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はじめに（趣旨説明）
　グローバル経済の進展に伴って、子育てや介護、
環境や地域の課題、食の安全性などが表出し、行
政等に対する要求は膨らんでいる。しかし財政が
厳しい今日、自治体に任せるだけでなく、ニーズ
の多様化に向けた自発的な助け合いや地域の安全
に対する自立した活動が必要であるのも事実だ。
そんな中で地域通貨は個人や団体をネットワーク
化し、それぞれの「いいこと」を日常的具体的支
援としてつないできた。また、地域通貨は市場主
義経済の結果引き起こされた地球存続をあやうく
する環境問題を一人ひとりの日常生活を変革する
ことで具体的な解決策となるシステムでもある。
　このネットワーク会議では、地域通貨を実際に
運営している人々や団体を対象に、運営に当たっ
ての課題解決やさらなるステップのためのノウハ
ウを提供する機会にしたいと考えた。これまでの
実績の上にさらにさまざまなツールを生かし、地
域の人々の信頼をつなぎ、海外の人材ともネット
ワークしながら日常生活に充分配慮した元気なま
ちづくりをめざしたいとの思いから、国内外の若
者の発表、それをうけてまちづくりのための多様
な主体の参画と協働をどのように展開するべきか
のパネルカッションと共に全体のフォーラムのま
とめも参加者のみんなに聞いてもらえる会議にし

たいという意図で開催した。

地域通貨を研究する大学院生の発表。　　　
みんなのいいことをつなぐ
＊西崎晃輔：信頼をつなぐ地域通貨
　　　　　　（関西学院大学大学院）

地域通貨の概要、及び全国的にも珍しい地域通
貨団体をつなぐ地域通貨「ひょうご」の説明、
そして新しい試みとして、地域通貨の心理学的
な応用について発表された。 

○地域通貨のメリット
① 個人間の「してほしいこと」（助かった！）と
「できること」（役立った！できることの再認識）
をつなぐ。

② やりとりの双方向性（誰もが受領者であり提供
者である）

平成２０年度第 5 回コラボレーション・プロジェクト
～みんなのいいことつなぐ～  まちづくりネットワーク会議

日　時：2008年10月26日（日）13時30分～ 17時00分
場　所：丹波の森公苑（丹波市）
内　容：◆発　表　“みんなのいいことをつなぐ”

「信頼をつなぐ地域通貨」　　関西学院大学大学院	 西崎　晃輔氏
「地域通貨をもっと便利に」　大阪大学大学院	 赤枝　尚樹氏
「地域ＳＮＳひょこむ」　　　兵庫県企画県民部教育・情報局情報政策課	行司　高博氏

　　　　◆報　告　“海の向こうとふるさとを結ぶ”
	 （カンボジア在）松岡　秀司氏

	 （カナダ在）赤井るみ子氏
　　　　◆パネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院大学教授	 長谷川計二氏

兵庫県理事	 清原　桂子氏
神戸新聞論説委員兼編集委員	 加藤　正文氏

　　　　◆まとめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸山手大学学長	 小西　康生氏
共　催：	～みんなのいいことつなぐ～まちづくりネットワーク会議実行委員会
　　　　（事務局　NPO丹波まちづくりプロジェクト）
企画代表者：赤井　俊子（～みんなのいいことつなぐ～まちづくりネットワーク会議実行委員会代表）
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③�大勢のネットワークでのやりとり（個人間で
ニーズがあわなくても大勢なら可能）
○まちづくりにどう役立つか
①�地域の人々の交流を促進し必要な時に協力し合
える関係性を構築
②�法定通貨では評価しにくいサービスやモノ（人
材、自然、農産物）を有効に活用
○�企業の未杜（丹波まちづくりプロジェクト）へ
の貢献・・・丹波新聞ＨＰに「未杜で交換」コー
ナーの提供
○�地域通貨の新しい取り組み・・・地域通貨「ひょ
うご」・・・地域通貨同士をつなぐ「橋渡し役」・・・
全国でもめずらしい事例
○新しい試み

心理学を地域通貨に活かす①
「効果測定」

 心理尺度を用いた効果測定

地域通貨によってもたらされる「信頼」「コミュニ
ティーの再生」等の効果は明確に表現しにくい

心理尺度を用いた調査を行うことによって、地域通
貨の効果を目に見える形で表すことができる！

Ex. 信頼尺度・コミュニティー感覚尺度

心理学を地域通貨に活かす②
「問題解決」

地域通貨はニーズをつなぐ素晴らしい「お金」

 なぜ地域通貨活動が継続しないのか？

（兵庫県下で 12 / 50 ; 2008年4月時点）

 なぜ流通数が伸び悩んでいるのか？

心理学の理論を用いて、原因を分析し、
解決策を提案できないか？

＊�赤枝尚樹：地域通貨をもっと便利に
　　　　　　（大阪大学大学院）
総務省が「地域通貨モデルを開発しいくつかの
地方自治体と連携して地域通貨流通実験を行っ
た結果を主に流通の便利な方を提案されまし
た。
＊�住民基本台帳カードの機能を活用し電子講座
（携帯電話）を活用するその事例として
１. てこな
千葉県市川市において2004年12月から2005年1
月（約1年）
参加者1120人でＩＣカードと携帯電話での口

