プライバシーの保護

皆様のプライバシーや個人情報を保護することの重要性を私たちは認識します。

セントビンセントドゥポールソサエティーNSWは、1988年施行プライバシー法(連邦)
のオーストラリアプライバシー原則を含む個人のプライバシーを保護する法律を遵守
することが義務付けられています。

当ソサエティーは、個人情報の取り扱いについて2013年施行全国障害保険制度法の定
める義務に拘束されます。

当ソサエティーは、時折、非営利団体を対象とするプライバシー法の適用除外を含む
諸法律の適用除外を根拠に個人情報を取り扱うことがあります。

皆様のプライバシーが常に安全に保管されるように、私たちはかかる法律を遵守する
ことが義務付けられています。本人の承諾がない限りは、私たちはその方の情報を共
有することはできません。以下の諸点について話をしたい場合は、いつでも電話または
Eメールでご連絡ください:

•	
•	
•	

私たちがあなたの個人情報を利用および共有する方法
私たちがあなたの個人情報を安全に保管する方法
収集された情報にアクセスできるのは誰か
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プライバシーに関しての問題を報告するには、セントビンセントドゥポールソサエ 
ティーNSWのプライバシー担当官までご連絡ください:	

郵便: PO Box 5, Petersham NSW 2049
電話: (02) 9568 0262
Eメール: privacy@vinnies.org.au

NDISにも連絡できます: 

電話: 1800 800 110
Eメール: privacy@ndis.gov.au 

VINNIES LAC
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NDIS関連の商品やサービスを利用する消費者として、あなたはオーストラリア消費者法
の対象となります。つまり、あなたは権利、保証及び義務を有することを意味します。 

オーストラリア競争消費者委員会(ACCC)は、あなたの権利を以下のように概説してい
ます:

•	
•	
•	
•	

公平な処遇を受ける権利。
購入前に正確な情報を与えられる権利。
欠陥のあるサービスをキャンセルする権利。
何らかの問題がある場合には修理、交換、返金を受ける権利。

あなたの消費者としての権利
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これには以下が含まれます:	

•	
•	
•	

一般の商品(例、食品、衣料、家財道具) 
障害関連の商品(例、補聴器やウォーカー、車椅子、電動車椅子などの移動補助機) 
一般的サービス(例、宿泊施設、清掃、調理、身の回りの世話、庭仕事、ケース 
マネージメントサポート)。 

サービスや商品に不満のある場合は、電話13	32	20のNSW州公正取引省に苦情を提出
することができます。

VINNIES LAC



あなたの権利と苦情の提出

以下の場合にはあなたには苦情を提出する権利があります: 

•	
•	
•	
•	

不公平な処遇を受けた
あなたの権利が守られなかった
罵られたり、不当な扱いを受けた
商品やサービスに満足していない

苦情の提出方法には数通りあります:

地域調整プログラムに関する苦情

•	
•	
•	
•	

直接:	担当LACまたは他の担当者に話す
Eメール:	LACcomplaints@vinnies.org.au
郵送:	PO	Box	5	Petersham	NSW	2049	
電話:	1800	795	626
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NDISまたはサービスプロバイダに関する苦情
• 地域のNDIA事務局で直接
•	
•	

•	
•	
•	

Eメール:	feedback@ndis.gov.au
電話:	1800	800	110

詳しいアドバイスは以下にご相談ください

苦情解決・紹介サービス	–	1800	880	052
NSWオンブズマン	–	電話:	02	9286	1000	または	www.ombo.nsw.gov.au	
全国障害者虐待・放置相談	–	1800	880	052

VINNIES LAC
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主要連絡先

質問 問い合わせ先 連絡先
地域調整(LAC)に関して質問があり
ます

セントビンセントドゥポールソサエ 
ティーNSW地域調整プログラム

P:	1800	794	934	
E:	LAC@vinnies.org.au
W:	https://lac.vinnies.org.au

通訳が必要です TISナショナル P:	131	450
W:	www.tisnational.gov.au

NDISについて相談したいのですが 全国障害者保険制度 P:	1800	800	110	
W:	www.ndis.gov.au

私の障害サポートのプロバイダに 
不満です

NSW州オンブズマン P:	1800	451	524	
E:	nswombo@ombo.nsw.gov.au
W:	www.ombo.nsw.gov.au

オーストラリア政府の障害機関や 
プログラムに不満があります

連邦オンブズマン P:	1300	362	072	
E:	ombudsman@ombudsman.gov.au
W:	www.ombudsman.gov.au

購入した製品やサービスに不満です  NSW州公正取引省 P:	13	32	30
W:	www.fairtrading.nsw.gov.au

権利擁護サービスを探しています セントビンセントドゥポールソサエ 
ティーNSW地域調整プログラム

P:	1800	794	934	
E:	LAC@vinnies.org.au	
W:	https://lac.vinnies.org.au
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質問 問い合わせ先 連絡先
母国語でのNDIS説明会を開催したい
のですが

セントビンセントドゥポールソサエ 
ティーNSW地域調整プログラム

P:	1800	794	934	
E:	LAC@vinnies.org.au
W:	https://lac.vinnies.org.au

他の障害者と繋がりたいのですが 多様性・障害者同盟 P:	0431	430	871
E:	info@ddalliance.org.au
W:	www.ddalliance.org.au

コミュニティと繋がったり、その他
の政府のサービスを利用することを
希望しています

アビリティリンクNSW P:	(02)	9572	9684	(Sydney)
	(02)	4905	0700	(Newcastle)

E:	Ability.Links@vinnies.org.au	
W:	www.abilitylinksnsw.org.au

障害者支援を行うその他の多文 
化サービスと繋がりたいのですが

エスニックコミュニティサービスコー
ポラティブ(ECSC)

P:	02	9569	1288
E:	admin@ecsc.org.au	
W:	www.ecsc.org.au

プライバシーの問題に関してソサエ
ティーに相談したいのですが

セントビンセントドゥポールソサエ 
ティーNSW地域調整プログラム

P:	1800	794	934	
E:	LAC@vinnies.org.au	
W:	https://lac.vinnies.org.au

プライバシーの問題についてNDISに
相談したいのですが

全国障害者保険制度 P:	03	5224	8348
M:	0472	827	784
E:	privacy@ndis.gov.au	
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最寄りのビニーズLACオフィスの住所

www

ビニーズLACオフィスの一覧とLAC関連のイベントについて調べるには:

ウェブサイト: https://lac.vinnies.org.au

Facebook ページ: Facebookのグループで「Vinnies LAC」を検索

電話: 1800 794 934  
(通訳を使うにはまず131 450にかけて1800 794 934につなぐように依頼)

Eメール: LAC@vinnies.org.au
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