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平成２７年度 「キラリ☆平塚プレミアム商品券」事業報告書 

 

１ 事業概要  

（１） 目的 

国の｢地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）｣によ

り、キラリ☆平塚プレミアム商品券事業（以下「事業」という。）を実施し、市民(消費

者)の生活支援に資するとともに、市内における消費拡大を図り、商業振興に繋げるこ

とで、地域経済の活性化を促進する。 

（２） 事業形態 

 ・ 主催：平塚市（平塚商工会議所に業務委託） 

 ・ 共催：平塚商工会議所・平塚市商店街連合会・平塚市料理飲食業組合連合会 

 

２ 商品券の概要 

（１） 発行総額  828,000,000円 

 

（２） 発売金額  10,000円（１冊あたりの単価）で 69,000冊発売 

（３） 内容    利用金額は、プレミアム分として 20％（2,000円）を上乗せた 12,000円 

1,000円券を 12枚綴り（中小商店券 6枚、中小商店･大型店共通券 6枚） 

 

３ 販売  

（１） 申込 

① 一般販売  

・ 専用の応募ハガキによる事前申込制とし、申込多数の場合は抽選とした。 

・ 対象は、平塚市民に限定。 

・ 購入限度は 1人につき 5冊まで。かつ、1世帯（同一住所）で最大 3人分の 15冊まで 

  ② 優先販売（子育て支援策） 

・ 中学生以下の子どもがいる子育て世帯には、「一般販売」とは別枠で、子ども１人につ

き１冊を優先購入権（無抽選）として付与した。（子育て世帯には、通知にて周知した） 

    （内訳） 

    一般販売 子育て世帯 

件数 冊数 世帯数 冊数 

対象   20,643世帯 33,412冊 

申込 22,296件 90,828冊 7,785世帯 12,873冊 

実績 14,209件 ① 56,720冊 7,410世帯 ② 12,280冊 

    ① ＋ ② ＝ ６９，０００冊 

発売総額   690,000,000円 

プレミアム分 138,000,000円 （国交付金を充当） 
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（２） 販売方法 

・ 販売期間  平成 27年 10月 1日（木）～12月 3日（木）（通算期間） 

・ 販売場所  市内 38か所（信用金庫の本支店、農協の支所支店、商工会議所、商店 

街連合会事務所、市商業観光課） 

・ その他   優先販売の売れ残りは一般販売にまわした。 

一般販売と優先販売で引き換えに来ずに売れ残った商品券は、1回目の

抽選で落選した一般販売の市民の中から再抽選して、引換販売を行った。

再度売れ残った商品券は、同様の手法を繰り返し、５回目で完売した。 

 

４ 商品券の利用方法と実績 

（１） 利用期間   平成 27年 10月 1日（木）～平成 27年 12月 31日（木） 

（２） 取扱店    登録店舗数は 848社（店）。市内にある小売業・飲食業、サービス業等 

（３） 使用実績   825,472,000円（利用率 99.7％ 〈販売総額 828,000,000円〉） 

 

５ 事業効果 

（１） 測定方法等 

ア 購入者アンケート 

・ 購入者に対するアンケート調査結果を基に消費喚起効果を推計した。 

・ 調査期間は、平成 27年 12月 4日（金）～平成 28年 1月 8日（金） 

・ 調査対象者は 1,000人。うち回答のあった件数は 433人 

 

イ 事業者アンケート 

・ 商品券取り扱い事業者に対するアンケート調査結果を基に消費喚起効果を推計した。 

・ 調査期間は、平成 28年 7月 22日（金）～平成 28年 8月 8日（金） 

・ 調査対象者は、参加店舗 848店（社）のうち、商品券の使用された 443店（社）。 

  回答のあった件数は 210店（社） 

 

（２） 消費総額及び消費喚起総額 

     アンケート調査の回答から、「普段の買い物」と「商品券の入手のきっかけとなった

買い物」の割合を算出し、換金総額をその割合で案分することにより、消費総額と消費

喚起総額を推計した。 
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（1,000 円未満切り捨て） 

項目 支払金額 

普段の買い物に使われた商品券          （Ａ） 630,875,000 円 

商品券の入手がきっかけと

なった買い物 

商品券での支払い   （Ｂ） 194,590,000 円 

同時に支払った現金等 （Ｃ） 140,099,000 円 

 

