平成３０年 ５月 ９日

商工会員の皆様へ

（王滝支部会員を除く）

木 曽 町 商 工 会

『とくとく振興券事業』 登録事業所の募集について（ご案内）
新緑の候、皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。常日頃は、商工会
の事業等に対してご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。
さて、商工会では木曽町の支援をいただき、第３回目の「とくとく振興券事業」を実施すること
となりました。
つきましては、事業概要は下記のとおりですので、協賛いただける事業所の方は申込期限までに
登録いただけますようにお願いいたします。多くの事業所の皆様のご参加をお願い申し上げます。

１，事業名称 『木曽町 とくとく振興券』
２，事業期間

⑴事業開始 平成３０年７月１日(日) 【予定】
⑵事業期間 平成３０年７月１日(日)～平成３０年１２月３１日(月)
※協賛事業者の皆様への振興券販売は、６月下旬を予定しております。
※協賛事業所である旨のＰＲ解禁期日は、改めてご案内いたします。

３，事業実施

事業主体；木曽町商工会 事業支援；木曽町

４，事業概要

今回の事業概要は下記のとおりです。（詳細は、添付資料をご覧ください）
①振興券事業への補助金は1,000万円。事業費は約4,300万円【昨年度と同様】。
②１事業者の購入限度額は 300,000円(額面390,000円分)【昨年度より増額】｡
※希望枚数が発行枚数を超過した場合、10枚単位で減数調整する場合があり
ますので、お含みおきください。
※逆に、希望枚数が発行枚数に達しない場合、第２次販売を行います。
③消費者１人当りの販売限度額は、今年度も全体での統一はいたしません。
別紙をご覧いただき、常識的な範囲で限度額を設定してください。
④今年度も、換金手数料(換金負担額)はありません。無料です。
●その他詳細等は、別紙をご覧ください。

５，事業説明

第３回目の実施となるため、今年度は説明会は開催いたしません。事業に関する
説明を希望される方は個別に対応いたしますので、商工会までご連絡ください。

３，申込期限

平成３０年５月２１日(月)

午後３時【期限厳守】

①振興券の通し番号に基づき各協賛事業所の枚数(№～№)を確定させますので、
申込み期限を過ぎてからの事業参加は出来ませんので、ご了解ください。
②また、昨年度よりも開始期日が早いため、事業ＰＲリーフレット作成の早期
着手の都合上からも、期限を過ぎてからの事業参加は出来ませんのでご了解
いただきますよう、お願い申し上げます。
お願い事項
お手数をお掛けいたしますが、協賛意向の有無把握のため､
事業への協賛を希望されない事業所の方も「様式第１」の
下部部分をご記入の上、商工会までご返信ください。

木曽町商工会
〒397-0001 木曽郡木曽町福島6442-6
 ２２-３６１８  ２２-４３０４
Ｅ-mail shokokai@kisomachi.or.jp

■「木曽町 とくとく振興券」(第３回目)
以前に実施された｢プレミアム商品券｣事業は､
平成21年度(2009年)から累計５回行われました｡
この内、21年度は定額給付金支給に合わせて
の実施、また、27年度は政府の地域活性化緊急
支援交付金を活用しての実施、など商品券事業
を展開することによって地域経済活性化や消費
需要の喚起等を図ってきました。
５回の実施を区切りとして、プレミアム商品
券事業は、補助対象から見送られております。
この商品券事業に代わり、事業の性質が全く
異なる「とくとく振興券」事業は、今回で３回
目の実施となります。

木曽町「とくとく振興券」事業は、
■振興券を購入した事業所だけでしか使えない
使い切り型の事業。
■商品券購入者の来店を待つ､受け身の姿勢では
なく、事業者 自らの自発的な販売促進活動・
売上額向上活動を支援して、地域経済の振興
を図る｡
■｢消費者支援｣ではなく、第一義的に「事業者
支援策」として、本来の商工業振興補助事業
の実施目的に立ち戻る。
みずか

以上、事業の概要をご理解いただき、事業へ
の協賛をいただきますようお願いいたします。

プレミアム率・単券の額面

購入者１人当りの限度額・販売対象者

■プレミアム率
■１枚の販売額
■１枚の額面

■販促企画等に合わせ、各事業所で独自に購入
限度額を設定してください。
■各協賛店で設定する限度額は、常識的な範囲
での限度額設定をお願いいたします。

３０％〔昨年度と同じ〕
１,０００円〔昨年度と同じ〕
１,３００円〔昨年度と同じ〕

積極的に事業展開を図ること、また、年度ごとに
実施内容を変更しない、などの理由のため昨年度と
同様とさせていただきました。

町補助金・事業者限度額・留意事項
■町補助金
10,000,000円 〔昨年度と同額〕
■事業総額 ≒ 43,333,000円 〔昨年度と同額〕
（補助金＋振興券販売分。33,333枚）
■１事業者当りの購入限度額
３００,０００円〔額面 390,000円分〕
【昨年度よりも 100,000円 増額】
※３００,０００円よりも下額での購入も可能です。

