


刊行にあたって

昨今、ふるさと納税やクラウドファンディングなどの寄附金が、福祉や防災、まちづ
くりなど様々な地域課題を解決するために使われています。そして、地域に流通した寄
附金を地域内で循環させることで、地域経済を活性化し、持続可能な社会を促す仕組み
づくりも提案されています。その一つとして、｢地域通貨」の電子化によって、流通コ
ストの低下と利便性の向上を図る取り組みが注目されています。

そこで本研究会は、指導助言者に神戸大学大学院経営学研究科准教授の保田隆明先生、
アドバイザーに株式会社トラストバンク執行役員の飯田敦様を迎え、各市から４名の研
究員が集い、新しくなった地域通貨の仕組みと、その可能性について研究を行いました。
多数の方々の情報提供、ご支援を受けたおかげで、多くの知見を得られたことは大きな
成果です。

本書は、ゲストスピーカーによる講演録をとりまとめたものです。本書をきっかけに、
新たな議論の輪や活動が広がることを願うとともに、市町村行政の充実と職員の意識向
上の一助になれば幸いです。

終わりになりましたが、ご多忙にもかかわらず、ご講演をいただきました講師の方々
に改めて厚く御礼を申し上げます。

　　２０１９年３月

 公益財団法人　大阪府市町村振興協会　
 おおさか市町村職員研修研究センター　

 所 長 　　林　　　宏　昭　　
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「株式会社トラストバンクの取り組みについて」

「地域通貨 論点整理」

開催日：2018年５月14日

会　場：マッセOSAKA ５階　第１研修室

講　師：株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏

　　　　（本研究会　アドバイザー）

　　　　神戸大学大学院経営学研究科 准教授　保田　隆明 氏

　　　　（本研究会　指導助言者）

１．第１回
　　「地域通貨を導入した
　　　　　地方創生研究会｣

基調講義
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　後半はかなり具体的に考えたものの説明に入りますが、幾つかの自治体にお話しすると、
総論としてはとてもいいと思いながら、細かいところで本当にできるのか、できないのかと
いったいろいろな意見を頂いている状況です。私たちとしては、そこまで時間をかけるつも
りはないのですが、今年度実際に形にしていって、何か一緒に始めてくれる自治体がいれ
ばいいなという時間軸で話をしているところです。もちろんこういった機会で自治体の皆さ
まの立場からいろいろなご意見を頂きたいですし、議論も聞かせていただいて、何か小さく
ても一緒に始めるとか、始めなくてもこの研究会の場以外でも何かお話しする機会を設け
られればと考えていますので、よろしくお願いします。
　私はかつて電機メーカーで研究開発等を担当し、その後はネット系の金融機関にいて、
昨年９月からトラストバンクに入っています。
　最初に会社とふるさと納税の話を少ししたいと思うのですが、不勉強で、皆さんの自治
体のふるさと納税の状況をきちんと見てきていなかったので、もし知っていらっしゃること
があれば申し訳ありません。

１．株式会社トラストバンクとふるさと納税
　トラストバンクは、ふるさと納税総合サイトの運営をメインとして創業した会社ではなく、
元 I々CTやIT、コミュニケーションの技術を使って地域とシニアを元気にする支援ができな
いかという理念で始めた会社です。私は東京出身ではあるのですが、これに賛同して参加
しました。2012年４月設立で、先日６周年を迎えたベンチャーです。社員数は120～130人、
正社員は40人弱ですが、ここ数年で大きくなった会社です。
　考えていることは、ヒト、モノ、お金、情報という四つの資源についてです。今はどうしても

基調講義

「株式会社トラストバンクの取り組みについて」

講師：株式会社トラストバンク 執行役員　 飯田　　敦 氏
（本研究会　アドバイザー)

大学院終了後、総合電機メーカーにて研究開発および商品企画を担
当。その後、大手ネット証券にて新サービスの立ち上げを複数担当
し、平成26年より同社執行役員。平成29年９月よりトラストバンク
に参画し、ITと金融の知見を活かし、地域に貢献できる新規事業推進
に取り組む。
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都市部にお金や資源が集まっており、それらをもう一度地域に回せないかということを考え
ています。ふるさと納税でいえば、地域に寄附という形で入って、地場産品のお礼の品が都
市部に戻されています。あとは、交流人口をつくったり、地域の情報を配信したりするお手
伝いをしています。
　現状、契約自治体数は約1,800の自治体のうち約1,300自治体となっており、ここが強み
だと考えています。平成28年度は約2,844億円が寄附され、昨年度は3,000億円を超える
寄附が動いており、非常に大きな金額になってきています。地域別に見ると西日本が少し元
気という感覚がありますが、どこかが突出しているというよりは、非常に特色のある地域が
始めていたり、人口が多いところは相対的にそこまで寄附額を集めていないという状況が
あります。
　ふるさと納税の仕組みはもちろんトラストバンクが設立する前からあったのですが、最初
の頃は知る人ぞ知るという形でした。しかし、弊社がポータルサイトを作ったり、クレジット
カードの寄附を受け付けたりといった取り組み、ならびに制度改正で寄附額が倍になった
ことやワンストップ特例という仕組みができたこととの相乗効果で、返礼品が目立つように
なったときにメディアに取り上げていただき、非常に伸びたタイミングがあります。今も寄附
額自体は増えているのですが、こういったタイミングで1.数倍という形で順調に増えていま
す。
　突出した自治体があって、１億円という大きな額を集めている自治体が500以上あること
もとても大きな観点です。メディアではどうしても突出した自治体ばかりが目立っているよう
に見えますが、１億円という少なくない額を集めている自治体がこれだけあるということは、
非常に意義のある制度ではないかと考えています。
　市場規模という表現がいいのかどうか分かりませんが、人口や納税額から単純計算する
と住民税が年間約２兆4,000億円という市場規模がある中で、平成28年度のふるさと納税
は約１割という現状です。

２．ふるさと納税で起こっていること
　ふるさと納税には、皆さんもよくご存じのとおり、お礼の品があります。もちろん、ただ物
をお渡ししているわけではなくて、地場産品で地場産業の発展にも寄与していると思います。
それから、課題解決の部分です。皆さんもご承知と思いますが、ガバメントクラウドファン
ディングという形でふるさと納税の際に使い道を選ぶことができ、より具体的な施策に対し
て寄附を表明できる部分も非常に伸びています。もう一つは、災害支援です。不幸にして災
害が起きてしまった場合、ふるさと納税で寄附を集める取り組みも非常に大きくなっていま
す。
　地域通貨のところでも出てくるのですが、QR決済やスマホ決済というものがあります。ふ
るさと納税のお礼の品として、地域の宿泊施設や物産店などで使える紙の券を出している
自治体もあって、それ自体は総務省の通達に対してどのように整理するかという観点もある
のですが、通貨類似性が高かったり、人に渡せるということであまり好ましくないとされて
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います。しかし、それを逆に電子化することによって、本人だけが使うことができます。もう
一つの観点としては、使うお店を限定できます。例えば観光地であれば、ふるさと納税して
いただいた方に何らかの電子感謝券を配って、地域の決まったお店でしか使えないように
できます。３点目は、事務コストを削減できると思います。紙の感謝券もそうですが、地域振
興券を発行した場合、紙の印刷や換金の手間がかなりあったと聞いています。そういったも

のを電子化することを今年始めようと思っています。
　利用のイメージとしては、金額決済には幾つか
の種類があるのですが、まずはお店側にアプリを
入れていただいて、金額を入力して、今度は利用者
側にQRコードを表示して、それを読み取って、感
謝券のポイントを充当します。セキュリティ上、毎回
ランダムに発生する４桁のパスコードを入力する作

業を挟んでいます。QR決済やスマホ決済を目にする機会は多いと思うのですが、先ほど申
したように総務省としては少し課題であるとしている点を克服して、地域でもふるさと納税
のお礼の品として使ってもらえるために準備しています。

３．ふるさとトークン
　今年に入ってから地域通貨研究会というものを弊社でも行っていて、同じように地域通
貨に興味のある自治体にご参加いただいています。われわれも元々、地域通貨の可能性が
あると思って入っています。ただ、先生や皆さんがおっしゃっているように、地域通貨がすご
くはやった時期があっても、なかなか根付きませんでした。もちろん一定の課題があったの
だろうと思います。そういった中で同じような文脈で、自治体がブロックチェーンや仮想通
貨を検討することがとてもはやっているので、その一端を説明します。

３－１．｢自治体×○○」の事例
　この後の事例とかぶるかもしれませんが、｢自治体×○○」という事例が幾つかありま
す。ブロックチェーンや仮想通貨、ICOを何となく耳にしているかもしれませんが、簡単な整
理をお話しすると、ブロックチェーンはあくまでも分散台帳技術という技術です。どこかの
企業がサーバーセンターを持っていて、そこと常にやりとりするかたちではなく、オープンに
なっていて、ネットワーク全体の中で管理・運営する技術です。
　仮想通貨のビットコインなどは、ブロックチェーンの技術の上に乗っていて、あたかも通
貨のように使うアプリケーションです。なので、仮想通貨だけではなくて、ブロックチェーン
を使って著作権を管理したり、ブロックチェーンを使って生産者から最終消費者までを追っ
ていくサービスを作ることに取り組んでいる方もいて、そういったものの一つが仮想通貨で
す。
　ICOは、仮想通貨を使って資金調達をするという考え方です。なので、それぞれ少しずつ
意味合いやレイヤーが違うと思います。ブロックチェーンという基盤の上に仮想通貨という
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アプリケーションがあり、仮想通貨を使って資金を集めるという取り組みが、このところ非
常に行われていたというふうに理解していただければと思います。
　具体的な事例としては、岡山県西粟倉村が2017年11月にICOを導入すると発表していま
す。ただ、国内でICOというのは、これから当面難しくなると思っています。皆さんご承知の
コインチェックの問題があったとき、ICOは簡単にお金を集める手段だったので始めた方
も多かったのですが、今後ICO（initial coin offering）はIPO（initial public offering）と
同じように審査が必要となり、上場は簡単ではなくなります。何が大変かというと、もちろん
取引所が企業のことをきちんと見ますし、この企業はきちんとしたルールでやっているとい
うことが上場審査されてはじめて上場できるようになります。それだけのプロセスを踏む必
要が生じるわけです。
　ICOは、ホワイトペーパーと呼ばれる説明だけを見て、皆さん信じて買うのですが、第三
者による監視がほとんど効いていません。ですので、詐欺のものが９割といわれています。
でも、手軽さの裏にはそれだけ不正もしやすかったということがあり、それで問題が起きて
しまっているので、日本国内ではICOといえどもきちんとルールを見てやっていこうという流
れになっているので、今までのように手軽にICOを導入するのは難しくなると思います。です
ので、11月の段階で発表されていましたが、西粟倉村の場合、かなり準備や整理をしないと、
仮想通貨を使ったICOは難しくなると私は思っています。
　クラウドファンディング×プロックチェーンの取り組みとしては、佐賀県みやき町と、Ｑ＆Ａ
サイトを運営しているオウケイウェイブという会社が始めようとしています。ブロックチェー
ンというのは、先ほど言ったようにあくまでも技術であり、どちらかというと１社ではなくて
オープンにするべきものなので、オウケイウェイブがブロックチェーンを使ってどういう形で
行うのか、何がメリットなのか、正直分かりかねる部分はありますが、文脈としてはこのよう
にブロックチェーンを使うことを打ち出している自治体や企業があります。
　地域通貨では、研究会にも来ていただくようになった千葉県木更津市が、君津信用組合、
アイリッジと組んで実証実験を始めています。
　福岡県嘉麻市では、QRコードを読んで行う決済にブロックチェーンを使っています。ブ
ロックチェーンを調べると分かるのですが、ある特定の企業が行うのであれば必ずしもブ
ロックチェーンを使わなくてもいいという話もあるのですが、一応ブロックチェーンを使って
地域通貨をやっている事例があります。

３－２．ICOとは
　ICOとは、株であれば会社の上場などに対して、最初の株式公開時に証券会社を通じて
申し込むと株式で返ってくる形を、お金を払ってコインを受け取る形にしたものなのですが、
今申し上げたような規制が今後少し厳しくなってくると思っています。
　ICO自体は伸びていたのですが、どれぐらいの資金調達ができるかというと、この前も
TelegramというサービスのICOに関心が高まったのですが、全体では海外でも900億円、
国内でも100億円ぐらいです。ベンチャーキャピタルの資金よりもグローバルのICOの方が
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伸びている事例もあったのですが、逆に世界中でも規制がかなり厳しくなってきていると思
います。
　ICO関連の詐欺なども起きています。ICOの場合はビットコインやイーサリアムという仮
想通貨で権利を買うのですが、きちんと申し込んで仮想通貨を入れた後にウェブサイトがな
くなっているような事例が割とグローバルで起きていて、かなり規制が厳しくなっています。
国内でも金融庁が規制していますし、広告でもICOと書いてあるものは出さないという動き
が始まっています。
　ICOの今後について、われわれの方でここ数か月検討していて、最初は地域通貨の可能
性について改めていろいろ勉強してきました。やはりいろいろな課題があります。

３－３．トークンとは
　一方で、ITやふるさと納税にはまだ可能性があるのではないかと調べている中で、仮想
通貨やICOとの組み合わせを考えました。ただ、ちょうどそのタイミングでかなり事例として
難しくなったという背景がここ数か月あった中で、われわれで何か新しいスキームができな
いかと考えているのが、これから説明する「ふるさとトークン」というものです。
　今、地域通貨やキャッシュレス、ICOなどいろいろなものをメディアで目にしますが、なぜ
かというと幾つかの要素が複合しているのではないかと思っています。私は先週、ある自治
体で、地域通貨の導入を検討しようと首長から指示があったことを受けて、検討会を立ち上
げるための検討の場に呼んでいただきました。そこでとても面白いと思ったのは、地域通貨
に何を期待しているかが皆さんかなり違うということです。自己紹介の中にもあったと思い
ますが、資金調達の観点で考えていたり、作家のミヒャエル・エンデが提唱していたような
域内循環、域外にお金が出ていくのではなく、域内でお金を回す仕組みを作るという観点
で地域通貨を考える方もいたり、地域内のコミュニティ促進のために地域通貨を導入できな
いかと考える人もいます。地域通貨の枠だけでもいろいろなニーズや事例で考えている方が
いるとわれわれは認識しています。
　もう一つ似た文脈で、仮想通貨やICOがあります。ICOでは資金調達ができますし、仮
想通貨であれば決済のコストダウンなど中央集権的ではない文脈がいろいろと入ってき
ます。一方、キャッシュレスは、アリペイやWeChatペイなどで中国ではとても進んでいます。
それを踏まえて日本でも、大手のポータルサイト、メガバンク、通信キャリアなどが独自の
キャッシュレスを行うと言っています。経済産業省は「東京オリンピックまでにキャッシュレ
ス４割を目指そう」（2018年２月時点のキャッシュレス・ビジョンでは2025年までに４割）と
言っていたのが、民間等も含めてこの前開いた研究会では「８割を目指す」と言っていたり
して、このあたりもホットトピックだと思っています。われわれとしては、地域のことを考える
ことがベースにあるので、この文脈の中で重なってくる範囲だと思うのですが、そこをうまく
整理できないかと考えています。
　われわれが着目した言葉に、トークンエコノミーがあります。最近本を読むとよく出てくる
言葉で、商品券や仮想通貨と思っていただいてもいいのですが、やりとりする代替のもの
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をトークンといいます。ベストセラーになっている落合陽一さんの本にも書いてあったので
すが、円だけの経済圏ではなくて、地域には円だと形にできない価値があって、その価値を
トークンに替えることによって、経済圏が回らないかということです。
　価値のあるものには、円以外にも地域資源や無形の観光資源などがあります。それこそ
人のボランティアや助け合いの気持ちでもいいと思うのですが、そういった価値をITを使っ
てトークンというものに分割するイメージです。あなたはどれだけ観光資源の権利を持って
いるかとか、改築費用をどれだけ出したかとか、助けた気持ちのようなものを形にするの
は難しいですが、トークンで定量化することによってお互いに可視化したり、やりとりしたり、
あるいはトークン一つ一つを円と取り替えて取引対象にするような形で、トークンを使って
円ではない価値を交換できないかという考え方があります。
　トークンエコノミーというのは、円を全部乗せ換えるのではなくて、もちろん円による経済
圏もあるのですが、そこにレイヤーとして、例えば観光資源のトークンだけでやりとりできる
とか、お互いのボランティア的な気持ちだけでやりとりできるようなものが乗っかるイメー
ジだと思っています。トークンエコノミーに完全に切り替わるのではなく、この経済圏の上や
近くに何かまた小さな経済圏が乗っているような世界観ではないかと思っています。
　具体例を考えると、空き家対策です。都市部でもよく聞く話で、もしかしたら都市部でも
増えていくのかもしれませんが、空き家自体を整備する予算はないけれども、活用すればサ
テライトオフィスや移住体験ハウスができないかということがあります。それに対する地域
通貨の一つの使い方として、商店街を活性化するためにトークンが使えないかと考えました。
　そのときに、これが全てではなくて、いろいろなトークンの仕組みの組み合わせがあるだ
ろうと考えているのですが、われわれが考えた一例は住民やファンがトークンを買うイメー
ジです。例えば100トークン＝100円でトークンを発行することを自治体に公認してもらって、
先ほどの空き家のようなところの事業投資に回すことを考えています。実際にトークンを販
売して得た資金を事業投資に使うのはよくある仕組みで、例えば寄附型や購入型のクラウ
ドファンディングがこれに近いです。ユーザーはプロジェクトに賛同してお金を入れていた
だいて、それを使う権利を持っているところまでは、よくあるクラウドファンディングですが、
われわれもその仕組みと組み合わせられないかと考えています。
　先ほどの事例のように、その事業に対して関心があれば、トークンを買って協力するで
しょう。あるいは地域に対して意識がとても高くて、自分は使わないけど地域貢献だからと
いう方も一部いると思います。しかし、そうではなくて実際の利益も欲しいとなったときに、
｢自分は賛同するし、空き家を新しいものとして使ってくれれば地域が活性化するから投資
してもいい。ただ自分は使わないのだけど」というときに、例えば地域通貨のように地域の
お店でも使えるような仕組みを作ってあげると、例えば１万円相当のもので１万円のポイン
トがもらえるのだったら、投資してもいいと思ってくれます。でも、お店側がポイントを使わ
れたら自治体が換金しなければならないのですが、その原資はどうするのかというときに、
あくまで投資であるということで、事業投資から収益を上げて、その収益を原資としてお店
に換金するスキームをトークンと組み合わせればできないかと、われわれは仮説として考え
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ています。
　一番いいのは、例えば100を投資して最終的にきちんと100リターンがあれば、買った人
は100返ってくるけど、それはとても難しいし、即時に返ってくるわけではありません。それ
が例えば初年度は２割しか使えないと設計することによって、最初に集めたお金を投資に
回したり、事業がとてもうまくいけば110％になって返ってくるのであれば、プレミアム商品
券のように利用される可能性があると思います。ただ、それをすぐに実現するのは簡単では
ないとも思っています。
　でも地域への投資にもなるけれども、８割しか戻ってこないというかたちも設計上はある
のではないでしょうか。例えば地域貢献に100全てを寄附するのは負担が重いというときに、
でも自分は地域の事業に賛同して投資をして、ポイントは使えるけれども、そのポイントは
８割かもしれない。ただ、それによって地域にお店ができたりといった地域への貢献、そう
いったところも組み合わせることを一つのリターンの考え方としてできないか考えています。

３－４．ふるさとトークンの新しさ
　では、何が新しいかというと、電子マネーとの違いは、自治体が運営主体の場合が非常
に面白くて、集めた資金を事業投資に使うことが制度上できると思っています。電子マネー
とプリペイドカードは同義語で使われていると思いますが、電子マネーを発行するのが民間
企業の場合、集めたお金の半分を供託金として持っていなければならないのです。それは
あくまでも通貨であり、前払式支払手段といわれています。なので、ここは信用として、会社
が倒産してしまうとその分は戻せないので、半分は供託金で持っていましょうということに
なるのですが、自治体の場合はその対象外なのです。例えば自治体がプリペイドや電子マ
ネーを発行すると、換金が実際に起こるということに対してはもちろん何らかの制度設計
が必要なのですが、仕組み上は半分のお金をプールする必要がない点が自治体ならではだ
と思います。
　クラウドファンディングとの違いも先ほどの説明のとおりで、投資（寄附）の対象だけでな
く、例えば地域のお店にも使えるように利用の汎用性を上げることを考えています。
　ふるさと納税との違いは、まずは支援の結果自体が、先ほどの空き家でいえば空き家が
新たに利用されることで活性化につながったり、犯罪防止になったりする効果と、あとは支
援のリターンの両方をきちんと得られることであり、そのように設計できないかと思ってい
ます。それから、寄附との違いとして、経済的なリターンも望めます。
　地域をマクロで見ると、日本は預金をたくさん持っているという話がある一方で、地方の
場合は財政がなかなか厳しいと言われています。そこで、地域の人が地域内に投資する仕
組みができないだろうかと思っています。ただ、寄附はハードルが高いでしょうし、地銀や
信金にお金を預けても必ずしも地域に投資してくださるわけではありません。それをトーク
ンの形にして自分の地域にお金を落として、それで何か新しい事業を興し、でも自分たちは
域内のトークンを使ってサービスやお店で使えると非常にいいのではないかと思っています。
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３－５．ふるさとトークンの働き
　ふるさとトークンの働きを五つ挙げます。一つ目は、冒頭に地域通貨について申し上げた
のと近いのですが、トークンを介することによって、気持ちのやりとりみたいなコミュニケー
ションの部分にもITやスマートフォンを使うと、物々交換などができると思っています。
　二つ目に、円で取引されないもの、例えば観光資源を優先的に見る権利を金額で売り出
すと抵抗感があると思うのですが、トークンの形にして、自治体に対して貢献した方が優先
的にお祭りや観光資源を見られるようなトークンを発行する形にできないかと思っています。
　三つ目は、何度か申し上げたことですが、資金調達手段です。
　四つ目、五つ目は、あまり細かく説明しませんでしたが、ICOや仮想通貨の話に戻ったとき
に、ICOで資金を集めますし、なぜ集まったかというと取引所で投機的に値が動くことが非
常に大きかったのです。ICOは本来、こういうサービスをしますよという利用の権利の販売な
のですが、それが起きるまでずっと取引されるので、投機的に値が動いたりします。ただ、私
たちは投機的だと良くないと考えている一方で、観光資源的なもので、しかもトークンの発行
数が有限であると、夏などにトークンを使って地域のお祭りに行きたいとか、この観光を見
たいというときに、何か取引できる仕組みがあって、例えば買ったときは1,000円のトークン
だったものがすごく値上がりして1,200円や1,300円で売っているような、交換所の機能をう
まく組み合わせると、投資目的で買う方や話題性の部分などができると思っています。
　あとは地域間でも、ある観光地と観光地が夏と冬とでハイシーズンが異なるときに、それ
ぞれのトークンを交換できる仕組みを提供すると、今は夏だから、例えば西の方のトークン
の価値が上がったり、冬になると逆に北の方が上がるような、地域のトークン同士の交換み
たいなこともできると、すごく活性化していくのではないかと思っています。
　最後の五つ目はかなりアグレッシブなのですが、トークンや地域通貨が域内で十分に行
き渡っていれば、自治体自身が円を発行するようにトークンの発行もできる世界があるので
はないかと考えています。

３－６．ふるさとトークンでできること
　できることとしては、トークン自体を発行したものをサービスや物と交換したり、地域内
の物と交換できたり、自治体では公共サービスの領域として税金をポイントで払う仕組みを
結構導入していると思います。実際そういうサービスがあることからすると、地域トークン
を税金に使えるようにすれば、利用先としてはニーズが高くなると思っています。あとは人に
あげたり、他のトークンと交換することもできると思います。
　できないこととして整理しているのは、例えばトークンを自治体に持っていって円と換え
てもらうのは、為替というか、資金移動になってしまって、細かい金融の話になってしまうの
ですが、資金移動業に抵触する問題が生ずるので、円への換金はあくまでもしない想定で
す。もちろん使った後のポイントの利用は可能ですが、そういう整理をしています。
　ここまで話すと、自治体の事業では難しいという話を結構聞くので、最近少し考えている
こととしては、ふるさと納税の文脈から考えると、事業者はもちろん地場産品のものを出して
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いるからいいのですが、地域内の人だけがお得感をなかなか味わえない面もあります。そこ
で、こういう事業に対して、予算としては落ちにくかったけど地域でやりたいことがあったと
きに、先ほどのクラウドファンディングやふるさと納税の例であったように、地域外の方であ
れば原資の一部をふるさと納税の寄附や企業版ふるさと納税に使ってはどうかという話を
しています。
　釈迦に説法ですが、もちろん国や地方自治体の助成金とマッチする事業であれば助成
金というのもあると思っています。そこに加える形で、地域内の方はトークンをお持ちにな
りませんかというのを出してくると、例えばこれ全体をある事業の原資にできるのであれば、
トークンを買った人に対して対価を払うのはその部分だけでよくなるので、限られた部分だ
けの事業収益を上げればいいという部分も、予算上ミックスできるのではないかと思ってい
ます。ここは私よりも自治体の方が詳しいと思っているので、こういう組み合わせも含めて
できることについて、ご意見を頂けたらと思っています。
　他にも利用できると思うので、アイデアを膨らませるためにわれわれで考えた幾つかの例
を最後に挙げます。一つは文化資産に対するもので、文化財に対する修繕費用等に予算を
使うと、そこを優先して見る権利を提供します。それから、空き家は一つの例だと思うので
すが、施設はあるけれども初期投資分を賄えないときに、その部分だけを先出しでトークン
として予算を集めれば、始めたものに対する利用の権利をトークンで提供できないかと考え
ています。
　それから、資源をトークン化する事例で、使い方まできちんと落とし込めていないのです
が、例えば海洋資源のように漁獲量が決まっているものをトークンで割り振って、例えば１
年間の漁獲量に対して漁師の人数で分けます。もちろん漁をしてもいいですし、しなかった
場合はその権利を人に譲る形で見える化していくことも考えられると思います。
　もう一つは、先ほど投資した額に対して目減りするような話をしましたが、その一つの考
え方として、地域の公共交通機関への活用があります。公共交通機関が維持できなくなっ
てきたときに、資金を集めて運営すれば、なくなったものが使えるようになるので、トークン
のリターンが少し目減りしたとしても地域で自分が使えるものに対する投資であれば、使え
るようになったことに加えてトークンを合わせれば、投資額よりも大きくなるという考え方も
できると思っています。
　最後は非常に大きな話ですが、逆に分かりやすい例としては地域の電力です。再生可能
エネルギーの発電所の建設は今であれば小型のもので億単位だと思うのですが、そういっ
たものをトークンで資金調達できれば、そこで作った再生可能エネルギーに関してトークン
を持っている人は電力料金が無料、ないしは投資分だけの電力をもらえる仕組みができな
いかと考えています。
　地域通貨の検討がわれわれのスタートだったのですが、現状のICO、仮想通貨、地域
通貨の状況であったり、ふるさと納税をやらせていただいている面から幾つか耳に入って
いることを組み合わせると、例えばトークンというのは地域通貨の延長線上であったり、と
てもよく似たものです。自治体にとっては制度上などの壁がまだまだあるとは思いますが、
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こういった点は一つの可能性だと感じています。トークンエコノミーは、これだけITが進ん
でいる中で注目している方もとても多いですし、それができつつあるような背景が生まれて
いると思いますので、小さなところからでも始められたらと考えています。

質疑応答

（保田）まだもやもやとしている部分が多いと思うので、素朴な疑問からぶつけていっても
らうといいと思います。今日で疑問を解消すると、次回以降の理解も相当深まると思うの
で、遠慮なくどんどんぶつけていただければと思います。

（Ａ）トークンが使われている事例の中に、漁獲量の例があったと思います。それを漁師
で分けるという話の中で、使われなかったものは譲るという話がありましたが、譲るとい
うのは何を対価に譲るのでしょうか。

（飯田）先ほど申したように、実際の例では難しいです。ただ、考えやすいと思っている
のは、少し話がずれてしまうかもしれませんが、自治体で予算が100万円や200万円と決
まっていて、それを使うのだけれどもボランティアポイントにしたいときには、その100万
円を分けてもトークンで発行するような形にします。漁獲だと分かりにくいのですが、例
えば漁獲を使う権利が2,000万円と決まっているとするならば、トークンの数で割って、
使わない人はその分を現金で戻すなど、裏付けの資源があって初めて今の話は成り立つ
と思っています。なので、そこの設計はかなり重要だと思っています。ただ、それは円にす
る場合です。円にしないのであれば、例えば2,000匹取れるのであれば、トークンを漁師
だけに展開して、実際に取ったものを市場で売れば100匹分の利益はもちろん得られる
けれども、それを取りに行くのは大変だから、隣の漁師にその分を売ってしまうという使
い方もできなくはないと思います。

（Ａ）QRで読む電子感謝券を考えているということですが、例えば利用店舗を制限すると
いう話がありました。アプリを取る上で、利用店舗を制限するということは地域によって
アプリを作らなければならないのですか。

（飯田）それはやり方次第で、例えば同じアプリだけれども、利用者が複数の地域の電子
感謝券を持っていたとしても、ここで使えるのは例えばＡ市のものですというのは作れる
と思っていて、そこはできると思います。ただ、脱線かもしれませんが、もしかしたら利用
者がこれから困るのは、今でも皆さんはカードをたくさん持っていると思うのですが、こ
れと同じようにキャッシュレスサービス（QR決済）が乱立する可能性があると思っていま
す。もしかすると、私たちのようなトークンは、メインプレイヤーの決済システムに対して
使えるようにする可能性が一つあるのかなと思っています。

　　例えば研究会の２回目に来られる香川県のめぐりんマイルさんは、プラットフォームとし
てFeliCaを使っています。なので、ポイントがトークン側と実際の決済手段の組み合わせ
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みたいなものが複数になってくることもあると思っています。

（Ｂ）先ほどのキャッシュレスの話なのですが、今後高齢化が進んでいく中で、そもそもス
マホを持っていない方が増えると思うのですが、高齢者対策は何か考えていますか。

（飯田）考え方は二つあって、一つは高齢者でも遠隔の家族との間でLINEの使い方を覚
えることも結構あったりすると思うので、利用がすごく増えてくれば覚えられるだろうと
思っています。でも、そうでないケースだと、これは社内の話でジャストアイデアなのです
が、高齢者にはQRコードが印字されたカードだけを配って、店舗側でそれを読んだらポ
イントを使ったことにする。住民にQRコードだけを配るようにすれば、その人はかざすだ
けでいい。その人の地域通貨へのチャージは、家族の方がおばあちゃんのカードをピッと
読んで、クレジットカードで決済すると、そのおばあちゃんはこのカードに何ポイント入っ
たか分かるというものは、技術的には作れない話ではないと思います。

（Ｃ）先ほどの空き家対策の事例についてですが、実際に具体的な話として、空き家をど
のような形で活用するかという考えはありますか。

（飯田）今はなくて、お話ししたいと思っているのは事業側の方なのですが、古民家のよう
なものがあって、それは地域の工務店の方がやっていらっしゃるようですが、そこをリノ
ベーションしたり、インテリアを入れて民泊施設にしたり、そういうことはやった上でだと
思います。なので、われわれは地域の空き家対策など、今度も実際に伺って話をさせても
らおうと思っているのですけど、空き家バンクなどでは登録されているものは目にするの
ですが、それは普通の不動産でなかなか取引されていないから空き家バンクに登録され
てしまっていることもあると思います。一方、今申し上げたようなリノベーションが、修繕
費用がないとか、中に家具がないから使いにくいという仮説がある場合、今申したような
最初の数十万円や100万円でそこに価値を埋めるけれども地域の方や自治体が100万円
を出しにくいのであれば、先にお金を集める仕組みをうまくつくれないだろうかというこ
とを考えています。まだ仮説なので、実際に空き家対策をしている方などにこれからヒア
リングさせていただこうと思っています。

（Ｃ）半ば個人的興味もあるのですが、地域通貨というものがあって、将来的に現金を使
わないのではないかという話もあります。地域通貨の議論が進んでいくと、現金が流通
する仕組みがなくなっていくと考えておられるのか、それとも両面を考えていかなければ
いけないという気もしていて、素人で分からないのですが、そのあたりは皆さんどのよう
なことを意識しながら議論されているのかと思いました。

（飯田）われわれは両面だと思っています。難しいと思っていたのが、地域内だけに流通
するお金にすれば外に行かないからいいという形で地域通貨があったと思うのですが、
なかなかうまくいかなかったケースが幾つかあります。利用者側から考えると、円だった
らどこでも使えるのに、地域通貨は逆に制限されてしまうということで、円に対して利便
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性が低いと、プレミアムが付いているとか、何か理由がない限りはなかなか普及しないの
ではないかと思います。なので、その観点だけで円に置き換えるようなものは、それほど
簡単ではないと思っています。

　　もう一つは、地域通貨を同じような域内の流通にすると、運営コスト分を誰が持つの
かという議論を結構聞きます。最初に助成金があった場合、それをベースにしてできたり
するのですが、結局は発行する人や換金、手数料などの設計が必要になります。恐らく飛
騨信組のケースをお聞きしていても、金融機関が入って、決済手数料をお店から取られて、
地域通貨を買った人に１％還元するようなスキームで経済圏がうまく回るように設計され
ています。そこまでいくと、もしかしたらサステイナブルに継続可能になるのかもしれませ
んが、今までの地域通貨はどうしても発行コストや換金コストが見込めなくて、運用がか
なり大変だと聞きます。円の代わりに地域内だけの経済圏をつくるのは、そこだけでは難
しいと個人的には感じています。ですので、今申したような資金調達や、円ではない価値
観をやりとりする仕組みを組み合わせていくことが必要だと思っています。

（Ｃ）ちょっと話が脱線するかもしれませんが、昔、住基カードがあったのですが、住民か
らすごく反対がありました。でも、マイナンバーは結構すんなりいきました。でも、戸籍も
紐づいていいとか、登記の情報を建物などに引き継いでいいという議論がなされてきて、
元々進めようとしていたものがまた違う機能になって、あんなに反対していたのにという
ことが動いたりしています。地域で回すことを考えると、最終的に現金がないというとき
に、新たな価値観の中でやっていかなければならないと思うのですが、実際にやろうとす
る場合、納税も全部そこから行くのかとなるとどうなのかなと思いますし、難しいなと思
うのです。

（飯田）われわれがこの議論をするときに、ゴールというか、理想的な世界と、最初の一歩
をどうつくっていくかが重要だと思います。おっしゃるように、理想的には円ではないとこ
ろだけでぐるぐる回っていたり、しかもそれが納税できるといいとか、発行までできると
いいと思うのですが、一足飛びにそこまで行くとイメージが湧かないので、われわれがよ
く言うのは、最初は商店街からでもいいかもしれない。しかも、ふるさと納税も入っていて、
エリア外の人がそこに行ったら使える商店街ができていて、その１店舗だけでいいから、
近隣や商店街の人が少しずつお金を出し合ってトークンを買って、１店舗だけが何か新し
くリノベーションして始めた。域内でトークンを出した人は地域で使えたり、ふるさとと納
税の人は域外から使える、あるいは少し助成金が入っているというふうに、１エリアだけ
始めてみてもいいのかなと思います。

　　でも、それだけでも、地域通貨や振興券だけではなくて、ある一つのお店に対してお金
が入って活性化しているというふうに、二つが組み合わさった事例ができています。例え
ば二つ目だと、それで近くの観光資源の開発に対するお金も使って、ここでも使えるし、こ
の商店街でも使えるという二つになれば相乗効果だと思いますが、これが単に組み合わ
さっていくと全体がエコノミーになるのではないかと思います。全体も大事ですが、何か
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まず一つ始めて、それが二つ目、三つ目になる。さらには広域連携で隣の市でも使えるよ
うな、最初は手間かもしれませんが、一つ一つの案件に対してできたものがつながってい
くと、結果として経済圏になるような考え方も必要ではないかと思っています。

（Ｄ）初めての言葉が多くて、まだ整理できていないのですが、具体的に私たちが使うこ
とになった場合、まずどこで使うのか、どのように使うかが気になるところです。実際、電
子マネーやクラウドファンディングなどは、少し違うプラスアルファも作れるとおっしゃら
れていたのですが、具体的に商品券を作るなどということではないとすると、アプリなど
電子的な部分で管理する形になるのですよね。

（飯田）そうですね。そこは手段です。紙でもできると思うのですが、恐らく電子化した方
が、費用、コスト、利便性の観点ではいいと思います。

（Ｄ）そこで手数料の関係が出てくるということですか。

（飯田）ただ、先ほどあったように、地域の方にはカードを配るなどの併用もできると思っ
ています。

（Ｄ）そういうものを管理していくリスクを取って、商店街からスタートしているのですね。
実際始められているところはどのあたりが始めていますか。

（飯田）トークンはまだないのですが、ようやく今月ぐらいから、ふるさと納税で先ほどの
ような感謝券として少し使い始めている自治体もあります。これだけではないのかもしれ
ませんが、例えばふるさと納税で使えるお店が幾つかできていたら、そこのお店でも使え
るトークンを発行してみませんかみたいなこともできないかなと思っています。

（Ｄ）今挙げていた具体的な事例というのは、実際に行っているものと、文化財の修繕な
どのように、こういうものもあるということですよね。

（飯田）例としてはそうですね。もちろん自治体が核になると思うのですが、あくまでわれ
われが仕組みを提供していて、実際にこういう事業をしたいという方はすごく必須だと改
めて思っています。もちろん自治体が主体でやるというのもあると思いますが、地域には
キープレーヤーみたいな方がいらっしゃるので、ある程度資金があればこういうことがで
きるとか、実績を持っている方がトークンから資金調達をして、そこで新しいことを始め
るというような、両方があります。

（Ｄ）昨日、ちょうど企業版ふるさと納税にすごく興味を持った方がいらっしゃいました。
その方は長年住んでいるまちで愛着があるので、まちのためだったらどのように使っても
らってもいいということでした。システム上は企業版ふるさと納税ではないと思うので、そ
ういう意味ではトークンの利用であればいけるのかなということで、すごく勉強になりまし
た。あとは、そこをどう動くか、中の仕組みをどう使っていくかというところですよね。
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（飯田）そうですね。でも、ふるさと納税は決まった制度ではなく、われわれの中で整理し
ているものとの組み合わせなので、最初のスタートは簡単ではないだろうと思います。た
だ、小さくても始めてみて、先ほどのように深掘りではないですが一つやってみて、加盟店
も増えていったり、利用する側も増えていったりすると、始めたい人がクラウドファンディ
ングとして始めやすくなると思うのです。なので、そういう基盤を少しずつでも作っていく
という考え方があります。

　　あとは、今でいう地域課題というのは、もしかしたら横展開可能かなと思っています。
もちろん、ある自治体で深掘りしていくという進め方に加えて、空き家対策や高齢者対
策という共通課題だったら、もしかしたらそれをまねて横展開みたいなこともあるかな
と思っています。繰り返しですが、われわれはあくまでもこういった整理やシステム、ウェ
ブを使ったアプローチまではできるのですが、実際にやるのは地域の方と自治体なので、
あれはあくまでも事例であって、逆にどういうものがありますかというのを今お聞きして
いる形なので、このままではないのですが、もしかしたらここに使えるとか、こういうもの
はないかというご意見を頂ければと思います。

（Ｄ）うちも残念ながら、先進的にこれをやろうという自治体ではないのです。そうすると、
どこかの自治体が一つでもスタートすることによって横展開をやり始めると、早い部分も
あると思います。子育て系のものなどは、ハード面でもソフト面でも使おうと思ったら使っ
ていけますか。

（飯田）それはできると思います。

（Ｄ）どこかの市町村で子育て支援のＡＩを導入する話があったようなので、そういうもの
の利用にも使うことも考えられますよね。

（飯田）そうですね。

（Ｄ）ちょっと持ち帰って話をしてみます。

（Ｅ）自治体が主体とおっしゃっていて、自治体を主体に考えると、ふるさと納税の仕組み
が今日お話しいただいた内容からすごく理解できました。私の自治体には大企業がない
のですが、企業が主体となってトークンを発行するのはあり得ますか。

（飯田）あり得ますが、企業がやると前払い式やプリペイドの会社になって、半分の供託
金管理や資金移動業みたいな整理が生じて、どちらかというとLINEやプリペイド、電子
マネーのような形に寄っていくのです。なので、できなくはないのですが、われわれは逆
に自治体が主体となることで、できることがより多くなると感じています。

　　それから、金融機関は前払い支払手段の対象外です。なので、次回以降に事例がある
と思うのですが、飛騨信組や木更津市の例は金融機関が発行しているので、そこは資金
移動業でカバーして進めている形になると思います。
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（Ｅ）トークンを考えたときに、資金調達や地域内通貨の面、コミュニティの促進などいろ
いろな考え方があるということでした。地域で見ていくと、孤立化やコミュニケーション
の希薄化がいわれている中で電子化を進めてしまうと、もっと希薄が進んでいくのでは
ないかと思います。地域の人同士のつながりを活性化する方法がありましたら、お聞きし
たいのですが。

（飯田）地域通貨全般の話になると、例えば神奈川県の旧藤野町は地域通貨の先進的
事例です。ただ、地域通貨の中でもいいと思うのは、トークンの資金調達とは全く逆でコ
ミュニティ寄りなのです。何をしているかというと、リアルな手帳みたいなものを相互に
持っていて、例えば自分が何かを貸したり、迎えに行ったりすると、誰々に何をあげたか
とか、何をしたかというプラスとマイナスをお互いに書き合うのです。極論を言えば、プラ
スマイナスゼロにならなくてもいいのです。記帳方式とよくいわれているのですが、そうす
ると手帳を見れば今までのやりとりが分かったり、そういうものがあることによって頼み
やすくなったりして、ITを使わないでコミュニティ活性化に取り組んでいます。

　　軽井沢では、地域通貨のような形で「お手伝い券」を発行して、ちょっとしたお手伝い
をしてもらったら、お金であげると少しいやらしい感じがするけれども、券に換えること
で少し緩和するような事例が、コミュニティ寄りでは多いと思います。

　　われわれはどちらかというと、ICOなども入ったので、資金調達の部分を主軸に置いて
考えているのですが、コミュニティが重要だということになれば、ちょっとITにはなってし
まうのですが、そこに両方の機能を持たせたりします。域内の話ではないですが、われわ
れが考えているのは、ふるさとチョイスを使っていただいていると、どこの自治体に寄附
したかという会員の情報を持っているので、例えば応援アプリのようなものを用意してロ
グインしてもらうと、今までに寄附した先が一覧で見えます。だから、バーチャルなカード
みたいなものでいいと思うのです。アプリの中なのだけど、会員証みたいなものが見えて
いて、ちょっとした情報などもプッシュでさせてもらうだけでも地域とのつながりがすごく
できて、そこでちょっとしたやりとりができたりして、こんなトークンが出ているというもの
が見えるだけでもコミュニティ活性化につながらないかという仮説を立てています。

　　これは自治体のニーズかなと思います。地域通貨の検討会に出させていただいた際も、
コミュニティ活性化なのか、自治体の財政に対するものなのか、域内なのかという目的に
よって変わってくると思っていて、どの観点で地域通貨やトークンの必要性を感じている
かによって設計の仕方が変わってくると感じます。

（Ｄ）ふと思ったのですが、今後横展開していくことが可能と聞いたのですが、逆に例え
ば空き家対策だったら、空き家対策で地域通貨を使いたい人という感じで、市町村が集
まってやった方がいいパターンがあるとすれば、そういう展開も可能ですか。

（飯田）われわれは可能だと思っていて、幾つか側面があると思います。今言った事例で
直面するのは、ふるさと納税にしても地域に根ざした人に事業をやってほしいという
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思いがすごくあります。そのときに、解決する側が全国区や東京の企業だった場合、どこ
まで抵抗感があるのかというのは正直気になっています。おっしゃるとおり、横展開する
し、東京や大阪などの都市部だからノウハウを持っているとか、大手の企業がやってい
るケースもあると思うのです。ふるさと納税は、全国展開している企業や都市部の企業
のサービスは、地産地消の考え方からするとあまりそぐわないのですが、トークンだった
り、空き家対策、高齢者対策、交通などだったら、共通のサービスを持っているところを
活用することにどこまで抵抗感を持っているかがまだ見えません。ふるさと納税をやって
いる側からすると、よくそういう話になります。

　　もう一つは広域連携だと思っています。その辺は、自治体間でのトークンやサービスの
やりとりなども制度上から整理しなければならないのですが、その後の事務的なものや、
自治体間同士でそこをうまくできるかというところが課題になると思います。

（Ｄ）連携がうまくいって始めるのであれば、「うちの市が先に始めます」と言うよりはハー
ドルが低くなるとは思います。大変にはなると思いますが。であれば、そういった方向性
で考えていくのもありなのかなと思いました。そういった制度上もそろっているということ
で、空き家や高齢者の問題はかなり根深いと思うので、一つの市でやっていくよりは、広
域化できればいいなと思いました。

（Ａ）この話を聞いて、この研究会で最終的に１歩踏み出すではないですが、大阪府内の
自治体がスタートラインに立ってもらうために、こちらが研究成果を発表していければい
いと思います。先ほどのように横展開ではないですが、事例を知らないが故に抵抗があ
ると思うのです。この話を聞いて、私自身もいっぱいいっぱいです（笑）。そういう人間が
多いと思うので、成果自体も事例紹介を含めて、考察もしていったりする展開でも面白い
かなと、聞きながら思っていました。

（Ｄ）来る前に上司とも結構話をしてきて、うちは地域振興課が対象になるのですが、企
画課だけでもこういった内容でこういう研究をしてきたという報告会をしたいと言ってい
るのです。それよりももっと大きい成果物のようなものがあれば、それが一番いいと思う
ので、この研究会で１歩踏み出すようなものがあればいいと思います。

（保田）先ほど飯田さんが出してくださったブロックチェーン、仮想通貨、ICOの話があっ
たと思います。地域通貨がどこに当てはまるかというのも、いろいろな可能性があると
思います。ブロックチェーンのもう１歩下に地域通貨みたいなものがあって、地域通貨が
一番広くて、その次がブロックチェーン、仮想通貨、ICOという形になると思います。そう
なると、できることは非常に幅広になります。例えば従来の地域通貨でいけば、域内のコ
ミュニティを活性化させたり、域内の取引を活発にさせたり、域内というのはお金の巡り
を良くしたりなどいろいろな目的があります。

　　一方、最近はテクノロジーが発展してきたので、支払いをより簡便にしようというもの
があります。大阪でもいろいろな濃淡があります。例えばインバウンドに積極的な場所で
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あれば、中国人に向けて完全にキャッシュレスにした方がいいということで、中国人民
元から円に換えて払ってもらうよりは、中国人民元から直接マッセマイルのようなものが
あったとすればマッセマイルに換えてもらって、道頓堀で使ってもらった方が利便性が高
いという話も出てくると思います。

　　そうなった場合、うちの自治体は空き家が多いとなった場合、電子登録にしてブロック
チェーンでいくと、不動産をブロックチェーン化するなどいろいろな可能性が出てきます。
そんな中で、ここからここまでできるというメニューが出てきます。そのメニューが出てき
た中で、各自治体の皆さんの持ち場で適用可能なものや、庁内で一番受けそうなものは
何かという中で、それぞれご自身の可能性を探ってもらうのが面白いと思います。

　　去年も、クラウドファンディングの公開講座を開きました。あと、ソーシャルインパクトボ
ンドといって、これも行政課題を解決するための資金調達手法ですが、その公開講座を
開いたときは、企画財政の方々ではなくて児童福祉課や公園の管理をしている方など、そ
れぞれ現場側の方がたくさんいらっしゃいました。公園管理や施設管理をしている人た
ちにしてみると、そのお金を捻出する資金調達手段を知りたいから来たのです。児童福祉
課であれば、必要な予算は200万～300万円だけれども、それを調達することすらできな
いのでその調達手段として来たという話になると思います。

　　従って、公開講座に行ったときには、問題意識を抱えた各原課の方がいらっしゃって、
地域通貨やICOを使えるか、使えないかという話になってきます。そういう意味では、最
終的に皆さんが報告書やアイデアをまとめる段階では、企画財政課としてまとめるのも一
つでしょうし、あるいは公開講座でいらっしゃった方々をつかまえて、そういう人たちと一
緒にジョイントするとか、その公開講座の情報を皆さまの庁内に流していただきたい。市
によっては公開講座の情報が庁内に回らないところがありますので、そういうところに回
していただければ、課題意識を持った職員たちが釣れることもあると思いますので、そう
いうところで報告書をまとめるのも一つあると思います。
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　去年、クラウドファンディングの研究会をやっていた中で、海外もそうですが、社会課題
や地域課題を民の力で解決しようという動きがありました。これまで社会課題や地域課題
というと、基本的には行政が解決する話だったと思うのですが、そうではなくて民の力で解
決しようという動きが出てきています。その中で、民は解決するだけではなく、お金の出し
手にもなります。あるいは、民が解決するということは収益的にプラスになるものです。
　最近は社会企業といいますが、社会問題を解決する企業があります。例えば病児保育の
問題であれば、「フローレンス」のような特定非営利活動法人があって、今まで病児保育を
預かるのは完全に行政マターだったのですが、それを普通に企業がやることで、収益化も
できてきます。収益を生むのであれば、投資家が付くのです。投資家が付くということは投
資商品になるので、クラウドファンディングが出てきました。
　地域通貨や自治体トークンというのは、クラウドファンディングのもう一つの発展形で
す。先ほどの飯田さんのスライドにもあったように、クラウドファンディングではお金を出し
ます。クラウドファンディングで京都の町屋をリノベーションするとなった場合、京都の町屋
リノベーションのためにお金を出します。返礼品は、その町屋の利用券やステッカーという
ことで、お金の出し先と自分のリターンが完全に１対１で紐づいていたのですが、先ほどの
プレゼンにもあったように、お金は出すけれども、リターンの形としては別でもいいというの
がトークンの考えです。お金は町屋で使うけれども、町屋からはどこでも使えるコインをも
らって、そのコインをいろいろなところで使える形になるので、より可能性と柔軟性が高い
のがトークンだと思います。
　そうなってくると、例えば四條畷市ではマラソン大会を開いています。今、マラソン大会は
人気なので、開催費用をクラウドファンディングで集めることもできると思います。そうする

基調講義

「地域通貨 論点整理」

講師：神戸大学大学院経営学研究科 准教授　 保田　隆明 氏
（本研究会　指導助言者)

外資系証券会社、投資ファンド、金融庁金融研究センター、小樽商
科大学 准教授、昭和女子大学准教授を経て、2015年9月より現職。
企業の資金調達戦略を研究し、クラウドファンディング、投資事業
組合、ふるさと納税にも詳しい。クラウドファンディンを通じた自
治体や事業者の取り組みや地域経済への効果を検証。関連する主な
著書「ふるさと納税の理論と実 践｣、主な論文に「ふるさと納税の
きっかけと動機に関する調査｣、｢ふるさと納税によるクラウドファ
ンディング」など。商学博士（早稲田大学)。
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と、クラウドファンディングでお金を出した人は、マラソン大会参加券をもらえるというのが
非常に分かりやすいです。ただ一方で四條畷市が好きな人たちの中には、四條畷は好きだ
けれどもマラソンは別に興味がない人もいると思います。そうなった場合、マラソンは応援し
たいけど、メタボで走れないので返礼品は要らないとなると、全く成り立ちません。ただ、マ
ラソンを応援してくれたら四條畷コインがもらえて、そのコインを四條畷市のいろいろな商
店で使えるとなると、もっとファンを増やすことができるはずです。そういうことで、行政課
題の解決にもできます。
　先ほどの話では、四條畷の商店街で使えるということでしたが、例えばマラソン大会の
クラウドファンディングにお金を出して、四條畷コインをもらいました。これを四條畷の子ど
も食堂の運営資金として寄付してもいいわけです。そういう形でいろいろな広がりがあるだ
ろうという気がします。行政課題を住民の力で解決することは、海外でも国内でも出てきて
いる話です。そうはいってもお金が必要なので、お金の出し手と最終的に帰着するところの
可能性が非常に広がるのが多分、トークンなのだと思います。

１．クラウドファンディングの整理
　地域通貨の整理をしようと思います。飯田さんの話と若干ダブるところもあるので、気楽
に聞いていただきたいと思います。まず地域通貨は、先ほども申しましたように、クラウド
ファンディングの発展系の形で捉えると一番分かりやすいと思います。クラウドファンディン
グとは何かというと、何かプロジェクトを実施したい人が「こういうプロジェクトをやりたい」
と言ったときに、例えばマラソン大会を開催したいとか、八尾市は古民家のまちなみがある
のですか。

（Ｃ）はい。昔ながらのまちなみが残っています。

　では、昔ながらのまちなみを保全するためのお金を調達したいということで、ネットに掲
載します。そうすると、それに賛同する人たちがお金を出すのがクラウドファンディングです。
　クラウドファンディングには、寄付型、購入型、投資型の三つがあります。今話したのは、
どちらかというと寄付型か購入型です。例えば単純に八尾市のまちなみを保全したい人に
対して投げ銭をあげる場合は寄付型です。一方、まちなみに対してお金を出してくれた人に
八尾Ｔシャツをプレゼントしたり、施設を使える権利を提供したりするのは購入型です。投
資型は最近広がりが出てきているのですが、いったん置いておいてもいいと思います。端的
には、１万円を出したら１万500円を提供しますというような金融商品になるものです。
　クラウドファンディングの効果としては、金銭の調達ができますが、もう一つは価値観の
共有や共感ができることが非常に大きいです。つまり、八尾市にすれば古いまちなみを保
全するためにお金が欲しいという目的もありますが、一方で課題を解決してもいいという人
たちを募るためのマーケティングの場として活用できます。
　それから、クラウドファンディングは地域創生に役立つのではないかというのが去年の
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研究会のテーマでした。また、クラウドファンディングは、新しい商品を開発するときに使
うこともできます。例えば守口市で守口大根を活用した新しいレストランをオープンすると
なった場合、そのレストランの開業資金をクラウドファンディングで調達することができます。
それをプラットフォームに乗せれば、守口大根の存在そのものを知らしめることもでき、特
産品を生んだり強化することができます。
　守口大根を使ったお店を新たにオープンする場合、例えば守口市内の信用金庫に行って
｢お金を貸してくれ」と言っても多分貸してくれません。なぜなら、実績がないからです。だ
けど、クラウドファンディングのスキームを使えば、「それ、面白いじゃん」と思う人たちがた
くさん集まって、みんなが１万円ずつ出してくれれば開業資金が集まります。
　飯田さんから頂いた地域通貨の話でいくと、例えば守口大根を使ったレストランであれば、
守口大根を使ったレストランに対してお金を出すし、八尾市の古いまちなみ保全であれば、
それに対してお金を出すことになります。話を簡単にするために「大阪トークン」というもの
があったとして、「大阪トークン」を持っていれば、守口市でも使えるし、八尾市でも使える
となれば、大阪好きの人たちが「大阪トークン」を持って、そのトークンをどこでも使える形
ができるかもしれません。
　例えば守口市の場合、「守口トークン」があったとすれば、いったん守口市が出すトーク
ンにお金を出すのですが、トークンを持っている人は守口大根のレストランでそれを使いた
いと思う人がいるかもしれないし、守口市内の別のサービスで使いたい人もいるかもしれな
いということで、より利便性が高まります。

２．地域通貨とは
　地域通貨は、明確な定義が決まっていません。これまで地域通貨は、先ほどの八尾市の
事例にもあったと思いますが、ブーム性もあって、終了したものも含めると日本国内で500
以上あったといわれています。ただ、ほとんどが頓挫しています。その理由は、二つです。プ
レミアム商品券も同じだと思いますが、券を刷るのが大変であり、券を使える店を探すのが
大変です。そうすると、流通が非常に難しいということになります。
　先ほどの飯田さんのプレゼンテーションにもありましたが、皆さんスマホを持っています
ので、流通の問題や利用のしにくさという問題はこれで相当解決します。それ故に、地域通
貨がもう１回盛り上がってきたのは、まず一つは制約要件が少なくなってきたからという理
由があります。
　ボランティア頼みだとまずいという話があったと思いますが、この点についても、Ａさん
の質問につながるわけですが、社会課題や地域課題は企業でも住民でも解決できるという
成功体験を皆さん持ち始めているので、ビジネスベースにも乗るようになっています。
　現状としては、既に存在する地域通貨も幾つかあります。細々生き残っているもの、そこ
そこ生き残っているものがあります。木更津などでは、域内でのお金をぐるぐる回して経済
活性化を目的とする事例もあります。
　かつてあったのは、どちらかというとコミュニティの結束を目的としたものです。お金を
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支払うときは必ず対面で、コミュニケーションが発生するので、コミュニケーションツールで
あるといわれています。それをもう少し派生していくと、コミュニケーションを結束させると
いう目的になります。一番分かりやすいのは、例えば貝塚市内で清掃活動をすると、ボラン
ティアに対して１貝塚券を提供します。そうすると、１貝塚券を持って地元の商店街で買い
物できるようにすると、地域のコミュニティがより活性化されていくことになります。それが
もっと小さなコミュニティであれば商店街ぐらいの単位になるでしょう。でも、面倒くさいで
すよね。商店街で使える商品券をもらっても、現金が欲しいという話になると思います。皆
さんが非常に高いモチベーションでコミュニティを活性化していくという思いを持って、その
思いを持続する状況がなければ、この通貨はなかなか持続しないと思います。
　環境問題解決の目的としては、先ほどのボランティアと同じですが、ビーチクリーン作戦
でビーチをきれいにしたら、そのビーチ関連の券が何かもらえるというものです。
　コミュニティの結束と環境問題解決は、今の言葉で言う「意識高い系」の活動を形にし
たものです。一方、「経済活性化」は、利便性の向上と域内のお金をぐるぐる巡らせるもの
です。今一番着目を浴びているのは「経済活性化」であり、テクノロジーの進化によって、よ
り取り組みやすくなっています。その可能性を飯田さんからお話しいただきました。一方、先
ほど飯田さんからも地域通貨とICOとキャッシュレスの話がありましたが、ICOやキャッ
シュレスは「経済活性化」になると思いますし、地域通貨はコミュニティの結束を含んだ形
になると思います。

