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商工会議所が運営するネットを活用した"会員限定"の商取引支援サービス

全国26万会員が集まる「ザ・ビジネスモール」で、自社の強
みをPRし、販路開拓や取引拡大にご活用いただけます。

☑日本全国の企業とWEBマッチング
☑商談相手は全国の商工会議所等会員
☑応募・提案・成約に至るまですべて０円
☑外注先、仕入先が効率よく見つかる！

詳細はホームページをご覧ください。
ザ・ビジネスモール https://www.b-mall.ne.jp/

社労士は「人を大切にする
より良い企業づくり」をサポートします

社労士を
探してみませんか？
◀社労士の検索はこちらから

e-factory

会議室をもっと安心してご利用いただけるようになりました!
すべての会議室に、ウイルス対策を行っています。
会議やセミナーなど安心してご利用ください。

窓ガラス
国土交通大臣の認定を受けた、太陽
光のエネルギーを利用し、空気中のウ
イルスや菌、花粉、PM2.5などの有害
物質を除去してくれる技術を塗布。

二酸化炭素濃度測定器
二酸化炭素の濃度をリアルタイムで測定する
ことで、設定値を超えるとアラームが鳴り、
換気のタイミングが分かる機器を導入。

１階事務局には、
30分で100畳以上の空間の
ウイルス除去に効果のある、

空気清浄機を導入中！
経営のご相談時も
ご安心ください。

会議室は６ヵ月前から予約が可能です。企業での会議や研修、また一般の
方の打合せの場としてもご利用いただけます。
今後、ホームページ上で空き状況の確認や予約が可能になるシステムも準
備中！皆様がより一層使いやすくなるよう、改善をすすめて参ります。

むさし府中商工会議所 検索

ホームページ

社労士検索システム
東京　社労士

人と企業の「絆」を結ぶ。

東京都社会保険労務士会

感染症対策のため閉鎖していた東側入口を、４月より開放しました。
液晶パネルを設置しておりますので、検温のご協力をお願いいたします。
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◇◇◇ むさし府中商工会議所　令和４年度事業計画および予算が可決されました ◇◇◇

３月25日（金）、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「第2回通常議員総会」
を書面にて開催し、令和4年度の事業計画及び収支予算に関する審議について全会一致で
可決承認されました。

昨年度は、経営支援や情報発信等に加えて新たに会員事業所への「職域接種」やデジタ
ル版「ふちゅチケ」、商店街連合会と協力した「フーちゃんお買物券」、時短営業やテイクア
ウト販売に係る補助の実施など、商工会議所だからこそできる事業を実施して参りました。

令和4年度の事業計画につきましても、空き店舗対策における「家賃補助」や「職域接種
３回目」、「第60回府中市商工まつり」の実施などを皮切りに、融資や補助金の支援等、多く
の中小・小規模事業者の皆様の求める声に即した事業を展開して参ります。

新入社員募集中

令和４年度予算
会計名 収入・支出予算額

一般会計 130,781,000円
経営改善普及事業特別会計 167,355,000円
商工福祉事業特別会計 941,017,000円
商工会議所会館特別会計 68,190,000円
商工まつり事業特別会計 39,840,000円
退職給与積立金 7,824,000円

合計 1,355,007,000円

5月～8月の
主な事業予定

(感染症の状況により、中止や
延期になる場合があります） 5月 定期健康診断　 6月 第1回通常議員総会 ７月 会員親睦海釣りツアー 8月　商工まつり

◆府中市福祉保健部健康推進課より◆

「府中市健康応援ガイド」４月に全戸配布！
市では、令和4年度に実施予定のがん検診の

記事が掲載された「府中市健康応援ガイド」（申
込用紙入り)を４月に全戸配布しました。

その他、保健センター窓口の主な業務や、感
染症予防に関する情報が掲載されています。こ
の健康応援ガイドは、保存版となりますので、各
ご家庭で保存し、健康管理にご活用ください。

