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むさし府中商工会議所
府中市緑町3-5-2

（京王線東府中駅北口徒歩1分）

電 話：042-362-6421
FAX：042-369-9889

商工会議所HP「たまごネット」

URL http://www.tama5cci.or.jp
E-mail：info@tama5cci.or.jp
協力：e-factory

新年を迎えて

令和３年の年頭にあたり、謹んで

新年のご挨拶を申し上げます。

昨年のわが国の経済は、世界中で

金」では、経済産業省が実施する持

続 化 給 付 金 を 満 額 受 給 された 中

小 企 業を対 象に、市 内 約４，
０００

件 以 上の企 業へ給 付 金を支 給しま

した。また、
「小規模事業者販路開

拓 等 補 助 金 」では、
コロナ対 策を含

めた販 路 開 拓 等の取り組みを行う

企 業への補 助を行い、約１２０件 以

上の企業が利用しています。さらに、

昨年末には市内の景気回復の一助と

して、プレミアム付地元応援商品券

今後も、商工会議所だからこそ出来

る支援を継続していく所存です。

本年はいよいよ東京オリンピック・

猛威を振るう新型コロナウイルス感 「ふちゅチケ」を発 行いたしました。

染 症の影 響により緊 急 事 態 宣 言が

発令され、
一部の業者を除きリーマン

ショックを超える戦後最大の経済危

います。景気の持ち直しが期待され

る中、新しい生活様式に合わせた経

済活動を市内事業者が行えるよう

支援していくと共に、地域経済の舵

取り役として使命感を持ち、
「市内

事業者から信頼され、期待される商

工会議所」を目指して参ります。皆

機を記録しました。現在に至るまで、 パラリンピックの開 催も見 込まれて

回 復に向けた足 取りは依 然として

重いままです。

府中市においても、外出控えや多

くのイベント・行事が中止となったこ

とによる来街者の減少が重なり、中

小・小 規 模 事 業 者の多 くが 苦 境に

直面しています。

ようお願い申し上げます。

新年を迎え、本年が皆さまにとっ

て良き一年でありますようご祈念申

し上げ、年頭の挨拶とさせていただ

きます。

このような状 況の中 、地 域で唯一 様からのご理解・ご協力を賜ります

の総 合 経 済 団 体として各 種の事 業

を通じて中 小 企 業の経 営 支 援や情

報 発 信をしております本 商工会 議

所では、府中市と連携し、中小企業

支 援 策を行って参りました。
「府中

市中小企業等経営支援事業給付

むさし府中商工会議所
濱中 重美 会頭

地元応援商品券「ふちゅチケ」をご購入された皆様へ
引き換えた「ふちゅチケ」の
使用期限は 令和３年３月10日(水)まで となります。

期限を過ぎた商品券は一切使用できませんので、
必ず期間内にご使用ください！

放送日時

利用店舗一覧はホームページでご確認ください。

１月１日（金）
10:00～ / 18:00～ / 21:15～

お問合せ：コールセンター 042－521－5613
(平日午前９時～午後６時／年始1月4日より)

商店会でもらえる「フーちゃんお買物券」をお持ちの皆様へ
「フーちゃんお買物券」の使用期限も
同じく 令和３年３月１０日(水)まで となります。
見

本

J:com新春特別番組「2021年頭挨拶」にて
濱中会頭の年頭あいさつが放送されます。

期限を過ぎた券は一切使用できませんので、
必ず期間内にご使用ください！

1月8日(金)まで、上記時間帯で再度放送されます。
昨年の振り返りや本年の抱負についてを交え、
ご挨拶させていただきますので、
J:COMチャンネル11番をぜひご覧ください。

利用店舗一覧はホームページでご確認ください。

お問合せ： 府中市商店街連合会

042－362－6421

（平日午前８時半～午後５時／年始1月4日より）

府中市中小企業等経営持続支援給付金 申請期限が迫っています！

給付要件

府中市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を特に受けている市内事業者に対して、事業継続を後押しするため、
事業全般に使える給付金を支給しています。これから申請される事業主の方は、期限にご注意ください。

