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市からの連絡帳

び事業所を有し同一事業を市内で１
年以上継続していることな

ど　②資
金の限度額な

ど（表１）

興勤労者等住宅資金融資あっせん制度
　勤労者などの居住に供する住宅の
取得などに必要な資金の融資あっせ
んを行うものです（新規融資のみを
対象とします）。
　対 勤労者な

ど

□要件　①市内に１年以上住所を有
していること　②２０歳以上６５歳未満
の者で、償還完了時７５歳未満である
ことな

ど　③資金の限度額な
ど（表２）

※いずれの融資も借換えについては
対象となりません。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）　

■援農ボランティア募集
　一定の農業技術を習得後、援農ボ
ランティアとして、農家の方ととも
に農産物の生産を担っていただきま
す。今年度は野菜・花き・果樹栽培
農家を希望する方を募集します。
　対 市内在住で農業に関心がある２０歳
以上の健康な方。７～１１月に実施す
る技術講座（講義２回、実技１０回を
予定）を受講し、援農ボランティア
の認定後、援農活動に参加できる方
（技術講座は、原則平日実施）
　ＪＡみらい保谷支店は梨・ぶどう
栽培農家、野菜栽培農家、花き栽培
農家、ＪＡあぐり田無支店はブドウ
栽培農家で技術講座を行います。
※受講料無料。ただしボランティア
損害保険料１,０００円は自己負担。
　定 ２０人（果樹１０人・野菜５人・花き
５人）※申込多数の場合抽選
　申 往復はがきに、①住所②氏名③生
年月日④性別⑤電話番号⑥希望する
地区の果樹農家または野菜農家を記
入し、５月２９日晶までに〒２０２－
８５５５市役所産業振興課へ郵送。
※返信はがきにも住所・氏名を記入
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

休館に関する利用者説明会を行いま
す。
　時 ５月２８日昭午前９時３０分～１１時
　場 富士町福祉会館
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■東京都介護支援専門員実務
研修受講試験　受験要項配布
□試験日　１０月２５日掌
□配布場所　高齢者支援課（田無庁
舎１階・保谷保健福祉総合センター
１階）、各出張所、都庁
　申 郵送希望者は３９０円切手を貼った
「角２サイズ」の返信用封筒を同封
し、６月３日昌～７月１５日昌まで
に、東京都福祉保健財団（〒１６２－
０８２３新宿区神楽河岸１－１セント
ラルプラザ１４階）へ
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３２）

 農業・商業 

■市内の空き店舗に創業・開業
する方を支援
　西東京商工会は、市の支援のも
と、「チャレンジショップ事業」の応
募者を募集します。
□募集件数　２件
□支援内容　新規開業時から最大１２
か月の家賃について、月額費用の
５０％以内（１件あたりの上限月額５
万円）を助成
□応募資格
下記のすべての要件を満たす方
①小売業・サービス業のほか、コミ
ュニティービジネスなど、独立開業
を目指していること　②事業者自身
が直接事業を行うことができること
　③空き店舗で行おうとする事業に
必要な資格・認可などを取得してい
る、または取得することが確実なこ
と　④市内の契約可能な空き店舗
を、事業者自身が選定し、契約する
ことができること　⑤空き店舗所有
者と同一世帯、生計を一にする方、
またはその３親等以内の親族でない
こと　⑥開業前に、西東京創業支援
相談センターが開催する講習を受講
することができること　⑦市税の納
税義務者の場合は、滞納していない
ことな

ど

※選考は、応募者より提出された事
業計画などにより行います。
　申 商工会事務局にある「西東京市チ
ャレンジショップ事業申込書」に必
要事項を記入し、必要書類を添付の
うえ、７月２４日晶（消印有効）まで
に、西東京商工会へ郵送または直接
持参。詳細はお問い合わせを。
　問 西東京商工会保谷事務所
（〒２０２－０００５住吉町６－１－５・
札４２４－３６００）
田無事務所
（〒１８８－００１２　南町５－６－１８イ
ングビル３階・札４６１－４５７３）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）　

■各種融資あっせん制度
興中小企業事業資金融資あっせん制度
　中小企業者の自主的な経済活動を
促進するための事業資金融資あっせ
んを行うものです。（新規融資のみ
を対象とします）
　対 中小企業者および農業経営者
□要件　①市内に１年以上住所およ

地域子育て支援センター「けやき」　
（けやき保育園内）（札４６４－３８２２）
地域子育て支援センター「ひがし」　
（ひがし保育園内）（札４２１－９９１３）
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 福　祉 

