
 

 

令和２年度 

弘前市プレミアム付商品券発行事業費補助金 

募集要領 

 

 

○募集期間 

令和２年７月２７日（月）から８月３日（月）まで 

○問い合わせ先 

弘前市 商工部商工労政課（商業振興係） 

住所 〒０３６－８５５１ 

青森県弘前市大字上白銀町１－１（前川新館５階） 

電話   ０１７２－３５－１１３５ 

ファクス ０１７２－３５－１１０５ 

 

 

 

令和２年７月 

弘前市商工部商工労政課  
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１． 事業目的 

組合・団体等が行う市内における消費を喚起するためのプレミアム付商品

券発行事業を支援することで、新型コロナウイルス感染症の拡大により悪化

した地域経済の回復と商店街等の振興を図る。 

 

２． 補助事業者 

市内に事業所を有するものであって、次に掲げるものとする。ただし、令和

２年度弘前市販促イベント事業費補助金交付要綱（令和２年弘前市告示第４

３０号）に基づき交付される補助金の交付を受けたもの又は受けようとする

ものを除く。 

 

(1) 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に定める
事業協同組合、協同組合連合会、協業組合及び商工組合 

(2) 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に定める商店街振興組合
及び商店街振興組合連合会  

(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法
律第１６４号）に定める生活衛生同業組合 

(4) 弘前商工会議所 
(5) 岩木山商工会 
(6) 前各号に掲げる団体及び市内に店舗を有する者で構成された団体 
(7) その他市長が必要と認める団体 
 

３． 補助事業 

２ 補助事業者が実施する市内における消費を喚起するためのプレミアム

付商品券を発行する事業 

 

４． 補助要件 

次に掲げる要件を全て満たす事業であること。 

 

(1) 事業参加店舗 
ア 市内の店舗であること。  
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７
号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。）でない者又は同条第
２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であ
ること。 
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(2) プレミアム付商品券 
ア 使用期間が発行日から令和３年１月３１日までのものであること。 
イ プレミアム率（商品券の販売価格に対するプレミアム分相当額の割合の

ことをいう。）が、３０％以下であること。 
ウ 購入者１人当たりの販売金額が、１万５，０００円以下であること。 
エ プレミアム付商品券を１冊にまとめる場合は、１冊あたりの金額が、５，

０００円以下であること。 
オ 使用期間が、発行日から６か月内であること。 
カ 補助事業者は、プレミアム付商品券の偽造や不正使用の防止に努めるこ

と。 
キ 商品券発行事業に係る約款を策定し、同約款に基づき発行するものであ

ること。 
ク 次に掲げるものの支払に使用できないものであること。 
（ア）不動産 
（イ）金融商品 
（ウ）たばこ 
（エ）商品券等換金性の高いもの 
（オ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提
供される役務 

（カ）国税、地方税、使用料等の租税公課等 
ケ 券面に次に掲げる事項が記載されたものであること。 
（ア）発行主体及びその所在地 
（イ）利用可能な金額及び期間 
（ウ）偽造防止のための通し番号 
（エ）釣銭対応 
（オ）紛失、盗難等の免責 
（カ）利用ができない商品 
（キ）取扱店舗 
（ク）使用店舗欄 
（ケ）プレミアム付商品券発行事業に係る約款の存在 
（コ）市の補助事業であること 

 

５． 補助対象経費 

補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げる

ものとする。 

 

(1) プレミアム付商品券の換金額のうちプレミアム分相当額 
 

(2) 次に掲げる事務費 
賃金、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、物品借上費、会
場借上費、会場設営費、委託費、手数料、その他市長が必要と認める経費
（食糧費及び備品購入費を除く。）。 
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（具体例） 
経費区分 具体的な経費 

