石狩市市内事業者応援チケット事業 参加店募集要項
１．目
的
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内事業者の活性化を図るとと
もに、資金繰りの改善及び消費者の利用促進を目的としています。
２．事 業 名
石狩市市内事業者応援チケット事業
３．実施主体
石狩市
４．事業概要
・チケット名称：いしかり小規模店舗応援チケット
・発
行
数：６０，０００枚（発行総額２億４，０００万円）
・販 売 金 額：１枚４，０００円分のチケットを３，０００円で販売
・プレミアム率：３３．３％（石狩市全額負担）
・商品券の種類：５００円券のみ。
（１枚５００円×８枚）
・販 売 場 所：当事業参加店舗
・販 売 方 法：参加店舗が顧客（購入希望者）へ直接販売する
・使用可能店舗：チケットを発行（販売）した店舗に限り、使用期間内で使用可。
・参 加 負 担 金：無料
・配 布 枚 数：１店舗につき約２００枚を配布予定（ただし、５０席以上の飲食店は
３００枚、１００席以上の飲食店は５００枚を予定）
販売期間内に完売できなかった場合は返却する。
※参加店舗数により配布枚数が変更となる場合があります。
・事業実施期間等
参加申込 令和３年８月１１日(水) まで
販売期間 令和３年９月上旬から令和３年１２月３１日(金)まで（予定）
使用期間 令和３年９月上旬から令和４年 ２月２８日(月)まで（予定）
換金期間 令和３年９月中旬から令和４年 １月１４日(金)まで（予定）
※正式なスケジュールが決まりしだい、お知らせします。
５．チケットの利用対象にならないもの
（１）商品券・ビール券・図書券・切手・官製はがき・印紙・プリペイドカードなどのお
支払い
（２）たばこの購入（たばこ事業法第 36 条第 1 項において小売定価以外による販売が禁止されています）
（３）電子マネーへの入金
（４）チケットの交換または売買、金融機関への預け入れ
（５）国・地方公共団体への支払いや公共料金（電話料、電気料等）の支払い
（６）公的医療保険、公的介護保険の自己負担の支払い
６．参加対象事業所
石狩市内に店舗を構え「小売業、飲食業、宿泊業、サービス業」を営む事業者（以下、
店舗という）とし、販売店舗に限り利用可能とすることができるもの。
ただし、次の事業者を除きます。
①大型店舗…店舗面積の合計が 1,000 ㎡以上の店舗（大規模小売店舗立地法の基準に準ずる）。
②大型ドラッグストア…店舗面積の合計が 600 ㎡以上のドラッグストア（いわゆるメガ
ドラッグストア）
。

③家電量販店
④通信事業者の代理店

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する性風俗関連特
殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目
的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗の営業を行っているもの。
⑥特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行って
いるもの。
⑦地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 2 号（競争入札又はせり売りにおいて、そ
の公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得
るために連合したとき）に該当する者、及び刑法による強制執行行為妨害等もしく
は贈賄、または私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 3 条の規定によ
る刑の容疑により刑事訴訟法に基づく公訴を提起されている者等。
⑧役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の
団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支
店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。
）第 2 条第 6 号に規定する
暴力団員をいう。以下同じ。
）であるとき。
⑨暴力団（暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
）又は暴力団員
が経営に実質的に関与しているとき。
⑩役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
７．参加店の責務
次に掲げる事項を遵守していただきます。
（１）チケットが利用可能な店舗であることが明確になるよう、配付する販売ツール（参
加店証等）を利用者が分かりやすい場所に掲示すること。
（２）確認用として配布する見本券は、チケットを取り扱う従業員等に周知すること。
（３）利用者が使用しようとするチケットが受け取って問題ないかの確認をすること。
なお、「コピー」の文字が表れている、色合いが明らかに違うなど、偽造されたチ
ケットと判別できる場合は、チケットの受け取りを拒否すること。
（４）著しく破損・汚損しているチケットは、受け取りを拒否すること。
（５）チケットに既に他店舗の店印等があるものは、受け取りを拒否すること。
（６）チケットの交換及び売買は行わないこと。
（７）チケットは使用期間中における対価の弁済手段として使用される物品（有価証券、
前払式証票その他これらに類するものを除く。）の購入若しくは借受け又は役務の
提供にのみ使用可能とすること。
（８）
「新北海道スタイル」安全宣言の取組みを実践し、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のための「７つのポイントプラス１」に取組んでいること。
①スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組みます。
②スタッフの健康管理を徹底します。
③施設内の定期的な換気を行います。
④設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います。
⑤人と人との接触機会を減らすことに取り組みます。
⑥お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます。
⑦店内掲示やホームページなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせし
ます。
（感染対策の可視化（見える化）
）
⑧北海道コロナ通知システムを導入し、
ＱＲコードをわかりやすい場所に掲示します。

