
令和４年７月14日

令和４年度 県内市町における消費喚起の取組

（静岡県経済産業部）

１ 要旨

令和４年度の県内市町における消費喚起（令和４年度当初予算及び６月補正）の取組

について、調査した結果を報告する。

※静岡県経済産業部調べ

２ 結果概要

・当初、補正をあわせ、消費喚起に取り組む県内自治体は、２６市町で３８事業

（当初：２１事業、補正：１７事業）

・飲食店舗向け：５市町５事業

・一般店舗向け：２４市町３１事業（飲食店含む）

・その他施設：２市町２事業

※市町数は重複あり

３ 支援内容

区 分 内 容

プレミアム

付き商品券

○プレミアム付き商品券（デジタル、紙）の発行

・プレミアム率：20～100％

・対象店舗：各市町内の飲食店、一般店舗（飲食店含む物販）

電子割引

クーポン

○主にLINE等を用いた電子割引クーポンを発行、割引額を補助

・割 引 額：購入金額に応じた割引額を各市町で設定（300～1,000円）

・対象店舗：各市町内の飲食店や一般店舗の他、温泉、観光施設など

キャッシュレス

ポイント還元

○電子決済での支払にポイントを付与

・ポイント還元率：20％

・対象店舗：一般店舗（飲食店含む）

その他

○地域内で使用可能な独自の電子地域通貨の発行

○スクラッチくじの配布

○地場産品を利用したメニューコンテストの実施 など

参考資料



【令和４年度　県内市町における消費喚起の取組】

飲食店
対象

一般店舗
対象

他

R４当初 地域消費促進事業

地域商業の活性化を図るため、外出意欲を喚起することによる
消費の促進に取り組む商店街団体等に対して助成をする。
・補助対象者・・・商店街団体または商業者グループ（10者以上で組織するもの）
・補助金上限額・・・①構成員店舗数×10万円　 ②700万円　のいずれか少ない方
・補助金上限額の範囲で次の経費をそれぞれの割合で助成
　　クーポン割引相当額の経費　補助率10/10
　　事業経費　補助率2/3　上限額200万円
・値引券の額・・・取引価格の10％以上30％以下

200,000 1

R4.6補正
モバイル決済サービスを活用した生活者支援・地
域経済活性化事業

モバイル決済サービス事業者と連携したポイント還元キャンペーンを実施。
還元率：1回あたりの支払額20％
期間中の還元上限 10,000ポイント

1,665,000 1

R４当初 １億円キャッシュバック事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の飲食業界への経済支援及び市
民の需要喚起を図るため、市民が飲食店にて利用した金額を助成する。
実施期間･･･令和４年度のうち１か月程度の期間で２回実施予定
　　　　　　　　※予算に達し次第終了
対象店舗･･･浜松市内飲食店（はままつ安全・安心な飲食店認証制度店舗等）
還元額･･･支払額と同額（上限：50,000円/回）
対象者･･･人数制限なし（応募は会計ごとに１人のみとし、18歳未満は応募不可）
当選者･･･400組/日

260,000 1

R4.6補正 電子決済サービス等を活用したポイント還元事業

・市内店舗において、対象の電子決済サービスを利用してユーザーが支払いを行った
場合に、20％程度のポイント還元を受けられるキャンペーン（ 第5弾） の実施。
・対象店舗…市内の電子決済サービス等加盟店　※ 対象決済サービスは今後決定
・キャンペーン対象店舗には、店頭に専用ポスターやステッカーを掲示する予定
・実施時期…令和4年8月1日～8月31日
・想定還元額
　還元率： 利用者1回あたり支払額の20％程度
　上限額： 対象決済サービスごと、1, 000円相当/回・5,000円相当/期間
　※ 還元額等は、事業者との調整により変更の可能性あり

1,500,000 1

下田市 R4.6補正 プレミアム付商品券発行事業補助金

・新型コロナウイルスの影響を受けた市内経済の活性化を目的にプレミアム付商品券
事業を実施。
・商品券発行・換金等事務は下田商工会議所。
・商品券の販売金額4,000円／１冊（プレミアム率25％）

13,000 1

三島市 R４当初 キャッシュレス決済ポイントバック事業

・消費喚起を促すことで市内の事業者を支援するとともに、新しい生活様式に対応した
キャッシュレス決済のより一層の促進を目的としたキャッシュレス決済ポイントバック事
業を実施
　※詳細は未定。

