1

令和２年５月２日（土）発行

第273号

協力：e-factory

（4月22日時点）
経済産業省 持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支え
し、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付額

法人

東京都 感染拡大防止協力金
感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面協力
した中小の事業者に対し、協力金が支給されます。
支給額

200万円

個人事業者 100万円

※ただし、昨年１年間の売上からの減少分を上限とします
■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入） － （前年同月比▲50％の月の売上×12ヶ月）
※昨年創業した方などに合った対応についても検討中
支給対象
○新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50％以上減少している方
○中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対
象となります。
申請期間
補正予算の成立後、１週間程度で申請受付開始
電子申請の場合は、申請後２週間程度で給付予定
申請方法
Ｗｅｂ上での申請を基本とし、必要に応じ感染症対策を講じた上で、
完全予約制の申請支援（必要情報の入力等）を行う窓口が順次設置されます。
相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570－783183 (平日・休日９時～17時)
申請に必要な事項の詳細は、４月最終週を目途に確定・公表されます。
経済産業省のＨＰにてご確認ください。

50万円 （2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円）
対象

○「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受
けた施設を運営する中小企業および個人事業主
※休止要請等の対象になる施設については、東京都総務局ＨＰをご確認ください。
※緊急事態措置以前に開業しており、営業の実態があること

○緊急事態措置期間中（令和２年４月11日～５月６日まで）に休業等の要請等に
全面的にご協力いただいた中小企業および個人事業主
※食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時～翌朝５時までの夜間時間帯の営業
自粛に向けた営業時間短縮すること（終日休業含む）
※全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行うことを基本
とし、少なくとも、令和２年４月16日～５月６日までの期間において休業（食事提供
施設は営業時間短縮）すること

申請期間

令和２年６月15日(月)まで

申請方法

専用ホームページからの申請、または郵送・持参

コールセンター

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
03-5388-0567（平日・休日９時～19時）

お手続き等詳細は ポータルサイトをご確認ください

個人事業主・フリーランス・中小企業向け

雇用維持と事業継続のための資金繰り支援等のご案内
事業継続のための運転資金が心配
■日本政策金融公庫等で実質無利子・無担保の融資が受けられます
※対象は、最近１ヶ月の売上高が前年または前々年比で一定以上減少した方

■民間金融機関で最大３千万円の実質無利子・無担保の融資が受けられます
※対象は、セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証の認定を受けた方

過去に借り入れた資金の返済が負担
■日本政策金融公庫等の過去の借入れを一部実質無利子で借換できます
※実質無利子化の限度額は最大１億円。
借換えの限度額(新規融資と借換えの合計額)は３億円

雇用を維持したいが給与の支払いが心配
■従業員の賃金等を最大９/10助成されます

税や社会保険料、電気・ガス料金の支払いが心配
■基本的に全ての税の納税を猶予できます
■厚生年金等の保険料の納付を猶予できます
■電気・ガス料金の支払いを猶予できます
各種詳細は経済産業省ＨＰに掲載されているパンフレット
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
をご確認ください。

緊急事態宣言の発令により、「ステイホーム」「おうちで過ごそう」という意
識が高まっている中、テイクアウトやデリバリーの需要が増えてきています。
むさし府中商工会議所および府中市商店街連合会で
は、他団体とも連携し、市民への安全で美味しいお食
事の提供と、市内飲食店・小売店の力に少しでもなる
よう、お弁当や宅配可能な食品（テイクアウト・デリバ
リー）を扱っているお店の情報を公開いたします。
ぜひ色々なお店をご利用いただき、おうちで新規開拓
を楽しんでみませんか。
下記より情報をチェック！
○ むさし府中商工会議所 ホームページ「たまごネット」
○ Ｊ：COM ＴＶ(デイリーニュース)番組内にて紹介
(毎日２回放送 14：00～/18：00～)
○（一社）まちづくり府中 アプリ「けやき日和」
ダウンロードについてはホームページご確認ください▶
○ Code for Fuchu ホームページ「府中お弁当プロジェクト」
ホームページご確認ください▶
掲載されたい市内事業所の方、随時募集しています！
むさし府中商工会議所ホームページよりお申込みください。
お問合せ むさし府中商工会議所 事業課 TEL 042-362-6421
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去る２月27日、公益財団法人の食品等流通合理化促進機構が主催する
「第29回優良経営食料品小売店等表彰事業」(後援：農林水産省、日本経済
新聞社、日本政策金融公庫)において、(有)柏屋が農林水産大臣賞を受賞さ
れました。
この表彰は、独創的な経営技術を駆使し、優れた経営成績を上げている全国の中小
食料品小売店等から選出されるもので、主催の前身団体から数えると、令和元年度
で43回目となる伝統ある賞です。
同社は、1789年に創業した歴史の深い酒販店で、「和と古」をテーマにした店
舗づくりと季節ごとの催事の開催を行っています。利酒師やワインアドバイザー
等の資格保有者も多数在籍し、自分の好みに合うお酒の