〇国の持続化給付金の満額受給者（法人200万、個人事業主100万）であること
〇府中市内で事業を行う法人・個人企業であること
〇中小企業・小規模事業者であること
〇2020年６月８日時点かつ申請時点で府中市内に事業所(個人事業主の場合は確定申告地)を有していること
〇暴力団等反社会的勢力に属していないもの、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがないもの
給付額

法人 ４０万円

個人事業主 ２０万円

申請期限
令和３年３月１５日
（月） 必着
府中市中小企業等経営持続給付金
申請に必要な書類はホームページにてご確認ください。
お問合せ
むさし府中商工会議所 ０４２－３６２－６４２１

検索

本給付金を誤って受給された方は、
速やかにご返還ください。
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東芝ブレイブルーパス
団体よりコメント
東芝ブレイブルーパスは東京都府中
市を本拠地として活動しているラグビー
チームです。LUPUSとは、ギリシャ語で
『 狼座 』の意。グランドにおいて『 狼 』の
ように組織的な群れをなし、相手が戦意
写真：志賀由佳
喪失するような緻密且つ野性味あふれる
追いこみと、
勇猛果敢なプレーを身上とするという思いが込められたチーム名と
なります。
2021年1月16日よりトップリーグが開幕します。
開幕戦は新しくなった国立競技
場での開催が決定し、
チーム一丸となって新シーズンへ向けて準備をしています。
同じ府中市に拠点を構えるサントリーサンゴリアスさんと切磋琢磨しながら、
日本
のラグビー界、
そして府中市を盛り上げていきたいと思いますので、
ご声援のほど
宜しくお願い致します。
２
今後の試合・イベント情報
お年玉プレゼント
東芝ブレイブルーパス公式ＳＮＳでは、
日々のチーム活動の様
子をお届けしております。
トップリーグ2021開幕へ向けて楽
しみが増えること間違いなし
！大会期間中も様々な情報をお届
けいたしますので、
ぜひチェックしてみてください！
東芝ブレイブルーパス公式ホームページ
http://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/
index.htm
その他、
twitter、
Youtube、
Instagram等もご
ざいます。

トップリーグ2021
「東芝ブレイブルーパス」
オリジナルポスターを
１名様にプレゼント！

DATA

東芝ラグビー部
府中市東芝町1
ＴＥＬ 042-333-2080

市内には、府中市を軸に活躍するスポーツ団体や施設
が多数あります。そこではコロナ禍においても、熱い戦
いが繰り広げられています。
今回は７団体にコメントと、お年玉プレゼントを頂きま
した！現地で、自宅で、応援して盛り上がりましょう！
※各団体の情報は 12 月現在のものです。
今後の状況によっては変更される場合がありますので、事前に
ご確認ください。

ＦＣ東京
クラブよりコメント
当クラブは東京ガスフットボールクラブ
を前身に、
1999年FC東京としてJリーグに
参入。
都民のためのJクラブを目指し活動し
ています。
2020シーズンは、
新型コロナウイルス
感染症の影響により公式戦の中断、
無観客での試合開催など、通常とは異なる
シーズンとなりましたが、徹底した感染対策のもと、
リーグ戦、ルヴァンカップ、
AFCチャンピオンズリーグを戦ってきました。
ルヴァンカップは2021年1月4日
（月）
国立競技場にて開催される決勝戦に進
出。
「強く、
愛されるチームをめざして」
をスローガンに、
泥臭くひたむきに、
タイト
ル獲得をめざしてチーム一丸となって戦ってまいります。
ぜひ、
選手・クラブへのご声援をよろしくお願いします。

今後の試合・イベント情報

2020 ＪリーグYBCルヴァンカップ決勝
（会場：国立競技場）
２０２１年１月４日
（月） 14：35キックオフ
フジテレビ系列にて全国生中継！
※詳細はＦＣ東京ホームページをご確認ください。
https://www.fctokyo.co.jp/
★様々な特典のついた2021シーズン年間チケッ
トを発売中です。
また、
クラブを応援しながら楽し
く観戦できる
「クラブサポートメンバー」
も募集し
ています。詳しくはホームページをご覧ください。