■ 消費総額    965,564,000円  ※（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）   

     ■ 消費喚起総額  334,689,000円    ※（Ｂ）＋（Ｃ） 

  

      

 

◆ 消費喚起効果は、プレミアム分の 2.43倍  （ 消費喚起総額 ／ プレミアム分 ） 

【イメージ図】

（換金額）

（アンケート
 による推計）

普段の買い物 商品券の入手がきっかけとなった買い物

利用者負担
687,893,000円

プレミアム
137,579,000円

キラリ☆プレミアム商品券
換金総額 825,472,000円

商品券での支払い
（Ａ）

630,875,000円

商品券での支払い
（Ｂ）

194,590,000円

同時に支払った
現金等（Ｃ）

140,099,000円

【消費喚起総額】 （Ｂ）＋（Ｃ）

334,689,000円

【消費総額】 965,564,000円
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（３）業種別プレミアム商品券使用実績 

 

  業 種 使用金額 割合 

食品スーパー 393,580,000 円 47.67％ 

食品スーパー以外の食料品 44,206,000 円 5.36％ 

ドラッグストア 126,235,000 円 15.29％ 

ドラッグストア以外の医薬品 1,092,000 円 0.13％ 

大型店（食品以外） 84,008,000 円 10.18％ 

各種小売 37,853,000 円 4.59％ 

衣料品店 35,151,000 円 4.26％ 

飲食店・食事処 30,150,000 円 3.65％ 

家電量販店 30,021,000 円 3.64％ 

家電量販店以外の家電小売店 586,000 円 0.07％ 

ホームセンター 14,198,000 円 1.72％ 

コンビニエンスストア 9,339,000 円 1.13％ 

理美容店 5,497,000 円 0.67％ 

ガソリンスタンド 5,670,000 円 0.69％ 

レジャー・宿泊 4,472,000 円 0.54％ 

各種サービス業 3,414,000 円 0.41％ 

合 計 825,472,000 円 100.00％ 

 

    換金額を業種別に見ると、食品スーパーやドラッグストアでの使用金額が約７割を占め、生

鮮食料品や加工食品、飲料などの日ごろ頻繁に利用する「最寄品」の購入に使用された傾向に

ある。 

 

（４）総括 

商品券の使用率（換金率）がほぼ 100％（99.7％）であったことから、プレミアム分を

含む販売総額のほぼ全額である約 8億 2千 8百万円が 10月から 12月にかけて市内で流通

したこととなった。加えて、消費者アンケートから消費喚起総額が、約 3億 3千万円であ

ることが推計された。これらのことから、消費喚起という観点からは、成果はあったもの

と考えられる。しかしながら、商品券の使用実績を見ると、食品スーパーやドラッグスト

アでの使用が多く、「生鮮食料品」や「加工食品」、「飲料等」の購入に対する支払いに商

品券が使用されていると思われる。 

消費者アンケートでは、商品券を利用した店舗の業種で、回答が最も多かったのは約 4

割を占める「食品スーパー」であった。次いで、「ドラックストア」（約 23％）、「衣料品店」
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（約 11％）、「飲食店・食事処」（約 8％）と続いている。これは、実際の商品券の使用実

績と概ね合致する結果となっており、事業者アンケートでも、「食品スーパー」「ドラッグ

ストア」「衣料品店」の業種では、売上に「大いに貢献した。」「少し貢献した。」との回答

の割合が多かった。 

プレミアム商品券は、市内の商品券取扱店でのみ使用でき、さらにその額面の半分の商

品券は売場面積１，０００平方メートル未満の中小商店等でしか使えないことから、地域

小売店にとっては有利な事業の仕様になっている。事業者アンケートでは、５割近い事業

者が、新規の顧客や来店客数の増加などの売上高以外の効果を回答しており、消費者の目

を地域の個店に向ける効果もあったものと考えられる。また、今回のプレミアム商品券事

業の実施に合わせて、事業者アンケートに回答した５割以上の事業者が、宣伝の強化やサ

ービスの向上など、なんらかの対応を行っており、この事業を、地域の店が市民に PR す

る絶好の機会であると捉えていたことが伺えた。 

このプレミアム商品券事業をきっかけとした消費者の流れを、一過性でやり過ごすので

はなく、いかに新規顧客を固定客化し、自分たちの売り上げに反映させていくのかが、今

後の継続的な地域経済活性化において重要である。 

 

                                                                 以 上 

 

 


