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ȁୄਝ͈Ȃٯအ̤̥̱͉ͦ̀͘ͅȂףș̮࠲ੳ͈̭̤͂͂ࠄ͍૭̱ષ̬̳͘ȃள
̥݈֥ͣڰ൲͞౷֖ڰ൲ͅ૬̞̮ၑ̧ٜ̮̺̹̞͂ͬ׳Ȃͤۜ͢৫૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁˍˌˍ̥͉ͣݢমఠ࡞ٜ͜ੰ̱̹͂̈́ͤ͘ȃχ·Ιϋ୪ਅ͜ૺ͙૧͈ܰۜ
அ৪ତ̥̈́ͤ͜ࡘ̧̞̽̀̀ͥે̦̳̜͉ͤ́͘ޙȂঌྦྷ͈ٯအ֚૽͈͌͂ͤۜஅཡ
গȂχ·Ιϋ୪ਅͬۜ̀͛܄அཡগ৾ͤͅழ͚͂͂͜ͅȂ২ٛࠐफڰ൲ͬٝ໘̵̯̀
̞̩̭̦͂ه͈ݎఴ̞̳͂̈́̽̀͘ȃ
ȁ̯̀Ȃఆ५ঌ݈ٛ˕႕͉ٛ́Ȃ
ȶࠨॳඅ༆տ֥ٛȷ̤̞̀ͅȂ႓გˎාഽ͈ঌ
๊͈֚ٛࠗȆඅ༆͈ٛࠗࠨॳૣऔ̜̹̽̀ͅȂႅުࢥ͍ݞȂࢃࣞܢႢ৪֓ၷ
අ༆ٛࠗͬ൚̱ৗ̱̱̹݃͘ȃ
ȶଽॐྩտ֥ٛȷ͉́ૄ႕٨ୃ͈ૣ݈Ȃೊૂૣऔͬ
࣐̞̱̹͘ȃ̹͘Ȃ૧̹ͅ୭౾̯̹ͦȶ݈ٛ٨ڟऔඅ༆տ֥ٛȷ͈տ֥ͅහ̯ͦȂ
ঌྦྷ̹̥ͦͅٳঌ݈ٛͬ࿒ঐ̱Ȃ݈ٛ٨ͤ৾ͅڟழ̞̳ͭ́ͤ͘͘ȃ
ȁུ͉́Ȃ๊ུ݈͈֚ٛ́ৗ࿚́৾ͤષ̬̹ඤယͬಎ̮ͅત̱̳ٚ͘ȃ
ȁࡕ̱̞ે̦ޙ̧̳͘ȃঌྦྷ͈ٯအ͈հȆհ
̈́༥̱͈̹͈ͣ͛৾ழ̭ͬͦ́͘ոષͅૺ̞͛̀͘
̳ͤ͘ȃ̧̧֨Ȃ̮ঐ൵̮༖ᒿ͈͕̱̩̤̓ͧ͢
̞ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁٯအ͈̮࠲ੳ̮͂ఉࢨ̥̮ͬͣܫැ૭̱ષ̬Ȃ
̮Օग̵़̧̯̞̹̺̳͂̀͘ȃ
˕႕ུ݈݈ٛٛા́ৗ̳݃ͥ
̧֥݈̤͠ాئ

ਅᴛࠁ߈߅

ఆ५ঌ݈݈֥ٛȁ

ɜġ႓გˏා˕႕ٛͬ૦ͤ༐ͥ
țུ႕͉ٛ́Ȃո͈ئտ֥ٛͅਫ਼௺̱̀Ȃૄ႕
൝͈ૣ݈Ȃৗ࿚൝࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
Ȫ݈ٛႤȫġ Ȇଽॐྩտ֥ٛȁ໗տ֥ಿ
ġ
Ȇࠨॳඅ༆տ֥ٛȁտ֥Ȫၑমȫ
ġ
Ȇ݈ٛ٨ڟऔඅ༆տ֥ٛȁտ֥
țུ݈ٛȇȶ๊֚ৗ࿚ȷ͉́Ȃষ͈ΞȜζͬ৾ͤ
̜̬Ȃঌ௰͈৾ழે͈ࢃࣽ͞ޙచ؊̞̈́̓̾̀ͅ
ৗ࿚̱̱̹͘ȃ
ӱݰซ५లඵ༗͈֗၌ဥْ͈ࠗૺೃ̞̾̀ͅ
Ӳ˥˟˰ͬڰဥ̱̹ুহ͈ٛȶഩঊٝ။โȷ̞̀̾ͅا
ӳȶρͦȷͥ͢ͅঌඤȂځႹਏ͈̞͒̀̾ͅޣג

