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 三宅島災害・東京ボランティア支援センター（略称：三宅島支援東京センター）では、三宅島

住民の皆様に生活に役立つ情報、生活再建に向けての情報などをお届けするため、生活情報紙

「みやけの風」を発刊することといたしました。 

 ファクスでセンターから「みやけの風」を受け取られた方は、周りの方達にお伝えいただく

『情報の架け橋』になっていただき、多くの皆様の生活に役立つこととお祈りしています。 

 

■ 事務局からのお知らせ 

(1) ＦＡＸ設置のお知らせ 

三宅島住民の皆様が地域の情報や生活再建に

向けての情報などをいち早く得て、勇気をもっ

て生活していただくために、三宅島住民同士の

つながりの要となっている方や、地元住民側の

支援組織にＦＡＸを順次設置してまいります。

関係各処からのあたたかいご協力により、160台

のＦＡＸを提供することが可能になりました。 

このＦＡＸを通じて、島民間の情報交換や当

センターからのきめ細やかな情報発信を致した

く、島民向け生活情報「みやけの風」をお届け

したいと考えています。 

 

(2) ビデオ配布(今の三宅島を撮影)のお知らせ 

島民の皆様最大の関心事である「あれから島

はどうなっているの？」につきましては、島の

様子を上空からつぶさに撮影したビデオをお配

りしています（９月２２日、海上保安庁撮影／

東京都災害対策本部提供）。ビデオの上映会の開

催を通じて、日頃なかなか集まることができな

い、島民の皆様が顔を合わせるきっかけになれ

ばと考えております。 

 ご希望・お問い合わせは、三宅島東京支援セ

ンター（03-3260-7573）まで。 

 

 

■ 公共機関などからのお知らせより） 

(1) 生活福祉資金の特別措置について 

被災された全世帯に対し、最高10万円まで無

利子で貸付けています。 

詳しくは、避難先の区市町村社会福祉協議会

東京都社会福祉協議会（TEL:03-3268-7173） 

三宅島社会福祉協議会（TEL:03-3235-5730）ま

で。    [東京都災害対策本部第27報より] 

 

(2) 災害救護資金の貸付について 

① 災害救護資金（国制度）の貸付 

住居の損壊等の被害を受けた方に対し、被

害の程度に応じて最高350万円まで無利子で

貸付けています。 

 （適用期間：貸付後10年） 

② 災害救護資金（都制度）の貸付 

住居の損壊等の被害を受けた方に対し、都

が最高150万円まで無利子で貸付けています。 

 （適用期間：貸付後10年） 

 詳しくは、東京都福祉局生活福祉部保護課

（TEL:03-5320-4066）まで。 

[東京都災害対策本部第120報より] 

 

(3) 大学・短大、専修学校、各種学校への入学

準備金貸付、高校、高等専門学校、専修学校

在学者への東京都育英資金貸付について 

① 東京都では三宅島・新島村・神津島村に住

所を有し、大学等に進学を希望する高校3年

生の扶養者に対し、無利子で最大100万円ま

での入学準備金を貸付けます。 

② 東京都育英資金より、災害で修学の継続が

困難になった生徒で、都内に住所を有し都

内の高校、高等専門学校、専修学校に在学

する人に月額14,000円～46,000円を卒業ま

で無利子で貸付けます。 

 詳しくは、東京都総務局学事部学事第一課

（TEL:03-5388-2561）まで。 

[東京都災害対策本部 第148報より] 
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(4) 要介護認定について 

要介護認定の申請受付は、 

①三宅村立川事務所 

住所：立川市緑町3233-2 

TEL:042-529-1051 

②三宅村東京事務所 

住所：港区海岸1-13-17 東京都公書館4階 

TEL:03-3435-7141 

で行います。要介護認定の有効期限が過ぎてい

る場合でも要介護高齢者等へのサービスが提供

されます。 

 詳しくは、上記事務所にお尋ねください。 

[東京都災害対策本部 第156報より] 

 

(5) こころの健康相談専用電話の設置、ホーム

ページ情報掲載について 

災害被災者の皆様や関係者の方々からのここ  

ろの健康についての相談窓口を、中部総合精神

健康保険福祉センターに設置しています。 

℡：03-3302-7579(平日9:00-17:00) 

この他、都の下記の精神保健福祉センターで

も相談を受付けています。 

・精神保健福祉センター 

  ℡：03-3842-0946 

・中部総合精神保健福祉センター 

  ℡：03-3302-7711 

・多摩総合精神保健福祉センター 

  ℡：042-371-5560 

 詳しくは、上記事務所にお尋ねください。 

 [東京都災害対策本部 第185報より] 

 

(6) 義援金と生活資金について 

① 義援金 

 村に直接寄せられた義援金の内、1億円

が公務員を除いた全村民に支給されます。

今月20日に正確な金額が算出され、支給は

今月一杯を目標にしています。 

② 生活資金 

一世帯あたり30万円まで生活資金を無利

子で貸し付けます。 

 詳しくは、三宅村立川事務所（TEL:042-529-

1051）三宅村東京事務所（TEL:03-3435-7141）

まで。 

 

 

(7) 労働関係等の相談窓口について 

①就業相談 

飯田橋公共職業安定所 TEL:03-3812-8609 

又は、各市区町村の公共職業安定所にてお

尋ねください。 

②労働問題全般に関する相談 

東京都中央労政事務所 TEL:03-3523-3521 

[東京都災害対策本部 第105報より] 

 