160,000 1

R４当初
令和３年度伊東市飲食店向けプレミアム付商品券
（いとうにぎわいAFTER FIVE COUPON）事業

プレミアム率30％の１７時以降飲食店で使用できる商品券を販売する事業を市内経済
団体で構成する実行委員会（事務局はNPO法人）へ委託。
まん延防止等重点措置の発令により使用期間を延長したため令和４年度へ繰越。

51,750 前年度繰越 1

R4.6補正 プレミアム付商品券事業

プレミアム付商品券（紙）の発行
・発行総額　900,000千円（プレミアム率50％） 
・発行対象　伊東市民全員に1人当り2冊分の引換券を送付し、希望者に対して販売
・商品券　　1冊7,500 円（500円券15枚）　※12万冊発行
　※内訳　　共通券７枚（大型店含め使用制限なし）
　　　　　　専用券８枚（市内資本の店舗で使用可・売場面積等制限あり）

360,000 1

伊豆の国市 R4当初 プレミアム付商品券事業

新型コロナウイルス感染症により低迷している市内経済の活性化並びに市民の生活
支援を目的として「伊豆の国市プレミアム付商品券」を発売する。
１セット12,000円分を10,000円で販売（プレミアム率20％）。販売数は25,000セット。
期間：令和４年７月１日（金）～令和４年12月31日（土）

57,000 事業実施は商工会 1

御殿場市 R4.6補正 プレミアム付きデジタル商品券事業

新型コロナ禍で疲弊した市内事業者の支援と地域経済の好循環、デジタル社会への
対応を目的として、スマートフォンなどキャッシュレス決済に対応した市独自の電子地
域通貨を発行。その仕組を活用し、プレミアム付きデジタル商品券による市民の利便
性向上および地域経済活性化を推進
①プレミアム分（予定額）（1億2,500万円）
　・市民・観光交流客　2,500円×50,000人=125,000,000円
②その他経費 1,500万円
③事業期間：　令和４年８月開始予定

140,000 1

富士市 R4.6補正 キャッシュレス決済ポイント還元事業
・市内店舗において対象のキャッシュレス決済サービス（スマートフォン決済）を利用し
て支払した方に、支払金額の20％に相当するポイントを付与
・還元率：20％、ポイント上限：1,000円/1回・5,000円/月、実施期間：1か月（今秋予定）

726,714 1

焼津市 R４当初 焼津市LINEクーポン祭

焼津市公式LINEを友だち登録すると、市内施設店舗で利用できる最大1,000円割引の
クーポンを配信するキャンペーン（総額１億円分）。全４弾。
【第一弾】温泉ｸｰﾎﾟﾝ（500円割引）R4.4月1日～7月31日
【第二弾】焼津さかなｾﾝﾀｰｸｰﾎﾟﾝ（最大1,000円割引）R4.4月11日～28日（終了）
【第三弾】地場産品ｸｰﾎﾟﾝ（最大1,000円割引）R4.5月1日～15日（終了）
【第四弾】ｸﾞﾙﾒｸｰﾎﾟﾝ（ふじのくに安全・安心認証店対象）（最大1,000円割引）R4.7月1
日～

102,000 1

藤枝市 R4.6補正 生活応援キャッシュレス還元事業

市内の店舗でPayPay決済を利用したポイント還元サービス。
【還元上限】1,000円／１回の決済での上限額　5,000円／期間中（１ヶ月）の合計上限
額
【還元率】20％

200,000 1

島田市 R4.6補正 観光体験・宿泊サービス支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて落ち込んでいる観光体験・宿泊サービスの
誘客促進を支援する事業。
体験・宿泊サービス等に使用できるクーポンを発行し、個人・少人数旅行者の分散型
旅行を促進。
コロナ禍においても感染対策を講じながら観光産業を継続的に動かして観光関連事
業者を支援する。
事業対象　(1) 対象事業者：市内観光体験・宿泊サービス等事業者
　　　　　(2) 利用者：対象事業者のサービスを利用する人
　　　　　(3) クーポン概要
　　　　　　・クーポンは１枚1,000円で2,000円分の利用が可能。
　　　　　　・購入枚数はひとり最大５枚までとする。
　　　　　　・利用者は必要枚数分のクーポンを購入し、対象のサービスを予約する。
　　　　　　・クーポンを利用当日に事業者に提示する。
事業期間　令和４年６月から令和４年11月まで（予定）

20,000 1

R４当初 デジタルクーポン発行事業

新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けている市内店舗への経済活
性化対策として、牧之原市公式LINEアカウントの登録者向けにデジタルクーポンを配
信。商工会に事務委託。
実施期間８月18日～９月14日
対象：市内に店舗を有する中小企業者等