詳しくは、4月に全戸配布した「府中市健康応
援ガイド」でご確認ください。
＜詳細は市ホームページ＞
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/smph/
kenko/kenko/guide/kenkouannai.html
をご確認ください。
新生活スタート！！ 自炊を始めた人におすすめ。
パパっとおいしいバランスごはん生活始めませんか？

フライパンひとつで 簡単パスタ

材料 １人分
水 ４００ｃｃ
スパゲッティ ８０ｇ
塩 小さじ1/４
★パスタソース １人前
★ミートボール（市販）
※ウインナーやベーコン等でも可 １袋

★冷凍ほうれん草
※他の冷凍野菜（いんげん等）でも可 ４０ｇ

《作り方》
1 フライパンに水を入れて、沸騰させ、塩を入れる。
2 半分に折ったスパゲッティを1に入れて、表示の茹で

時間より1～2分短く茹でる。（途中、水分がなくなっ
てしまったら、湯を足す）

3 フライパンに少し水分が残るぐらいの時に、★を入
れて、和える。

パスタソースだけでなく、
たんぱく質源となるミートボールや

ビタミン・ミネラル源となる
野菜を加えると、バランスの

よい１品になります。

調理時間
10分

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

（株）府中ミルクセンター 様
（一社）全国牛乳流通改善協会 会長賞

受賞おめでとうございます！
（一社）全国牛乳流通改善協会が主

催する「第33回牛乳販売店優良事例
発表会」にて、府中市天神町の株式会
社府中ミルクセンター様が会長賞を
受賞されました。これは全国の牛乳
販売店の取り組みの中で、優秀な事
業所に贈られるものです。

同社は、常にお客様のことを考えた
取り組みをされてきました。そのうちの１つは、乳業メーカー６
社の商品を取り扱っている点で、好きな組み合わせを自由に選ぶ
ことが出来るため、お客様の幅広いご要望に応じています。更
には高齢者向けの「お食事宅配サービス」を実施し、外出しにく
い方の栄養面のサポートも担っています。

朝採り野菜の販売もある「日曜市場」の開催や、店舗の周辺に
季節の花を植えるなど、地域の方とのつながりを大切にしている
同社の今後益々の活躍が期待されます。

DATE
株式会社 府中ミルクセンター　府中市天神町２-１７-１

TEL 042-330-3921（受付時間：午前8時半～正午）

職域接種３回目を実施しました
本商工会議所の会員企業へ向けて実施してお

ります職域接種について、府中市医師会及び各
関係団体協力の下、４月６日・７日に３回目を実
施いたしました。189社600名が接種され、市
内中小企業のコロナ対策の一環として活用され
ました。

東京都議会議員へコロナ禍における中小企業・小規模事業者への
更なる支援について要望いたしました

先行き不透明な状況が続く中、厳しい経営環境に置かれて
いる中小企業・小規模事業者に対し、アフターコロナを見据え
た積極的な事業活動ができるよう本商工会議所議員の皆様よ
りご意見を募り、３月上旬に要望を提言いたしました。

市内事業者の皆様への支援が、市民の皆様の生活へも良い
影響となって届いていくように今後も尽力して参ります。

〇補助金や支援金等の拡充や更なる支援継続
〇コロナ対策融資の据置期間の更なる延長
〇原油、原材料高騰への助成金支援
〇デジタル化への企業支援補助並びにIT弱者への教育支援
〇キャッシュレス手数料の軽減への働きかけや支援
〇最低賃金への上昇抑制への働きかけや支援
〇公共事業における資材等の入手困難な状況に伴う納期の延長
〇労働者賃金を上げられるよう配慮した入札方針の検討
〇公共工事の更なる発注機会の拡大

