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□地域活動
　南萩会 自治会長
　萩山小学校学校運営協議会　会長
　萩山小学校避難所運営連絡会 会長
　NPO法人萩山町地域まちづくり 理事長
　東村山市ソフトボール連盟 理事長
　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

□東村山市議会議員　2019年当選
　所属：政策総務委員会　副委員長
　　　　多摩六都科学館組合議会議員
　　　　東村山市土地開発公社評議員
　　　　東村山市社会福祉協議会評議員
□職歴
　経済産業省・中小企業庁職員

みなさんのご意見・ご要望をお聞かせください。

令和３年10月１日現在

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

令和３年12月定例議会

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。

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。

①

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。

名　称区分 制度概要 窓　口 お問い合わせ先
新型コロナウイルスに関する資金繰りに関する相談中小企業者等特別相談

窓口 東京都産業労働局金融課 03-5320-4877

② 小規模事業者の経営改善を図るため、経営指導員による
相談・指導経営相談窓口 東村山市商工会 042-394-0511

③ ・融資期間　設備10年（据置2年）以内　運転7年（据置1
年）以内　・保証人・担保不要　・利率：1.21％

マル経融資（小規模事
業者経営改善資金）

日本政策金融公庫
東村山市商工会

0120-154-505
042-394-0511

⑤ 借入債務の100％又は80％を信用保証協会が保証
・要件を満たせば保証料・実質無利子

セーフティネット４号、
５号、危機関連保証

最寄りの金融機関又は
東京信用保証協会立川支店

042-525-6621
042-393-5111(代表)

⑥
9月1日～30までの間に営業時間短縮・休業の要請に協
力した飲食店等に1店舗当たり日額4万円を支給。
申込方法：ＨＰ又は郵送　締切：11月15日

（飲食店等）
営業時間短縮に係る
感染拡大防止協力金

東京都緊急事態措置等・
感染拡大防止協力金相談
センター

感染拡大防止力金等
コールセンター
0570-0567-92
03-5388-0567

⑦

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
　　　　　　　法人　40万円　個人事業主等　30万円
　　　　　　収入減少額20％以上50％未満
　　　　　　　法人・個人事業主等　20万円
申請期限：令和4年1月31日

東村山企業等応援金
東村山市商工会
東村山応援金コールセ
ンター

042-394-0511

⑧
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
店舗改修等に係る費用に対して補助。　補助率：1/2以内
限度額50万円　申請締切：令和4年3月31日

小規模事業者経営改善
補助金

⑨

東村山市役所
産業振興課

042-393-5111
(代表)

⑩

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
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
を補助（国の補助額（100万円～１億円）、補助率1/2～3/4）

中小企業等事業再構築
促進事業補助金 東村山市商工会 042-394-0511

国の「ものづくり・商業・サービス補助金」「持続化補助金」
「ＩＴ導入補助金」を活用して事業を行う中小・小規模事業者
に対して、補助事業の自己負担分を補助

中小企業等事業継続補
助金 東村山市産業振興課 042-393-5111

(代表)

④

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
・利率：1.875％
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。

東村山市小口事業資金
融資制度

東村山市役所
産業振興課

042-393-5111
(代表)
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