ȁࣽࢃ͜Ȃ๊֚ৗ࿚͉́Ȃݰలඵ
༗֗౷͈ڰဥȂ࡛̞̱ࡕ͈ئ
ࠐफ۪̞̥̤ͥ̀ͦͅئޏঌඤಎ
Ȇܰ࿅মު৪ͅచ̳ͥমުࠑ
͈̹͈͛׳Ȃঌྦྷ̦հ̱̀
༥̵̻̩͈̹ͣͥ̿ͤ͛͘Ȃٯအ͈݈ͬٛ́৾
ͤષ̬Ȃஜͅૺ͚̠৾ͤ͢ழ̞̳ͭ́ͤ͘͘ȃ
țଽॐྩտ֥ٛȇȶఆ५ঌْࣣࠗૣ݈ٛૄ
႕֚໐٨ୃૄ႕ȷ͈ૣ݈͂ೊૂૣऔ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
țࠨॳඅ༆տ֥ٛȇ႓გˎාഽ͈ঌ๊͈֚ٛࠗȆ
අ༆͈ٛࠗࠨॳૣऔ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
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まちづくり

第二保育園閉園後の利活用について
「旧萩山第二保育園」の利用計画の進捗について

▶

ɜεͼϋΠ
ȁ႓გˎාˏྎ̹ͬ̽̀̽̈́͂͜ల
ඵ༗͈֗ڰဥ̞͉̾̀ͅȂ݈ٛ́৾ͤ
ષ̬͈͉ͥࣽٝ́˒ٝ࿒ȃঌਫ਼͂মު৪
́ۼྦྷ̞̯݈ͥ̀ͦފմ͉ȂΛȜΑ
·Ȝσ̳ͬͥאঌඤমު৪̦Ȃ౷֖͈ঊ
̓͜͞ঊ֗̀ଲఝȂਯྦྷ̦ਬ̢ͥ౷֖η
νΣΞͻ͈ા̱͂̀ठ̳̞̠͈ͥ͂́͜
̳ȃ౷ࡓ͉́Ȃ̭͈մ̦মު̭̳͂ͥا
́Ȃఉଲయ͈ၠঔ୭Ȃϋρͼϋ൝͢ͅ
࣐ͥଽȜΫΑ͈ރȂਬٛਫ਼͈̈́̓ܥෝ
ͬခ̳ͥঔ୭Ȃ̹͘లඵൺဋ͈͂࿂എ
ା͛͜܄ȂঌྦྷȜΫΑ͈࢜ષ̦̾̈́ͅ
͈ͥ͂͜ܢఞ͂͂͜ͅ۾̞ͬ̽̀͘
̳ȃ
ȁ๊͈֚ࣽٝৗ࿚̥̹̭͉́̽͂Ȃমު
৪մ͈মު̫࢜ͅاΧȜΡσ̦̞̭ࣞ͂

▶

ݰซ५లඵ༗֗

̦ྶ̱̱̹͘ȃࣽࢃȂซ५లඵൺဋ
͈͂࿂എା͛͜܄Ȃ൚ঌ͈ြസঌ௨͈
࿒ດͅࠇ̬ͥȶ͙̜̓ͤ͏ͦͥুடཅ̥̈́
۪ͤͬޏȂ̩̻̳̥ͤ̿͘ڰȷ̫࢜ͅȂ
၌ဥ৪ΣȜΒͬ൩̢͘Ȃ౷֖͈͂Ⴒࠈ͢ͅ
ͥྛႁ̜̩ͥͤ৾ͤ̿ͅழ̞ͭ́ͤ͘
̳͘ȃ
țྦྷۼমު৪̥͈ͣմমު͈মު࢜ͅا
̫̹ૺೃે̠ॿͬޙȃ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫȁমު৪͂̀͛ૺ݈ͬފ
̧̹̦Ȃဥഷ౷֖ଷࡠ͞లඵൺဋ͈͂
࿂എା̹͛͜܄အș̈́൦هఴ̦̜ͤȂ
̺ࠫ͘ა̳ͬ́͘ͅঢ̞̞̽̀̈́ȃ
țࠫაͬ୶̳ͤͥၑဇ͉ȃ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫȁমު৪͂̽̀ͅশ͉ۼ
ਹါ̈́ါள̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͥȃমު৪͉͂ Ĳ
ා͈ۼȂમळ݈ͬފ̧̫̹̦̀Ȃমު
̫࢜ͅاΧȜΡσ̧͉̞̭̦̥ࣞ͂̽̀
̹͈́Ȃ̷͕ͦ̓শ̴̫̥֚ͬͅۼ͈
౯̱̹̞ͬȃ
țমުۼ͈́͘اȂ࡛ે͈͘͘౷֖ͅٳ༶
̧̳̭͉̞͈̥ͥ͂́̈́ȃ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫȁ࠺͉ഛ֔ऺ͈༲၂Ȃ
ഩࠏܨൡ͈ະߓࣣ̈́̓Ȃ࡛ે͈́͘͘հ
̦ږ༗̴̧́ঌྦྷ̧̞͒̈́́ރȃ࠺
͈Ⴧ̹͈͛اݤȂս̞൝հచॐͬ͂ͥຈ
ါ̦̜ͤȂാ౷̺̫͈၌ဥ͜ඳ̱̞ȃ