ＤＡＴＥ
有限会社 柏屋
代表取締役 田中 勝彦

アドバイスを受けられることに加えて、焼酎などの量り

所在地：府中市緑町2-12-21

売りを行っている点など、様々な工夫が総合的に評価され

電

今回の受賞に繋がりました。おめでとうございます！

話：042-361-2008

株式会社 青木屋 様が
全国推奨観光土産品審査会 入賞されました！

さくら市場館（株式会社 さくらコマース）様が
お弁当・お惣菜大賞2020 入賞されました！

全国観光土産品連盟と日本商工会議所が共催する「第60回全国推奨

（一社）全国スーパーマーケット協会主催「お弁当・お惣菜大賞2020」

観光土産品審査会」において、
（株）青木屋が全国商店街振興組合連合

の「のり弁当部門」において、さくら市場館（（株）さくらコマース）が応募

会理事長賞を受賞されました。

数3,022件の中から優秀賞を受賞されました。

受賞した商品は「東京ミニバーム武蔵野日誌 チョコ・ホワイト ８個入」。

受賞したのは「さくらののり弁」。メインとなる海苔に佃煮加工をし、そ

一層一層ていねいに焼き上げられた手のひらサイズのミニバームは同社

の上に絶妙な焼き加減のさくら市場館名物・ぽっちゃりサーモンの西京焼

の看板商品です。今回の受賞以外にも、モンドセレクション国際金賞を３

きをのせた「のり弁」は、彩りや盛り付け方など細部に渡って工夫が凝ら

年連続受賞される等、その人気は絶えることがありません。

されています。多くの方が携わって開発した逸品。おめでとうございます！

おめでとうございます！

ＤＡＴＥ

ＤＡＴＥ

さくら市場館府中フォーリス店

株式会社 青木屋

（株式会社 さくらコマース）
代表取締役社長 全 彰 碩
所在地：府中市宮町1-41-1
フォーリス地下1階
電 話：042-364-1818

代表取締役 多久島 治
所在地：(本社)府中市南町6-12-1
電 話：042-368-3009

経営にお悩みの方へ

中小企業活力向上プロジェクトネクスト

企業を取り巻く環境が厳しいこの時代、企業体質の強
化は急務です。本プロジェクトでは、中小企業診断士に
よる経営診断により、経営者の「気づき」を引き出すこ
とが可能です。ぜひご活用ください。

戦略・経営者
財務管理

② 人材確保
マーケティング

経営診断チェック

商工会議所の経営指導員と中小企業診断士が、経営の現状分析と課題抽出を行い
ます。
専門家に無料でアドバイスを受けられます！
経営診断で判明した課題解決のため、必要な専門家を派遣し、相談・助言・指導
等を行い、成長発展に向けた事業計画の策定・実行を支援します。

③ 販路開拓
組織・人材

運営管理

フォローアップコース

危機管理・社会環境・知財管理

お問合せ：本所 中小企業相談所まで ℡ 042-362-6421

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
各イベント等について中止・延期が決定されています
イベント名

日程

最大5回まで

その後も必要に応じてフォローします！
アシストコースで事業計画を策定した企業が、新たに判明した課題に対して、必
要な専門家を派遣し・相談・助言・指導等を行います。