(8) 臨時的・応急的雇用の確保について 

１．都内公共施設のクリーンアップ事業 

 ①東京都農業試験場 

  住 所：立川市富士見町 3-8-1 

 電 話：042-524-3191  

最寄駅：青梅線西立川駅 

雇用期間：10 月 23 日(月)～11 月 6 日(月) 

[土日休除く] 

実就労日数：１０日間 

募集人員：１０名 

 

②東京都農業試験場江戸川分場 

  住 所：江戸川区鹿骨 1-15-22  

電 話：03-3679-1458  

最寄駅：総武線新小岩駅よりバス 

 雇用期間：10 月 23 日(月)～11 月 6 日(月) 

[土日休除く] 

実就労日数：１０日間 

募集人員：３名 

 

 ③東京都畜産試験場 

  住 所：青梅市新町 6-7-1 

電 話：0428-31-2171  

最寄駅：青梅線小作駅よりバス】 

 雇用期間：10 月 23 日(月)～11 月 6 日(月) 

[土日休除く] 

実就労日数：１０日間 

募集人員：１０名 

 

④東京都林業試験場 

  住 所：西多摩郡日の出町平井 2753-1  

電 話：042-597-6511  

最寄駅：青梅線福生駅よりバス 

         又は五日市線武蔵増戸駅 

 雇用期間：10 月 23 日(月)～11 月 22 日(水)  

実就労日数：ａ １５日間 [土日休除く] (勤

務日要相談) 

      ｂ １８日間 [木土日休除く]  

 募集人員：各２名 
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日にち 時 間 場 所 内 容 連 絡 先 

10月18日(水)  8:45-16:00 市内各所 府中市住民交流会観光＆食事会 府中市社会福祉協議会 

吉野政男 042-364-5137 

10月19日(木) 10:00-16:00 足立区役所花畑

区民事務所 

衣料品(ﾘｻｲｸﾙ)の提供ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相

談・資金の貸付･福祉事業 

足立区社会福祉協議会 福祉事業

課 ﾅｶﾞｲ 03-3880-5740 

10月21日(土) 18:00- ﾘﾊﾞﾃｨｰﾎｰﾙｽｶｲ

ﾊﾟﾚｽ雅翔 

フラメンコショー 大和商工会議所 小田切修 

10月21日(土) 13:00-17:00 都立秋川高校 第二回縁日 三宅島児童・生徒支援センター 

042-550-9263 

 

 ２.三宅村商工業者の意向調査事業 

①実施期間：平成 12 年 10 月 25 日から同 12

月 22 日まで 

 ②雇用予定人員：計２６名（延べ 290 人日） 

 ③申し込み先：三宅村商工会仮事務所 

(立川市錦町 2-2-32 多摩中小企

業会館都商工会連合会内) 

        電話 042-540-3363 

④募集期間：平成12年10月18日から同20日 

 

３．三宅島島外避難者支援要請キャンペーン 
[イベント会場] 

 ①江東区民まつり中央まつり 

  場 所：都立木場公園 

最寄駅：地下鉄東西線木場駅 

雇用期間：10 月 28 日(土)～10 月 29 日(日)  

実就労日数：２日間 

募集人員：２０名 

 

②アグリ・フェスタ・トウキョウ２９ 

  場 所：明治神宮宝物展 

 最寄駅：山手線原宿駅 

雇用期間：11 月 2 日(木)～11 月 3 日(金・祝) 

実就労日数：２日間 

募集人員：２０名 

 

東京産業交流展２０００ 

場 所：東京ビックサイト 

（東京国際展示場） 

 最寄駅：ゆりかもめ国際展示場駅前 

雇用期間：11 月 9 日(木)～11 月 10 日 (金) 

実就労日数：２日間 

募集人員：２０名 

 

④台東区産業フェア・がんばれ伊豆七島フェア 

場 所：台東区上野駅自由通路 

（東西連絡通路） 

最寄駅：ＪＲ上野駅 

雇用期間：11 月 11 日(土)～11 月 12 日(日)  

実就労日数：２日間 

募集人員：２０名   

  

⑤武蔵村山市３０周年記念第３０回産業まつり 

場 所：市民会館周辺 

最寄駅：西武線玉川上水駅下車バス市役所前 

雇用期間：11 月 11 日(土)～11 月 12 日(日) 

実就労日数：２日間 

募集人員：２０名 

 

⑥ 東京都関連イベント 

   

 [ 駅頭及び商工団体要請 ] 

① ＪＲ八王子駅改札出口通路・八王子商工会

議所 10月25日（水）  

② ＪＲ立川駅出口通路・立川商工会議所      

11月7日（火） 

③ Ｊ Ｒ 東 京 駅 丸 の 内 口 通 路      

11月9日（木） 

・実就労日数 各１日、募集人員各２０名 
詳しくは、東京都労働経済局商工計画指導課

(TEL:03-5320-4755）まで。 

 

■ みんなの声 

 今後、各地区島民会の情報や、各種イベント

での情報・参加者の声などを紹介していく予定

です。

   

今後、「みやけ風」では、■事務局からのお知らせ、■公共機関などからのお知らせより、■みん

なの声、■イベント情報、の内容を中心に、定期的に情報をお送りしていきます。 

「こんな情報やあんな情報が欲しい」というご意見ご要望がありましたら、遠慮なく三宅島災

害・東京ボランティア支援センター（略称：三宅島支援東京センター）までご連絡ください。皆

様と一緒により良いものを作り上げいきたいと考えております。（事務局） 

■ イベント情報 