第14回武蔵国

３

お年玉プレゼント

ＦＣ東京
「オリジナル応援グッズ」
を
４名様にプレゼント！

DATA

調布市下石原１－２－３ＴＳＯビル
TEL 042-444-2630

ボートレース多摩川
団体よりコメント
ボートレース多摩川は、全国２４場ある
レース場の中でも水面が荒れることが少な
く
「日本一の静水面」
と言われており、迫力
あるレースを間近で見ることが出来ます。
場内には、
フードメニューとして多摩川名物
「牛炊」
やビーフシチューなど、
おいしいメニューが充実しています。
また、特別観覧施設「ＲＯＫＵ」では、地域の方々に会議やイベントなどにご利
用いただける施設もございます。現在、ボートレース多摩川では、新型コロナウ
イルス感染防止対策を行いながら、レース開催日におけるお客様のご入場を再
開しています。ご来場お待ちしております。

１月 ３日
（日）
～ ７日
（木） 第４２回新春特別かどまつ賞
１月 ９日
（土）
～１３日
（水） 静波まつり杯
１月１９日
（火）
～２４日
（日） 第２７回神奈川新聞社賞
２月 １日
（月）
～ ５日
（金） 第２６回tvkカップ
２月１３日
（土）
～1８日
（木）Ｇ１関東地区選手権
ボートレース多摩川ホームページ
http://boatrace-tamagawa.com/

府中けやきカップ

＊申込方法は2月上旬にLPSAホームページhttp://joshi-shogi.com/上で
ご案内します。
＊新型コロナウイルスの状況により無観客開催に変更になる場合がございます。

■ 内容
・女流棋士によるトーナメント戦と大盤解説会(無料・事前申込制)
・親子将棋入門講座(有料・事前申し込み制)
・指導対局コーナー(有料・当日受付)

■ 主催
■ 共催
■ 後援

お年玉プレゼント

２０２１年1～2月のレース開催

今年も女流棋士トーナメント戦「武蔵国・府中けやきカップ」が開催されます。
当日は府中市出身の中倉彰子・宏美姉妹などが出演し女流棋士たちの手に汗握る熱戦のほか女流棋士やプロ棋士による指導対局なども実施されます。
また親子将棋入門講座も実施されます。女流棋士の対局をぜひご観戦ください。
■ 日時 令和3年3月21
（日）
午前10時30分～午後5時
（予定）
■ 会場 府中の森芸術劇場 平成の間
■ 参加費 入場無料 事前申し込み制 先着50名様
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今後の試合・イベント情報

公益社団法人日本女子プロ将棋協会
公益財団法人府中文化振興財団
府中市／府中市教育委員会／むさし府中商工会議所／府中観光協会
府中市将棋連盟
■ 連絡・問合わせ先
日本女子プロ将棋協会(LPSA)
メールアドレス info＠joshi-shogi.com

ボートレース多摩川
「オリジナルＱＵＯカード」
を１０名様にプレゼント！

DATA

府中市是政４－１１
ＴＥＬ０４２-３６９-１８１１

＜新型コロナウイルス感染拡大防止対策＞
●新型コロナウィルスの感染拡大を防止する
ため、会場が密にならないよう席の間隔を
あけ、当日はマスク着用、消毒にご協力い
ただきます。

けやキッズ

●来場前に健康状態の確認と検温を行ってく
ださい。
●新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止
に役立てるため、氏名・緊急連絡先を必要
に応じて保健所等の公的機関へ提供される
場合があります。あらかじめご了承ください。
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アルバルク東京

日本中央競馬会
東京競馬場

団体よりコメント

昨年10月に開幕したBリーグ2020-21シーズ
ン。
今シーズンは会場収容人数の50％に制限し、
前後左右1席ずつ間隔を空けて座席を配置して
おります。
会場内では様々な感染対策を実施し
ており、
安心して試合を楽しんでいただけます。
昨シーズンは、
開幕直前に行われた
「FIBA ASIA
©ALVARK TOKYO
CHAMPIONS CUP」
で日本のクラブとして初優勝を
アジアチャンピオンとなりました。
リーグ戦は3連覇がかかったシーズンでしたが、
新
勝ち取り、
型コロナウイルスの影響でリーグは中断。
東地区優勝、
そしてリーグ最高勝率
（32勝9敗）
で
シーズンを終えました。
今シーズンのスローガンは
「Re-CHALLENGE」
。
Bリーグ3連覇へ再挑戦するという強い意
志と、
どのような状況においてもチャレンジしていく姿勢を持ち続けるという思いで戦ってお
ります。
引き続き、
熱いご声援をよろしくお願いいたします！