23,000 1

R4.6補正 プレミアム商品券事業

プレミアム付商品券の発行
・発行総額：3.5億円（プレミアム率40％）
・利用店舗：市内事業所
・利用期間：令和４年９月中～１月31日（予定）

106,340 1

R4.6補正 RIDE ON MAKINOHARA デジタルクーポン事業

デジタル技術を活用した電子クーポンの発行
・発行総額：20,000千円
　Aクーポン：3,000円利用で900円引き（補助）
　Bクーポン：1,000円利用で300円引き（補助）
・利用店舗：市内事業所
・利用期間：令和４年８月16日～9月14日

23,000 1

R4.6補正
RIDE　ON　MAKINOHARA　地場産品活用「勝負メ
シ」プロジェクト

地場産品を利用した新メニューコンテストの実施
・メニュー開発報償金　入賞　1点　　　3万円
・メニュー開発協力費　　　　1点上限　1万円（予算の範囲内）

1,700 1

分類
市町名

R4当初/
補正

事業名 事業内容 予算額（千円） 備考(特記事項）

静岡市

浜松市

伊東市

牧之原市
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【令和４年度　県内市町における消費喚起の取組】

飲食店
対象

一般店舗
対象

他

分類
市町名

R4当初/
補正

事業名 事業内容 予算額（千円） 備考(特記事項）

御前崎市 R4.6補正 小規模店舗応援スーパープレミアム商品券事業

市内での域内消費喚起のより、新型コロナウイルス感染症第6波の影響を受けた市内
経済の循環を促すことにより、更なる活性化を図るとともに、コロナ禍や世界情勢に起
因する、原油高騰、物価高騰などによる生活者への支援などを目的として、商品券を
発行

・予算額85,000,000円（プレミアム分80,000千円、事務費5,000千円）　予定補正額
・発行総額：80,000,000円（プレミアム率50％）額面12,000円の商品券を8,000円で販売
予定
・利用店舗：御前崎市内取扱店舗　約400店程度（見込み）
・利用期間：令和４年８月中～12月31日（予定）

85,000 1

菊川市 R４当初 プレミアム付商品券発行事業費
長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、低迷している地域経済の活性化のた
め、商品券を活用し市民生活と事業者支援を目的として、市民を対象としたプレミアム
付商品券事業を実施（設計中）

128,808 1

磐田市 R４当初 電子クーポン活用事業

新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けている市内の中小企業・個人事
業主を対象に事業者支援と消費喚起を目的として、スマートフォン等を活用し、デジタ
ルスタンプラリーと電子クーポンを組み合わせた事業を実施。
取扱店で1,000円以上の買物をした際に１つのデジタルスタンプを獲得。スタンプ３つ
で応募でき、抽選でこの事業の期間内に取扱店で使える1,000円分の電子クーポンが
当たる。
【事業実施期間】　令和４年７月１日～令和４年11月30日
【デジタルスタンプラリー期間】　７月１日～９月30日
【電子クーポン使用期間】　　　　８月１日～11月30日
【電子クーポン発行額】　　総額１億円（1,000円×10万回分）
【事業参加店舗】
・市内の店舗から公募により決定（約1,000店を想定）
・中小企業及び個人事業主が対象。

133,000 前年度繰越 1

掛川市 R4.6補正 プレミアム商品券発行事業

コロナ禍において原油価格や物価高騰に直面する市民や市内事業者の支援を行う。
・発行総額：８億7,400万円（プレミアム率　デジタル商品券　100％・紙商品券　80%）
予定
・利用店舗：掛川市内の事業者1000件程度（見込み）
・利用期間：令和４年12月～令和５年１月（予定）

534,749 1

湖西市 R４当初 消費喚起LINEクーポン事業

市内飲食店（ふじのくに安全・安心認証を取得もしくは申請中）での消費喚起を促進す
るため、店内飲食またはテイクアウトで利用できる割引クーポンを配信。
クーポン概要　①800円以上の利用で300円割引　②1,000円以上の利用で500円割引　
③2,000円以上の利用で1,000円割引
期間：令和４年５月９日～令和４年６月12日

15,000 1

河津町 R4.6補正 プレミアム商品券事業補助金
・新型コロナウイルス感染症に関する個人消費の冷え込み防止のため、商工会に補
助を行い50％のプレミアム商品券を発行