●要望事項

中小企業の飲食店等向け 営業時間短縮に係る
感染拡大防止協力金の申請は４月27日(水)まで！

都内全域の飲食店等が期間中に実施した営業時
間短縮等への協力について、東京都より協力金
が支給されます。お忘れなくご申請ください。
〇対象

①東京都からの協力要請開始日（令和４年２月14日）
より前から、飲食店営業許可または喫茶店の営業許可を取得し、都内にお
いて飲食店等を営業していること。

②協力要請期間（令和４年２月14日～令和４年３月21日）まで、全面的に協力し
た中小企業・個人事業主等であること。

その他、詳細要件あり。必ずご確認ください。
申請に必要な書類や、詳細な要件についてはホームページをご確認ください。
ポータルサイト 　https://jitan.portal.metro.tokyo.lg.jp/  
コールセンター　 0570-0567-92　

受付時間　午前９時～午後７時

東京都

ホームページ

◀健康応援
ガイド詳細は
こちら
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西武多摩川線の多磨駅からほど近い
生花店「 三ツ葉屋」は、店主である高橋
さんが30年以上勤めていた多磨霊園
内の生花店「 大森茶屋」から供花などの
業務を引き継ぐ形で昨年４月にオープン
し、この度１周年を迎えられました。

お店のこだわりは、お花の鮮度。供花
との連携もあるため花の回転が早く、お
客様からは花が長持ちすると喜ばれることもある
といいます。また、色々な種類の花を見てもらい
たいとの想いから、珍しい花も多く取り扱っていま
す。花束やフラワーアレンジは作り置くことなく、
すべてお客様からの使いたい花やイメージを聞い
てから制作しており、センスの良い鮮やかな手腕
で作られたアレンジは、まるで贈る人の気持ちが伝
わってくるかのようです。

母の日や記念日、なんでもない日にも、１輪からラッピングをしてくれますので、
日常にお花を飾ってみてはいかがでしょうか。

「Fate」は“縁・運命”という意味から名付
けられたトリミングサロンです。今年の３月
２６日にオープンしたばかりの店内は新しく
ピカピカで、ハーブパックや泥パックなどメ
ニューも充実しています。長年トリマーとし
て実績を積んできた店主の室井さんは、カッ
トやシャンプーにおいても、まずは１頭ずつ
しっかりと向き合ったカウンセリングを行う
そうです。独立する際には、暮らしの中でのちょっ
とした相談にも乗りたいと犬の管理栄養士の資格
も取得されており、信頼してわんちゃんを預けるこ
とができます。

街を歩いていると、すれ違うわんちゃんの中に
は「こういう風にカットしてあげたら、もっと魅力が
出るのにな」と思うこともあるという室井さん。素のままでももちろん可愛いけれ
ど、「Fate に行けばこんなに変われるんだ！」と多くの人に思ってもらえるような
お店にしたいと張り切っています。

2021年の七夕にオープンした「くるみクロワッサン」は、
府中駅から徒歩8分の場所にあるパン屋さんです。２人
入ったらいっぱいになってしまう様なちいさなお店ですが、
店内には20種類以上のパンが並び、どのパンにしようか
迷ってしまう楽しさがあります。

店主の佐藤さんは、製パン・製菓のいくつかのお店で10
年ほど経験を積んで独立されました。現在は一人で仕込み
から焼き上げまで行っており、こだわりは国産小麦のみを使
用していることです。様々な種類の小麦で試行錯誤しなが
ら作ってきたお店の看板商品は、栄養豊富なくるみがゴロ
ゴロ入った「くるみパン」と、発酵バターで香り豊
かなパリパリ「クロワッサン」。早い時間に売り切
れてしまうこともありますが、一度は食べて欲しい
美味しさです。

気持ちの良い季節、ぜひパンを買いにお出掛け
ください!