８．販売方法
当事業参加店舗が、チケット購入希望者に直接販売するものとする。原則として、
一度に購入できるのは、購入希望者一人につき１店舗あたり５枚までとする。
このチケットは、購入した店舗でのみ使用可能。購入当日の利用も可能とする。
※詳細は、参加登録後にあらためてご案内します。
≪販売手順≫
①チケットの所定の位置（１枚につき 10 ヶ所）すべてにゴム印（店舗印）を押印し、
販売用チケットを準備する。
②参加店舗（販売店）が購入希望者へ１枚３，０００円（額面４，０００円）で直接
チケットを販売する。販売時にチケット最下部の「販売管理用」部分を切り取り店
舗の控えとし、チケット部分を購入者へ渡す。
「販売管理用」部分はプレミアム換金
用として保管管理する。
９．プレミアム換金方法
（１）販売時に切り取った店舗控えの「販売管理用」と換金請求書を換金場所へ提出し、
後日、振込にて支払う。
（プレミアム分１，０００円×「販売管理用」枚数）
（２）換金場所は、事務局（換金事務の受託事業者）を予定しており、月２回振込を予定。
１０．その他
（１）チケット発行者である参加店舗（販売店）と購入者間との契約になります。石狩市
及び事務局（受託事業者）は、主にチケットの制作・配布、プレミアム分の換金の
ほか広報活動を行います。チケットの販売・利用に係るあらゆるトラブルについて
一切責任を負いません。
（２）市広報誌、新聞記事掲載、チラシ折込、フリーペーパー等でＰＲを行います。
（３）当事業終了後に参加店舗のアンケート調査を実施しますのでご協力をお願いいたし
ます。
１１．申し込みについて
（１）申込方法
※参加を希望される店舗（事業所）は、この「実施要項」に同意のうえ、別添「参加
店舗登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法で申請して
下さい。
○郵送の場合（あて先）
〒061-3292 石狩市花川北６条１丁目３０番地２
石狩市企画経済部商工労働観光課

○ＦＡＸの場合
０１３３－７２－３５４０（石狩市商工労働観光課）
※なお、市内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、各店舗単位で申込みして
いただきます。
（２）申込期間
令和３年８月１１日（水）まで
（３）参加店舗の選定
・申込みのあった事業者については、石狩市の審査を経て参加店舗として承認します。
・参加店舗には、チケットのほか、店頭に掲示して頂くポスター等および換金請求書
等を後日受託事業者より配布します。
・ただし、申込み内容に虚偽・不備等がある場合には、承認を取り消すことがありま
す。

【事業の流れ】

いしかり小規模店舗応援チケットの流れ（参加店舗用）
応援したいお店
のチケットを
先払いで購入

先に現金が入るので
資金繰りが安定

参加費・
チケット代は無料

①市役所又は事務局に
参加の申し込み

②参加申し込みしたお店に
チケットを配布

③３，０００円で
チケット販売

④代金を先払い
⑤市役所又は事務局に
プレミアム分を請求

１，０００円
お得にお買い物

⑥プレミアム分の
1,000円支援

⑦有効期限内に
４，０００円分のお買い物

換金手数料は無料

⑧商品・サービスの提供

余ったチケットは
市役所又は事務局に返却

利 用 者

参 加 店 舗

⑨売れ残ったチケットの返却

石狩市又は事務局（受託事業者）

【よくある質問】
Ｑ１．プレミアム商品券事業と今回のチケット事業とでは何が違いますか？
Ａ１．プレミアム商品券事業は参加店舗全てで使用できる「共通券」を発行する事業で
すが、今回の応援チケット事業は、参加店舗毎にお客様に直接販売して頂くもので、
購入した店舗でのみ使用できる「チケット」を発行する事業です。
４，０００円分のチケットを３，０００円で購入でき約３３％お得となるチケッ
トを活用して、店舗それぞれで売り上げアップを図って頂くとともに、事前にチケ
ットの販売代金が手元に入ることで資金繰り支援にも効果がある事業です。
Ｑ２．事前に店舗でチケットを購入しなければならないですか？
Ａ２．参加店舗には市からチケットを配布します。販売した枚数のプレミアム相当分
（1,000 円/枚）を後ほど市から補填させて頂くことになります。店舗が事前にチケ
ットを購入する必要はなく、売れ残ったチケットは市に返して頂くだけで手数料も
かかりませんので、店舗にとっては基本的にリスクのない事業となっております。
Ｑ３．１店舗あたりどのくらい配布されますか？
Ａ３．発行総数は６万枚であり、参加店舗の総数により若干変動しますが、約２００枚
（発行額８０万円）前後を想定しております。
（なお、飲食店のうち５０席以上は３
００枚、１００席以上は５００枚を配布予定）

【チケットのイメージ】
№

000000

販売額 3,000円
※購入店舗でのみ使用できます
※おつりは出ません

1 ,000円の
プレ ミ アム付き！

有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○

3㎝

電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○

30 ㎝

有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（月）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（ ）まで
発行 者（販売店・お問い合わ せ）

№

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
有効期限：令和４年２月２８日（月）まで

№

事 業所 名

【販売管理用】

000000

居酒屋○○○
電話0133-○○-○○○○
販売日：令和

年

月

日

12 ㎝