319,000 1

R4当初 プレミアム商品券発行事業 プレミアム付き商品券を発行し、町内経済の活性化を推進（詳細未定） 22,300 1

R4.6補正 小規模事業者デジタル化推進事業補助金
ＬＩＮＥの町公式アカウントを活用し、登録者に飲食店や宿泊施設の割引サービスを提
供（詳細未定）

5,000 1

南伊豆町 R４当初 みなみいず応援プレミアム付商品券　第４弾

100％プレミアム付の「みなみいず応援プレミアム付商品券」の発行。
令和４年４月１日時点で、南伊豆町の住民基本台帳に登録済みの世帯主約3,900世帯
が対象。51,446千円を補助し商工会へ委託。
・発行総額：9,500万円（プレミアム率100％）
・利用店舗：町内の214店舗（令和４年６月15日現在）
・利用期間：令和４年６月１日から９月30日まで

51,446 1

松崎町 R４当初 緊急経済対策プレミアム商品券事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内経済の活性化及び消費喚起の促進
のため、「松崎町プレミアム商品券」を販売する。
商工会が実施する事業に補助金を交付。7,500円分を5,000円で販売（プレミアム率
50％）
有効期限：令和４年８月31日

52,000 1

R４当初 電子地域通貨（サンセットコイン）事業
町独自の電子地域通貨であるサンセットコインの管理運営を行うとともに、マイナポイ
ント事業への参画や還元キャンペーン等を実施する。

469,585 1

R４当初 スクラッチ事業
飲食店を利用された方に1,000円毎にスクラッチくじを配布し、当選者が後日飲食店で
利用できる事業に対し、商工会へ補助を行う。

4,200 1

長泉町 R４当初
令和４年度緊急経済対策プレミアム付き商品券事
業

原油価格・物価高騰の影響を受けた町民や町内事業所に対する支援
・発行総額：88,000千円（プレミアム率66.6％）
・利用店舗：160店程度（見込み）
・利用期間：令和４年７月29日～12月31日

100,000 1

R４当初 清水町プレミアム付商品券発行事業

新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受けている町内のお店を応援す
るためプレミアム率50％の清水町プレミアム商品券を販売する。町内在住者を対象と
して１世帯１回限り２冊まで申込可能。
利用期間：令和４年４月11日（月）～令和４年７月31日（日）

39,842 1

R４当初 ゆうすいポイント運営業務委託

地方創生加速化交付金実施計画に基づく、公共サービスの利用促進及び地域商業
の活性化を目的とした地域通貨制度「ゆうすいポイント」の運営等を委託する。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者を支援するため、ゆ
うすいポイントの付与率を20倍にするキャンペーンを実施し、消費喚起を促す。
コロナ禍において転入者に対し、ゆうすいポイントを付与し地域のお店を利用していた
だくことで、暮らしやすさを実感していただき定住促進に繋げるとともに新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受けている事業者支援及び町内の活性化を図る。

5,030 1

R４当初
第３弾
新型コロナウイルス対策
プレミアム付商品券発行事業

吉田町商工会が実施した、商品券発行事業（第3弾）について補助金を交付
〇1セット3,000円分の商品券を2,000円で販売
　A券：2,000円分（500円×4枚）小規模事業者の加盟店のみ使用可
　B券：1,000円分（500円×2枚）全ての加盟店で使用可
○対象者：町内在住者（町から全世帯に購入引換券が郵送）
○購入制限：1世帯5セットまで

55,000 1

R４当初
第４弾
新型コロナウイルス対策
プレミアム付商品券発行事業

吉田町商工会が実施した、商品券発行事業（第4弾）について補助金を交付
※内容は第3弾に同じ

55,000 1

R４当初 プレミアム付商品券発行事業

町内事業者で使える500円×8枚綴りで4千円使える商品券を1冊2千円で販売。プレミ
アム率
100%。12,000冊発行。
プレミアム総額：24,000千円（プレミアム率100％）
利用店舗：町内約160事業所
利用期間：令和４年5月1日～8月31日

27,224 1

R4.6補正 町内事業者応援電子割引クーポン事業

SNSアプリ「LINE」上で、電子割引クーポンを発行する。クーポンの割引額は、① 2,000
円(税込)以上で1,000円割引、②1,000円(税込)以上で500円割引の2種類。どの金額に
するかは参加事業者が選択する。総額１千万円クーポンプレゼント。2千万円に到達し
た時点で終了する。
クーポン総額：20,000千円
利用店舗：公募
利用期間：11月1日～1月31日（予定）

20,400 1

R4.6補正 日帰り温泉湯めぐりチケットキャンペーン事業
温泉施設受付のQRコードをスマホで読むと300円割引クーポンが発行される。スタン
プラリーを集めると抽選で景品をプレゼントする。
利用期間：11月1日～2月28日（予定）

2,000 1

東伊豆町

西伊豆町

清水町

吉田町

川根本町
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