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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

障害相談窓口をご利用ください
　障害のある方やご家族で、分からないこと・心配事などがある方はお気軽に相
談窓口をご利用ください。

窓口 主な相談内容・対象者 所在地・電話

障害福祉課o

●障害支援区分の認定
●障害福祉サービス
●障害者手帳
●障害者手当
●障害者の医療費助成

保谷庁舎１階
サービス支援係
p042－438－4034
手当助成係
p042－438－4035

障害福祉課n
●障害者手帳
●障害者手当
●障害者の医療費助成

田無庁舎１階
p042－464－1311
内線1561・1562

相談支援センター・
えぽっく

障害の種別（身体・知的・精神・
発達など）に関わらない相談

障害者総合支援センター１階
p042－452－0075

障害者就労支援
センター・一歩 企業就職（障害の種別不問） 障害者総合支援センター１階

p042－452－0095
地域活動支援センター・
ハーモニー

d精神障害者保健福祉手帳など
の交付を受けている方（登録制）

障害者総合支援センター２階
p042－452－2773

地域活動支援センター・
ブルーム 知的障害 田無総合福祉センター２階

p042－452－3085
保谷障害者福祉センター 身体障害、高次脳機能障害 p042－463－9861
こどもの発達センター・
ひいらぎ

成長や発達に心配のある就学前
の子ども

住吉会館ルピナス
p042－422－9897

東京都多摩
小平保健所

●難病、重度心身障害者（児）
●精神保健（こころ）
●感染症（エイズ・性感染症など）

小平市花小金井１－31－24
p042－450－3111

　メッセージ入りベンチを寄附して
いただく「寄附ベンチ事業」では、結
婚や出産記念など、残したいメッ
セージをベンチに刻み込めます。
d個人または団体（営利目的などの
寄附は不可）
※詳細は、お問合わせください。
◆みどり公園課p042－438－4045

市内公園にあなたの
メッセージ入りベンチを

設置しませんか

中小企業事業資金融資あっせん
c中小企業者および農業経営者への
事業資金の融資あっせん
□要件　同一事業を市内で１年以上継
続して営業している個人または法人

創業資金融資あっせん制度
①創業資金融資あっせん
c市内で新たに創業することで中小
企業者に該当する方や、創業から１年
未満の市内中小企業者への創業資金の
融資あっせん
②特定創業
c創業支援計画に位置付ける本市の
「特定創業支援事業」により支援を受け、
証明書を取得した方への従来の創業資
金よりも利率などが優遇された融資
あっせん

□要件　事前に西東京創業支援・経営
革新相談センターにおいて経営診断を
受けて創業計画書を作成済み
●新たに創業する場合
・�個人（①のみ市内在住者）は事業所を、
法人は本店または支店などを市内に
設立する
・�事業開始に必要な資格や許認可など
を債務保証が得られる前に取得

●創業から１年未満の場合
　�個人（①のみ市内在住者）は事業所が、
法人は本店または支店などが市内に
ある

□申込書類　市k・産業振興課（保谷
庁舎３階）・取扱金融機関で配布
※詳細は、申込書類をご覧ください。
i平成30年３月30日までに、提出書
類を産業振興課（保谷庁舎３階）へ持参
◆産業振興課op042－438－4041

中小企業事業資金融資あっせん制度

資金区分 運転資金 設備資金／運転・設備併用
融資限度額 700万円 1,000万円
償還方法 元金均等月賦償還

償還期間
５年以内(据置６カ月以内） ７年以内(据置６カ月以内）

※特定創業は据置12カ月以内
融資利率 年1.975％
利子補給率 年0.995％　※特定創業は年1.395％
借受者負担率 年0.980％　※特定創業は年0.580％

　市では、姉妹都市・友好都市（福島県南会
津郡下郷町、山梨県北杜市、千葉県勝浦市）
との交流を深めてもらえるよう、宿泊料金の
一部を助成しています（北杜市は、須玉町・
清里地区の指定宿泊施設のみ）。
□助成額（１泊当たり）
● �大人（13歳以上）…旅館1,500円、民宿・
そのほか1,200円

● �小人（３〜12歳）…旅館1,200円、民宿・
そのほか1,000円

□利用方法　①契約宿泊施設一覧より、ご希
望の施設に直接予約申込
※一覧は、市k・文化振興課（保谷庁舎３階）・

田無庁舎２階ロビー・出張所で配布
②予約後、文化振興課窓口で契約保養施設利
用券を申請（電話申請不可）
h運転免許証など本人確認ができるもの（認
め印不要）
③宿泊当日、利用券を宿泊施設に提出
□年間利用限度　１人当たり２泊
※家族やグループで利用の場合も、助成対象
は市内に住民登録のある方のみ

j下郷町商工観光係p0241－69－1144
　北杜市観光協会p0551－47－4747
　勝浦市観光商工課p0470－73－6641
◆文化振興課op042－438－4040