座が使用可能。公共施設で使用も可能。クー
ポンと交換すれば一部の商業施設でも使える。

２. 北九州市民環境パスポート2004年12月から
2005年（約1年）
参加者1127人でＩＣカードと携帯電話での口
座が使用可能。公共施設や商業施設で使用可
能。他にも9市町で実証実験が行われた。

○�改善点①地域通貨の引き出したクーポン交換場
所が限られている
○�ハードウエア（ポイント交換端末）が高価である
○地域通貨が商店に溜まって還流できない
○使用が若者層に限られがちである

＊行司高博：地域ＳＮＳひょこむ（兵庫県庁）
おなじみのひょこむについてお話をしていただ
きました。

海の向こうとふるさとを結ぶ
＊�松岡秀司（カンボジア在）：カンボジアでみた故郷
　丹波市職員を退職カンボジアでのボランティ
ア活動に専念したいという思いもあり現在カン
ボジアに在住。 6年間の活動の様子と地域通貨
によるネットワークの可能性を模索中
　これまでカンボジアで環境ボランティア活動
をしていました。その間「小中学校はじめ、高
校、大学で講演会しカンボジアのために協力を
いただきました。
　中でも、2007年は私にとって、ふるさとであ
る丹波とカンボジアについて、深く考える年に
なりました。
　それは、母校でもある春日中学校の生徒会・
PTAが主体になって、カンボジアの村に井戸
を掘る資金をつくる計画を立ち上げてくれたか
らです。
　現在、カンボジア北西部にある村（私が以前
から支援している村）には、「春日の泉」とい
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う名前の井戸があり、毎日、多くの人がこの井
戸を使っています。
　この１本の井戸がもつ意味は非常に大きく、
まず子供が地雷原を通って、川まで水を汲みに
行かなくてもよくなりました。また、それまで
は危険を冒して手に入れた水は、泥水であり、
非常に不衛生でありましたが、今は、きれいで
冷たい水を手に入れることができています。
　また、数㎞程もある道を何往復する必要もな
くなったことで、子供が学校に行く時間を作る
ことができました。また、その井戸は、通学路
脇に作りましたので、授業が終わってからでも、
水汲みの仕事ができるようになりました。
　今回、私がカンボジアで指導しております、
アンコール大学の日本語学科の学生と一緒に、
社会見学も兼ねて「春日泉」がある村を訪れた
カンボジアと故郷・丹波とのつながりを強く感
じました。これから地域通貨というツールも含
めて丹波とカンボジアのいいところをつないで
行きたいと思います。

＊赤井るみ子（カナダ在）：共通点をみつめる　
　�～What�we�have�in�common�～赤井るみ子（カ
ナダ在）
　高校卒業後アメリカの大学、大学院を卒業し現
在バンクーバーの事務所でＩＴ業務を中心に他分
野で活躍
　私の育った頃は日本と外国との相違点を学ぼ
う、という姿勢が強くありました。今日は逆に
「日本とカナダ」また「丹波とバンクーバー」
の相似点をいくつか紹介させて頂こうと思いま
す。自分と相手との共通点に気づき「なぜ同じ
なのかな…？」と考えることで以外と自分のと
いうものが理解できるもの。そんな方法で世界
の中の日本、多国籍の中の日本人、または丹波
人をちょっと考えてみたいと思います？

木の種類（スギ、マツ）
その昔、やはり大陸はつながっていたの？

スタンレー公園からの眺望

ワラビを食べる
First Nations People と呼ばれる原住民の人々はワ
ラビを食べます。

右は Bill Raid 氏の作品・「First People」
カケスが人類を見つけたんですね。

恐竜の化石
…石油の埋蔵量が世界2位！

アルバータ州の恐竜公園

四季
春に桜、夏には太陽がサンサン、秋は紅葉、そして
冬にはたくさんの雪…。イヌイットの言語には「雪」
に当たる言葉が100もあるとか？？

日本語にも「こな雪」「みぞれ雪」…etc.