本商工会議所および主な市内イベント等について

分類

最大9回まで

アシストコース

３つのポイントと分野ごとにアドバイス！
① 生産性向上

流れ

対応

神事のみ実施

市内イベント

くらやみ祭

4月30日～5月6日 ※一般観覧できません

商工会議所事業

５月定期健康診断

5月7・8・11～15日
26～29日

中止

市内イベント

第39回わんぱく相撲府中場所

5月24日

中止

市内イベント

第９回府中流鏑馬

5月31日

中止

商工会議所事業

第155回簿記検定

6月14日

中止

商工会議所事業

第219回そろばん(珠算）検定

6月28日

中止

商工会議所事業

第86回リテールマーケティング(販売士)検定

7月11日

中止

商工会議所事業

第60回府中市商工まつり

8月7～9日

中止

市内イベント

けやきフェスタ2020「よさこいin府中」

8月22～23日

中止

上記以外にも、中止や変更になったイベントがございます。詳細は各主催団体にお問い合わせください。

本商工会議所貸会議室の貸出中止について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
下記期間、全会議室の新規貸出を中止させていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
期間

令和２年４月13日(月) ～ 8月31日(月)まで(予定)

※緊急事態宣言期間（～ 5 月 6 日）以降の上記期間に既にご予約をいただいている方に
つきましては、ご利用できます。
（ただし、緊急事態宣言が延長された場合は、それに
準じてご利用できなくなる可能性があります。
）

また、下記会議室の年内の貸出につきましても、中止いたします。
対象会議室
２階
大会議室 / 第１特別会議室
期間
令和２年9月1日(火)～12月末日まで

/

第４特別会議室

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
お問合せ
むさし府中商工会議所

総務課

TEL

042-362-6421
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「新型コロナウイルスの影響に関する緊急アンケート」集計結果
調査期間

令和2年3月19日～27日

当商工会議所では、会員事業所２，
５７４件へ向け新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う企業経営への影響について、緊急アンケートを
実施致しました。４１１事業所から回答を頂き、回答率は１５．
９％でした。
回答につきましては下記のとおりとなります。ご協力いただきました皆さまにはお礼を申し上げると共に、今後の対策等に尽力して参りた
いと思いますので、ご相談ください。
１．新型コロナウイルス流行による経営への影響
内容

４．新型コロナウイルスの対応で今後検討している対策
（複数回答可）

回答数

①影響がある

167

②長期化すると影響がある

185

③影響はない

40

④無回答

19

内容

２．「影響がある」「長期化すると影響がある」と
回答した方の具体的な内容（複数回答可）
内容

回答数

①売上の減少

213

②資金繰りの悪化

97

③予約や受注のキャンセル

92

④国内の仕入れ遅延または減少

77

⑤海外からの仕入れ遅延または減少

64

⑥取引先の事業停止や倒産

61

⑦その他

①マスク・消毒等の励行
②従業員への注意喚起
③会議やイベント等の延期・中止
④不要不急の出張の延期・中止
⑤資金調達
⑥対応マニュアルの作成
⑦時差出勤
⑧未だ実施なし
⑨在宅勤務・テレワークの導入
⑩その他

310
273
123
78
41
41
40
37
30
74

174

②従業員への注意喚起

134

③資金調達

101

④会議やイベント等の延期・中止

75

⑤不要不急の出張の延期・中止

66

⑥実施予定なし

38

⑦対応マニュアルの作成

34

⑧在宅勤務・テレワークの導入

27

⑨時差出勤

16

⑩その他

99

内容

３．新型コロナウイルスの対応で既に実施している対策
（複数回答可）
回答数

①マスク・消毒等の励行

５．府中市独自の経済対策（プレミアム付商品券等）の必要性

102

内容

回答数

回答数

①必要

201

②必要でない

157

③その他

32

④無回答

21

アンケートでは、「資金調達」や「雇用の維持」など企業・
従業員・お客様を守るためにどのような手段があるか模索
し、苦悩する様子が見て取れました。企業に必要な支援策
は、日々更新されています。1頁・4頁に掲載していますの
で、ぜひご活用ください。この苦境を乗り切れるよう出来
る限りお手伝いいたします。