プレミアム分 プレミアム付商品券の換金額のうち、プレミアム分相
当額 
※プレミアム分以外の券面額及びプレミアム分の未
換金商品券は補助対象外 

事 
務 
費 

賃金 補助事業実施に伴う臨時的な雇用に係る人件費 
印刷製本費 商品券発行に係る印刷費 
広告宣伝費 チラシ、ポスター、ステッカー等のデザイン費及び印

刷費 
新聞折込料、広告掲載費、看板作成費、のぼり旗作成 
費 

その他 事業実施に係る郵送代、消耗品の購入費等 
 

６． 補助金額 

次の各号に掲げる額の合計額とする。 
 

(1) プレミアム分相当額（補助率：１０／１０） 
商品券販売額の総額に換金率（販売済プレミアム付商品券の額面金額の総

額のうち、換金されたプレミアム付商品券の額面金額の総額の割合をいう。
小数点第３位以下は切り捨てる。）を乗じて得た額にプレミアム率を乗じて
得た額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨
てた額）。ただし、事業参加店舗数に応じ、次の表に掲げる補助上限額を上
限とする。 

事業参加店舗数 補助上限額 
２０店舗から５０店舗まで １，５００万円 
５１店舗以上 ３，０００万円 

 
（プレミアム分相当額の計算例） 

商品券販売額の総額が１，０００万円（プレミアム率３０％・額面金額
の総額で１，３００万円・プレミアム分相当額が３００万円）の商品券を
販売し、うち１，２９０万円が換金された場合、プレミアム分相当額（補
助金額）は、２，９７６，０００円となる。 
（計算式） 
商品券販売額の総額（１，０００万円） 
×換金率（１，２９０万円÷１，３００万円≒９９．２３％） 
×プレミアム率（３０％） 
＝プレミアム分相当額（２，９７６，０００円） 

 
(2) 事務費（１０／１０） 

補助対象経費の実支出額の合計額。ただし、事業参加店舗数に応じ、次の
表に掲げる補助上限額を上限とする。 

事業参加店舗数 補助上限額 
２０店舗から５０店舗まで １００万円 
５１店舗以上 ２００万円 
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７． 申請から交付決定までの流れ 

(1)実施計画検討 
商品券の発行額、プレミアム率、実施時期、事業参加店舗数等を関係者と

調整し、事業計画を立案してください。 
(2)見積書の取得 

事業計画を基にして、明細付見積書を取得してください。なお、補助事業
を行うために工事の施工、物品の購入等をする場合は、市内業者（市内に本
店を有するものに限る。）に発注してください。 

(3)事前相談 
実施する事業の構想及び予算が明確になったら、市に相談してください。 

(4)申請書類作成及び申請 
申請書類を作成し、必要書類が揃っているかを確認の上、商工労政課へ提
出してください。【提出期限：８月３日（月）午後５時】 

(5)申請書類審査 
申請書受付後、市で審査を行います。また、必要に応じて、申請書類の記

載内容等について申請者へ確認します。 
(6)交付決定（概算払） 

書類審査後、申請内容が適切と認められる場合は、予算の範囲内で補助金
の交付を決定します。また、必要に応じて概算払いすることも可能です。 

(7)事業実施 
交付決定後、事業を実施してください。申請書記載の予算額や内容を一部

変更する場合、変更交付申請が必要となる場合があります。変更前に商工労
政課に相談してください。 

(8)状況報告 
毎月終了後１０日以内に、下記の書類を作成の上、商工労政課へ提出して

ください。 
書類名 

令和２年度弘前市プレミアム付商品券発行事業費補助金事業遂行状況報
告書（様式第１０号） 

(9)実績報告 
事業完了後３０日以内に、実績報告書類を作成の上、商工労政課へ提出し

てください。 
(10) 実績報告審査 

実績報告書類の受領後、実施した事業内容が適正だったかについて、市で
審査を行います。 

(11) 交付確定 
実績報告書類の審査後、市が補助金の交付を確定します。実績報告に基づ

き、補助金を減額することもあります。 
(12) 補助金の精算 

概算払で補助金を支払済みの団体は、補助確定額に応じて、補助金の返納
または追加の支払を行います。 
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８． 申請方法 

下記の募集期間内に必要な書類を作成し、商工労政課へ提出してください。 
〇募集期間 
 令和２年７月２７日（月）から令和２年８月３日（月）まで 
〇提出書類 
 以下の書類を提出してください。 
 書類名 
１ 令和２年度弘前市プレミアム付商品券発行事業費補助金交付申請書