■ささえあいネットワーク
　ささえあいネットワークとは、高
齢者が住み慣れた地域で、安心して
生活できるよう、市民（ささえあい
協力員）、事業所（ささえあい協力団
体）、民生委員、地域包括支援センタ
ー、市が相互に連携します。
興ささえあい訪問協力員養成研修
　ささえあい訪問協力員とは、ささ
えあい訪問協力員養成研修を受講し
た地域のボランティアです。サービ
スを希望されるお宅を訪問し、安否
の確認を行います。
　ささえあい協力員として登録され
ていない方は、研修前に説明を受け
て登録いただきます。
　時 ６月２５日昭午前１０時～午後４時
　場 コール田無
　対 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の方。
　内 ささえあい訪問協力員活動、高齢
者の権利擁護、高齢者の消費生活ト
ラブル、対人援助に必要な技術な

ど

　定 ５０人（応募多数の場合抽選）
　申 はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、６月１２日晶（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者
支援課地域支援係「ささえあい訪問
協力員養成研修担当」へ郵送。
～メールで安否確認～
 ささえあいパソコン講座
　時 ６月１０日昌・１７日昌・２４日昌（全
３回）午後１時（２時間程度）
　場 住吉老人福祉センター
　対 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方で、
ささえあい協力員として登録される方
　内 パソコン未経験の方を対象とした
文字の入力やメールの送受信方法な
どを中心とした講座です。当講座で
は、安否確認を兼ねたメールの送受
信ができることを目標とします。
　講 ＮＰＯ法人西東京ＮＰＯ推進セン
ターセプロス
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号を明記し、５月２２日晶（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者
支援課地域支援係「ささえあいパソ
コン講座担当」へ郵送。
　定 ２０人（応募多数の場合抽選）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

■「富士町福祉会館の一時休
館」利用者説明会
　富士町福祉会館では、８月に施設
工事による休館を予定しています。

■ファミリー・サポート・センタ
ー
恭子育て手伝って！
～サポート会員養成講習会～
　サポート会員となって援助活動を
してくださる方を募集します。サポ
ート会員になるには、養成講習会を
受講していただく必要があります。
□受講資格　市内在住、満２０歳以上
の心身ともに健康な方で、講習会全
講座を受講し、修了後、サポート会
員として登録し、活動できる方。
サポート会員自身が未就学の子ども
を伴って援助活動をすることはでき
ません。
　定 ３０人（定員を超えた場合抽選）
　￥ ２,０００円（テキスト代）
□講座

※場所はいずれも住吉会館ルピナス
　申 ６月１０日昌までに電話でファミリ
ー・サポート・センター事務局へ
恭ファミリー会員になりたい方
□利用内容　子どもの預かりな

ど

興説明会（月２回程度開催）
　時 ・　場 ５月２３日松・田無総合福祉セ
ンター
　持 保護者の顔写真（３㎝×２．５㎝）１
枚・印鑑・８０円切手
　申 説明会前日（土・日曜日、祝日を
除く）午後５時までに電話でファミ
リー・サポート・センター事務局へ
　問 ファミリー・サポート・センター
（札４３８－４１２１※月～金曜日午前９
時～午後５時）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

■地域子育て支援センター
　市内３つの保育園内にある「地域
子育て支援センター」は、地域の子
育て中の保護者の方とお子さんが遊
んだり・おしゃべりしたり・ちょっ
と気分転換…。そんな集いの場を提
供しています。
　育児相談は、いつでもお受けして
います。その他楽しいイベントや育
児講座も盛りだくさん！気軽に遊び
に来てください。
　問い合わせは、各センターへ。
　問 地域子育て支援センター「なかま
ち」（なかまち保育園内）（札４２２－
４８８２）

表１　中小企業事業資金融資あっせん

運転・設備併用設備資金運転資金資金区分

１，０００万円７００万円融資限度額

元金均等月賦償還償還方法

７年以内
（据置６か月以内）

５年以内
（据置６か
月以内）

償還期間

年２．１７５％融資利率

年１．０９５％利子補給率

年１．０８０％借受者負担率

表２　勤労者等住宅資金融資あっせん

１，０００万円融資限度額

１５年以内
（据置３か月以内）償還期間

固定型金利条件

年４．０％融資利率

年２．０％利子補給率

年２．０％借受者負担率

午前１０時～正午
オリエンテーション

６月２２日捷
午後１時３０分～３時３０分
安全と事故
午前１０時～正午
保育の心６月２３日昇

午前９時～正午
発育と病気

６月２４日昌
午後１時３０分～４時３０分
心の発達とその問題
午前１０時～正午
保育サービス提供

６月２５日昭
午後１時３０分～３時３０分
子どもの世話
午後１時３０分～３時３０分
修了式６月２６日晶


