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市からの連絡帳

　　　　 みどり 

■「生垣設置助成制度」のご利用を！
　市では、緑ゆたかな『うるおい』
と『やすらぎ』のあるまちづくりを
推進するため、道路に接する部分の
生垣設置に対し、助成制度を設けて
います。
　生垣は、ブロック塀などの倒壊に
よる災害の発生を防ぐとともに、四
季折々に道行く人たちの目を楽しま
せてくれます。
　これから生垣を作りたい方、ブロ
ック塀などを撤去して生垣にしたい
方はご利用ください。
敢生垣設置費用の補助金
１ｍ当たり１万円（３０ｍを限度）
柑生垣に改造する場合の既存ブロッ
ク塀などの撤去費用の補助金
１ｍ当たり６，０００円（３０ｍを限度）
※詳しくはみどり公園課（保谷庁舎
４階）に、ご相談ください。
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８―４０４５）

　　　 　商工業 

■各種融資あっせん制度を 
　ご利用ください　
敢西東京市中小企業事業資金融資あ
っせん制度
　内 この制度は、中小企業者の自主的
な経済活動を促進するため事業資金
の融資あっせんを行うものです。
　対 中小企業者および農業経営者
□あっせんの要件
①市内に１年以上住所および事業所
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１参照）

柑西東京市特別対策運転資金融資あ
っせん制度
　内 この制度は、昨年と比較して売上
高が減少している中小企業者に無利
子の運転資金の融資あっせんを行う
ものです。
　対 中小企業者および農業経営者
□あっせんの要件
①市内に１年以上住所および事業所
を有し同一事業を市内で１年以上継
続していること　②最近３か月間の
月平均売上額または最近１年間の売
上額が昨年の同期に比べ３％以上減
少していることな

ど　③資金の限度
額な

ど（表２参照）

桓西東京市勤労者等住宅資金融資あ
っせん制度

　内 この制度は、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。
　対 勤労者な

ど

□あっせんの要件
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３参照）

※いずれの融資も借換えについては
対象となりません。
□受付　産業振興課（保谷庁舎３階）
◆産業振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４１）

　　　 　施　設 
■総合体育館の利用再開につい
て
　平成２５年に開催されるスポーツ祭
東京２０１３（第６８回国民体育大会）に
向けた改修工事の完了（１２月２０日予
定）に伴い、総合体育館の一般利用
などを再開します。
　ご理解とご協力をありがとうござ
いました。
興再開日
□一般利用…平成２４年１月４日昌
□公共施設予約システム抽選受付　
　　　　　…平成２３年１１月１日昇
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８２）

　　　 　その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
建田村　藤四郎　様
　（ファイル３０冊）
◆管財課 　田 （札０４２－４６０－９８１２）

■菅平少年自然の家の廃止
～施設利用は平成２４年２月２６日掌の
宿泊利用で終了します～
　昭和４９年８月の開設から３７年間、
多くの市民の皆さんにご利用いただ
いた施設ですが、建物老朽化などの
ため本年度をもって廃止します。
　なお、施設の利用は平成２４年２月
２６日掌の宿泊利用で終了となりま
す。あと４か月の利用期間になりま
すが、皆さんのご利用をお待ちして
います。
◆菅平少年自然の家
（札０２６８－７４－２２７７）

■西東京市健康づくり推進 
プラン策定のための市民 
アンケートに、ご協力を！

　市では、健康増進計画として「西
東京市健康づくり推進プラン」を策
定し、市民が生涯を通じて健康であ
ることをめざしています。
　本計画は、平成１６～２４年度までと
し、新たに平成２５年度以降の本プラ
ンの見直しを図るために、市民より
無作為に抽出された５，０００人の方の、
健康に関する市民アンケートにより
実態を把握したいと考えています。
　市民アンケートが届きましたら、
ご協力をお願いします。

表１　西東京市中小企業事業資金
融資あっせん制度

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１.９７５％融 資 利 率
年０.９９５％利子補給率
年０.９８０％借受者負担率

表２　西東京市特別対策運転資金
融資あっせん制度

運転資金資金区分
５００万円

（ただし、緊急対策運転
資金を利用中の場合は
３００万円）

融資限度額

元金均等月賦償還償 還 方 法
　　　５年以内　　　
（据置６か月以内）

償 還 期 間

年１.９７５％融 資 利 率
年１.９７５％利子補給率
年０％借受者負担率

表３　西東京市勤労者等住宅資金
融資あっせん制度

運転資金資金区分
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

興みんなで虐待から子どもを守りましょう
　あなたの周囲で「もしかして虐待では？」「あの子
大丈夫かな？」と感じることはありませんか？
児童虐待は、子どもの健やかな心身の成長や人格形
成に大きな影響を与えます。
　虐待につながる背景には、子育ての悩みや周囲か
らの孤立、家庭不和や経済的な問題などさまざまな
ストレスや葛藤があると思われます。
　市では虐待の通報や相談を受けた場合、関係機関
と連携協力し、虐待防止のための適切な支援につな
げていきます。
興相談者の秘密は厳守します
子ども家庭支援センターのどか
相談専用電話（札０４２－４３９－００８１）
月～土曜日　午前９時～午後４時（日曜日、祝日、
年末年始は休み）
緊急の場合は
①東京都小平児童相談所（札０４２－４６７－３７１１）
月～金曜日　午前９時～午後５時
②東京都児童相談センター（札０３－３２０８－１１２１）
平日、土・日曜日、祝日、年末年始　午前９時～午
後５時および夜間
③警視庁田無警察署（札０４２－４６７－０１１０）
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

＜どのようなことが虐待か？＞
□身体的虐待
　なぐる・けるな
どの暴力、たばこ
の火などを押し付
ける、しばりつけ
る、外に閉め出す
□心理的虐待
　無視、拒否的な
態度、ば声を浴び
せる、言葉による
おどかし・脅迫、
ほかの兄弟姉妹と
の差別、子どもの
目前での配偶者に
対する暴力（ドメ
スティック・バイ
オレンス）
□ネグレクト（養育放棄）
　適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする
乳幼児を家や車に放置する、登校、登園させない
□性的虐待
　子どもにわいせつな行為をしたり、見せたり、さ
せたりする、ポルノグラフィの被写体にする

西東京市 プレミアム商品券

　西東京商工会では、昨年度に
引き続き１０％プレミアム付き
商品券を販売します。
□発行総額　２億２，０００万円
□販売価格
１セット１万円（５００円券×２２
枚）
□購入限度額
１人３セット（３万円）まで
□有効期間
１１月２０日掌～平成２４年１月３１日
昇

□販売日
１１月２０日掌午前１０時～午後３時
（保谷こもれびホールは午後７
時まで）但し、完売次第終了
□販売場所　市内１９か所
□取扱店舗　約７１０店
※詳細は、市報１１月１５日号折り
込みのパンフレット、または西
東京商工会　HP をご覧ください。
　問 西東京商工会
（札０４２－４２４－３６００）
　HP http://www.nisitokyo－shokok
ai.jp
◆産業振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４１）

１１月２０日掌に販売！ １１月は児童虐待防止推進月間です
『守るのは　気づいたあなたの　その勇気』　（平成２３年度「児童虐待防止推進月間」標語）