ＩＣＴを活用した自治会の「電子回覧板」化について
ɜεͼϋΠ
૧߿υ;ͼσΑۜஅછ͈͢ͅޣג
ͤȂুহٛڰ൲͈ুੁ͞ੀͬဒܻ̩̯̈́
̤ͦ̀ͤȂ౷֖ηνΣΞͻ̦̀ͅޣג
̞ͥȃ̱̥̱Ȃ̭͈̠̈́͢ુমఠ̺̥ͣ
̷̭Ȃুহ͈ٛڰ൲͞ਯྦྷ൳আ͈ၠ͉
̱̞̩̭̦̞̀͂ͥ̀ͦͣ͛ݥȃ
ఱिຸٵঌ͈ুহ͉ٛ́Ȃٝ။โ͞ब
ٺশ͈հ๛ܥ̹̞̽͂ږෝͬ৾ͤව̹ͦ

ΑζȜΠέϋ͈̈́̓ͺίςུ͈ڒဥͬ
ٳই̱Ȃૂ༭ͬςͺσΗͼθͅഥో̳ͥ͂
̞̹̽৾ͤழ͙ͬই̞̽̀ͥ͘ȃ̹͘Ȃ൳
ঌ͉́˥˟˰͈ڰဥͅຈါ̈́মުঔͬ
߄࿂̥̞̱ͣͥ̀׳ȃ
ț࣐ଽ͂ুহ̦ٛႲࠈȆފႁఘଷ͈͂͜Ȃ
ঌ৽൵́ুহ̦ٛ˥˟˰ͬڰဥ̱̹ষଲయ
߿ٝ။โΏΑΞθȪఆ५ๅুহٛεȜΗ
σͼΠȫ͈ࢹಃͬմ̳̦ͥȂਫ਼ࡉ͈ۯ
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ٜͬॿ̠ȃ̹͘Ȃ࡛শത̤̫ͥͅ൚ঌ
̦൦̱̞̀ͥঔॐ̦̜ͦ͊ॿ̠ȃ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫ
ȁঌඤːুহٛ́γ
ȜθβȜΐͬٳ୭̱̞̀ͥȃঌྦྷΣȜ
Β ͬ  ՜ ̱Ȃփ ဳ ̜ ͥ ু হ ٛ ͅ చ
̢̳̦̞ͥͥ̀ࣉͬ׳Ȃ୶̴͉Ȃ
˥˟˰͈ၑٜͬ૬̭̥͛ͥ͂ͧͣই͛
̹̞ȃ
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「ナラ枯れ」による市内公園、街路樹への影響について
▶

