JAPANESE

Australian Government Disaster Recovery
Payment – Special Supplement
特に甚大な被害を受けた地域の条件を満たす住民は、Australian Government Disaster
Recovery Payment (AGDRP) – Special Supplementが受けられます。 これはAGDRPに加えて
支給されるものであり、認定された災害により重大な被害を受けた人に支払われる一時金です。
些細な被害や不便に対するものではありません。

AGDRP – Special Supplement
2022年2月に始まった洪水災害に関するAGDRPを受給した、あるいは受給する予定の人で、甚大
な被害を受けたと認定された地域の住民が支給対象者となります
受給資格のある成人1人につき$2,000、16歳未満の未成年1人につき $800の追加支給が2回に分け
て行われます。
対象者がAGDRPを受給してから7日間以内にSpecial Supplementが支給されます。 第1回支払の7
日後に第2回支払いが行われます。
この追加支給を受け取るために申請したり電話したりする必要はありません。
Special Supplement支給対象地域になっているかどうか調べるには、以下のウェブサイトをご覧
ください。 servicesaustralia.gov.au/disasterevents
AGDRP受給申請がまだの人は、以下を参照してください。

AGDRP – 支給額
要件を満たす対象者には以下の金額が支給されます。
成人1人につき$1,000
16歳未満の未成年1人につき$400。

受給要件
AGDRPの支給を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
• オーストラリア居住者もしくは該当ビザ保持者
• 被災時点で16歳以上もしくは社会保障給付を受けている
• Local Government Area (LGA)の支給要件を満たしている。
対象者は認定された災害の被害を受けた人です。 たとえば、：
• 重傷を負った
• 死亡または行方不明になったオーストラリア国民もしくは永住者の直接の家族である
• 主たる住居が破壊された、または取り壊しを余儀なくされた
• 主たる住居の内部に大きな被害が出た
• 災害により主たる住居の内部が雨ざらしになった
• 主たる住居が構造的に用途に適さないと宣言された
• 住居の内部が下水により汚染された
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• 災害が主たる住居にあった自身の重要な資産を破壊もしくは大きく損壊した
• 上記のいずれかを経験した被扶養未成年の主たる扶養者である。

定義
• 主たる住居とは、そこに暮らす権利や資格があって日常的に暮らしている住居です。 休暇用の
別荘や投資用物件は含みません。
• 重要な資産とは、一又は複数の資産であってその時価総額が$20,000以上のものです。 たとえ
ば、建物、車両、キャラバン、貯水タンク、大型機械などが含まれます。
• 被扶養未成年は、16歳未満で誰かの扶養を受けている人です。 主たる扶養者とは、被扶養未成
年の日常の世話、福利、発達に法的な責任を負っている人を指します。

申請手続
もっとも迅速な申請手続は、オンライン申請です。 もしまだなら、myGovアカウントを設定して
Centrelinkとリンクさせる必要があります。 servicesaustralia.gov.au/mygovguidesを参照して
ください
手助けが必要な場合は、以下に電話することができます。 180 22 66. この電話は現地時間の月曜
日から金曜日、午前8時から午後5時まで営業しています。 必要な場合は、頼めば無料で通訳を手
配してもらうことができます。
夫婦などの関係であれば、2人とも受給を申請することができます。 それぞれが別々に申請しなけ
ればなりません。
詳しい情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。 servicesaustralia.gov.au/disaster 得られ
る情報には以下が含まれます：
• 受給の選択肢
• 対象となるLGAs
• サービスの利用方法

詳しい情報
• 以下のウェブサイトに、詳しい情報を英語で掲載しています。
servicesaustralia.gov.au/disaster
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguageには、文書や音声、動画などの情報が各国語で提供さ
れています
• Centrelinkからの支払やサービスに関して英語以外の言語で問い合わせるには、131 202 をご利
用ください
• サービスセンターの窓口にてお問い合わせください。
ご注意：13で始まる電話番号に国内からかける場合は一定の料金が適用されます。 料金は市内通
話料金とは異なる場合があり、電話会社によっても違うことがあります。 固定電話から1800で始
まる電話番号にかける場合、通話料金はかかりません。 公衆電話や携帯電話からかける場合は、
時間制もしくは割高な料金になる場合があります。
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免責事項
本文書記載の情報は支払やサービスに関する参考情報です。 受給申請をするか否かは、個々の状
況に照らしてご自身で判断してください。
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Australian Government Disaster Recovery
Payment – Special Supplement
The Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) – Special Supplement is
available to eligible people in certain heavily impacted areas. This is in addition to AGDRP,
which is a one-off payment to help you if you are significantly affected by a declared
disaster. It is not for minor damage or inconvenience.

AGDRP – Special Supplement
To be eligible, you must have received or will get AGDRP for the floods that started in February
2022 and live in a declared heavily impacted area
Eligible adults will get an additional $2,000 and $800 for each child under 16 in 2 parts.
After you get your AGDRP, we will pay the Special Supplement to you in 7 days. You’ll get the
second part 7 days after the first part.
There is no need to do another claim or call to get this supplement.
To find out which areas are eligible for the Special Supplement, go to
servicesaustralia.gov.au/disasterevents
If you have not claimed AGDRP yet, follow the details below.

AGDRP – How much you can get
If you are eligible you will get:
$1,000 per adult
$400 for each child younger than 16.

Who can get it
To get AGDRP you must:
• be an Australian resident or hold an eligible visa
• be 16 years or older at the time of the disaster or getting a social security payment
• meet Local Government Area (LGA) eligibility requirements.
You must have been adversely affected by a declared disaster. For example:
• you were seriously injured
• you are the immediate family member of an Australian citizen or resident who died or is missing
• the disaster destroyed your principal place of residence or it must be demolished
• there has been major damage to the interior of your principal place of residence
• the disaster has exposed the interior of your principal place of residence to the elements
• your principal place of residence has been declared structurally unsound
• sewage has contaminated the interior of your residence
• the disaster has destroyed or damaged a major asset or assets you own at your principal place
of residence
• you are the principal carer of a dependent child who has experienced any of the above.
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Definitions
• Your principal place of residence is the main place where you have a right or license to normally
live. It doesn’t include holiday homes or investment properties.
• A major asset is an asset or assets with a combined market value of $20,000 or more. For
example, this includes buildings, vehicles, caravans, water tanks or large scale machinery.
• You are a principal carer of a child if the child is your dependent and has not turned 16. The
principal carer must have legal responsibility for the day-to-day care, welfare and development
of the child.

How to claim
The fastest way to claim is online. You will need to set up a myGov account and link to Centrelink if
you do not have one yet. Go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides
If you need help with claiming, you can call 180 22 66. The phone line is open Monday to Friday,
from 8 am to 5 pm local time. You can ask for an interpreter and we will arrange one for free.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims.
Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information. This includes:
• claiming options
• eligible LGAs
• how to access our services.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information in English
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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