ヴィーガンをコンセプトにしたカフェ「alohana 
vegan cafe and deli」は昨年の11月にオープン
しました。大きな窓の明るい店内には、ハワイの
雑貨がセンス良く並び、とても居心地の良い空間
となっています。

お店の一番人気は「ヴィーガンラーメン」。マ
ウイ島で人気の一品で、店主の灘谷さんはその
美味しさに衝撃を受け、日本での提供を決めたと
言います。動物性由来の食材を一切使わない味
噌味のラーメンは、干ししいたけや昆布などから抽
出した香り豊かなスープが美味しいと好評です。
また、府中や八王子など生産者の分かる安心食材
を使用したり、お米マイスターから玄米の一番美味
しい洗い方や浸水時間を学んだりと、いかに美味
しく提供できるかにこだわっています。
「ヴィーガン」というと厳しい線引きがあるのかと思われがちですが、難しく考

えず、これからの未来のために「一食だけでもこのお店で体と地球に優しい料理
を楽しんで欲しい」と、灘谷さんは語ります。　

ふと気が付くと、あの街角に、この道に、新しいお店が出来ています。

はじめてドアを開けるときの少しのドキドキと、それ以上のワクワクとした新鮮な気持ちを

ぜひ楽しんでみてください！今回は会員事業所の中から４店、ご紹介いたします。
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▲明るく居心地の良い店内

▼ヴィーガンラーメン 
　1,200円

DATE
alohana vegan cafe and deli （（株）EVER GREEN）
住　　所：府中市清水が丘2-46-3　  電　話：042-310-9303　
営業時間：午前10時～午後4時　　　定休日：月・火 インスタグラム インスタグラム

くるみクロワッサン

三
み つ ば や
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▲人気のクロワッサン 230円

▲使用している小麦粉も多数！

DATE
くるみクロワッサン
住　　所：府中市宮西町４－３－１
営業時間：午前１１時～午後６時（売切れ次第終了）  定休日：火・金

DATE
dog design Fate
住　　所：府中市片町1-15-3　　 電　話：080-8030-0173　
営業時間：午前9時～午後5時　　定休日：不定休 ※完全予約制

インスタグラム

▲黄緑色の看板が目印です ▲元気いっぱいのフラワーアレンジ

インスタグラム

DATE
三ツ葉屋
住　　所：府中市紅葉丘2-14-12　　電　 話：042-361-2049
営業時間：午前9時～午後6時（日・祝は午後5時まで）
定 休 日：木（祝日の場合は営業。臨時休業有）

▲店内は見学可能です
▲魅力を引き出す

カット技術
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◆補助対象
・府中市で事業を営む小規模事業者
・特定非営利活動法人　
・府中市に属する商店街組合、業種組合

◆補助率　補助対象経費の２/３以内　　上限30万円
◆対象となる取組例　

・新規顧客や認知度向上のための広告宣伝費　　
・集客力を高めるための店舗改装費
・販路開拓のための商談会、展示会への出展料
・新たな商品やサービス提供のための製造機器の導入費、

試作開発費
・ホームページ開設やネット販売システムの

構築などの費用
◆申請方法等 　

必要書類を本商工会議所へご提出ください。
第１回締切　　令和４年４月28日(木)
第２回目以降　毎月月末　※最終：令和４年11月30日(水)

◆詳細・お問合せ
詳細はホームページを必ずご確認ください。
むさし府中商工会議所　中小企業相談所
TEL　042-362-6421

市内産業の活性化および事業所支援を目的に、府中市内の空き店舗等を借りて、
新しく開業や支店の出店をする場合に限り、家賃の一部を補助いたします。

◇補助額　事業主負担の月額賃料の2/3以内（上限月額25万円）を
最大６ヵ月間補助　（令和5年3月末までの家賃支払い分）
※交付期間内に支払いが発生する賃料が対象（駐車場代、共益費は対象外）