▶

ɜεͼϋΠ
ț̈́ࢫ࠲͉ٺਏ࿐͍̽͜ͅॿ̳͂ͥغ
ȶซ५లඵൺဋȷȂ
̞̀ͥḁ̑ةచॐ͉̜͈̥ͥȃ
ȶ̓ ͭ ̪ ͤ  ȷ͈ Ք ઠ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫȁ࠲࿐͈͒ထཡ͂ٺ
́ঌྦྷ̱̞ͦ̀͘ͅ
࿐ͅঔ̳ͥߐੰ̦̜͂ͥȃߐੰ༹͈༷ͅ
ͥඤ͈ਏ࿐ͅ·Τ
͉ͥ͢ͅसੜၑ̦ດഎ̈́ੜၑ༹༷
Ά൝ͬ͛܄ਏ࿐ːˍུ̞̾̀ͅ۷ख़̱̹
̞̦͂̈́̽̀ͥȂঌځ౷͉́࠲ࢫષ͈࿚ఴ
̭͂ͧȂ̷͈̠̻˕ུ̦ρ͈ͦٺ
́߃ႋ͈͒୰ྶ͂ၪ̦ຈါ̭̥̈́͂ͣȂ
̫̞̥̭̹̜̦ͬ̀ͥͣ͂̽ͦޔȂঌ
ুடͅঘ̵̯ͥߐੰ༹༷̞ͬ͂̽̀ͥȃ
ඤ͈ޙેٺȂచ؊̞̹̱̾̀ͅږȃ
ঌඤ͉ͅρȂ·θΆͬಎͅჇ࿐̦ఉ
႓გˎාഽͅˏ˒ུ͈ٺ࿐ͬะन̱Ȃ
̞̭̥̦͂ͣٺఱ̧̩̞̈́̽̀ͥȃুட
႓გˏාഽ͉ஜාͬષٝͥࡉࣺ͙͈̭͂
࡛ય̜́ͤȂहြअಖ̜̭̥́ͥ͂ͣआ୲
͂ȃρ႒͈ވਏ࿐͉Ȃঌ͈ΟȜΗ
͉ࣾඳ́Ȃၠ࣐͈άȜ·ً̨͈ͬͥͬఞ̾
͉́ˍ ĭ ˑˌˌུȃ
̱̥̩̈́Ȃచੜၷ༹എͅచॐ࣒̲̞̩ͬ̀ȃ
ঌ͉́Ȃచੜၷ༹എ̈́చॐ̱̥̞͈̈́͂
̭̜̦͂́ͥȂჇ࿐اȆݴ࿐̹̱اਏ࿐ͅ
̞̾̀ȂᆾȆะनȂࢵ૧Ȫఢ̢ȫ̈́̓Ȃ
ْࠗഎ̥̾ഐ୨̈́ۯၑ࣐̠ͬຈါ̦̜
ͥ͂ࣉ̢Ȃ͙̜̓ͤ͏ͦͥুடཅ̥۪̈́ޏ
̹ͬͤ͛Ȃ৾ͤழ̞̳ͭ́ͤ͘͘ȃ
țځ͞Ⴙਏ͈́ȶρͦȷ͈อȂ
̠̓ͬޙેٺ՜̱̞̥̀ͥȃ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫ
ȁ֥͈ণȂտుު৪ͅ
ͤ͢ٺ࿐͈̞̱ͥ̀ͬږȃ႓გˎාഽ
「ナラ枯れ」とは
˔̥ਫ਼́ˏ˒ུ̱ͬږȂ͈̀ٺ࿐ͬ
૩ႅພٺಖ̜́ͥȶΏΦ΄΅·ͼθΏȷ
ะनफ͙ȃ႓გˏාഽ͉ণಎ̜̦́ͥ˓
̦ພࡔ̜́ͥȶρȷͬ௩̵̯̭ͥ͂
শത́ौාͬષٝͥࡉࣺ͙ȃ
́Ȃକ͈̞ݟષ̬ͥܥෝͬஷ̱̀ٺঘ̵̯
țڐ̦ٺఱ̳ͥ͂Ȃ͈̠̜̦̓̈́͢ޣג
ͥਏ࿐͈ഥஅພ̳́ȃ
͈̥ͥȃ
ȶρͦٺ࿐͈අಭȷ
൞༕Ȫ൚໐ಿȫ
ȁٺ࿐͈̠̻̦̀ঘ
・࿐͈आࡓͅέρΑȪ࿐ߟȫ̦၂̻̞̀ͥȃ
̳͈͉̩ͥ́̈́ȂჇ࿐Ȃఱ࿐̦ঘ̱Ȃˍȡ
・ۚͅೄࠂ Ĳ ȡ ĳŮŮ ͈̦̹̩̯ࠪͭߗ
̞̞̀ͥȃ
ˎාࢃͅു࿐̳̭̥ͥ͂ͣȂࠊ۷͈՛اȂ
・ဩ̦ڴ͞ಋͅ་̱̞̀ͥȃ
͈հ̈́ঀဥͅવ̧̹̳̭ͬ͂͂̈́ͥȃ
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◀
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ૂ ༭ȜȜ
υ̫̤ͥͅؼಎܑު߄ဏȆࠐא׳ॐ
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化で、売り上げ減少等厳しい状況に置かれている中小企業者・小規模事
業者に対する国、東京都及び市の支援施策について、ご紹介します。詳細は、関係機関のHP等でご確認ください。
令和３年10月１日現在