３．国内の地域通貨
　幾つか事例を見ていきます。神奈川県藤野地区の「萬（よろづ）」は通帳型です。ボラン
ティア活動でＡさんがＢさんの畑を耕すのを手伝ってくれたときに500円を渡すと、「何だ、
500円か」という話になりますが、手伝ってくれたときに取れたトウモロコシを渡すとすごく
喜ぶでしょう。それと同じで、「萬券」を渡すのです。それは感謝券（サンキューカード）み
たいなものです。そうすると、Ａさんはサンキューカードを使ってＢさんに庭掃除をお願いで
きたりもします。ですから、基本的にはサンキューカードのやりとりが「萬」の仕組みになっ
ています。
　サンキューカードは通帳型であり、Ｂさんの通帳には「畑仕事をしてくれたＡさんにサン
キューカードを１渡した」と記載され、Ａさんの通帳には「Ｂさんに畑仕事を手伝ってあげ
た」と記入されます。そうすると、サンキューカードが流布するのも一つの目的ですが、相互
扶助が生まれることをやろうとしたのが「萬」です。
　次に、「アトム通貨」です。これは商店街での取り組みです。いろいろなプロジェクトに参
加するとアトム通貨をもらうことができ、商店街でアトム通貨を使うことができます。余談で
すが、これは手塚治虫の事務所がデザインしたものなので、そのファンの人たちがこれ欲し
さにボランティアをするという副次的なこともありました。
　｢リアス通貨」は、コミュニティの結束が目的です。東日本大震災でわれわれは被災地に物
資を送りましたが、必要な物資と必要でない物資があって、毛布が余っているのにたくさん
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来ることがよくありました。それではかわいそうなので、お金を送ればいいのですが、お金
を送った場合、そのお金で何をするかということです。カップラーメンがたくさん必要だった
とすると、われわれが送ったお金でカップラーメンを買うわけですが、発注先がイオンだと
すると、お金がイオンの本社である千葉県幕張市に落ちます。そうではなくて、われわれは
お金を寄付するのではなく、地域でしか使えない券で寄付します。そうすると、向こうの人
たちがカップラーメンを買うときにはイオンでは使えなくて、地元の商店が入っている商店街
でしか使えません。そうなった場合、われわれが送ったお金が必ず地域で循環するのがリ
アス通貨です。ですので、われわれが被災地に寄付したお金が東京に戻ってこないように、
向こうでぐるぐる回るために地域通貨に換えるのです。
　｢モリ券」はまさに環境問題解決が目的で、森林保全活動に対して券をあげることで、地
場産品との交換ができます。「ビーチマネー」も同じで、ビーチをきれいにすることが目的で
す。ハワイでも同じことをやっています。「モリ券」と「ビーチマネー」はどちらかというと意
識高い系です。

４．これからの地域通貨
　登場したけれどもうまくいかなかった地域通貨は、どれもその手間とメリットと意義のと
ころで面倒くささが勝ってしまい、ほとんどが駆逐されていきました。これからの地域通貨
には幾つかありますが、電子地域通貨については来月と再来月、「さるぼぼコイン」と木更
津の「アクアコイン」の方々がいらっしゃって、いろいろお話ししてくれます。
　電子マネーとの連携で一番進んでいるのはWAONで、地元の商店街でも使えるもの
を作って、幾つかの商店街でも運用している事例があります。商店街にしてみるとイオン
は敵なのですが、WAONで商店街を友達として取り込んでいこうという形です。ですので、
WAONでためたポイントを商店街で使うことも可能です。WAONの地域活性化の事例では、
盛岡の「MORIO‒Jカード」が成功事例として一番取り上げられるので、その人に１回来ても
らってもいいかもしれません。
　地域通貨の使い方にはいろいろあると思いますが、現金をチャージすることもできますし、
地域通貨と交換してスマホで決済することもできます。「さるぼぼコイン」も同じような形で
す。「さるぼぼコイン」の話を聞くと、最初に現金でチャージするのではなく、カードの引き
落としも年内にはできるようにするという話だったので、どんどん発展していくでしょう。ス
マホ決済については、会津大学を中心として実験が行われているのが「白虎」です。今は
実験段階なので、そういうものを公開講座等でお話しいただいて、われわれのヒントにして
いけばいいと思っています。
　あとは、先ほどの飯田さんの事例の延長線上になりますが、「しまとく通貨」は長崎県の
離島で使われています。QRコードで読み込むものに非常に近いのですが、QRコードではな
くて電子スタンプみたいなものを使います。いずれにせよ、スマホで払うことには変わりあり
ません。離島に旅行に行く人たちが「しまとく通貨」を現金で買います。買うと１万円で１万
1,000円、１万2,000円などと幾らかプレミアムをもらえて、それで買い物をします。そのとき
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に、プレミアムの原資はどこかという問題が常に付きまといます。
　｢さるほぼコイン」は来月か再来月に来るので、楽しみにしておいてください。今のところ
数少ない成功事例です。特徴は２点あって、１点目は飛騨信用組合という金融機関が発行
元になっていることです。地域通貨は自治体が発行元になるイメージが非常に強いのです
が、そうではなくて地元の金融機関が発行元になっています。飯田さんのプレゼンにもあっ
たように、資金決済、資金移動のややこしい法律は金融機関が全てカバーしているので、使
い勝手は良くなります。
　もう１点は、初期導入コストです。先ほどの飯田さんのプレゼンでもキャッシュレスの割合
を４割にするか８割にするかという話がありましたが、一番のハードルは、店舗側の導入コ
ストです。クレジットカード払いも電子マネーも同じですが、端末を置くのに15万円がかかっ
て、月額の利用手数料がかかって、なおかつ決済金額に対して何％かのフィーを持っていか
れる感じで、それが普及の一番のハードルになっています。しかし。QRコードを設置するだ
けにしてしまえば、導入コストはほぼゼロにすることができます。それはトラストバンクさん
が提供している電子感謝券も同じだと思いますので、今後そういうものがもっと広がってい
く可能性があります。
　｢テンボスコイン」は「さるほぼコイン」とシステムは同じなので端折ります。単純にハウス
テンボス内で使えるキャッシュレスのサービスです。
　これと同じものが「近鉄ハルカスコイン」です。あべのハルカスで実証実験が行われ、第
１回は終わっています。当初は沿線自治体とも連携して難波天王寺方面から伊勢志摩辺り
までで使えたらという狙いがあります。
　コンテクストが全然違うのですが、電子マネーとの連携で利用額の一部を地元に寄付す
るものや独自のポイントを付けるものとして「ご当地WAON」の場合、少額ですが、利用額
の数％を地元に落とす仕組みを作っているものもあります。これは財源確保や地元の課題
解決のための資金調達という点では可能性があるかもしれません。

５．電子マネー決済
　QRコードはいろいろなものが乱立している状態です。LINE Payもあれば、楽天ペイ、
Origami Payもあります。私もこういう商売をしていますので、試しにLINE Payで自分の
スマホに１万円をチャージしているのですが、どこで使っていいのか分からないので、いま
だに使ったことがありません。結局、Suicaなどの電子マネーを持っているし、QUICPayも
持っているので、SuicaもQUICPayも使えなくてLINE Payしか使えない場面がないのです。
だから、LINE Payに１万円チャージしたけど、全然使う機会がありません。
　LINEユーザー間での割り勘や送金ではもっと使い勝手が良くなると思うのですが、ペ
イメントのメソッドとしては、日本の場合は特に都市部にいればSuicaなどがとても使え
るので、LINE Payや楽天ペイといわれても使う場面がないのです。逆にいうとSuicaや
QUICPayが入っていない場合、新しい手法を入れやすいと思うので、そういうところこそ
地域通貨だと思います。その点では、地方の商店街や保育園の延長料などの支払いなどへ
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の活用があると思います。

６．中国のキャッシュレス社会の現状
　この前、中国に行ってきたので、どんな状況だったかを書いてあるのが「地域通貨へのヒ
ント　中国のキャッシュレス社会の現状」という資料です。文章でだらだらと書いてあるの
で見てもらった方が早いと思います。
　日本でも最近、レンタル自転車や自転車シェアリングがあると思いますが、そういうところ
にもQRコードがあって、そこにQRコードをかざすと支払いが完了します。支払いが完了し
たら自転車のロックが開いて、自転車に乗ることができます。UFOキャッチャーの上部にも
QRコードがあって、そこにスマホをかざすとUFOキャッチャーが３回プレーできます。
　通常、自転車シェアリングでは自動精算機があって、そこに300円を入れれば自転車が
使えると思いますが、そういうものはなくて全てスマホです。UFOキャッチャーも今までは
300円を入れていたのがスマホをかざすとできるようになります。こういうものが全てスマホ
で決済できるようになっているのが中国の現状です。
　店舗でも、日本ではタブレットで注文できたりしますが、支払いは店員が伝票を持ってき
てレジで払います。しかし、中国では注文も支払いもタブレット上で行え、QRコードを読み
込めばいいわけです。
　そもそも日本の場合、店に備え付けのタブレットがあって、取れないようになっています。
そうではなくて、テーブルには紙のメニューがあるのですが、QRを読み込むと自分のスマホ
がメニューになるのです。そして、自分のスマホでオーダーすると、スマホにカート機能が付
いているのと同じなので、キャッシャーになります。

（Ｄ）表示は円ですか。

　表示は元です。元も「￥」なのです。英語でＹから始まるので。
　それで、スマホをかざすとメニューになって、購入していくと自動的にカートになっている
ので、最後に支払いボタンを押すと、その場で支払いができます。支払いにはLINE Payな
どを使います。

（Ｂ）スマホがなかったらどうなるのですか。

　そうしたら、現金で払うのではないですか。
　私が中国で何に困ったかというと、向こうはタクシーもUberなのです。正確にはチャイ
ナ版なのでUberではなくて中国企業なのですが、手を挙げてもタクシーは止まりません。
スマホで呼ぶと、「あなたのところに迎えに行くのはナンバープレート9548です」と言われ
て、タクシーを待つわけです。すると、われわれ観光客はその仕組みを持っていないので、
手を挙げてもタクシーも全然止まらないし、ドライバーも嫌がります。だから、スマホを持っ
ていないと、とても大変です。
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（Ｂ）大変ですね。充電が切れたら地獄ですね。

　しかもGoogleもFacebookも使えないので、地図もBaidu地図か何かを使わないと全く分
かりません。
　WeChat PayはLINE Payと同じようなものなのですが、私が割り勘しようとしたときに
友達にアテンドしてもらい、友達に50元を払う必要があったので、WeChat Payから50元払
いました。ご飯を食べ終わったらみんなで送金し合うので、お金のやりとりはありません。
　中国には偽札がたくさんあるのでキャッシュレスにしたいという強い欲望がありますが、
日本の場合は偽札問題があまりないことが大きな違いです。

７．地域通貨事例
　最後の資料は、全世界の地域通貨の事例をまとめた『地域通貨』（西部忠編）というか
なり分厚い本の抜粋版です。ただ、福祉プラスアルファという位置付けになっているので、
どちらかというと地域のコミュニティ形成のためにどういう地域通貨があったかという国内
外の事例が多くなっています。後でぱらぱらと見ていただければ、こういう事例があるのだ
なということが分かると思います。
　その中で最近、比較的注目を集めているのは時間通貨の概念です。要は自分の１時間を
売りますというふうに、時間を売り買いするタイムバンク、タイムシェアなどのサービスが出て
きています。
　福祉サービスをするときにはボランティアの存在が欠かせませんが、無償でやってもらう
のは申し訳ないです。でも、ボランティア活動に値段を付けるのも失礼な気がします。そこで、
謝礼を受け取らずに、活動した時間を預託しておきます。つまり、ボランティアを１時間した
人であれば、１時間をどこかに預金しておくイメージです。その代わり、自分が何か困ってい
るときは１時間助けてもらいます。
　これをもっと発展させたのが、最近はやっているタイムバンクのようなものですが、それ
はもっとドライな感じで、時間の切り売りサービスのようなものです。「１時間の講演料は
50万円です」とか、どちらかというと資本主義的な話ですが、その手前のもう少しコミュニ
ティっぽいものが時間通貨になります。「ふれあい切符」も同じです。
　次に、大阪府下の事例として、寝屋川市の「げんき」というものがあります。私はこれを調
べなければならないと思っているのですが、基本的には先ほどのようにボランティア活動１
時間を提供するのと同じで、同時に地域コミュニティの活性化を解決するものとして存在す
るそうです。基本的には有償ボランティアです。先ほどのように１時間預金しておくのでは
なくて、１時間に800円という値段が付いています。ただ、その800円丸々がボランティアし
た人の懐に入るのではなくて、ボランティアした人の懐には600円が入るけれども、200円
は地域活動の解決のために落ちます。そうすると、ボランティアする人たちはお金欲しさに
やっているのではないという言い訳ができます。ボランティア活動で600円をもらうのだけ
れども、「自分たちがボランティアをしているのは600円が欲しいからではなくて、200円を
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地域に落としたいからボランティアをしているのだ」という立て付けができます。それを商
店街で使えるので、コンセプトはいいのですが、基本的には従来から抱えている地域通貨
の形と変わらないと思うので、どれだけうまくいっているかは要チェックだと思います。
　それから、「アトム通貨」は高田馬場で最初に始まりました。これは日本全国で導入した
い地域がたくさん出てきたようなので、そこそこ普及しているタイプだそうです。
　日本における地域通貨制度は、基本的にコミュニティ活性化を主眼としたものが多かっ
たけれども、今となってはほぼ活動を停止しているものが多いことが分かっています。やは
り中心市街地の活性化に強い問題意識があったのだろうということです。
　地域通貨定着のための条件が挙げられていますが、これはあくまでも本の著者による三
つの条件なので、本当に正しいかどうかは議論の余地があります。本自体が数年前に出版
されていて、今のようにスマホ決済がそれほど盛んではない状況だったので、ちょっと古い
という気がします。
　最後に海外事例ですが、次の２点だけ言っておけば足りると思います。一つが、サン
キューシステムです。先ほど申し上げたボランティアと同じで、サンキューをどんどんペイ
フォワードしていくものです。何かしてもらった人に対してサンキューを送ります。昔はサン
キューカードという実際のカードを送ることができたのですが、今は電子化しています。実
物を見たことはありませんが、Facebookの「いいね！」と同じかもしれません。Facebookの
｢いいね！」のように、「サンキュー」をぽちっと押すと、相手に「サンキュー」が電子的に届き
ます。この業界ではLETSというものがよく出てきますが、サンキューカードもその一つです。
　それから、先ほど話した１時間を預託するようなタイムバンクの事例の二つが、海外では
着目されています。ただ、スマホペイメントが普及している段階で、今はもう少し新しい事例
が出てきているかもしれないので、そのあたりは私の宿題でもありますが、今後見ていきた
いと思っています。あとは参考資料ですので、時間のあるときにぱらぱらと見ていただけれ
ばいいと思います。
　ということで、地域通貨全体の世界観が見えてきたのではないかと思います。コミュニ
ティ形成系でいく方が地域課題の解決には直結しそうだし、自治体としては取り組みやす
そうです。ですが、今まで失敗例が死屍累々ありますので、一工夫が必要でしょう。その一
つは、もしかしたら電子的なものを使うことかもしれないし、それだけでは解決しない課題
があるかもしれません。もう一つは、地域の経済活動を活性化させていくことです。そのと
きには外から入ってくるお金も含めて活性化させる場合に、特に飯田さんに話していただい
たような内容を中心とした事例の構築が出てくるでしょう。
　特に、従来のコミュニティ形成型でいくと資金調達はできないですし、相当時間がたたな
いと発行量は増えません。誰かがボランティア活動をしたとして、１サンキューをもらったと
ころで、結局は１サンキューでしかありません。また、100人がボランティア活動をしてようや
く100サンキューになったのに、地元の店では500サンキューからしか商品を買えないとなれ
ば、なかなか普及しないのです。それが一つ大きな問題だと思います。ですが、ICOのよう
なものであれば、最初にトークンを一気に発行するので、流通という点ではそちらの方が優
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れているはすです。
　地域通貨が500も乱立したということは、それだけ地域通貨で地元のコミュニティ活動を
活性化したいという問題意識を、いろいろな地域の人たちが持っていたのでしょう。それを
現代版にアレンジし、なおかつ経済活動も活性化できるようなものをどう立て付けていくか
ということを考えるといいと思います。

質疑応答

（保田）全体を通じて、意見、感想、決意表明、何でもいいのですが、何かありますか。
飯田さん、何か補足はありますか。

（飯田）前提ではないのですが、この取り組みによってどうするのか、どういう立て付けに
するのか、または報告だけではなくてまとめ方としてという話もあったと思います。私はこ
の会に初めて参加して、皆さまも初めての方が多いと思いますが、ゴールがどこなのかが
大切だと思います。今日を通して、かつ１年後のゴールはどこを目指しているのか。冒頭申
し上げたとおり、われわれは企業側でもあるので、何かご一緒できればというのを今回に
限らず考えています。逆に皆さんは、お立場もあると思いますが、どういうところを目標と
して考えているのかと改めて思ったところです。別に今でなくても構わないのですが。

（保田）そうですね。徐々に形作られるかもしれません。今、公開講座が二つあって、これ
は基本的に全て事例を並べている中で、例えばこういう取り組みをしたいという原課の
職員がいたときに、飯田さんの会社と一緒に何かすることも可能だと思います。８、９月あ
たりで公開講座を設定したとして、そのときに飯田さんに話していただいて、参加してい
る職員の方々から「トラストバンクさんに手伝ってもらえないか」という話が出てきたとき
に、それが今年度中に何らかの形になれば、報告書に一つの事例として入れることがで
きるかしれないので、そういう可能性は模索していいかもしれません。

（事務局）そうですね。事務局としても、トラストバンクさんと組んで何かここでというもの
があれば面白いと思います。それがここのメンバーなのか、公開講座で出てくるのかとい
うのは、あと２回ほどやってからだと思います。去年もクラウドファンディングの公開講座
でやるところもあったと聞いているので、そこはもう少し進んでからかなと思います。事
務局としては，こういう機会はあまりないと思うので、何かあればどんどん言ってくれたら
いいかなと思います。

（飯田）弊社でなくても、これから話される他社の地域通貨でも構わないと思います。わ
れわれはあくまでも黒子側なので、自治体の方で必要と思っていただいたり、何か始める
ときのお手伝いなど、具体的なものがあるとわれわれもやりやすかったりします。別にわ
れわれだけでなくても、こういう事例に２、３回来られるような会社さんもいらっしゃるの
で。今のものがもし課題ならば、それをどう解決すればいいかということを考えればいい
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でしょうし、そこを超えて一緒にできる枠組みができればとてもいいと思いました。

（保田）了解です。



「第１回　地域活性化の切り札！！
　　～新しい地域通貨を活用したまちづくり戦略～」

開催日：2018年６月４日

会　場：マッセOSAKA ５階　第１研修室

講　師：木更津市経済部産業振興課 主幹　鈴木　昭宣 氏

　　　　サイテックアイ株式会社 顧問　善生　憲司 氏

２．第２回
　　「地域通貨を導入した
　　　　　地方創生研究会｣

公開講座
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　皆さま、こんにちは。木更津市の産業振興課の鈴木と申します。本日は、昨年10月から始
めた私どもの取り組みの事例紹介をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

１．木更津市のプロフィール
　木更津は、東京湾を横断する東京湾アクアラインの千葉県側の着岸地に位置し、東京駅
から直線距離で約35㎞です。圏央道と館山道がクロスしており、市内には四つのインター
チェンジがあります。アクアラインを使うと、東京都心には40分、羽田空港には20分、成田
空港には60分でアクセス可能です。東京や新宿、品川、羽田、川崎、横浜と、各方面の高速
バスが１日に740便ほど出ており、年間430万人以上が利用しているということで、近年、交
通利便性が非常に高まっています。
　面積は138.95㎢で、大阪でいえば、大阪市、堺市に継いで３番目の広さになります。昭和
17年に千葉県内で６番目に市制が施行され、昨年度で75周年を迎えました。木更津が港町
として栄え始めるきっかけとなったのは、大阪冬の陣です。木更津の水夫の戦功をたたえ、
徳川幕府が木更津に、水上交通上の特権を与えました。日本橋と木更津を結ぶ五大力船が
活発に往来するようになり、江戸との交流が盛んになり、まちが発展しました。
　昭和11年に、沿岸部に海軍の木更津飛行場が設置され、終戦後は陸上自衛隊飛行場と
なり、昨年１月からはオスプレイの定期機体整備が木更津で行われています。自衛隊があっ
たことから、近隣市とは違い、臨海部にコンビナートがありません。そのため、東京湾最大
の自然干潟である盤州干潟が臨海部に残されています。また、コンビナートがないというこ
とで、近隣市と比べて財政的に裕福でないことからか、行政任せではなく、自分たちでどう
にかしようという住民意識が、他の地域に比べて育まれてきたのではないかと考えています。

第１部

『アクアコイン』で地域経済とコミュニティを活性化

講師：木更津市経済部産業振興課 主幹　 鈴木　昭宣 氏

1970年生まれ。1992年木更津市役所に就職。市の基本構想の策定や
市民憲章の改定等に携わる。2017年経済部産業振興課に配属。同年
10月に設置された庁内プロジェクトチーム「14万市民がつながる き
さらづデジタル2020」の「電子地域通貨を活用し、市域内の経済循
環を高める」取組のチームリーダーに任命され、報告書を取りまと
める。現在は、木更津市・君津信用組合・木更津商工会議所の三者
連携のもと、2018年10月に運用開始した電子地域通貨「アクアコイ
ン」の普及に向けて取り組みを進めている。

◆
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
◆
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　木更津の南の方には木更津港があり、重要港湾として位置付けられています。東京湾ア
クアラインの海ほたるパーキングエリアについては木更津市の市域になっています。また、
木更津市内からスタートして、アクアラインを走り、海ほたるで折り返しをする千葉アクアラ
インマラソンが２年に１度開催されています。
　平成24年にオープンした三井アウトレットパーク木更津は、本年10月に第３期増床部
分がオープンすると全308店舗となり、店舗数日本一のアウトレットということで、現在も
東京・神奈川などから多くの方に来ていただいています。
　内陸部には緑豊かな上総丘陵が広がり、バイオテクノロジーを中心とした先端技術産業
に特化した研究開発拠点、かずさアカデミアパークなどへの企業立地が進んでいます。
　木更津市内からは、冬の空気が澄んだ時期には富士山がきれいに見えます。日本一高い
歩道橋である中の島大橋は木更津のシンボルの一つになっています。夕暮れ時には、富士
山を背景にロマンチックな風景に包まれることから、恋人の聖地にも認定されています。
　沿岸部には自然干潟が残っているということで、市内６か所の海岸で潮干狩りが楽しめ
ます。アクアラインをバックに潮干狩りができるということで、市の観光産業となっています。
　江川海岸の海中電柱は、映画「千と千尋の神隠し」で海上を電車が走るシーンにそっくり
ということで話題になっています。この電柱は、沖合にあるアサリの密漁の監視小屋へ電気
を送るためのものです、現在、監視小屋は使用されておらず、電柱だけがそのまま残されて
いますが、いずれ取り払われてしまうかもしれません。
　東京都心から１時間ほどの内陸部には、コスモスや緑が豊かな上総丘陵が続いています。
木更津市は国際会議観光都市にも認定されていることから、上総丘陵のアカデミアパーク
の中にはホールやホテルもあります。
　木更津には神社仏閣が多く、数多くの祭りがあります。７月に開催される八剣八幡神社の
例大祭で担がれるみこしは、1850年に創建され、重さは1.5ｔです。関東の三大みこしに数
えられており、その大きさ、重さともに関東一の大みこしと称されています。
　それから、童謡「証城寺の狸囃子」の舞台となった證誠寺が木更津市内にあります。
日本三大タヌキ伝説の一つということで、市内の至る所にタヌキの像が設置されており、
木更津市の公式マスコットキャラク
ター「きさポン」もタヌキをモチーフ
としています。毎年10月中旬には證
誠寺の狸まつりが開催されています。
　毎年５月に開催され、今年で17回
目となった「かずさYOSAKOI木更
津舞尊」では、毎年1,000人を超え
る踊り手が商店街の中で踊りを披
露しています。
　やっさいもっさい踊り大会は、毎
年８月14日に港まつりのイベントの
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一つとして開催される、今年で44回目となる大会です。昨年は82連、約4,400人に参加して
いただきました。木更津の風物詩として夏の夜を盛り上げていただいています。
　８月15日に開催される木更津港まつりの花火大会では、中の島大橋の辺りから約１万発
の花火を打ち上げます。今年で71回目ということで、約30万人の観客に訪れていただくイベ
ントです。このように木更津には、小さな13万都市でありながら、さまざまな魅力があります。
東京からも非常に近いということで、アクアコインが本格稼働になった際には、ぜひ一度お
越しいただきたいと思います。

２．木更津市のまちづくりの歩み
　木更津のまちづくりの歩みを簡単に振り返っていきたいと思います。昭和の最後に木更津
そごうをキーテナントとする再開発ビルがオープンし、平成９年には念願のアクアラインが
開通しましたが、そのアクアラインの開通によってもたらされたものは、東京や横浜方面に
消費を吸い取られてしまうという、ストロー現象による中心市街地を含めた地域経済の衰
退でした。そういった中で、平成12年に木更津そごうが自己破産し、その後、駅前の大型店
舗も相次いで撤退しました。アクアライン開通後の地価上昇を見込み異常なほど上昇して
いた地価は大きく下落し、平成12年から平成15年まで、商業地の地価下落率が４年連続で
全国一という不名誉な記録も出しました。シャッター街を象徴するまちとしてメディアにも取
り上げられ、人口は12万人前半で低迷しました。
　市の財政がひっ迫したため、行財政改革を進めていきました。また、将来を見据え、３年
間の限定で、家を建てる方に奨励金を交付する持ち家奨励制度をスタートさせるなど、いろ
いろなアイデアを出しながら、人口増加策の取り組みを進めてきました。大きかったのが平
成21年の森田健作千葉県知事の選挙公約で、アクアライン料金を800円に値下げする社会
実験がスタートし、これをきっかけに人口増加と民間投資の進出が顕著となりました。アク
アラインの接岸地、金田地区にある三井アウトレットパーク木更津も平成24年にオープンし
ました。それ以降は民間企業の立地も加速し、人口はこの10年間で１万2,000人増加しまし
た。直近の５月１日現在の常住人口は13万5,241人、直近の合計特殊出生率は1.60で、千
葉県内で１位を記録しました。経済面でも、事業所の増加率が県内２位を記録するなど、ま
ちの活力が向上しています。
　現在の木更津市長は渡辺芳邦です。1964年生まれの53歳で、県議会議員を３期務めた
後、平成26年３月に49歳の若さで木更津市長に就任しました。本年３月には木更津市制始
まって以来初の無投票で市長に再選し、現在２期目です。アクアラインマラソンにも毎回参
加しており、木更津駐屯地内の滑走路を使って毎年開催されているトライアスロン大会にも
参加するスポーツマンで、まちづくりに関してもかなり挑戦的に進めています。
　例えば、木更津港への大型外航クルーズ船の誘致に向け、昨年、実証実験で豪華客船
が入港し、今年も入港するということです。また、DMOを設置したり、産業・創業支援セン
ター『らづ‒Biz』を関東で初めて開設しました。これは富士市のf‒Bizをモデルにした産業
支援施設で、大阪府内だと大東市にD-Bizがあります。さらに、就任前からあった100億円
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の新庁舎建設計画を見直し、駅周辺の民間施設２か所に仮庁舎ということで分けて移転す
るなど、柔軟な発想により、まちづくりを進めています。広域による水道事業や、火葬場の
整備、ごみ処理の広域連携にも非常に熱心に取り組んでいます。また、「オーガニックなま
ちづくり」というテーマを掲げ、単なる有機野菜のまちづくりではなく、多くの者が集まって
一つのものをつくり、かつ互いに影響を及ぼし合い、それぞれに配慮して、環境や地域のつ
ながりを大切にし、自ら考え行動することをオーガニックと定義し、まちづくりを進めていま
す。オーガニックな住民が集まることで、持続可能なまちをつくることができる。そのための
人づくり、基盤づくり、仕組みづくりを行うということで、30年ぶりに市民憲章の改定も行い
ました。この仕組みづくりは、地域通貨にもつながってくると思います。

３．14万住民がつながる きさらづデジタル2020の取り組み
　昨年９月、納村哲二様の『地域通貨で実現する地方創生』という本を市長が全部長に渡
し、読むように指示しました。私にもこの本が回ってきて、読み終わったころに、市長が、ス
マートフォンなど情報通信技術（ICT）を活用して、住民、団体、事業者、行政などが、もっ
と互いにつながり合うようなまちづくりを進めたいということで、10月24日付で22名の職員
に特命事項を発令し、「14万市民がつながる きさらづデジタル2020チーム」が設置されま
した。
　その中で三つのテーマを検討しました。１点目が、電子地域通貨を活用し地域内の経済
循環を高めること。２点目が、スマートフォンを活用した情報インフラを整備すること（市独
自のアプリの開発）。３点目が、ICTを活用し、庁内事務を迅速化・効率化することです。こ
れらについて各７人程度で分かれて検討し、３か月後に市長に報告書を提出し、こういった
形で進めたらどうかという提案をさせていただきました。それを受けて、３月に「地域ICT
推進プラン」を策定し、プロジェクトチームから提出のあった報告内容を市の施策として位
置付けました。
　その報告書の内容の地域通貨の部分を簡単に説明させていただきます。地域通貨は、
団体や行政等によって独自に発行される通貨で、多くの自治体や団体で発行されています。
地域通貨導入の目的の１点目は、地域経済の活性化です。法定通貨が有する保存や保管と
いう機能を排除し、域内の消費活動を促すことで地域経済を活性化しようということです。
使用地域の限定や使用期限の設定等の機能を活用し、地元での購買を促進することにより、
域外への資金流出を防ぐとともに、例えば市外からの来訪者に電子地域通貨を使っていた
だくことができれば、域外からの資金獲得も期待できます。
　２点目は、地域コミュニティの活性化です。相互扶助的なサービスの提供に対し、法定
通貨で表しにくい感謝の気持ちを伝えて、人と人をつなぐツールとして活用することにより、
地域コミュニティの活性化を図るということです。地域通貨を活用することにより、ボラン
ティア活動など、地域が持っている潜在的な能力や活力を引き出し、地域の中で生かすこ
とができると考えています。併せて、行政からポイントを提供し、それを地域の商店街等で
使っていただくことにより、地域経済の活性化にも寄与すると考えています。
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　本市域では、市の取り組みの趣旨に賛同していただいた君津信用組合が、飛騨信用組合
の電子地域通貨「さるぼぼコイン」を参考にしながら、アクアコインの導入について検討し
ていただいておりました。
　アクアコインの利用者側のメリットとして、スマートフォン決済ができるため現金・小銭が
不要なことや、電子的に決済するため、いつどこで幾ら使ったかという履歴が残るというこ
とが挙げられます。お店側のメリットとしては、専用端末が要らない。現金の授受や釣り銭
を渡す手間が不要。クレジットカード決済のような手続きが不要。盗難のリスクがない。売
上金の集計が自動的にできるということが挙げられます。また、クレジットカード決済の手
数料は店によって３％、あるいは５％以上もかかるそうですが、アクアコインは1.8％という
ことで、クレジットカードに比べてかなり低いです。さらに割引セール等イベント周知のプッ
シュ配信や、購入額に応じたポイント付加が可能となることも、お店側のメリットであると考
えています。
　取り組みの方向性は、地域金融機関と行政と商工会議所が連携し、スマートフォンを活
用した電子地域通貨のプラットフォームを構築・運用していくことで、地域への愛着を高め、
地域経済と地域コミュニティの活性化を目指すこととしています。
　取り組み事項は、利用促進協議会の立ち上げと実証実験への協力。今年の秋の本格導
入に向けた積極的な情報発信と加盟店の確保。行政ポイントの付加です。地域内で通貨
が循環していく中で、ボランティア等の活動に対して行政ポイントを付加し、それを市の手
数料や使用料の支払いに拡大していければということで報告書を取りまとめています。合
言葉は「アクアコインが地域をつなぐ！！」です。

４．三者連携によるアクアコイン普及促進の取り組み
　報告書の提出を受け、２月28日に、木更津市、君津信用組合、木更津商工会議所の三者
連携による「電子地域通貨の導入および普及促進事業に関する協定書」を締結しました。
この協定において、木更津市は、市域の発展を本旨とし、住民に対する情報発信、参加利
用促進、行政ポイントの付与、行政分野での利用拡大等を役割としています。君津信用組
合は、地域貢献を本旨とし、システム整備、コインの発行、送金、換金、参加利用促進を役
割としています。木更津商工会議所は、商工業の振興を本旨とし、事業者に対する情報発
信、参加利用促進、事業者間のアクアコイン取引の普及を役割としています。
　３月28日に実証実験がスタートし、初日には君津信用組合の理事長が店頭でアクアコイ
ン決済を行いました。期間は６月24日までの３か月間で、対象は、君津信用組合、木更津市、
木更津商工会議所の職員、約1,200名です。ただ、スマートフォンを持っていない方がいる
ことなどから、実際には約860人が参加しているというのが現状です。

５．アクアコイン・アプリの使用方法
　アクアコインは、SuicaやWAONと同じで、あらかじめアプリにチャージした金額で買い
物ができるというもので、実証実験では1,000円単位で10万円以内のチャージができること
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にしています。チャージ方法としては、君津信用組合の職員が、タブレット端末を市役所に
持参し、チャージの対応をしていただいています。併せて、信用組合の窓口でもチャージ可
能となっており、今後の本格稼働に向けて、インターネットバンキングから口座振替のチャー
ジ、自動チャージ機の設置も検討しています。利用者側は口座開設の必要はありませんが、
お店側はコインから円に換金されたお金が入金される口座が必要です。手数料は、実証実
験中は頂きませんが、本格稼働後は換金したときだけ手数料がかかります。
　使用方法としては、まず、アクアコインのアプリをダウンロードしてアカウント登録します。
チャージ依頼書に記入してQRコードをスマートフォンで読み取り、チャージ金額とPINコー
ドを入力すると、即時にコインがチャージされます。決済するときは、お店にQRコードが印
刷されたプレートが設置されているので、それをスマートファンで読み取ります。そうすると、
お店の情報が入った画面に切り替わるので、例えば、店員が「540円です」と言ったら540と
入力します。次の画面に進むと、540と表示されるので、スライドバーを２回引くと決済完了
という画面に切り替わります。これを店員に見せて決済終了となります。支払った後は、画面
のコインから540円がすぐに減額になって、履歴に実際に使った金額が表示されます。お店
側には、即時に決済完了メールが届きます。
　このアプリの大きな特徴は、アプリ内にお店の紹介画面があることです。カテゴリー別
にお店を表示させることができ、写真や営業時間、営業内容も表示されます。これは参加
店側で自由に編集できるので、割引情報などがあれば、その都度、掲載することも可能です。
地図表示に切り替えると、Googleマップで付近のお店が表示され、地図アプリの道案内機
能によりお店への誘導ができるということで、お店側は宣伝にも使うことができます。
　現時点の参加店は飲食関係が多いですが、中には、ホテルや旅行代理店、フィットネスス
パなどにも参加していただいています。小売店でいうと、スーパーや花屋、文具屋などに参
加していただいていますし、生活ということでいうと、幾つかの病院でも支払いができるよ
うになっています。５月11日現在で157店舗でしたが、直近は175店舗まで増えています。ナ
チュラルバルといって、駅前で屋台村のようなものをやっており、６月10日にもイベントがあ
りますが、そちらについても今回から全店で使えるということで、それも合わせると192店
舗で使える状況になっています。直近の動きでは、市役所が入っているビルの1階にあるコ
ンビニエンスストアのデイリーヤマザキや、ドトールコーヒーにも参加していただいており、
なるべく地域内のどこでも使えるような形で実証実験を行っているところです。
　現在、860人がインストールし、2,142万円がチャージされています。そのうち1,897万円
が実際に決済され、決済件数は2,532件です。既に飛騨信用組合で本格稼働しているもの
と同じシステムを使っていることもあり、今回の実証実験でもシステム上の大きな問題は特
にありません。

６．参加店からのアンケート結果（中間）
　改良点があればなるべく速やかに対応した方がいいということで、実証実験開始から一
月ほどたった100店ぐらいのときに、アンケートを実施し、64店から回答を頂きました。複数
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回答可ですが、実証実験に参加した理由として一番多かったのが「アクアコインの趣旨に賛
同」ということで26％でした。地域の中で循環させ、それぞれの事業所も地域貢献していく
という趣旨に賛同されたということです。それから「参加の勧誘」が25％、「集客や販売促
進に期待」が23％、「費用導入が不要」が12％でした。
　参加登録はパソコン上で行う必要がありますが、そちらについてどうでしたかという問
いに対しては、「簡単」が70％、「どちらとも言えない」が22％、「難しい」が８％で、おおむ
ね簡単に登録できたということです。レジについても、「簡単」が53％、「どちらとも言えな
い」が47％ということで、おおむね簡単に運用していただいています。
　参加した感想としては、「満足した」が33％、「どちらとも言えない」が63％、「不満」が
３％でした。このときは開始から一月だったので、お店によっては、まだほとんど来客がなく
｢どちらとも言えない」という回答が多かったのではないかと思いますが、おおむね満足いた
だいているものと考えています。
　今後、本格稼働した際に参加するかどうかの意向については、「参加したい」が63％、
｢検討中」が32％、「参加しない」が５％で３店となっています。「参加しない」と回答した
お店は食券を使うラーメン屋などで、食券とアクアコインとの親和性が低く、実際に運用し
てみてなかなか難しいと思ったということでした。
　自由意見も伺っていますが、現時点では銀行窓口に行かなければチャージできないので、
やはり、そこの利便性を上げる必要があるのではないかという意見がありました。また、現時
点では、ただ決済するだけなので、もっと多くの方に使っていただけるようなメリットをしっ
かりと打ち出さなければ、なかなか地域の中に根付いていかないのではないかという意見も
頂きました。これらの意見を踏まえて、今後も三者連携で推進していきたいと考えています。

７．アクアコインの普及促進に向けたスケジュール
　アクアコインの将来イメージの第１ステップとしては、アクアコインを活用し、住民に商店
街や地元の中小のお店における消費活動を高めていただき、資金の域内循環を促進すると
ともに、観光客や、アウトレット等に来るお客さんにも使っていただける仕掛けをすることに
より、地域外からの消費も呼び込み、
地域全体の経済活性化を目指して
いきたいと考えています。
　クレジットカードなどを使うと、手
数料等を含めて資金が東京や外国
の大手企業に流出してしまいますが、
アクアコインは地域の金融機関が
発行主体なので、こちらの方に資金
がたまります。従って、将来的にある
程度の流通量になれば、換金時に
発生する手数料の一部を地域貢献
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として還元していくことも協議しているところです。また、金融機関が運営主体となっており、
アクアコインをB to Bの支払いにも活用することができるので、大きな企業等にもアクアコ
インを使っていただいて、企業間同士の流通量の拡大を図っていきたいと考えています。
　第２ステップとして、市が指定するボランティア活動などに対して、市からアクアコインを
通じてポイントを提供していきたいと考えています。そして、地域による支え合いを促進す
ることにより、地域コミュニティの活性化を目指していきたいと考えています。本年秋の本
格稼働にあたっては、アクアラインマラソンのランナーに対してポイントを付加したり、アク
アコインのアプリを使ってクーポンを配信し、外部からの資金の受け入れを行いながら、ス
タートをアピールしていきたいと考えています。その予算を、今度の６月の議会で補正予算と
して計上しています。
　先般、ある民間団体から、その団体のイベント活動に協力した方にポイントを提供したい
という申し出がありました。木更津駅周辺でろうそくを立てて夜灯（よとぼし）をする団体
が、廃油を使ってそのろうそくを作る取り組みを行っており、廃油を持ってきた方にアクアコ
インでポイントをあげたいということでした。
　また、環境に優しい食べ物などを扱っている団体が月に１度イベントを行っているのです
が、その際に、会場に来るまでにごみを拾った方にアクアコインを使ってポイントを差し上
げたいという提案も頂きました。
　こういった民間の取り組みに関しては、行政ポイントに先行して実施される可能性もあ
るということで、民間にも使っていただけるツールにしていきたいと考えています。あるいは、
現在、子育てに関してはファミリーサポート事業など、助け合いの活動が行われています。
そうした助け合い活動において、個人間で対価としてアクアコインを使えないかということ
も検討しています。こういったさまざまな取り組みを通じて、住民の中に地域に対する愛着
が生まれてくることを期待しています。
　第３ステップは、地域デジタル化の推進です。市への手数料・使用料の支払いや、少し
ハードルが高いかもしれませんが市税の支払いなども、アクアコインで受け入れができるか
どうか検討を進めていきたいと考えています。
　また、現在、まちづくり協議会に補助金を出して、協議会で団体主体の活動を行っていた
だいていますが、その補助金をアクアコインで支払うことや、民間の業者に委託料等の一
部をアクアコインで支払うことも検討していきたいと考えています。これが可能になり、完全
に地域でしか使えないものでお金を出すようになれば、かなり資金の流出を防ぐことができ
るのではないかと考えています。以上のように、段階的に取り組みを進めていきたいと考え
ています。
　本格稼働時に300店を目指して、本年９月の終わり、あるいは10月頭ぐらいにアクアコイ
ンを運用開始させたいと思っています。木更津市には事業所が5,000ほどあるので、市長に
は、5,000あるのだから１割でも500だろうと、かなりハードルを上げられていますが、なる
べく多くのお店に参加していただきたいと考えています。
　第１ステップは、私ども経済部産業振興課が主に所管する部分です。第２ステップの
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行政ポイントの付加については、市民部の市民活動支援課が主となって検討を進めていま
す。併せて、市民活動団体等から住民等へのポイントの付与についても第２ステップの中で
検討を進めていきたいと考えています。行政ポイントは平成31年度以降に運用を開始した
いと考えています。どういうことでポイントを付与するかということについては、担当課の方
から47ほど提案があるようですが、現在はヒアリングを行いつつ、平成31年度の予算にま
ずは何を上げるかということを精査している状況です。第３ステップのアクアコインによる
使用料・手数料等の公金の受け入れについては、総務部の行革推進室等が検討すること
になっていますが、まだ検討の段階です。これは行政ポイントを市の施設で支払いに使え
るなどの取り組みと連動するものなので、平成32年度以降としていますが、なるべく早く進
めていただきたいと協議しています。
　私たちは、アクアコインを、住民、団体、事業者、行政等が有機的につながり合う、自立、
循環、共生のまちというオーガニックなまちづくりの三つのキーワードを進めていくための
大きなツールにしていきたいと考えています。君津信用組合に電子地域通貨のインフラを整
備していただいているところですが、今後も金融機関と商工会議所と行政で一体となって
取り組みを進めていきたいと考えています。実証実験を始めたばかりですが、行政を含めさ
まざまな方の意見を伺って勉強させていただきながら、ぜひ成功させたいと考えています。
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　香川県高松市から参りましたサイテックアイ株式会社顧問の善生と申します。本日は、地
域通貨の講演会ということですが、弊社もこの事業を始めて今年で丸９年になり、これまで
いろいろな事例や失敗を重ねてまいりました。地域通貨（ポイント）事業は、想像以上に困
難なことが多く、これから同様の事業を行った際には恐らく皆さん同じような課題や問題等
にぶつかることがあるのではないかと思いますので、私どもの事例をお聞きいただきながら、
今後のご参考にしていただければと思っています。

１．自己紹介
　私は1974年９月生まれ香川県出身の43歳です。高校、大学と大阪で８年ほど一人暮らしを
していました。大学を卒業後、東京の金融会社でデリバティブ商品の販売を行っていました
が、巨額のキャッシュがパソコンの画面で取引されているだけで本当に人の為に役に立ってい
るのだろうかと考えるようになり、１年で会社を辞めて地元へ帰ってきました。そして23歳の時、
地元の香川でBBRASASERIE Mahoganyというレストランバーをオープンさせました。大阪
でそういうお店によく飲みに行っていて、「いいな。こんな感じのかっこいいお店がやりたい
な」という純粋な気持ちと本当に若気の至りで、23歳のときに立ち上げたお店です。運が良
かったのか５店舗まで展開し、地元では今も後輩がお店を引き継いでやってくれています。
　その後、東京で飲食店を出店しようと、10年後の2009年に東京で新会社を設立しまし
た。事業計画や社内システム、販促計画などを考えていたときに、ちょうど決済やポイントソ
リューションを販売しているシステム会社の社長に出会いました。当初は、自分のお店にシ
ステムを導入したいという話をしていたのですが、先方は、これからこのソリューション販売

第２部

香川県の地域通貨『めぐりんポイント』の仕組みとは

講師：サイテックアイ株式会社 顧問　 善生　憲司 氏

1974年９月　香川県高松市生まれ
1999年４月　有限会社マホガニー創立　香川県内に飲食事業を展開
2002年６月　　同社　代表取締役就任
2008年４月　飲食事業全店営業権譲渡
2009年１月　サイテックアイ株式会社創立　代表取締役社長就任
2009年３月　地域ポイント事業めぐりん事務局設立
2009年６月　めぐりんサービス開始（同事務局）
2010年２月　フェリカポケットマーケティング社出向
2016年９月　サイテックアイ株式会社　顧問兼シニアエキスパート
2017年８月　健康経営アドバイザー取得
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していくためのパートナーを探しており、話を聞いているうちに気が付いたら自分も一緒に
販売していたという状態でした。

２．香川県のプロフィール
　香川県には「うどん県 それだけじゃない香川県」というキャッチコピーがあります。住所
に「うどん県」と書いて手紙を送ると本当に届きますし、要潤さんがうどん県のCMに出て
います。四国の右上の端が香川県です。
　香川県は面積が1,876㎢で、全国で最も狭い県です。昔は大阪が一番狭かったのですが、
関空ができたことで大阪が２番目になり、香川県が日本で最も狭い県になりました。
瀬戸内海には、小豆島や直島など、小さな島が112ほどあり、最近は３年に１度、瀬戸内国
際芸術祭というアートの祭典をベネッセさんが開催しています。年間約100万人の観光客が
来ており、地元も大変にぎわっています。ただ、課題も多く、観光客は島を中心にめぐった
後は、そのまま大阪や愛媛、広島など周辺の観光地へ流れていってしまい、香川県内、特に
高松への訪問客が今一つ伸び悩んでいるという話もあります。
　平成の大合併で５市38町から８市９町に統合され、私が若いころには100万人を超えて
いた人口も、平成12年ごろのピークからどんどん減っていき、毎年、大体9,000人ずつ減少
しているという推計が出ています。ちょっとした小さな町が毎年消えているような状況です。
20年後には、更に２割ほど減少し約70万人になるといわれています。０～14歳の人口が減り、
65歳以上の人口がどんどん増えている、いわゆる少子高齢化が進んでいるという状況です。
因みに、65歳以上が31.0％（平成29年度）と過去最高の割合となっており、既に超高齢社
会に突入しております。

３．定住自立圏構想
　人口減少と少子高齢化が進行しているというお話は、全国共通の問題です。その中、地
方が考えなければならないテーマのひとつに、定住自立という話があります。総務省のホー
ムページにも、定住自立圏構想について掲載されており、この構想は次のようなことが掲載
されています。「日本は、三大都市圏を含め少子高齢化が進んでおり、特に地方においては
大幅な人口減少と少子高齢化が進んでいる。この状況を踏まえて、地方圏において安心し
て暮らせる地域を各地に形成するために、まずは地方圏からの人口流出を止めようというこ
と。それから、三大都市圏の人に対して、ライフワークやライフステージに合った住居の選
択肢を提供し、地方へ人が流れる仕組みを創出することが求められている。市町村の主体
的な取り組みとして「中心市」の都市機能と、「近隣市町村」の資源や文化・歴史といった
魅力を活用し、NPOや民間企業などの担い手を含め相互に役割分担し、連携・協力するこ
とにより、地域住民の暮らしを守る仕組みを圏域全体で確保しようということが記載され
ています。これが人口定住促進の施策です。
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４．｢地域ポイント」を活用した地方圏への「人口定住の促進」
　めぐりん事務局では、いかに地域ポイントを活用して地方圏への人口定住を促進してい
くかということを念頭に置いて事業を進めています。地方圏からの人口流出を食い止め、地
方圏への人の流れを創出し、圏域全体で必要な生活機能を確保するという三つの項目に
対して、地域ポイントが機能のひとつとして地域産業の活性化に役立てられるようなスキー
ムを構築しております。
　次に、三つの項目の詳細を見ていきたいと思います。一つ目の人口流出を食い止めるとい
うのは、人口流出と同時にお金が流れていくということが背景にあります。人がいなくなる
と町中の活力が低下し、消費が低迷し衰退していきます。そこで、地域全体がひとつの加
盟店と見なし、お客さまは住民全員であるという観点から、地域ポイントで囲い込みを行い
ます。飲食店や物販店などがポイントサービスをよく行っていますが、それは、自分のお店
に来たお客さんを囲い込みたいからです。私たちが行っていることは、その地域版です。地
域住民を囲い込み人口流出を抑制する施策のひとつとして、地域ポイントを活用しておりま
す。
　二つ目に、地方圏への人の流れの創出についてです。観光客に対して、香川へ来ると
地域ポイントを使った方がお得だと思ってもらえるサービスを提供することが重要である
と考えています。その結果、香川県に訪れた人にリピーターになってほしいということで
す。ポイントサービスは、元々、クーポンや割引などのような一過性のサービスと異なり、ポ
イントをためる楽しみをモチベーションに、継続してご来店いただくことが期待できます。
MEGURINを地方発の地域ポイントサービスとしてブランド化し、香川県のファンづくりを
行い、「MEGURINポイント＝香川県のポイント」、「香川県でMEGURINを使うと良いこ
とがあるかも」というストーリーを作っていきたいと考えています。
　三つ目の、圏域全体で必要な生活機能を確保するという項目です。まず、我々は地域ポイ
ントが生活に必要な機能になるようなサービスを行っています。そもそも、世の中にはお買
い物ポイントを提供しているお店が星の数ほどありますが、MEGURINポイントは、ボラン
ティアや買い物、健康、スポーツの応援、ガス・電気のポイント等、生活の様々なシーンで利
用されております。共通ポイントすることで、圏域全体の生活機能の一助を担うことを目指し
ている、それがMEGURINポイントサービスです。
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５．｢MEGURINポイント」の全体イメージ
　ポイントの機能は大きく二つあります。「ためる」と「つかう」です。先ほど申し上げたと
おり、世の中ではいろいろなポイントサービスがあり、スポーツの応援に行くとポイントがた
まったり、健康のために歩いたらポイントがもらえたり、お買い物をすれば100円で１ポイン
トたまったり、それから介護やボランティアをするとポイントがもらえたり、観光施設への
来場やイベント参加でポイントがもらえたり、ガス・電気も２～３年前から自由化が始まり
ポイントサービスを行っています。最近は自治体が、マイキープラットフォームを活用した自
治体ポイントとの交換サービスを行っており、ANAやJAL、ドコモなどいろいろなポイント
サービスをいったん自治体のポイントに交換したものを更にMEGURINポイントに交換し
て、そこから地域に還元するというサービスを行っています。しかし、これらのサービスは全
て縦割りで、いろいろな所でいろいろな人が個別にバラバラに行っているので、効果が出て
いるのか出ていないのか、微妙なものがたくさんあります。それを、一気通貫で横串を刺し
MEGURINポイントという一つの地域通貨（ポイント）にしたいということです。
　ポイントを共通化させることで、地元のお店で使えることはもちろん、公共施設で使えた
り、イベントで支払いができたり、NPOや地域の社会貢献活動に寄付できたりする世界を
つくっていきたいと考え、早９年が経ちました。
　お陰様で全国の自治体や商工団体様がご視察に来られて、取り組み内容をご覧いただく
ことがありますが、本事業の実施体制としては大きく三つに分かれると思っています。一つ
は自治体主導の地域通貨（ポイント）、二つ目は地元商工団体等が主導のパターン、三つ目
は、民間が単独で運営しているパターンです。
　この三つには、それぞれメリット、デメリットがあると思います。これは私の主観ですが、
自治体主導の地域通貨のメリットとしては、自治体が主導で事業を行っているのでイニシャ
ルコストに税金が投入されます。また、自治体サービスにポイントを活用することができます。
公共施設でもポイントをためたり使ったりできます。導入当初から、公共性が高い、ポイント
の信用があるというところがアドバンテージになります。地域ポイントや地域通貨というも
のは、最初は全く通貨としての信用がありません。それを自治体が主導で運営することで公
的なサービスとなり信用が高くなります。これは民間だけで立ち上げたMEGURINにとって
は非常にメリットだと思っており、このような理解のある自治体がうらやましくも思います。
　ただ、注意する点もあります。私も幾つかの地域を見てきましたが、市役所の職員さん
や県の職員さんが、民間の事業者のように直接かつ継続的に営業に行くことはほぼありえ
ないということです。一般的には、委託会社、もしくは商工会議所や商店街組合のような
商工団体などへ資金を流して、実務は民間の事業者が運営していくわけです。ということ
は、日々のマネジメントに役所の方は関与しないということになります。ここには構造上の
大きな課題があると思っております。MEGURINは民間で運営しているため特に思うこと
があるのですが、事業というものは、毎日イレギュラーなことが起こるのが当然です。お客
さんから急に電話がかかってきて、「使い方が分からない」と言われ、行ってみたら電源が
入っていないだけだったという小さなトラブルから始まって、担当者の対応が悪かったとか、
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契約に関するクレームまで、ありとあらゆるトラブルやクレームがあります。しかし、このク
レームはすごく大事で、いろいろなお客さまがこの事業を成功させるためのヒントを沢山
教えてくれているということに気づかなければなりません。そのヒントを元に、サービスをブ
ラッシュアップしながら、日々バージョンアップしていかなければいけませんが、いかんせん
自治体主導の事業の場合、議会での突っ込みを避けるためか、一度立てた計画をできるだ
け計画書通りに行いたいという杓子定規な一面があり、柔軟性に欠けるという問題があり
ます。それにより、サービスが向上しない傾向が多いと言えるでしょう。
　次に、商工会や商工団体が行うメリットは、最初から組合の会員に協力要請しやすいと
いうことです。加盟店やユーザーをどのように集めていくかは、スタートアップ時の大きな壁
になりますが、最初から協力者が周りにいるということが、本ケースのアドバンテージになり
ます。しかし、ここにも注意点があります。組合というのはいろいろな社長の集まりで、商工
団体の組合員や会員さんは、皆さん本業をお持ちです。商店街組合だろうが、商工会議所
だろうが、皆さん自分の仕事があるため、本業の合間で片手間になってしまうのです。
　組合には、専任でその事業に従事する責任者がいません。責任者が理事長かといえば理
事長かもしれませんが、来年で任期満了となればそこで終わりですし、最終的に責任を取
る人がいなくなり、うやむやになってしまいがちなところが結構見受けられます。「前任の責
任者がやっていたから」とか、「前の理事長がやっていたことだから私は知らない」という
ことはよくある話です。責任の所在を最初から明確にする必要があるかと思います。
　そして、民間の場合は、誰に規制されることもなく、スピード感を持って自由に何でもで
きるのがいいところです。MEGURINがまさにこれに該当します。自分がお金を出している
ので、人にとやかく言われる筋合いはありません。法に触れない限りは何でもできます。た
だし、その分、最初は信用が全くありません。ブレークポイントに達するまで大変な時間と
労力とコストがかかります。当然と言えば当然ですが、これが最大のリスクであり、本当に
大変な部分です。MEGURINは現在、500店舗ほどの加盟店が協力してくれていますが、
2009年６月にスタートして最初の１店舗目の営業に行ったときは「(店）共通ポイント加盟店
というのは、何店舗ぐらいあるの？」と聞かれ「(めぐりん）いや、これから始まるところなの
です」「(店）え、ちょっと待ってください。うちが初めてですか」「(めぐりん）そうです。初め
てご紹介させてもらっています」「(店）それなら一通り営業して、100軒ぐらい集まってか
ら、もう一度来て」というような話になるわけです。こんな話からのスタートですから本当に
大変でしたし、とにかく労力とコストと時間がかかります。
　以上、それぞれに良いところと悪いところがありますが、何が良くて何が悪いかというこ
とをしっかりと見極めて、それぞれが役割を果たしていくことが重要です。ただ、自治体主
導型も商工団体主導型も、いずれも最後は自立しなければいけません。特に、運用上の諸
経費をいつまでも税金に頼っている事業は、あまり好ましくないと思います。最終的には民
間主導で運営事業者が自立できるような事業計画を立てる必要があると思います。手数料
ひとつとっても１％や２％で運用していかなければなりません。制度設計や実施体制をしっ
かりと考えた上でやっていかなければ、絵に描いた餅になりかねませんので、ご注意下さい。
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６．ポイントでコミュニティと経済の活性化
　香川県では、「地元香川をみんなで応援するポイント」というコンセプトでMEGURINを
進めています。MEGURINポイントで「コミュニティ」と「地域経済」の二つを活性化してい
きたいと考えています。
　MEGURINポイントの基本スキームとして、「ためる」と「使う」があります。ため方として
は、基本的には100円につき１ポイントで、お支払いに対してポイントが付与されますが、地
域の活動を行ったインセンティブとしてポイントがもらえるというため方もあります。お店に
設置する端末機は、昔はクレジットカードでも電子マネーでも、各事業者ごとに端末が異な
るという時代がありましたが、最近はオールインワンで一体型の端末機が出てきており、ク
レジット、電子マネー、ポイントの切り替えができるようになっています。

７．MEGURINポイントとWAONポイントのため方
　MEGURINポイントは、携帯やカードにためることができます。具体的には、イオンの
WAONカードや、地元の琴電という電鉄系のカード、地元のボランティア団体のカード、飲
食店のカード、大学生の学生証、市役所の職員証という、地元の様々なカードに相乗りさ
せてもらっています。カードユーザーは、普段利用しているWAONカードや職員証、電車の
カード等にMEGURINポイントをためられるので、カードコストが軽減されます。中小零細
企業が単独で本事業を行うのは、非常にリスクが高く投資コストも数千万のイニシャルがか
かることが想定される為、既存の事業者のところに相乗りして、イニシャルやランニングコス
トを最小限に抑え何とかやってきました。

　現在、香川県では、WAONカードへの相乗りが非常に多く、MEGURINをためることの
できるカード（約20万枚）の内、約８割がWAONカードです。そのためMEGURINというと
WAONなのかと勘違いされることもしばしばあります。
　めぐりんWAONカードは、電子マネーで払う場合と、現金で払いめぐりんポイントをもら
う場合があります。お店には、WAONだけが使える店、めぐりんもWAONも両方使える店、
めぐりんだけ使える店があります。このうち、両方の加盟店では、WAONで支払ったけれど