あちこちにおスシ屋とラーメン屋！
紅鮭と白マグロはこちらのお薦めのネタ。お値段も
お手ごろなので学生たちも頻繁に通います。

「金太郎ラーメン」と「ロボ鮨」
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「一致」が得意
ディベート国家・アメリカではあまり奨励されない
“Conformity”なのですが…カナダ人は得意です。

Ｑ：「Ｘと同じ長さの棒はどれ？」

パネルディスカッション
○長谷川計二　（関西学院大学教授）
○清原　桂子　（兵庫県理事）
○加藤　正文　（神戸新聞論説委員兼編集委員）

　ディスカッションでは先生方の討議に加えて会
場からの質問、意見など多く出て非常に活発な討
議になりました。要旨は以下のとおりです。
○いいことをつなぐという地域通貨は受け手に負

荷を与えることなく自身と誇りを持って自分の
できることをする。そしてそれが生きがいに
なっている。また地域通貨を活用することに
よって人間関係の広がりが期待できる。

○提供側と受け手側が一定でなく双方向性となっ
ていることは心理的にもいいと思う。現在社会
に望ましい形である。

○具体性をもたせ事例を出すというサービスの可
視化が重要である。

○地域ＳＮＳとオールドメディアの混合で進めて
いくのがいい。ＩＴは時間・空間を越えて事務
の軽量化など非常に有効であるがそれだけでは
つながらない。未杜で今実施している未杜井戸
端会議や未杜新聞というオールドメディアでつ
ながっている。そしてメンバー一人ひとりの幅
広い活動がさらなる交流につながっている。

○課題を乗り越えさらにいいものにするためにス
タッフやコーディネーターの手腕が問われる。

○地域通貨は基本的に地産地消なのでフードマイ
レージが少なく食料やエネルギー問題などの環
境問題解決にも深く関係している。

○求心力と遠心力でがんばってほしい。
○地域金融との連携できればさらに大きくなり、

地域通貨の持つさまざまな現在の問題解決に向
けて大きな力となるだろう。

○これからの低成長時代において互いに助け合い
の促進によるセイフティネットの一つとして地
域通貨の優れたシステムは活用すべきであり今
後も需要は高まるであろう。

平和主義？
カナダは国連平和維持活動（ＰＫＯ）の提唱国です。

2005年・インドネシア

太平洋をサンドイッチ
遠くても私たちを隔てるのは海ひとつ！

♪海は広いな大きいな～

オーガニック・ブーム
「丹波の黒豆茶」の愛好家も増えつつある…？？

桐島洋子さんもお薦めの「ケイパー」
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○ただ助け合いは高齢者中心になりがちだが、経
済システムに食い込んだ活発な流通を目指し、
元気な形を維持するためには若者との連携も大
切である。個人ではどうしても限られるので地
域と地域のつながりや商店との連携、さらには
今日の発表を生かした海外との連携など地域通
貨の広がりにはまだまだ可能性はある。がん
ばってほしい。

まとめ
小西康生先生（神戸山手大学学長）

○通貨には４種類ある
１. 国が発行するもの　
２. 企業内でつくるもの　
３. 地域でつくるもの
４. 国際的につくるもの

○地域通貨認識の誤り
　ローカルカレンシーのことを地域通貨と訳し
ているが、誤解が生じることがある。つまりロー
カルを地域と訳してしまうから地理的なものと
関係があると思い込んでいる人が多い。これは
全くの間違いです。地域通貨はどちらかといえ
ば域内、つまりあるグループの中で使っている
ような通貨を意味するのです。ローカルという
のはグローバルの対極にあり、限られた域内と
言う意味で、地理的なものと関係なくメンバー
が限られているということを意味します。
　そういうなかでどう使うのか？それぞれの人
達がその通貨を使って生活の質を上げる、その
為には顔をしかめることなく、楽しさを享受し

ながら生活をしていけばいい。
　提供を受けた側と提供した側は対等であり
カードのマイナス記載に負担に感じる必要はな
いのです。提供する方はサービスとか物を提供
するわけですが、受けるほうはそれが役に立つ
機会を提供しているのです。つまり機会とサー
ビスを交換しているのです。だからマイナスで
あっても何も困ることはない、そういった特色
があるのが地域通貨なのです。
　他の通貨は一物一価ですが、地域通貨の取引
は多様な評価ができます。A さんと B さんで
は300未杜で取引するが、A さんと C さんでは
500未杜でもかまわないのです。値段は自由に
決め、提供する方も、される方もお互い対等な
のがポイントです。どんな機会にどんなサービ
スや物を提供しようか？というのがポイント。
地域通貨によってそれぞれの生活の質をどう高
めるのかを考え、遊び心をもって生活を楽しむ
のに非常に都合のいいツールなのです。一言で
言えば互酬なのです。

提供を受けた側

機会の提供

マイナス記帳

コミットメント

提供した側

サービスの提供

プラス記帳

クレジット




