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歳
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山本ともひろ

プレミアム商品券を
～全国から地方創生
元年への夜明けを～
全国各地で発行可能！
→

政治家って普段何してるの?!

→

安倍内閣の重要政策の一つは、まぎれもなく地方創生で
ある。しかし、皆様にしてみれば、国が市町、地方のこと
に対して一体何をするのか、何が出来るのか、と感じるの
ではないだろうか。日常生活の中で行政と言えば、市役所
や役場であったり、各地の行政センターや出張所だったり、
身近な行政手続きの場所が思い当たるだけで、国はなかな
か出てこないだろう。国が地方創生と声高に叫ぼうともイ
メージが湧かないことは容易に想像がつく。
そこで、今回、手始めに地方創生のための補正予算を組
んだ。それが「地域住民生活等緊急支援のための交付金」
である。この交付金は、地方公共団体（都道府県及び市町
村）が実施する地域における消費喚起策やこれに直接効果
を発揮する生活支援策に対して国が支援するもので、例え
ば、①プレミアム商品券、②ふるさと名物商品券・旅行券、
③低所得者等向け灯油等購入助成、④多子世帯支援策など
を自治体が、自分たちの地域に何がマッチするかを自分た
ちで考え、交付金を活用するものである。
実は、地元の鎌倉、逗子、葉山の方々からは、以前から
地域で活用するプレミアム商品券に対して国から財政的な
支援をして欲しいと再三要望を頂いており、今回やっとそ
の要望に応えることが出来た。横浜市には約２億３千万円、
鎌倉市には約１億円、逗子市には約５千万円、葉山町には
２千５百万円の予算を確保した。この財政的な支援により、
各地の議会でプレミアム商品券を組み込んだ予算が通過す
れば、各市町でプレミアム商品券が発行されることになる。
鎌倉、逗子、葉山では、プレミアム商品券の発行実績が
あり、本紙で少し振り返りつつ、今回の国からの支援で予
想されることも記したい。先ず、鎌倉では、商工会議所が
消費税の税制改正に合わせてプレミアム商品券を企画立案
した。１万円が1万1千円になる商品券である。更に税制改

正の時期に応じて、計３
回発行する総額13億２千
万円の計画であった。プ
レミアム分の１億２千万
円は鎌倉市より補助を受
けた。１回目、平成25年
８月に消費税増税を見据
え、２回目、平成26年４
月に8%への消費増税によ
る家計負担軽減のため発
行、3回目は平成27年10
月に10%へ消費増税され 【地方創生政策策を打ち出す
まち・ひと・しごと創生本部を
るために企画されたが、
立ち上げた安倍総理と石破大臣】
増税が見送られたために
発行も見送った。が、今回は国から約１億円の支援を確保し
たことを告げると、見送りを再考し、国からの手厚い財政支
援なので１万円が1万2千円になるプレミアム商品券の発行を
考えているとのことである。
逗子では、商工会が東日本大震災後の復興支援と地域活性
化を掲げ、平成２３年１０月に総額２億２千万円分の逗子市
Ｗプレミアム商品券を発行した。Ｗの意味は、１０％プレミ
アムと抽選券（東北被災地商品プレゼント）である。プレミ
アム分の２千万円は逗子市から補助を受けて実施した。２回
目は、１回目の商品券があまりにも好評であったために平成
24年11月に実施したが、市からの補助が得られなかったため
に規模を縮小し、総額２千２百万円分の発行に留まり、10％
のプレミアム分の２百万円は商工会が負担した。今回は国か
らの支援を確保出来そうだと、お知らせしたら真っ先に面会
を求め、今後どのように展開していくか、協議したのは逗子
商工会であった。逗子でも今回は、１万円で 《ウラ面へつづく》

衆議院議員

山本ともひろ

プロフィール

昭和50年(1975年)生まれ 39歳 鎌倉在住
誰もが疑問に思うこと！その疑問に山本ともひろが、 ○関西大学 卒業 京都大学大学院 修士課程 修了
twitterとFacebookを使いお答えします。そこには、普
〇(財)松下政経塾 卒塾 (21期)
段考えもしなかった政治家の活動や苦悩があります。
〇米国ジョージタウン大学 客員研究員、その後、会社員を経て
アクセス、フォローお待ちしております。
〇平成17年(2005年)衆院選 京都2区(近畿) 初当選
〇平成24年(2012年)衆院選 神奈川4区(南関東) 2期目の当選
〇平成26年(2014年)文科大臣政務官・復興大臣政務官 就任
@ty_polepole
facebook.com/ty.polepole ○平成26年(2014年)衆院選 神奈川4区(南関東) 3期目の当選