48 　おおさか市町村職員研修研究センター

｢地域通貨を導入した地方創生研究会」講演録集

も、めぐりんもWAONも両方使えるため、ポイントもダブルでたまります。逆に、WAONの
電子マネーを使わないとWAONポイントはたまらないので、現金で払うとWAONポイントは
たまりません。ただし、めぐりんだけが使える店、あるいは両方使える店ではめぐりんポイ
ントがたまります。一枚のカードで複数のサービスが受けられるということで、一見便利そ
うに感じますが、実は、お客さまには非常に分かりにくいカードになっているという現状が
あります。例えば、めぐりんWAONカードの券面デザインを見ても、皆さんWAONカードとし
か思わないので、めぐりんも一緒にたまるカードであることを知らない方が沢山いらっしゃ
います。カードの発行事業者はイオンリテールで、WAONカードとして、世の中に普及してい
ます。本来は、そこにMEGURINがたまるということをプロモーションしていくことで、サー
ビスが利用されることを想定しておりました。しかし、現在、カード発行枚数は20万枚の内、
毎月のアクティブ件数は約6万件しか利用されていません。９年かかってまだ３分の１以下と
いう稼働率です。このカードの８割以上がWAONとして使われています。同じ時期に配布さ
れたカードですが、めぐりんはまだまだその域には辿り着きません。

８．MEGURIN加盟店へのサービス
　加盟店には、まずは端末機を提供しています。この端末は、クレジット、電子マネー、ポイ
ントが利用できます。そして、端末を設置して終わりではなく、加盟店になっていただいたお
店のPRを行います。１クールに１回フリーペーパーを出しており、お店の紹介をさせていた
だきます。紙媒体だけではなく、ホームページに店舗情報を掲載したり、ラジオ番組でPRし
たりと、カードユーザーの利用促進のための告知を行っています。さらに、店舗ごとに簡易
顧客管理システムを導入しており、販促ツールの一環としてご利用いただいています。通常、
フリーペーパーに掲載すると、私の地元では、ページの大きさにもよりますが数万円かかり
ます。地域ポータルサイトに掲載しても、5,000円や１万円はかかるし、ラジオ番組でCMを
流すと数万円取られます。そこでMEGURINは、これらの広告宣伝をパッケージにして、月
間5,000円～１万円でサービス提供しています。

９．円よりMEGURIN
　イベントでどのようなことをやっているかというと、例えば「ひさ枝うどんまるしぇ」と
いうイベントでは、うどん屋さんでうどん１杯250円、おにぎり１個100円かかるところを、
MEGURINを使うと、うどんが150ポイント（150円）で、おにぎりが60ポイント（60円）で
食べられるという、円よりMEGURINの方がお得というイベントを定期的にやってもらって
います。赤身専門店の肉山高松では5,000円のコース料理が3,900ポイントで食べられると
か、2,500円するチリマスタードを1,800ポイントで買えるとか、3,500円するシャンパンやワ
インが2,900円ポイントで飲めるというふうに、ポイントを使えば円より少しお得になると
いうサービスをやっていただいています。来店するだけでもポイントがもらえたり、毎月29日
の｢にくの日」にポイント５倍というイベントを行っています。
　スポーツの分野においては、香川県には野球の独立リーグの香川オリーブガイナーズや
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サッカーJリーグのカマタマーレ讃岐、バスケットボールは香川ファイブアローズというクラ
ブチームがありますが、それぞれMEGURINポイントご利用頂いております。例えば、100
ポイントで巨人戦の始球式の権利が当たるという、お金で買えない価値と地域ポイントの
交換をしたり、会員のランクによって応援に行くたびに応援ポイントがもらえたり、ポイント
でなければ交換できないオリジナルグッズ、例えば選手のサイン入りユニフォーム、サイン入
りボールなどとの交換を行っています。MEGURINならではの独自の特典サービスを受け
られるということです。
　その他、電力、ガス会社も２年ほど前から自由化が始まり、自社のポイントサービスを
行っています。たまったポイントは、ＴポイントやPontaなど大手のポイントとの交換をおこ
なっております。しかし、どこの電力会社もガス会社も同じようなポイント交換サービスを
行っている為、なんの差別化にもなっていません。結局、資本力のある事業者が勝者となる
という傾向があります。それは、逆を返せば同業他社と同じことをしても駄目だということ
です。四国電力様や四国ガス様には、元々、地元のお客さまが大半なので、もっと地元密着
サービスを行い、ポイントも地元サービスや商品との交換してもらいたい、地元に還元して
もらいたいというご相談を行った結果、地元サービスのひとつにMEGURINポイント交換
サービスを始めていただきました。
　ただ、ポイントは、強い方に流れる性質があるため、ＴポイントやPonta、WAONなどの大
手事業者のポイントと並ぶと、残念ながらポイントはメジャーなポイントに流れてしまいます。
大手のポイントは、通常500ポイントたまったら等価で交換されます。そこでMEGURINは、
ポイント交換してくれたら20％アップの600ポイントになるというふうに差をつけて、地域ポ
イントに換えた方がお得だというキャンペーンを行い、極力地域に流れるような工夫をして
おります。普通に等価交換していては、はっきり言ってほとんど交換されません。
　次に、地域ボランティアとMEGURINについてです。最近は高齢者の方が増えてきて
いて、地元にも手足が不自由な方や、家の中の電球を一つ交換するのも大変な方がいま
す。そういった方々に対し、一般社団法人の資源リサイクル協会が、20分500円でご家庭
のお困りごと、お手伝いを請け負っています。この協会では、お手伝いに行くボランティア
地域サポーターを募集しています。時給は760円で香川県の最低賃金です。お金ではなく、
やりがいを感じながら、同じ価値観を共有できる仲間と一緒に地域のお手伝いをしてい
くというコンセプトですが、地域の応援をしてくれるので、サポーターの方には時給プラス
MEGURINポイントをインセンティブとして出しています。地域に役立つ取り組みをすると
地域のポイントがもらえるという事例のひとつです。
　それから、私たちはラジオ番組を持っているので、そこで加盟店やMEGURINサービスの
紹介を行っています。このときに、番組を聞いているリスナーが、めぐりんのサイトに加盟店
の口コミを投稿してくれたら、もれなく地域ポイントを差し上げるということを言っています。
　高松市の国保・高齢医療課は、市の健診率がなかなか上がらないということで、健診率
向上の一助としてMEGURINを選んでくださいました。厚労省は健診率70％を目指すと
言っていますが、全国平均は42～43％です。そこで、高松市は健診に行った方に対し、抽選
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で500名に1,000マイル入りのポイントカードを差し上げる取り組みを行っています。
　最近よく耳にする健康経営は、経済産業省が商工会議所を通じて、企業の生産性やブラ
ンドの向上を図るために、健康診断や健康チェックを企業が行うようにということを言って
います。一般的には、健康事業に取り組むと、健康な人ばかり集まってくるのです。不健康
な人はなかなか取り組んでくれません。しかし、会社の社長がトップダウンで、会社全体で
健康経営に取り組むと言えば、不健康な方も一気に取り込むことができます。企業に対し、
健康で経営に取り組むということを推奨して、丸ごと取り込んでいこうという施策です。
　歩数に対してポイントを付けるという取り組みは、７年前からMEGURINが兵庫町商店
街様と行った事業ですが、最近はいろんな自治体で行われています。香川県の商店街で
歩数計を配り、100歩歩いたら1ポイント差し上げるという取り組みをずっと行ってきました。
最近は、ウォーキングをするとアプリが自動的にwebと連動してポイントがたまり、それが加
盟店で使えるということをやっています。これも健康経営ということで、会社が福利厚生費
でポイントを従業員に付けて、それが地域で使われる仕組みになっています。一定の額まで
は所得税もかからないということで、個人にとっても企業にとってもメリットがあります。企
業は利益が出れば、企業は従業員に地域ポイントを還元し、それが結果的に地域への貢献
にもなるということで、地域と社員と企業が元気になる健康経営のポイントを推奨していま
す。
　いろいろな企業に参加していただいていますが、ユーザー数でいうと、現在は約800人ま
で増えています。健康経営というのは、最初はそれこそ社長に言われたから「今日はラジオ
体操をしました」「野菜からご飯を食べました」と紙に書いたり、取りあえず○、△、×を付
けて、１か月たってまとめて提出するという感じで、従業員のモチベーションは上がらなかっ
たそうです。しかし、ポイントが付くとなると、モチベーションが上がって毎日真面目に記録
し、健康に対する意識も本当に変わってきているという話を聞きます。

10．マイナンバーカードによる自治体ポイント
　JALやANA、クレジットカードなどのポイントが、マイナンバーによる地域ポイントに交換
されて地域で使えるという仕組みがあり、交換を無人化する端末機を作りました。今までは
紙での手続きだったので、紙をプリントアウトして、それを商店街に持っていき、消し込み作
業をするとか、自治体管理クラウドを使っているけれども出口が紙だったという大変なこと
になっていましたが、さすがにシステム的にやった方がいいだろうということで、現在はweb
上でポイント交換を行っています。
　ただ、正直にいうと、これは利用がほとんどありません。なぜかというと、JALやANA
のポイントは、特典航空券をはじめさまざまなサービスに交換できるからです。特に航空
マイルは1マイル当たり４円分とか５円分の価値があると言われています。例えば、香川県
から東京まで出張で飛行機に乗ると、行きだけで２万5,000円ほどしますが、マイルを使う
と、15,000マイルで往復できます。そのようなメリットのあるポイントを地域ポイントに換え
るというのは、ユーザー心理としては非常に難しいです。実際に換えてくれる人はほとんど
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いません。ただ、何とかマイナンバーを普及させたいという施策の一つにこのようなポイント
サービスがあるので、なんとかしていきたいと思います。

　最近、高松空港が民営化されました。国交省のPFI事業で、
香川県だけでなく福岡や広島、神戸など、いろいろなところで
民営化が進んでいると思いますが、高松空港に行けばポイン
トがもらえるという端末機を置かせてもらっています。この
端末は、空港への来港ポイントが付与されたり、電子マネー
を使うとボーナスポイントが付与されたり、ポイント交換した
ポイントのダウンロードができたり、寄付ができたり、マイナ
ンバーのポイント交換ができたりします。旅行代理店にも加
盟店になっていただいているので、地域ポイントで飛行機の
チケットが買えて旅行に行けます。さらにラウンジの利用料
が現金で1,080円のところ、MEGURINだと972ポイントで
少しお得になるというようなサービスも行っています。

11．地域ポイントで1か月生活
　もしかすると香川県はポイントで生活できるようになるのではないかということで、昨年
10月に実験を行いました。香川大学の経済学部２年生の徳川雄生さんに協力してもらい、
１か月間の平均の生活費が大体５万円ということだったので、学生証のカードに５万ポイン
トを付与し、現金を一切使わずに１か月間ポイントだけで生活してみてもらいました。主な
ポイントの利用シーンは、バスケットのチケットを購入し試合を見に行ったり、ボウリング場
へ行ってボウリングをしたり、ポイントが足りなくなったらボランティア活動をして少し回復
したり、うどんを食べたり、ケーキを買ったり、意外といろいろなことができていました。そ
して本当に１か月間生活ができました。因みに、電気料金や電話代など、自動引き落としに
関しては含まれていませんが、１か月間、現金に１円も触れることなく生活をしてくれました。
　１か月間のポイント生活を過ごしてみた感想を聞く
と、「いろいろなお店を知るきっかけになった。ポイント
が使えるお店は限定されているので、自分が行きたい
お店ではないお店にも行ったけれども、そこでは人との
出会いや、「人」の部分で魅力を感じることが多かった。
地域ポイントが使えるお店は、地域で一生懸命やって
いるお店が大半で、大手やナショナルチェーンはほとん
どないので、人の魅力を感じて、改めて香川県はいい
所だと感じた。小腹がすいても自動販売機やコンビニ
が使えないので、正直不便なところもあったが、地域ポ
イントでお買い物をしていることが珍しかったのか、店
の人と仲良くなれたことがうれしかったし、ポイントが
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たまったり使えたりすることで、来店頻度の増加にもつながるのではないかと思った。ポイ
ント生活が終わっても、この１か月でお世話になった加盟店には、また行ってみたいと思っ
た」ということで、すごくいい結果が出たのではないかと思います。新たなコミュニティや消
費が生まれてくるということは、このような実験からも可能ではないかと推測されます。

12．｢MEGURIN」が目指す地域ポイント

　われわれが目指す地域ポイントの一つは、信用取引です。1ポイントで１円分の商品や
サービスと交換できるということです。信用取引には、何らかの担保や保障が不可欠です。
担保があるから銀行はお金を貸すし、保障があるから人々はそれに対してお金を出します。
物々交換もそうです。これは経済の活性化にとって必要不可欠な条件です。
　もう一つは、信頼関係です。これはまさしくコミュニティです。信頼というのは感情や感覚
の問題です。要するに、MEGURINを使ったら、将来地元の香川県が良くなるのではない
かというような、何の担保も保障もない感覚の部分です。そこには人と人とのつながりが必
ずあり、その信頼関係はお金には代えられません。この二つの要素が含まれているものが、
私たちの目指すMEGURINであり、そこに向かって私たちは今後も取り組んでいきたいと
思っています。
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（保田）今日は、皆さんから質問をお受けして、なるべくゲスト
のお二人と懇親いただく形にしたいと思っています。最初に二
つ、三つ私から簡単な質疑をさせていただき、その後、フロア
の方に開きたいと思っていますので、よろしくお願いします。

　　まず、アクアコインの方で、何点か気になったポイントがあ
るのでお伺いします。SuicaやICOCAが都市部であればある
ほど既に普及している中で、何か地域性のあるものを導入し
ようと思うと、「いや、結局これの方が便利だ」ということで、
それらが導入の足かせになることがあるのではないかと思っています。そういう意味では、
地域性のあるものは、都市部ではなく、よりローカル地域の方が導入しやすいという側面
があると思います。ICOCAやSuicaに限らず、クレジットカードの読み取り端末もそうです。
都市部であればクレジットカードの読み取り端末は結構普及していますが、地方だと普及
していないということで、逆に地方の方がやりやすいという面があるのだと思います。

　　木更津は、表現が悪いかもしれませんが、ど田舎ではなくそこそこ都会、高松は県庁所
在地でもあるという中においては、そのあたりは状況としていかがなものか、お二人に答
えていただければと思います。

（鈴木）確かにSuicaやクレジットカードについては、チェーン店などでは十分に浸透して
いますが、中心市街地の中で、かなり高齢の方がやっているお店などについては、まだク
レジットカードはハードルが高いということは事実としてあります。それから、今後スマー
トフォンがかなり普及していく中で、クレジットカードに取って代わるのではないかという
思いがある中で、今回、スマートフォンに懸けてみようというところが大きかったと考えて
います。

（善生）恐らく地域通貨は狭過ぎても広すぎても駄目なのです。商店街だけとか、ここのエ
リアだけということでマーケットが小さくなり過ぎると、うまく稼働しないし、採算性が合わ
なくなってきます。かといって、最近の広域連携や、県をまたいでという取り組みは、少しや
り過ぎな感じがあります。香川県は人口約100万人ですが、私が知っているところで一番小
さいところは５万人ぐらいの単位でやっているので、私の感覚では、大体５万人から、理想
的なのは50万後半ぐらいの人口規模で、行政区単位で区切るのがいいのだろうと思います。

　　支援や補助、インセンティブを行政が出すときに圏域を越えたり、行政区を越えてしまう
と、それは他のエリアに流れていくというような議論になってしまうので、そこは避けたい

第３部　全体講評

コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科 准教授　 保田　隆明 氏
（本研究会　指導助言者)
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ということで、行政区単位でやっていくのが一番いいのではないかと思います。50万人前
後というのが、私の肌間です。

（保田）ありがとうございます。アクアコインの方では、デイリーヤマザキというコンビニエ
ンスストアで使えることの利便性がいわれていますが、さるぼぼコインも、同じように地
元の一番大きなスーパーで使えることが普及のきっかけになったといわれています。一方、
MEGURINは、自販機やコンビニでは使えないということで、非常に好対照だと思いまし
た。そのあたりをまたお二人にお伺いしたいのですが、鈴木さん、３か月間の実証実験を
していく中では、コンビニやナショナルチェーンのお店でも使いたいという声は挙がって
きていますか。

（鈴木）理念としては地域のお店を応援するということですが、かといって、毎日居酒屋に
行って飲めるかというと難しく、今回の実証実験でも、件数的には日常的に使うスーパー
マーケットやお弁当屋さんなどが多いです。利便性と理念とのバランスが少し難しいとこ
ろですが、実際に使っていただくということになると、ある程度、大手にもご協力いただ
いた中で普及していく方が、浸透が早いのではないかと考えています。

（善生）おっしゃるとおり、確かにナショナルチェーンを使う方が非常に早いし、訴求力が
あるのですが、一方で、注意した方がいいと思うこともあります。東北のある自治体では、
最初は一部の大きな商業施設がポイントサービスを行っていて、そこから派生して域内の
地域ポイントをやり始めたのですが、強いところに流れる性質があるというのは地域ポ
イントや地域通貨も一緒で、ナショナルチェーンにどうしても流れてしまったのです。です
から、先ほどの電力の話ではありませんが、少し条件を変えるとか、何らかの施策を講じ
ないといけないと思います。まともにやってしまうと、コンビニやナショナルチェーンでほ
とんど利用されてしまします。

（保田）MEGURINというのは、ナショナルチェーンで買い物をしたところでMEGURIN
ポイントはたまらないけれども、WAONに相乗りしている場合は、もしWAONポイントが
たまるのであればWAONカードでためればいい。そんなカードだという理解でいいです
か。

（善生）そうですね。あくまで独立採算事業なので、全く別のサービスですが、１枚のカー
ドにMEGURINポイントもたまるし、WAONポイントもたまります。逆にイオン様からは、
ポイント端末機を設置し、お店に来たらMEGURINポイントを出してもらっています。

（保田）ありがとうございます。原資について一度確認しておきたいと思います。MEGURIN
では、100円で１ポイントたまるということだと思いますが、アクアコインの場合は、そうい
うお得なものは今のところないという理解でよろしいですか。

（鈴木）まだ実証実験なので、ないのですが、システム業者との打合せの中ではそういっ
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たところも検討しています。飛騨信用組合の方でも、お店からポイントを付けることは今
後やっていくと聞いており、私どももやっていかないと、魅力がなかなか訴求できないの
ではないかと考えています。

（保田）実証実験が終わった段階では、例えば、１万円チャージすれば１％プラスで乗せ
てあげるようなことも検討されているのかもしれませんが、今後の予定として、１万円の
チャージで100円を付与するということはあるのでしょうか。もしあるのであれば、その原
資は誰が負担するのでしょうか。

（鈴木）チャージのときのポイントについては、君津信用組合の方でやっていただきたいと
いうことでお願いしていますが、運営費等も負担していただいていますので、そういった
中で行政としてどこまでやるかどうかは今後の課題ではないかと考えています。

（保田）今のところは経済的なインセンティブは付与していないし、今後、経済的なインセ
ンティブを付与する場合は、地元の金融機関にその原資の負担をお願いしたいと思って
いるけれども、まだ見えていないということですね。MEGURINの方はどうですか。

（善生）MEGURINのポイントの原資は受益者
負担なので、付けた人がそのポイントの手数
料を頂きます。原資プラス手数料ですが、１ポ
イントで２円頂いて、使われたお店や使われた
場所に１円返します。その利ザヤが事務局の
運営費ということです。例えば、野球チームが
ポイントを付けたら野球チームの球団が払う
し、加盟店が付けたら加盟店が払うし、商店
街の清掃活動でポイントを付けたら商店街の組合が払うし、自治体が付けたら自治体が
払うということで、基本全て受益者負担で、使われたところに１円分の対価を還元します。

（保田）そうすると、例えば加盟店が100店舗あった場合、プラスマイナスでゼロになるこ
とはないと思うのです。どこかの店舗では、ポイント付与をたくさんしているけれども、実
際にはあまり使ってもらえないので持ち出しの方が多くなり、逆に、あまりポイントを負担
していないのにたくさん使ってくれる店舗もあって、不公平感がどうしても出てくると思い
ますが、そのあたりはどうなっていますか。

（善生）おっしゃるとおりです。これは見方の問題ですが、ポイントを付けた段階で、加盟
店さんにお客さんが来て、何らかの購買が発生しているわけです。例えば、100円で１ポ
イントを付けるということは、10ポイントあげたら1,000円分の売り上げが立っているわ
けです。それに対して、１ポイントが２円だったら、10ポイントなので20円の手数料を払い
ます。つまり、1,000円の売り上げが立っているから20円の手数料を払うということなので、
クレジットや電子マネーと一緒で、先に払うか後に払うかだけの違いです。
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　　逆に、ポイントを使うと売掛金になりますし、ポイントが満額売り上げになるので手数
料がかかりません。ところが、それは支払い手段の一つであって、別にMEGURINを使っ
た・使わないは関係なく、付けても使われても加盟店にとってはお客さんがそこに来て、
売り上げが立っているという事実にかわりはありません。付与すると手数料がかかるから
損などという発想になってしまうと地域通貨は成立しません。先ほどの信頼関係ではあり
ませんが、とにかく地元香川をみんなで元気にするからたくさん付けてくださいというこ
とが大事だと思います。

　　ただ、私たちがやっていて見えてきた傾向としては、あまりポイントを付けないところに
限って利用もありません。たくさん付けているところは、むしろ付けた分より使われたポ
イント数の方が多かったりすることが結構あります。毎月5,000～１万ポイントぐらい付け
ているところは、それ以上ポイントが返ってきていることが多い気がします。

　　また、商業は、ポイント付与する業態のカテゴリーのひとつですから、加盟店だけでポ
イントを回すよりも、行政施策や地域の経済団体、企業などの施策で地域ポイントが流
れてくるような、ポイント付与側の仕組みをもっとしっかりと作ってあげることが大事です。
こういう事業をやると、どこで使えるのかと皆さん加盟店の方にばかり気を取られますが、
使う人が少なかったり、ポイントがほとんど流通していなかったりすると加盟店が疲弊す
るので、しっかりポイントを降らせることが大切です。たくさんポイントが流れる仕組みを
作ってポイントを降らせれば、加盟店は自然に増えてきます。分かりやすい例が商品券事
業です。私たちの地元でも数億円の商品券事業が平成27年度に行われましたが、数か月
もすれば知らないうちに数千軒ぐらい加盟店が増えます。それと全く同じ仕組みで、とに
かく上のためる側の仕組みをしっかり作ることが非常に大事だと思います

（保田）要は楽天ポイントと同じで、楽天ポイントを出しているお店で買い物をして、われ
われは楽天ポイントをためて、そのポイントを楽天トラベルで使おうが、どこで使おうが
知ったことではないけれども、取りあえず楽天ポイントを出しているということで、店子
(たなこ）としては魅力的なのだからいいでしょうということですね。

　　最後に私からもう１点だけ質問です。アクアコインは事前チャージ型で、そういう意味
ではSuicaに近いと思います。ただしインターフェースがスマートフォンのQRコード決済で
す。一方でMEGURINは、１万円分のものを買って100円相当のポイントをためるという、
ためていく方をメインにされていると思いますが、ポイント生活をした大学生の話を聞い
ていると、チャージ型もあるのだろうかと思いました。チャージ型があるのか、ないのか
も含めて、ため方などをもう一度整理したいです。鈴木さん、アクアコインは基本的には
チャージ型で、ためるというファンクションはあまりないというイメージでいいですか。

（鈴木）はい。将来的には行政や企業からのポイントもあるので、ためて、それを使うとい
う機能も出てくると思いますが、実証実験の段階ではチャージしたものを使います。今の
ところはその機能だけです。
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（保田）ためる楽しみは、今のところ実験できていないということですね。

（鈴木）そうです。

（善生）MEGURINの場合は、ためて使うというのが原則です。ため方は、100円で１ポイ
ントという買い物に対する購買のポイントだけではなく、ダイレクトにもらえることもあり
ます。例えば掃除をすると100ポイントもらえるとか、空港に行ったら10ポイントもらえる
とか、ボランティアをすると300ポイントもらえるとか、買い物以外のカテゴリーでどんど
んたまっていきます。

　　先ほどの大学生の話は、チャージではなくて、ポイント生活をするために実験用に５万
ポイントをカードに付与しただけです。ポイントチャージは、資金決済法に抵触してしま
うのでやっていません。

（保田）基本的には、ためてから使うということですね。そうすると、先ほどおにぎり１個を
買うのに60マイル必要という話がありましたが、それは60マイルをためて初めて使えるわ
けです。サービスインしてから人々が利用するまでの間にタイムラグがあると思いますが、
それはどれぐらいの時間がかかりますか。

（善生）60ポイントは、お買い物でいうと、6,000円の購買に対するポイントですので、２・
３日もあれば貯まるのではないかと思います。来店ポイント100ポイントのお店にいけば、
１日で貯まります。

質疑応答

（保田）ありがとうございます。それでは、フロアからの質疑応答の時間に移りたいと思い
ます。

（Ａ）鈴木様に１点、質問があります。地域通貨はデジタル基本ですが、われわれが所管
している自治会でも高齢化が進んでおり、フィーチャーフォンしか持っていないとか、あ
るいは、それすら持っていない方もたくさんいらっしゃいます。行政としては、そういった
方々の声は無視できない部分です。実証実験ということで、まだ本格的な運用はされて
いないとはいえ、今後、例えば紙幣のようなものを併用したいという要望が出てきたとき
に、どのように対応されるのでしょうか。

　　それから、善生様にも質問です。インバウンドの観光の利用も想定されているのではな
いかと思いますが、国際標準のNFC規格への対応はどのようになっていますか。

（鈴木）スマホを持っていない方が高齢者に多いのではないかという質問だと思いますが、
こちらについては、特に市民活動等に対する行政ポイントの部分で大きな課題になるの
ではないかと考えています。今回はスマートフォンということで一歩踏み出しましたが、そ
の中で全く対応しないというのも難しいので、例えば紙ベースでスタンプを押して年に
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２回ぐらい対応するなど、少し不便な形にして、なるべくスマートフォンの方に移っていた
だければという部分は残しつつ、何かしらの対応はしていかなければなりません。特に市
民活動支援課の方が所管している部分ですが、対応を考えていかなければいけないとい
うことで、検討しているところです。

（善生）インバウンド対応ということで、最近はNFCリーダーの端末があり、既に対応機
種があります。また、EMV（ユーロペイ、マスター、ビザ）対応の端末機も既にあります。

（保田）MEGURINは地域ポイントですが、今のインバウンドの話に完全に対応していこ
うと思うと、アクアコインのような通貨的なものに変えていった方が、最終的にインバウン
ド対応がしやすくなってくるのではないかと思います。そのあたりはどのようにお考えで
すか。

（善生）今のところ、あまり通貨にしたくないというのは正直あります。通貨もいいと思い
ますが、運用コストもかかりますし、実際問題、通貨となると信用の問題が出てきます。わ
れわれのような地域づくりの話題が上がっているのも、結局は通貨不安なのです。日本
の国力が弱くなって通貨が弱くなってくると地域通貨という話が出来上がってきて、ある
程度景気が回復するとそういった話がなくなっていくというふうに、かなり景気に左右さ
れるところがあるので、私は極力ポイントに特化して、それをやり続けて、旅行のときの
インセンティブだったり、地域活動のインセンティブだったり、あくまでインセンティブ、お
まけに徹したいというのが正直な気持ちです。

（保田）通貨にしていこうと思うと、法律的な縛りも結構たくさんあります。その辺の話は
来月、さるぼぼコインの方々が詳しく説明してくれるのではないかと思います。

　　アクアコインは、今のところ発行体は信用組合ですよね。自治体のみでやっている場合
に比べると、公平性というか、ユニバーサルサービスみたいなものは、やや劣後しても構
わないというと語弊があるかもしれませんが、そういう立ち位置でしょうか。

（鈴木）完全に行政がやっていないという意味では、若干その辺はあると考えています。

（保田）システム的には、ガラケー対応できるシステムを導入されているはずですよね。そ
れをやる場合はまた手間暇がかかりますが。

　　他はいかがですか。

（Ｂ）鈴木さんにお伺いしたいのですが、今、アクアコインの実証実験を行われている中で、
市からお金を出している委託の予算規模を教えていただきたいと思います。

　　それから、デジタル2020チームが設置されて報告書を提出されていると思いますが、
その中の第３ステップで、市の公金関係の支払いをアクアコインで進めていくイメージが
ありました。その部分で、例えば役所の職員の給料を一部アクアコインで払うなどの検討
もあったのかどうか、教えていただきたいです。
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（鈴木）まず、予算についてですが、システム整備については、協定の中の役割で信用組合
にやっていただくことになっているので、市役所は支出していません。信用組合の方で非
常に一生懸命やっていただきました。今度の６月補正で、私どもは行政ポイントの前段と
して、まずはアクアラインマラソンのランナーにポイントをあげてみようということで、シス
テムの改修とポイント原資を含めて1,500万円ぐらいの補正予算を上げたところです。こ
れまで信用組合の方で全部やってもらっている中で、今後、行政ポイントについては、市
の方で継続的に出していきたいと考えています。

　　職員の給料をアクアコインで支払うという話は、プロジェクトチームの中でも話題に上
がりました。ただ、現在の法律では現金で出さなければいけないことになっており、すぐ
には難しいと思います。このプロジェクトを市が全面的にやっていくという覚悟を示す中
では、例えば３分の１ぐらいは自動的に口座払いか何かで、コインに換えてしまえばいい
のではないかといった意見も出ましたが、報告書の中ではそこまで言及していません。

（Ｃ）鈴木様にお伺いしたいことがあります。先ほど、ペーパーでも対応するということを
おっしゃっていました。素人目から見ると、せっかくこういうことをやるならペーパーを使
わない方がいいのではないかと思いますが、ペーパーレスでやる方法は何かお考えでしょ
うか。例えば、本人以外に、世帯間でアプリケーションを持っている方にポイントを付与
するとか、スマートフォンがない方については、市の福祉の方にそのポイントを付与するな
どの形で検討すれば、ペーパーレスになるのではないかと思いました。

　　それから、ポイントを付与するに当たり、例えば本市の人口は５万人強ですが、全体の
何％の方が所有すれば成り立つとお考えでしょうか。

（鈴木）ペーパーについては、確かに、せっかくICTを活用するなら使用をやめてしまって
もいいのではないかという意見もありますが、現時点の検討段階として何らかの対応をし
ていかなければならないという部分があります。世帯の中でポイントをあげるというアイ
デアは、持ち帰らせていただいて検討したいと思いますし、今後は携帯会社とも連携し
ていく中で、今は格安スマホもあるので、そういったところでも施策を打って、なるべく浸
透させていければと考えています。

　　もう一つの、何％ぐらいの浸透というのは、どういうことでしょうか。

（Ｃ）５万人が全員持つというのは、子どもも含まれるので当然無理だと思いますが、四
條畷市は５万人で、ど田舎よりは大丈夫ということで、ちょ田舎的には非常に魅力的だと
思っているのです。ですから、５万人のうちの１割程度が持てば何とかなるのかということ
をお伺いできればと思いました。ただ、コンビニで使うのも確かにいいと思いますが、外
に出てしまうという懸念があります。そうすると、例えば、ポイントを付与し、市内のコンビ
ニで使えばそのポイントが仮に10％戻ってくるという形で、市内のヤマザキで使うとポイ
ントが10％返ってくるということであれば、流出を少し和らげて、なおかつ、表からも使え
るということができるのではないかと思いました。それも含めて、携帯を５万人の半分が
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持てば成り立つのか、もしくは相当数が必要なのかによって、手を出すタイミングもあると
思い、お伺いしたいと思いました。

（鈴木）地域の中でどれだけ浸透していけばいいのかということについては、スマホの所
有率を把握していないので何とも申し上げられませんが、まずは全世帯で誰かが必ず
持っているという形が目標ではないかと考えています。

（善生）割合の話をさせていただくと、われわれの感覚からいうと、15％前後ではないかと
思います。恐らく四條畷市さんの場合は8,000～１万人ぐらいです。15～16％が一つの目
安で、普及率がそれぐらいだとみんな持っているという感覚を得られるので、われわれも
その辺をめどにやってきました。

（保田）あとは取引金額なのだと思います。こちらの通貨っぽいものでいくと決済手数料、
向こうではポイント付与ということで、１％、１％になると思いますが、確か来月出てくる
話だと、１億円ぐらいの取引金額があれば月々のランニングコストは払えるという話だっ
たと思います。ただ、それはあくまでランニングコストなので、導入コストは把握できてい
ません。他はいかがですか。

（Ｄ）善生様にお伺いしたいことが２点あります。WAONカードがメインのカードになって
いると思いますが、WAONカード以外のカード会社で、これから増やそうと思っている会
社はありますか。それから、可能であれば、ランニングコストやライセンスにかかる金額を
教えていただければと思います。何か事業を行う上で、われわれもなるべく経費を抑えて
事業をしていきたいと思うので、どれぐらいお金がかかっているか、教えていただければ
幸いです。

（善生）まず、WAONがメインでこれからカードの券種を増やすかということですが、今は
いろいろな既存のカード連携ができるので、カードの券種そのものを増やすことは、あま
り考えておりません。

　　それよりも、皆さんが使っている既存のカードをいかにwebに寄せていくかという方向
を強化していきたいです。カードは正直、飽和状態というか、既にインフラがかなり出来
上がっているので、これ以上カードを持てとか作れと言っても無理がありますので、極力
私たちはwebの世界を広げていきたいと思っています。

　　ランニングやライセンスに関しては、月額が数千円単位で展開できると思います。ハー
ドコストは、恐らく１台５万～10万円ぐらいです。

（保田）善生さんに伺いますが、ボランティア活動などをすることでマイルがたまるという
話がありました。諸外国や国内の事例を見ていても、ボランティアで地域ポイントなり地
域通貨を付与するということは、そこそこ出ている事例だと思っています。質問としては、
これをやることでボランティアに参加する人が増えたとか、地域のコミュニティ活動が
活性化したということはありますか。
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（善生）そこまでの数値的な結果がMEGURINで出ているかというと正直微妙です。ただ、
他県の事例で申し上げると横浜市などは結構増えています。もう６～７年やっていると思
いますが、登録者数は１万人を超えているんじゃないでしょうか。市が予算を付けて、社
協が申請の窓口で、65歳以上を対象に登録やいろいろな施設のあっせんをするのです
が、ボランティアに参加した方にポイントを付与。その原資は市が出すという形で、社協と
役所で連携して行っているスキームです。

（保田）恐らく地域通貨や地域ポイントには、金銭的な支払い手段や、ためるという
側面と、ローカルメディアとしての役割という二つの側面があるかと思います。特に
MEGURINの場合、ペーパーを作っていらっしゃったり、あるいはアクアコインの場合も、
最終的には店舗情報をたくさん載せるという話で、町歩きをさせようとするメディアの機
能もあるのではないかと思っています。

　　そのような中で、どれぐらいメディア機能の充実を想定されているのでしょうか。メディ
アのファンクションを充実させようとすればするほど、面白くなる一方で、コストと手間暇
もかかってしまうので、そこはあくまでおまけだという話なのか、実は最終的な目的がそ
ちらなのだという話なのか、その辺の温度感をお二人にお聞きしたいと思います。

（善生）メディアは、ペーパー、ホームページ、ラジオ、SNSもやっています。Twitterや
Facebook、Instagramは全部やっていて、その辺は結構ウエートをかけています。という
のは、このサービスは、立ち上げる労力と同じぐらい、もしかするとそれ以上の労力がか
かるのではないかと思うのが、フォローアップなのです。いかにその加盟店の利用促進を
図って、使い続けてもらって、さらに利用を上げて
もらうかというところにものすごく力がかかります。
イニシャルコストと同じぐらいの予算を付けてもい
いのではないかと思うぐらいです。それほど労力
がかかるので、そこはメディア媒体をしっかり充実
させて利用促進を図っています。これからはweb
マーケティングなども含めて、フォローアップの強
化をしっかりやっていくべきだと思っています。

（鈴木）取り組みの趣旨に賛同していただいているお店については、一緒に取り組む仲間
として、行政としてもＰＲしていきたいと考えています。アプリの特徴として、店舗情報を
無料で載せられるという、広告に代わる機能も付いているので、そういった部分はしっか
りと活かしていきたいと考えています。

（保田）善生さんに質問ですが、MEGURINは何年もの歴史があり、立ち上げられた当初
と今では社会的な環境が違うと思います。例えば、アクアコインのようにスマートフォンで
QRコードを読み取るというインフラも、当時はまだ整っていませんでした。そのような中
で、もし、今、新たに地域性のポイントあるいは通貨を始める地域があって、善生さんが
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その運転席に座ってドライブしていく場合、どういうものを理想として描かれますか。

（善生）かなり多岐にわたりますが、どの部分でしょうか。例えば、ソリューションの部分で
しょうか、それとも運用の部分でしょうか。

（保田）ソリューションです。先ほどおっしゃっていただいた、自治体がメインなのか、民
間企業がメインなのかという運用母体のところはケース・バイ・ケースで、それぞれの地
域によって、残念ながら今回われわれは商工会議所でやらざるを得ないとか、いろいろ
な状況があると思います。その中で、デバイスのところでいくと、スマホを使ったQRのも
のもあれば、カード型のものもあれば、幾つかのサービスの提供方法になると思うので
すが、どういうものが一番よさそうですか。

（善生）まず、今からやるのであれば、僕は両方がいいと思います。やはりカードは、訴求
が圧倒的に速いですし、分かりやすいので、あった方がベターだと思います。ただ、QRや
スマホに移っていっているので、アプリなのか、webなのかというのは別として、スマホと
カードの両方利用出来る環境だけはつくっておいた方がいいということです。今であれば
私はアンドでやるべきだと思っています。

　　どちらかに偏ると、それを持っていない人から不満が出るとか、カードだけでやると、
カードの中身は見えないので、スマホと連動させることで中身がwebですぐに閲覧できる
とか、両方のいいところ、悪いところがあるので、今は両方でやれるのが理想だと思いま
す。

（保田）ありがとうございます。他にフロアの方から質問はありますか。

（Ｅ）携帯とのひもづけということで思いついたのですが、香川県の中で、MEGURINを
使う人の消費行動などを取って、それをビッグデータ的に活用して、それ自体を売ったり、
商売に役立てるなどの使い道はあるのでしょうか。

（善生）それは、まさしく今からだろうと思っています。高松市は去年10月、スマートシティ
高松というスマートシティ構想を立ち上げました。そこでは、NECが置くFIWARE（ファ
イウェア）というデータベースにいろいろな情報を差し込んでいき、購買情報と動態分析
などをマッチングさせて新しいデータを創出し、それを転売したり、マネタイズしたりする
という情報信託機能、つまり第三者に情報を共有できるかどうかの実証実験を総務省が
去年から始めています。カスタマイズされた情報を、必要な民間企業やユーザーに対して
フィードバックし、それに対して利便料を頂いてマネタイズするといういわゆるデータ利活
用ビジネスは、今後、可能性として十分にあると思っています。まさにこれから、検討して
いこうとしている段階です。

（Ｆ）善生さんにお聞きします。いろいろな実施主体があるという話で、私は自立してい
く民営化が一番いいのではないかと思っていますが、現状、行政から支援などは受けて
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おられるのでしょうか。受けているのであれば、どのように支援してもらうと、もっと事業
がスムーズにいったのにということがあれば、教えていただきたいと思います。

（善生）まず、行政からの交付金や補助金は、今までの９年間で１円も頂いたことはありま
せん。最初から民間で赤字になって、債務超過でつぶれてやめようかというぐらいまで落
ち込んで、そこから今に至ります。

　　支援が全く無しで行うというのは、かなり難しいと思います。まともに残れる人はほと
んどいません。実際に、民間だけで私どものモデルをまねしてやろうというところが何軒
かあったのですが、私の知っている限りでは、うまくいかず全部つぶれました。支援がな
いと体力的に持たないのです。私たちは行政の支援がなかった分、たまたまイオングルー
プをはじめ民間からの支援が受けられて運良く何とか成り立っていますが、本当は、最初
の段階で行政にイニシャルの支援をしていただける方がありがたいです。

　　ただし、ここで気を付けなければいけないのは、イニシャルの支援をもらうと、加盟店
やユーザーに対して、全部ただで出してしまうことが多いということです。例えば、「実証
実験なので、ただで置かせてください」ということでやってしまうと、その後自走するとき
に有償化しなければいけません。通信費やアプリの費用、決済手数料がかかってくるわ
けです。そうすると2,000～3,000円の加盟店負担が最低でもかかって、皆さん「3,000円
かかるのだったら、やめようかな」となります。業種によっては、1円も払いたくない商店が
たくさんあります。そういうところが3,000円、4,000円も取られるといったら、本当にやめ
ていってしまうので、最初の段階から、せめて通信費だけは払ってもらうとか、少しでもい
いのでお金をもらっておくと、次につながりやすいのではないかと思います。全部ただだ
と思ったら駄目だということは最初に言っておいた方がいいと思います。それでも、同じ
価値観を共有して、将来一緒にやっていこうという仲間ができて、一緒にやっていくこと
がすごく重要ではないかという気がします。

　　逆に、受けられるならどんな支援がいいかというとポイントの原資です。加盟店だけ
でポイントを流通させて回すというのは大変です。ですから、しっかりとポイントを流す
仕組みを作っていくことが大事だと思っています。そこは行政が、慶弔金や子育て支援な
どいろいろな費用を出していると思うので、地域に還元するという意味では、その費用を
地域ポイントとして出していただき、いち部署だけではなく各部署からたくさんのポイント
を出していただけると、われわれは非常にありがたいです。

（保田）ありがとうございます。時間になりましたので、本セッションはこれで終了したいと
思います。お二人に大きな拍手をお願いいたします。
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「第２回　地域活性化の切り札！！
　　～新しい地域通貨を活用したまちづくり戦略～」

開催日：2018年７月９日

会　場：マッセOSAKA ５階　第１研修室

講　師：ケイスリー株式会社  取締役　森山　健 氏

　　　　株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　敦 氏

３．第３回
　　「地域通貨を導入した
　　　　　地方創生研究会｣

公開講座





67おおさか市町村職員研修研究センター　

第２回 地域活性化の切り札‼ ～新しい地域通貨を活用したまちづくり戦略～

講
演
録
③　保田教授からこの話を頂いた際にどういう話をすればいいのかと考えました。事例を積

み上げていくことは他の方もいろいろされていることですので、私はどちらかというと理論
的概念を整理した上で事例について考えることが一番付加価値を出せると考えましたので、
今回は事例も紹介しますが、それ以上に理論的概念についてお話ししたいと思います。

自己紹介
　私はケイスリー株式会社というシンクタンクで、行政アドバイザーをしています。また、オッ
クスフォード大学の行政大学院の客員研究員と専修大学の西部教授と一緒にデジタルコ
ミュニティ通貨コンソーシアム・ラボの研究員もしています。デジタルコミュニティ通貨コン
ソーシアム・ラボは名前が長過ぎるので、グッドマネーラボと言いますが、今回はグッドマ
ネーラボの研究員としてお話ししたいと考えています。私は元々数学を勉強していまして、こ
れだけ長くお金に関係する仕事をするとは思っていなかったのですが、結果的にいろいろ
お金に関係する仕事をしてきました。

はじめに
　まず、地域通貨に関係している二つの言葉についてお話ししたいと思います。
　ミヒャエル・エンデは『モモ』、『果てしない物語』という子ども向けの物語を書いた有名
な作家ですが、彼は「パンを買うお金と、投資・投機に使われるお金は別に扱うべきだ」と
いう言葉も残しています。これに賛成される方は手を挙げていただけますか。３分の１ぐら
いですね。
　もう一つは「悪貨は良貨を駆逐する」です。これはイギリスのトーマス・グレシャムという
学者が言ったことです。これについて賛成される方は挙手をお願いします。保田先生だけ

ゴールドマン・サックス、外資系投資運用会社ポートフォリオ・マ
ネージャー、インパクト投資に特化したエンジェル投資家を経て、
2016年から現職。主に、Govtech、地域づくり、国際協力の分野で
新規事業開発に取り組んでいる。
オックスフォード大学行政大学院Government Outcomes Labの客
員研究員も務める。
オックスフォード大学行政大学院修了。
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第１部

新しい地域通貨の可能性 ～国内・海外事例から考える～

講師：ケイスリー株式会社 取締役　 森山　健 氏
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ですね。私の今日の講演の最後に、改めてこの二つの質問について考えていただければと
思います。
　まず地域通貨の定義についてお話をし、その後、国内外の事例、最後に基本設計につい
てお話しできればと思います。

１．地域通貨とは
１－１．地域通貨の歴史と展望
　まず、地域通貨ですが、実は100年少し前までは地域通貨を含む複数の通貨が補完的に
併存しているのが一般的でした。一国一通貨制度はむしろここ100年ぐらいの近代現象で、
それまでは複数の通貨を併用することがむしろ一般的常識でした。それがこの100年ぐら
いで一国一通貨制度というものが定着し、変わってきたという状況です。
　現代的な地域通貨の始まりは、1830年代にロバート・オウエンという社会主義者が考案
した「労働証券」と言われています。具体的には「同じ人間なのだから、１時間の価値は銀
行家であろうとパン屋であろうと一緒だ」という考えに基づいて普及させようとしたもので
す。ただ、失敗してしまいました。
　現在の地域通貨の先祖に当たると言われているのが、ドイツのシルビオ・ゲゼルが考案
した「スタンプ紙幣」です。これはゲゼル通貨もしくは自由通貨と呼ばれるものです。特徴
的なのが、放っておくと価値はどんどん下がっていく、つまり価値が下がっていく通貨という
ことです。どうしてこういう仕組みをつくったかというと、結局、お金が動かないと経済が全
然回らないので、ある意味タンス預金を防ぐために強制的に使わせるということです。スタ
ンプを貼っていかないと使えない通貨、価値がどんどん下がっていくマイナスの金利を持つ
通貨をゲゼルが考案しました。現在の地域通貨は基本的にこの考えにのっとって開発、設
計されているものがほとんどです。
　日本で地域通貨の流通が始まったのは1999年ごろで、「おうみ」「ピーナッツ」が先駆け
と言われています。私も最近きちんと調べるまで知らなかったのですが、現在、日本国内の
地域通貨は800近くあると言われています。
　今まで地域通貨の流行が何回かあったのですが、毎回、盛り上がってはなくなるという
状況が続いていました。しかし、今回は今までとは違うと言われています。その理由として
ブロックチェーンが出てきたことで導入費用が非常に安くなり、管理・運営がかなり容易に
なったという点です。QRコード決済と組み合わせることによって、利用者にとっても利便性
が高くなっていますので、今までとはだいぶ違う結果になるのではないかと個人的に期待し
ています。また、電子化が進んだことにより、いろいろネットワーク分析やデータ解析がやり
やすくなった点も今までと大きく違い、今まで以上に期待できます。
　実際、地域通貨は、これまでは実物というか、紙幣として流通しているものが一般的で
した。専修大学グッドマネーラボで一応写真をいろいろ撮ってきました。左上が大体20世
紀初期のスタンプ通貨で、切手みたいなものを購入して貼っていかないと使えないという仕
組みの紙幣です。これは私の共同研究者の西部教授がヤフーオークションなどで購入した
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そうです。日本国内で流通している「アトム通貨」や「むチュー」、岐阜県高山市の「エネ
ポ」などがあります。

１－２．地域通貨の定義
　地域通貨は経済学、経営学、会計学、社会学、法学、心理学など多くの領域に関連して
いるため、理論的整理が難しく学派によって定義が異なります。定義が難しいということが
きちんとした基本設計について考えるのを難しくしているのかと思います。ですから、理論
的定義、整理が難しいから取りあえずやってみようというのが今の主流だと思うのですが、
今後、基本設計をきちんとしないとあまり長生きしないのではないかと考えています。
　ちなみに当社では、ニクラス・ルーマンの考え方を基にした定義を採用しています。地域
通貨とは、貨幣としての「経済メディア」と言語としての「社会・文化メディア」を併せ持つ統
合型コミュニケーション・メディアです。先ほど保田先生からもお話がありましたように、貨
幣として２キロしか持たないのであれば、法定通貨の方がずっと使い勝手はいいのです。で
すから、それにきちんとコミュニケーション・メディア、言語としての機能を持たせることが
地域通貨の特色だと当社では考えています。
　それを表に整理しました。統合型コミュニケーション・メディアを貨幣と言語に整理する
と、貨幣であれば目的は地域経済の活性化、きちんとお金が回るようにすること、機能とし
ては利子を付けない、あるいはマイナスの利子にして半強制的にお金を使わせる。域外に
流出しないように流通できる範囲を限定するということです。言語としては、交流・コミュニ
ケーションの活性化を図るためにいろいろな仕組みを仕掛けるということです。

１－３．地域通貨の目的
　現行貨幣が全ての事象を一元
的な貨幣で表現することで、まず
世界中で所得格差が広がってい
る。かつ、地域・集団が持つ文化
的固有性や多様性が破壊されて
いる。この二つの問題点に対処す
るために地域通貨を使うという
のが今の地域通貨の主流だと考えています。
　例えば、法定通貨の国際相場に従い、同一労働に対する評価の差が100対１にまでなろ
うとしています。地域通貨を導入しようと考えている関係者は、同じ人間で同じパン屋を
やっているにもかかわらず、生まれた国によってこれだけ労働対価が違うというのはおかし
いと言っています。
　具体的に地域通貨を目指しているのは、①現行貨幣が有する汎用性・普遍性を意図的
に制限することで、地域通貨の貨幣としての負の機能を抑制して地域資源の活発なやり取
りを促すこと、②地域住民が共有する価値・関心・倫理を表現し伝達するという地域通貨
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の言語機能により、対象地域の社会・文化活動を活性化することです。
　学術的にできるだけ正確に表現しようとしたのですが、①に関しては、少し使い勝手を
悪くすることによって地域から簡単にお金が逃げないようにする仕組みです。②に関しては、
お金のやり取りをコミュニケーションと捉えて、そこのコミュニケーションによって新たな地
域ネットワーク、新たな交流が生まれるようにいろいろ仕掛けるということです。これら二つ
が主な目的です。

１－４．地域通貨の機能
　それを整理すると、関係性に関しては、低稼働、遊休施設の再活用、もしくは地域密着型
事業の創出機能というものが分かりやすい事例です。
　他には多様性ということで、例えば自然エネルギーに力を入れている地域であれば自然
エネルギーを推進するために、実際に事業者が推進すればいろいろボーナスがもらえると
か、特定の事業を応援するような仕組みをつくることが可能です。
　持続可能性という点については、流通が限定的であり、資本が外部に流通しないような
仕組み。ただ、あまりにも不便にすると使えなくなるので、そこをどう折り合いを付けるのか
が設計の難しいところだと思っています。

２．国内外の事例
２－１．岐阜県高山市の「エネポ」
　これを体現したようなものが、岐阜県高山市の「エネポ」だと思います。この後、本当は
高山市の古里さんが来られる予定だったので、そこにつなげられるかと思って準備したので
すが。
　高山市は間伐材の活用をできるだけ推進したい、応援したいということで、いろいろな取
り組みを行っています。「エネポ」は杉の間伐材で作っています。実際に応援したいと思っ
ている間伐材を地域通貨の素材に使うことによって、メタ的に間伐材の使用を応援してい
ることを示しているのは非常にユニークな取り組みではないかと思います。
　裏側には「enepoは、飛騨の自然環境保全と経済の自立を推進する地域通貨です」と
はっきり目的を書いています。こういう取り組みは非常に面白いと思います。具体的には、
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例えば薪割りをしたり、間伐材を指定された会社に持っていったりして「エネポ」を取得し、
それは加盟店で使えるという仕組みです。

２－２．現代のさまざまな地域通貨
　アメリカのニューヨーク州の「イサカ」は、オウエンの労働証券の考えに基づいており、１
労働時間に対して１イサカアワーが発行されるという考え方です。これは幾つかの入手経路
があるのですが、基本的に１イサカアワーは10米ドルの価値があるとされており、１労働時
間は最低でも10ドルの価値があることを広く訴えるために、この為替レートに設定したそう
です。具体的には、低所得者層の支援、起業家精神の育成を目的として始められた通貨で
すので、アワーによる起業も可能だそうです。
　｢トロント・ドル」はカナダのトロントで始められた地域通貨で、これも地元の商店街を応
援することを目的としています。「トロント・ドル」をカナダ・ドルで購入する際、購入代金の
10％をコミュニティ事業支援基金に寄付することになっています。「トロント・ドル」は地元
の市場や飲食店、医師、弁護士事務所で使うことができます。地元の金融機関CIBCが交
換業務を行っています。「トロント・ドル」の特色は、購入代金の10％を強制的にコミュニ
ティ事業支援基金に寄付するところです。その寄付された基金が商店街を盛り上げるため
にいろいろイベントを企画するなど、いろいろな仕掛けを行っているそうです。ただ、残念
ながらこの「トロント・ドル」は既に存在しないそうです。やはり運営費がかさんで、どうして
も運営が厳しくなったそうです。
　「タイム・ドル」は労働時間を単位としています。法定通貨と併用不可、かつ、１時間のボ
ランティアをしたら、この１時間に対して「タイム・ドル」が１ドル発行されるという仕組みに
なっています。これは人々の交流をできるだけ活発化するために開発された地域通貨です
ので、言語と貨幣という機能では言語を100％にしたような通貨になります。こちらも大した
流通量は出ていないようです。そういう意味ではあまり言語機能に偏り過ぎると、なかなか
普及しないという一つの事例だと思います。
　これに対して、「ヴィア・フラン」というのはスイスの地域通貨で、中小企業８万社、年間
約20億ドル（約2,000億円）の取引額で、世界最大で最高の地域通貨と言われています。
1934年に始まった通貨で電子決済も可能ですし、法定通貨との併用を前提としています。
これの興味深い点は、誰でも使えるものではなくて、会員制の通貨で、この通貨制度に参
加している中小企業の互助制度として存在する地域通貨です。場所としてはスイス・チュー
リッヒで、ここに存在する中小企業がお互いの取引のために活用している通貨だそうです。
仕組みとして面白いと思ったのが、会員企業でカタログ発注してヴィアとスイス・フランを
使って支払いをするという点です。
　｢LETS」はカナダのバンクーバーで始まり、先進国を中心に2000地域で普及しているそ
うです。この通貨の特色は記帳方式で、誰が何のために幾ら使ったかということを全部ネッ
トで開示しているということです。これは非常に興味深い点です。
　最後は日本国内の事例で、「アトム」です。これは早稲田・高田馬場の商店街で普及して
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いる地域通貨で、1500店舗に普及しています。この地域通貨の特徴は、地域通貨と言いな
がら、今、全国10カ所ぐらいで普及している点です。ここが面白い点だと思います。
　それぞれ特色があり、いろいろな経路で入手できる。基本的に法定通貨を払って購入す
る。もしくは、ボランティアなりイベントに参加することによってもらう。もしくは、取引に使
う。大体この三つの経路で入手するのが一般的です。個人的にやはり一番すごいと思うのは
「ヴィア・フラン」で、年間20億ドルの取引額というのは他にないです。また、他と違うのは、
無利子ではなく、低利子の貸付も行っていることです。
　先ほど事例を積み重ねていただけでは物足りないというか、それだけだときちんとした地
域通貨は設計できないのではないかと話しましたが、お金の流れを変えたいというのであ
れば、お金が今、対象の自治体でどういうふうに流れていくのかを考える必要があると感じ
ます。具体的には、産業関連図を作り、お金がどのようにその地域に流れ込んでいて、出て
いっているのかをきちんと把握した上で、地域通貨にどういう機能を持たせたいのかを考
えた上で設計することが一番有効と考えています。

３．基本設計について
３－１．産業関連図（北海道下川町）
　北海道下川町の事例です。ここは非常に寒い地域ですので、お金が外に出ていく理由は
石油・石炭製品や電力になっています。そこで、下川町は自然エネルギーを推進することに
よって、流出資本をできるだけ減らすような取り組みをいろいろ進めているところです。ここ
も「フォーレ」という地域通貨を推進しようとしたのですが、あまりうまくいかなかったそう
です。
　実際、地域通貨の流通を始めた後、ネットワーク・グラフというものを作成しています。ど
ういう経路でどういうふうに地域通貨が流通して、どういうふうに集まっているのか、ある
いはどういうところに滞留しているのかということをきちんと分析して、金融政策を打ち出
していくことが地域通貨の長生きにつながるのではないかと思います。
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３－２．地域通貨流通ネットワーク・グラフ（北海道苫前町）
　北海道の苫前町の事例では、グラフの点一つひとつが地域通貨を使用している人・団体
です。線と数字は、取引額と、取引があったことを示しています。これができるだけ枝葉に
分かれず、きれいに全ての線がつながっているのが理想型になります。

質疑応答

（保田）一番、端の点は最後どうなっているのですか。

（森山）これは使わないで放置しているか、換金所で法定通貨に換金しています。

（保田）これは二次流通は可能でしたか。

（森山）二次流通も可能です。ただ、厳密には本格導入したわけではなくて、半年や１年間
の実証実験でしたので、絶対外部に出さないようにしようと思うと、換金手数料率をすご
く高く設定して、円から地域通貨に換金しやすいけれど、その逆を非常に難しくするとか、
できるだけ円から地域通貨にする額を増やしたいと思えば、購入プレミアム率を高くす
れば可能です。そこはきちんと地域通貨の持続可能性を考えながら、バランスを取ること
が重要だと思います。

　　あとは、減価率です。有効期限を設けたり、減価率を非常に高く設定すると、できるだ
け早く使わないとどんどんお金の価値が減ることになりますので、流通速度は上がります。
これらをうまく調整することで、できるだけ目的達成に貢献するような地域通貨の設計が
可能になると、理論的には考えられています。

　　ただ一つ、興味深い例として「アトム通貨」は実際の半分しか円に換金されていないよう
です。その理由としては、「アトム通貨」のデザインが格好いいので、みんなが使わないで
持っておきたいという、何かそういうコレクターズ・アイテムとしての価値がかなり高まって
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いるようなのです。そういう意味ではそういうブランド戦略もあり得るのかなと、改めて考
えています。