□イベントスケジュール（上半期）
開催日 イベント 都市

５月13日㈯（予定）増富温泉火祭り 北杜市
７月�２日㈰ 大内宿半夏まつり 下郷町
７月15日㈯〜
８月20日㈰（予定）海水浴場開設 勝浦市

７月16日㈰ 三倉山山開き 下郷町
７月22日㈯ 鵜原大名行列 勝浦市
７月29日㈯・
��　�30日㈰ 下郷ふるさと祭り 下郷町

７月31日㈪ 増富温泉湯まつり 北杜市

８月12日㈯ かつうら若潮まつり
花火大会

勝浦市８月13日㈰ 興津湾灯籠流し
９月15日㈮〜
������18日㈪（予定）勝浦大漁まつり

※詳細は、各都市のjへお問い合わせください。

姉妹都市・友好都市に泊まろう！

国重伝建�大内宿（下郷町）

守谷海水浴場（勝浦市）

日本百名山�瑞牆山（北杜市）

国民健康保険加入者向け 温泉センター割引利用券を配布
　国民健康保険に加入している方に、j
と契約した温泉センターの割引券を配
布します。
□利用期間　平成30年３月31日まで

※年末年始などの休館日は直接施設に
ご確認ください。
□配布場所　保険年金課（田無庁舎２
階）・市民課（保谷庁舎１階）・出張所
❖温泉センター
●檜原温泉センター「数馬の湯」／
　檜原村2430・p042－598－6789
　定休日：㈪（祝日の場合は翌日）
●�奥多摩温泉「もえぎの湯」／奥多摩町

氷川119－１・p0428－82－7770
　定休日：㈪（祝日の場合は翌日）
●�秋川渓谷「瀬音の湯」／あきる野市乙
津565・p042－595－2614
　�定休日：３・６・９・12月の各第２㈬
●�生涯青春の湯｢つるつる温泉｣／日の
出町大久野4718・p042－597－
1126
　定休日：第３㈫（祝日の場合は翌日）
j東京都国民健康保険団体連合会
　p03－6238－0150
◆保険年金課n
　p042－460－9821

事案名　西東京市国民保護計画修正（素案）
◆危機管理室op042－438－4010

【公表日】３月28日　【募集期間】12月１日〜28日　【意見件数】７件（１人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果

「第２章　国民に関する基本指針」におい
て、「基本的人権の尊重」とあるが、市は
市民保護などが可能なのか。� （１件）

本計画に基づき市民保護を実施します。

武力攻撃に対し、避難場所はあるのか。
避難はどのように実施するのか。�（１件）

避難場所は、西東京市地域防災計画で指
定されている避難施設・広場などを指定
しています。避難方法は、本計画第３編
第５章第２のとおり実施します。

市の事務において、生活基盤の確保、武
力攻撃災害の復旧に関する措置をあげて
いるが、どのようにするのか。� （１件）

生活基盤の確保は本計画第３編第11章、
武力攻撃災害の復旧は本計画第４編によ
りそれぞれ実施します。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え
方をまとめたものです。
　全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kでご覧になれます。

寄せられた意見の概要や市の検討結果を
お知らせします

パブリック
コメント
検討結果

監査委員の選任

　３月30日に開催された平成
29年第１回市議会定例会で、
橋
はし

本
もと

�勇
いさむ
さん（71歳、中央区月島

１丁目在住）が監査委員として
同意され、４月１日付で選任（再
任）されました。任期は４年です。
◆監査委員事務局n
　p042－460－9870

　市内で農業を営む方を市や関係機関
が支援します。現在51人の方が農業の
担い手の中核として営農されています。
□認定を受けるには　経営改善の方向
や経営規模の拡大に関する目標・生産
方式・経営管理の合理化などについて
５年間の｢農業経営改善計画｣を作成し
て申請後、市の審査を経て決定します。
□認定農業者になると
次のような支援が受けられます。

●低金利の融資　●経営改善に必要な
研修への参加　●経営相談　●農業者
年金保険料の助成　●市補助金の限度
額の上乗せ　●認定農業者経営改善支
援補助金の助成など

□説明会　
a５月17日㈬午後６時30分
b保谷庁舎別棟
◆産業振興課o
　p042－438－4044

認定農業者の申請


