宮若市プレミ ア ム付商品券取扱店 舗募集要項
(趣 旨)
第１ 条

消費税 率及び地方消 費税率の引 上げが低所得者及び子育 て世帯

の消 費に 与える影響 を緩和するとともに、地 域に おけ る消費を喚起す
るこ とを 目的として 実施するプレミアム付商 品券 事業 において、 プレ
ミア ム付 商品券 （以下「 商品券」という。）の取 扱店（以下 「取扱店」
とい う。 ）を募 集す ることに関して、必要な事項 を定める。
(商 品券 の概要 )
第２ 条

商品券 は、額面 ５００円券１０枚の ５,０００ 円分を１セッ ト

とし て、 ４,０００円で販売し、対象者１人につ き５セット まで購入
する こと ができ る。
２

購入対象 者は、 平成３１年度扶養外 住民税非課税者及び平成２８ 年
４月 ２日から令和元 年９ 月３０日までに生まれた子が 属する 世帯主と
する 。

３

取扱店は 、商品 券を持参した消費者に対し、 令和元年１０月１日か
ら令 和２ 年３月 ３１日までに限り、券面記載額に 相当す る物品（販売
でき ない 品目を除く。）の販売又は役務の提供を 行う。
(取 扱店 の応募資格 及び 条件)

第３ 条

取扱店 として応 募できる 者は、市内 に店舗又は 事業所を有す る

事業 者で 、次の各号のいずれにも該当しない事業 者とす る。
（1 ） 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２
３年 法律第１２ ２号。以下「風営法」という。）第２条に規 定する
営業を行 う事業 者
（2 ） 特定の宗教団体又は政治団体と関わる事業者
（3 ） その業務の 内容が 公序良俗に 反する営業を行っ ている事業者
（4 ） 第５条に規 定する 物品及び 役務の提供のみを扱う事業者
（5 ） 宮若市暴力 追放に 関する条例 （平成２１年宮若市条例第１１
号）第２ 条各号 のい ずれかに該当する事業者
（6 ） その他商品 券の発行の目的か ら、 市長が取扱店 として不適 切
と判断し た事業 者
(取 扱い における厳 守事項)
第４ 条

商品券 は、 物品の販 売又は役務の提 供等の取引 で利用する。

２

商品券 は、現金化するこ とはできず 、つり銭は 出さないものとする。

３

利用期間 の過ぎ た商品券は使用できない。

４

商品券の 紛失又 は盗難に 対し、 市はその責を負わ ない。
(商 品券 の対象にな らないもの)

第５ 条

次に掲 げる物品 又は役務の提供は、商品券 の使用対象外とす る。

( 1)

不動 産

( 2)

金融 商品

（3 ） たば こ
（4 ） 商品 券、プリ ペイ ドカード等の換金性の高いも の
（5 ） 風営 法第２ 条に規定す る営業において 提供される 役務
（6 ） 国税 、地方税、使用料 等の公租公課
(7 )

電気、ガス 、水道料金等の公 共料金

（8 ） 特定 の宗教 団体又は政 治団体と関わる もの
（9 ） 公序 良俗に 反 するもの
(取 扱店 の責務等)
第６ 条

取扱店 は、 市が配布 する商品券 取扱店ステッカーを消費 者に 分

かり やす く、かつ、見やすい場所に掲示する。
２

取扱店は 、商品券が偽造 されたもの と判別できる等 、不正使用が明
らか な場 合は、商品 券の受取を拒 否するとと もに、その 事実を速やか
に市 に報 告する。

３

取扱店は 、商品券を受け 取ったときは、 他店での再 使用を防止する
ため 、裏面の 所定欄 に取扱店名を速やかに記入するも のとし、既に取
扱店 の記 入がある商 品券は受け取ってはならない 。

４

取扱店は 、商品券の第三 者への譲渡 が疑われるケース（１０人分 に
相当 する 金 額の使用 等）につい ては、速やか に市 に報告するものとし、
土日 、夜 間等で 連絡が難 しい場合 には使用を 留保する。

５

取扱店は 、商品券の取扱 いに疑義が生じた場合を除 き、 取引 におい
て商 品券 の受取 を拒んで はならな い。

６

取扱店は 、取扱店自らの 事業上の取 引（商品の仕入れ等）に商品 券
を使 用しては ならない。

７

利用者か ら受け 取った商品券の紛失や盗難、 換金期限切れ等による
損失 は取 扱店の責務 とする。
(商 品券 の換金 )

第７ 条

市は、 商品券が 使用され た場合、事 業者に券面金額に相当する

金額 を口 座振替 の方法に より支払 う。

２

商品券の 換金を 受けようとする取扱店は、裏 面に取扱店名を記入し
た商 品券 を市が配布 する換金用専用封筒（レターパッ ク等） に他の商
品券 や金 券等が混入 しないよう留意のうえ封入し 、指定 の場所に郵送
する 。

３

換金請求 は、令和元 年１０月１日か ら令和２年４月３日まで とし、
この 期間 を過ぎたも のは換金に応じない。
(取 扱店 の申請手続)

第８ 条

取扱店 への登録 を希望す る事業者は 、この募集要項の内容に同

意の うえ 、宮若 市プ レミアム付商品券「取扱店登録申 請書兼誓約 書」
（様 式第 １号） に必要事 項を記入 し、宮若市プレ ミアム 付商品券事業
窓口 に郵送又は持参 する。
２

申込期間は 、令和元 年７ 月１２日か ら令和元年８月９日まで とする。
なお 、こ の期間を過 ぎても取扱店としての受付は 行うが 、広告用チラ
シ等 に取扱店として 掲載されない場合がある。
(取 扱店 の取消等)

第９ 条

この募 集要項に違反 する行 為が取扱 店に認めら れた場合、換金

の拒 否や 取扱店の承 認を取り消す場合がある 。
２

この募集 要項に 違反したことにより 損害が生じたときは、取扱店 に
損害 金を 請求する場 合がある。
附

則

この 要項は、告示の日から施行する。