３－３．課題、問題意識
　地域通貨は今までの話だけだといろいろなことができそうで、期待できるのかなという
感じがするのですが、実際には以下の課題があるのではないかと私は考えています。
　まず一つが、貨幣とは交易に対称性を与えるための存在です。それに対して地域通貨は
「言語機能」を実現するために、「貨幣機能」を意図的にゆがめたものです。果たしてこう
いうものが普及可能なのかという問題があります。夜、妻に地域通貨のプレゼンについて
何か感想が欲しいのだがと聞くと、「こんな使い勝手の悪いものを主婦としては使いたくな
い」と言われてしまったので、そういう考え方もあるのかなと思います。
　一方で、用途によって貨幣の流通速度が全然違うということを考えると、例えば食品に使
う通貨とFXやビットコイン取引に使う通貨は全く別物であってもおかしくないのではないか
と個人的には思います。
　２点目は、「地域の資金を地域で回す」には、地産地消がある程度成立している必要が
あることです。地域資源に乏しい地域における地域通貨の役割は何か。地域通貨信者と言
われるような、地域通貨でいろいろな地域の問題が解決できると考えている方は、最終的
には地域の人には地域で回すことは可能だと言われるのですが、例えば地域資源に乏しい、
つまり外部から原材料を購入しないといろいろなものを生産できない地域において、果たし
て地域通貨だけで地域を回すことは可能なのか。そこの点については、私は疑問を抱いて
います。あくまで法定通貨がないと原材料は購入できませんので、そういう地域における地
域通貨の役割が何かはまだ解決できていない問題だと思います。
　３点目は、「地産地消に基づく持続可能で循環型の地域経済の形成」が地域通貨の目指
している最終形態だと思うのですが、これには、生産者であり消費者であるprosumer（生
費者）を増やす必要があります。ただ、そもそも過疎地域、人がほとんどいないような地域
には消費と生産の両方を担うような人材はいませんので、そういう地域における地域通貨
のあり方はこれから考えなくてはいけない点だと思います。
　最後の４点目は、電子地域通貨の効用のうち、①電子化による部分と、②地域特色反映
による部分を分けて考える必要があるということです。この電子化による部分を強調してい
る電子地域通貨が最近多いと思うのですが、①だけだと、いずれより大きな通貨制度に統
合されますので、QRコード決済ができるという理由だけでは少し地域通貨としては足りな
いのではないのかと考えています。
　参考文献は、私の共同研究者である専修大学の西部忠教授や、東京大学の黒田明伸教
授の著書、あとは、1976年にノーベル賞受賞経済学者ハイエクが発表した「貨幣は一民間
企業でも発行できる方が社会にとってよいのでは」という主旨の論文が主だったものです。
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　トラストバンクはふるさと納税のポータルサイト「ふるさとチョイス」を運営しており、われ
われは電子感謝券と呼んでいるのですが、ふるさと納税に絡むQR決済を用いた仕組みや、
私どもの今考えているトークンというものをふるさと納税の次として考えていまして、そのご
説明をさせていただきます。あとは、現在いろいろな自治体に提案している内容、実際どう
いう話が進んでいるか、どうご検討いただいているか、実際の現場の雰囲気や感覚も含め
てお話しできればと考えています。配布資料以外のところもあるのですが、そこもご了承い
ただければと思っています。

１．株式会社トラストバンクとふるさと納税
　トラストバンク社は、丸６年がたったベンチャー企業です。ふるさと納税のポータルサイ
トでいろいろご利用いただいており、今日ご参加の自治体の多くにご利用いただいている
と思っております。
　トランスバンクは社名であり、ふるさと納税をやるための会社というよりは、代表の須永
がICTを通じて地域とシニアを元気にすることをミッションとして掲げて立ち上げ、ふるさと
納税に着目をしました。立ち上げた当時はまだふるさと納税の利用は多くなかったのです
が、ふるさと納税に着目して開始したという背景があります。
　元々は、お金とモノとヒトと情報を都市と地域に循環できればと考えていました。現状は、
ふるさと納税を通じて、例えばお金は多くは都市部から地域の方に、税金の一部を自身が
選んだところ、ふるさとや取り組みに対して共感できるところにしていただき、それに対して、
賛否両論ある部分がありますが、地域のものをお礼の品という形でお贈りしています。また、
当社はインターネットを介して、地域の情報や地域の取り組みを都市部とつなげていると
思っています。ヒトの部分に関しても、渡航先をその地域に限定した航空券をお礼の品とし
て差し上げるというような取り組みもありますが、ふるさと納税の仕組みを使ってヒトの循
環というところはまだまだできていませんでした。今回、そこの実現を目指したものが電子
感謝券です。
　ふるさと納税のサイトとしては、いろいろな切り口がありますが、おかげさまでナンバー
ワンという実績を持たせていただいています。全国1,800弱の自治体のうち、ふるさと納税
をしている自治体の情報は全て掲載し、73％（1,300強）の自治体にご利用いただいており、
会員も200万人を超えています。平成29年度ではふるさと納税の総額は3,600億円を超えて
います。６年前はまだふるさと納税の認知は小さかったのですが、数年前から非常に伸びて

第２部

観光DMO×ふるさとチョイスでつくる新しい取り組み

講師：株式会社トラストバンク 執行役員　 飯田　　敦 氏
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いるという状況です。
　ふるさと納税の市場自体は、いろいろな見方があると思うのですが、納税額の総額から
考えると、実際にふるさと納税で寄附をご利用になっている方は１割ぐらいとわれわれは推
察しています。
　当社のふるさとチョイスは、お礼の品を選んでいただくサイトが中心ではあるのですが、
基本的には地産地消のものを掲載することをお願いしており、それが地場産業の発展につ
ながっていると考えています。
　もう一つは、クラウドファンディングという言葉は皆さんもご存じかと思うのですが、そこ
にガバメントを付けてガバメントクラウドファンディングとし、ふるさと納税の使い道にも着
目してくださいということをしています。自治体でもいろいろ工夫していただいていますが、
さらにより具体的な利用先としてそれぞれ寄附先を掲げていただき、それを寄附者が選ん
で寄附をするというところで、課題解決の資金調達という手段があります。
　今、大雨の被害がニュースで出ていて、被害に遭われている自治体もいるので、簡単に言
える話題ではないのですが、災害支援でもふるさと納税をご利用いただいています。また、
ふるさと納税で災害支援に寄付をしていただいている方も多いのですが、その事務手続き
が発生するために実際の災害の現場に行けないという声が何年か前の災害のときにもあり、
代理寄附という形で、被害を受けていない自治体が代わりに寄附を募り、集まった寄附額
を被害を受けられた自治体にお渡しするという仕組みもあります。災害時の資金調達手段
としてもふるさと納税が使われている背景があります。

２．電子感謝券とは
　電子感謝券はヒトの循環というところで、QR決済、スマートフォン決済を実現したもので
す。「感謝券」という言葉はふるさと納税で生まれた言葉だと思っています。実際に自治体
の幾つかが、特定のお店、宿泊施設やレストラン、飲食店やお土産物と交換できるような紙
の感謝券を出しています。
　ただ、総務省から、これはあまり望まし
いお礼の品ではないという通達が一昨年
に出ました。理由としては幾つかあると思
うのですが、一つは交換できる対象を非
常に幅広いものに設定されている自治体
が当時はあったのです。今はだいぶ減って
いるとは思いますが、交換できるものが非
常に多かったり、商品券と交換できるサイ
トを運営しているような自治体もありまし
た。もう一つの観点は転売や換金性です。いわゆるオークションサイトを見ていると感謝券
がオークションで取り引きされていることもありました。
　ただ、実際にヒトがこれをきっかけにその地域に足を運んだり、観光で立ち寄った方が
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ふるさと納税をできるということを知っていただき、そこで使う宿泊代や飲食代がふるさと
納税のお礼の品として使われれば、地域活性化の促進や自治体支援のきっかけになります。
私どもとしては、電子化をすることで換金性や使い道が自由にならないという制限を設け
れば、良い仕組みではないかと考え、今年の５月にリリースをしました。
　今、QR決済がだいぶ増えてきています。QR決済では割とよくある仕組みですが、「ふる
さとチョイス」というサイトで、お礼の品として寄附していただくと、スマートフォンで表示で
きるウェブサイトにQRコードが表示されます。お店には専用のアプリケーションを提供して
いて、そのQRコードを読み取ることで持っているポイントと交換するという仕組みを提供し
ています。

３．トークンとは
　こういう電子感謝券がある中で、今、われわれはトークンに着目をしています。
　ポイントや仮想通貨などいろいろなものを総称してトークンと呼びますが、私どもは、何
か価値を分けてヒトとやり取りできたり、流動性を持たせるものという定義をしています。
今、トークンエコノミーという言葉があり、地域内の循環やコミュニティという側面に対して、
本当のお金の経済圏というものがあったときに、トークンのやり取りを介した経済活動や
コミュニティができるような社会、経済圏ができると思っています。こういうものはリアルも
バーチャルも含めますので、地域外の方ともつながると思っています。
　幾つかキーワードが出てくると思っていますが、一つは、トークン同士でやり取りをしてい
ただくと、それによって域内の経済循環、あるいは時間とともにトークンの価値が下がる仕
組み等を設計することによってトークンが中で循環するという観点があると思っています。
　もう一つは、バーチャルなトークンの場合は、地域外の人ともつながれると思っています。
こういう形で新たにいろいろな地域、特に過疎地域等では中に住む方だけではなくて、関
係人口を創る、あるいはつなぎ止めていくような役割も持てるのではないかと思っています。
　あとはトークンを人に返すことによって、ボランティアや何かお手伝いをしたときに、気持
ちとしてはあげたいのですが数百円とか
千円であげると少し気持ち悪いというとき
に、その地域のお店で使えるようなトーク
ンポイントを100ポイント分あげる、自治体
から見ても健康促進ポイントみたいなもの
を現金ではなくて、コミュニティーであげ
る。このようにちょっとしたトークンのやり
取りによって域内コミュニティーの活性化
にも取り組めるかと思っています。
　もう一つは、今、仮想通貨、ICOという文脈に非常に絡むものなのですが、トークンを発
行することによって円に対する資金調達手段という側面があると思っています。トークンエ
コノミーを地域に導入していくときは、これまでにあげた全ての要素を包含していくことが
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理想なのかなと考えています。
　私どもはトークンを「ふるさとトークン」という名前で今検討しています。一つわれわれが
整理している観点として、仮想通貨には該当しないような整理を進めています。仮想通貨は
先だったコインチェックの事件等もありましたので、これから自治体も企業の方も、単に仮
想通貨を発行したり、仮想通貨発行によるICO資金調達をしたりすることは非常にハード
ルが上がってきます。あるいは金融商品と同じ管理が必要になり、容易にはできないと考え
ています。今回私どもは、自治体が運営主体になると、トークンエコノミーというものが仮想
通貨に代わる可能性があるのではないかと考えています。
　イメージ図で住民の方やファンの方ができることを知っていただこうと思います。まず、自
治体が主体となってトークンを発行します。スマートフォン等を介して、例えば１万トークン
を１万円で買います。これは非常にプリペイド（前払い式支払い手段）に近い感覚なのです
が、自治体がユニークなポジションとして、この集めたお金を投資的に使うことも可能だろう
というところがあります。一般的には、電子マネーや前払い支払い手段の場合には、その半
分のお金を供託金としてプールしておかなければいけないのですが、金融機関と自治体の
場合は対象外になっているので、その部分を事業資金として使うことができるのではない
かと整理を進めています。それによって自治体が主体となって企業投資、事業投資ができ
るのではないかと考えています。
　ここから収益が上がってくるという観点は、もちろん簡単ではないと思うのですが、地域
にいろいろ課題があり、予算面や資金面が難しいときに資金を募って事業に投資できない
かということを考えています。ここは実際、自治体が事業をするには専用の基金が要るかな
ど、弁護士事務所と話をしているのですが、何らかのこういう手段を介して自治体が事業投
資ができないかと、今、整理をしています。これはリターンを生むということは非常に難しい
ところを、例えば今であればふるさと納税と一緒にできないかとか、そういうことを考えて
います。
　もう一つの観点は、これを電子感謝券につなげていただきたいのですが、発行したトー
クンが何に使えるのかというところです。例えば、事業に投資をして事業対象のサービスや
モノを付加価値として受け取るのは購入型や寄附型のクラウドファンディングのイメージだ
と思いますが、これには非常に地域課題への関心の高い方は投資をして手伝いたいと思わ
れるかもしれませんが、必ずしも自分はそのサービスに興味がない場合もあります。よく地
域創生事業で空き家を移住体験ハウスにしたいとか、商店街を活性化したいということで
クラウドファンディングが立ち上がると思います。その対価として移住ハウスが使える権利
や、その商店街のものを頂けるということがよくあると思いますが、必ずしも自分はそれに
興味がない、あるいは使わないというケースもあると思っています。トークンは、投資対象
と成果物を分けられることが一つの観点だと思っています。ですから、トークンを受け取っ
た方は相当分のトークンをQR決済を使って加盟店舗で使える。加盟店舗の方は、使われた
トークンを換金という形で自治体にお持ちするとその対価を頂ける。そういう形ができるの
ではないかと考えています。
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　もう一つは、交換ということもできればユニークで、可能性が高いと思っています。例え
ば地域のトークン同士で、トークンはいつでも自由に買えますという形や、トークンと交換
できるものが円と固定されていたら、多分こういう価格変動は起きないと思います。しかし、
例えばトークンの発行額は今であれば地域創生事業2,000万円分だけは発行しますと決
まっていて、かつ、トークンでしか購入できないもの、体験できないものを地域で持っていた
とします。例えばイベントを最前列で見るとか、ご当地アイドルのキャラのアイテムとコンテ
ンツみたいなものがトークンでしか交換できないとなったり、かつ、先ほど申し上げたよう
な発行量が決まっていると、買いそびれたけれどもすごく欲しいという方が出てくると思う
のです。そういうときに価値が上がると思っています。これを、地域トークン同士がもし仮に
北と南などでやっていたら交換できるとか、それが観光でシーズンが違うときにトレードで
きるとか、そういうことができたら面白いです。
　投資するという観点が入ってくると、それが地域でも使えるだけではなくて、値上がり益
のようなものも要素として入ってきます。投機的というのはよろしくないと思うのですが、投
資観点みたいなものが入っているのは経済の活性化につながるのではないかと考えていま
す。

４．仮想通貨などとの違い
　仮想通貨の定義を金融庁が定めたのですが、簡単に言うと、一つは不特定多数で使え
ること。ビットコインを思い浮かべていただくと、今、ビットコインで支払いできるというお店
はまだ必ずしも多くはないのですが、原理としては、ビットコインを受け取って対価を提供
するというのは、ビットコインのルールでは決まっているので誰でもできるわけです。この時
点でビットコインは不特定多数で使えてしまうわけです。しかし、そこをQR決済などで使え
るお店に絞れば不特定多数にならないので、仮想通貨とは違うポイント、トークンですとい
う整理ができるかと思っています。
　もう一つは、仮想通貨の縛り、特に２号仮想通貨と呼ばれるのですが、仮想通貨と交換
できるものは仮想通貨だとなってしまうのです。今、申し上げた特定でしか使えないブロッ
クチェーンのものなどがビットコインで買えるとか、イーサリアムで買えるとなると、これも仮
想通貨に当たってしまうのです。ですから逆に、そこを避けて、仮想通貨ではない地域トー
クン同士の交換や円との交換であれば、仮想通貨とみなされないのではないかと私どもは
考えています。
　さらに、このあたりの考え方は５月の研究会でもお話をしたのですが、やはり事業投資は
自治体がやるのは難しいとわれわれも思っています。一つの考え方で言いますと、例えば先
行されているクラウドファンディングの会社ですと、半分寄附、半分投資みたいな考え方が
あり、100万円の投資でも50万円は寄附で、50万円が投資であって、そこがリターンみたい
な感覚もあります。それに近いところでふるさと納税と組み合わせられないかと考えていま
す。
　これも実際に実現するには整理が要ると思いますが、ふるさと納税はご承知のとおり、
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地域外の方がふるさと納税をして、事業投資に回すのであれば、例えば地域外の方は５万
円寄附すれば、３割分ということで１万５千円分のお礼の品を頂いて、残り３万５千円分を
地域の事業投資に使うことができます。しかし、これだと住民の方は使えないのでもったい
ないと思っています。住民の方は自分たちの投資と考えていただいて、例えば５万円投資し
ていただいて、この部分だけが事業投資として収益が上がってくれば、５万円のうち６万円
で返ってくれば、うまくいけば10％のプレミアになったりします。これを全部事業投資で賄
おうと思うと、例えば1,000万円とか2,000万円の事業投資で１割の収益と思うとなかなか
ハードルが高いと思うのですが、こういうふるさと納税や助成金と組み合わせて、2,000万
円のうち500万円分だけにトークンを発行して600万円のリターンを得られるような設計を
する。そういうふうに、ふるさと納税とトークン事業みたいなものが組み合わせられないか
という仮説をわれわれは考えているところです。
　電子マネーとの違いは、電子マネーや地域通貨として発行すると、その換金分を常にプー
ルしなくてはいけません。購入型クラウドファンディングとの違いは、事業対象だけではな
く、地域のお店やサービスにも使うことができることです。また、金融商品との違いは、一
般的に金融商品の場合は組成等で非常にコストがかかります。また、実際に購入しようと思
う方も、その地域の金融機関に口座を設ける等のハードルがあります。それを少し手軽に
できないかと考えています。皆さんが預金を持っていて、自分の地域に貢献したいと思って
も、寄附をするというのはハードルが高い。一方で、自分が地域に投資をしようと思ったと
きに、地銀に預けようと思うかもしれませんが、必ずしも地銀が直接投資で地域に貢献して
いるかが見えてこない。それを、こういう仕組みを組み合わせることで、地域の方も何か解
決したい課題があれば投資しやすくする。こういうことが今後、可能性のある分野ではない
かと思っています。ふるさと納税との違いも、もちろん、うまくいく、いかないはあると思いま
すが、その事業の成果分が得られるというところです。寄附との違いも、経済的なリターン
が得られるというところだと思っています。

５．トークンの可能性
　こういうトークンを作っていくと円以外での価値交換や、加盟店でスマートフォン、QR決
済が利用できるとか、円ではできないものの価値化、地域内外からの資金調達、あとはト
レードができるようになってくると円よりも価値が上がる可能性があると思っています。こう
いう地域通貨のお話をすると、最後のところが面白い部分で、ここまで来ると自治体自体が
トークンを発行することも可能ではないかと考えています。例えば、ある時点で流通してい
る額全て換金を求められると、財源が足りないくらいかもしれないですが、一定数、流通し
ていれば、全て同時に換金ということが考えられなくなってくると、場合によっては自治体
自身が新たなトークンを発行することもできるのではないかと考えています。
　私どもが考えているのは、やはり手軽にすることが非常に重要だということと、ふるさと
チョイス、ふるさと納税をきっかけにできないかと考えています。これはまだ検討中ですが、
例えばふるさとチョイスをご利用いただいている方であれば、ふるさと納税をした実績が
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あります。例えば同じIDでログインしていただくと、今まで寄附した自治体の一覧がバー
チャルなカードのように表示されていて、例えばその先の画面で、自治体がこういう事業で
幾らの資金調達をしていると見えます。そこから、１万円投資する、２万円投資すると選ん
でいただくと、真ん中にポイントが増えます。投資収益は全てすぐに発行するわけではな
くて、例えば10万円投資されるけれども、２万１千円ずつを５年間にわたって付与するとか、
いろいろな設計の仕方はあるのではないかと考えています。
　５月の時点で、われわれが今言ったような仕組みを少し法律的な制度から確認をしてお
り、提案しているものは二つぐらいあります。私どもは４月から電子感謝券やトークンを実
際にご利用いただけないかということで社内の新規事業として進めており、いろいろな方に
お話を伺っています。そこで、５月の時点では見えなかったことなども少し見えてきつつある
のが現状です。一つは、観光DMOと電子感謝券の組み合わせです。一つは、今回、広域連
携がキーワードで出てきます。ふるさと納税と広域連携の事例は元々考えにくかったので
すが、実際に高知県の事例があります。それは高知県の５市５町が同じお礼の品を設定し、
それぞれの自治体に寄附していただいたら同じお礼の品を贈るということです。これも一つ
の広域連携の例かと思っています。

６．電子感謝券の広域連携の事例
　われわれは、電子感謝券の広域連携の先として観光促進、交流人口、移住・定住までを
考えています。今ご説明したふるさと納税の仕組みや、われわれが考えているトークンがあ
り、それが実際の現地の課題としてつながっていくと形になってくるのかなと、いろいろな
地域の方とお話ししてようやく少し見えてきました。
　実際に地域の方で、観光地の方々なのですが、そこから最終的には移住・定住につなげ
たいという思いを持っていらっしゃって、まずふるさとの納税でどこまでできて、トークンで
どういうふうにつなげていけるかをディスカッションしている状況です。まずは体験プログラ
ムに力を入れたいというお話を頂きました。観光地なのですが、体験をすることによってそ
の地域に対する理解が増え、頻繁に足を運んだり、シーズンオフであってもその地域のこと
を思う。いきなり移住ではなくて、ステップを踏んでまずは体験をすることによってそこにつ
なげられないかということがあります。
　もう一つは、観光地なのですが、スキーがメインなのでスキーに来るとそれだけで帰って
しまう方が多い。それをどう回遊させるか。あるいは、天候が悪いときに他のアクティビティ
をどう展開するかというところも課題としてお聞きしています。
　南信州観光公社の事例では、直接消費額は３億円なのですが、体験プログラムを多数用
意したことで、波及効果が10億円とも言われています。
　実際、私どもはまずふるさと納税の電子感謝券を入れていただきます。これはやはりお得
感が強いので、それによって体験をしていただく。その後、アプリを通じたコミュニケーショ
ンが発生し、増えていくことにより、その先でお試し住宅等を用意することによって最終的
に移住・定住につながるのではないかという仮説として、今、お話をしているところです。
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　ステップ１としては、回遊するきっかけというところで、広域連携で先ほどの高知県の例
を出しましたが、観光の電子感謝券で足を運んでいただく場合、観光圏と自治体の範囲は
重なっていないことがあるのではないかと思っています。例えば観光でこの地域で使ってほ
しいのですが、自治体の区切りはここまでで、隣の自治体に入ると使えないということであ
れば、利用者とすれば使い勝手が悪い。それでDMOとして広域でやっていらっしゃるとい
う方にたまたまお会いできたのです。それがきっかけで、そこをベースにしながら広域でき
ないかというお話をしています。
　アプリがあるといいところは、まずは都市部でウェブサイトを通じてここで感謝券を使え
るのだと思って知っていただいて、現地へ行くとそこで使えるお店一覧や、近くまで行ったと
きにロケーションを拾って出すなど、情報のプッシュもできます。ですから、回遊や足を運ぶ
きっかけづくりもできるのではないかと思っています。
　今回非常に大きかったのは、観光団体が最初からDMOに取り組まれていることです。地
域通貨を導入する場合も近いかもしれないのですが、ふるさと納税の例で言うと、いろいろ
なお礼の品を選定したり、寄附者とのやり取りや配送業務があるのですが、幾つかパター
ンがあります。自治体が全部直接、地域の生産者や製造業者でやってくださっている例も
あるのですが、非常に大変なので、中間団体、中間事業者に頼むケースが多いのです。この
ケースも幾つかあって、全国区の業者に頼むケースもあれば、地域の業者に頼むこともあれ
ば、商工団体など自治体に近しい団体にお願いしてお礼の品等を対応していただくことも
あります。今回の感謝券の場合、深谷市の事例では、自治体が商工団体を介さずにまず始
めてみたかったので、自治体が運営している道の駅に最初に声を掛けてくださって、１自治
体から導入を始めていただきました。もちろん１自治体だとなかなか進まないので、次のス
テップとして、自治体から商工団体にこういういい仕組みでふるさと納税をした人が地域に
足を運んで使ってくれるからと口説いていただきました。それなら手伝うよという形で商工
団体が入り、今度は商工団体に加盟している店舗に声を掛けているという状況です。
　このようにふるさと納税で電子感謝券だとしても、その中で広域連携はすごく大変だった
と思うのですが、今回すごくいいと思ったのは、元々観光のDMOとしてある社団法人がい
て、ここは観光に対して複数の自治体や国から観光促進の支援金、助成を頂いているよう
ですが、そういう団体があったことです。こういう形ができてくると、ふるさと納税自体は公
平に分配すると、どこに寄附しても、例えばこの事例だと６等分しますというのが、どこのお
店でも使えるようにしたい。もちろんばらつきはあるのですが、寄附はある意味で競争と捉
えていただく。サービスとしては共通のものを使うけれどもということです。今回、私たちは、
自治体へそれぞれに個別にご説明に伺っているのですが、行く前は、総論はいいけれども、
例えば寄附されたものは全部等分にしてくれとか、そういうふうになったら多分できないだ
ろうと思っていたのです。しかし、ふるさと納税のご担当であったこともあると思うのです
が、いい意味の競争というところがすごく出てきて、「同じもの・同じサービスを提供できる
のだったら、あとはどういうふうに寄附を募るか競争だよね」とおっしゃっていただいてい
ます。入り口としては、「うちの自治体に寄附してください」と見せ方も含めて競争なのです。
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しかしその先は、例えば３割のお礼の品の相当分は共通の観光団体にプールしていただき、
使われたところでポイントに充当するような仕組みを組んでくださいました。まだこれから
詰めなくてはいけないのですが、こういう形で広域連携ができそうです。
　今日の地域通貨から話がずれているかもしれませんが、一事例として、電子感謝券、ふる
さと納税の地域通貨的なものを、例えば広域で使う場合には今、具体的にこういうお話だ
というところを説明しました。実際に寄附者がどこに寄附するかは選んでいただければと
思うのですが、そのうちの３割分の感謝券を自由に使っていただいたり、現金と組み合わせ
みたいな形です。また、ポイントなので余った分はまた来て使うことができて、地域に足を
運ぶきっかけづくりになればと思っています。

７．地域資源活用の事例
　別の事例で、まだこれはその自治体の、課題だと思っている担当の方とお話しできてい
るだけなので、実際に形になるのはこれからです。これは非常にトークンによる地域通貨の
エッセンスをだいぶ持っていると思いますのでご紹介します。地域資源（果物や野菜などの
天然資源）で、形が悪かったり、取れ過ぎたりして、市場に流通できず、もったいないけれ
ど廃棄しているというお話をよく聞きます。こういうものをもっと有効活用できないかという
ことが最初の観点でした。ちょうどお聞きしているある果物は、農家さんに聞くと、去年、そ
ういうことで廃棄していた額は市場価値で言えば2000～3000万円ぐらいだそうです。だか
ら、いろいろな地域のファンの方にうまくトークンとして買っていただいて、その余っている
果物を、売るのではなく、差し上げられないかということが一つあります。
　もう一つは、地域の子どもたちに、これは担当者の課題感だと思うのですが、もっと稼ぐ
とか、自分の地域のことを知ってくれないかという意向がありました。われわれが今提案を
しているのが、実際に売るわけではないので、余った農作物などを集めたり、梱包したり配
送したり、何かを書くのはすごく大変だから、そこを子どもたちが手伝ってくれたらお小遣
いをあげようということです。しかし、お小遣いをお金であげたら何に使われるか分からな
いので、トークンで使えるお店を限定したもので渡したらどうだろうと考えています。
　そこから少し膨らませて、子どもたちが添え状みたいなものを一筆書いたりしたら受け
取った方はすごく喜ぶでしょうし、写真を撮ってブログにアップしたらもっとファンができる
だろうということで、ウェブマーケティングやECのところを学ぶ。今はITを子どもたちに学
ばせたいという親御さんがたくさんいらっしゃると思います。私もすごくその気持ちは分か
りますが、プログラムを学ぶというよりは、そもそもプログラムは手段なので、もう少し広く、
ウェブのマーケティングは何か、インターネットは何かみたいなところを学ぶことも重要だと
思っています。もちろん指導者みたいな方は要るのですが、ただ余った果物を集めて梱包し
て送るだけでなく、どういうふうに見せたらもっと喜んでもらえるとか、どういう写真を撮っ
たらいいかとか、あるいは、地域をよく知ったらファンがもっと募るのであれば、当たり前の
ように過ごしているだけではなくて、自分だけ地域のことの良さを再発見して、それを発信
する機会をあげる。それは地域内だけではなくて、インターネットを介して外部とつながる
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ようなきっかけができると、子どもたちのラーニングにもなるかなと思っていて詰めていると
ころです。
　実際のイメージは本当にシンプルです。その地域のファンの方がトークンを買っていただ
く。そして、農家で果物など余っているものをお礼の気持ちとして贈る。これは、売価と同
じにするとあまりよくないと思います。農家の方も、元々は捨てていたくらいのものですから、
流通価格うんぬんではないと思います。そして、一部は農家に返すけれども、今、お話しし
たような子どもたちの教育のための運営基金に回す。そういうことができないかと思ってい
ます。実際に子どもたちが農家に伺ってお手伝いをし、ファンの方に送るとか、ウェブサイト
の運営みたいなことをするような形です。商売をしていると、原価が幾らだとか、これは付
加価値が幾らだとか、この対価だったら１時間幾らだということが見えてしまうと思うので
す。しかし、こういうふうに作っていくと、子どもたちも１時間働いたから800円欲しいという
のではなく、300ポイントでもいい、その300ポイントは全然農作物の値段と関係なくてもい
いというようにすごく気持ちが前面に出てきて、市場によって価格形成されないようなこと
ができるのではないかと思っています。
　今、調べていただいた余った分だと数千万レベルなのですが、例えば年間数千万の地域
資源みたいなものでこういうことまでできないのかと考えているところです。まだ考え中な
のでご説明が分かりにくかったと思いますが、こういうものも取り組みとしては考えている
状況です。
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（保田）森山さんは、最後に参考文献もありますが、非常に分厚く読むのが簡単ではない
ものを非常にコンパクトにまとめていただきましたので、皆さんは非常に得をされたと思
います。実際に『地域通貨』（西部忠編）は、この領域について国内の事例や世界の事例
などいろいろなものをまとめている本になっていると思います。その先生の研究会の最
近の流れもご説明いただいたと思います。

　　その中で、多分、皆さんは質問しようにも何を質問していいか分からない状況ではな
いかと思いますので、半分復習をしながら進めていきたいと思います。

　　｢エネポ」は流通しているみたいです。私も以前、飛騨信組のお話をお伺いしていると
きに、彼らは手元に「エネポ」を持っていました。事例のところは、結局、うまくいったもの
と、消滅してしまったものと、いろいろ介在している事例があったと思います。開始した年
度もいろいろ違います。開始した年度が古ければ古いほど、当時はテクノロジーの発展は
なかったわけですから、電子物ではなくて現物だったのではないかと理解します。これら
の流れの中で、成功する、存続する、あるいは広く使われる通貨に何か特徴的な要因な
どがあれば、教えていただければと思います。

（森山）あまりいろいろなものを詰め込むとプレゼンが分かりにくくなるかと思ってあえて
入れなかったのですが、最近、地域通貨と企業ポイントと電子通貨などいろいろなトーク
ンの差がだいぶなくなってきています。ビットコインをはじめとする暗号通貨、もしくはブ
ロックチェーンのベンチャー企業でトークン・エコノミーを推進している会社で結構参考
になるものが多くあります。それについてお話しすればよかったと少し反省しています。

　　何が言いたいかというと、ブロックチェーンが出てきたことによって環境がガラッと変
わったのです。今や新しい通貨を立ち上げるために必要な実費は数十万円と言われてい
ます。今までは人をたくさん雇ってそういう体制をつくって、一生懸命新しい通貨を立ち
上げる必要があったのが、今や数十万円で新しい通貨を立ち上げることが可能になって
いるということです。そう考えると、これまでと、これからは環境がすごく変わってしまっ
たので、過去の事例を見てこれは成功要因だったからこれから同じことをやったら成功
するかもということは言いにくくなっているかなと思います。

（保田）ちなみに、差し支えない範囲で、今、言われたブロックチェーンの話を少ししていた
だけますか。数分で話すことはなかなか難しいのかもしれませんが、多分、皆さんは、そう
いうものもあるのかと興味をかき立てられたような気もするので、何かお話しいただけると
面白いかと思います。

第３部　全体講評

コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科 准教授　 保田　隆明 氏
（本研究会　指導助言者)
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（森山）最古、最強の暗号通貨はビットコインです。ビットコインの何がすごいかというと、
ビットコインという通貨制度を運営するために必要な作業をした人間がビットコインをも
らえるという仕組みになっているところです。つまり、ビットコインという制度に参加して
いる人間がきちんとインセンティブを与えられ、分散的にビットコインの運営がなされて
いるというところが最大の強みだと思います。

　　これは、私のプレゼンでも言ったprosumer
という考え方なのですが、ある経済圏におけ
る参加者が、消費者でもあり生産者でもある
という、一つの主体が両方の役割を担ってい
るということがトークン・エコノミーの非常に
重要なポイントです。それをビットコインに照
らし合わせると、ビットコインを使う人とビット
コインをもらう人が両方存在しているというこ
とがビットコインを強くしている理由だと思います。ですから、地域通貨をきちんと持続
可能にするには、地域通貨を使う人が地域通貨を生み出す。同じ主体が両方やっている
ようにしないと、結局これまでの地域通貨のように消滅してしまう。あるいは、補助金をど
んどん継続的につぎ込んでいかないと長続きしないのではないかと思います。

　　またブロックチェーン関連のもう一つ面白い要素として、「簡単に換金できない価値
を取り引きする」というトークン・エコノミーがあります。では簡単に換金できない価値と
は何なのかという説明をきちんとしていなかったのですが、一番分かりやすいのは宗教
トークンです。最近、キリスト・コインとかムスリム・コインというものが発行されて、信者
の間で取引がなされています。例えば、イスラムの教えにのっとった行為をした人にトーク
ンが発行され、イスラムの関係事業団体で使えるというトークン・エコノミーです。ですか
ら、簡単に宗教コインと法定通貨は合算できないのです。そういう意味では、法定通貨
が表現し切れていない価値観を、例えば宗教トークンというものは結構表現できている
と思います。

　　言語で言うと、方言が一つの例になるかと思います。簡単に標準語に言い換えられる
ようであれば、恐らくその方言は存在意義がない。同じように地域通貨も、簡単に法定
通貨に置き換えられるならあまり存在意義はないと思うので、長続きしないのではないか
と思います。ブロックチェーンに関してはビットコインと宗教コインが面白い事例です。

（保田）prosumerのところですね。ビットコインの場合はマイニングと言っています。中国
などでたくさんやっているそうですが、一生懸命、ビットコインを発掘するわけです。その
発掘することで次 と々ビットコインが世の中に届けられるという。多分そういうことなのだ
ろうと思います。

　　地域通貨の話で、域内の経済循環をどうしますという話がよく出てきます。下川町の事
例は他でも登場するのですが、結局、地域の経済を活性化させようと思った場合は外
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からお金を引っ張ってきて、中でお金の循環をなるべく多くしようとする。中でのお金の
循環を多くするためには、外に出ていくお金をなるべく少なくしようということです。例
えば電力であれば東京電力にお金を流すのではなくて、地域にバイオマス発電などをつ
くって、その地域の中でぐるぐるお金を巡らせてあげれば外に出ていくお金は少なくなる
という話だと思いました。

　　そういう中では、どの産業が外部に依存していて、どの産業があまり外部に依存してい
ないというような産業構造を分析していこうという気運はいろいろな自治体でできてきて
いるだろう。それと地域通貨を組み合わせることで、より地域内でお金を循環していきま
しょうということで、エネルギーという分野は一つの鍵になってくると思います。

　　そういう中で、われわれは大阪ですのでエネルギーを域内で循環させるという視点は
あまりないかもしれませんが、飯田さんの会社ではエネルギーを域内で循環させましょう
という話も議論の対象になってきていますか。

（飯田）エネルギーもよく地産地消みたいなところが言われていまして、私が担当ではない
のですが、今、トラストバンクとしてはそういう電力に関する事業を手掛けたいという話で
進めています。

（保田）森山さん、エネルギー系で何か補足することはありますか。

（森山）私はエネルギー系ベンチャーにいろいろ投資をしていて、実は高山市とご縁があ
ります。５年前に間伐材を使った発電所の立ち上げを手伝った関係で高山市に詳しいの
ですが、高山市も寒い地域なので、結構冬に石油を使います。それで外に出ていってい
るお金を、木を使う発電所を造ることによって外部にお金を出ないようにするというのは
自然の流れだと思います。

　　エネルギーとは直接関係ないのですが、広域連携をどのように行ったらいいかを考え
る上で、やみくもに地理的に近いからみんなで広域連携しましょうというわけではなく、
例えばちょうど自分たちが足りない部分を補うような自治体がパズルのように一緒になっ
て、広域連携して同じ地域通貨を使うという可能性はあるのかなと個人的に考えていま
す。そういう意味では、例えば北海道と沖縄がうまく連携することによって安定した形で
地域通貨を使うということは、今後検討してみても面白いのかなと思います。

（保田）もう一つ、苫前の事例をご紹介いただきました。苫前は私も行ったことがありま
すが、人口は確か数千人の町だったのではないかと思います。北海道の稚内の少し下の
方にある場所なのです。これは取引が可視化されて、どこで幾ら使われているかが分か
る非常に面白い図だと思います。ただ、現金の場合はこういうネットワークになっている
けれども、地域通貨であった場合はこうなっていますというように、対比みたいなものが
あったりするとより面白いですか。

（森山）より面白いですし、本当にそうしないと意味はないと思うのです。例えば電子通貨
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や電子地域通貨で賄っているのが全体の５％だとすると、その５％をどれだけ分析しても、
残りの95％がどうなっているか分からなければあまり意味はない。そういう意味では全
体像を把握することは重要だと思います。

　　ただ、悲しいかな、現金の流れは計測不可能です。こういう分析を本当に意味のある
ものにするには、100％に近いぐらい電子通貨の決済が行われるような仕掛けがいろい
ろ必要ではないかと思います。

（保田）どこかで電子通貨で100％取引がなされている地域があれば、そこが一つのベン
チマークとしてやっていくことはできますね。

（森山）厳密に言うと個人情報など、プライバシーの問題と関わってくるので、そこのとこ
ろはなかなか難しいでしょう。ただ、電子通貨は日本以外で普及しています。先日、北京
大学に講演に呼ばれた際に、北京大学の隣のレストランで食事をしたのですが、既に現
金もクレジットカードも使えなくなっていました。４人で北京ダックを食べた後クレジット
カードを出したら使えないと言われたのです。現地では電子通貨が一般的になっていて、
クレジットカードは使えない状況になっていたのです。そういう意味では、導入が進んで
いる国・地域ではこういう分析も可能になっていると思うし、国によってプライバシーより
も経済合理性を優先している地域であれば、こういう分析も進むのかなと思います。

（保田）いったん皆さんの方から森山さんのプレゼンテーションのところで、少し整理して
おきたいとか、なかなか最初は質問しづらい部分があったと思いますので、ここは理解を
確認しておきたかったのだということがあれば、先にそれをできるだけ整理した上で、３
人でディスカッションをする時間に進めていきたいと思います。

（Ａ）今日は貴重なお話をありがとうございました。２点ほど教えていただきたいことがあ
ります。

　　一つ目は先ほどもお話に出た宗教コインについてです。私も勉強不足で初めて聞いた
のですが、宗教コインとはどういうものなのか。お金として使うことができるのか。また、
宗教コインをためることによって他の一般的な通貨とは違う、プレミアムといいますか、
何かいいことがあるのかを教えていただきたいと思います。

　　もう１点は、先ほど最初にして最大の通貨であるビットコインということで、去年末ぐら
いからものすごく盛り上がっているかと思うのですが、まだ自分の身の回りでビットコイ
ンは普通に使えるという認識ではないのです。東京の渋谷にnem barというnemで飲み
食いができるものがあるというお話は聞いたことはあるのですが、では今、自分の身の
回りで、例えばコンビニに入ってビットコインで会計ができるのかというと、そういうこと
がない。ビットコインは最大と言われつつもまだ身の回りでは一般的ではないと思うので、
今後の展開について見解をお聞かせいただければと思います。

（森山）宗教コインについてですが、今、ムスリム・コインがイギリスで発行されていて、
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キリスト・コインはアメリカで発行されています。正直なところ、私もそこまで詳しくはな
いです。あまり興味が湧かなかったので資料を細かく読み込んでいないのですが、ホワ
イトペーパーと呼ばれる、どういう通貨なのかを説明した簡単な資料を見る限りでは、教
典にのっとった活動をした人にはトークンが発行されて、それが宗教団体の認定した店
舗などで使えると聞いています。ただ、使うためにためるというよりは、自分の信心深さ
を定量化する一つの手段という側面もあります。そういう意味では、「アトム通貨」にも通
じるところがあるのかなと思います。

　　ちなみに、私の共同研究者である西部教授は、最近「地域通貨」ではなく、「コミュニ
ティ通貨」という言葉を使っています。「地域」というとどちらかというと空間的に近い人
たちの間で使えるという印象が強いのですが、地理的なものではなくて、｢同じ価値観を
持ったコミュニティ内で使える通貨」というものに地域通貨の定義は変わってきています。
そういう意味では宗教コインというものも一つの地域通貨、コミュニティ通貨と考えられ
るのかと思います。

　　ビットコインについては、ビットコインでコーヒーは買えないから通貨じゃないという話
はよくあるのですが、通貨に何を求めるのかという点にもよると思うのです。つまり、日常
生活品を買えないと通貨ではないという考え方と、そうではなくて自分の富を保存してく
れるものが通貨であると考えれば、ビットコインは金や宝石などと同じぐらい通貨として
役割を果たしているかと思います。一般的に貨幣は三つの役割を果たしていると言われ
ていて、そのうちの一つである富の保存という点では、ビットコインは非常に使い勝手が
いいのか分かりませんが、一つの貨幣として役割を果たしているのかと思います。

（Ａ）貨幣の持つ三つの機能、交換や蓄積などがあると思いますが、先ほど金や宝石のよ
うな価値があると言われました。三つの機能を兼ね備えていて初めてお金という定義が
なされるのか、それとも三つのうちどれか一つでも満たしていれば貨幣という定義がなさ
れるのですか。

（森山）この点については最低でも二つの考えがあり、三つ満たさないといけないという方
と、そもそもこの三つは相反するものだから別々に分けた方がいいのではないのかという
考え方があるのです。そういう意味で、私がプレゼンテーションの冒頭にお話しした、パ
ン屋で使うお金と投資に使うお金は別々のものであるか否かというところとつながってい
るのですが、私は別々であった方がいいのではないかという派です。

（Ａ）「悪貨は良貨を駆逐する」というのが自分の中ではピンときていないのですが、こ
れはそういう流れに世の中がなっていくという、通説という意味なのでしょうか。

（森山）｢悪貨は良貨を駆逐する」という言葉は、昔、銀貨が一般的だったときに、銀が少
ない通貨と多い通貨があったときに、少ない通貨の方がより流通したのです。なぜかとい
うと、純度の高い良貨は貯金して、場合によっては溶かして売ってしまった方がもうかる
ので、ほとんど良貨は使われなくなって、悪貨が流通してしまったのです。ただし、現在



90 　おおさか市町村職員研修研究センター

｢地域通貨を導入した地方創生研究会」講演録集

では、あまり通貨の素材は問題になりません。これからは逆に、優れた通貨が悪貨を駆
逐するような状況になるのではないのかというのが私の個人的な考えです。

（Ｂ）プレゼンテーションの中で、地域通貨を導入する際には現在の地域内の通貨の役割
や流れを把握した上でどういう流れに変えていくのかを考えた上でする方がいいと言わ
れたと思います。一方で100％、お金の流れを把握するのは難しいというお話があったと
思います。どの程度のレベルで制度設計をする中で把握をすればいいものなのでしょう
か。

（森山）非常に難しい問題だと思います。先ほどの下川町の事例は１年単位で作成されて
いるものですので、最低限でも１年間の間にどういうようなお金の流れをしているのかを
把握するのは必要だと思います。もし、リアルタイムでそういうことが把握できるようにな
れば、リアルタイムで金融政策をいろいろ打ち出すことが可能になりますので、それが望
ましいといえば望ましいです。

　　ただ、現状ではリアルタイムでずっと情報を入手することはかなり難しいと思います。そ
ういう意味ではどこができるかです。もし、メガバンクの一つ、緑色の銀行の担当者によ
ると、子会社を通じた２～３のクレジットカード情報を相当持っているようですので、少な
くとも外国人観光客のお金の使われ方はほぼ全部把握しているそうです。そういうもの
を自治体で活用して、少なくとも外国人観光客のお金の流れをつかんでおくことは現実
的だと思います。

（保田）それでは、森山さんのプレゼンを閉じさせてもらいます。全体の議論を受けて３
人でディスカッションしていきたいと思います。まず私の方で何点か質問させていただき、
後で皆さんに全体を通じた意見やコメント、質問等ということで進めていきます。

　　今日は地域通貨というテーマです。森山さんや飯田さんのプレゼンでもそうだったの
ですが、また先ほどの質疑応答にも絡んできますが、従前の地域通貨は地域でつくられ
て地域の人たちで使われるというところが、非常に地域性が閉じたものという印象が強
かったのですが、一方で外部からの資金の流入や外部の人も使える設計にすることがテ
クノロジーの観点によっても非常に可能になりました。特
に外部から利用者が増えれば増えるほど多分利用者が増
えるわけなので、通貨としての価値は上がっていくような
感じもします。そうすると、外部からの資金流入あるいは
外部からの利用者増ということは一つの鍵なのかなと思っ
たところです。一方でそうして突き詰めて考えていくと、で
は日本円でいいみたいな話になってきます。そういうところ
をどう捉えればいいか、コメントを頂ければと思います。

（飯田）外部からの資金に対応するところですね。
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（保田）もしかすると飯田さんの場合は、それが広域連携という中間のところの答えでもあ
るのかもしれないとプレゼンを聞きながら思っていたのですが。

（飯田）私たちの場合は一つはふるさと納税を手がけていることがあったり、自治体から
見ると外部からの寄附が結構大きく見えているところがあります。逆に、地域の中の方が
ふるさと納税をかなり使いにくいところがあったのが地域通貨でと思っていました。

　　もう一つは、逆にふるさと納税で、地域外の方がまず地域を選んで寄附をするとか、
税金の使い方を選ぶというところがある程度なじんでこられると、その観点から地域に
対して投資するとか、地域のお金を持ちたいというような意識が芽生えるということが一
つの流れでできればいいのかなと思っています。

　　ふるさと納税は、われわれの会社としては良い制度だと思って継続していただきたい
とは当然思っているところですが、まだ制度としては新しいので、いろいろな形で変わっ
ていったり、なくなる可能性も十分にある制度なのかなと思っています。とは言いながら
もそこをきっかけにして実際に寄附もそうですし、今言った地域を選んで寄附するみたい
なところ、きっかけづくりはすごくできるのではないかと思っています。そういう観点から
今、ふるさと納税をフックにしながら地域外からお金を持ってくる。それがふるさと納税
だけではなくて、何か魅力のあるような投資先や商品や地域通貨みたいなものを設計し
ていくことは一つの考えとしてあるのではないかと思います。

（保田）そうすると、特にふるさと納税などになってくると地域性みたいなもの、「地域」と
いう単語が非常に冠に付くのですが、仕組み上、外からお金がある地域に入ってくるとい
う外部との関わりもありきというところがある中では、クラウドファンディングに近い形に
なってきますか。

（飯田）それはあると思っています。ただ、全部が、個別性が見えて個別に対して選んだり
投資をしたりする形なのか、あるいはもう少し自治体という単位で選択する形もあり得る
のかなと思っていて、そのあたりはまだ私も答えはないのです。逆に、最初はもしかしたら
案件単位みたいなもの、ふるさと納税は逆にどちらかというと自治体を選んでいただくと
いう形で、その先に使い道があって、今のガバメント・クラウドファンディングで個別性の
ものに対して選んでいただくという流れがあります。一方でクラウドファンディングは案件
単位みたいになってくると思うのですが、その両方の可能性はあるのかなと思います。

（森山）なかなか答えにくい質問ですが、私が最近、面白いなと思ったのが、東京大学の
黒田教授の書いている貨幣の歴史の本です。彼の言葉を借りると、そもそも貨幣の歴史
は、できるだけ使える範囲を広げようという力と、使われている地域内で安定しよう、均
衡しようという、その二つに力学がせめぎ合っているものみたいなのです。そう考えると、
地域通貨だからどうこうというわけではなくて、通貨そのものがそういうものだという
ことです。何が言いたいかというと、結構、ダイナミックに進化したり退化したりいろいろ
しているので、なかなか簡単に答えられるものではないのかなと思っています。
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　　ただ、一方で、使い道が大してないのに、その地域に入ったが最後、外に出られない通
貨なんて誰も使いたくないと思います。そういう意味では、そもそもその地域に使い道が
あるということが持続可能な地域通貨の最低限の要件かと思います。

（保田）先ほどの森山さんの話をお伺いしていて、われわれは地域通貨、しかも今日はお集
まりの方々は自治体の職員の方々なので、どうしても領域みたいなものがあるのですが、コ
ミュニティ通貨という発想、それは宗教コインにもつながるのかもしれないのですが、要は
ジオグラフィカル、物理的な地域性というよりは、クラウドといいますか、この群衆の人た
ちが使う通貨みたいな形にすれば、ある一定の人数がそこにいれば通貨としての価値が
存在し、その通貨を使おうというインセンティブもそこに存在するようなイメージですか。

（森山）そうですね。ただ、最近、力業を幾つか思い付きました。例えばその地域にある
企業の納税は地域通貨でしなくてはいけないとか、給料を地域通貨で払うようにしたら、
強制的に需要と供給が生まれるので使われるようになるのかなとか思ったりしています。
それも一つやってみたい社会的実験ではあります。

　　逆に、流通し始めないと見えてこないことがいろいろあると思うのです。だから、走り
出しのところでつまずいたのではもうこの設計は駄目だという話ではなくて、ある程度ぐ
るぐる回るようになってきてから見えてくることもいろいろあると思います。そういう意味
では、いろいろ課題はあるのですが、取りあえずぐるぐる動き始めるようなところまで行
政がいろいろ仕掛けて考えるところに価値があるのかなと思います。

（保田）飛騨信用組合の「さるぼぼコイン」は高山地方で使われているわけですが、「うち
の従業員の給料を『さるぼぼコイン』で払いたい」という社長が登場したと先日言われて
いました。ただ、法律で給料は現金以外で払ってはいけないみたいで、一時的なボーナス
の代替物のようなものとしてコインを提供したということがあったと思います。それは今、
森山さんが言われたような世界観というものがどこかで実験できる可能性があるかなと
思います。

　　さて、そもそも保有して流通するということになりますと、地域通貨、あるいはコミュニ
ティ通貨、何らかの代替的な通貨を保有したいというインセンティブがないとなかなかう
まく回っていかないと思っています。例えばビットコインの場合で、猫も杓子も「値上がり
益を確保しよう」ということで投機になりました。投機は非常にインセンティブとしては強
いインセンティブだと思いますので、あれだけのムーブメントを起こしたかと思います。そ
の意味においては、特にトラストバンクの飯田さんの事例でいきますと、仮想通貨とは一
線を画すという話があったと思います。一線を画した場合は投機的なインセンティブがな
くなると思います。それでも保有したいと思うようなインセンティブ設計はどうすればいい
かと思っていました。

　　森山さんのプレゼンテーションもそれは同じだったのですが、ブロックチェーンも研究
なさっているということなので、もしかするとそれが故にブロックチェーン型の通貨の方
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が可能性があるというご見解かもしれません。地域通貨、コミュニティ通貨などを保有さ
せるインセンティブ設計についてどのようにお考えかを伺えればと思います。

（飯田）ふるさと納税の場合は別で、一定数の方はふるさと納税をしてお礼の品で頂くと
思っています。それ以外の話で言いますと、地域だと皆さんご存じだと思いますが、振興
券のときは20％のプレミアムがあるのが当たり前で、抽選があったり、並んで買われる。
10％でも恐らく皆さん買われると思います。確か飛騨信組は２％のプレミアムを付けてい
るとお聞きしています。このあたりから差が出てくると思っていて、２％ぐらいだとあまり
持つインセンティブはないなと思っています。

　　先ほど、トークンのお話をしたときに、やはりインセンティブは重要だと思っているので
すが、一方で、今は寄附やクラウドファンディングで、金銭的なプレミアムはないのに参画
されている方がいることは一つのヒントかと思っています。性善説ではないのですが、こ
れは先ほどの半分企業、半分投資の話と一緒かもしれないのですが、逆のプレミアム設
計もあるのではないか。プレミアムとは言わないですか。例えば地域通貨を買うのです
が、結局、円に換算すると８割分の価値しかない。でも、その分が投資に回っているとか
地域貢献になるみたいなものも可能性はあるのではないのかと思っています。まだ何の
実験もできていないし、実証もできていないのですが。これからは全部、地域通貨的なも
のを買ったらとしても、金銭価値が自分で買った額よりも必ずしも多くなければいけない
というのではなく、そこで金銭的な価値プラス、それによって、例えば過疎地域などに投
資をしていくと、それによってコミュニティバスが走るようになったり、実質的な違う形の
リターンというものを組み合わせてのプレミアム設計みたいなものを保有してもらったり
買ってもらうインセンティブ設計は可能性として少し持っているところです。

（森山）きちんと定着する通貨を考えるときに
流動性は重要で、投機家など必ずしも社会
的価値に重きを置いていない人のお金の流
れを取り込むことも重要です。そういう意味
では、例えば暗号通貨です。ブロックチェー
ンの世界にはステーブル・コインと呼ばれる
一つの領域があり、いかにトークン価値を安
定させるのかということにいろいろ工夫して
いる会社があります。具体的には人民元が少し前までそうだったように、価値は変動する
のですが、プラスマイナス３％台で動くから、一応決済通貨としてはきちんと使える。その
ような考え方に基づけば、１日３％もうけたいというような投資家のお金の流れを取り込
める一方で、そういうものに興味のない通貨保有者も守れるという、そういう考え方が一
つあります。

　　もう一つは、プレミアム商品券的にこの地域通貨に換金すると得するということは大き
なインセンティブにはなると思います。ただ、あまり高く設定するとそこの差額を自治体が
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穴埋めしなくてはいけなくなるので、そこの持続可能性をどのように担保するかが重要に
なってきます。

　　ただ、先ほどお話しした「アトム通貨」は50％しか換金されません。ですので何らかの
理由でみんなが換金しないような地域通貨をうまく考えられれば、理論上「アトム通貨」
は50％のプレミアムを付けて発行したとしても持続可能性は担保される状況です。そう
いう意味で、その辺の設計の余地はいろいろあると考えています。

（保田）「アトム通貨」は鉄腕アトムの非常にきれいな絵柄があって、手塚治虫ファンみた
いな人たちにとっては非常にいいのでしょうね。われわれは新札を持ったら使いたくない
ではないですか。その感覚に少し似ているのかなという気はします。

　　もう１点、お伺いしたいのですが、飯田さんのプレゼンテーションで感謝券みたいな話
がありました。あれは、ふるさと納税のお礼の品だから感謝券とネーミングですが、要は
お金を払ってもらう利用券というところで、その管理を地域の中央部のDMOに任せるみ
たいな話になってくると思うのですが、そうすると最終的にそれの普遍的な存在を考える
とJTBの旅行券に非常に近いような話になってきます。JTBの旅行券との違い、あるいは
JTBの旅行券を電子化してしまえば話は済むのかなというところも出てくると思うのです
が、そのあたりについて何かコメントを頂ければと思います。

（飯田）今の観点はふるさと納税に関するところにあると思うのですが、私たちはどこで
使えるか、何と交換できるかがやはりすごく気にした部分であって、そこは総務省も気に
している部分であると理解をしています。原則は総務省も地産地消のものをお礼の品と
しては望ましいと言っているので、原則それに類似するようなものという設定をお願いし
ています。

　　ただ、ここはすごく難しく、どういうものが地産地消に当たるのかというところや、広域
連携のときに、隣の自治体に自分が寄附して自分の地域のお店で使えるのではないかと
いうお話も結構頂いています。ここは整理する必要があると思うのですが、そういうもの
はわれわれはいいかなと考えています。どういうふうに解釈をしていくかですが、例えば
ふるさと納税であったとしても、隣の自治体に寄附をされて、隣の自治体から物を送って
いただくということはもちろん起きている状況です。では、隣の自治体に寄附して隣の自
治体のお店で使うのはＯＫだけれども、例えば100m離れている境界を越えたお店だと
ＮＧにするのか。そういう細かいところまで入り込んでいくことまですべきではないのか
なということは少し思っています。

　　システム的にはできるのです。寄附者の方は寄附金自動証明書を送っていただくので、
住所などを全て自動的にご入力いただきます。だから、例えばそこからマッチングをして、
利用者の住所と加盟店の住所が同じ郵便番号であればはじくとか、システム的には作
れるのです。しかし、利便性が悪いですし、ふるさと納税のお礼の品はどうしてもグレー
なゾーンというか、きれいにはっきり分けられない領域があるので、そこの会社もきれい
に整理して、例えば同一の地域内であっても、隣県に寄附をして中で使うというところは
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認めるとか、そういうふうに解釈はしようと思っています。ふるさと納税に関してはそうい
う理念に基づいたものに限定し、そういう一つひとつの事象をつぶしながら進めている
という現状です。

（保田）そうすると、より地域性を意図するという話になりますか。JTBの旅行券だとその
辺の金券ショップで買えますという話にもなりますよね。

（飯田）そうですね。これは私たちのスタンスからの延長線上になるのですが、ふるさと
納税だと、使えるお店はある程度制約が生まれてきています。それが、仮想通貨になると、
どこでも誰でも参画できるというのではなく、一定の自治体あるいは運営主体のルール
の中でやる。ふるさと納税ではそうですし、もしかすると、ある一定の自治体が介在する
トークンだとそういうふうになるのかなと思います。

　　そういう制度に対応した形での地域通貨のくくりというか、加盟店や使える範囲の縛
りというものはもしかしたらあるのかなとご質問いただいて思ったところです。

（森山）少し厳しいことを言うかもしれませんが、やはり商店街の割引券みたいな形だと、
企業ポイントとか、今ある内容と大して変わらないのではないかと個人的には思います。