区分

名 称

制度概要

相談
融
資

中小企業者等特別相談
①
新型コロナウイルスに関する資金繰りに関する相談
窓口
小規模事業者の経営改善を図るため、経営指導員による
② 経営相談窓口
相談・指導
マル経融資（小規模事 ・融資期間 設備10年（据置2年）以内 運転7年（据置1
③
業者経営改善資金）
年）以内 ・保証人・担保不要 ・利率：1.21％
〇一般融資 ・資金使途：運転・設備資金、創業資金等
・限度額 500〜1200万円 ・融資期間：5〜10年
東村山市小口事業資金 ・利率：1.875％
④
融資制度
〇特別融資 ・不況対策特別資金
・限度額：500万円 ・融資期間5年（据置6ヶ月）
・利率：1.675％ ※保証料及び支払利息は市が補助。
セーフティネット４号、 借入債務の100％又は80％を信用保証協会が保証
⑤
５号、危機関連保証
・要件を満たせば保証料・実質無利子
（飲食店等）
⑥ 営業時間短縮に係る
感染拡大防止協力金

補
助

⑦

金
等

⑧
⑨
⑩

窓 口

東京都産業労働局金融課 03-5320-4877

東村山市商工会

042-394-0511

日本政策金融公庫
東村山市商工会

0120-154-505
042-394-0511

東村山市役所
産業振興課

042-393-5111
(代表)

最寄りの金融機関又は
042-525-6621
東京信用保証協会立川支店 042-393-5111(代表)
9月1日〜30までの間に営業時間短縮・休業の要請に協 東京都緊急事態措置等・ 感染拡大防止力金等
感染拡大防止協力金相談 コールセンター
力した飲食店等に1店舗当たり日額4万円を支給。
0570-0567-92
センター
申込方法：ＨＰ又は郵送 締切：11月15日
03-5388-0567

令和3年4月から12月までのいずれかの月の収入が元年同月
の収入と比較し20％以上減少した月がある企業等に対して
支給。
支給限度額：収入減少額50％以上
東村山市商工会
法人 40万円 個人事業主等 30万円
東村山企業等応援金
東村山応援金コールセ
収入減少額20％以上50％未満
ンター
法人・個人事業主等 20万円
申請期限：令和4年1月31日
コロナ後の社会変化を見据えた小規模事業者の設備導入や
東村山市役所
小規模事業者経営改善
店舗改修等に係る費用に対して補助。 補助率：1/2以内
補助金
産業振興課
限度額50万円 申請締切：令和4年3月31日
国の事業再構築促進事業補助金を活用して、思い切った事
中小企業等事業再構築
業再構築に取組む事業者に対して、補助事業の自己負担分 東村山市商工会
促進事業補助金
を補助
（国の補助額
（100 万円〜１億円）
、補助率 1/2 〜 3/4）
国の「ものづくり・商業・サービス補助金」
「持続化補助金」
中小企業等事業継続補
「ＩＴ導入補助金」を活用して事業を行う中小・小規模事業者 東村山市産業振興課
助金
に対して、
補助事業の自己負担分を補助

ซ५פஜ؍౯༜ൽޘകࢥݲমইͥ͘
9月から萩山駅前横断歩道橋の
撤去工事が始まりました。江戸街
道の通行規制等もあり、歩行者、
通行車両の皆様には何かとご不便
かと思います。くれぐれも完全には
ご留意くださるようお願いします。

鏨㲔յ洠䑏յ澬ם־㲔车ⱱ

□東村山市議会議員 2019年当選 □地域活動
所属：政策総務委員会 副委員長
南萩会 自治会長
多摩六都科学館組合議会議員 萩山小学校学校運営協議会 会長
東村山市土地開発公社評議員 萩山小学校避難所運営連絡会 会長
東村山市社会福祉協議会評議員 NPO法人萩山町地域まちづくり 理事長
□職歴
東村山市ソフトボール連盟 理事長
経済産業省・中小企業庁職員
NPO法人日本ティーボール協会 理事
□保護司 中小企業診断士

┖媇و ֽ׀ٞ٭ؔنٜ

お問い合わせ先

みなさんのご意見・ご要望をお聞かせください。

042-394-0511

042-393-5111
(代表)
042-394-0511
042-393-5111
(代表)

ਤ݈݈֥̫̤֭ͥͅݷൎຘਫ਼͈་ࢵ
10月31日に執行される
衆議院議員選挙における第
12投票区（萩山町1丁目区
域）の投票所が、旧萩山第
二保育園から希望の郷東村
山（社会福祉法人東京都福
祉事業団）の施設に変更と
なります。
令和３年12月定例議会

11月26日
12月1日
〜3日
12月7日
〜13日
12月20日

定例会初日
一般質問
常任委員会
定例会最終日