今後の試合・イベント情報

２０２１年１～２月のホームゲーム
（会場：アリーナ立川立飛）
１月02日(土)、
0３日(日) １５
：
０５Ｔ
Ｉ
Ｐ ＯＦＦ vs.大阪エヴェッサ
1月30日(土)、
３１日(日) 15：
０５Ｔ
Ｉ
Ｐ ＯＦＦ vs.富山グラウジーズ
２月06日(土)、
0７日(日) 15：05Ｔ
Ｉ
Ｐ ＯＦＦ vs.信州ブレイブウォリアーズ
２月10日(水)

６
お年玉プレゼント

「アルバルク東京オフィ
シャルカレンダー２０２１」
を３名様にプレゼント！

19：05Ｔ
Ｉ
Ｐ ＯＦＦ vs.千葉ジェッツ

DATA

※チケット販売スケジュール・購入方法は、
ホームページ
をご覧ください。

トヨタアルバルク東京
（株）
文京区後楽１－４－１８
ＴＥＬ 03-3570-5898

アルバルク東京公式ホームページ
https://www.alvark-tokyo.jp/

府中アスレティック
フットボールクラブ
団体よりコメント

フットサル男子トップチーム
「立川・府中アスレ
ティックFC」
が参入している日本フットサルリー
グ
（Ｆリーグ）
では、
2020-2021シーズンのリー
グ戦開催について、
新型コロナウイルス感染症
対策のため、
十分な感染症対策をした上での入場制限付き試合でのホームゲーム開催が認
められています。
ホームアリーナである
「アリーナ立川立飛」
では、
来場者数を上限1,000人
以下として開催予定となっています。
（※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては
リモートマッチ
（無観客試合）
となる場合もございます。
）
フットサル女子トップチーム
「府中アスレティックFCレディース」
が参入している日本女子
フットサルリーグは、
2020-2021シーズンのホームゲームは全日程が終了しており、
リーグ
戦は残り3試合となりました。
2月に開催されるプレーオフ進出に向けて一丸となって最後ま
で戦い抜きます。

今後の試合・イベント情報

男子トップチーム
「立川・府中アスレティックＦＣ」
ホームゲーム
（会場：アリーナ立川立飛）
２０２１年１月２３日
（土）１７
：00キックオフ vs.Y.S.C.C横浜
※チケットはアスレLINEチケットより発売予定です。
クラブ公式Ｌ
Ｉ
ＮＥアカウントで友達登録をしていただくと
購入可能です。
ぜひ友達登録をお願いします！女子トッ

プチーム
「府中アスレティックＦＣレディース」

リーグ戦上位３チームに出場権が与えられるプレーオフが２月２０日
（土）
～２８日
（日）
に開催されます。
ご期待ください！

お年玉プレゼント応募方法

７
お年玉プレゼント

フットサル男女トップチー
ムのサイン入り公式ボール
を各１名様にプレゼント！

DATA

クラブ事務局
ＴＥＬ 042-316-9299

（平日10時～18時）

メール info@fuchu-athletic.com

ハガキまたはホームページにて、
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④希望するプレゼント番号を明記の上、
下記へお申込みください。
締 切：2021年１月15日
（金）
消印有効
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
あて先：〒183-0006
府中市緑町3-5-2 むさし府中商工会議所 会議所ニュース担当 行
ホームページ：http://www.tama5cci.or.jp
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団体よりコメント
東京競馬場では、
新型コロナウイルス感
染症の影響により、
２０２０年２
・
３回東京競馬
については無観客競馬、
４
・
５回東京競馬に
ついてはお客様の入場人数を限定して競
馬を実施しております。
２０２１年の東京競馬場の営業
（入場の制限の有無・入場方法等）
の詳細につきま
しては、
決定次第お知らせいたしますので、
HPをご確認ください。
今後も、
お客様の安全を第一に考え、
より安全にお迎えできるよう感染拡大防
止対策を適切に実施してまいります。
４
お年玉プレゼント
今後の試合・イベント情報
１回東京競馬