　　今われわれが検討している一つのアイデアとして、使い手の属性によって価値が変わる
コインやトークンなどは面白いのではないかと考えています。具体的には日本だと女性で
あるが故にもらえる給料が男性より２～３割安いと言われています。そういう不平等を是
正するために、女性が使ったら男性の1.3倍の価値を持つコインとか、映画館で水曜日は
高齢者が少し割引になるとか、カップルで行ったら少し割引になるとか。そのように使い
手の属性によって価値が変わるようなトークンを設計していくと面白いと思います。使い
道を限定すると利便性が損なわれるので、むしろ使い手によって価値が変わるとか、使
い手によってコインの属性が変わるというのは一つのアイデアだと思います。

　　あとはビンテージコインという考え方があります。暗号通貨の強みとして過去に誰が
持っていたかが全部記録される点があります。これで、例えば３回使われた地域通貨は
地域の外に出してあげます。３回ぐるぐると回るまでは外に出られないという制約を地域
通貨に課すことで、一定の流動性を確保する設計は可能かと思います。

（保田）これは議論すればするほど楽しくなっていくのですが、私から最後の質問とさせ
ていただこうと思います。今日の題目は地域通貨を導入した地方創生研究会です。ふるさ
と納税であれば地方創生というものはダイレクトにビルトインされていると思うのですが、
一方で、森山さんの所属されているケイスリーの方では社会的インパクト投資やソーシャ
ルインパクトボンドなど、地域課題、社会課題を解決するための、地域通貨に限らずさま
ざまな資金調達手段と、そういう評価みたいなものも本業としてなさっている中で、日々
社会課題を解決するためにまい進されているという立場です。

　　そういうお二人のお立場から、最近こういう分野、こういう社会課題が一番面白いと
か、解決するときに価値があって、そういうときにこういう面白い資金調達手段、あるいは、
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もしかするとお金だけが目的ではなくて、人を呼び込むことが一番の目的だったりするの
かもしれないのですが、こういう動きを着目しているとか、この辺の地域は面白いと思って
いるものがあればご披露いただきたいと思います。恐らく飯田さんはプレゼンテーション
で全部出してしまったということがあるかもしれないので、先に森山さんからお願いします。

（森山）今、われわれは中央省庁や30ぐらいの自治体と意見交換や案件組成をしていま
すが、資金調達で困っているという話は聞かないです。地域の金融機関もみんなお金を
貸したくて仕方がないという状況ですし、日本の自治体においてはお金がないから資金
調達を一生懸命考えて事業を実施したいという事情はあまりないのではないかというの
が個人的な印象です。ただ、過疎化が進んでいる、東京が一人勝ちになっているという
ことは事実ですので、そこの流れをどのように変えていくのかというのは、別の大きな課
題だと思います。仕事がないとわざわざ地方に住もうとは思わない。特に若者はそうだと
思いますので、結局、どうやって地場産業をつくっていくのかというところに戻ってくるの
かなというのが個人的な思いです。

（飯田）資金調達に関しては、そういうものを聞く一方で、少しだけ違和感を覚えるのは、
中小企業はなかなかお金を貸してもらえないという話を聞いたりもするのです。でも、金
融機関も冷静に考えて、貸倒率などをちゃんと見て、利息が高いのであればもっと金利を
上げて貸すとか、逆に言うと金利の自由度があるはずですから、そこをもう少しきちんと
設計して貸す。中小企業は創業資金は貸してくれたり、自治体の支援や公募を使えるけ
れど、二次資金が借りられないという話を聞くときに、いずれ一足飛びにクラウドファン
ディングに行くとか、なかなかそこの選択手段がないとお聞きします。そういうところは本
来金融機関がやるべきだし、できないのであれば何か新たな金融サービスがあってもい
いのではないかと思いました。

（森山）最近、すごくいいなと思ったのは、神戸市のベンチャー企業支援のプログラムで
す。既に存在している中小企業をいかに生き長らえさせるかではなくて、新陳代謝をさせ
た方がいいではないかという形でベンチャー企業の支援に力を入れているのはいいと思
いました。私は元々投資銀行出身ですが、どうしてもお金を貸す気にならない、貸すべき
ではない、投資対象になり得ない会社がたくさんあると感じています。やはり今は量的緩
和で、逆にそういう企業でも資金調達ができてしまうが故に、新しく立ち上がっているベ
ンチャー企業や、本来であればもっと規模を拡大して利益率を上げられるような企業の
邪魔になっているところはあると思います。日本経済はもう少し新陳代謝をよくした方が、
最終的にはいい形になるのではないかと個人的には思っていますので、神戸市がやって
いるようなベンチャー企業支援は好きです。

（保田）神戸市の方々は、いつも情報発信には悩んでいらっしゃったので、今の話を聞くと
非常に喜ぶのではないかと思います。

　　それでは、フロアからコメントや質問など、全体を通じて受けたいと思います。多分、
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それぞれの自治体でこういうことを考えているのだけれどもこういうことで困っていると
か、こういうアイデアはどうですかみたいな話が出てきてもいいと思います。お話しできる
範囲になってくるとは思いますが。

（Ｃ）この研究会には参加していないのですが、地域通貨を使いながら市の方で何かでき
ないかという安易な考えから勉強しています。今日お話を聞いて、今まで頭にあった内容
は全部飛んでしまい、こんがらがっている部分もあります。私の自治体は地産地消がほ
ぼないような状況で、結局、地域通貨、中の分のお金を表へ出さないでおこうという観点
から勉強していたのですが、それでは動かないということが分かりました。なおかつ、動
くためには使わせないといけない。なおかつ、使い勝手が悪いというところで、どうすれ
ばいいのか分からない中で、発行数を制限して価値を上げればいいのかと思えば、それ
もまた回らないということも起こってくると思うのです。地産地消がなくて困っている自治
体がコインを発行するような方向に出た場合、端的に何を注意すれば一つのハードルを
越えられるのか、お分かりでしたら教えていただきたいと思います。

（森山）私がお話ししたのは理想論なので、全ての条件を満たすような自治体や企業、地
域とかはなかなかないと思います。そういう条件を満たさない自治体が地域通貨を活用
して何ができるかという話なのですが、一つの考え方として、今より少し良くなるのだった
ら導入したらいいのではないかという考え方があります。そういう意味では当社のサービ
スを営業するわけではないのですが、インパクト評価とか、今実施されている自治体の
事業がどれぐらいの成果を出しているのかを把握した上で、地域通貨を導入したときに
今よりは良くなっているかどうかを判断する。それが一つの見方かと思います。

　　例えば、今、10の事業に補助金を出していたときに、これを地域通貨のプレミアム割引
率を補填するために使ったときにどういう効果があるのかということを定量的に分析して
みて、その上で判断するということが一つのやり方かなと思います。

（Ｃ）では、日本の中でたくさんの自治体が各地域で通貨を発行し、地域通貨同士を交換
することも今後はあり得るのでしょうか。

（森山）それは十分にあり得ると思う一方で、それをやってしまうと結局円に行き着いて
しまうのかなという気がします。それと、地域通貨を発行するのは必ずしも自治体である
必要はないと思います。「さるぼぼコイン」も一金融機関が発行しているわけですし、場
合によっては大企業が地域通貨を発行するということも全然変な話ではないと思います。
そういう意味では、いろいろな企業や団体が地域通貨を発行していって、それぞれの地
域で一番いい通貨が勝つような状況になっていくのかなと個人的には思います。ただ、そ
れを良く思わない政府が法律を変えて全部それをつぶすことも十分あり得るシナリオだ
と思います。

（Ｃ）地域通貨に対して、例えば１〇〇コインは１円とかと決めるのではなくて、パン屋さん
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に行ってパンを買うときに、これは100円で買いますとか、今日はこの地域通貨で買えると
か、日によって買えたりすることは可能なのですか。

（森山）それは十分可能だと思います。西部教授と先日、併用するのが一番自然なのでは
ないかと話しました。法定通貨100％で払うと300円のコーヒーも、法定通貨200円プラス、
粋な応援したい通貨100単位とか、そういうふうにいろいろ組み合わせることが理論的に
は一番美しいのではないかと考えています。一方で、お店側として価格表示をどうするの
かという実務的な問題もあると考えています。

（Ａ）実際に地域通貨を導入するときに、自治体として一番心配なのはセキュリティです。
今年に入ってからコインチェック社のそういう問題もありました。一定のそういうリスクは
あると思うのですが、このようにやりましょうとなったときに、万が一のことは許されない
ことではあるのですが、仮に自治体がこういうものを導入しようとするときにセキュリティ
ではどういう部分に気を付ければいいでしょうか。

（飯田）一般論でいうとブロックチェーンの可能性はなくはないと思いますが、まだ信頼
や実用性の観点では至っていなかったりすると思うので、今は従来のシステムのセキュ
リティの一般的なレベルをどう満たしていくかが課題だと思うのです。電子感謝券のお
話に戻ってしまうのですが、普通に円でも使える環境というのは残っていると思うのです。
もし仮にシステム障害等で使えないことが起きたときには円で払っていただく逃げ道をき
ちんとつくっておく。バックアップをきちんと取っておいて、万が一そういうことが起きた
ときに、次回その部分をどう補填するか、バックアップをどうしっかり取るかということで
す。例えばそのときにまだ代替手段として普通の法定通貨で払えるような環境下であれ
ば、いったんはそちらの方で払っていただき、そのとき実際に地域通貨で使いたかったと
いうところをきちんと記録として残した後からバックアップできる体制を取る。もしまだ二
つ共存しているときであれば、そういうバックアップの考え方を取るというのが一つでは
ないかと思います。

（森山）この点については飯田さんと私も同じ考えで、やはり費用対効果だと思います。今
まで紙で発行していた地域通貨について、偽造防止の工夫を自治体がしていたかという
と、恐らくしていなかったでしょう。だから今までと比べてどうなのかというところと費用
対効果というところで、数百万円で立ち上げられるＡ、それより若干セキュリティ対策が
できているけれど20億円かかるＢ、ＡとＢをどちらを選ぶかといったときに、私はＡを選
ぶ方がより地域通貨の意義がありますし、いいのではないかと思います。

（保田）ブロックチェーンについてどう考えるか、お二人の立場は好対照だと思ってお聞き
していました。森山さんの方はブロックチェーンは今後非常に可能性がありそうだという
お立場なのかなという想像をする一方で、飯田さんの方ではブロックチェーン、仮想通貨
ではないものをあえて設計しようとされているところがあると思います。そのあたりについ
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てのお考えで、もし披露できる部分があればお聞かせいただきたいと思います。

（森山）私がブロックチェーンに非常に期待しているのは、ブロックチェーン業界に今も
のすごくヒト、モノ、カネが入っていることです。他にも似たような技術はあるのですが、
これほどまでにヒト、モノ、カネが流れ込んでいる技術はないと思います。ではそれが具
体的にどういう効果を生んでいるかというと、ある自治体が健康ポイント制度というも
のを導入しようとしているのですが、そこの導入費用に21億円かけています。同じような
ものをブロックチェーン技術で導入しようと思うと、恐らく数百万円で済むと思うのです。
だから今まで使ってきた技術をそのまま使うというより、技術革新がどんどん進んでいっ
ているブロックチェーン技術を使った方がいいと個人的に思っています。

　　私は多くの国際的なブロックチェーン・カンファレンスに参加しましたが、いろいろな人
間がいろいろ工夫してより面白い技術をつくろうとしています。そういう流れはもっと行
政が取り込んでもいいのかなと個人的に感じています。

（飯田）私は基本的にはブロックチェーンは可能性があるし、面白いと思っています。私も
実はいろいろ調べたのですが、まず一つ、本当にブロックチェーンはコストが安くなるの
かということがなかなか実証できていない。単純に導入だけのコストもあると思うのです
が、具体的な事例としては、決済までに時間がかかる場合がある。ブロックチェーンの場
合は今までの記録をずっと持っているので、統計を取って、誰が幾ら使ったかを集計する
のに時間がかかるなど、幾つか技術的に超えなくてはいけない課題があります。そういう
面がコストとしてあるのではないかと思っています。

　　また、コストの観点以外でも、ブロックチェーンは改ざんができないようなオープンにす
ることで誰でも見られるとか、誰もが参画できるという特徴があると理解しています。例
えば今の形の地域通貨、発行主体が自治体とか企業と決まっている場合は、必ずしも
オープンな仕組みではなくて、中央が管理して始める仕組みなので、そのときはブロック
チェーンを使うべきなのか、これはまた一つのコストとの見合いの議論が出てくると思っ
ています。

　　一方で、本当にブロックチェーンとしてのインフラがあって、自治体が自由にそこのイン
フラを使って発行し、それぞれ同士がトレードしやすいとか、そういうオープンなプラット
フォームになっていくときにはブロックチェーンは可能性があるのかなと、自分はそう理
解しているところです。

（森山）今の飯田さんの話を聞いて一つ思い出したのですが、地域通貨とブロックチェー
ンの相性がいいと思うのは、まさに決済速度が遅いところなのです。今一般的に使われ
ている決済システムは、証券市場にせよ、銀行にせよ、１秒間数億回などものすごいス
ペックのものが求められているのに対して、恐らく１自治体の地域通貨制度システムは１
秒間に10回の取引があればいいという程度だと思うのです。そう考えると、スーパーハイ
スペックのものを地域通貨にわざわざ導入するよりも、決済速度という点では既存の技術
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に劣るけれども安いとか、そういうブロックチェーンの技術を地域通貨で導入することは
十分あり得る話かと思います。ただ、私もブロックチェーンは今後、全ての団体ですると
は考えていません。やはりそこは相性と費用対効果なのかなと思います。

（保田）最後にお二方から、今日私の方で質問をして振り切れていない部分もあるかと思
いますので、全体を通してもし言い残したことや、改めて強調したいこと、呼び掛けなど
があればお伺いしたいと思います。

（飯田）今日は本当に貴重な機会を頂きありがとうございます。こういう場に来て地域通貨
を検討されているので、自治体としてどういう課題があり、どういう解決の期待感を持っ
ておられるのかをお伺いできればと思っています。

（森山）本日は貴重なお時間をありがとうございました。プレゼンテーションで言えなかっ
たことは保田先生がうまく私から引き出してくださったので、内容的に追加することはあ
りません。私としても地域通貨を一つの有効な手段としてこれからいろいろ研究していき
たいと考えていますので、具体的な課題に有効ではないかと思われた際は気軽にご連絡
いただければと思います。

（保田）それでは、ちょうどオンタイムです。どうもお疲れさまでした。ご登壇いただいた
お二人に大きな拍手をお願いします。



「第１回　キャッシュレス革命！
　　　～電子地域通貨を活用したまちづくり戦略～」

開催日：2018年11月26日

会　場：マッセOSAKA ５階　第２研修室

講　師：株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏

　　　　奈義町まちづくり戦略室 班長　森安　栄次 氏

公開講座

４．第６回
　　「地域通貨を導入した
　　　　　地方創生研究会｣
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１．ふるさと納税と地域通貨
　私は一度、公開講座で、ふるさと納税を絡めた当社の電子
感謝券というキャッシュレスの仕組みをご紹介したことがあ
ります。そのときと重複するところがあるかもしれませんが、
今回はそれから進んだ形をご説明したいと思います。
　トラストバンクは、いわゆるふるさと納税のポータルサイト
を運営している会社です。ふるさと納税と地域通貨がどう関
わってくるのかと考えると、あまり関わってないと思われるか
もしれませんが、当社はそこに電子感謝券という地域通貨の
ような仕組みと、スマートフォンを使ったQR決済の仕組みを

導入しています。その具体的なお話と、さらには、ふるさと納税が絡まずにQRコードの決済
を考えているときの運用や、その中身はどうやっているのかという事例も聞いていただきた
いと思います。後半では、そこから地域通貨とのつながりをを聞いていただきながら、ご興
味ある部分を拾って持って帰っていただければと考えています。
　ふるさと納税は地域の自治体に寄附をしていただきます寄附と、地域の課題解決や活性
化、歳入増加に使われます。地域に貢献しているということで、寄附者の方はお礼の品を手
にし、翌年に税金が控除されます。

２．電子感謝券の概要
　当社はそこで、電子感謝券というものを導入しています。電子感謝券は特殊な言葉で、恐
らくふるさと納税から始まった言葉かと思います。元々ふるさと納税のお礼の品はお米やお
肉が多いと思いますが、以前から一部の自治体では紙の商品券のようなものを贈り、そう
いったものを称して感謝券と呼んでいるところがあります。
　実際に紙も含めた感謝券をお出しすることによって、地域を訪れるきっかけになることが
大きいと思います。ふるさと納税をして、物を送っていただき、お金や物の循環を地域と都
市部で行っていますが、それ自体が地域に足を運ぶきっかけになるのはなかなか難しいの
です。しかし、地域で使える感謝券ならば、実際に地域を訪れるきっかけになるかと思いま
す。
　ただ、課題があります。ふるさと納税の返礼品競争が少しヒートアップした際に、どこの

第１部

ふるさと納税の返礼品『電子感謝券』とは
～行政ポイントを絡め、さらなる展開へ～

講師：株式会社トラストバンク 執行役員　 飯田　　敦 氏
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お店でも使える、スーパーでも使えるような感謝券を出している自治体があったり、オーク
ションサイトで地域の感謝券が転売されたりすることが散見されるようになりました。当社
はこの部分を電子化し、スマートフォンの中で管理することによって、人に譲渡できないよう
にする、あるいは、使える店を限定することによって、感謝券のいいところを、また問題点を
解決しながら使えるのではないかと思います。
　ふるさと納税は、どうしても一次産業で物を作っている事業者や二次産業で加工してい
る事業者、いわゆる物を作る事業者が参加しやすい仕組みでしたが、例えば宿泊業や飲食
業など地域に根差したサービスを行っている会社・事業者も、実際に足を運んでいただく
感謝券によって参加できるところがメリットと考えています。
　もう一つ大きいのは、運営管理コストの削減かと思います。これは紙の地域通貨と電子
化の話でも必ず付いてくるお話だと思います。紙の場合は印刷して、郵送して、使っていた
だいたら集めて換金するという費用負担がかかりますが、電子化、システム化することでコ
ストを下げていけると考えています。こうした背景や課題を解決するために感謝券を電子化
するということで、「電子感謝券」と呼んでいます。
　ふるさと納税の考えと当社の理念が合わさったようですが、当社では地域を活性化する
お手伝いをしたいというところがあります。そのときの活性化の考え方は、お金と物と人が
地域と都市部で循環することを目指しているのですが、お金や物や情報はポータルサイト
で情報提供して、寄附していただいて、物をお礼の品で渡すということで動いているのです
が、人がなかなか動かせなかったところを、ふるさと納税の枠組みの上でできるものとして
「電子感謝券」で人が地域に足を運ぶきっかけを作れると考えています。
　仕組みを絵で表すと６ページのようになります。ふるさと納税していただいて電子感謝券
を手に入れて、現地で利用します。これは見落とされがちなところですが、紙の感謝券の場
合は、当然、紙で発行しているので、その場で寄附をしても、実際に感謝券を手に入れる
までに時間がかかります。場合によっては窓口で対応するケースもあるのですが、そういう
ことも難しい場合には、電子化することによって、最初に地域を知ってもらって、寄附をして、
感謝券を持って現地に行くのですが、逆もあると思います。地域に旅行も含めて足を運んで
いたときに、ふるさと納税で例えばホテルの宿泊代を扱える、この食事をお礼の品でもらえ
ると分かったときに、スマートフォンであれば、その場で寄附をして、ポイントがすぐに入っ
てきます。
　今は、決済手段としてクレジットカード決済等々でしていただいています。いわゆるＥＣサ
イトのように寄附をしていただいて即時にポイントをもらえます。例えば、小売りのレジで並
んでいる間に会員登録をするのは難しいと思うのですが、宿泊や飲食店で少し時間がある
のであれば、そこでアプリをインストールして、寄附をしてポイントを使うということも十分で
きると考えています。こういった形で、われわれとしても日本人の１割ぐらいの方はふるさと
納税をしてくださっていると試算していますが、物はもういいかなという方も、旅行先、自分
が気に入った先で知っていただいたら、物ではなくて地域に使える、地域に貢献できるとい
うところで、新しいふるさと納税の利用者も開拓できるのではないかという期待感を持って
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います。
　実際に提供を開始した電子感謝券なのですが、われわれはバージョン１、２と呼んで
います。バージョン１は、今年の５月にサービスを開始しています。これは、店舗にアプリを
用意し、利用者がウェブサイトのQRコードを表示するパターンでまずリリースしました。た
だ、このバージョンで開始した自治体もあるのですが、加盟店の方で店舗アプリをスマート
フォンも含めて用意いただくのがなかなか大変というご意見も頂いています。そこで、店舗
には紙のQRコードを置いていただいて、それを読み込む、利用者専用アプリのバージョン
も11月30日にリリース予定となっています。恐らく１年前はこういったQR決済の仕組みは、
私も中国の事例を聞いても最初はピンとこなかったのですが、今、QRコードを店舗側で読
み取るパターンが非常にポピュラーになってきつつあると思っていて、われわれも両方を採
用したところです。それに伴い、恐らく７自治体になると思いますが、加盟店への提案が簡
単になったということで、同時に対応いただく自治体が一気に増えてきている状況です。

３．電子感謝券の展開実績
　具体的な事例ですが、５月に埼玉県の深谷市に導入していただきました。最初は１店舗
の業者に、道の駅でテスト的な意味合いで導入していただきました。われわれも自治体とお
話しする中で、加盟店を広げていくところが、すぐできる自治体もいれば、なかなか難しい
自治体もいると感じたところです。
　今回の深谷市の事例は、この時点ではどんどんふるさと納税や地域通貨を広げていきた
いという思いがありましたが、担当されている部門が商工ではなかったので、まずはできる
ところからという形で、市が保有して運営を委託している道の駅に声を掛けて、事例を作ろ
うというところで始めたケースです。その後、商工団体を巻き込み、商工団体が加盟店に声
を掛けて、一気に70店舗ぐらいまで加盟店が膨らみました。大変だったのですが、これで
最初の一歩を始めたことによって事業者に声を掛けやすくなったことを学べた事例になりま
した。
　違うケースとしては、８月に福井県の坂井市が、地域というよりも、珍しい形だと思います
が、市のアンテナショップを東京に出店していて、そこでも使ってほしいということで、１店
舗で導入していただいたケースです。この考え方は、現地に足を運んでもらうということと
は違っています。東京から寄附される方が多いので、その方に坂井市のいいものを知ってい
ただきたいとか、運用側の視点でいうと、こういった形で現地で物をそのまま持って帰って
いただくと、その分の運送料がコストダウンできるのです。かつ、ここで選んでいただいて
いる商品は坂井市の地元産品ですから、ふるさと納税の趣旨に反することもありません。そ
ういうことで導入していただいたケースです。
　最新の事例としては、長野県白馬村で宿泊施設を含めて20店舗ぐらいに導入していただ
いたケースがあります。
　今、申し上げた３自治体が導入しています。11月末時点で導入をほぼ決めてくださってい
る自治体が数市町村あります。南北いろいろな自治体が試していて、まずは電子感謝券を
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導入しますとお声掛けくださっています。やり方もバラバラで、まずは道の駅など声を掛け
やすい１店舗から始めるという自治体もあれば、紙の感謝券をやっていた実績があるので、
そこの百数店舗に対して声を掛けて、説明会等も一緒に開催しまして、そこで説明をして申
し込んでいただいた加盟店を集めるという形もあり、最初から20から30とか、50ぐらい集
めてくださる自治体もいます。７自治体のうち、半分ぐらいがまず１～２店舗に自治体が声
を掛けるところから始める。それ以外のところは説明会をしまして、賛同していただいた加
盟店に申し込みいただいて、数十店舗から始める。大体、半分ずつです。
　皆さん、ご承知かもしれませんが、ふるさと納税は年末が一番寄附が増えるタイミングで
す。そこを意識してくださっている自治体はこのタイミングや、年内の導入を進めてくださっ
ていて、そうでなければ改めて来年度は進めたいという形でお話を頂いているという状況
です。

４．電子感謝券の機能について
　ここから実際に電子感謝券の機能をデモでお伝えします。画面でiPhoneを出そうと思っ
たのですが、私の準備ができていなかったので、スマートフォンを回しますので、触ってイ
メージをつかんでいただければと思います。
　お配りした資料の14ページにQRコードがありますので、そこを読み込んでいただくと加
盟店に対して支払うようなデモもできますので、それを使っていただければと思います。後
ほど触れますが、加盟店の決済機能だけでなくて、どんな店舗で使えるかというところも、
メイン画面の右の加盟店一覧から見るといろいろな自治体が見られます。そこで、こういう
店舗がこういう見え方になるというのを見ていただければと思います。
　説明に戻ります。予定どおりいけば11月30日にアプリはリリースします。普通にアプリをイ
ンストールしていただきます。その間に、ログイン画面を挟んで、基本的には当社のふるさと
チョイスの会員登録が必要なのですが、ふるさとチョイスの中でも感謝券の方だけを取り
出したアプリになります。
　メインの画面が真ん中のトップページになるのですが、先ほど申し上げましたとおりQR
コード読み取りと表示が二つあり、店舗の方にアプリがある場合には表示してご自身のQR
コードを出していただきます。一方、店舗のレジ周りなどにQRコードを置いている場合には、
そのQRコードを読み込んでいただく形になります。
　もしかしたら皆さんはLINE PayやPayPayなどのいろいろなアプリを使われていると思
いますが、われわれは自治体ごとにポイントを別々に管理していますので、上の方にそれぞ
れの自治体の画像を頂いて、自治体をうまく表現するものに対してポイントを付与していく
ような、イメージとしては一つのアプリの中で複数のポイント管理ができている形になって
いるかと思います。
　QRコードを自分が店舗の紙で読んで幾ら支払うのかをどうやって確認するか分かりにく
いと思います。こちらは、自己申告制になっています。われわれは複数のポイントを管理し
ているのですが、読んでいただいたQRコードはどこの自治体にひもづいているかが分かり
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ますので、わざわざ自分がどの自治体のポイントを使うということを選ぶ必要はありません。
QRコードを読み込んでいただければ、そこの時点で自分がどの自治体のどの店舗で使おう
としているのか、あるいは何ポイントを持っているかは一覧で出ますので、そこで確認でき
ます。金額は基本的にご自身で入力する形になります。例えば9,500円のお支払いとなった
ときには、ご自身で9,500円と入力します。
　各社のものをいろいろ参考にしています。一つは、押し間違いが増えるのを防止するため
に金額を入力して、すぐに完了ではなく、ワンステップ横にスライドして決済が完了するケー
スが多く、当社でもこれを採用しています。
　この後、払い終わったら支払い完了となるのですが、支払いが終わった画面を店舗に見
せるのです。スマホの画面を見せるだけなので、画面キャプチャーを取って見せれば、あた
かも触ったと見えてしまうというところを、一つは、アニメーションで画面が動いていること
でキャプチャーを作りづらくするとか、決済日時を書くことによって偽造しづらくしています。
それと同時に、加盟店舗にメールを飛ばします。こういった機能を持つことにより、店舗で
は、紙のQRコードを置き、画面を見るだけで、使ったということが確認できる形になってい
ます。
　恐らくQR決済で紙のQRコードを店舗に置いて利用者のアプリで読み取る方式は、多か
れ少なかれ大体こういったユーザーインターフェイスの流れになってくると思います。
　もう一つ当社でこだわったといいますか、スマホだから当たり前でこうあるべきだという
ので作ったところが、どの店で使えるか、あるいはお店からの情報発信というところです。
基本的には先ほど申し上げた右上のボタンを押していただくと、それぞれの自治体の持っ
ているポイントが出ますが、そこをもう一度押していただくと、それぞれの自治体の情報や、
そこに登録していただいている加盟店の一覧を出すようにしています。そこはいろいろやり
ようはあるかと思いますが、当社で飲食、宿泊、物販、体験、観光とカテゴライズしています。
それぞれのアイコンを選択したら、加盟店が出たり、例えば今回は観光ということで、加盟
店以外でも、その地域で足を運んでほしい観光名所があれば、そこも同じように登録できる
ようにして、回遊を促すような仕組みにしています。
　このあたりは、地図アプリや旅行アプリなどの使い勝手を考えています。自分の位置情
報を付与していただければ、お店との距離を出します。あるいは、「地図で確認」としたら、
実際の店舗が地図上でどこにあるかも分かります。詳細情報を押せば、一言コメントや、店
舗情報プラス、例えば、クリックしてGoogleマップと連動するとか、電話をかけられたりしま
す。これも細かなこだわりでしたが、例えばこういったところに電話番号が書いてあっても
電話をかけるときにコピーできないとか、アプリだとメモするところもないので、電話番号
が書いてあるけどすごくやりづらいという体験があると思います。そういったところもアプリ
の中から連動させるように配慮しました。
　中国の支付宝（アリペイ）も、私も実体験したことはないですが、決済アプリだけではな
く、いろいろな予約サイトや情報サイトと連携していると聞いています。実際に事例も見てい
ます。電話をかける、地図と連携するというのはまだ小さな機能かもしれませんが、アプリ
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からのシームレスな連携、体験も非常に重要になってくると考えています。
　また私どもはこういった形で管理画面も提供しています。こういったアプリを作って改め
て感じたのは、決済するところだけではなく、それを実際に使っていただく自治体や加盟店
の協力が必要になってくるのです。そういったところも加盟店の方からこういった情報をご
入力いただければ、管理もそうですし、アプリの方にも即座に基本情報が反映するところも、
スマートフォンのサービスならではと考えています。
　実際に当社ではコンテンツ・マネジメント・システム（CMS）として、今見ていただいたシス
テムを管理する機能を提供しています。機能はいろいろあるのですが、例えば、使っていた
だいたポイントが間違えていたときの取り消しや、利用履歴、実際の請求額の確認といった
機能も用意しています。今後、当社のシステムに限らず、キャッシュレス、いわゆるシステムの
地域通貨をご検討されていく中では、こういった裏側の仕組みも重要になると考えています。
　何を見せるかはそれぞれの自治体のニーズや開発会社の考えになるかと思いますが、例
えばわれわれの方ではログインすると、この日にどれくらいポイントを使われたか、月にまと
めてどれくらいポイントを使われたか、いわゆるダッシュボード的な機能も必要になってくる
と思いますので、そういった利用ポイントを確認できる、あとは当たり前の機能かもしれま
せんが、期間を絞ることによって決済、精算額が分かってきます。
　取り消しのところはスマートフォンでこの画面が出せますので、例えば利用者がご自身で
取り消しとやると、払ったけど勝手に取り消しになるのです。われわれの仕様では、基本的
に24時間以内に店舗に行っていただいて、自分の払ったものが間違えている場合は、管理
画面上で黄色の取り消しボタンを押すとその決済を取り消せるという機能も提供しています。
　あとは、例えば事業者単位でのご請求額も月単位で、当社で設定ができています。例え
ば、締日の設定や事業者への振り込みまでの払い込み期日を自治体ごとに設定していただ
けるのです。こういった機能をご用意することにより、例えば今月は事業者には幾ら利用が
あったので支払額は幾らということが一覧ですぐ分かるようにしています。今までどういっ
たお支払いをされているかも管理できる機能を提供しています。

５．電子感謝券の導入を通じて
　電子感謝券の導入のとき、自治体の皆さんは、うちの地域はお店が集まるかなとか、スマ
ホが使えるかなとおっしゃるのですが、今までやらせていただいた感覚でいうと、実際に
この説明会を開催すると、思ったより参加してくださったとか、思ったよりも申し込んでくだ
さったというケースが多いと感じています。説明会を開催する準備や告知の手間があるか
と思いますが、やっていただくと思ったより集まってくださると考えています。当社の方も自
治体での説明会に足を運ばせていただいていますが、お店によって集まれる時間帯が違い
ますので、大体、同日の午後と夕方や夜に開催すると、それぞれ20～30の事業者が集まって
くださいます。
　実際、何で集まるかというと、ふるさと納税のやり方は店舗には決済手数料をかけてい
ない形ですので、お店からするとほとんどリスクがないのです。QRコードを置くだけですし、
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例えば決済手数料みたいなものも、基本的にはふるさと納税では100の寄附があった場合、
３割が返礼品として、それ以外にもいろいろな手数料を充当しています。例えば郵送手数
料や、場合によっては当社のようなポータルサイトを使っているという手数料も入ってきます。
自治体にふるさと納税で入るのは大体50％強を見ていただいています。今申し上げた３割
が返礼品で、５割ぐらいを歳入で考えると、その２割の中で当社のような電子的な仕組みを
運用していただくのであればあまりコストはかからないので、ふるさと納税の枠の中で十分
手数料を充当していただけるので、加盟店には基本的にコストはかからない仕組みになっ
ています。
　当社のこのシステムを使っていただく場合、ふるさと納税、電子感謝券をお礼の品とした
寄附額の１％をシステム利用料として充当してくださいと申し上げているだけです。それ以
外のコスト負担、例えばある自治体は加盟店開拓を自治体の担当者だけがやるのは大変な
ので、商工団体や観光協会等の中間団体をここに入れることが多いのです。例えば、そこに
対する一定の手数料を充当されたとしても、ふるさと納税のスキームの中であれば仕組み
を回せるとおっしゃっています。ですから、加盟店が集まる観点でいうと、ほとんどリスクが
ないので開始するという加盟店が多いと考えています。
　それから、加盟店がスマートフォンを使えるのか、うちの地域は結構ご年配の方が多いと
いう方も多いのですが、基本的には説明会で「こんなに簡単ですよ」とお見せすれば、「こ
んなに簡単なの」となります。QRコードの紙を置くだけですので、それなら始められるかな
という方が多いと思います。
　加盟店自体の開拓や管理はどうするのかということについては、これも幾つかケースがあ
ります。紙の感謝券やポイントシステムや商店街で何かをしている方は、そこを基盤にして
声を掛けるというケースもあります。ゼロベースで声を掛けるという自治体も、例えばある自
治体は何々街道でいろいろな飲食店をキャンペーンで束ねていて、そういうところに声を掛
けるところから始めたり、観光協会や商工団体に協力を仰いでいるケースも多いと思います。
　電子感謝券の導入後に見えてきたことは、まずは認知度がなかなか上がってこないので、
ここを上げなければいけないということです。知っていただき、使える場所、使えるお店が
増えてくると徐々に上向いていきます。これは当たり前のことかもしれませんが、自治体も当
社も電子感謝券の認知度をうまく上げていかなければいけないと思います。
　ただ、キャンペーンの効果は大きいと感じています。当社の事例だけでなく、各キャッ
シュレスの会社も、友達を紹介すると何ポイント差し上げるとか、何点使ったら何点もら
えるのでお得だということは、最初の利用者を増やすのに重要かと思います。具体的には、
｢今、ふるさと納税、電子感謝券を選んでいただいたら、初回に限り1,000ポイント追加で
差し上げます」とか、この前、当社で大感謝祭という２日にわたるイベントを開催しました
が、自治体がコミュニケーションを取っていただいて、｢この場で寄附をしていただくと、後ほ
ど1,000ポイントプレゼントします」というようにして、まずはポイントを持っていただきます。
あるいは、普段よりお得というところは動きが取りやすいと思います。ただ、キャンペーンは
永続的なものではないので、人数や利用者が上がってくれば自然と増えてきます。最初の



110 　おおさか市町村職員研修研究センター

｢地域通貨を導入した地方創生研究会」講演録集

起爆剤というか、最初のきっかけづくりは、ある程度キャンペーンみたいなことも重要に
なってくるかと考えています。
　実際に行政ポイントとの連携は後半に話をします。ふるさと納税だけではなく、この仕組
みをふるさと納税以外に転用できないかと考えています。繰り返しになるのですが、中間団
体が入っているケースが、自治体が直接加盟店に清算するケースも多いのですが、中間団
体を入れているケースが多いです。中間団体を入れることによって、年度のまたぎがしやす
くなるケースがあると自治体からお聞きしています。当社のふるさと納税の感謝券の期限は
自治体がご自由に１年とか２年で設定できますが、例えば２年にすると発行したポイント分
を翌年度に持ち越すことが、できなくはないと思うのですが、自治体の管理上やりにくいと
きには、中間団体を清算団体と見ていただければ、ふるさと納税が発生した時点でその分
のポイントは先に中間団体にお支払いすれば、自治体としては完結します。翌年、寄附者が
加盟店に伝えたときに清算を中間団体がするということをすれば、翌年持ち越しみたいな
問題もあまり問題にならないと聞いています。

６．ふるさとチョイス電子感謝券から地域通貨へ
　地域通貨を研究している専修大学の西部先生は、地域通貨は経済的な貨幣という側面
とコミュニティの側面とのバランスとおっしゃっています。恐らく経済的な、どこでも使える
とか、汎用性が高いということであれば、円でいいではないかというところに行き着くと思
います。
　一方、コミュニティのところの一連でいうと、ボランティアポイントのような、特に原資はな
くても、例えば僕が誰々のお手伝いをしたらバーチャルなボランティアポイントがたまり、僕
がボランティアをしていただくとそのボランティアポイントを渡すというような、結局、足せ
ばゼロになるような世界観というのがあると思います。例えば、そういうコミュニケーション
機能を通貨というのは介在できるということをおっしゃっています。地域通貨をやる際にい
ろいろな目的や、解決できることがあると思いますが、そういった経済側面とコミュニティ
のバランスを取っていくみたいなことが、設定上、必要になってくると考えています。
　実際にわれわれは、地域通貨は経済とコミュニケーションの両方において地域にすごく
相性がいいと思います。これは地域経済の考え方の中で、地域を自治体の単位で見たとき
に、入ってくるお金、出ていくお金と見たとき、入ってくるお金を増やして、出ていくお金を減
らしましょうという話と、中で何回転させるかという話があります。もちろん、中でぐるぐる回
して経済循環を起こしましょうということで地域通貨も十分あり得ると思いますが、二次流
通、三次流通は目指さなければいけないと思いますが、いろいろな側面ですぐに実現する
のは難しいと思います。一方で、自治体や地域においては、コミュニケーションの側面も非
常に重要になってくるので、そことの組み合わせとしても十分価値があるものが作れるので
はないかと考えています。
　一方で、今まで地域通貨は1980年代からはやってきて国内で800ぐらいあります。今も
続いているものもあれば、なくなってしまったものもあります。大きく拡大しているものは
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多くない。そこの課題はあるかもしれませんが、コスト負担があったのかと先生もおっ
しゃっていました。ただ、今は電子化であったり、キャッシュレス化が進み、そのコストを下
げることによって、改めて地域通貨の可能性や拡大が期待できるフェーズに入ってくると思
います。今日はあまり触れませんが、例えばブロックチェーンを使えば安くなるというお話も
含めて、今は改めて地域通貨が生まれやすくなってくる、新しい価値を生むのではないかと
いわれていると理解しています。

７．地域通貨とは
　当社の電子感謝券から始めてみたらどうですかということで、一例として挙げています。
理由は、まずは加盟店側の導入のハードルが低いと思います。また、いわゆるICカードのも
のだとかかる端末代の負担が少ないとか、決済手数料がかからないということです。あと
は紙の振興券を発行していれば、そこと切り換えることができます。コストの面も、ふるさ
と納税でうまく実際の運用コストをまかなうことと、そうでないところの運営をうまく設計
することもできると思います。また、行政ポイントも使えるようにできる、来年の景気対策の
キャッシュレス化対応ができるのではないかと思います。
　課題としては、うまく紙と併用できないのかと考えているので、アイデアを最後にご提案
できればと思います。
　31ページに挙げたものは、この１年ぐらいに私が視察したり、話をした地域通貨です。細
かくはお話ししませんが、運営母体や特徴、どう実現しているかということにバラエティー
があると改めて思った次第です。運営体の方も、「ひがしかわユニバーサルカード」「かすみ
がうら市地域ポイント」「太田市金券」は自治体、「さるぼぼコイン」は自治体も絡んでいま
すが、金融機関が主体です。また、「めぐりんマイル」は高松市と書いてありますが、基本的
には事業会社で、ポイントカード「ブレカ」などは商店街です。
　種別で行政ポイントと書いたところは、行政が出すポイントを地域通貨で使えるようにし
ているものです。買い物ポイントは、商店街のポイントプログラムのようなものなのですが、
よくあるケースはカードを出して物を買っていただくと100円で１ポイント付けます。そのポ
イントはそのまま使うこともできますし、ためたら何かと交換できます。この仕組みは加盟店
がいて、ポイントを買っていただく、原資を充当していただくようなモデルが多いのですが、
そういったケースもあります。
　あとは、紙のプレミアム商品券を景気対策になるので続けている自治体もいます。電子マ
ネーという表現は、東川市がやっているのはプリペイドで現金でチャージするものです。こ
れも設計次第ですが、例えばチャージした方には１％のプレミアムが発生して、加盟店から
は一点数％の手数料を取る、決済とプレミアムでうまく設計するようなモデルケースです。
　後半に行くほどボランティア型で、地域通貨「たま」「よろづ屋」は紙のものです。「何か
ボランティアをしてくれたら500たま差し上げます」という紙が流通しているケースです。あ
るいは、記帳方式と呼んでいるような、メモで「これをやってくれたから何よろづね」とやり
取りしてボランティアに使っていただくものがあると思います。
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　これだけ申し上げても行政が出すもの、本当に電子マネー的にやっているもの、あるいは、
買い物の商店の振興ポイントプログラムのものや、改めていろいろな目的によって違いがあ
ります。方式も、ICカードのもの、紙のもの、QRコードのものまで多様にあると改めて学び
ました。
　われわれが行政ポイントの電子化と呼んでいるものについてですが、行政はいろいろな
ポイントを出しています。健康づくり、ボランティア、商工振興、まちづくりでいろいろなポ
イントを発行されています。これは自治体への行政参加、行政のコストダウン等の目的でし
ていると思いますが、ここと連動されるのはどうですかというのが一つの考えです。例えば、
それだけではなく、発行も、どこどこのイベントに参加したから10ポイント差し上げるという
ように、それぞれスマートフォン上でできてくると思います。
　あとは、本当にプレミアム商品券電子化というところで、商品券を消費拡大の寄与や助成
金として利用されていますが、利便性向上や、先ほど申したようないろいろなコスト削減を
キャッシュレスでされたらどうですかということです。
　ここは詳しくご説明しませんが、中には自治体ポイント管理クラウドやマイキープラット
フォームに詳しい方もいるかもしれませんので軽く触れますと、来年、マイナンバーを持って
いる人だけにポイントを総付けされるとか、そのときにマイキープラットフォームを活用する
とか、新しい全国一律の仕組みをつくるという報道が出ています。当社は「めいぶつチョイ
ス」というふるさと納税とは別の地域のＥＣサイトを運営していて、自治体ポイント、地域経
済応援ポイントを使って物をご購入いただける仕組みを既に持っています。マイキープラット
フォームからサービス連携で「めいぶつチョイス」にポイントを付与することができます。こ
れは検討中ですが、マイキープラットフォームから直接ポイントを連携できればいいなと思
います。もし、仮にこうではないとしても、いわゆる当社の「めいぶつチョイス」上から地域
ポイントが購入できるような口を用意しておくと、来年、マイキープラットフォーム上にプレミ
アムを付与するといったときに対応できる可能性があるのではないかと思います。いきなり
景気対策として来年始まって10月からというよりも、もっと手前からわれわれもうまく地域に
その形で持っていきたいので、こういうスキームを考えています。
　コミュニケーション機能も、これは本当にスマートフォンの良いところですが、今回のとこ
ろではまだまだ実証できていないのですが、スマートフォンなので、ただ利用するだけでは
なくて、情報配信ができると思います。場合によっては、お店からの情報配信とか、利用動
向調査もできると思います。この前、自治体にアイデアをお伺いしたとき、バスに乗るとき
に使えるようにできるか、そこで記録を残せるかという話をしていて、「多分できると思いま
す」という話をしました。何に使いたいかというと、バスの利用動向の調査にも使いたいの
です。どれだけこの路線が使われているかを、乗るときに毎回QRコードを読んでくれれば
ポイントを差し上げるというプログラムをやると、バスの乗降数も測れるのではないかとい
うことです。お話を頂いていて、ポイントを付与するだけでなく、行政がどれだけ参加したか
も測れるのではないかと考えています。
　あとは、先々、自治体からポイントをお出しする形を自治体ポイントとしてお話ししていた
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のですが、それ以外でも、あるNPOとか、ボランティアの話につながってくると思いますが、
例えばボランティアに参加されたときに現金通貨ではなかなか差し上げにくいものも、一部
ボランティアに差し上げる。例えば、あるNPOのボランティアの取り組みに100万円分くらい
のポイントを差し上げ、そのボランティアに参加した方にNPOから500ポイントを差し上げ
る、いわゆるポイントを譲渡、販売するイメージです。そういう連携もできるのではないかと
考えています。
　その他、地域通貨はいろいろな機能ができます。まだ検討中ですが、使われた店舗で１
ポイントを付けることもできますし、そういったポイントプログラムを組み合わせることで商
店街を活性化する可能性もあると思います。今まで検討した感想として、やや実現のハード
ルが上がるものはチャージと域内流通です。チャージは、「さるぼぼコイン」やアクアコイン
はできていますが、それは金融機関がしているからです。やはり決済手数料の部分です。電
子マネーは前払支払い手段という整理で、自治体の場合には対象外なのです。いわゆる発
行した額の供託金を持っておく必要はないのですが、チャージというのはどこかから円を入
れなければいけない。対面でそのまま受け取るのであれば手数料はかからないので問題
ないと思いますが、クレジットカードの場合は３％前後の手数料がかかってきます。その発
行した３％をどこで埋めるかは結構難しい問題かと思います。恐らく「さるぼぼコイン」は
飛騨信金の口座から移行するときには口座間移動という形になり、入金したときの手数料
が発生していないので導入しやすいと思います。いざチャージをしようと思うと、銀行から
入るにしろ、クレジットカードから入るにしても手数料はかかるので、それをモデル全体に
充当するのは難しいのかなと思います。そこをやる手段があればできると思います。
　二次流通は、資金移動業という話があります。これは細かい話なのですが、電子マネー
であれば人に譲渡できるのですが、一回円に戻せるお金は通貨と一緒になるので、資金移
動業の整理が要るのです。そのときに自治体が取れるかというのは私は調べたことがない
のですが、資金移動業は個人認証などのハードルが結構高いのです。そもそも資金移動業
を取るハードルと、あとは域内で循環するということは消費していただいた分が仕入れなど
に使われなければいけないので、それだけ循環する経済モデルが地域内にあるのかという
ところが課題になってくると思います。
　最近、給与支払いを電子マネーでＯＫにしようという話が急速に進んでいるという話も
聞いています。ここはもしかしたら大きいかなと思います。先ほどの経済循環で、要は法人
がお金を払っていただいたとしても、それを従業員に還元する手段が限られているのです。
ボーナスみたいな形、現物支給みたいなものではできたり、労働組合の許可があって選択
制にすればできるとか、いろいろあるらしく、基本的に給与支払いをポイントでもらうという
のは難しかったのです。そこが法改正されて従業員が選べるようになると、もしかするとポ
イントでもらいたいという形で、法人の二次流通ではなくて、個人がお店で使って、お店が
支払いをポイントで払って、それをまた使うという経済循環がもしかしたら来年とか、早い
段階で実現する可能性はあるかと改めて思います。
　スマホ決済だけと区切れるのかというのは、かなり大きな課題になってくるのかなと思い
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ます。一部の方が紙でもらいたいとか、お店も紙でもらいたいというときに、これはまだアイ
デア段階なのですが、個別のQRコードを書いたカードを提供する。先ほどの例で寄附者
がアプリでQRコードを見せるように、その方専用のQRコードをお渡しして、それだと拾った
方が全部直に使えてしまうので、例えば読んだ後に本人だけ知っている４桁のコードを入
れてもらうとか、もしかしたらそういうユニークなQRコードを１回本人に確認していただく
というフローを入れることで、紙との併用ができるのではないかと思います。
　当社は、行政ポイントの電子化と振興券の電子化は戦略的に来年３月ぐらいまでに完成
させたいと思います。その際は、ふるさと納税とは別のアプリでご準備しようと思います。今、
共通の管理システムでできるものを考えています。
　当社はこの先、地域のQRコード決済の普及ができないかと思います。電子感謝券でもそ
うですし、それ以外の、例えばこの仕組みを使ってみたいというお話を頂いたら、そういっ
た地域へ導入を進めていきたいと思います。その際、今、ふるさと納税の場合は例えばスー
パーやお礼の品にそぐわない店舗での利用はご遠慮いただいているのですが、こういった
形になればスーパーでもどこでもお使いできるので、どこの加盟店でもお使いできるかと思
います。導入の方は、再三申し上げたように手数料はゼロですし、地域通貨の場合はどうい
うビジネスモデルにするかはまだ決めてはいないですが、手数料は非常に小さくできると思
います。
　キーワードとしては、キャッシュレスが来年どう浸透していくか、QRコードがどうなるか、
プレミアム商品券はどうなるか、これは私よりも皆さまの方がご承知かもしれませんが、導
入するときに助成金として何があるのか、あとは、少し下火にも見えるのですが、改めてブ
ロックチェーン、ICOがどうなるか、これらがこの領域では来年以降も注視しなければいけ
ないことだと思います。

８．その先のビジョン
　地域通貨の研究会に出た当初は、43ページの絵ぐらいから始めていたのです。トークン
エコノミーという言葉があって、トークンができれば、例えば円以外のもう一つの経済圏が
つくれるのではないかというのがアイデアとしてありました。機能はこれ以外にもあるかも
しれませんが、付けるとこんなことかと思います。経済が循環する、コミュニティを活性化す
る、ITなので外側の人ともつながれます。あとは価値化、資金調達、地域の価値向上で、こ
れがトークンの考え方です。例えば傷物の野菜のように市場に出にくいものをトークンにす
るとか、お祭りに参加する権利をトークン化するとか、円で取引しづらいものを価値化でき
るというのは一つの大きな特徴です。トークンを地域通貨と同義語に見ていただければい
いと思いますが、資金調達は、トークンが潤沢に回っていればトークンを交換したいという
人が出てくるので、円がトークンと交換で発行したり、自治体に入ってくるとか、あとはトー
クン同士を交換することによってトークンの値動きが起きる、そういうこともできるのかなと
思います。恐らくトークンエコノミーというのは、１年、２年ではないかもしれませんが、こう
いう世界があるというのは皆さんに申し上げているので、一つの世界観かと思います。ただ、
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１年間いろいろな方とお話しして、一足飛びにこれを実現しましょうというと、どこから手を
付けていいか分からないし、難しいと感じました。逆に、今回当社がお手伝いできるのは
ふるさと納税でしたので、ふるさと納税でキャッシュレスなり、キャッシュレスができるお店
が広がったら、そこを地域通貨に広げていきます。その地域通貨も一足飛びに行かずに、自
治体であれば自治体のポイントを使われたらどうですかということです。
　これはあくまでも今までの事例プラス、当社の考えをお伝えしただけです。ご意見やコメ
ントを頂ければと思います。ありがとうございました。
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１．はじめに
　皆さま、アプリがあればGoogleマップを見ていただきたいと思います。奈義町ってどこや
ねんと、まず、そこから入ると思いますので、Googleマップで岡山県奈義町を見てください。
奈義町の場所が分かりましたか。日本海と瀬戸内海のど真ん中の間にある中山間地です。
　ちょっと拡大すると、山の中だけど平地が多いのかなというぐらいの小さな町です。面積
は60平方キロメートルです。といっても、山で人が住まない場所がたくさんあるので、実際
は役場を中心に東と南に２㎞圏内です。北は全部那岐山という山です。ここが中四国最大
の日本原練習場で、自衛隊が戦車で撃ったり、ついこの前までは岩国から米軍が来て弾を
撃ったりしていました。ですから、北側は山があって人が住めないので、南と東と西、大体２
㎞ぐらいから役場にみんなが来られるという小さな町です。人口は6,000人なので、大阪で
いうと、100ｍ四方のマンションでも6,000人ぐらいなら住んでいますよね。そのくらい、すご
くコンパクトな町です。
　今回は、ポイントについて話をして欲しいという依頼でやってまいりました。ポイントはい
ろいろ騒がれていますが、僕の感覚からいえば、ポイント事業は民間で十分成り立っている
事業ですので、民間でやればいいというのが大原則の考えです。強いて言えば、役所がや
るには何らかの大義名分が要るし、役所でしかできないようなポイント制度にしなければ
いけないと、これは作ってきて思ったことでもあります。
　｢ナギフト」というのは、奈義という町と人と人が支え合うという共生、共存とか、地域と
地域、人と人、お父さんと子どもたち、おじいちゃんと孫たち、お店とお客様、いろいろな
ものが支え合って、「与える、与え合うの“ギフト”」奈義町の“ナギ”からもじって、「ナギフ
ト」と名付けました。お互いに与え合って支え合うという願いを込めたネーミングです。
　この制度自体も４月13日からで、まだ７か月ぐらいしか経っていないので、実際に成功

第２部

全国初、住民総参加型ポイント制度『ナギフト』について

講師：奈義町まちづくり戦略室 班長　 森安　栄次 氏

平成13年に奈義町役場へ入庁。入庁後は、主に企画部門やまちづく
り部門、財政部門の業務に携わる。
現在は、全庁で取り組む地方創生事業がメイン業務。｢ナギフト制
度」については、企画段階から主担当として携わり、部局横断の職
員プロジェクトチーム（PT）を取りまとめる。制度の創設にあたっ
てはPTとともに、日夜、商工業者や町民団体との調整に奮闘し、今
春、制度をスタートさせた。

◆
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
◆
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したとも失敗したとも言えません。そんな半煮えの状態でここに立たされているということを
よく分かってください。同じ自治体の職員として、こんな不安定な状態はないということです。
成功したかというと、どうでしょう。ただ、私はこういう場で話をするときに、３年待ってくだ
さいと言います。制度が定着して軌道に乗るまでには、どうしても３年くらいは軌道修正・
改善が必要かと思います。３年後に呼んでもらったら、「失敗しました」と言えるかもしれま
せん。僕は３年かけてこの制度を作っていこうと思います。ただ、来年は部署を異動したい
と思います。（笑）

２．想い・願い
　では、本題に入っていきます。この制度
を作りたいという想いや願いがあります。
先ほど紹介があったように、僕自身が奈
義の役場に入って17年ぐらいです。ほとん
ど役所らしい仕事をしていなくて、こうい
う企画畑、まちづくり畑と、財政がほとん
どで、その中だけで生きていたので、当た
り前に税を収納したり、医療費が分かった
り、水道や建設畑が分かったりということ
は全くありません。その辺は素人です。ただ、町をどういうふうに持っていきたいかというの
はずっと考えて仕事をしてきました。
　その中で、行政がこういうポイントをするのだから、先ほど、トラストバンクさんのすごく
グローバルな話、大きな話から、すごくローカルな話に落とし込みたいと思います。住民の方
の健康づくりを応援するというのは、皆さんそうですが、介護保険が平成12年に施行され
て、どんどん高まっています。後期高齢者医療、国保税、全部が高まっていると思うのです
が、奈義町は６年前の前回の改正のときに介護保険料を上げなかったのです。中四国地方
では唯一上げなかったのです。だから介護保険が破綻してしまい、１年目から県からお借
りするような事態になりました。介護費がどんどん上がって、何とか抑えたいとまちづくり畑
に相談があったのですが、そのときは良い方法が思い付かなかったというのが、この健康
づくり応援です。でも、実際ポイントを始めると、厚労省がおっしゃるには１人当たり、年間
で３万円程度の医療費が削減されるとの数値が示されているとのことです。その３万円が
1,000人いれば3,000万円になるし、2,000人いれば6,000万円になるので、国保や介護保
険にとっては、結構浮くのではないかと、思っています。
　あとは町民の地域活動や社会参画を促すということです。この部分は結構われわれは力
を入れている部分です。結局、田舎だと、都会もそうなのでしょうか、引きこもりがちな高齢
者とか、なかなか外に出て子どもたちが遊ばないとか、そういうものをどんどん地域活動や
社会活動に参加させたいという思いがありました。そういう人を家から外へ出す手段のツー
ルとしてもこのポイント事業を考えました。
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　あとは子育て・教育・人づくりを応援する。われわれの町は子育てについて力を入れてい
るところがあります。聞いたことがあるかどうか分からないですが、奈義町では、合計特殊
出生率2.81という驚異的な数字が近年でました。昨年も2.23という出生率が出ている子だ
くさんの町でもあります。この部分をNHKがまとめてくれたので、町の説明も含めて見ても
らえたらと思います。

○「NHKスペシャル　私たちのこれから」上映

　このような感じで子育てに力を入れていて、その中でたく
さん子どもが生まれてくるには教育だよねといったことから、
みんな未来を担う人づくりだよねということで、行政ポイント
を活用しながらナギフトポイント制度の作り込みをしました。
　そうはいいつつも、先ほどの説明にもたくさんありました
が、地域内での経済プラスアルファよそからのお金を引き込
むという、この五つを整理して、民間ではなく役場でしかでき
ないようなポイント制度を作ったというのが、このナギフト制
度の思いです。

　ちなみにこのプロジェクトチームをつくったのは平成28年12月です。われわれは小さい役
所なので予算組みが遅く、平成29年度予算を組むのが平成29年１月なのです。町長が「何
か来年度の目玉を作ってくれないか」という乗りで話をしてこられて、予てからポイント制
度のことを自分は考えていたので、｢こんなポイント制度はどうでしょうか」と言うと、「ああ、
いいね。どこかいいところはあるの？」と聞かれ、｢ではちょっと勉強しにいってきます。ポイ
ントのプロジェクトチームを集めさせてください」ということになりました。
　今、うちにはプロジェクトチームが６つあります。空き家対策、新しい住まいのエリア整備、
公共交通、そしてナギフトポイントなど、部局横断・政策横断で他部署と連携してやらなけ
ればいけないものは、よそから人を集めてきてプロジェクトチームを作ります。年代でいえ
ば40代半ばから若いと20代そこそこぐらいで、それぞれの課から定期的に集まって相談し
ます。給料は安いのですが、時間外だけは確保して欲しいということで、このポイントプロ
ジェクトについても100％時間外の手当をしてもらって制度を創っていきました。