◇補助要件
・府中市内で事業を行う法人、個人事業主であること
・利用する空き店舗の所有者および三親等以内の親族で

ないこと
・中小企業または小規模事業者であること
・通常１日のうち６時間以上営業し、かつ週５日以上

営業すること
・受給後も３年以上事業を継続する意思があること
・店舗が所在する地区の商店会に加入すること

（ない場合は商工会議所に入会）　　　　その他要件あり

◇空き店舗の要件　３ヵ月以上店舗・事務所として貸し出しされていないもの
◇申請期間　令和４年４月１日（金）～令和５年１月３１日（火）まで

※令和4年4月1日以前に店舗を開業している場合や、開業に伴
う工事を開始している場合は申請できません。

※予算に達し次第受付終了となります。
◇スケジュール

4/1以降

◇申請方法　必要書類をそろえ、本商工会議所へ提出
◇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
メール info@tama5cci.or.jp

府中市で利子の一部を補助している融資制度です。
市内に事業所があり、保証機関の信用保証を得る
必要があります。

内容 融資上限 金利 返済期間

小口事業資金 運転　1,250 万円以内
設備　1,500 万円以内 利率1.1％ 運転　 7年以内

設備 　10年以内

小口零細事業資金 運転・設備 1,250 万円以内 利率0.9％ 運転　 7年以内
設備 　10年以内

創業融資 運転・設備 1,000 万円以内 利率0.7％ 運転・設備 ７年以内

その他、「季節短期資金」「不況対策特別資金」「借り換え資金」あり。

会員限定 !
むさし府中商工会議所の推薦により、(株)日本政策金融公庫から無担保・
無保証人で融資を受けられる制度です。本商工会議所の会員かつ６ヵ月以
上の経営相談を行い、事業の改善に取り組んでいる必要があります。

内容 融資上限 金利 返済期間

マル経融資
運転・設備　2,000万円以内

※ 1,500 万円超の場合は別途一定の
要件があります。

利率 1.23％ 運転資金 7年以内
設備資金10年以内

☆対象・要件等の詳細はお問合せください。
むさし府中商工会議所　中小企業相談所　
電話　042-362-6421

検定名 試験日 受付期間 受験料

簿記
(１～３級) 6/1２(日) インターネット

受付
5/1１(水)

まで
1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

珠算
(１～６級) 6/26(日) 窓口受付

5/10(火)
～5/20(金)

まで

1級：2,340円
2級：1,730円
3級：1,530円

4～6級：1,020円

※土日祝日の窓口受付は行いません。
詳細・お申込み　
◆むさし府中商工会議所ホームページ「たまごネット」をご確認ください。

http://www.tama5cci.or.jp/chamber/kentei/index.php

検定試験情報 融資制度のご案内

府中市

商工会議所

空き店舗等対策　家賃補助事業　はじまります！

必要書類などの詳細は
ホームページでご確認
ください。

賃貸
契約

申請書
提 出 審 査 交付決定通知

の送付
３ヵ月に１回
賃料振込

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て補助金を受けられます！ ｢雇用保険法等の一部を改正する法律案｣が、令和４年３月３０日
に国会で成立しました。

保険料率等の詳細は、ホームページをご確認ください。

府中市小規模事業者販路開拓等補助金最大
30万円

令和４年度 雇用保険料率のご案内

●令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
●令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が

変更になります。
●年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意く

ださい。

むさし府中商工会議所 生命共済制度のご案内
経営者・役員・従業員の「もしも」や「まさか」に低廉な掛金で備えるこ
とのできる、商工会議所会員による会員のための相互扶助制度です。
事業所の福利厚生の整備・充実にお役立てください。

☑ 商工会議所会員のスケールメリットによる低廉な掛金で大きな保障
☑ 掛金は全額損金または必要経費に算入
☑ 業務外・業務内を問わず 24 時間保障
☑ 疾病や不慮の事故による死亡のほか、不慮の事故による

障がいやガンによる入院も保障
☑ １年ごとに収支計算を行い、剰余が生じたときは配当金

をお支払い
☑ 当商工会議所独自の見舞金・祝金制度あり

掛金や詳細についてはお問合せください。
むさし府中商工会議所　共済担当　TEL 042-362-6421

厚生労働省 雇用保険料率 検索