２０２１年１月３０日
（土）
～２月２１日
（日）

毎週土・日曜日開催
入場制限の有無・入場方法については未定
（12月現在）
です。
決まり次第ホームページにて発表いたします。

昨年11月に現役最後の
レースを有終の美で飾った
「アーモンドアイ」のぬいぐるみを
１名様にプレゼント！

DATA

東京競馬場
府中市日吉町１－１

JRA日本中央競馬会ホームページ
https://jra.jp/

サントリーサンゴリアス
団体よりコメント
是政にチームの活動拠点となる
「サント
リー府中スポーツセンター」
を構え、
ジャパン
ラグビートップリーグに加盟するサントリー
のラグビーチーム
「サントリーサンゴリアス」
です。
いつも応援ありがとうございます。
いよいよ2021年1月16日にジャパンラグビートップリーグ2021シーズンが開
幕します。
昨シーズンはシーズン途中でリーグが中断し、
長らく試合から離れるこ
ととなりましたが、
新シーズンに向けてチーム一丸となって準備してまいりました。
同じ府中市に拠点を構える東芝ブレイブルーパスさんと切磋琢磨しながら、
日
本のラグビー界、
そして府中市を盛り上げて参りたいと思いますので、
よろしくお
願い致します。
５

今後の試合・イベント情報

現在、
新型コロナウイルス感染症対策を講じながらチーム活
動を行っています。
しばらくの間、
練習見学は出来ませんので
ご了承ください。
チームの情報は、
チーム公式SNSで配信しています。
サンゴリアス公式ホームページ
https://www.suntory.co.jp/culture-sports/
sungoliath/
その他、
facebook、
twitter、
Youtube等もござ
います。

お年玉プレゼント

公式マスコットキャラクター
「サンゴリアス君」
のぬいぐるみ
を１名様にプレゼント！

DATA

サントリー府中スポーツセンター
府中市是政６－２２

◆節分祭実行委員会より

令和３年

節分祭中止のお知らせ

毎年多くの年男・年女の皆様にご参列頂いております節
分祭
（豆まき式）
につきまして、
新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から自粛することとなりました。露店の出店もご
ざいません。
なお、
福枡・福豆につきましては、
１月中旬頃より
頒布いたしますので、
ご家庭での豆まきにご活用ください。
詳しい日程等は決定次第、
大國魂神社ホームページにて
案内されます。
河口湖アーバンリゾートヴィラ

■ホテル事業部 19施設
・ 東京ウエスト 21
・ 調布アーバンホテル
・ 府中アーバンホテル本館
・ 八王子アーバンホテル
・ ホテル武蔵野の森
・ 新松戸ステーションホテル
・ 新宿アーバンホテル
・ 御徒町アーバンホテル
・ 新橋アーバンホテル
・ 赤坂アーバンホテルアネックス

・立川アーバンホテル本館
・立川アーバンホテルアネックス
・府中アーバンホテル別館
・赤坂アーバンホテル
・アーバンホテルツインズ調布
・上野アーバンホテル
・上野アーバンホテルアネックス
・アーバンホステル神田神保町
・河口湖アーバンリゾートヴィラ

■建設事業部（タイル工事・リフォーム工事）
LIXILリフォームネット

■ファミリーマート（FC）40店舗
■飲食事業部（直営2店舗・プロント事業5店舗）
調布アーバンホテル
中国料理 酔八仙
府中アーバンホテル別館
カジュアルイタリアン シマトネリコ

042-360-5779

TEL：
〒183-0027

東京都府中市本町4-23-2

URL： http：//www.tilel.co.jp/
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セミナーのご案内
テレワークサポートネットワークセミナー

テレワークを導入したいけど、何からしたらいいのか？
そんな声にお応えしたセミナーです。
テレワークの概要からICTやセキュリティ対策まで、
分かりやすくご説明いたします。
令和３年２月９日（火） 午後２時～４時 参加費 ： 無料
講 師 ：十河 敏郎 氏（ポラリスIT（株）代表取締役）
会 場 ：むさし府中商工会議所（府中市緑町3-5-2）