３．ナギフト制度とは
　平成28年12月に思い付いてPTを集めました。29年１月に、福岡県柳川市と熊本県玉名
市、「やなぽ」と「たまなポイント会」が総務省や経産省のポイント事例として挙がっていた
ので、先進事例だと思い、車にプロジェクトメンバー５人が乗って、８時間かけて視察にいき
ました。実際にお店を見て回って、役所の方の考えや制度への思いを聞き、これらで得た知
識と奈義町の地勢や町民性を考慮して、奈義町版オリジナルにするとどうなるかを何度も集
まって考え、「これは面白い。よしやろう」ということになり、昨年２月に議会プレゼンをしま
した。議員皆さんに集まってもらって、僕たちのプロジェクトはこういうものがしたいのです
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と説明したのです。すると、議員の方も「い
いじゃないか、やってみろ」という話になり、
満額予算をそのまま３月の議会で通しても
らいました。
　当初はこのくらいの制度だと夏ぐらいに
できるのではないかと思っていたので、僕
の制度の仕組みとしては29年９月スタート、
半年でスタートさせるつもりで創っていき
ました。でも、実際は１年間もかかりました。
　カード自体はICカードが付いて、皆さん
のクレジットカードと全く同じで機能は何も変わりません。この中にICチップが入ってピッと
します。図書館に本を借りに来た子どもがピッとします。イベントではドコモの携帯端末を
1,000円でルーターを借りて、外に持ち出し、ピッとします。すると、ポイントがたまります。こ
れは行政端末なので、ポイントを与えるものです。将来的には、水道や住民税などの公共
料金がポイントで払えたらいいのではないかと思いますが、今の段階では役場がそのお金
を取ってしまってはいけないので、基本は加盟店にという流れを作っています。
　４月13日にカードをスタートさせて、６月４日にプレミアム商品券を電子化しています。
１万円購入すると１万1,000円が使えるということです。お店自体が少ないので80店ぐらい
しかないのですが、65店舗ぐらいに加盟してもらっています。そこでこのプレミアム商品券
も使えます。今までプレミアム商品券自体は10年ぐらい紙ベースでやっていたのですが、紙
ベースは結果的にお年寄りなど、買われた人が忘れがちなのです。これは500円の22枚とい
う日めくりカレンダーのような格好でしたが、それを電子化することで１円単位で使えるので、
使い残しがないという感じです。あくまでも法律に抵触しないよう使用可能期間は６か月以
内ということで、12月３日で抹消されてしまいます。だから、皆さん、12月３日までには使い
切ってしまいます。僕も２万2,000円ほど買っていて、あと四百数十円残っているので、これ
を使い切ります。
　ナギフトマネーは、先ほどハードルが高いと言っていた電子マネーのことです。これにつ
いては金融庁とお話を進めていますが、結構ハードルが高いので、後ほど説明をさせても
らえたらと思います。最初はわれわれはこのカードを電子カードにしようかということでし
たのですが、赤ちゃんから高齢者まで全員に持ってもらいたいということで、カードの発行
元を奈義町役場にしました。住基を持っていますので全町民に一斉に郵送しました。とは
いいつつも、カードを捨てる人がいるかもしれないと思ったので、最初から50ポイント載せ
て、「50ポイントが入っているから使ってね」という状態で配りました。たかだか6,000人な
ので、50ポイントを載せても30万円です。
　ナギフトカードの発行元は、奈義町役場です。なぜかというと、住基情報を全部つかさどっ
ているからです。ただ、今後のマネーについては資金決済情報が絡んでいたり、前払い式
の支払い資産が出てきたりするので会社法人でないといけないので、当町の地方創生で地
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域再生推進法人に指定している一般社団法人ナギカラにナギフトマネーの事務局を持たせ、
役場と合同事務局という格好でやらせてもらうようにしています。
　ナギフト制度も、どんなものかは、僕がしゃべるより見た方が早いので、見てもらいます。

○「ナフギフト制度　開始ニュース番組」上映

　このカード自体が先ほど言われたように（実物のカードを紹介しながら）黄色と青色の
カードがあって、役場では黄色の町民カードだけを発行する。例えば、出生とか転入とか。
青色のカードは全部加盟店で発行することになっています。町外者の方が役場に来られる
ことは稀ですから。ということで、役場は加盟店でもあり事務局でもあります。この方式が
一番バランスが良かったとも思っています。全町民に配るためには役場がちゃんと個人情報
を管理しなくてはいけなかったからです。でも、地域外のお金を集めるためには、加盟店に
もしっかりと責任を持たせました。そこをバランス良くしたかったのです。
　最初、夏までに半年で何とかこの制度を作りたかったのですが、それができなかった大
きな要因としては、役場だけでこの制度は作りきれないということです。
　私たちの制度設計では、お店の方に、｢100円１ポイントでいかがでしょうか？」ということ
で加盟店を募集しましたが、大反発が起きました。これは100円で１ポイントと決めると、特
に車屋さんなどは困るのです。｢100万円の車を売ると何ぼポイントを出すのや。業種によっ
て、もうけ率が全然違うのに統一できるわけない！」ということで、めちゃくちゃたたかれま
した。
　９月にリリースしたいという話でしたので、最初はスモールスタートで「町民カードだけや
らせてください」とお願いもしました。すると、お店の方からこれも大反対で、お店は「町民
だろうが、町外だろうが、そんなものを区別して商売をやっていない。どうせポイントカード
を作るなら町民も町外者も同じサービスだ」とおっしゃって、町外者カードも同時にできな
いと駄目、活性化支援券の電子化にも対応したICチップでないと駄目、お店のポイント付
与は100円で１ポイントもあれば、500円で１ポイントもある、このサービスに特定してオイル
交換のときだけポイントが出せると、何でも自由にしないと駄目など、商店目線で様々なダメ
だしと条件を突き付けられました。
　これで役場内が混乱しました。実際に、夏までの段階では行政ポイントの種類も少なく、
確かに全世代参加型のものになっていなかったので、商店の方 と々「ゼロベースでやり直し
ましょう」と話し合い、それからというもの、週に２回ぐらい夜７時から11時ぐらいまで加盟
店の皆さんと年末まで何度も何度も話して制度設計し、併せてシステムを開発しながら、よ
うやく今年の４月13日にスタートできたというのが実話です。
　でも、本当はこのことが重要で、いくら行政が魅力的な行政ポイントを準備しても、その
ポイントを利用できる商店が集まらない限り、決してポイント制度は成功したとは言えない
からです。
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４．行政ポイントと加盟店ポイント
　行政ポイントと加盟店ポイントはどうなのかということですが、印刷した紙を見てくださ
い。先ほどのポイントは、後付けで、健康づくりポイント、ボランティアポイント、子育て・教
育・人づくりポイント、まちづくりポイントという名前にしています。これを作っていくのに役
場内での調整に相当苦労しました。
　先進事例を見ると、健康部署が主導でつくると本当に健康畑や子ども畑ばかりですし、
生涯学習課や教育委員会が作ると、学校支援ボランティアとか、地域学習などそういった
ものばかりに偏る傾向があります。これを我々プロジェクトチームが全部取りまとめて、課
別のヒアリングも行い、どのポイントを出すのが効果的か、このメニューを入れるとどのくら
いポイントが出すことになるかなど、何度も何度もメニューの調整と試算を行いました。こ
れだけでも１か月以上の期間を費やしました。職員全体にポイント制度を広報する良い機
会にもなったと思います。全体で150ぐらいメニューを考えて、それを査定して、担当課や利
用者からの様々な思いを練り込んで50に絞りました。ですから、われわれのデータからいく
と、これは３分の１です。結果的に町民の方から、「これにもポイントが付かないの？」とい
う苦情を受けまして、来年度は拡充する予定です。
　町長がこのぐらいのポイントといったものを、最初から予算ベースで４分の３に圧縮して
30年度は組みました。うちの試算で200万円だったらポイントを出してあげるといわれてい
て、これを年間で出すと150万円ぐらいになるような試算の仕方をして、「来年度から増や
しました」と言えるようにしています。今、来年度の新しいものを町内に募集をかけていて、
「こんなものにもポイントを付けて」と、提案してもらっている最中です。
　子育て・教育・人づくりポイントの中には、“夏休み子どもラジオ体操”というメニューがあ
ります。子どもたちに夏休みも早寝早起きなど健全な生活を送って欲しいという教育委員
会の思いから、ラジオ体操に参加すると５ポイント付くようになっています。また、体力づく
り町民運動会に参加するとか、子育て支援施設チャイルドホームを利用するとか、勉強もし
てほしいので補完学習型公営塾“算数大好き教室”に参加するとか、いろいろな視点でポ
イントメニューを盛り込んでいます。
　議会傍聴にもポイントが付いてからは、傍聴席に若干町民の方が集まるようになったと、
議会の方からも聞いています。
　地域サロンでいうと、去年の約２割増しになったそうです。75歳以上の方がそれぞれの
コミュニティハウスで健康運動を週に１回ぐらいしているのですが、これを始めてから、意
外とおばあちゃんがポイント目当てにサロンに参加されるようになったということです。これ
は政策誘導の視点から行政のもくろみどおりとなっています。
　そして、買い物ポイントですが、これは加盟店で、サービスや買い物をした場合に、加盟
店から付与されるポイントです。車屋、呉服屋、小さいスーパー、美容院、宴会場、ガス屋、
薬局など、いろいろな業種が加盟店として参加しています。これもこの制度のポイントかと
思います。一つの業種に偏るとどうしても不平不満が出るのと、小さい町で商工振興タイプ
の有効な施策はなかなか打てないので、ポイント制度で商工振興、経済振興ができるのは、
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行政の立場から言うと、「一粒で何度もおいしい」施策ではないでしょうか。

５．ナギフトポイント付与の仕組み
　付与パターンですが、行政の方ではICカードをピッとすると、自分に何ポイント付くかが
分かって、トータル何ポイント貯まったかが分かります。お店の方は直接電子キーで打ち込
まなければいけないので、ボタンキーが付
いていて、画面のタッチパネルでも操作で
きますし、テンキーでもできます。町内全
戸が光インターネットでつながれているの
で、それらのデータは全て瞬時にインター
ネット回線を通じてクラウドサーバーに保
存されます。この仕組みが開発段階におい
て最もコストがかからない方法でした。
　基本的に、この制度自体に役場がいつ
までも金を出さないということで、制度設
計しましたので、利用者からみれば１ポイ
ント１円ですが、お店の方も役場（加盟店
としての役場）も１ポイント２円で、事務局
に支払いをしています。ここが結構ポイン
トです。
　事務局は１ポイント付与されたら２円も
らいます。だから、５ポイント出したら事務
局としては10円もらいます。５円はお客さ
ま用の預かり金として扱うし、もう５円は
事務経費として回します。結構率が高いと
思うのですが、加盟店は文句を言わずに払ってくださっています。この負担していただいた
事務局費で人件費も出すし、広報やイベントも行うこととしています。まさにこれからやろう
としているのが「ナギフトカード便り」です。田舎の小さな店は広告を出す手法が分からな
かったり、その広告費用が払えなかったりするので、われわれの方で取材をして記事を書き
ます。QRコードは12月１日にオープンするのですが、これは創刊号でまだオープンしていな
いのですが、後日ご確認ください。このQRコードから取材した、お店のホームページのよう
なものを作ることにしています。これは町の広報誌や情報誌に入れて全戸に配布すること
としており、１ポイント１円という高いマージンをもらいながらも、若者向けにはQRコードで、
お年寄りの方には、紙媒体でお店を紹介することとしています。
　若い方、子育て世代をターゲットにしたQRコード版のホームページは、１年間かけて全店
舗作成し、１年後には、ナギフト加盟店全店でのホームページができているという仕掛けに
しています。
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　ポイント制度を開始して分かったこともありました。意外とみなさん貯めたポイントを使
わないということです。
　今、半年で全体としては200万ポイントぐらい貯まっているのですが、まだ、利用ポイント
としては、10万ポイントぐらいしか使っていません。皆さん貯めることに夢中になって、使う
ことを忘れているのです。それだと、今後お店から不満が出てきます。「うちは払ってばかり
だ」と、絶対そうなるのです。貯まったポイントをどうしたら使用してもらえるか、どうやった
らポイントを利用させることができるかを、加盟店会の方 と々考えました。個人的には手間
がかかるので嫌だったのですが、今回はシステムが間に合わなかったので、スクラッチカー
ドのイベントを開催することになりました。ペーパーレスが一番ですので、来年は端末上で
スクラッチができるようにしてやろうと思っているのですが、スクラッチくじ事務局で用意し
て、各店舗に置いておき、50ポイントの利用と引き換えで、その場で使えるスクラッチくじを
作成しました。このスクラッチは、空くじなしで最低でも２分の１の確率で50円分の金券が
当たります。残りｂの２分の１、50%は100円以上のチケット、最高500円の金券が当たる仕
組みになっており、スクラッチでポイントを利用させると同時に、金券を利用することで新
たな消費にも結び付ける目論見です。まさに今日からスクラッチの受け渡しなので、65店舗
の人が、僕のいない間に、うちの職員に「スクラッチを下さい」と言いに来ていると思います。
ポイントをためるばかりでなくて、使用方法を考え実践していくこともポイント制度の重要な
ことと思っています。
　今後の目標としては、一番難しいとお話した「電子マネー」にチャレンジしようと考えて
います。基本的にポイント制度を健康ポイントだけでやるというのはよくあるもので、今か
ら取組むのはナンセンスかなと思います。先進自治体と呼ばれる自治体では、買い物ポイ
ントと行政ポイントがセットになっていて、地域の中で回し、域外からお金を取ろうという
のが、ナギフトもそうですが、今のレベルです。その上を行こうと思うと、SuicaやPASMO、
ICOCAなどと対等に渡り合えるだけの地域通貨、本当の電子マネーへの挑戦になりま
す。この電子マネーについては、現段階ではやっている自治体がないので、金融庁さんも応
援はしてくれていますが、今は法律的に難易度が高いです。例えば人のお金を預かるのだ
から、会社は頓挫しないように2,000万円の供託金を出せと言っていますし、集めたお金
が1,000万円を超えると、２分の１は積み立てをしなければならないなど、何か法改正とか、
特区のようなもので回避することができないですかとお願いをしている最中です。応援はし
ているけれど、法律上は難しい。人員配置についても細かくご指導をいただいています。コ
ンプライアンス上、いろいろな職員を置かなくてはいけないのです。だから、小さな自治体
で小さな会社にやらそうと思うと、なかなか人員配置ができないという実情もあります。職
員で兼業できないのかとか、そういうことを実際に掛け合っているのも事実です。いつか
やりたいと思いながら、今はまずこのナギフトポイントが３年かけて定着することを目標に
やっているという、まだローカルな話でした。
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（保田）従来ご案内しているプログラムに従いますと、４時半から意見交換会、座談会です。
後ろの円卓みたいなところで座談会をします。多分そこで皆さんからいろいろなご質問が
出るかと思いますが、私の方から皆さんが共通でお持ちであろうと思われる質問を幾つ
かしまして、整理をした後、幾つかディスカッションに移れればと思います。

　　最初は、恐らく自治体の職員がほとんどですので、一番気になっているであろうコスト
のところを先に整理したいと思います。飯田さんと森安さん、それぞれにお伺いしたいの
ですが、まず飯田さんの方の電子感謝券です。これを導入するに当たっての自治体のコス
トと加盟店側のコスト、QRコードを置くだけのような気はするのですが、具体的にどうい
う金銭的なコストと、もし自治体側であればリソース的なこと、何か基幹システムを変えな
くてはいけないということがあれば、それをお聞かせいただきたいと思います。

（飯田）途中でお話ししたかもしれないのですが、ふるさと納税の場合は、加盟店はもち
ろん特にコスト等は頂いておりません。ただ、場合によるのですが、自治体が直接加盟店
に振り込まれる場合に、人件費はもちろんかかっていると思うのですが、基本的にその
場合には、自治体から見れば加盟店にはポイント分をそのまま使われたポイント額に基
づいて入金されているだけなのです。細かいことを申し上げると、銀行振り込み、この手
数料は意外と馬鹿にならないと思いますが、発生します。基本的には自治体がそのまま
ポイントを入金されています。場合によっては間に商工団体等々が入っているケースがあ
ります。その場合には、商工団体に一定の手数料を払われているようです。そこは特に決
まったものではないので、加盟店の役割に応じてだと思いますが、加盟店に料率のケー
スが多いように見受けられますが、振込額に対する数パーセントの手数料を支払ってい
るようです。

　　システム的なお話は、特に自治体のシステムと連携しているわけではないので、当社で
は、先ほど途中でご覧いただきましたCMSという社外のシステムの方にインターネット経
由でアクセスいただいてご利用いただいている形になります。

（保田）同じような観点で森安さんの方に伺います。読み取り端末を置かないといけない
雰囲気でしたので、そこのコストは恐らく自治体が負担しているのかと想像するものの、
加盟店は500円の利用料を払うだけでいいのか、あるいは、そもそも端末を置くコストを
含めてご説明いただければと思います。

（森安）当町の65店舗が加入したということと、行政端末をいろいろな場所に30台と、貸し

第３部　全体講評

コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科 准教授　 保田　隆明 氏
（本研究会　指導助言者)
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出し用、持ち出し用端末を10台、全体で予備も含めて150台ぐらい作りました。それは開
発費用も含めて、当町では3,000万円です。端末１台は、お店に置くのは７万円です。行政
ポイントの端末は４万円です。だから、それほどかかりません。

　　ただ、作っていく段階で工夫したのが、いかに大手に頼まないかです。要は、独自のシ
ステムで独自でやり繰りしようと思うと、結構大手が売り込もうとしているシステムは既存
のシステムなので、そのラインに載らないといけなかったのです。そうすると、自分たちが
やりたいことにならなかったので。このクラウドサーバーもレンタルですし、このシステム
自体も、端末自体は汎用機なのですが、汎用機の中をいじる、変換するシステムの部分
も大手の下請けと直接契約しました。他もいろいろ見たのですが、大手が入っていて開
発経費だけで億に近かったので、こんなのはできないと思ったのです。

　　それで3,000万円ぐらいなのですが、実際に、地方創生で２分の１は国庫が入りますし、
あとは特交が入って、去年、地方創生事業で推進交付金と拠点整備で事業費自体が７億
円ぐらいで、僕らが要るのはその中のしょせん3,000万円です。

　　維持費が高いのではないかということなのですが、基本は加盟店が65しかないので、
いくら頑張っても、加盟店65がポイントを欲しがっても、年間500万しか出ないのです。う
ちの行政ポイントは200万円しか出せないのです。「町長、700万円ではできないです」、
「何ぼ要るのか」「1,000万円です」ということなので、結局は、事務局に払うのに役場も
半分出す。ポイントが出ようが出まいが半分払う。お店も半分払う。お店は加盟店の負担
でポイントを付与して500万円ぐらい事務局にお金が入るし、役場も200万円ぐらいしか
ポイントが出せないのですが、300万円は事務局の支援金ということで払って1,000万円
で事務局を回します。1,000万円あると加盟点の広報が打てたり、イベントが打てたりす
るので、多分余るのではないかと思います。だから、お店からもそんなに負担を強かなく
ていいんです。役場も継続的な支払いは出てきますので、町長には約束事として年間500
万円の予算を永遠に確保してくださいと言っています。加盟店には、500万円ぐらいのポ
イントを今後付与してください、余ったお金は積み立てましょうと言っています。機械は５
年ほどで使いものになりません。次のシステム改修のときには、このナギフト制度として
半分出すから役所も半分くれという交渉ができるだけのナギフト制度にしましょうという
話を加盟店にしています。

　　お店の方からは、ポイント付与について１ポイント２円と、あとは事務局が端末を持っ
ていて貸しているので、月額500円だけもらっています。あとは要らないです。

（保田）その500円は65の加盟店が払っているということですね。

（森安）500円です。役所も払っています。

（保田）65に役所も入るのですか。

（森安）65の加盟店プラス、役所も１台当たり500円です。
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（保田）１台当たり500円ですか。

（森安）それも含めて500円です。

（保田）１台当たり500円ということは、図書館などは１台ずつですか。了解しました。あり
がとうございました。

　　もう一つ森安さんにお伺いしたいのですが、常にこういうものをやるときにハードルと
して出てくるのが、今回役場が導入しましたが、役場が導入するとユニバーサルサービス
といいますか、全員が使えなくてはいけない。例えば、飯田さんが説明してくれたような
ものや、われわれ研究員は今日の午前中にあべのハルカスに行ってハルカスコインを見て
きたのですが、あれはスマホでやっています。スマホでやるとどうしても全員が使えない。
役所でやるからには全員が使えなくてはいけない。５年後に改修するという話が出てき
たときに、QRコードでできるようにすれば、相当コストは下がるのでしょう。読み取り端
末は各住民のスマホになりますが、そうなったときに高齢者でスマホを持っていない人が
います。赤ちゃんも全員、最初は付与されているわけであって、この子たちが図書館に通
い続けると、もしかしたら成人するときには30万円分ぐらいポイントがたまっていてすご
いことになっているという話だと思います。

　　QRコードにしてしまうとそれが難しくなるだろうと考えたときに、QRコードに移行する
のは難しいのかなと思いつつ、運営コストを考えるとQRコードは良さそうだと思ったりし
ます。あるいは、奈義町がインバウンドでどこまで考えるか分からないですが、QRコード
は魅力的だし、QRコードについてどういうふうにお考えになっているか、お聞きさせてい
ただければと思います。

（森安）QRコードはすごく魅力的ですが、今後５年後、10年後にはもっと普及して当たり
前になると思います。しかし、われわれはオギャーと生まれた赤ちゃんから老人まで持っ
ていることが強みの制度です。先ほどちょっと雑談していたのですが、今後導入するので
あれば、僕だと静脈認証を使います。そもそもこれを作っていく段階で静脈認証というの
は頭に浮かんでいたのですが、町長に「目玉を作ってくれ」と言われていましたし、地方
創生交付金の予算を充てての繰越も難しい。時間との勝負であったとも思っています。そ
うした制約の中で手っ取り早いのがカードでした。もし、時間的な余裕さえあれば、僕だ
と静脈認証にすると思います。指だけあれば全てがクリアーになります。今後、時代的に
はそうなるのではないかと思います。

（保田）上からスタートするのか、下からスタートするのかで違ってくると思うのです。役場
の立場としてはもちろん１から５まで全部やりたいけど、１、２、３と上からスタートなわけ
です。一方で、トラストバンクの飯田さん、他のラインさんとか、いろいろな人たちは４、５
あたりから始まって、３、２、１へ上ってくる。そういうアプローチの違いということなので
しょう。でも、皆さん、目指すところは同じということになってくるのかという気はします。
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　　全然話はそれてしまいますが、森安さん、出生率の話が出ていましたが、今は町として
は自然増の状態なのですか。

（森安）そんなに上手い話にはなりません。高齢者の方が、死ぬのです。高齢者が30％
以上いると、いくら産んでも死ぬのです。自然増減でいうと減、社会増減でいうと増です。
ただ、移住者は徐々に増えてきています。ちょっと変わったこと、面白いことをしていると
変わった人や面白い特技を持った人が移住して来ます。大阪から奈義町までは近いので、
興味のある方は是非役場へ来てもらったらまた別の話もするのですが、今日はナギフト
の話なので、そんな話もできないのですが、変わり者、変わった特技を持った方が田舎へ
移住してこられて、少しずつ変わった町、面白い町になってきました。現段階では消滅自
治体なので、そのうち滅びるかもしれない町ですが、様々なチャレンジだけは続けていま
す。

　　ただ、子どもは３人が多いです。僕も３人いますけど、それが当たり前の町なので、２人
だと少ないとすごく言われます。みんな３人子どもを抱えています。

（保田）高校はあるのですか。

（森安）高校はないので、すごく不便です。JRもないので、隣の津山市の高校に行くのに
バス代が毎月約２万５千円かかります。それだけあれば、大阪だと新幹線通学できたり、
京都や神戸などでもどこでも通えると思いますが、それでも住んでおられる方や移住して
こられる方もたくさんいますので、そうした方々を大切にしたいと考えています。

（保田）個別の議論に入ってしまうのですが、ナギフトカードの町外者カードと町民カード
があります。ポイントの譲渡が可能とおっしゃったのですが、町外者がためたポイントを
町内の町民に譲渡することは可能ですか。

（森安）全然問題ないです。死んだら相続もします。まだやられていないのですが、基本は
データがすごく取れるのです。３年ぐらいたったら一番面白いと思うのですが、健康づく
りで使ってきた人が、こういう健診を受けてきた人がどれぐらい医療費がかかったかとい
うのが一覧で出てくるのです。そういうビッグデータ自体を使って施策に反映させるとい
う、まさにそれが長所だと思います。

　　データ活用で、今までわれわれができなかったことがこのシステムでできるかなと思い
ます。健康づくりだけでいえばそうですが、いろいろなデータが取れます。少し前に医師
会に呼ばれて、僕は全然医療が分かっていないのにこの話をしました。この間は、図書館
学会があって、意味不明でしたが、図書館の方もこのポイント制度に興味を持たれていま
した。だから、行政ポイントをいろいろそろえておくと、いろいろなところで出会いがあり、
またいろいろなジャンルの話が聞けるので、逆にこちらも面白いし、今日もそうですが勉
強にもなります。です。そういうものをデータとして使っていけます。だから、行政ポイント
は種類が多い方が圧倒的に面白いです。ただ、内部では相当喧嘩をするのも事実です。
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（保田）ナギフトをやる前に、何らかのポイント制度は役場としてあったのですか。いろい
ろな自治体でいろいろな何とかポイント、健康ポイント、ボランティアポイントなどやって
いますが、そういうものはこの前にあったのですか。それとも、なかったのですか。

（森安）ないです。小さい商店が10軒ぐらい寄って自分たちでカード会をこしらえていま
したが、あまりにも店の数が少な過ぎて面白くなくて、どんどん衰退して加盟店がやめて、
そこから悲鳴が上がっていたのです。それで、「新しいポイント制度にしたら、あなた方は
乗ってくださいますか」という話をしたら、「ぜひ、ぜひ」という話になって、一気にたくさ
んのお店が集まりました。

（保田）飯田さんに聞きたいのですが、今日はお話を聞いた方々は、森安さんのように週
に２日11時まで残業か、残業代が付いたとしても嫌だという話になってきます。そういう
中で、トラストバンクの仕組みであれば、今はふるさと納税にひもづいた感謝券という話
だったと思います。ふるさと納税と切り離してもそのシステムは使えそうだという印象を受
けました。その場合に、例えば八尾市という自治体がそれを導入するのではなくて、八尾
市の何とか商工会としてこれを導入しますということも可能なのですか。

（飯田）構想としては可能だと思います。私どもはここから先に準備をしたいと思っている
のは、基本的に業者が使うアプリはほとんど同じような機能でいいかと思います。少し違
うのは、アプリの下に寄附するというボタンがあります。基本的にふるさと納税をすると、
われわれは１万円寄附されると3,000ポイントをそのシステムに渡すという仕組みをやっ
ているのですが、そこを今でいうと入金する、あるいはポイントを付与するみたいなボタ
ンに替えて、そこはQRコードを使う形になると思うのですが、そこでポイントを付与する
窓口が何ポイント分、対面で同じようにスマートフォンを使って3,000ポイント付与すると
いう形の機能を基本的に考えています。

　　それを使うと、窓口の方が、例えば１万円を入金した場合、１万500ポイント差し上げる
だけであれば、システム上は１万500と入れてポイントをチャージすればいいですし、その
１万円を管理されればいいです。あるいは、行政のポイントであれば、その場で一律500
ポイント差し上げる、20ポイント差し上げるというのは、アプリから20ポイント差し上げる
という形にできると思います。基本的にはポイントの差し上げ方かと思います。そこをク
レジットからチャージにするとシステム的にはできるのですが、手数料等々の問題があり
ます。基本的に対面でポイントを付与する機能を作らせていただくことによって、今おっ
しゃっていただいたように対象が自治体や他の商工会でも、ポイント付与はできると思い
ます。

　　もしポイントを付与するだけであれば、利用時にここで１％付与するとか、そういったも
のもシステムだけの話です。今は機能としてはないのですが、来年度に向けてポイント付
与の仕組み、入金する仕組み、ポイントを付ける仕組みまでは準備をしたいと思います。

（保田）最後におっしゃったのは、このスライドを借りると、例えば１番、２番というのは
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ポイントの付与です。それだけでもそのシステムで可能になりますということですか。

（飯田）そうです。そこを準備したいと思います。実際に感謝券を入れた自治体でも、自
治体がそういうポイントを付与することができないかというお話を頂いています。実際
に、まだ小さな事例なのですが、導入していただいた自治体の健康プログラムの中で、い
ろいろなアクティビティというか、健康診断を受けて、この加盟店で使って、こういう公共
に参加するみたいなことは紙の管理なのです。そこにちゃんとポイントをためて健康セ
ンターに持っていくと、1,500円分の物と交換できるというプログラムをしているのです。
1,500ポイントを電子的に付与する仕組みを今回試しているというお話を頂いています。
ここでは専用アプリではなくて、ふるさとチョイスにログインしていただいて使ってくださ
いという形なのです。既にそういった人力が少し入っていますが、参加したときの1,500
ポイントを電子感謝券で差し上げるということをやっています。それをわれわれは本格的
にできる形にして展開していきたいと思います。

（保田）森安さんにまたお伺いしたいのですが、先ほど、放っておくと消滅してしまう自治
体なのですという小ネタもありましたが、その中で交流人口や訪問人口を増やしましょう
と盛り上がっています。その中で、今のところ町内、町外のカードでは、町外者は買い物
だけを想定されていると思いますが、例えば町外の人たちがやってきて何かボランティア
をしてくれるとか、そもそも訪問してくれたらポイントをあげてもいいとか、そういうこと
で訪問者を増やして交流人口を増やすとか、あるいは、ふるさと納税をしてくれたらこの
ポイントをあげるということも可能なのかと思います。交流人口を増やすために戦略的に
活用していこうというアイデアもあるのでしょうか。

（森安）まさにそのとおりです。31年度はそこが鍵かと思います。今年度始めたときには、
図書館やチャイルドホームのようなところも町内の方は行政ポイントが付き、あとはイベン
ト、町にいろいろなお祭りがあるのですが、そこでもポイントが付きます。来年度はもう少
し踏み込んで来訪ポイントを付けたいと考えている最中です。

（保田）ついでにお聞きしますが、65店舗は全部町内の事業者ですか。

（森安）そうです。これもよそを入れるか、入れないかという話が議論としてだいぶあった
のですが、町内での経済循環を優先しました。

（保田）そこが次の質問だったのです。

（森安）議論はあったのですが、これをつくりながら、加盟店の人たちと沢山相談しました。
地理的状況として、奈義町から20分ほど行ったらイオンがあるので、みんなイオンに行っ
てしまう傾向があります。小学生に「何か欲しいものがあるか」と聞いたら、「イオンが欲
しい」と言うような回答ばかりでてきます。

　　そのような状況から脱却するため、小さい町の維持と団結力を見せようということで、
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奈義町全体イオン計画を立てました（笑）。
　　例えば、イオンに行って１店舗ずつスタンプカードを作ったら、財布に入りきらないぐら

いいろいろなお店のカードがあって、競い合うかのように囲い込みをしています。
　　でも、奈義町でこのナギフトカードを作ると、カード１枚で様々な商店を回ることがで

きます。要は、町全体をイオンにしようというのが子ども向けのメッセージ、サブタイトルと
してあがりました。「町全体がイオンだよ、ジャスコだよという思いがあって、このカード１
枚で町内のいろいろなところでポイントが付くということを一番大事にしたので、町外の
業者は加入させませんでした。住民票が町内にあって、町外でお店を営んでいる方がい
て、「わしは税金を払っている」と文句を言われたのですが、「駄目です。お店を町内に
動かしてください」などと冗談も言いながら、丁寧にお話をしてお断りしました。また、大
きい影響力のあるような、岡山市にレストランを出店されている方も町民でおられますが、
現段階ではオール奈義町内でやっています。

（保田）イオンの話が出たのでついでにお伺いします。イオンのカードが「WAON」です。
この研究会にも来てもらった高松の「めぐりんマイル」が「WAON」をベースにしてうまく
成功している事例だと思います。盛岡の方で同じように「WAON」をベースにして、幾つ
かの比較的有名な事例があります。そういう中で共生の道を探るということもあると思い
ます。恐らく事前にスタディされたと思うのですが、それにもかかわらず、そこは共生の道
を行かずに独自路線を行かれたのはどうしてですか。

（森安）多分、担当が変わり者だったからだと思います。
　　高松市の取組みについても、私たちはいろいろ調べたのですが、イオンは強いまち、人

口が多いまちでは、その取組もできると思います。でも、我々のように小さい周辺部の町に
はできません。それは絶対難しいのです。

　　結局、貯まったポイントは全てイオンに流れていくようなことになります。奈義町内の小
さな頑固者の車屋もスーパーも、「われわれはイオンの傘下じゃない」と言うので、みんな
そういう思いで頑張っているのだと思います。奈義町では、大手との連携も一瞬は考えま
したが、そういう路線を行かずに自分たちでやってみるという独自路線を歩むことにしま
した。

　　この制度を創造する副産物として、役場も商店も自分たちは何ができるかというのを考
えるきっかけになったとも思っています。今までポイントに入っていなかったところや独自
でポイントをやっていたスーパーがやめて、この率の悪いナギフトカードに入る意味を考
えてくださるようになっただけでも、商店として、住民として成長したのではないでしょう
か。

（保田）トラストバンクの飯田さんの方にお話を戻したいのですが、今回の森安さんのとこ
ろのように、まちづくり戦略室みたいなものがあれば、こういうものを町主導でやっていく
ことができるでしょう。感謝券なりを導入しようとしたときに、自治体側としては窓口の担
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当者は誰ということで困るのではないかと思うのです。それは、今のところ、その10自治
体ぐらいはどういうところがメインになってきますか。

（飯田）ふるさと納税担当の部門の方になります。まちづくり課、財政、企画など自治体に
よって違いますが、ふるさと納税を担当されている自治体が感謝券としては興味を持って
くださっています。型としては二つほど展開があります。先ほど森安さんがいろいろなポ
イントを自治体内でけんけんがくがく議論したというのは、きっとそうだったのだろうと思
いましたが、担当が違うということは結構あります。

　　ただ、われわれも、ふるさと納税でキャッシュレスの仕組みができているから、既存の
いろいろな自治体ポイントをプログラムに載せてみようかという話につながるケースが増
えてきたかと思います。二つのパターンと言ったのは、まず企画が担当されていて、ふるさ
と納税を横断的なものとか、ポイントも担当されている自治体のケースでは、当初からふ
るさと納税もあるし、いろいろ庁内にポイントプログラムがあるので、一緒にやることを考
えますと調整していただいているケースがあります。もう一つは、ふるさと納税の担当で
すが、いろいろな可能性を考えているので、庁内でまずは健康のところに話してみるとか、
地域電力をやっているところに話してみるというふうに、われわれ外の会社からは見えな
いところも庁内で調整して一緒にできるように検討しているようなケースはあると感じて
います。

（保田）もう時間が来てしまいました。質問は尽きないのですが、いったんここで終了しま
す。今日ご登壇いただいた飯田さんと森安さんに大きな拍手をお願いします。
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「第２回　キャッシュレス革命！
　　　～電子地域通貨を活用したまちづくり戦略～」

開催日：2018年12月12日

会　場：マッセOSKA ５階　第２研修室

講　師：会津大学産業イノベーションセンター 客員准教授　藤井　靖史 氏

　　　　早稲田大学環境総合研究センター 研究員准教授／主任研究員　永井　祐二 氏

　　　　LINE  Pay株式会社 事業開発室戦略チーム　渡辺宏一郎 氏

公開講座

５．第７回
　　「地域通貨を導入した
　　　　　地方創生研究会｣
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１．自己紹介
　私は、大学では10月１日まで准教授でした。しかし、大学にずっといると権利を大学に
持っていかれます。客員准教授になってお金の入り口を変えると権利を持っていかれないの
で、10月１日から客員になっています。私は元々ずっと民間できていて、どちらかというと会
社をつくって売ってという方が専門だと思っています。
　私は京都出身なので、会津大学のことは全然知りませんでした。幕末の維新150周年は、
会津の場合は戊辰戦争150周年であり、戦争の前までは日新館という高等教育機関があっ
たにもかかわらず、戊辰戦争で負けて以降は高等教育と認めてもらえなくて、会津地域に住
む７割の人が署名運動をしてつくったのが会津大学ということです。会津大学自体は、前
回の戦争で最新のテクノロジーを持っていなかったので負けたということから、最新のテク
ノロジーの大学にしようということで、コンピューター理工の単科大学、コンピューターのみ
をやる大学をつくって、授業や卒論も英語でやっていて、ほとんどが外国人の先生という変
わった大学です。起業率がすごく高くて、日本で一番起業の多い公立大学になります。
　そして、震災があって、私は会社をどんどんつくっていくことを期待されて、前の会社を
売った後に大学に行きました。私は会社をつくって売ったり、今は学生と一緒に幾つか会社
を経営したりしているのですが、法則があって、その法則を基に今日もいろいろとお話をし
たいと思います。
　今日お話しするのは仮想通貨の技術を使った地域通貨です。NHKで３年ぐらい前に実
証実験を報道していただきました。VRやデータ解析、POSデータの解析もやっています。
空き家の活用や、日産自動車と新しいモビリティの自動運転もやっています。また、首都圏
と田舎の教育格差問題があるので、それをどう解決するかということで、項目反応理論と

基調講演

新しい地域通貨の可能性
～会津大学での実証実験を通して～

講師：会津大学産学イノベーションセンター 客員准教授　 藤井　靖史 氏

株式会社AiYUMU取締役/会津大学客員准教授/CODE for AIZU 
Founder/総務省地域情報化アドバイザー/内閣官房情報通信技術総
合戦略室 オープンデータ伝道師。1977年生まれ。京都出身。日立電
子サービス、アップルコンピュータCellgraphicsに所属したあと、
仙台にて株式会社ピンポンプロダクションズを設立し代表取締役に就
任。2012年にKLab株式会社とのＭ＆Ａを行いEXIT. ブロックチェー
ンの地域実装など、地域課題を種にした価値創造に取り組んでいる。
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いうタブレットでテストをする方式なのですが、その導入を福島県で進めています。あとは
楽天と共同研究をしたり、ラーメンチケットなどブロックチェーンに関わるものをやったりし
ています。このように多岐にわたっていろいろなことを行っていて、ブロックチェーンはその
うちの一つです。
　こういうプロジェクトがたくさん生まれる理由があることと、今回、福島から来ているので、
若干、地域通貨とは関係のないところもあるかもしれませんが、そういうところもお話しし
たいと思います。
　会社をつくるには法則があります。これはおみそ汁ですが、おみそ汁の表面に模様がで
きます。皆さんも食べたときに見たことがあると思います。おわんの上が空いているので温
度が冷めて、おわんの下の温度が高いままで上に上がって、冷たいのが下に下がる。ぐるぐ
る対流しているのを上から見ると模様が見えるという法則です。難しくは散逸構造論とい
い、ノーベル賞も取っています。高校のときに、世の中はエントロピー増大の法則でどんどん
崩壊に向かっているはずなのに、何で人間が維持されたり構造が維持されたりするのかと
謎でしたが、この散逸構造論によって構造が維持されている法則が解明されたというもの
です。熱力学の法則で０か１が創成される順番が決まっていて、温度差があって、対流がで
きて、構造ができるというものです。
　復興予算はどう使われているかというと、ほぼ構造から入るパターンなのです。皆さんも
多くの失敗事例をご存知かと思います。
　リアルな世界でいくと、温度差があって対流があって構造化するというのは、とにかく地
域の人とカンバセーションしてつながっていて、ネットワークになっていくということです。そ
れにテクノロジーが付け加わってアウトプットしていく、構造化するということになります。
今回はブロックチェーンの話や地域通貨の話をしますが、そこは結局、ツールの話なのです。
大事なのはどちらかというと、地域でどういう対話が行われて、どういうネットワークができ
ているのかということです。こちらの方がはるかに重要で、そこにどうテクノロジーを入れれ
ば潤滑になっていくか、構造化して他の地域にも出せるようなものになるか、という順番で
考えないといけません。
　ブロックチェーンが特に多く、「ちょっとブロックチェーンで何かやってほしいんだよね」と
よくオーダーが来るのですが、順番が逆です。何かちゃんとやりたいことがあって、こういうこ
とに課題があって、そのためにこのブロックチェーン技術が使えるのではないか、というので
あれば分かるのですが、ブロックチェーンで何かできないかというのは、結局何もならないと
いうことです。恐らく地域通貨もそこがあって、いきなり地域通貨で始めたとしても難しく、地
域の人や、いろいろなつながりがある中でやらないとなかなか発展していかないと思います。
　テーマはどれもわれわれは対話とネットワークはずっとつくり続ける、という形で、畑でい
うと土作りをやっていけば、世の中はいろいろ技術は移り変わって、種は変わっていくので
すが、土が富んでいれば、種が入れば、おのずと花は咲きます。いろいろなプロジェクトを
やっているのですが、私は土作りしかしていなくて、種は外から皆さんが持ってきてくれて
花が咲くということです。もしかしたら行政組織というものもそういう形で、自らが踊るとい
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うか、構造をつくって花にするというよりも、畑を作る方が地域にとってはすごく大事な役割
なのではないかと思います。大学でもまず、ここをやろうということでやっています。
　先ほど言いましたように、会津大学はコンピューター理工の単科大学なのでなかなか地
域と一緒にできることがなかったのですが、私が行ってからここがうまくつながることがで
きて、いろいろなことが今はできているかと思います。日産自動車やトヨタ、楽天やパナソ
ニックなどと一緒にやっています。というのも、企業はテクノロジーから上の構造をつくる機
能は持っているのですが、土を持っていないので、会津地域に来て実証実験を一緒にやっ
ているということです。

２．ブロックチェーンが騒がれている理由
　そういうところを踏まえて本題に入ります。「ブロックチェーン」という言葉を聞いたこと
があるという方はどれぐらいいますか。ビットコインが盗まれたという事件もあり、すごく話
題になったかと思いますが、ビットコインは今だいぶ値段も下がっていますし、どうかなとい
うところです。私は実は、ビットコインを持っていません。買ってしまうと、こういう話をする
ときに「皆さん、買った方がいいですよ」とバイアスがかかってしまうからですが、今は買わ
なくてよかったという状態です。去年の今ごろだったら、買わずに損したという感じでした
が、今はだいぶ落ちてきたと思います。ただ、可能性はあると思います。
　補足ですが、投機対象としてのビットコインは法律が追いついていなくて、仮想通貨をう
たった詐欺が横行しています。今日は自治体の方が多いということで、ある意味、啓蒙活動
みたいなものが必要だろうと思います。去年の４月に資金決済法で定義はされたのですが、
送金手段としてのビットコインが定義されただけであって、投機対象としては特にまだ規定
されていないグレーな状態です。だから、詐欺も多いのです。
　われわれも会津大学でブロックチェーンをやると、会津地域のおじいちゃん、おばあちゃ
んのところに、「ほら、会津大学も研究しているブロックチェーンとやらの暗号通貨がある
よ。これはすごくもうかるよ。会津大学も支援しているよ」という話で詐欺師が回ると、おば
あちゃんとかは「会津大学がやっているのだったら」という感じになります。そういうことで
だまされないように、啓蒙活動が必要です。新しい決済手段ではあるので、良い面と悪い面
があるのですが、本当のところを知っても
らうということはすごく必要だと思います。
私も結構そういうところには呼ばれて啓蒙
活動などを行っています。
　ブロックチェーンとは、一般的にはみん
なで帳簿を管理する仕組みということです。
今までは銀行が全部帳簿を持っていて、
それにアクセスする形だったのが、ブロッ
クチェーンだとこのデータをみんな持って
いて、ここを改ざんしたとしても、他の人が
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持っているので改ざんができない。あるいは、ハッシュ化というのですが、全ての情報を次
に生まれるブロックの中にどんどん埋め込んでつながっています。それでチェーンと呼ばれ
ているのですが、チェーンでつながっているので、途中のものは改ざんはできないという仕
組みになっています。
　予測市場規模は経産省もいっていますが、地域通貨だと価値の流通・ポイント化で、大
体１兆円です。サプライチェーンは32兆円、シェアリングエコノミーは13兆円です。取り引き
の自動化や効率化に関しては20兆円です。例えば保険や何かで、事故が起きたときに事故
が起きたという情報が上がってくれば、契約書どおりにお金がその人に振り込まれます。今
までは人間がやっていたことを、契約が自動的に処理されて支払われるところまでできるの
です。結構浮き足立った感じで、すごく広がるのではないかといわれています。
　ブロックチェーンというのは帳簿全体で管理する仕組みで、単なるデータベースの一つだ
と考えてもらってもいいと思います。ただ、第三者がいなくても信頼が担保されるので、信
頼度のあるインターネットが期待されているといわれています。インターネットはHyperlink
と呼ばれていて、ウェブサイト単体だったものがつながったのです。全部つながったか
らインターネットという形で、今、いろいろなホームページなどとつながって見えるように
なったのですが、あれが１ページだけだったらあまり意味がなかったのです。それが今、
Hyperledgerという形で帳簿がつながっています。帳簿同士がつながり、しかも相互に監
視し合っているので改ざんができません。そういう状態になるので、インターネットはフェイ
クニュースも含めて信頼度の低いメディアですが、Hyperledgerとなるとある程度信頼が担
保されたインターネットのようなものが期待されていて、そういう可能性があるといわれてい
ます。
　ここまで行くと中央集権型が崩壊するのではないか、次の世界の担い手になるのではな
いか、シンギュラリティ後の世界です。2045年でしたか、コンピューターが人間の脳を超える
ようなときにどう世の中を管理していくかというところで使われるのではないかということ
です。ウェブサイトで探すといろいろいわれていて、国が増えるのではないかという人もいま
す。大きな国があって、そこで銀行組織がやっていたような仕組みがおのおのに分散化され
るので、銀行も分散化され、国も分散化されるような感じになるのではないかという人もい
ます。だから、テレビや新聞などで、世の中を変えるのではないかといわれている技術です。
　ただ、本当かという感じです。私もブロックチェーンに３年ぐらい関わったのですけれど
も、すごくみんな浮き足立っている感じがあります。MITメディアラボの伊藤所長が2016年
時点に、「もっと実験しなければと思う」とネットで言っていて、ビットコインもそうですが、
あれだけ値段が上がって今は下がっています。あれは今の人間で使える代物ではないので
はないかという話題が出ていました。だから、もっと実験が必要な時期だと３年ぐらい前か
ら思っていました。
　われわれは投機対象となるものは実験では扱っていません。ビットコインやイーサリアム
は扱っていなくて、われわれが扱うのはコンソーシアム型の中でもプライベート型というもの
です。
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　パブリックブロックチェーンは、よく盗
まれていて、ビットコインやネム、暗号通貨、
仮想通貨と呼ばれているようなもので、改
ざんが困難で、管理者がいなくて、取引に
結構時間がかかり、投資対象や投機対象
のようなものです。私たちがやっているの
は、コンソーシアム型ブロックチェーン。一
個一個はプライベート型ブロックチェーン
といわれていますが、これ自体は管理者
がいる状態です。例えば「地域通貨をやろう。管理者はいません」と言った瞬間にみんな不
安で仕方がない。ある日突然なくなったらどうするのか、「いや、知りません」みたいなこと
になるのですが、プライベート型ブロックチェーンというのは管理者が存在していて、その人
が責任を持って帳簿を管理します。プライベート型ブロックチェーンが多数集まって、連合
体を組んで相互に監視し合うので、改ざんできないことを担保するという仕組みです。これ
は増えれば増えるほどパブリックブロックチェーンに近づいていく。おのおのには管理者
がいるのですが、増えていくと管理者が全体としてはいないような状態になります。統合し
て管理している人はいなくなるので、パブリックに近い感じなのですが、管理者はいるとい
うことができます。
　あとは取引に時間がかかりません。プライベート型ブロックチェーンだと、マイニングなど
の仕組みを使わずに普通にサーバーが処理をするので、取引にほとんど時間がかからない
ので、対面で使えます。別名はパーミッション型と呼ばれていて登録制なのです。おのおの
の人は登録制で名前が分かっていて、そこにもひも付いていて、悪いことをするとすぐ捕ま
る状態になっているので、より安心な仕組みとして発達するのではないかといわれています。
　ただ、それも本当かという感じです。パブリックブロックチェーンとコンソーシアム型ブ
ロックチェーンのどちらがいいのか。そもそもブロックチェーンでいいのかが分からないの
で、実証実験をやろうということで３年前からずっと実証実験を繰り返しているのが会津地
域のものです。
　われわれの課題としては、「現代における治水はできているだろうか」ということです。
復興予算もそうでしたが、国からたくさんお金が来て、そのままどんと東京に返る感じなの
です。地域に何も残らないというか、借金だけです。穴が空いていて赤字になる仕組みだ
け残るのです。ここで治水工事をすれば、どんとお金が来たときに、地域で水を使って、あ
とは下に流す。入る量と出る量はどちらも同じなのですが、ちゃんと回しているのでいろい
ろな人が水が使えるという状態です。現在、地方はただ流すだけのような感じがするので、
治水工事ができないかということです。
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３．実証実験３ケース
　われわれはこの実証実験を始めるときに、お金をつくったりお金を回したりという経験が
圧倒的にないので、いろいろやってみようという感じで、イベント内通貨「萌貨｣、学内通貨
「白虎｣、チケットサービス「キマチケ」という三つを実施しました。

３－１．萌貨
　｢萌貨」は、地域には円で表現できない見えない価値、活動がたくさんあるという形で、こ
ういう活動を見えるようにできないかという目論見でやった感じです。
　まず、見えなかった価値を見えるようにするという形で、課題設定です。先ほどのおみそ
汁理論でいうところの、ちゃんといろいろな地域の人とカンバセーションをしながら、何が
課題で、それを解決するためにこのツールが一番いいのではないかという法則でものをつ
くっているわけです。これは元々会津地域で「Moe祭」というアニメ好きの若者が集まるイ
ベントがあって、北は北海道、西は九州から人がたくさん来るのですが、ほぼコミュニケー
ションを取らずにみんな元の国へ戻っていくのです。というのも、アニメ好きの方々はみんな
コミュ障と呼ばれている人間で、コミュニケーションが苦手で、全国から集まってきている
のにもかかわらず、あまりコミュニケーションをしないのです。だから、コミュニケーションを
してもらうことが価値なのではないか、知らない人同士が話すことはすごく価値があるので
はないかということで、コミュニケーションをするとお金が発行するという仕組みにしたらす
ごく面白いイベントになるのではないかということで、イベントの中でイベント内通貨という
形でやりました。
　日本銀行の造幣の仕事やビットコインのマイニングのようなことを握手に置き換えて、握
手すればするほどお金が入るような形にするとどういう価値流通になるのかということをし
ました。これが最初です。同じ人に何回やっても駄目で、一人に１回しかできないので、それ
といろいろな人に話しかけないといけないという感じです。共同作業、スマホフル、LINE
でIDを交換するときにふるふるするのですが、あれを握手と見立てて通貨が発行されます。
だからイベント会場でいろいろな人に声を掛けて、ふるふるします。ふるふるにした理由は、
コミュニケーションをするために瞬時に交換されるものだとあまり意味がなくて、ちゃんと
会話ができるように何かアクションを入れるためにやっています。これでためたものを使う。
福引のほか、痛車やコスプレの投票権に切り替わるので、皆さん頑張ってコミュニケーショ
ンしていただいた感じです。
　これで使われている経済活動の一部を、スマートコントラクトといって、税金として一部大
本に吸い上げていて、それでイベント内に仕事を出していました。ハローワークをイベント内
に出していて、ごみ拾いやティッシュ配り、お店の手伝いとか、今は人手不足でいろいろなイ
ベントをやろうとしてもなかなか人が集まらないのですが、お客さんにしてもらおうという感
じでハローワークを出していました。ハローワークで働くとこういうコミュニケーションでお
金を稼げて、こういうイベントが楽しめるという仕組みにしました。
　結構面白かったのですが、一番面白かったのはイベント経済の見える化です。この経済
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圏で頑張っている人は誰かというのが一目瞭然なのです。数多くの人とコミュニケーション
を取っている人や、イベント内の仕事の斡旋をしている。これは地域も同じで、実はお金を
回している人が地域経済にとってすごく大事なのではないかということです。今まではお金
をたくさん持っている人は何となく分かったかもしれませんが、お金を回している人はなか
なか分からなかった。例えば会津若松だとお茶文化が盛んなのです。千利休が殺されたと
きに長男をかくまったりしていて、そのときからずっとお茶文化が盛んなのです。お茶文化
があるので茶屋がもうかり、着物屋がもうかり、和菓子屋がもうかるというふうに、地域経
済を回しているわけです。しかし、経済が疲弊してくると、みんな文化的な活動から削り始
めます。いったん削ってしまうと、着物屋がなくなり、茶屋がなくなり、経済が復活したとし
ても私たちの地域の消費を喚起するような文化的なものがなくなります。文化的なことが
復活したとしても店がないので東京から買わないといけない。消費と文化が連動しないの
で、そういう文化自体もどんどんすたれていくという状況になっています。だから、経済が疲
弊してくると、もしかしたら文化に投資した方が地域経済を喚起できるかもしれません。でも
今、経済が疲弊したときにお茶をやっている人に「お金を出します」「補助します」と言った
ら、多分「えっ」となると思います。しかし、そういう形で電子的にデータが取れていればお
金を回している人が誰かということが分かるので、地域経済にとってお金を回している人に
補助を出しますという形で定量的に示すことができるようになるのではないか、そういうこ
とがイベントから見えてきました。
　そして、すごく頑張ってくれている人を運営側が放送で「IDナンバー何番の人」と呼んで、
その人を勝手に表彰します。そうしたら、その人はまた喜んでいろいろやってくれるのです。
そうなると、もっと経済が回り始めるという形になります。そういう意味では、今までの紙幣
が回っている段階ではログは取れなかったのですが、こういうログが取れるというのはすご
く破壊力があると思いました。
　実証実験したのは「福島Moe祭」というイベントです。実証から見えてきた世界ですが、
イノベーションポイントだと思うのは、ブロックチェーンのテクノロジーによって小さな価値
循環を手軽に生み出せるようになったことです。今までこういうイベントで「Ｔポイントみた
いな仕組みをつくろうぜ」と言ったらものすごく膨大なお金がかかっていたと思うのですが、
それがすぐにつくれるというのが今のイノベーションポイントだと思います。そして、つくった
ものを運用してみるというところです。
　あとはレートを設定して、居酒屋に流していました。ここでのポイントが居酒屋でも使え
るので、イベントに来た人が大量にこの居酒屋に流れるという感じです。一人お客さんを
送ったら何円みたいな形でリターンをもらうことによって、ここの運営費に充てることができ
ました。
　地域の価値循環の仕組みとつながるというところが実証実験のポイントでしたが、世の
中を見渡すとこういう価値循環の仕組みは結構あります。行政だと地域振興券をやってい
ます。小売店だとＴポイントもありますが、おのおのの店でポイントカードをやっています。
企業内通貨のようなことをやっているところもあるし、電力なども各社が個別でやっている
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という感じはあります。もし個別でやっているものをわれわれがやっているブロックチェーン
で置き換えてもらうとつなげることができるので、レートで交換できるようになると思います。
　NHKに放送してもらったのですが、日本全国の地域通貨をやっているところから問い
合わせが殺到して、いろいろ話を聞くと、地域通貨は結構問題になっています。その一つに、
お店が増えないからユーザーが増えない。お店側からすると、ユーザーが増えないのでお店
は増えない。どちらが先かみたいな感じになっていて、経済圏が広まらないという悩みがあ
りました。しかし、われわれの案は、今、回っているものを置き換えればいいだけです。置き
換えて、それがつながれば、全体で使えるようなものになります。もしこの全体で使えるよう
な価値交換の仕組みをつくろうとなった瞬間、それは円との競合になっていきます。全体で
全部使えるのは円なので、円に勝てません。わざわざ円の再発明をしても仕方ないのでは
ないかとなると、いかに小さな価値循環をちゃんと回して、それをどうつなげていくかがすご
く大事なのではないかと思いました。
　今は詐欺がたくさんありますが、IPOという上場の形があるように、ICO（Initial Coin 
Offering）という資金調達の考え方があります。今、岡山県の西粟倉が、エストニアでエス
トニアコインをやっているような感じでやっています。今まで行政は税金でお金をもらって
それを再分配していたのですが、ICOができるようになると、例えばアフリカでは「橋を造
ります。そのためにお金をください」とやると、税金でお金を取る以外に投資してもらう入り
口が増えます。それで活力が上がれば、そこに投資した人にもリターンがあるという状態で
回せるので、こういう可能性もあるのではないかと思います。ブロックチェーンでなくてもイ
ベント内通貨みたいなことはできるのですが、ブロックチェーンでやる理由は、ある意味世
界的なフォーマットになるので、こういう形で世界中からお金を集めることが将来的に可能
になるからです。
　今まではポイントのシステムをつくるとなると、開発費用をどうするとか、メンテナンス、
不正防止、連携をどうすると考えるとすごく大変でしたが、今だとオープンソースが幾つか
あるので、オープンソース用につくってしまうという時代になったと思います。これ自体は会
津大学が協力して開発しているオープンソースなのでわれわれは簡単に使える状態にあり
ますが、一般の方だとまだ少しハードルがあるかと思います。しかし、こういう時代にどんど
んなっていくと思います。
　あとは、非スマホ対応が必要です。キャッシュレスが進んでいて、スマートフォンが前提に
どんどんなっていますが、それで良かったのかとすごく感じるところです。われわれがイベン
ト内通貨、学内通貨をやっている理由は、若者でスマホを持っていることが前提なのでそ
れをやるのですが、スマートフォンを使った地域通貨の事例で、おじいちゃん、おばあちゃ
んがたくさんいる所でスマートフォンによる地域通貨をやっている時点で多分ミスマッチだ
と思います。ただ、インターフェースを合わせればいいとは思います。フェリカカードやペー
パーウォレットなど紙でやることもできるので、こういうインターフェースは必須になると思い
ます。
　また、技術より大事な運用ということで、これは結構面白いと思ったのですが、これから
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の行政を考えると、サービスをする方と受ける方で分割するのは結構まずいのではないか
と思ったことがあります。私は東日本大震災のときに仙台で会社を経営していました。震災
以降２か月ぐらいは仕事という仕事がなくなって暇になったので、沿岸部のボランティアに
行ったのです。日本財団のボランティアでアセスメントを取るというボランティアでした。オ
ストメイトの人がいるのに設備がないとか、人工肛門の人がいるのに洗濯物を分けて干し
てあるかというアセスメントを取るというボランティアで行ったので、沿岸部の避難所とい
う避難所を網羅して見ていきました。
　そのときに、うまくいっている避難所とうまく回っていない避難所があって、うまく回ってい
ない避難所は行政の方はすごく頑張っています。本当に寝ずに頑張っていて炊き出しをやっ
てという形で提供していて、避難している方は、「昨日とメニューが一緒だ」「おにぎりが賞
味期限を切れているものを使っているのを見た」という形で結構ぎすぎすしています。うまく
回っている方は、給食当番みたいな形で当番制にしていて、避難している人が炊き出しもし
て、行政の人はそれをサポートするという形で関わっていました。結局、当番制にするとサー
ビスをする側に回るタイミングがあるので、文句があるのだったらサービスをする側になった
ときにやればいいというモチベーションで回るので良かったと思うのです。サービスをする人
とされる人と二つに割った瞬間に、ああいう分断が起きるのだとすごく感じました。
　だから、われわれがハローワークを入れた理由は、イベントに来た人、お客さんというの
はサービスを受けるという立場で来ているのですが、イベントに来たらサービスをする側に
回れるという口をつくってあげることによって運営側に引き込む、そうなると不平不満とい
うのは私が運営側に回って改善すればいいという形になるので、イベントがよりよく回ると
考えたからです。サービスを受けるつもりで来た人が、それ欲しさにサービスを提供する側
に回るので、通貨というのはある意味、人に役割を与えるような仕組みなのだと思いました。
こういう回し方がこの通貨にできるという感じです。
　また、普段からサービスする側とされる側を、イベントやいろいろなところで混ぜるからこ
そ、被災地になったり、災害が起きたりしたときに、自然にサービスをする側に回ってもらえ
るような仕組みになります。これがずっとサービスを受ける方で慣らされてきていると、災害
が起きたときもサービスを受ける側にみんな回ってぎすぎすしてしまうと思います。だから、
地域通貨もサービスする人とされる側をぐちゃぐちゃに混ぜ合わせるみたいなことを、こう
いう通貨の仕組みをつくってやっていくとすごく面白いのではないかと思います。