昨年度と同様に、全体では１人当りの限度額を
「10,000円」といった統一・ＰＲ等は行いません｡
協賛店個々の商品・サービス・販促企画などに
合わせて限度額を設定・ＰＲしてください。
■また、「この商品等を購入した場合～」｢この
サービスを利用された方～」のように、１人
当りの限度額設定ではなく､「商品｣｢サービス｣
等に限定した振興券販売でも結構です。
■販売対象者は、木曽町民に限定しません。
勤務者・周辺住民・観光客など、各協賛店で
ご対応いただきますようお願いいたします。

※ただし、協賛募集の結果、希望枚数が発行枚数
を超過した場合は10枚単位で減数調整をさせて
いただく場合があります。

換金手数料（換金負担額）

※残数が発生した場合には、２次販売の実施を
企画する予定です。

商工会としても、事業者の方々の自発的な販促
活動・売上額向上活動等を支援して、地域経済の
振興を図るために、今年度も換金手数料は無料と
させていただきました。
〔対応費として､総合振興費-振興券事業費を予算
計上しております〕

事業の対象となる協賛事業所
■木曽町商工会の会員であること。
■かつ、登録事業所として事業参加を申込まれた
事業所であること。
※商工会拠出額もあるため商工会員に限定。
※前向きな意識で取り組むための動機付けとして
全会員ではなく、事業協賛を申込んだ商工会員
事業所とさせていただきます。

■換金手数料 ０.０％

プレミアム賞
■振興券を購入された方の情報収集が出来ません
ので、「プレミアム賞｣｢ダブルプレミアム賞」
は実施いたしません。ご理解をお願いします。

■この振興券事業では、一般・事業者等の方々からの事前予約に関するトラブルが発生して
おります。今年度も「事前予約は禁止」を遵守していただきますようお願いいたします。

注意
事項 ■また、協賛店情報の開示期日などの項目については、今後協議をした上で改めて事業所の
皆様にご連絡いたします。

協賛事業所への「振興券」の販売方法

「振興券」の換金申請、申請分の振込み

■昨年度と同様に、商工会館での販売、及び役場
各支所等を借用しての販売となります。

■「振興券」を換金申請される際は、使用された
「とくとく振興券」と「換金申請書」を一緒に
商工会館までご持参ください。

■販売期日は、日程調整をした上で改めて協賛
事業所の皆様にご連絡いたします。
■販売は、商工会役員・職員が対応の予定です。
（役員：振興券への事業所名の記載 or押印の
確認作業）

■振興券を持参された際に、振興券の枚数確認を
させていただきますので、郵送等での振興券の
提出はしないようにお願い申し上げます。

※２次販売が発生した場合は、企画会議での機関
決定後、改めて全商工会員にご連絡させていた
だきます。

■換金申請された振興券に関しては、各月２回、
持込み期限期日と振込期日を設定し、申請締切
・振込み処理をさせていただきます。
申請から振込みまでのタイムラグが発生します
が、事務処理の都合上、ご理解をお願いします。

ＰＲ関係

対象外品目

■昨年度までと同様、下記を予定しております。
❖販売開始時のＰＲチラシ
❖協賛事業所 表示ポスター
❖締切期限告知のＰＲチラシ
❖締切期限告知 表示ポスター
❖木曽町・商工会のＨＰの活用､周知､ＰＲ等。

■振興券は、下記の品目等に使用することは出来
ません。

■近隣町村でも商品券事業が行なわれております
ので、商工会・役場では木曽町以外への積極的
な事業ＰＲ・告知を行うことが出来ません。

①商品券（ビール券・図書券等)・プリペイド
カード・切手・官製はがき、等の購入。
②事業活動に伴い発生した買掛金・未払金等の
支払いに充当する場合。
③協賛事業所が指定する除外品。

※このため、木曽町以外の方々や観光客等の皆様
への事業ＰＲにご協力をお願いいたします。

その他 留意事項

複数の販売員・従業員がいる事業所の皆様

①振興券が使用された際には、釣り銭を出さない
ように注意してください。

■過去２回の実施の中で、振興券を販売する際の
トラブル情報等が寄せられております。
お手数をお掛けいたしますが、
①振興券を販売する際に、
②店員・店員、または店員、それぞれの
従業員の方が、
③振興券購入者に、同じ説明・同じ対応をして
いただけますようお願い申し上げます。

②事業者による振興券の使い回しが判明した場合､
直ちに協賛事業所から外させていただきます。
また、その時までに保有していた振興券の換金
申請は受付いたしません。
振込予定の処理も、取り消しとさせていただき
ます。