◆府中市福祉保健部健康推進課より◆

テレワークに関する
個別相談会も開催します

受け忘れていませんか？

令和３年２月15日(月)・22日
（月）

風しんの抗体検査・予防接種

昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性に対し、
風しんの抗体検査を実施し、
十分な抗体がない方に対しては予防接種を実施しています。

午前９時～午後５時
※要事前予約。
１時間毎の交代制です。

【ココがポイント！】

ハラスメント対策セミナー

2020年6月に施行されたパワハラ防止法は、2022年4月より中小企業にも適用され
ます。何がハラスメントなのかを知り、より良い職場環境を作りましょう！
ケーススタディを基に分かりやすくご説明いたします。
経営者
令和３年２月12日（金） 午後２時～5時 参加費 ： 無料
管理職
講 師 ：大村 美樹子 氏(（株）アイビー・リレーションズ代表取締役）
リーダー層
会 場 ：むさし府中商工会議所（府中市緑町3-5-2）
向け

すべてのお申込み・お問合せ

◆風しんが流行しています。
特に40代前後の男性に多く発症しています。
なぜ??
この年代の男性には、過去に公的に予防接種が行われていないことから、
風しんにかかりやすい年代といえます。

◆風しんで最も重大な問題は、
母子感染による
「先天性風疹症候群」
です。
なぜ??
妊娠初期に妊婦が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、
心臓に障害が起きることがあります。

◆予防にはワクチン接種が最も有効。
重要!!
ただし、妊婦には接種できないため、妊婦と接する可能性のある人が

電話またはホームページよりお申込みください。
当商工会議所 中小企業相談所 TEL 042-362-6421

ワクチンを接種しておくことが重要です。

府中での創業を応援します！
実践創業塾 (全４回)

参加費

2,000円

創業に必要な知識を学び、
事業計画書を作成しましょう。
創
業を考えている仲間との交流や意見交換ができる貴重な
場です。
日時・テーマ
第１回 １月16日（土） 午前９時～午後１時
創業の心構え、事業計画策定のポイント、強み分析
第２回 １月23日（土） 午前９時～午後１時
マーケティング手法、Webサイトの仕組みと始め方
第３回 ２月13日（土） 午前９時～午後１時
資金繰り・収支計画、経理・会計・財務分析の基礎
第４回 ２月20日（土） 午前９時～正午
事業計画発表会・意見交換会

会
場
お申込み

課題解決セミナー

参加費

無料

これを機に改めて学んでみませんか？ぜひ活用してください。
日時・テーマ
２月25日（木） 午後６時３０分～８時３０分
財務の苦手を克服①「資金繰り・収支計画」
３月４日（木） 午後６時３０分～８時３０分
財務の苦手を克服②「経理・会計・財務分析の基礎」

むさし府中商工会議所
府中市緑町３－５－２（京王線東府中駅 北口徒歩 1 分）
ホームページ (http://www.tama5cci.or.jp/chamber/sogyo/)
またはお電話・窓口にてお申込みください。
むさし府中商工会議所 創業担当まで ＴＥＬ 042 － 362 － 6421
★その他、個別相談会を月２回開催しています。創業についてのお悩みや疑問など、
専門家が的確にアドバイスいたしますのでご利用ください。

確定申告個別相談会 ＜要事前予約＞

■日 時
令和３年２月22日(月)、24日(水)、26日(金)
３月 ２日(火)、 ３日(水)、 ４日(木)
各日午前１０時～午後４時（正午～午後１時除く）
■会 場
むさし府中商工会議所会館
■対 象
市内商工業者の方
■申 込
むさし府中商工会議所 中小企業相談所
TEL 042-362-6421
無保証人

金利０％※

STEP１
：
クーポン券を受け取る
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
対象の方には、
すでにクーポン券を郵送しています。
再発行も可能です。

クーポン券を利用すれば、

STEP２
：風しんの抗体検査を受ける
検査は採血で行います。
結果が分かるまでに数日かかる場合があります。
検査の際は、
クーポン券とお住まいの住所が確認できる書類をお持ちください。