３－２．白虎
　｢白虎」は、2017年１月時点です。大学の学食がITの大学なのに全然Suicaなどが使えな
い。隣の中国はどんどんQRコードでやっているから、そちらにするかみたいな感じでやった
という感じです。実証実験をすると手数料１％とかサーバー代ぐらいで運用が可能で、別の
ビジネスモデル、広告費とかで賄うことで限りなく０％に近づけることができるみたいなこ
とが学内通貨に関してはやりました。
　将来的に手数料１％とか０％の島が大きくなると言っていたら、今日いらっしゃっている
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LINE PayやPayPayとか、現在は相次いで登場しているので、ある意味で役割は一つ終え
たという感じです。われわれのサービスが広がるというよりは、その課題がクリアできれば
それでいいので、こういう形でいけるかと思います。地域にとっては本当に手数料が少ない
形で電子決済ができれば文句はないわけです。そういう形で進んでいるかと思います。
　ただ、われわれはこれで面白いと思ったのが、サーバーリソースを学生が提供する、マイ
ニングを学生がすることによって、食堂は学生にただ飯を食わせていればシステムが維持
されるという仕組みです。学生からしても、今はみんなお金がなくて困っているのですが、
こういう形でできる技術を持ち寄って学校の食堂を維持するようなことはすごく面白いみた
いな感じで、今、これはこれで進めているところです。
　あとはプレゼンの発表です。学生が発表するタイミングがありますけれども、そのときに
「良かったよ」と投げ銭のような感じで、いい発表をすると飯が食える状態になるのです。
これはこれでモチベーションになりますし、コインとメッセージを絶対に付けないといけな
くなっているので、感想や質問など、コミュニケーションが促進されるようなことはできると
思います。

３－３．キマチケ
　LINE PayやPayPayという形で手数料がどんどん下がっているのですが、地域側の思惑
は入りづらいのです。地域でこうやってほしい、地域にはこういうサービスが望まれている
みたいなことは大手の仕組みにはなかなか入りづらいので、「キマチケ」は地域の人はどう
いうものを望んでいるかということを導入しました。

○実証実験の動画上映

　送れるというのは、ラーメンチケットを作って遠くにいる人にお歳暮などとして10枚つづ
りをあげる、LINEのメッセンジャーで送ることができるという感じです。例えば東京のポス
ターに「喜多方のラーメンが当たるゲームをやっています」ということを書いて、その結果と
してチケットを手に入れて、店でそのチケットを使えるというふうに使えます。
　あるいは、「いちげんさん」や「常連さん」とぱっと出ます。お店の人は常連さんにサービ
スしてあげたいのですが、ラーメン屋となると人数が多過ぎて覚え切れないのです。だから、
なるべく常連さんと分かるようにしたいという要望で、ああいう表情をつけています。また、
今は人手不足でお金を払うところに人が並ぶので、メニューのところにQRコードがあって決
済が既に済んでいて、ぱっと店員に見せるだけでできるものにすると決済のところが混みま
せん。
　それから、ラーメン屋は大体食券方式です。買うのに並びます。また、他の店のメニュー
やラーメン以外のメニュー、ソフトクリームやせんべい、喜多方には他の魅力もありますが、
そういうものが分からない。アプリのイメージとしては、喜多方の町じゅうのいろいろなチ
ケットが買える食券販売なのです。だから、喜多方に行く前に、私はどの店に行って何を食
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べようみたいなことを決められて、決済自体はメニューのところで済むという話です。
　もう一つ大きなところはキャッシュフローです。クレジットカードだとお金が入ってくる
のは結構先になります。しかし、ラーメン屋はなるべく早く欲しいのです。みんな結構かつ
かつでお金を回しています。新しい取り組みをしたり、お店をきれいにしたり、改装したり
しようとするとまとまったお金が必要になるのですが、そういうのがなかなかキャッシュフ
ロー上難しいので、先にお金がもらえるとすごく助かります。ラーメン屋に合わせてどういう
金融の仕組みが必要なのかをデザインするというのが現段階です。
　今までそういうお金のやり取りや決済の仕組みは、大手がつくった仕組みを使うのがほ
ぼ全てだったと思うのですが、こういう技術によってそういう人たちに合わせた決済の仕組
みを独自で開発できるような時代になってきたと思います。

４．まとめ
　｢パン屋でパンを買う購入代金としてのお金と、株式取引所で扱われる資本としてのお金
は二つの全く異なった種類のお金である。お金は『人間が幸せになるために作った道具』
であるが、人間はいつの間にかその道具に使われている。新しい取り組みが必要だ」。これ
はミヒャエル・エンデが言っていたことの意訳です。お金自体は人間の幸せのためになるも
のなのに、今は人が使われている。だから、人間が使うお金は何か、それを再定義できると
いうのが今の段階かと思って、これは面白いと思ってやっています。ですから、これは深い
イノベーションというか、今まで何十年か何百年かやっていた仕組みが変わる可能性があり
ます。
　それから、いろいろな実証実験をやってみて思ったのですが、ブロックチェーンやこうい
う取り組みはやってみないと人に伝わらないものなのです。禅もそうだと思います。禅も多
分言葉で伝えては駄目で、体験を通じてのみ禅は伝わります。不立文字というのは、文字に
した瞬間、陳腐になってしまうという類いのものです。実証実験をやることによって一歩一
歩前進できるようなものが、こういうお金を扱う地域通貨のような取り組みだと思います。
　日本全国で皆さん切磋琢磨しながら地域通貨に取り組んでいます。私は地域通貨をやろ
うと思っていなくて、ブロックチェーンでああいう形でやっている間にだんだん合流した感
じなので、地域通貨に関しては専門家でも何でもないのですが、この技術はすごく夢があ
ります。
また、福島県は大量の復興予算を使ってきました。そういう意味では、世の中に価値あるも
の、新しい価値が循環するようなものを提案していくという立ち位置で、先進的にできれば
いいと思います。
　大阪は商人のまちでもあり、東北の人よりももしかしたらこの分野はすごく運用の方が長
けているかもしれません。東北の方は割と運用に長けていなくてなかなか前進できないの
ですが、こういうところをいろいろな地域と連携しながら進めていければすごくありがたい
と思います。
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質疑応答

（藤井）西粟倉のコインだと、地域をつくる仮想通貨という形でこういうサイトが出ていま
す。なぜ西粟倉がICOをするかと書かれているので、ご興味がある方はこういうところを
見ていただければと思います。

（Ａ）貴重なお話をありがとうございました。先ほどのお話の中で３点質問があります。
　　電子署名とか秘密鍵を使うとおっしゃっていたブロックチェーン技術はすごく素晴らし

いものだと思い感嘆いたしました。質問の一つ目としては、費用の問題を教えていただき
たいのです。秘密鍵を使う場合は恐らくサーバーが要ると思ったのです。そのサーバーに
関してすごく費用がかかるものであれば自治体や地域の振興会で持つのが大変だと思っ
たので、費用面が気になります。

　　２点目は、地域振興で同じような価値を創造するということで、総務省のマイキープ
ラットフォームがあるのかなと想像したのです。自治体としてマイキープラットフォームを
使わずにこちらの技術を使う場合の利点や差別化、単純に考えたらインバウンドを思い
付いたのですが、違いがありましたら、ぜひここだというところを教えていただきたいと
思います。

　　３点目が、地域価値を創造することを進めていくと、恐らく地域の中で独自の貨幣基
準ができてくると想像しました。その場合、例えば貨幣の統一基準が変わってくると思い
ます。そういう形で今後、日本円ではなく違う形のブロックチェーン技術の貨幣価値を続
けていった場合に気を付けなければならないところや、もっと進展していったらいいとい
うところがありましたら、ご教示いただけたらと思います。
（藤井）まず、費用的なところです。よくブロックチェーンをやるとコストダウンになるみた

いな話が結構あります。いわゆるセキュリティの話や改ざんされたらどうかみたいな話が
いろいろあるのでコストダウンといわれているのですが、われわれの中では本当にコスト
ダウンになるのかというのは分からないのです。ブロックチェーンは複数台で相互監視す
るというか、普通は１台で済むことを複数台でやるので、そういう意味ではサーバー代自
体は高くつくことになるのです。

　　われわれがそれを安くしていこうということでは、例えば学内通貨は、学内で使えれば
いいのです。VISAやMasterなどのクレジットカードに関しては、世界中で使われないと
いけないし、ダウンしたら大変なことだというシステムです。しかし、こちらは学内の食堂
で使えればいい。同時アクセスがたくさんあるかというと、結局食堂で人が並ぶので大
量に何万人が同時に来ることは特にない。そう考えると、サーバーリソース的にはそんな
になくても回る。われわれの場合は最小単位で、ラズパイというすごく小さい、数千円で
売られているようなパソコンを複数台つなげて運用することができました。そうなるとす
ごく安くなるのです。

　　あとは、別のビジネスモデルで賄うということがあるので、学内通貨だと結局学生に来て
ほしいお店がたくさんあるので、そういうところから広告費用をもらって運営していきます。
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そういうところがすごく信頼性が高いです。
　　あとは、先ほど少しありましたが、学生にサーバーを提供してもらうという形もあります。

提供してもらったものを「白虎」で支払うので、食堂からすると円で外には出ていかなく
て、学生が「白虎」で支払っていればサーバー代が維持できる状態になります。今までは
学生のサーバーを使うと怖くて仕方がなかったのですが、ブロックチェーンの仕組みとし
ては１ノードとして相互にやりとりしているだけのサーバーになるので、学生が使っている
サーバーでもできるというのがメリットです。幾つか工夫は必要なのですが、コストダウン
自体は可能だと思います。

　　２点目は、総務省のサーバーについて私は詳しくないので分からないですが、この仕
組み自体はもしかしたら民間を入れた方がいいと思います。行政でロックをかけてしまう。
例えば地域通貨をやろうとすると、ある意味銀行業をすることになります。そこのコンテ
ンツとしては町のいろいろなイベントとか何かを絡めていくわけですが、それは行政が得
意な分野だったか、すごく疑問ではあります。価値を回していくようなことは、もしかした
ら主役は町の人であって、そうなるとやはり民間かと思います。だから、行政でこれを公共
サービスとして提供していくとなると少しハードルは出てくるのかと思います。富山県でも
始めていますが、最初は行政の方はたくさん入っていたのですが、ゴーのときには民間が
集まっています。そこにお金を入れたり、サービスを入れたりするところに市が絡むといい
と思います。例えば喜多方ラーメンチケットは民間で全部作っていて、チケットの購入をし
てくれる人が市役所なのです。雪かきをしてくれた人にラーメンチケットを配るみたいな
ことで使ってもらう。なるべく利用者として使うのが市であって、運用自体は民間にした
方がいい。そう考えると、そういう総務省のものを使ってしまうと公色が強くなるので、つ
らいことがあるかもしれないというところです。

　　三つ目は、お金の変動が出てくるとどうかというところで、われわれもやってみないと分
からないところがあります。例えば、国でマイナス金利にまでしたのに、一部不動産業が
もうかっただけになって、すごく不本意だとの話を聞きます。

　　その理由は、もしかしたら金利を上げる、下げるという経済政策は粒度が粗過ぎるの
ではないか。地方はちゃんとデータを取って、そのデータに基づいて経済政策を打つみた
いな細かい経済政策を打たないと、地方の経済の流れは変わらないのではないか。それ
に対して、川の水の量を調整したとしてもあまり意味がありません。だから、理想的な形
は、自分たちのお金の回し方というのはある程度地域で担ってもらって、どうしようもなく
なったときに日銀がフォローするぐらいの方がいい。経済が悪くなるとみんな日銀に「ど
うにかしてください」とお願いに来るけれども、「俺ら、そういうのはできないよ」という
のが現状のようです。他に何か方法がないかと考えたときに、こういう地域で価値流通を
独自でやってもらうというのはすごくありなのではないかと好意的に見ています。だから、
これを進めていくことはありだとは思います。

　　金利という制度もどうかなとは思うのですが、交換していくところをどう機能させるの
かは今後かなということです。ミヒャエル・エンデが言ったのは、「どちらかというとお金
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は腐った方がいい。お金は腐らないからみんなためてしまう。腐るのだったら、みんな
がどんどん使って経済はぐるぐる回る。だから、経年劣化する方がいい」ということです。
そうなると、今までやっていた日本円とエクスチェンジというのは結構難しくなってきて、
レートでやっていくのはなかなか難しい。その辺をどうするかと思ってはいます。

　　ただ、われわれがやりたいのは、こういうふうに簡単に通貨をつくれる仕組みがだんだ
んできてきたので、それ同士が戦うというか、ちゃんと回っているものは経済圏を大きく
するし、下手なものは消えていくという形です。今まではそういう競争はそもそも行われて
いなかったのですが、自然の摂理からするとそういう仕組みの方が地域にマッチしたと
いうか、生活にマッチした価値交換の仕組みになっていくのではないかと思います。まだ
まだこれからではありますが、すごく可能性があると思います。
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　藤井さんに比べると、私は地域通貨を古くからやっているので、少し古典的な話になって、
若干スリリングなところがないかもしれませんが、お付き合いいただければと思います。
　私は大学の中で環境分野が、まだあまり学問領域として認知されていないころから取り
組んできて、理系や文系の先生方が、それぞれの研究領域から取り残された分野を、私が
拾ってやってきたという経緯があります。そういう中で、地域通貨というのは、ある意味、研
究からこぼれ落ちた領域の研究ということで始まったところがあります。
　私は研究の関係で、地域のいろいろなところに関わっていますが、今日お話しするのは北
九州の話が中心となります。その他にも、香川県の豊島などいろいろ地域に入ってきたので
すが、大御所の先生に連れていかれて１回まず紹介されて、「あとはよろしく」と言って先
生がいなくなったところにずっと入ってやってきた感じです。そういう意味では私は十数年
来、北九州とお付き合いをし、結構地道に地域に関わっていました。ですから、大学の中で
は学位を取っていないと怒られるのですが、メインの領域からこぼれ落ちた領域の研究で
は、なかなか論文が書けず、怒られながら地域の取り組みに携わっているということです。

１．地域通貨とは
　私どもの取り組む地域通貨は、地域通貨と申しましても、私どもは2000年当時から、環
境問題の解決に特化したような通貨ができないかというコンセプト提案から取り組んだと
いう経緯があります。ですから、世の中では地域通貨とかエコマネーとか、最近ではエコポ
イントとかいろいろな形で呼ばれますが、私どもは特に環境系に特化したものを地域環境
通貨として、研究としては定義してきました。しかし、環境に特化するというのは研究者の
エゴで、そのもの地域環境通貨として実施されたものはなく、いろいろな地域の地域通貨

事例発表①

環境に特化した地域環境通貨とは
～循環型社会構築に向けて～

講師：早稲田大学環境総合研究センター 研究院准教授／主任研究員　 永井　祐二 氏

1996年早稲田大学大学院理工学研究科化学専攻修了、在学中から大
学に関連する地域コミュニティビジネスに携わる。1999年より早稲
田大学の環境・エネルギー分野の研究コーディネータを担当。
特に地域における環境改善および地域活性化の取り組みに重点を置
いた研究に従事する。2012年早稲田大学にて博士（学術）取得。専
門は環境情報で、地域通貨、再生可能エネルギー、地域ICT利活用
など。
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の運用の中に環境側面を入れてくるというところで活用されてきたものです。
　地域通貨の歴史は、皆さんもいろいろなところでお聞き及びだと思いますので、今日は簡
単に話します。そもそも地域通貨は、欧米では地域経済が疲弊してお金の流通が冷え込ん
でしまったところに、地域通貨で何とかしましょうという経済政策として導入されてきました。
　日本でもバブル景気が終わった以降から、2000年前後くらいが、第１次の地域通貨ブー
ムがありました。、経済対策としての地域通貨を日本でもぜひやりましょうということで、い
ろいろなところでそういう実験が行われました。そういう中で早稲田大学のご当地でもアト
ム通貨みたいなものがあって、紙幣ベースのお金が地域で環境にいいことをするともらえて、
それを地域の商店で使えますという流れをつくってきました。
　日本では地域通貨といいながらも、どちらかというと経済政策というよりも、一種の肩
たたき券のように、地域でいいことをすると地域通貨がもらえて、地域コミュニティの新し
い価値を発見していこうという位置付けで運用されたところがあります。福祉やまちづくり、
環境分野に使われることが多かったので、地域問題の解決につながる地域通貨、あるいは
副次的な効果といわれていた地域コミュニティの再生というところに、むしろメインの効果
が期待されているような地域通貨がどんどん出てきました。
　海外で取り組まれた政策が日本に輸入されたときに、その内容が変容することがよくあり
ますが、地域通貨も通貨という機能より、そうしたコミュニティ機能が非常に注目されたも
のと思います。
　アメリカのイサカというところのイサカアワーというお金は、日本で地域通貨をやってい
る人がたくさん現地へ視察に行いきました。そういう中で、｢日本では、（コミュニティの活性
に）こういう使い方をしていますよ」という話をして帰ってくるんですが、逆にアメリカの方が
｢これはスローライフと地域通貨と結び付けて考えられるのではないか」と影響を受けて、コ
ミュニティでのカーシェアリングや集団での農作業などで地域通貨を使えるように変容させ
たり、双方でいいところ取りをしている感じで深化しています。
　日本の地域通貨は、そのほとんどが始まって数年社会実験を経て、消えています。その多
くの原因は、地域通貨を維持するための原資をどうするかということと、運用面の難しさと
いう課題です。
　原資の調達は、海外の地域通貨に多い考え方ですが、企業や商店が地域通貨によって
寄付をすることで地域のさまざまな活動を支えていきます。地域に流通した地域通貨が、
最終的に、企業の製品やサービス、商店等で使えることによってぐるりと回って寄付負担者
ところに返ってくる循環が描けます。地域の企業や商店が自社の商品やサービスの提供や
割引をするなど、地域通貨の原資を引き受けていくという流れです。企業としてみれば、お
金で寄付をするよりは、地域通貨ならば確実に自分の商品の購入に充ててもらえることに
なり、企業も、通貨を活用して活動を行う地域のNPOも、活動の対価として通貨をもらう個
人も、三者が得するといわれてきました。ただ、地域経済が冷え込んだときに地域通貨が
流行るものですから、こうした企業等が経済循環の意義を理解していないと、なかなかこ
の原資さえ調達がうまくいきません。
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　そこで、最近の地域通貨というのは、どちらかというと行政が胴元になってバウチャー的
な発想で地域通貨適応することが多くなっています。ある問題を解決するために、その問題
に特化した地域通貨をつくることで、特定の経済を支えていくような流れをつくります。例
えば、行政が教育目的で発行した地域通貨がぐるりと回って地域の学校の補助金に回って
いくような流れです。ダイレクトに行政が学校の補助に出してしまうこともできるわけですが、
いったん住民の手を介すという中で地域のお金の循環をつくっていく、そうした循環を回す
ことによって、支持されるサービスを活性化していこうということができます。
　地域通貨というのは、地域の中で地域の課題に対して目的意識を持って、独自のルール
を決めて回せる価値体系です。また、一般的なお金と違って、誰もが平等に持っている時間
を単位にお金を出し、先ほど藤井先生の話でありましたように、相互の信用という中でお金
を生み出していくという話がありましたが、そういう設計が自由にできてしまうのが地域通
貨です。私どもは、これを環境分野の課題解決に使えないかということで提案を行ってきま
した。循環型社会をつくっていく中で、例えば環境に配慮した商品の取引や、資源がゴミと
して散逸してしまう問題には、資源を回収するためのインセンティブとして活用したり、ある
いは環境関係はどうしてもボランティアが多くなってしまうので、その対価を地域通貨で支
払うとか、そうした地域の課題を考える糸口としての地域通貨が活用できないかと取り組ん
できました。
　環境に対応した地域通貨をデザインするときに、例えば再生素材としてペットボトルの再
生品を作るというイメージにすると分かりやすいでしょうか。ペットボトルをそのまま捨てる
のではなくて、ちゃんと回収ルートに載せるとペットボトルのリサイクル品の材が集めやすい
と仮定します。その資源の物流の中で、地域通貨が、その回収の循環がつながるように逆
流して回るような枠組みを作ることができれば、環境問題の解決につながるのではないか
というのが、われわれは地域環境通貨のデザインです。
　結局、国内では、地域通貨に、実経済に影響を与えるほどの価値を持たせた事例は、期
間限定の社会実験や、経済施策としてバラマキ的に予算が確保されているもの以外には、
なかったと言えます。継続的に行
われる地域通貨では、何らかの
行動を１回やると５円ぐらい、もの
によっては１円ぐらいの経済的イ
ンセンティブにしかならないとい
うこともありました。
　ただし、われわれはそういう低
いインセンティブの循環であって
も、地域通貨が何らかの指標とし
て扱われるような流れができない
かということに着眼し、さまざま
な社会実証実験を行ってきました。
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２．日本におけるエコポイント
　先ほど申しましたように非常に、地域通貨の話は古い研究の話で、実はこの研究の話も、
私も最近はすることがなくなっていました。2000年前後から研究してきて、何度も地域通貨
ブームが来ては、消えている話なので、若干私も遠ざかっていたところがありますが、最近
また地域通貨の話が出てきているので文章を書けと言われて、昔の資料を引っ張り出して
いる状況です。
　2000年以前には結構スタンプカードやシールポイントがはやったのですが、2004年に住
基カードを使った社会実験ができないかということで、総務省が初めてICTを活用した地
域通貨をやるという社会実証がありました。このあたりから私どもは、地域通貨研究に参入
をしてきたわけです。当時は、ICTのシステムが高価で、システムの実証は行われたものの、
そういうシステムがなくても地域通貨はできるというのが、多くの取り組みにおける結論と
なり、ICTシステムを用いないシールなどのアナログな仕組みに先祖返りしてしまったうとこ
ろがあります。
　そのようにアナログなシステムが運用される中で、政府も家電エコポイントなどは、レ
シートを貼り付けて郵送するというアナログなシステムで実施することになりました。
　最初にわれわれが取り組んだのが、前述の総務省のICT事業の一環である北九州市の
北九州市民環境パスポートという事業です。これは、地域で環境にいいことをするとポイン
トがもらえて、環境にいいことに使えるという仕組みでした。行政が胴元となり、ポイント運
用をNPOが支えるという取り組みになっていました。2004年ですので、もう14年前になりま
す。いろいろな地域通貨がもらえるプログラムをそろえるのに、市役所の中でも環境ポイン
ト対象の事業を、環境セクションに限らず、各課に手を挙げてもらってかき集めて、延べ112
の参加プログラムをつくり上げました。実証実験なので３か月で終わっていますが、1,000
人ぐらい参加者を集めて社会実験を行いました。地域清掃などには、普段は高齢者しか
参加しにところに、インセンティブ効果で多くの子どもが参加するようになり、副次的効果
としてコミュニティ活性につながったという話になりました。
　貯めたポイントが地域で使える場所としては、北九州の場合は、パスポート事業と同時
並行でごみの有料化に取り組んでいましたので、ポイントがごみの有料袋に換えられたり、
地域の企業が製造する環境配慮商品に使えるようになっていました。北九州市はもともと
環境配慮商品の支援や有料ごみ袋に取り組んでおり、このプラットフォームを使って環境活
動に参加する人に、環境配慮商品を配布することで、そうした商品を応援したり、本来は有
償のごみの袋を減免するシステムを、ポイントシステムで構築したという事例です。
　その中で、われわれが特に力を入れたのが、環境活動の見える化です。環境といっても
一口にいろいろな取り組みがあります。北九州では112のプロジェクトがありました。そこで、
われわれは、環境行動のパターンを９分類することで表現しました。その活動が消費削減
なのか、リサイクルなのか、地域づくりなのか。活動ごとに星取り表を作って、物によっては
CO2削減につながるようなものは、数値化して、見せる仕組みを作りました。。
　CO2の削減量は、当時の表なので現状は違うものもありますが、LCA（ライフサイクル
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アセスメント）の一つであるLCCO2（ライフサイクルCO2）でこの行動がどのぐらいCO2削
減になるのかという計算根拠を示して、CO2は目に見えないものですから、それを樹木が１
年間に吸収するCO2の量に換算してみせるという表示方法を考案しました。
　こうしたCO2の見える化表示は、10年前にわれわれが取り組んできたのが最初の取り組
みになるかと思います。
　われわれはこれをグリーン通知票と呼び、個人がどのぐらい環境活動に取り組んでいた
かを地域通貨の利用を基に見える化していくというものでした。個人の通知表では、先ほど
の９分類した取り組みのポイントが、参加者の偏差値で示され、仲間の中でどのぐらい頑
張ったかとかが見えます。また、その中でCO2削減につながるものは、樹木や葉っぱで表現
されました。これは、一人で活動していると大した量にならないのですが、北九州市全体表
示の通知表で見ると、森何個分という感じで成果を見ることができます。
　われわれは「活動するとポイ
ントがたまる、活動にコード番
号を持たせてそれをユーザーID
と紐付けてサーバー上で管理し
て、履歴を活用して見える化をす
る。」というところで、特許を取得
しています。われわれは10年前か
ら、特許を押さえながら、こうし
たシステム構築に取り組んでいま
す。今、100円買うとポイントが１円
たまるという特許も世の中にはあ
ります。こうしたシステムづくりには特許が必ず絡んできます。システムだけでなく、当時は
エコマネーという言葉があったのですが、この商標を押さえた方がおられて、なかなか使い
づらくなってしまいました。われわれは、こうした仕組みが使えなくならないように、防衛策
として特許を取得しました。
　さて、実証実験で環境パスポートに取り組んだ北九州市ですが、今ではその後継として
「ていたんポイント」という形で続いています。実証実験ではICTを活用したのですが、そ
の後いったんシールに先祖返りして、また最近になってシステムを使ったような運用に変え
ていくべきという話をしています。

３．地域通貨のインセンティブの考え方
　いずれにしても、われわれが実証で行ってきた地域通貨で重要だったのは、いわゆる経
済的なインセンティブとしての地域通貨という側面だけに着目するのではなく、先ほどの
CO2削減の表示によって、ログを見せるというところの効果を重要視してきたという点です。
環境パスポートの当時からわれわれは地域通貨の中で、そうしたログを運用してみせると
いうことで、いわゆる通貨の価値だけではない新たな価値を見せていくことが非常に重要
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だろうということを提唱してきました。そうした中で、このポイントに関与した企業が、実は
環境に頑張っている企業なのだと見えるような仕組みをつろうと取り組んできました。いろ
いろなところでバラマキ型の通貨が多く、そのインセンティブ機能に注目が行きがちですが、
通貨の利用ログが何を意味していたかとか、このポイント活動によってどれだけ効果があっ
たのかというのを見ていかないといけないと思います。そういういみで、せっかく地域通貨
にICTを活用したのに、ログの活用のないのは本当に意味がないと思っています。

４．都市－地域連携モデルの構築
　もう一つ原資の話の中で多いのが、日本全国で今ポイントが共通化をしていくという流
れがあろうかと思います。具体的には、個別の商店の独自ポイントをまとめて、Ｔポイント、
Pontaポイントなどにまとめていこうというものです。ちょうど2000年前後に日本全国の商
店街にポイントシステムが導入され、それがそろそろ老朽化して、次に乗り換えないといけ
ないというフェーズになっています。そうした中、ポイントの共通化という流れが加速いてい
ます。個別の商店のポイントでは、お客さんの利便性が低いので、共通化して使えるポイン
トするという考え方ですが、ポイントにより個別の商店が顧客を囲い込めるどころか、個店
が減資を負担した共通ポイントは、大手にポイントが流れています。地域でためたポイント
を地域で使ってくれるということはほとんどありません。Ｔポイント、Pontaポイント、楽天
ポイントはお金がどこに流れるかというと、Suicaであったり、JALのマイルだったり、金銭
的な兌換価値のあるところに流れていくという状況があります。つまり、地域の商店で負担
した減資が、中央の大手企業の方に行ってしまっているのです。
　われわれは環境の活性化を考えたときに、地域の中で価値が循環する流れを作りたい
のたいのですが、例えば地域新電力などの地域主体の取り組みでも、新電力のお客さんの
奪い合いの中で共通ポイントをインセンティブとするものが、多くある状況です。
　地域の振興を考えたとき、お金は地域から都市へ流れていってしまうのですが、逆に、
地域通貨を使うと都市からポイントが返ってくるような仕組みづくりができないかと考えて
います。大都市の中で環境にいいことをすると、地域で使えるみたいな流れができないかと
いうことに随分取り組んできました。
　昨今、そういう中で地域と都市をつなぐ中で再生可能エネルギーという話が出てきまし
た。太陽光・風力を始め、大規模な再生可能エネルギーは都市部ではなかなかつくりにく
い。それに対して、地域はそういうものが豊かにつくれるという現状があります。その時、都
市と地域は単に電力を売って買うだけの関係ではなくて、そこをポイントでつなぐことで、例
えば電力とともに、地域の産品も購入してもらう仕組みをつくっていけないかということで
取り組んでいます。
　最近は、さまざまなお店でポイントカードを出すようになって、お客さんはポイントカード
をたくさん持たなくてはいけなくなるので、カードをもらいたくないということが発生してい
て、ポイント共通化の流れがどんどん出てきています。ただ、それはポイントとはいえ、地域
の経済循環の数％が外部に流れてしまっているということです。ここで、地域通貨のことを
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思い出してください、地域通貨の本来の考え方としては、地域ならではの価値をうまく回し
ていきたい、地域に経済が循環する枠組みをつくって、そういうものを活かす話にしていか
なくてはいけないと思います。
　地域通貨の地域内循環をデザインしていくとき、地域学と一緒に取り組むところがありま
す。地域の価値は何なのかと考えたときに、こうした地域通貨のデザインが随分役に立つと
いうことに気づきます。地域通貨をデザインするとき、そうした地域学的なワークショップを
しています。

５．取引端末・メディアの課題
　さて、地域通貨のICTシステムが
高いという話をしてきましたが、北九
州でも最初つくったシステムが端末１
台40万円でした。何とかそうしたハー
ドありきの仕組みに抵抗しようと、大
学でも安い端末を作ってきました。お
しゃれなものを作っている大学もあり
ますが、われわれは、安い端末を作る
ことに一生懸命取り組んできましたの
でデザインは今ひとつの物ですが、ずっとベンチャーと一緒につくってきたシステムがあり、
ようやく最近日の目を見てきたところです。
　それは、いわゆる交通系ICカードを活用したシステムです。この地域だとICOCAが
PiTaPaになるのでしょうか。これがポイントシステムの参加者のIDカードに使えて、決済端
末は月 １々台運用するのに数千円です。これが安いか高いかというと、通常システム導入に
は初期投資が必要なのですが、最低１台から入れられます。とっても数が増えるようなら、
単価は別に相談ということもできるでしょう。
　どういうシステムかというと、先ほど藤井先生の話の中にもありましたが、交通系ICカー
ドに採用されているFelicaカードのIDを活用して、そこにポイントをためてやろうというシス
テムです。交通系のICカードにチャージされたお金がたまっているわけですが、このカード
には、カードを識別するために世界で一つしかない番号が振られています。その番号に紐
付けて個人を特定しようという考え方に基づくものです。そうすると複数あったカードを１
枚に集合できるのではないかというのが、われわれの考え方です。
　皆さんがお手元に持っているAndroidの携帯端末、今はほとんどの国産端末にこの
Felicaカードのリーダー機能が搭載されています。ですから、これと皆さんが持っているIC
カードを使うことで、ポイントがためられるシステムができるという具合です。当時、ICTの
システムをつくろうと思うと、カード１枚2,000円とか端末１台40万円といわれたのに、今や
ICカードをみんな持っています。安いAndroid端末だと２万円ぐらいで買える時代になって
います。そういうものを活用して安価にシステムが作れてしまうのです。その中でも交通系
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のICカードは、普及率が高く、日本国内の７割以上持っておられるという数字も出ておりま
す。誰もが使えるインフラとして活用できてポイントがためられるのです。
　普通は、パン屋、薬局、スーパーは、端末はそれぞれ店ごとに違うものがあり、それぞれ
別のポイントがたまります。われわれは共通の端末で、１枚のカードに各店の独自ポイント
を貯められないかと考えました。
　どうするのかというと、お店ごとに同
じ端末がおいてあっても、ICカードを
かざせばそれぞれのお店のポイントシ
ステムは立ち上がり、お店の人が手で
ポンとスタンプを押すと、「４ポイント
になりました」と言ってくれます。つまり、
世界中に１枚しかないカードに、この
お店の端末を使ってポイントが貯まる
ので、確実にポイントが管理できます。
　カードなので、スタンプカードのよう
に今のポイント数を見ることはできないのですが、カードと自分の携帯端末を連動させれ
ば自分のポイントの数が分かる仕組みです。そこまで使いこなさなくてもポイントはお店に
行けば見られるので、十分というのであれば、それでも大丈夫です。
　今までのパソコンをベースにしたシステムに比べると、スマートフォンなので操作も圧倒
的に楽になってきています。低コスト化も図れるし、住民の方のITスキルは、特に求めず
ピットかざすだけでいい状況です。
　さらに、このICカードというのは結構いろいろなところで使え、ポイントだけではなくて、
会員カードや、商店街のお店のポイントカード、商店街でポイントラリーや福引にも同じシス
テムが活用できます。商店がこのシステムを入れていれば、例えば行政が食品ロスのポイン
トをためようとか、歩いて商店街まで歩いて買い物に行った人には健康ポイントをためよう
とか、そういう企画をしたら商店の端末を使って、さまざまなポイントがためられます。行政
はそのポイントの原資の負担だけすれば済みます。これまで話が、商店ポイントの話にそれ
ていましたが、そもそもこのシステムは地域通貨のために作ったシステムです。地域の独自
の価値を守るために、全国共通ではなく、独自にこだわったポイントシステムです。
　もう一つ。大学と一緒にやっているベンチャーは小さい会社ですので、カスタマイズのと
ころは、地域独自のベンチャーが使って運用してもらっても構いません。カードの認証のと
ころは共通のデータベースですが、その他はオープンソースとして運用しているので、ぜひ
そういう地域ベンチャーが活躍する機会を地域ごとに作っていけるといいと思っております。

６．共通インフラ独自ポイントによるコストダウンと情報連携
　行政が行う公共系のポイントサービスも、昨今では環境や健康、ボランティアなど、いろ
いろなものが乱立していいます。｢あのシステムはこういうシールポイントだった」「あのシス
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テムは別なこういうシステムだった」という形で参加する側が、ポイントごとに別々な登録が
必要だったり、システムの使い分けで苦労しなくてはいけないのですが、同じカード一枚で
同じ枠組みで参加できるというだけで非常に参加者はメリットがあります。このシステム構
築も、今まで一つ一つのポイントシステムを立ち上げるのに、例えば最低でも300万円とか
がかかっていました。さらに、行政は大抵、同じぐらいの予算をかけてそのポイントの存在
を宣伝しています。同じプラットフォームで地域の複数のポイントが管理できることになれ
ば、これまで複数かかってきた予算を一つにしていくこともできます。参加者も、同じ枠組
みで参加できるのであれば、健康のポイントだけでなく、環境も取り組もうやってみようか、
という形で参加の機会を失うことがありません。さらに複数の政策間の評価、分析というこ
とも可能であり、もしかしたら今後行政として、是非取り組んでいくべき分野である、政策の
効果と分析ということが、こうしたツールを使うと可能になるかもしれないということが見え
てきます。
　この辺の話は多分、藤井先生と似通っていたと思います。概念としては地域通貨をベース
にした考え方で、地域のポイントを考えていくということが非常に重要と思います。
　ここ数年、日本の決済システムがいろいろと変わってきます。それに併せて決済端末もい
ろいろなところから今後売り込みが来ると思います。その中で、私どもは前述の特許を取っ
ていたこともあって、結構いろいろな端末メーカーさんからも、ポイントシステムを決済シス
テムに入れさせてくださいというお話しをいただきます。私どもは、それはいいことだからや
りましょうということでどんどん進めています。今後そうした決済端末にある程度そういう
機能が入ってきますので、そのプラットフォームを商店だけでなく、行政でもうまく使ってい
くような流れをつくっていっていただけるといいかなと思います。
　私としては、環境のポイントに取り組んでいただきたいのですが、最近、環境よりも健康
ポイントが注目されています。さらに、最近お声がけをいただくのはSDGsポイントを始めよ
うという話です。例えば、寄付をしてもらうとポイントがたまるプロジェクトを提案される会
社さんもあります。SDGsポイントを通じて、そのNPOがSDGsのどのカテゴリーに貢献して
いるかというのが色分けされていくというものです。
　われわれはブロックチェーンの技術も使っていきますが、お金の管理以外のポイントのと
ころはICカードの決済システムで充分にできると考えています。ポイントが、先ほどの寄付
などでお金とつながったときに、そうしたブロックチェーンなり、高度なセキュリティのある
システムにしていかなければいけないと思っています。いずれにしても、そういう情報通貨
の技術も、われわれの地域通貨の技術とつなげていければ、非常に面白い社会ができる
と思います。そういうところをぜひ行政の方々にお考えいただいて、新しい社会を一緒につ
くっていければと思います。
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　LINEのキャラクターに熊のブラウンというのがいると思いますけれども、LINE Payに
はこういうひげの親父がいます。よろしくお願いします。私は普段は商工会議所や自治体、
地銀などで中小企業向けの勉強会やセミナーなどを企画される際に、昨今のキャッシュレ
スやフィンテックという切り口、あるいはLINEがこれから金融サービスにどういう戦略で取
り組んでいくのかということをご説明しています。大体１～１時間半のプログラムで、地域の
商店の方など20社ぐらいに集まっていただき、全国を歩いています。この間は和歌山県で
和歌山市から白浜に行って勝浦までという３日間かけての行脚もしています。皆さんの部署
でそういう説明会や勉強会などをなさるのであればお声掛けいただければと思います。

１．LINE Payのキャッシュレスの取り組み
　先生お二人のお話は大変勉強になりました。ICTやITを使った地域通貨はフィンテック
の先駆けだったと思います。フィンテックというのはファイナンス（金融）とテクノロジーが合
わさった造語なのですが、これがすごくもてはやされています。そもそもフィンテックといわ
れているものは、銀行サービスも大体それぞれのサービスを分解していくと、それぞれいろ
いろなスタートアップのベンチャーがそれに専門特化したサービスを立ち上げています。そ
れがいわゆるフィンテックのスタートアップやフィンテックベンチャーなどといわれています。
要するに銀行のサービスが解体されて、それぞれ特化したものに進んでいるという仕組み
です。
　その中でLINEは、フィンテックサービスの中ではLINE Payが決済と送金のところに
取り組んでいます。他のフィンテックサービスの中でも、家計簿やスマート投資は既に皆が
使っているLINEの機能の中に入り込んでいます。先日、銀行も始めようと検討しているとい

事例発表②

LINEが行う戦略的な“キャッシュレス決済”

講師：LINE Pay株式会社 事業開発室戦略チーム　 渡辺 宏一郎 氏

2015年２月にLINE Pay株式会社に入社。
事業立ち上げ時のLINE Payで業務構築に取り組むと共に、CS、
加盟店管理、リスク管理、Billing、内部管理など運営全般を統括
する。
現在は権限委譲し、LINE Payサービスの認知向上活動に従事。
2018年より仮想通貨取引所の運営構築業務も兼務。

◆
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うことを発表しました。
　今日お話しするのは、決済や送金のLINE Payの戦略で、いわゆるキャッシュレスです。
キャッシュレスは、日経の記事などで１面に載るようにもなり、日本の方向性として政府が
主導してキャッシュレスを推進していくということの表れだと思います。

１－１．日本のキャッシュレスの現状
　実際に経済産業省が2015年に発表した目標は、今は20％くらいしかないキャッシュレス
化率を2025年までには40％にし、将来的には80％まで持っていくということです。現状の
20％程度は世界から見ると低い状態です。直近の2017年の数字では21％くらいまで進んで
います。
　世界の中で、現金がちまたに流
通している国としては日本が１番
です。しかも、高額紙幣の流通量
が多い。最近、NHKで特集されて
いるスウェーデンはほとんど現金
がちまたに出回っていません。銀
行の支店にも紙幣や硬貨はない
という国になっています。スウェー
デンもアリペイやWeChat Payみ
たいに、アプリを大手の銀行が集
まってつくり、個人間でもアプリで送金しますし、お店の決済もお店でQRコードが出ていて、
それを読むような決済の仕組みが出来上がっています。

１－２．なぜ、政府がキャッシュレス化を推進するのか？
　そういう背景もあって、日本政府がなぜキャッシュレスを推進するかというと、利用者に
とっては利便性が上がりますし、特典、ポイントやキャッシュバックなどいろいろ選べるの
でメリットがあります。事業者、お店は生産が上がるはずです。現金の取り扱いのコストや
そこのリソースを割くことができるので、とても合理的になります。店長がいちいち毎日の現
金締めという作業をしなくてもよくなります。例えば、ロイヤルホストが、今年の夏か春に現
金お断りというお店を始めました。それに続いて、飲食店にそういうお店がどんどんでき始
めています。ロイヤルホストの例では、今まで40分、現金の締め作業に時間がかかっていた
のですが、完全に現金お断りにしたら１分で済むようになったということです。政府として
はお金の流れが透明化されますので脱税防止になります。先ほど、先生方のお話にも出て
いましたけれども、こういう決済、支払のデータを利活用することでそういうベンダーが新
しいサービスを生むとか、そういう利活用が回り回って利用者にもメリットをもたらすはず
だといわれています。
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１－３．キャッシュレス化のハードル（事業者・ユーザー）
　もう一つ、これも先生方がおっしゃっていましたが、現金のインフラのコストは、これは野
村総研が経済産業省から委託をされて調査をした結果、大体1.6兆円年間でかかっていま
す。これはコンサル会社によっては２兆円かかっているというところもあります。こういうコ
ストが削減することができるのではないかといわれています。
　しかし、肝心のユーザーが増えるのが先か加盟店が増えるのが先かというお話も出てい
ましたが、実際に使える場所が増えないとどうしようもないので、使える場所である事業者、
加盟店はどう考えているのか、経済産業省がアンケートを取って、「クレジットカードを導入
しない理由は何ですか」と聞いたところ、「手数料が高い」とかオペレーションの問題もあ
りますけれども、基本的にはコストです。
　ユーザーに聞いてみると、メリットがあるので基本的には使いたいのです。ただ、自分が
使いたいと思っている場所で使えない。特にラーメン屋とか先ほど出ていましたが、食券で
販売されているような飲食店ではほとんどクレジットカードも電子マネーも使えるところは
現状ありません。そういう環境的な面がいわれています。もう一つは、クレジットカードに伴
うものですが、借金しているようで、浪費してしまいそうだという不安もあります。ただ、こ
れはスマホ決済、例えばわれわれLINE Payや楽天Pay、PayPay、Origami、みんなそう
ですけれども、スマホの決済事業者の場合は使ったら必ずその履歴が自分のアプリ上に残
りますし、使ったら必ず通知が届きますので、安心や家計の管理という点では現金よりも徹
底できます。

１－４．キャッシュレスの開拓余地の大きい分野
　日本の産業構造として、中小企業が99.7％を占めているので、ここがコストの問題と密接
に関係します。LINE Payが考えた戦略は、問題が明確なのであればそれを解決するだけ
ということで、小規模な事業者は導入コストも０円ですし、決済手数料も０％というプラン
を用意しました。

２．キャッシュレス実現にむけて「導入メリット」
　これで加盟店のハードルはクリアをして、入れてさえいただければ、われわれはLINE 
Payのお客さまには使ったら必ずポイント還元する仕組みを設けています。これがマイカ
ラー制度というポイント還元のプログラムで、初めて使う人でも0.5％、一番よく使われる方
は２％のポイント還元があります。これは実際0.5％というのが、いわゆるクレジットカー
ドのシルバー（一般）カードのポイント還元と一緒です。ゴールドカードぐらいになると１％
になります。それよりももっと年会費が高い4,000円とかかかるようなカードを作られると
1.5％ぐらいです。多分、今クレジットカードもポイント還元という意味では1.5％程度が上限
だと思いますが、われわれは２％まで用意をしています。
　さらに、われわれはQRコード決済の加盟店開拓に集中して投資もしており、その加盟店
で決済していただくとプラスで３％のポイント還元をします。ですから、例えば皆さまが今日
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LINE Payの登録、利用規約に同意するだけで登録できるのですが、それで登録をして
ローソンやファミマで使っていただくと3.5％のポイントバックでお買い物ができるという仕
組みです。
　ただ、「このポイント還元率はすごい」という話が先月までは通用したのですが、今はも
う他社のお祭り騒ぎでかき消されました。ちなみに、われわれはPayPayがあれだけ盛り上
がってバズワードのようにツイッターでもナンバーワンのキーワードとなっているのもQRコー
ド決済の認知度向上につながっているので嬉しく思います。基本的にQRコード決済のやり
方はみんな一緒。かつ、QRコード決済をやっている方は少ないので、これでいったん火が
ついて、１回でも使っていただくと、「スマホ決済でこんなことができるんだ」という経験を
していただけます。

２－１．LINE Payコード決済端末
　店舗へのご提案としては、「導入のコストもないし、決済手数料も掛かりません。かつ、
ポイントを付与して、それを全てお店にまた来ていただく材料にできます。マーケティングコ
ストは全部LINE Payが出します｡」ということでお話をしています。この０円プランといいま
すか、０％のプランは、店長のスマホにアプリをインストールして使っていただくのか、お店
を識別するQRコードを表示してそれを読み取って使っていただくのか、あとは据置端末と
いう手段もあります。これは半年間だけ利用料は無料ですが、半年以降は月額1,500円の
通信費用がかかりますので、そこはニーズに合わせてご検討くださいという話をしています。
（以下動画併用）

○ これで店長や店員のスマホやタブレットに、LINE Payの店舗用アプリをインストールし
てもらい、請求金額を店長が打ち込みます。すると、カメラが起動してユーザーのQRコー
ドを読みます。これで決済が完了して、その瞬間にお店には売り上げのデータが入ってい
きますし、お客さまの方の残高からは引かれるという仕組みです。

　 　もう一つは、アリペイやWeChat Payが中国中で普及したやり方です。お店はQRを表
示しているだけというものです。これは実際の九州の屋台の事例です。お店の方はお客
さまに支払っていただきたい代金を伝えるだけです。ユーザーがQRコードを読み取って、
その聞いた代金をユーザーが入力します。それで決済までしてしまいます。決済が完了し
たら、その完了画面を見せてお勘定終了という、とてもシンプルな仕組みです。

　最後が、いわゆる一般的には読み取り端末といわれている、QRを表示する端末です。
代金を入力すると、こちらの画面にそれ専用のQRが表示されるというとても簡単なシンプ
ルな仕組みです。
　何でLINEが０％で０円でそこまで取り組むのかというと、他のマネタイズの仕組みがあ
り、それがうまくサイクルとして回ればいいと考えているということが背景にあります。
　一つはコストから資産へとお店には説明していますが、LINEのビジネスサービスという
のがLINE Payとは別にあります。そちらの中小企業向けの公式アカウントみたいなLINE
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＠はご存じでしょうか。LINE＠のセミナーや説明会もしていますが、中小企業で売り上げ
を上げるため、お店のファンを増やしてロイヤルカスタマーをつくるためのサービス、ツール
がありますので、それとひも付けてこのエコサイクルが回れば、Payの方では０％、０円が維
持できるかもしれないと考えています。ここでPayで決済したら自動的にそのLINE＠とか、
お店側のアカウントに友達追加がされるようになり、その友達になっていただいたお客さま
にお店がLINEでメッセージを送ったり、LINEでクーポンを送ったりして、リピートをして
いただきましょうということです。
　LINE＠のサービスは月1,000通までは無料ですが、1,000通以上になると有料のプラン
を使ってくださいという仕組みになっています。それは、これで友達がたくさんできれば、当
然その友達にリピートをしてもらえればお店の売り上げが上がる。そこはレベニューシェア
という意味合いで利用料を頂戴します。そういうお店がたくさんできて、かつLINEを有効
に活用していただければお店の売り上げも上がりますし、LINE PayとかLINE全体として
もそちらの利用料でマネタイズ、シェアができるのではないかと考えています。

２－２．LINE Pay加盟店
　今、加盟店をたくさん増やしています。LINE Payの目標としては2018年12月末までに
100万か所使える場所を増やしますと言っていたのを、11月21日に達成しました。達成した
理由は、JCBのQUICPay＋がリリースされたからというのが大きいです。
　｢キャッシュレスというのはどういうものをいうのか」とよく聞かれます。ざっくりと整理を
すると、昔からいわれているクレジットカードと電子マネーと今新しく出てきているQRコー
ド決済です。電子マネーやApple Pay、Google Payなどのモバイルウォレットというのはス
マホだけで決済ができる仕組みがありますので、スマホ決済というジャンルになります。ク
レジットカードというのは、先生がおっしゃっていたとおり、今安い端末を出しているので、
大体２万円くらいまででこの読み取り機は調達できるようになっています。ただ、クレジット
カードや電子マネーは必ず加盟店手数料が3.24～3.25％かかるので、営業利益率と比較し
た上で入れられればいいと思います。われわれが今０％で提供しているものについては全
くコストはかからないので、小規模な事業者でもまずは試していただけないですかという取
り組み方になっています。

２－３．キャッシュレスの支払手段
　クレジットカードは後払い、プリペイドは前払い、Davidは即時払い、電子マネーは前
払いと後払いの両方といろいろありますが、多分、一番便利なキャッシュレスは「かざして
ピッ」というものです。あれはNFCという技術を使っています。NFCというのはその技術を
網羅している規格の一つにすぎません。日本はフェリカが圧倒的です。Suicaとかあらゆる
交通系のICもみんなフェリカです。ただ、世界ではタイプＡ、タイプＢが主流になっています。
もう少し大きな話をすると、これはRFIDという規格の中の仕組みです。
　藤井先生が手数料を何とか下げる仕組みがないかということで取り組まれているという
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お話をされていましたが、LINE Payは基本的にクレジットカードとひも付けていないので、
多分一番最下限まで手数料は頑張ることができると思います。でも今、他社ではクレジット
カードをひも付けるか、銀行を登録してチャージするかというやり方をしています。消費者
はクレジットカードとひも付けておけばカードのポイントも還元されますので、ほとんどの人
がカードをひも付けていると思います。
　クレジットカードというのは、基本的に必ず手数料がかかる構造です。なぜなら、VISA
とかMasterとかJCB、AMEX、ダイナースというカードの国際ブランドが設定時に取扱手
数料の一番最下限を決めていて、そこに皆さんがカードを作っているカードの発行会社や
加盟店を管理するアクワイアラというカード会社が利益を載せて、それが加盟店手数料に
反映されるからです。もしこれで０％にすると、全てを決済事業者が負担をしなければなら
ないという構造になっています。こういう構造があるので、来年の消費税が10％に上がる
ときに「クレジットカードの手数料をとにかく下げなさい。3.24％にしなさい」と言われても、
「その分は負担していただけるのでしょうか。将来的にずっと」という話が出てくるのです。
　今、QRコード決済の事業者はわれわれも含めてたくさんいますが、そういう点で、自分の
銀行預金からチャージをして、例えば5,000円なら5,000円を自分の口座からLINE Payに
チャージする方が１件○○円という手数料で済むので、多分チャージの手数料コストがク
レジットカードのひも付けよりも安いです。そういう構造でサービスを展開しないと、０％を
ずっとということは無理があるのではないかと思います。もちろん当社も０％にしたら赤字
なのは同じですが、赤字の幅が違うのではないかというところです。

３．フィンテックサービスへの投資理由
　ここからは通常、事業者向けに深くはご説明していないのですが、戦略的にLINEがこう
いう金融サービス、特にフィンテックサービスに集中して投資をする理由をお話しします。
　LINE Payはスマートポータルという構想を持っています。スマホの時代になるまでは、
パソコンで天気を見たり、乗り換え案内を見るためにヤフーに行って、そこで全部の情報
を仕入れたり、いろいろなサービスを利用したりしていたと思います。それをスマホでも実
現しようというのがLINEの構想です。ですから、LINEを入り口にしてあらゆるサービスに
つなげていきます。そのあらゆるサービスの中で、LINE Payというのは決済と送金という
一番生活に密着した金融サービスのところでつないでいきます。お金のサービスをつなぐた
めのハブになるのがLINE Payです。ですからLINE Payで登録し、決済や送金を使い始
めると、そのユーザーを新しくできたきょうだい会社のフィナンシャルの金融サービスのい
ろいろな保険やスマート投資、証券などにつなげていきます。これがもう一つのLINEが考
えるマネタイズのモデルです。
　皆さんはLINEを使われる際に、普段はトークのアイコンぐらいしか使わないと思います
が、実はこの横の一番右側に財布のウォレットというボタンができていて、これを押してい
ただくとポンとLINE Payの画面が出て、ここに残高が表示されます。金融サービスがどん
どん追加されているという状況です。
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４．LINE Payの戦略
　LINEのアクティブユーザーで、月に１回でも使われる方というのは7,800万人います。な
おかつ、ここで毎日使われる人が85％です。その中でLINE Payは今、3,000万人までの登
録者数を確保しています。われわれの3,000万人はまだ登録ユーザーで、アクティブ率はそ
れほどではありません。ですから、われわれは普及をさせるために認知を広げていく必要が
あると思っています。私が全国を回って勉強会や説明会などで講演をしているのもそういう
理由からです。
　2020年にオリンピックを控えていますが、インバウンドの対策はこれまでLINE Payは全
くしていませんでした。2019年に、ようやく手掛けるのがインバウンド対策です。中国から
の方向けにはWeChat Payと提携をしますし、韓国からの人はNaver Payと提携しますし、
台湾からの人はLINE Payです。LINE Payは実は、日本と台湾とタイとインドネシアで展開
しています。この４か国ではLINEがたくさん使われています。ただ、LINE Payはそれぞれ
のローカル、国ごとの法律的な縛りもあるので、クロスボーダーでお互いに使わせるというこ
とはしていませんでした。そこも、アリペイがやってきて日本で使わせているように、行政の
方とも相談しながら、クロスボーダーで使わせるような取り組みということも、今、検討を進
めています。「インバウンドは全然駄目で、その分、国内の利用者は圧倒的にいます」という
状態でしたが、これからは「クロスボーダーでインバウンドのご利用も見据えて、ぜひ取り扱
いを検討ください」という提案を始めています。
　LINE PayはLINE全体から見ると金融サービスにつなげるハブという役割もありますし、
プラットフォーマーとしてあらゆるサービスにつなげるための入り口の一つでもあります。例
えば中小企業の皆さまであれば店員を管理するためのチャットツールとしてワークスモバイ
ルなどもありますし、CRMツールのLINE＠もありますし、バイトをきちんと採用するため
のLINEバイトもあります。その他にもいろいろなサービスがあるので、それらを相互に組
み合わせながら、中小企業の皆さまに、ますます便利に利用されるようにつなげていきたい
というのがLINE Payの戦略です。
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（保田）お三方どうもありがとうございました。残り30分しかないのですが、できるだけ充
実した内容にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いつものやり方として、私
の方で会場の皆さんが抱えているであろうと思われるクエスチョンをお三方にぶつける
形は取っていますが、一番記憶の新しい順で、LINE株式会社の渡辺さんからいこうと思
います。

　　話がずれるかもしれませんが、LINE＠（ビジネス向けのLINEアカウント）を行政が活
用できる可能性があるかなと思っているのですが、そこを教えてもらってもいいですか。

（渡辺）既に幾つかの自治体でLINE＠はたくさん使われています。

（保田）そのとき、皆さんが懸念されるのは高いのではないかという話だと思うのです。

（渡辺）月1,000通まではメッセージを送っても無料です。確かに1,000通というのは、自
治体であれば友達があっという間に集まったら、１回でオーバーしてしまうのではないか
と言われることがあるのですが、その次のランクは5,000円で、さらに多くのメッセージを
送れるものが確か２万円でした。そういうプランが結構ありますので、それに合わせてご
利用いただいています。自治体様向けサービス枠みたいなものは設けていません。

（保田）去年われわれはクラウドファンディングの研究会をここ
でやっていて、そのときに東京都文京区がふるさと納税で子
ども宅食をやって、通知の仕方としてLINEを使いました。そ
うすると非常にたくさんのレスポンスがあったということです。
自治体の人たちにしてみると、住民にメッセージを届けるとい
うところでハードルが高いと思っていたけれども、LINEを使
えば非常にレスポンスも高くなるし、リーチも広がるというこ
とです。

　　その中でLINE＠を使ったとして、なおかつ、前のお二方の話によると地域ポイントや
自治体のポイントなども全部できますということでしたが、そういうこともLINEで実現で
きる可能性はあるのですか。

（渡辺）十分にあると思います。既にあるLINE＠のサービスや機能を使っていただいて、
例えば自治体のポイントみたいなことは、LINEショップカードというサービスですが、そ
ういうメニューを使うことで実現できます。もっとこういうことがやりたいみたいなことが