（様式第１号） 
２ 事業計画書（様式第２号） 
３ 収支予算書（様式第３号） 
４ 資金収支計算書（様式第４号） 
５ 定款又は規約の写し 
６ 総会等で承認された直近年度の事業報告書及び決算関係書類 
７ 総会等で承認された直近年度の事業計画書及び収支予算書 
８ 事業参加予定店舗名簿 
９ 事業に係る積算明細書及び見積内訳書 
10 商品券発行事業の約款の写し 
11 その他市長が必要と認める書類 
※様式及び商品券発行事業の約款（例）は、市ホームページからダウンロー
ドできます。 

 

９． 交付申請後の流れ 

(1) 申請書受付後、審査を行い、採択した事業について補助金の交付決定を
行います。 

(2) 交付決定通知の日付以降に、事業を開始してください。 
(3) 申請時の事業内容（事業スケジュール、購入物品の種類や数量、事業参
加店舗等）に変更が生じる場合は必ず商工労政課へ事前に相談してくださ
い。変更交付申請が必要になる場合があります。 

(4) 事業完了後、３０日以内に実績報告書等を商工労政課へ提出してくださ
い。なお、令和３年２月２６日（金）が最終期限になります。 

(5) 実績報告書等の審査を行い、交付する補助金額を確定します。 
(6) 補助金は、原則として補助金額の確定後に支払いますが、資金に余裕が
ないなど予め補助金の支払いを受ける必要がある場合は、概算払いを利用
できます。詳細は担当までお問い合わせください。 

(7) 交付決定に当たり、実施方法について市が条件を付す場合があります。 
 

１０． 変更交付申請 

申請時の事業内容（事業スケジュール、購入物品の種類や数量、事業の加盟
者等）に変更が生じる場合は必ず商工労政課へ事前に相談してください。変更
交付申請が必要になる場合があります。 
以下の場合は、変更前に変更交付申請が必要になります。 
(1)事業スケジュール（事業実施期間、事業完了日など）の変更 
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(2) 購入物品の種類や数量の変更 
(3) 交付申請時に計上しなかった補助対象経費の追加 
(4) 事業の実施方法の変更（例：事業の周知チラシの折込範囲、回数の変更
など） 
 
なお、変更交付申請の際に以下の書類を提出してください。 

書類名 
令和２年度弘前市プレミアム付商品券発行事業費補助金事業変更承認申請
書（様式第５号） 
 

※変更交付申請により、原則補助対象経費総額を増額しても、補助金額は、

交付決定額から増額できません。 

 

１１． 実績報告 

実績報告の際に以下の書類を提出してください。 
 書類名 
１ 令和２年度弘前市プレミアム付商品券発行事業費補助金事業完了（廃

止）実績報告書（様式第１１号） 
２ 事業実績書（様式第１２号） 
３ 収支決算書（様式第１３号） 
４ 事業参加店舗名簿 
５ 店舗別商品券換金状況報告書（様式第１４号） 
６ 商品券プレミアム分補助対象経費計算表（様式第１５号） 
７ プレミアム付商品券の換金が確実に行われたことを証する書類 
８ 補助対象経費に係る請求書（請求明細付きのものに限る。）及び領収書

の写し 
９ 制作物（チラシ現物、商品券の見本、ポスター等） 
10 商品券販売の状況が確認できる写真 
※様式は、市ホームページからダウンロードできます。 
 

１２． 補助事業者の義務 

(1) 商品券が適切に管理されていたかについて、市等の監査を受ける場合が
あります。各事業参加店舗において商品券の販売帳簿、利用帳簿を作成し、
商品券の換金及び振込みが行われたことを証する書類を保存するなど、商
品券の利用について適切な管理をお願いします。 

(2) 商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、使用済の商品券がどの店舗で
利用されたか分かる措置を講じてください。 

(3) 補助対象事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとと
もに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類、並びに使用済商品券を補
助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了した日から５年間（令和
８年３月３１日まで）保存してください。 
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１３． その他 

プレミアム付商品券の販売は、市民を対象とするものとし、新型コロナウ
イルスの感染予防の観点から「密閉」「密集」「密接」の３つの密を避け、適
切な感染防止策（複数の販売場所や販売日の設定、販売場所の入退場時の制
限や誘導、待合場所等の設置による密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、
室内の換気等）を講じること。 