とくとく振興券事業のお申込み

振興券事業に該当しない業種の事業所の皆様へ

①振興券事業への協賛申込み（申込書提出）は、
押印済み書類保管のため、必ず原本を提出して
ください。
【郵送での申込みも可能です】

消費者・観光客等の利用が無い業種の事業所の
方、また、業種の性格上のため本事業への参加が
難しい事業所の方もあるかと存じます。
今回の事業は木曽町商工会員を対象とする事業
のため、全会員宛の一斉通知となる点をご理解を
いただきますようお願い申し上げます。
皆様方におかれましては、「とくとく振興券｣
事業に関して、事業ＰＲや周知等の面で積極的に
ご協力をお願いしたいと存じます。

②申込み期限間際の場合に限りＦＡＸでの申込み
を受け付けますが、早い段階で申込書の原票を
ご提出していただけますよう、お願いします。

事業者支援事業『木曽町 とくとく振興券』の事業概要 【木曽町 補助事業】
●木曽町とくとく振興券の概要
①「とくとく振興券」は、プレミアム率が３０％です（商品券よりもプレミアム率が10％多)。
販売額１枚-１,０００円、額面１枚-１,３００円分、として利用されます。
②協賛事業所は、事前に振興券を商工会から購入していただき、事業所等を訪れたお客様が来店
された際に販売します。
③お客様は、商品購入時や請求支払い時にサイン(押印)をして、代金を支払います。
④協賛事業所は、換金申請後に申請額（振興券＋プレミアム分）が商工会から振り込まれます。
協賛事業所にもお客様にもお得となります。

 来店時に振興券の

事業者が商工会

から振興券を購入

購入を勧奨

振興券

協賛事業所

お客様が店頭で
振興券を購入。

 商工会に
換金請求

済
振興券

済
振興券
 お客様が
お客様

振興券



①振興券を購入、 商工会から振込入金。
②振興券を利用。 （@1,300円×申請枚数） 商 工 会

ポイント
振興券は、事前に
事業者が商工会か
ら購入。
来店されたお客様
に事業所が振興券
を販売｡
振興券は、購入先
の事業所だけでの
利用が可能｡
他の事業所での利
用は出来ません。
■プレミアム率は
３０％です。
（換金手数料無し)

●販売方法（詳細）
⑴ 協賛事業所は、「とくとく振興券」を事前に商工会から購入します。
⑵ その際に・その場で、転用できないよう事業所名を記載（横判可）していただきます。
⑶ 購入限度額は、１事業者３０万円(３００枚。額面 390,000円分)までです。
⑷ お客様の購入限度額に関しては、今年度は全体での統一は行いません。協賛店個々の商品・
サービス・販促企画などに合わせて限度額を設定・ＰＲしてください。
また、各協賛店で設定する限度額は、常識的な範囲での限度額設定をお願いいたします。
⑸ お客様が店舗等で振興券を使用された際に、必ず氏名記載(押印)をご確認ください。
■振興券は、複数店舗・複数事業所がある場合でも、１事業者３０万円分が最高限度です。
協賛事業者が多かった場合には、10枚単位での減数調整をする場合があります。
■振興券は、購入した協賛事業所だけでしか使えない使い切り型となります。
■購入された振興券の返金・交換は不可とさせていただきます。
とくとく振興券 裏面
事業者 押印欄
協賛事業所が商工会から振興券を
購入する際にサイン(または横判)。
書き換えたものは、振興券そのもの
を無効といたします。

お客様 サイン欄(押印欄)

振興券を購入された方が、
購入時点でサイン。
【記載例】木曽太郎（または押印）

登録を希望される事業所の方は、
押印の上､本原票を必ずご提出ください｡

（様式第１）

とくとく振興券事業 登録事業所 申込書
木曽町商工会長 殿
住

所

平成３０年

月

日

木曽町

事業所名
代表者名
連 絡 先

㊞


－



緊急通知をする場合が
ありますのでＦＡＸ番号
をご記入ください。
無い場合は不要。

－

※事業チラシへの
掲載事業所名
（上記の事業所名称と異なる場合に､正確にご記入ください。
）

（１事業者の購入限度額は、300,000円；

購入希望額
・希望枚数

円

換金振込先

枚

いずれかに○印

金融機関 選択

金融機関

300枚 です。募集の結果、希望総数が
発行枚数を超過した場合は、10枚単位
で減数調整させていただきます）

八十二銀行 福島支店
長野銀行 木曽支店
松本信用金庫 木曽福島支店
長野県信用組合 木曽支店
木曽農業協同組合 木曽福島支所

上記以外の場合は、振込手数料は実費負担となりますのでご了解ください｡

口座種別

普通預金 ・ 当座預金

（どちらかに○印）

口座番号
ふりがな

口座名義
（お間違えの無いように、ご記入ください）

協賛を希望されない事業所の方
■お手数ですが、参加意向把握のため、木曽町
とくとく振興券事業に協賛されない場合は、
下記を〇で囲み、提出 or 返信ください。

事業所名

商工会ＦＡＸ№

２２-４３０４

参加を希望しません
受付
番号

商工会
担当者