飲食店の皆様へ
2020年４月より東京都受動喫煙防止条例が全面施行となりました。

令和２年４月１日より

自転車損害賠償保険等の
加入が義務化されました！

対策はお済みですか？

東京都では、条例を改正し、自転車利用中の
事故により他人にケガをさせてしまった場合
などの損害を賠償できる保険等への加入が義
務となりました。

従業員がいない
中小企業

従業員がいる
中小企業

100㎡以下の既存店

自転車利用者・保護者
本人または未成年のお子さんが、自転車の利用によって生じた他人の
生命または身体の損害を賠償する自転車損害保険等に加入しなければ
なりません。

店内禁煙

過熱式タバコ
専用室を設置
（飲食可）

喫煙専用室を設置
（飲食不可）
第二種施設

第二種施設

タバコ OK

自転車を業務で使用する事業者
業務中の自転車利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償
する自転車損害保険等に加入しなければなりません。これは事業者が、
事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。

自転車での高額加害事故も発生しています！
既に加入している保険等に付帯されている場合もあるので、加入状
況をチェックしてください。
自転車損害賠償保険等の種類など詳細は、東京都交通安全課のＨＰ
をご確認ください。
東京都

保健所に届出

自転車利用中

保険

検索

都特定指定飲食提供施設

完全禁煙

敷地内に
喫煙場所を設置

シガーバー・スナック許可
①タバコ出張 ( 対面 ) 販売許可を取得
②乾き物程度の飲食
③タバコの煙が流失しない
基準をクリア
④ 20 才未満は従業員、客入店 NG
喫煙目的施設

規制内容の詳細に関しては、東京都福祉局発行の「受動喫煙防止対策施設管理者
向けハンドブック」でご確認いただくか、多摩府中保健所または東京都モクモク
ゼロダイヤル（0570-0690690）にお問合せください。
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無担保

無保証人 金利1.21% →0％

※令和2年4月1日より2年間

マル経融資をご利用ください！

独自の
府中市
1弾！
施 策第

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
融資期間
利

2,000万円

運転資金
設備資金

7年以内(据置期間１年以内）
10年以内(据置期間２年以内）

（上記以降は基準金利が適用されます）

必要書類の準備、

審査会の

経営指導員の聴

開催

き取り調査

日本政策金融公
庫の審査を経て、
融資実行

主な必要書類

（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）

令和4年3月末までの金利が0％！
率 府中市の利子補給により、

独自の
府中市 弾！
2
施策第

会議所への相談
（融資に限らず、経
営等の相談実績が
６ヵ月以上ある）

法人の方

個人事業主の方

①前期・前々期の決算書及び確定申告書(控)
のコピー、決算後６ヵ月以上経過の場合
は最近の試算表のコピー
②法人税、
事業税、
市都民税の領収書のコピー
③登記事項証明書又は履歴事項全部証明書
(いずれも３ヶ月以内のもの)
④設備資金お申込の場合は見積書、
カタログ等
⑤借入金のある場合は返済明細書のコピー

①前期・前々期の青(白)色決算書(控)のコピー
及び確定申告書(控)のコピー、
決算後６ヵ月
以上経過の場合は最近の試算表のコピー
②所得税、事業税、市都民税の領収書(控)の
コピー
③設備資金お申込の場合は見積書、
カタログ等
④借入金のある場合は内容がわかる明細書
等のコピー

★その他、日本政策金融公庫の「 新型コロナウイルス感染症特別貸付」もございます。
ご相談ください。

府中市小規模事業者販路開拓等補助金

■ 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、30万円を上限に
補助金(補助率：2/3)が出ます

◆府中市福祉保健部健康推進課より◆

新型コロナウイルスを予防しましょう！
新型コロナウイルス感染症などの感染症予防のため
にも、
咳エチケットや手洗いなどを徹底し、
ウイルスの
感染を防ぎましょう。