→

《オモテ面からのつづき》

今回の一連の予算に対して野党や野党的立場の無所属の
１万２千円分のプレミアム商品券を企画中とのことである。 議員は、「昔の地域振興券の乗数効果は低く、今回も期待
葉山町は、商工会が、天皇皇后両陛下のご成婚５０周年記 できない」ともっともらしいことを言って反対した。だが、
念で発行したいと町に要望。平成21年11月に総額１億1千万 以前の地域振興券と今回のプレミアム商品券は、根本的に
円分のプレミアム商品券を発行。プレミアム分の１千万円は 違う物であり、したり顔で乗数効果などと言っても実は意
町から補助を受け実施。『大型店だけで使用され、実際は、 味がない。地域振興券は一定の条件を満たした国民に２万
地元の商店街で使用されず地域の経済効果や消費喚起に意味 円の券を配布した。自分で購入した券でなく、ただで貰っ
がないのでは？』との懸念に対し、同会では、どこでどれだ たものだったこともあり、積極的に活用しなかった人や記
けの商品券が使用されたか、実態調査も行った。結果、大型 念に取っておく人までいたぐらいだ。しかし、プレミアム
店46%、小売41.5%、飲食9.2%、建設（畳張替等）3.2%と大型 商品券は、先ず自分で現金を出し、購入しなければならな
店以外での使用が50％を上回った。今回は、葉山に対して国 い。自ら購入した商品券を後生大事に取っておく人はそう
から2千5百万円の予算を確保したので、やはり1万円で1万2 はいないであろう。カネが動けばモノも動く、モノが動け
千円分のプレミアム商品券の企画を練っていると聞いている。 ばヒトも動く、ヒトが動けばカネも動く、経済効果と消費
横浜市は、自治体規模が大きすぎるので、単体のプレミア 喚起である。年内にも市中で販売が開始されるであろうプ
ム商品券の効果は期待できないだろうが、行政区ごとに使用 レミアム商品券にご期待頂きたい。また、売り切れること
を制限した商品券にするなどの工夫は可能である。
→ も予想されるので、買い逃しにご注意されたい。

会議をするなら自由民主４区会館。

【自由民主４区会館】

【第２会議室】

JR鎌倉駅(西口)前にある自由民主４区会館は、
山本ともひろの活動を支えるためだけに使うの
【第１会議室】
ではなく広く世に開放しています。２つの会議
室を擁し、事前に予約をして頂ければ、ご利用
○ 自由民主４区会館 定員と使用料
頂けます。
使用料（円）
但し、公職選挙法により無料で開放することが
種類と定員
午前 午後
夜間
出来ません。従って右記の通り使用料を頂きます。
9-12時13-17時18-22時
地域や町内の活動のための会議などにご活用頂
第1会議室（15人） 1,000 1,000 1,000
ければ幸いです。定期的、或は商業目的にご使用
第2会議室（15人） 1,000 1,000 1,000
になる場合はご相談下さい。
住所:鎌倉市御成町12-4 JR鎌倉駅西口前
TEL: 0467-39-6933

あなたの駅は何枚でしょう？ ぽれぽれ通信 vol.20
山本ともひろ後援会機関紙「ぽれぽれ通信」を
４区内の右記の駅で朝の６:３０～８:３０までの
２時間駅頭活動をさせて頂き本紙を配布させて頂
いております。雨の日は、鞄と傘をお持ちの皆様
が多いので、駅頭活動は行っておりません。
１月と２月の配布状況は右の通りです。皆様の
ご利用の駅はどのような状況でしょうか？

ぽれぽれ通信の由来
ぽれぽれとは、ケニアの公用語のスワヒリ語で「ゆ
っくり、ゆっくり」という意味。一度に全てを変える
ことは無理だけど、それでも諦めずにゆっくりでも、
少しずつでも政治を変えていきたい。それを誰かが、
やらなければ、この国は良くならない。その活動を本
紙でご報告します。 →
・本部事務所
・国会事務所
・自由民主４区会館
・文部科学大臣政務官室
・復興庁

１月
駅名
枚数
236
13日(火) 逗子駅
281
9日(金) 新逗子駅
414
15日(木) 鎌倉駅（東口）
276
14日(水) 鎌倉駅（西口）
562
26日(月) 大船駅（西口）
大船駅（
）
378
19日(月)
ﾓﾉﾚｰﾙ口
388
16日(金) 大船駅（東口）
20日(火) 大船駅（笠間口) 637
457
28日(水) 本郷台駅
401
29日(木) 港南台駅
1月配布合計 4,030

２月
2日(月)
3日(火)
4日(水)
13日(金)
17日(火)
12日(木)
10日(火)
16日(月)
20日(金)
24日(火)
2月合計

枚数 前月比
550
458
490
486
709
463
415
610
478
282
4,941

→

私は、ケニア・タンザニア米国大使館同時爆破テロ
の現場（ケニア）に居合わせ、政治を志すきっかけと
なりました。だから、その国の言葉を使うことにしま
した。twitterやFacebookのアカウントのpolepoleも
その思いからです。本紙をどうか末永くご愛読の程よ
ろしくお願い申し上げます。

神奈川県鎌倉市大船1-6-6 大久保ビル3F
東京都千代田区永田町2-1-2 第2議員会館 1110号室
神奈川県鎌倉市御成町12-4 山田ビル3F
東京都千代田区霞が関3-2-2
東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル6Ｆ
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