抗体検査も
予防接種も
無料！
！

STEP３
：風しんの予防接種を受ける
検査の結果、
風しんへの免疫がなかった方
（十分な量の抗体がなかった方）
は、
予防接種を受けてください。
十分な抗体があった方は予防接種は不要です。
予防接種の際は、
クーポン券と抗体検査の結果、
お住まいの住所が確認できる書類をお持ちください。

厚生労働省より 労働者・事業主の皆様へ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業
の労働者のうち、
休業中に賃金
（休業手当）
を受け取ることができなかった方に対して、
当該労働
者の申請により、
当支援金・給付金を支給いたします。
対象者
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者で
あること
●その休業に対する賃金
（休業手当）
を受けることができない方であること

マル経融資をご利用ください！
※令和2年4月1日より2年間

マル経融資は小規模事業者の方々の経営をバックアップするため、商工会議所の推薦により国（㈱日本政策金
融公庫）から無担保・無保証人で融資が受けられる公的制度です。
融資対象
・従業員数20人以下（商業・サービス業5人以下）の法人・個人営業の方
・商工会議所と経営相談（原則6ヶ月以上）をされ、事業の改善に取り組んでいる方
・最近1年以上、府中市内で事業を営んでいる方
・税金（所得税・法人税・事業税・住民税）を完納している方
・商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
融資限度額
2,000万円
融資期間

【令和２年度クーポン券の使い方】

問合せ先：042-368-6511(府中市福祉保健部健康推進課成人保健係)

所得税の確定申告や消費税に関するご質問・ご相談について、専門相談員（税理士・
本所記帳指導員）が個別にお受けいたします。ご活用ください。

無担保

昭和３７年度～昭和５３年度生まれの男性の皆様へ
自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。
あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、クーポン券を利用して
風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう！

（1,500万円を超える融資の申込については、
事前に事業計画書等を策定する
必要があります）

運転資金
7年以内
（据置期間1年以内）
設備資金 10年以内
（据置期間2年以内）
利
率
府中市の利子補給により、
令和2年4月1日より2年間の金利が実質0％！
（3年目以降は基準金利が適用されます）
詳細・お問合せ むさし府中商工会議所 中小企業相談所 TEL 042-362-6421

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)がサポート！
高校、
大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご融資額】お子さま1人あたり350万円以内
【金
利】年1.68％固定金利

※
「母子家庭」
「
、父子家庭」
「
、世帯年収200万円
（所得122万円）
以内の方」
または
「子ども3人以上
の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）
以内の方」
は年1.28％
（令和2年11月2日現在）

【ご返済期間】15年以内

※
「交通遺児家庭」
「母子家庭」
、
「父子家庭」
、
「世帯年収
、
２００万円
（所得１２２万円）
以内の方」
ま
たは
「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）
以内の方」
は18年以内

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保
証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
詳しくは、
「国の教育ローン」
で検索していただくか、
下記のコールセンターへお問い合わせください。
〔教育ローンコールセンター〕 0570-008656（ナビダイヤル）または(03)5321-8656

支援金額
休業前賃金の８割
（日額上限11,000円）
を休業実績に応じて支給。
休業前の１日当たり平均賃金×80％ ×（各月の日数
（30日又は31日） － 就労した又は労働者の事情で休んだ日数）
①1日当たり支給額
（11,000円上限）

②休業実績

申請方法
（労働者本人からの申請のほか、
事業主を通じて
（まとめて）
申請可）
郵送またはオンラインにて申請
必要書類等詳細はホームページをご確認ください。
申請期限
休業した期間が令和２年１０月１日～１２月３１日 → 令和３年３月３１日
（水）
締切
※令和２年４月～９月までの休業期間分については既に締め切られています。
詳細・お問合せ
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月～金8：30～20：00 / 土日祝 8：30～17：
１５
ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

地元応援商品券「ふちゅチケ」登録店のみなさまへ

換金期限にご注意ください！

あらかじめ決められた方法に基づき、
金融機関または会議所窓口にてお手続きください。

換金期限

令和３年３月19日(金) まで

※期限を過ぎてからの換金は一切できません。
※当商工会議所での換金は事前予約が必要です。お電話ください。

むさし府中商工会議所

TEL 042－362－6421