■ 計画の作成や販路拡大の実施の際には、商工会議所の指導・助言が受けられます
■ ただし、府中市内の事業者への発注に限ります

対象となる取り組みの例

★対策のポイント★

①広告宣伝

季節性インフルエンザと同様に手洗いや咳エチケッ
トなどの感染症対策が有効です。

新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布、
店舗の認知度向上を目的とした看板の設置

・流水と石鹸による手洗いを頻回に行いましょう。特に外出した後や咳
をした後、口や鼻、目等に触る前には手洗いを徹底しましょう。

②集客力を高めるための店舗改装

幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化

③商談会・展示会への出展

新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

④新たな商品・サービス提供のための製造機器の導入、試作開発の実施

３Ｄプリンターを導入し、新商品の開発、原材料を購入して新製品・商品の試作開発

⑤ＩＴを活用した広報や業務効率化

ホームページの開設やネット販売システムの構築、管理システムの導入

補助率

補助対象経費の2/3以内

補助額

上限30万円

・換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をす
る密接場面等、できるだけ人混みの多い場所を避けましょう。持病が
ある方、ご高齢の方は、より一層注意して下さい。

★相談窓口★
①新型コロナコールセンター（東京都）

対象者
・東京都府中市で事業を営んでいる小規模事業者
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
・東京都府中市に属する商店街組合、府中市内に属する業種組合

詳細については 本商工会議所
い合わせください。

・咳をする場合には口や鼻をティッシュで覆う等の咳エチケットを守
り、周りの人への感染を予防するため、サージカルマスクを着用し、
人が多く集まる場所は避けましょう。

中小企業相談所（TEL 042-362-6421）までお問

厚生労働省専用HP：
新型コロナウイルス
感染症についてQRコード▶

電話：0570-550-571
受付時間:9時～21時（土日祝日も実施)
対応内容:感染の予防に関すること、心配な症状（微熱や軽い咳など）が
出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症に関する相談

②厚生労働省電話相談窓口

電話：0120-565653
受付時間：9時～21時(土日祝日も実施)

むさし府中商工会議所 休業補償プラン

問合せ： TEL

経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、
休業前の所得と公的補償の差額をカバーするプランです。

042-368-6511（健康推進課成人保健係）

※市では、令和 2 年度に実施予定のがん検診や成人歯科健診等の記
事が掲載された「府中市健康応援ガイド」
（健（検）診申込用紙入り）
を４月に全戸配布しました。
ぜひご確認ください。
令和２年度

○新型コロナウイルス感染症による療養にも対応！
○入院中のみならず自宅療養期間中の就業不能も補償
○就業外での病気・ケガ、天災（地震・噴火・津波など）による
ケガにも対応
詳細・お問合せ
むさし府中商工会議所 ＴＥＬ 042-362-6421
または、取扱い保険会社（あいおいニッセイ同和損害保険㈱ /

健康応援ガイドQRコード▶

三井住友海上火災㈱ / 東京海上日動火災保険㈱ / 損害保険ジャパン日本興亜㈱）まで

春の東京競馬開幕

東京競馬場

25
東京競馬場では4月22日(土)から6月28日(日)までの間、毎週土・日曜日に競馬を開催いたします。
ＪＲＡは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2/29(土)以降の中央競馬について、当面の間、
開催競馬場へのお客様の入場をお断りして実施（いわゆる「無観客競馬」)しております。(4/10現在)
東京競馬期間中の開催情報につきましては、JRAホームページ

→

よりご確認ください。

《春の５週連続ＧⅠ競走》

2019年日本ダービー
優勝 ロジャーバローズ

5/10（日）
5/17（日）
5/24（日）
5/31（日）
6/ 7（日）

NHK マイルカップ
ヴィクトリアマイル
オークス
日本ダービー
安田記念

ネット投票サービスでどこでも馬券が買える
即ＰＡＴ 会員募集中！
○入会金・年会費無料 ○申し込んだその日に利用可能
○申し込みはパソコン・ケータイ上で完了
○地方・海外競馬の馬券も購入できる ○土日も入金・出金できる