全体講評

コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科准教授　 保田　隆明 氏
（本研究会　指導助言者)
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あれば、それはご相談ベースで、もしかしたらLINE＠の機能では賄い切れないので、一
部公式アカウント的な開発が必要になるかもしれません。

（保田）そうすると、前半のお二方のご講演をお聞きいただいた中でいきますと、二つの地
域で実現してきたようなことはLINEでも同じように実現できるという理解でいいのです
か。

（渡辺）ざっくり言いますとそうです。

（保田）了解しました。ありがとうございます。私はLINE Payを１万円入れていたのです
が、７桁のパスワードといわれて、７桁のパスワードというのは人生で設定したことないな
と思ってずっとできていなかったのですが、この資料のおかげで先ほどパスワードのリ
セットをすることができたので助かりました。

　　次に永井さんの方に戻ります。非常に多岐にわたる内容をご紹介いただいたのですが、
総務省、あるいは町としてマイキープラットフォームみたいなものというものも、ほぼこれ
で代替できてしまうのではないかという気もするのですが、そのあたりはいかがですか。

（永井）別に総務省に私どもはけんかを売るつもりはなく。是非そうなればそういう社会に
なればいいと思います。実際、マイキーとひも付けてクレジットカードのポイントを地域の
ポイントシステムに移行するという仕組みは、総務省も推進しており、われわれのシステ
ムと親和性があります。

　　地域の中のインフラを全てマイナンバーのカードで、タイプＢのリーダーを置いてという
ところまではまだ時間がかかるところがあります。タイプＢの規格を読めるシステム自体
がまだ普及しないというのは懸念されるところだと思います。

（保田）ただ、今の話だとマイキーよりも利便性が高そうですか。

（永井）今のところは、一番ユーザー数が多いのはFelicaカードだというのはあると思いま
す。

（保田）一方で、われわれは都市部に住んでいますとFelica型のカードを持っているので
すが、地方に行くとなかなかないです。今日は大阪の自治体なので基本的に皆さんは何
らかを持っていると思いますが、実は前回の公開講座では岡山県の奈義町にお越しいた
だいたのですが、奈義町はFelica型のカードは住民は持っていないので、町として3,000
万円かけてやりましたという話がありました。

　　もう一度ここだけ整理しておきたいのですが、これを実際に導入しようと思った場合、
簡易決済システムであれば安価に導入できるという話だったと思うのですが、どれぐらい
安価に導入できるのですか。

（永井）ベースはスマートフォンのポイント専用端末です。端末込みで月 3々,800円というも
のを提示しています。これは１台でも3,800円です。大抵自治体で最初に入れようという
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ベースで始まるのは、最大でも20台ぐらいです。それでいくと相当安い価格で入れられる
と思います。逆にそれ以上の数がまとまって欲しいときは、また個別の相談かなという感
じで値段設定を考えています。その価格で、われわれがこの10年間蓄積してきたポイント
システムのノウハウが詰まっているシステムが使えますので、ほぼ何でもできるようなシス
テムが提供できるということになります。

（保田）ということは店側が月額3,800円の利用料を払うという話になるわけですね。

（永井）そうです。

（保田）了解しました。ありがとうございます。
　　もう一つお伺いしておこうと思ったのは、これは前半お二方のプレゼンに共通すること

かと思うのですが、地域内の流通が優位になる制度設計が重要で、つまり円の方が便利
になった瞬間に維持できませんというところについては、いかがですか。藤井さんの会津
の事例であれば、比較的コミュニケーション機能やコミュニティ機能が付随していて、ふ
るふるとかがあったと思うのですが、永井さんの方はどのように捉えればよろしいでしょ
うか。

（永井）基本的に独立のポイントを管理するという発想でいますので、円とのエクスチェ
ンジのところはデザインすれば（仕組みを作れば）できます。ただ、基本的には円との兌
換を想定しないでやることができるポイントシステムです。さらに、お金で実現している
POS機能に近いレベルのことを独自のポイントでやれるのが、我我のシステムの強みです。

（保田）前半のお二方は原資の話になってきますが、LINEの場合はLINEで全部原資を
持ちますという形になってくると思うのですが、永井さんの話でいくと原資は基本的に自
治体が持つという話になってくる、あるいは利用するお店がポイントを持ってくる、その両
方の組み合わせになってくるわけですか。

（永井）基本的にはお店の個別ポイントであればお店が持つという話ですし、行政が導入
する場合は行政です。

　　一応3,800円という値段設定としたのは、この種のポイントシステムが、今まで月々
8,000円ぐらいで提供されていた。価格を抑えた分、管理を地域のNPOに任せるという
モデルを考えています。商店街で何らかの展開をしようとしたときに、NPOなどが3,800
円の差額を原資に、地域で取り組んでいくことができるといいと考えています。

（保田）ありがとうございます。
　　地域通貨を維持しようと思った場合、原資をどうするのか問題が必ずあります。藤井さ

んから、ボランティアなどによって「萌貨」を稼ぐことができるという話がありました。最
終的にこれが飲食物提供などとなってくると本当に円と同じような価値を持つのだと思
うのですが、最初の原資というのは誰が負担しているのかという質問が皆さんの中で
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出るかもしれないので、報告してもらってもよろしいでしょうか。

（藤井）この事例に関しては円とつながないという形でやっています。イベントを開催する
ときのイベント費用です。ただ、原資はそんなに多くなくて済みます。というのは、価値が
循環するので価値が多くなっていくという感じです。同じ金額でも、例えばMoe祭は声優
の方に来てもらって２時間のライブをやってもらったのです。２時間やってもらうコンテン
ツでお金を払うと、こういう形でやる仕組みだと循環をするので、額は同じでも、こちらの
方がコンテンツの息が長いという効果はあるという感じです。もう一つは、広告で居酒屋
などにお客さんを流しているので、その広告費用を後から回収するような感じで開催費用
を賄います。

（保田）そうすると居酒屋で「萌貨」が使えるということではないということですか。

（藤井）そうです。ポイントが使えるようにすることによってお客さんを誘導する感じです。

（保田）もう一つ、LINEが出てきてくれた、PayPayが出てきてくれた、だからもういいや
という話があったと思います。そうすると、今まで実証実験で取り組んでいった「白虎」や
「萌貨」の取り組みはどうなるのですか。何か価値はありそうだという気はするのですが、
いかがですか。

（藤井）０％が出てきて良かったというのは、地域の企業が手数料が高いという問題に関
してはこれでカバーできるからです。ただ、コミュニケーション分、この次の「キマチケ」も
そうですが、こちらが価値の交換をデザインするということは共通して使えるのです。で
すから、先ほどもLINEと話していて、「キマチケ」のチケットを購入するのにLINE Pay
で購入することによって、今までわれわれクレジットカードで買うのに手数料を払っていた
ものをLINE Payから許すということで連結できます。そういう形で地域は地域で地域
の価値循環を設計して、それの入り口をLINE Payにすることによってハイブリッドな形
になるということはできます。ですから、ここで入れていた０％になって良かったというの
は事業者側です。手数料が高いとおっしゃっている方に関しては、そこで役割を終えたか
なというところです。

（保田）なるほど。非常に面白いですね。今、お三方にお伺いして最後にもう一回LINEに
戻って、それで皆さんの質問を受けようかと思うのですが、銀行の口座から直接チャージ
ができるという中で、今50金融機関ぐらい名前があったと思うのですが、あと信用金庫と
か信用組合とかを全部含めると日本の地域系金融機関は300ぐらいあります。それを全
部面取りにいこうというイメージなのですか。

（渡辺）はい。現在は71行まで拡大していまして、大体、人口カバー率で80％は超えていま
す。ここからまだつながっていない信金や信組、ほぼ100％を目指して取り組みを続けて
います。
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（保田）では、あとは時間の問題でカバーできるという話ですね。ありがとうございます。
　　藤井さんにもう一度お伺いします。われわれはこの地域通貨の研究会をやってきて、ブ

ロックチェーン型とそうでないものが存在するというのは何となく分かっています。ブロッ
クチェーンだと、帳簿を皆と共有みたいな話があった中では、自治体で考えた場合はい
ろいろな行政のサービスがブロックチェーンでも簡易化できるだろうと考えた場合、もし
導入するのであればブロックチェーン型の方がいいというお考えはありますか。

（藤井）われわれとしては、ブロックチェーンには夢があるということです。あとは、そうい
う形はスマートコントラクトといわれるのですが、契約関係を自動化することができるの
です。多分役場の中はそういう手続き関係がたくさんあると思いますが、そういうことを
自動化していくことがこの帳簿の共有によって可能なので、そのときに決済情報などとひ
も付けたり、そういう可能性はあります。Hyperledgerという帳簿がつながっていくとい
うことにすごく可能性があるので、私たちはブロックチェーンをやります。

　　ただ、地域通貨として決済としてやるときは特にブロックチェーンにこだわる必要はな
くて、普通のデータベースで実際は運用が可能だと思います。

（保田）もう１点、永井さんのものは外販も可能だという印象を受けたのですが、藤井さん
のものは他の地域、例えば今日いらっしゃっているような方々が使いたくなった場合は可
能性としてはいかがでしょう。

（藤井）今、われわれはブロックチェーンのオープンソースを開発していて、これがうまくい
けば地域でカスタマイズしてもらう。いわゆるオープンソースなので、ただでプログラムは
使える状態ですので、世界中で使ってもらえます。開発者の方がいればできるということ
ですから、地域のベンチャー企業などが独自につくって、アプリケーションサービスを地
域に合った形でカスタマイズしてもらって、もしそれがうまくいけば外販していきます。わ
れわれはそれのベースとなるものをつくっています。

　　実は、某新興国の中央銀行がわれわれのオープンソースを使いたいという話になって、
急に国家レベルに上がってわれわれもびびったのですが、そういう意味では国家レベル
を支えるものを地域でオープンに使える状況になるとすごく面白いと思います。その国
が何でこういうのをやりたいかというと、その国はほぼ米ドル
ベースなのです。自国の通貨はあるのですけれどもあまり使
われていなくて、電子マネーがどんどん入ってきているのです
が、元建ての電子マネーで今、目の前でドルから元に換わって
います。

　　自国の通貨が何をするべきかとなると、自分の国がどう発
展するか、どうあってほしいかを設計できます。価値交換のと
ころを設計できます。例えばストリートチルドレンがたくさん
いて、国からお金を出しているのですが、各家庭からすると、
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国からお金をもらって、子どもは働きに出ると、ダブルインカムでうれしい。だから子ども
は学校に行かないという状況になっています。しかし、単位を取ってちゃんと授業に出て
いたらお金は出す、という仕組みを自動的に行えると、働きに出すより学校に行かせた方
が自分の家は収入が安定するので、そちらの方向になります。そのように自国の通貨を設
計したい、ドルも元もそういうことはやろうとしないので、そういう仕組みのある通貨にし
ていきたいという意図でやってもらっています。

　　ですから、われわれの外販できるかどうかという意味でいうと、このように国家レベル
でやったものをいろいろな方に使ってもらい、世界中でつながっていくというのが大学で
やっていることです。

（保田）藤井さんも永井さんも、外からのお金をどうやって入れ込むかという話が問題意
識としてありました。確か永井さんは都市から地域に原資が戻ると、藤井さんは中でもっ
とぐるぐるさせて流出を防止しましょうという話だったと思います。LINEはインバウンド
で取り込んでいこうという話だと思うのですが、同時にやっていくのはなかなか難しいと
思います。まず域内循環をメインで考えるか、先にお金を外から取りにいくか。地域通貨
はクラウドファンディングの延長線上なのではないかということもよくいわれます。ICＯは
それに近いかもしれないですけれども、外の人たちがその地域に魅力を感じてお金を出
してくれると考えた場合に、域内循環と域外からお金を持ってくるのはどういう形で優先
順位を付けて考えていけばいいのか、もやもやとしているのですが、何かお考えあればお
伺いしたいと思います。永井さんはどうですか。

（永井）お金が介してしまうので難しい話になってしまうと思う
のです。ただ、完全に円との交換をしない前提で地域のポイ
ントを回すのが、最初の発想だと思うので、そこは守っていか
ないといけないと思います。それがお金に交換できるとなると
完全にお金に駆逐されるということは間違いないです。独自
の価値体系を創りましょうというものが地域通貨です。円との
交換ができるところをつくってしまうと、これは代替通貨でし
かないというのが私の考え方です。

（保田）セカンド通貨になってしまうということですね。藤井さんはどうですか。

（藤井）円転を「萌貨」のときにやっていたら、「萌貨」は日本円とつながらないと言ってい
るにもかかわらず買いたいという人が結構現れたのです。いわゆるゲームにおけるリアル
マネートレードみたいなことが起きて、結局そういう意味では円とつながってしまうとい
うところがあります。そうなると法律的なこともあるので、学内通貨で円との交換という
形でやっています。長期のビジョンで考えると、基軸通貨というのは、元々は金だったの
がポンドだった時代もあり、ドルだった時代もありという形で、基軸通貨に交換できるこ
とがある意味お金の価値を担保してきたのです。でもある日、金が交換できなくなったり



171おおさか市町村職員研修研究センター　

第２回 キャッシュレス革命！ ～電子通貨を活用したまちづくり戦略～

講
演
録
⑤

している。そういう意味では、ちゃんと回るようになると止めても大丈夫みたいなときがい
つか来たらいいなと思います。今は、交換可能な方が便利は便利というか、コンテンツ力
が試されるのです。例えばこの日本酒は、頒布会で買うものはこの通貨でないと買えない
とか、そういうコンテンツ力がある感じでないといけない。そこをどう設計するかみたい
な問題になります。円は強いのでそういう問題もあります。

（永井）そこで誤解があるといけないと思ったのは、全く円との兌換（だかん）を設けてい
ないというか、円との兌換の出入り口を完全に限定する。一般の人が貨幣価値のあるも
のに置き換えられてしまうとこの仕組みは回らないのですが、例えば環境にやさしい企業
はそれで補助が受けられるとか、出入り口を限定することが重要だということです。

（保田）藤井さんがおっしゃっていたのは、「キマチケ」みたいなコンテンツがすごく強け
れば円転可能だとしても生き続けられるという話だと思います。LINEは今１ポイント１円
でフィックスされているのですが、今後例えばLINEの中での１ポイント１円というのは変
動することはあるのですか。

（渡辺）ポイント交換のところ、例えばいろいろなポイント業者がいますが、そことLINE
ポイントを交換するときのレートは違います。ただ、内部のLINEのポイント、LINE Pay
の残高に交換するというのは今のところ、１ポイント１円は維持し続けると思います。

（保田）フィンテックの証券や保険などをいろいろ見ていますと、普通に円でリターンを提
供するものがある中で、ポイントでリターンを提供します。ポイントでリターンを提供する
ときは、より高いレートで提供してよりLINE経済圏を拡大していくみたいなことが多分
出てくるのでしょうね。

（渡辺）はい。それもありますし、リンクポイントいうブロックチェーンを使った仕組みも用
意しています。それがまたそういう金融サービスで使えるようなことも将来的にはつな
がってくるのではないかと思います。

（保田）脱線してすみません。私の興味で質問しました。５分ぐらい残っていますのでフロ
アから質問を受けます。

（岡﨑）貝塚市の岡﨑と申します。私はこの研究会に参加してやっと地域通貨について理
解を深めてきているところです。

　　LINE Payで幾つか質問です。一つ目は、たまたまテレビを見ていると、この前のソフト
バンクの通信障がいでインタビューを受けていた人が、「PayPayを使いたかったのに使
えなかった」というコメントがありました。今回のトラブルについてLINE Payとしてはど
のように受け止めているのかということです。

　　二つ目は今回、国内決済可能か所を100万か所についてということで、店舗側からの申
し出が多かったのか、それとも、会社自身が営業をかけられたのか。
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　　三つ目はコストについてです。決済手数料は今、期間限定で無料期間ということになっ
ていると思いますが、その無料期間終了後はどの程度決済手数料を想定しているのか。

　　最後は、決済後のお店に入る売上金の流れなども簡単にお教え頂ければと思います。

（渡辺）１点目のソフトバンクの通信障がいのことですが、こ
れは特にスマホでのキャッシュレスを推進していく事業者に
とっては付いて回る課題です。キャッシュレスに付いて回る課
題は通信障がい、大規模なシステム障がい、大規模な災害
によるインフラの破綻、もう一つがスマホを使えない、キャッ
シュレスを使えない、特に高齢者の方などをどうするかです。
これらの課題は一事業者、個社として考えるというよりは、社
会全体で考えないといけないことだと思います。一個社として、
例えばLINE Payで大規模なシステム障がいを起こすと、使っていただいている利用者
の方々も加盟店も大規模なご迷惑をおかけするということを認識して、安定的にサービス
を提供できるような体制も組織もシステムもきちんと見なければいけないと考えています
し、そう取り組んでいます。

　　２点目、100万か所の件ですが、これは営業をかけました。向こうから使いたいという
のは、この０％のプランを出したときに小規模な事業者からウェブを通して申し込み等を
たくさん頂いていますが、普通の大型流通チェーン店などは、当社から掛け合って何とか
入れてくださいという地道な営業です。

　　３点目のコスト、期間限定という加盟店手数料をその期間が終わったらどうなるのか
というのは、ホームページ上でも基本的には2.45％にはなりますということを公開してい
ます。そこの手数料はさすがに無期限でいつまでというのはうたわないことはできないの
で、３年間と置いています。それが終了したら2.45％としていますけれども、特にわれわ
れやキャッシュレスのQRコードをやっている事業者の競争関係やそのときの環境によっ
てまた戦略は練り直しになるかもしれません。そこは維持できるといいなということで
LINE＠と連携するとかフィナンシャルのいろいろなサービスにつないで、マネタイズがで
きる環境、エコサイクルがつくれればと内部では考えています。

　　決済後の売上金の流れについて、これは多分、クレジットカードも電子マネーもわれわ
れQRコード決済も全て同じだと思いますが、決済されると締めて、その締めから何日後
に加盟店の指定の金融機関に振り込むという流れです。そこのキャッシュフローは多分
今LINE Payが一番劣っていて、月末締めで翌月末に支払うというやり方です。これが楽
天であれば、毎日締めて、その加盟店が楽天銀行で口座を開設していればそこに振り込
む、あるいは月末に締めて翌営業日に振り込みます。事業者によって異なりますが、われ
われも2019年の早期には毎日入金ができるような仕組みを、今準備しています。

　　一般的な売り上げの締め、支払いのスケジュールは、クレジットカードのパターンで毎
月１～15日のものを15日に締めて月末に払います、16日から月末の分は月末に締めて翌月
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の15日に支払いますという２回締めです。そういう意味では、QRコード決済の事業者はさ
らに先を行って、キャッシュフローをもっと短期スパンで回すようなことにも取り組んでい
ると言えるかと思います。

（保田）最後に一つだけ。地域通貨で議論するときは常に域内での循環がすごく重要です。
ここは交換レートを設けることで域内循環にしようというお話だったと思うのですが、一
方で常に難しいのが店店間決済です。店で地域通貨で払ってもらって、結局それを円に
替えてしまいます。そうではなくて、地域通貨で払われたものはまた地域通貨で物の仕入
れに使えますみたいな形にすると一番いいと思うのです。実はそこは設計が非常に難し
いと思うのですが、何かヒントなりご示唆なりはありますか。

（藤井）税金の問題です。地域通貨だと今のところ税金の取りようがないのです。日本円
にしたときに初めて税金がかかるという状態です。そういう意味では差が生まれて、とど
まり続ける状況にはなります。でも、いつか言われそうです。今は一つ壁があるかなと思
います。

（保田）面白いですね。分かりました。非常にいいディスカッションができたと思います。皆
さん、ありがとうございました。
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「地域に活気を取り戻せ！！
　　　～地域通貨・地域ポイントの可能性～」

開催日：2019年２月13日

会　場：マッセOSAKA ５階　第２研修室

講　師：専 修 大 学 経 済 学 部  教 授　西部　　忠 氏

　　　　飛 騨 信 用 組 合  常 務 理 事　古里　圭史 氏

　　　　株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏

研究成果報告会

６．｢地域通貨を導入した
　　　　　地方創生研究会｣
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　私は北海道大学に23年ほどいた後、一昨年退職して東京に戻り、今は専修大学でデジタ
ル-コミュニティ通貨に関する会員制コンソーシアムラボラトリーである「グッドマネーラボ」
を新しくつくって、いろいろな方々に研究員になっていただいて調査研究や社会制度化を進
めています。今日講師の方々は、皆さんそのネットワークでつながっている方々です。
　今日は、地域通貨について話をしろということですね。クラウドファンディングやふるさと
納税というところからのアプローチももちろんあるのでしょうが、市民運動や市民活動のよ
うなところから入ってくるのが普通だと思いますので、地域通貨についてざっとおさらいを
します。その前に、地域通貨もある種の通貨だと思うので、通貨の話をしたいと思います。

１．貨幣と進化
　｢新たな地域通貨の可能性」というタイトルには恐らく二つの意味があるのではと思いま
す。まず、地域通貨が新しくなったので、その新しい地域通貨の可能性という意味。これは
まさにデジタル技術のおかげです。その話が一つと、もう一つは、それによって地域通貨に
今どういう新たな可能性が出てきているのか。場合によっては、見かけは可能性がありそう
だけれども、本当はそう簡単にはいかないということもあるかもしれなくて、そういう話にま
でつなげていければと思います。
　冒頭、今日の話のポイントをざっと挙げました（パワーポイント資料p.2、以下、ページ数
のみ記載)。お金の話を最初にします。お金は言葉と共に、類人猿にはない、人間にとって
非常に重要な二大特徴の一つです。私はそれを「メディア」と呼んでいます。メディアとして
みると、地域通貨とは貨幣と言語が融合する新たなタイプのメディアと言えるのではないか。
地域通貨によってメディアの新しいミューテーションが起きているわけですが、これが普及
して世の中に広く受け入れられていくかどうかが今後の課題であると思っています。

第１部　基調講演

新しい地域通貨の可能性

講師：専修大学経済学部 教授　 西部　　忠 氏

1962年福井県生まれ。86年東京大学経済学部卒業。89年カナダ・
ヨーク大学大学院経済学研究科修士課程修了。93年東京大学大学院
経済学研究科博士課程修了。博士（経済学)。2007年北海道大学大
学院教授などを経て、17年から現職。専門は進化経済学、貨幣進化
論。著書に『貨幣という謎』(NHK出版新書，2014)『地域通貨によ
るコミュニティ・ドック』(専修大学出版局，2018）など。
グッドマネーラボ代表理事。

◆
講
師
プ
ロ
フ
ィ
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ル
◆
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　歴史上、貨幣交換は非常に多様・多元に行われていて、必ずしも現在のように国家とお
金が一体化しているわけではありませんでした。また、金と金貨、金貨と銀行券、あるいは
兌換紙幣と不換紙幣、現金通貨と預金通貨という形で、常に本位貨幣と派生貨幣がセット
になって進化してきました。現代では、中央銀行・財務省が発行・鋳造する現金、法定通貨
と民間銀行が発行する預金通貨がセットになっています。つまり、国家通貨と民間通貨が
本位と派生というセットになっています。電子マネーでは、円を担保にして電磁的に記録さ
れているバリューでもって実際に使われています。この場合、円が本位、電子マネーが派生
です。この本位と派生は、言い換えれば、担保価値とその貨幣表現であり、それらが手を替
え、品を替え、移り変わってきたと見ています。いま世間ではキャッシュレス化が盛んに言わ
れていますが、これもそのバリエーションの一つです。
　また、お金がキャッシュ（現金）でなくなるだけではなくて、法定通貨（紙幣、硬貨）でも
なくなるという貨幣の脱国営化（民間通貨化）がいま進行中ですが、これはどこまでいくの
か、まだわかりません。そして今、お金はモノから情報へという脱モノ化も起きていて、その
一つが暗号通貨ですが、その方向へどのように動いていくのか。ただし、お金は情報といっ
ても、経済情報だけでなく各種の情報（社会・文化・自然）を表現するものへ近付きつつあ
るのではないか。その中の一つが地域通貨で、それ以外ももちろんあるかもしれません。そ
して、その中で地域通貨と暗号通貨のデジタル通貨としての融合が始まっていて、それがデ
ジタル-コミュニティ通貨です。これが本当に自給自足的な自立的経済圏を形成するために
は、流通圏が相当広域にならないのではないかと考えています。例えば、道州制ぐらいの大
きな圏域を想定し、北海道デジタル地域通貨ができれば、経済的には地産地消の比率が高
まり、自立化、自給自足化が可能になると思います。そして、そうなると、中央だけでなく地
域も、その実情に応じた金融政策を打てるようになります。現状では空想的に聞こえるかも
しれませんが、将来的にはそういうことが起こると考えています。
　皆さんのお手元に、私が『週刊エコノミスト』に2018年から2019年にかけて６回にわたっ
て連載した「視点争点」と、｢ほくよう調査レポート」2019年２月号のコピーを資料としてお
配りしています。後ほどお読みいただければと思います。前者は、仮想通貨の概略の説明
とその実情、さらに地域通貨と融合しつつあるという話、後者はキャッシュレス化の話です。
もう一つの資料は、『地域通貨によるコミュニティ・ドック』という本を出したときに作った
「専修大学出版局通信」という小冊子です。後ほど、｢悪貨は良貨を駆逐する」から「良貨
は悪化を駆逐する」への転換が今起こりつつあるという話をしますが、悪貨、バッドマネー
とは何か、良貨、グッドマネーとは一体何か、今なぜ転換が起きつつあるのかといったこと
を書いていますので、そちらも後でお読みいただければと思います。
　私の専門は進化経済学です。それは、経済学の中に進化という生物学的な視点を持ち込
んで、制度の進化を考えようする新しい経済学の一つです。進化というと、これまではサル
からヒトへ単線的に発展してきたというのが普通の考え方でした。ところが、今そういう見
方をする進化論者はいなくなりました。ヒトは類人猿から700万年ぐらい前に分岐して、その
中から一つの枝分かれとしてそこからさらに旧人や原人、そしてヨーロッパの方ではネアン
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デルタール人とその後に新人クロマニヨンが出てきました。実はネアンデルタールとクロマニ
ヨンは共存していただけでなく、混血もいたという研究が進んでいます。要するに、進化に
は分岐と多様性が付き物で、一本道でどんどん進歩、発展していくという進歩史観は捨て
なければいけないということです。
　社会的動物としての人間の特異性としてよくいわれるのは、理性だったり器用な手だった
り、道具を使う、労働をする、あるいはパンツをはくということもありますが、やはり重要な
のは人同士をつないで社会をつくるのに必要なモノやコトとしてのメディアで、それが言葉
であり、お金なのです。チンパンジーも多少の言葉や多少のお金は使いますが、人間のよう
な複雑な使い方はできません。その意味で、われわれ人間の特性は、言葉でありお金であ
るということです。

２．貨幣の歴史
　経済史でお金というものを見ていくと、まず一番古いお金
は古代中国の貝のお金、貝貨というもので、それを模倣して青
銅で造られた世界最古の鋳造貨幣があります。貝という字は
いろいろな漢字の中に出てきますが、いずれもお金に関係が
あります。
　そして、もう一つ、有名なヤップ島の石貨、フェイは、それ自
身は物質的には石を加工したもので、石そのものに価値があ
るというよりは、この石をみんながお金として信じていること
で流通し、儀礼的贈答品として使われています。フェイは、実際には所有権を移転するだ
けで、実際にはあまり動かしません。野ざらしになっていたり、場合によっては海中に沈ん
でいたりします。400キロ以上離れたパラオで石を採掘・加工して、カヌーで運んでくる途中
に嵐に遭って海中に沈んでしまいました。みんなにその話を聞いてもらい、２ｍぐらいある
フェイだったと信じてもらえれば、それはお金として通用するというわけで、現代にしばしば
登場する、観念としてのお金がここにはもう既に現れています。
　あるいは、中世ヨーロッパで広く使用された木片に債権・債務情報を書いた分割タリー
というものもあります。誰がいつ幾ら借りたかを木に記録し、それを割り箸のように二つに
割って、双方が法的証明書として持っていました。これは大量に存在したはずですが、イギ
リス中央銀行が1844年のピール条例で銀行券の発券を独占することになり、こういうもの
があってはまずいということでたくさん燃やされてしまったのです。日本でも、江戸時代に
は金貨や銀貨、銭など、多様なお金が流通するようになりました。
　東大の経済史専門家である黒田明伸さんは、『貨幣システムの世界史』で、交換には四
つの象限があると言っています。横軸に顕名的・匿名的、縦軸に局地的（ローカル)・隔地
的（インターリージョナル）を取ると、第一象限の匿名的で隔地的なのは貴金属貨幣（金銀
貨）です。それに対して第二象限の隔地的だけれども顕名的なのは、商人などが実際に相
手のこともよく分かっていて取引をする際に使用される為替手形です。そして、第三象限の



180 　おおさか市町村職員研修研究センター

｢地域通貨を導入した地方創生研究会」講演録集

顕名的で局地的なときには、帳簿取引や
タリーのようなものを使っています。さら
に第四象限、局地的で匿名的なものとし
ては、卑金属通貨（銅銭、すず、亜鉛）
が挙げられます。中世のヨーロッパでは、
金貨や銀貨のみならず、すずなどででき
たぺらぺらの卑金属通貨が使われてい
ました。
　このように、歴史的に見ても、貨幣に
は多様性があり、交換の条件に応じて使
い分けられてきたわけですが、それが国家独占通貨になったのは中央銀行が確立して以降
で、ピール条例により近代の金融制度が確立し、同じ制度が先進資本主義国の間に遺伝子
のように複製されていくわけで、それがたかだか170年前の話です。日本の中央銀行である
日本銀行の創立はそれから約40年後の1882年です。日銀はたった130年の歴史しかないの
です。

３．キャッシュレス化
　現行、日本で一番流通している現金は１万円札で、通貨流通高の89％を占め、残りの
10％がそれ以外です。麻薬等の犯罪や脱税に絡む地下経済（対GDP％）が一番少ないの
がアメリカで7.5％、日本は9.4%で４番目ですが、南米、アフリカ、ロシアでは30％以上にの
ぼり、それを撲滅するために、今、世界ではキャッシュレス化の必要性が叫ばれているとい
うことだと思います。
　日本では今、現金が国家通貨として一番確からしい、しっかりしたお金と認識されていま
す。それに対して預貯金や電子マネーが現状、既に流通しています。その先がキャッシュレ
ス経済、デジタルペイメント（電子決済）です。日本は現金主義が非常に強いため、キャッ
シュレス比率が非常に低く、2016年時点で20％程度です。これを大阪万博が開催されるこ
とになったので、少し前倒しして2025年までに倍の40％にしようという目標が掲げられてい
ます。
　キャッシュレス化は、日本よりも、むしろアジア、アフリカで拡大しました。中国では
Alipay、WeChat payというモバイル決済が非常に拡大していますし、お隣の韓国では通
貨危機の際に政府の政策としてクレジットカード決済を推奨した経緯もあってかなり比率が
上がっていますが、それ以外にもケニアではVodafoneのページャー（小型の通信機器）を
使ったM-Pesa（SMS少額決済）が発展していたり、モバイル決済先進国のスウェーデンで
はモバイル決済アプリ「Swish」が推奨され90％までキャッシュレス比率が拡大しています。
　このように、今、デジタル通貨、あるいはデジタルマネーというものが各種各様に、まさに
多様性を持って出現してきました。クレジットカードもデジタルマネーと言えばそうなのです
が、今、デジタルマネーと言っているのは、まずは電子マネー（プリペイドSuica、Edy、ポス

貨幣と交換の多様性 
（黒田明伸『貨幣システムの世界史』） 
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トペイドQ-Pay）です。そして、新しく出てきたのがペイメントシステムで、そのうちの一つが
ひも付け決済通貨（Origami、PayPay、楽天Pay）です。PayPayは100億円キャンペーンを
大々的にやっていますが、これらは基本的にはクレジットカードや銀行口座にひも付いてい
ます。それに対して独立決済通貨（LINE Pay、Alipay、WeChatPay）は、ある種の独立の
価値を持って、それ自身で個人間での取引ができるものです。
　そしてもう一つ重要なのは仮想通貨（Bitcoin、Ethereum、Ripple等）で、最近、金融庁
はこれをグローバルスタンダードにならい「暗号資産」と呼び換えようといっています。資
金決済法改正時には、仮想通貨は財産的価値のある支払手段とされたのですが、どうもこ
の１年、仮想通貨の相場があまりにも乱高下していて、世間の評判も良くないことから、｢通
貨」という呼び名をやめたいのでしょう。今後、これがどうなるのか、非常に気になるところ
です。ブロックチェーンなどの通貨関連の革新技術は、医療情報や貨物情報にも使えると
いう話もありますが、せっかく新たな貨幣のための技術だったのに、それを貨幣に使うのを
やめるというのでは、産湯とともに赤子を流すことになりかねません。できればそうならない
ようにしたいです。
　ただ、あまりにも仮想通貨の変動相場が激しいことも事実です。Bitcoinは、昨年（2017
年）の１月には200万円を超えていたのですが、12月には30万円台と６分の１になっており、
その中でステーブルコインというものが出てきています。これには何らかの形で価値を安定
化させようと、法定通貨や仮想通貨にリンクして担保を取るものもあれば、担保を取らない
プログラムで対応するものもあります。
　さらに、MUFJコイン、みずほマネーのような全国で使えるナショナルコインも、恐らくこ
の１年ぐらいの間に出てくるのではないかと思います。
　そして、最後が今日のテーマでもある地域通貨に関係したデジタル-コミュニティ通貨で
す。岐阜県高山市の「さるぼぼコイン」や千葉県木更津市の「アクアコイン」など、地域金融
機関が発行する地元の地域でしか使えない通貨もあれば、近鉄の「近鉄ハルカスコイン｣、
あるいはDeNAの「ベイスターズコイン」は、電鉄沿線住民や乗客、プロ野球チームの観客
やファンから成るコミュニティの中で流通する通貨もあります。そして、東京都が今年４月か
ら「東京コイン」に取り組むという話も舞い込んできています。
　このように、貨幣にはモノ（物品貨
幣）とコト（信用貨幣）の二つの流れが
あり、それが中央銀行の中で一度がっ
ちり結び付いて、改めて現金通貨（法定
通貨）と預金通貨（要求支払預金）に分
かれ、さらにその下で仮想通貨や企業
通貨（ポイント、マイレージ）や商品券等、
多様なものが出てきていて、その一つに
地域通貨、あるいはデジタル地域通貨
があると考えています。

貨幣の樹形図：脱モノ化（情報化)・サービス化
と脱国家化（多様化） 
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４．仮想通貨の現状とハイエクの貨幣脱国営化論
　仮想通貨の現状については、長くなるので後ほどお配りした資料をご覧いただければと
思いますが、今はBitcoin、アルトコイン、トークンも含めて、2,000種類以上あります。私自
身も全部は知りませんし、恐らく誰も全部は知らないと思います。いろいろなところで、いろ
いろな人が、いろいろなことをやっている状況で、その中で当然、淘汰も起こっていくと思
います。
　ハイエクは自由主義思想家として有名ですが、元々は経済学者で、晩年の1976年に
『Denationalization of Money』という本を書いています。私はそれを翻訳したときに、
Denationalizationを「脱国営化」と訳しました。それ以前は貨幣発行の「自由化」といっ
ていたのですが、はっきりと国営を脱するということを言った方がいいのではないかと考え
たからです。ハイエクは、貨幣発行を自由化して民間銀行が独自通貨を発行できるようにな
ればいいと主張しています。実際に今、スコットランドや香港に行くと複数の銀行の通貨が
流通しているのを目撃します。ただ、その場合にハイエクが強調しているのは、安定的な貨
幣価値がある良いお金を人々が選択し、不確実性を軽減できるような条件が整っているか
どうかです。
　これが「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則に関わってきます。例えば、金
の含有量の高い品質の良い金貨とそれが低い品質の悪い金貨を受け取ったら、より一般的
に言えば、貨幣の名称や金額は同じなのに品質の異なる貨幣を受け取ったら、あなたはど
うしますか。普通に考えれば、良いお金を取っておいて、悪いお金から先に使います。皆が
そうすると、世の中に出回るのは悪いお金ばかりになってしまって、良いお金は流通しませ
ん。これが「悪貨は良貨を駆逐する」ということの元々の意味です。悪貨と良貨という用語
は、兌換紙幣と金貨にも、不換紙幣のインフレ率が高いものと低いものにも使えます。
　このように、品質の異なるお金が出回るときには、貨幣の単位名が違えば、こういう問題
は起きません。現在、スコットランドの３つの民間銀行もイングランド銀行と同じ「ポンド」
を発行していますので、グレシャム法則が妥当します。そうではなくて、日本で貨幣の脱国
営化を進めるなら、三井住友円とか三菱円、中央銀行円というふうに、同じ円でも名前を変
えて、その中でどれが一番いいお金か競争すれば、人々が良い貨幣を選択するはずだとい
うのが、ハイエクの議論です。
　昨今、変動レートで相互に交換される多様な仮想通貨が出てきて、ハイエクの議論があ
る意味で実現したわけです。様々なお金があり、それらに品質に応じた様々な交換レートが
つく。良いお金が競争に打ち勝てば、それが広範に流通する。仮想通貨はそこまでであれ
ば非常によかったのですが、他方で投機的で盗まれやすいという負のイメージを強く与えて
しまったところが問題だったのです。

５．デジタル-コミュニティ通貨
　では、ここで問題としたいデジタル-コミュニティ通貨とはどういうものか。2003年ぐらい
から、インターネット上でやり取りするネットワーク型や、リアルな店で使えるICカード型の
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電子マネーを使って、地域通貨の電子化を進めようという動きがありました。
　例えば、Suicaは元はFeliCaで、ソニーが持っている複数のお金が乗る技術を使って、
FeliCaポケットに地域通貨を乗せようという事業が、2013年頃に杉並区で立ち上がりかけ
ました。私も田中区長から依頼を受けてアドバイザーを務め、「ナミー」という名前まで決
まって、いよいよ実証実験というときに杉並区商店街連合会が反対したのです。どうも商店
街は地域商品券の方がいいということらしい。10億円ぼんと発行すると１億円のプレミアム
を杉並区が付けてくれるから、手っ取り早いということでしょう。電子マネーはリーダーのレ
ンタルにコストがかかるし、Suica, nanaco, Waonのような競合もいます。地元の相互扶助
を支える商店街への転換は、本当は次の若い世代のことを考え、将来のための事業として
やらなければいけないと思うのですが、やはり今までの思考様式からなかなか抜けられな
いと、物事は結局どこかで頓挫してしまうのだなと思いました。ですから、もしデジタル地域
通貨をやるのであれば、ぜひ新しい発想と感性を持った若い人たちが中心になってやるべ
きです。
　ここでのデジタル-コミュニティ通貨とは、地域通貨と仮想通貨が融合したものです。仮想
通貨は、先ほど言ったように「暗号資産」と呼ばれることになるのですが、ブロックチェー
ンやプルーフ・オブ・ワークという技術を使って、取引の台帳をネットワーク全体でうまく保
存し、不正な二重取引や改ざんをなくすような仕組みを入れて回していく。また、地域通貨
は自主的な発行や管理も結構大変で、人間がやっているとだんだん疲れてきますが、そう
いうものがデジタル化により自動化できるので、手間がかからなくなった。これは仮想通貨
の非常に優れた部分です。
　そういう中で、今後、ネットワーク上の地域通貨やデジタル地域通貨のようなものが出て
くる。今はコミュニティというと、行政区や町内会など、地理的な地区や地域で考えています
が、｢さるぼぼコイン」は高山の住人だけではなく、観光客や訪問者も持てます。実際、私も
持っています。｢さるぼぼコイン」が使えるアプリケーションを、インバウンド観光客も使うで
しょう。そういう形で高山に興味、関心を持っている人がコミュニティの中に入ってきて、コ
ミュニティ・オブ・インタレスト（COI）になってくる、もうすでにかなりの程度そうなっている
と考えています。
　さらに、海外では広域地域通貨といって、イギリスのブリストルポンドという300万人都市
でやっているものや、ドイツのキームガウアーというアルプスの観光地のかいわいでやって
いるものがあって、後者は通貨を電子化しただけではなく減価させる仕組みを実装しまし
た。お金の価値が時間とともに減っていってしまうので、人々はそれをできるだけ早く使わ
なければならず、経済活性化につながるというものです。といっても、規模的にはそれほど
大きいものではないので、経済効果はあまり期待できないかもしれません。
　これは私の持論ですが、北海道ぐらいの大きさがあれば、地域通貨の経済効果が発揮
できるのではないかと考えています。北海道では第一次産業と第三次産業で自給率がそれ
ぞれ100%，90％を超えていますがが、第二次産業である工業は北海道にはあまりないの
で移輸入に頼らざるをえず、大きな域際収支の赤字が生じ、中央からの財政移転（地方交
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付税交付金等）でバランスさせている状態でした。そこで、苫小牧東工業団地をつくって工
業を誘致し、域際収支の赤字を減らそうという努力が90年代まで続いていました。こうし
た試みは残念ながら失敗だったと思います。ですから、工業化を前提にした地域活性化を
考えるのをやめ、脱工業化の流れの中でインバウンド向け観光や農業の六次産業化を目指
して、北海道地域通貨を本気になって取り組めば、可能性があると思っています。
　15年前、北海道の若手職員たちと一緒に地域通貨の可能性について政策研究をしたと
きに、既に北海道地域通貨DO構想を出したのですが、一顧だにされませんでした。やは
りこういう事業を中央の顔色を伺ってばかりの地方行政がやるのは難しい、技術的な問題
よりも政治的、政策的な問題があると実感しました。それならば、民間からどんどん進めて
いって、最終的に行政も関わらざるを得なくなるようにした方がいいのかもしれない。とい
うことで、私は今、民間のいろいろな研究機関や企業がやっているのを応援しています。北
大、民間企業、銀行の方 と々コンソーシアムを立ち上げ、北海道地域通貨DOを６月の北大
祭で実証実験する予定です。

６．地域通貨
　地域通貨にはいろいろなタイプのものがあります。大まかにいうと一番なじみのあるのが
紙幣型、それとLETSを代表とする口座・通帳型のふたつです。もう一つ、森野栄一さんが
考えた手形型のWAT、これは手形のように裏書をして流通するもので、デジタル版i-WAT
もあります。
　私が４月に設立した「専修大学デジタル-コミュニティ通貨コンソーシアムラボラトリー｣、
通称、｢グッドマネーラボ」はデジタル-コミュニティ通貨の産学官民共同研究所を目指すも
のです（http://goodmoneylab.org/)。ラボといっても、生田キャンパス内の一番古い校
舎の一室を間借りしていて、私が北大にいたときに博物館で経済学部の展示をしろと言わ
れて提供した地域通貨のコレクションを展示しています。生田キャンパスは小田急線向ヶ
丘遊園駅からちょっと歩いた丘の上にありますので、お声掛けいただければ本物をご覧い
ただけます。地域通貨は2000年代初めに大きなブームになり、数多くの地域通貨が生まれ
ましたが、その多くは数年経って補助金が切れたり、管理事務に疲弊したり、一時的熱狂
が冷めたりしてやめてしまい、なかなか長続きしなかった。地域通貨はその持続可能性こ
そ問題なのです。もちろん、その中には今まで15年以上続いている長寿のものもあります。
グッドマネーラボはそうした長寿地域通貨の経験・教訓を共有して、その遺伝子を生かして
いきたいと思っています。
　一方、仮想通貨はこの１、２年の間に数と規模が激増しました。伝播力が非常に大きく、
仮想通貨のキラーコンテンツBitcoinの登場により、一気に多様化が進みました。これはア
ダルトビデオのレンタルショップが広がるとVHSビデオレコーダーが急激に普及し、コンテ
ンツが一気に多様化したダイナミクスと同じようなものです。ただ、仮想通貨は、価格変動
が激しく、FXや先物のような投機的金融商品の一種として認知されていて、財・サービス
商品を売買する貨幣になっていません。しかし、仮想通貨はそれだけでは多分終わらない、
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さらなる発展の可能性があると思っています。仮想通貨と地域通貨の遺伝子をうまく混合
してハイブリッドにしていけば面白いのではないか、｢良貨」が生まれるのではないかという
ことで、産学官民で情報共有と共同研究をするための拠点としてラボを設置したのです。
　地域通貨というのは、ある意味で非常に簡単な仕組みです。一言で定義してしまうと、一
定の地域の中だけで使える独自なお金です。もう少し一般化していうと、｢いつでもどこでも
なんでも買える」というお金の万能性が引き起こす問題を解決するために、その万能性をあ
えて部分的に機能停止させるということです。間口は狭いけれども奥行きが広い、結構い
ろいろなところにつながっていて、そういう意味で面白く、私は20年ぐらい研究を続けてい
ます。
　地域通貨は、大恐慌後の1930年代に出てきたもので、世界全体で5000以上、日本にも
結構あって800以上現存しているといわれています。ただ、問題点として、円との換金性なし
では自律的に循環しないということと、管理運営の負担が大きいということがあります。前
者は、地域通貨だけではなく、法定通貨の派生としてしか存在できない、仮想通貨や決済
通貨（ペイメントシステム）にも当てはまる問題です。しかし、後者の問題はデジタル技術を
利用したキャッシュレス化によって解消することができます。特にスマホは素晴らしいプロ
ダクツで、インターネットが1990年代の最大の発明だとすると、スマホは2000年代の最大
の発明です。スマホは電話、ビデオ、カメラでもありますが、まずなによりもコンピュータで
すから、ＱＲコード決済をはじめいろいろなことができます。専用サーバーではなくスマホ
を使ったブロックチェーンのマイニングも考えられています。
　地域通貨の歴史を紐解くと、まずは1820～1830年代にロバート・オウエンやリカード派
社会主義者たちにより、働いた分だけきちんと対価の支払いをしてほしい、労働者が生み出
した価値を搾取されたくないという社会主義運動の一環として出てきた労働貨幣が始まり
です。1920～1930年代には少し中身が変わって、自由貨幣が出てきました。中でも有名な
のはシルビオ・ゲゼルというドイツ出身でアルゼンチンにいた実業家で、お金も一般の自然
物と同じように腐っていく方がいいのではないか、普通は預金するとお金は増えていくけれ
ども、減っていけばみんなお金を追い求めたり振り回されたりすることなく、お金でモノの
取引をして、それで豊かになるという健全な経済の発展の道があると説きました。ゲゼルに
ついては、イギリスの経済学者ケインズが『一般理論』の中で言及しています。
　もう１人有名なのはアメリカの経済学者アーヴィング・フィッシャーで、消費者物価指数
を考えたエール大学の先生です。大恐慌の時、株で大損して大学からお金を借りたという
困った人です。しかし、大恐慌の後、「シルビオ・ゲゼルの考え方をアメリカに持ってくれば
いいのだ」と考え、アメリカで自由貨幣を普及させたのがフィッシャーです。数百以上の自治
体や商工会議所がスタンプ・スクリップ（スタンプ紙幣）を発行し、裏に毎週印紙を貼って
行って、例えば今日が第５週だと５週目まで印紙が貼っていないと使えないという仕組みの
ものです。実際に貼り続けるのはかなり面倒なので、貼らずに流通したり、なかなか貼れな
いので流通しなかったりという問題を抱えていました。
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７．地域通貨の視点から見る市場経済
　地域通貨の視点から市場経済のあり
方を整理してみましょう。まず大枠として
経済があり、その中に市場経済があって、
市場経済の一部が資本主義市場経済で
あると捉えられます。私たちは、もちろん
資本主義市場経済に暮らしています。市
場経済の外には、自給自足経済や旧ソ
連型の計画経済が含まれ、資本主義で
はない市場経済としては、現代中国の社
会主義市場経済などが含まれます。
　そもそも経済の「調整原理」には三つあります。市場における交換と国家による再分配
の二つはよく取り上げられるのですが、三つ目のコミュニティにおける互酬というのが実は
重要です。地域通貨は互酬をいわば見える化するツールであり、その可視化したものを皆
の間でやり取りする、ある種の市場における交換の方向へ持っていく。地域通貨は、市場
＝交換とコミュニティ＝互酬の融合を図る試みなのです。私は、こうしたやり取りを「互酬的
交換」と呼びます。かつてなんの対価も
求めない無償の愛やボランティアとして
やっていたことを法定通貨である円とは
別の次元で表現し、有償化してそういう
ものをやり取りする。今まで市場か政府
（国家）かという二分法の考え方しかな
かったところに、コモンズやコミュニティ
をもう一度入れ直し、この三つで市場経
済を考えなければいけなくなっていると
いうわけです。
　地域（ローカル)、国家（ナショナル)、
地球（グローバル）に対応する共・公・
私も、これまでは地域コミュニティ、中央
政府、世界市場という具合に、左上から
右下までの対角線上でしか考慮されな
かったのですが、グローバリゼーション
の中でこれからはより視野を広げ、それ
以外の部分にも光をあてる必要が出てき
たと考えています。全面に焦点が当たっ
ているわけです。こうした考えをまとめて、
｢地域通貨の思想史マップ」｢地域通貨の実践マップ」というものを描きました。これは『地域

経済，市場経済，資本主義市場経済

ローカル・ナショナル・グローバルと
公・共・私 

5 
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通貨』(ミネルヴァ書房、2013）に載せていますので、ぜひ手に取っていただければと思いま
す。30章まであり、世界内外の地域通貨関係者に書いてもらったので、翻訳してまとめるの
に５年ほどかかってしまい、大変でした。
　地域通貨の背景は、二つあると私は見
ています。グローバリゼーションと脱工
業化です。グローバリゼーションとは、た
だ市場が広がるだけでなく、同時に深
まっていく、あるいは人間の内部に浸透
していくことで、個人個人が投資主体に
なることです。私はこれを「自由投資主
義」と呼んでいますが、そういうグローバ
ル投資家としての自由というのが、今の
グローバリゼーションの究極の行きつく
先だと思います。
　図で描いてみると、市場が大きくなる一方で、コミュニティと国家は小さくなっていく。国
家が小さくなっていくというのは、国家予算は減っていないけれども、福祉・社会保障など
の再分配機能を削減して、小さな政府を目指すという意味です。グローバリゼーションが不
況・失業，不良債権と通貨危機、地域・個人間の所得・資産格差など不平等の拡大と行っ
た問題を引き起こしたことは、今ではピケティを始め多くの経済学者が指摘するところです。
ところが、より深刻なのはコミュニティにまつわる問題なのです。だが、これを指摘する経
済学者はほとんど皆無です。コミュニティが縮小すると家族や学校が崩れてしまったりする
のです。最近は子どもがいじめによって死んでしまうなど、いろいろな事件が起きています
が、そういうことも含めて、家族の在り方が変わってきています。例えば、今まではお母さん
がシャドーワークのような形で家事・育児・介護労働を担って家族が成り立っていたのです
が、働けば時給が稼げる、無償の家事は賃金獲得の機会遺失だと考えられてしまっている
のではないか。そして、イノベーションにより家庭に新商品・新サービスが入ってくる。冷蔵
庫や洗濯機、電子レンジは古いですが、食洗機や最近では掃除ロボットや家事・育児・介
護代行サービスなどが入り、家族の個族化、個人化がどんどん加速化しています。
　学校も、市場の浸透により解体しています。教育は、本来、世代間の伝統知識（文化）の継
承や普遍知識（科学）の探求・共有の営みであるはずですが、アメリカの経済学者ベッカー
が提唱した、教育とは将来の予想利益を増大するための投資であるという人的資本の理論
がかなり現実化してきました。日本ではまだ世代間互酬が機能していて、親が子どもの教育
費用を払っていますが、アメリカのように、学生が借りた教育ローンを就職できないために
支払えずに自己破産するといったケースも増えてくるでしょう。
　このように、グローバリゼーションは経済的な問題だけでなく社会・文化的な問題、地
球環境問題という負の側面も有しています。その中でコミュニティ・ソリューション＝ボトム
アップな変革を進めるものとして地域通貨が着目され、マネーやコミュニティというある種

グローバリゼーションという長期傾向
（1970年代以降）

市場拡大

コミュニティ
縮小 国家縮小

私/個的領域拡大
公/共的領域縮小

私的/個的

公的/共的

市場
｛私的｝

（交換，自由）

国家
｛公的｝

（再分配，平等）

コミュニティ
｛共的｝

（互酬，博愛）
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のプラットフォーム（制度）の問い直しが行われている。そういうことが、地域通貨の背景に
あると思います。
　もう一つの背景である脱工業化につい
ては、モノから心へという豊かさの変遷
があったり、イースタリン・パラドックスに
見られるように、GDPはずっと右上がり
なのに生活満足度は下がっていてギャッ
プが広がっています。それは、マズローの
欲求の５段階でいうと、もう相当上の方
に来てしまっているからではないか。成
熟化・定常化し、人々は精神的な満足、
特に関係的・時間的豊かさを求めている
のではないか。しかも、その中で少子高齢化が進んでいるということも、頭に入れておく必
要があります。そして、「中小企業白書2018年版」によると、2006年と2010年で比較すると、
地域の預貸率（預金が地域内で貸出される割合）がどんどん減っていっています。つまり、
地域からお金が出ていくか、地域の中でお金が回っていないということです。

８．地域通貨の多様性
　こういう中で、私自身は、地域通貨というものを「統合型コミュニケーション・メディア」で
あるとシンプルに定義しています。貨幣的側面（経済メディア）と言語的側面（社会・文化メ
ディア）の二側面を持ったものの融合体が地域通貨だという定義です。
　貨幣的側面から言うと地域経済の活性化で、自立した経済圏を築き、その中でお金が
回れば地域経済が活性化するという考え方です。片や言語的側面から言うとコミュニティ
の構築、人と人とのつながりや絆を強めようということです。例えば、助けてあげたら助け
てもらえる、あるいは、誰かを助けてあげたらその人がコミュニティの中の第三者を助けて
あげる。そうやって「恩送り」になっていく形でコミュニティが形成されていくのではないか。
「ペイバック＝恩返し」は資本主義でも借金を利子をつけて返済するという形でやっている
ので、それより「ペイフォワード＝恩送り」が重要で、恩を売ってくれた人に返すのではなく
て、第三者に送り出す、それがコミュニティの中で循環して、お互いに助け合うという発想で
コミュニティをつくり、活性化する。「情けは人の為ならず」という日本のことわざは端的に
コミュニティのあるべき姿を表現しています。地域通貨では、この二つの目的がハイブリッ
ドになっていると考えています。
　現実の形態としては、どちらかが非常に強いものもあれば、そうでないものもあります。例
えば、言語的側面が非常に強いのが相互扶助型の地域通貨で、日本では2000年代の初め
に支配的になったエコマネーがそれに当たります。これは経産省の加藤敏春さんが提唱し
普及したものですが、今はほぼ全滅です。米英ではタイムドルやタイムバンクという類似の
仕組みがいまも普及していて、自分の労働時間を貯蓄して自分の老後に使ったり、遠くに住

イースタリン・パラドックス
GDP
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む自分の親へあげたりします。
　そういう相互扶助が中心になるものもあれば、経済活性化が中心になる地域通貨もあ
ります。先ほどお話しした1930年代のスタンプ貨幣は「補完通貨」と呼ばれています。不
況の中では法定通貨がうまく回らないので、それを一時的に補完する仕組みという意味で
す。あるいは、LETS（Local Exchange Trading System：地域交換取引制度）という口
座型は、参加者間の相互扶助だけでなく、町の商店での買い物でも使えます。例えば、お
店で100円のものを買うときに、100円全部LETSで払えるわけではなくて、90円は円で払
い、残りの10円分をLETSで払う。これは割引に近い形です。LETSの受取率は業態やお店
ごとに異なっており、法定通貨とLETSという２種類の通貨で同時に支払うのです。このよ
うに、各地域通貨における貨幣的側面と言語的側面の相対比率が違うのです。このことに
よって、地域の多様性や目的の多様性に応じた地域通貨の多様性が生まれていきます。こう
して、法定通貨は国内一律のシステムやビジネスモデルの普及をもたらすに対して、地域通
貨は地域の個性や多様性を大切に育てることができるのです。
　昨日、古い資料を引っ張り出して見てきたのですが、地域通貨の数は、2000年43、2001
年66、2002年は140以上でした。北海道や兵庫は結構多くて、大阪もそこそこです。愛媛
は1999年には11ありました。老舗地域通貨としては、西千葉でやっていた「ピーナッツ」が
LETS、北海道の栗山町の「クリン」や兵庫県宝塚市の「ZUKA」がエコマネーで、やはりエ
コマネーが多かったのです。
　そして、現在でも意外にも800ぐらいあります。2002年がピークだったのですが、その頃
に国や自治体が助成金をたくさん出したため、地域通貨が助成金に対する依存体質になり、
自立できなくなってしまったとも言えます。地域通貨の持続可能性は、通貨流通、発行管理、
コミュニティの三点から考える必要があります。そして、広域化することが経済的な自立循
環を可能にします。通貨流通については、賃金・アルバイト料への支払可能性が鍵を握ると
見ています。産業連関表を見ればわかりますが、自立循環型経済の形成にはおそらく市の
レベルでは小さく、都道府県さらに道州制レベルが必要だと考えています。こういうものを
通じて、住民主体の内発的な地域づくり（コミュニティ・ガバナンス）を目指すべきです。そ
れは、｢新しい公共」を実質的なものとすることになるでしょうし、下からのまちおこし政策
となるでしょう。そこで、私が提唱しているのは、研究者とコミュニティの協働により、コミュ
ニティ自らが自己診断を行い、自己変革を実践していく「コミュニティ・ドック」という社会
実験プログラムです。グローバリゼーションの影響でどのコミュニティもズタズタに寸断され
ていて、コミュニティとしての一体性が失われています。｢コミュニティ・ドック」は、地域通貨
の流通データやネットワーク分析結果を提示し、住民、企業、行政、諸団体が自らのあり方
を反省し、それによる気づきをきっかけにしてこれまでの習慣や慣習の見直しへと促すこと
により、コミュニティそのものを再構成していくことにも貢献します。
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９．デジタル地域通貨
　最後に、デジタル地域通貨のご紹介を少しして、終わりたいと思います。デジタル地域通
貨にはいろいろなものがありますが、現在、急速なイノベーションが起きています。世界で
は仮想通貨だけでなく世界的企業やSNSがP2P通貨を導入しており、日本でも先ほど少し
紹介したような三菱UFJの「コイン」やみずほ銀行・地銀の「Ｊコイン」があります。
　地銀でも、このあとお話があると思いますが、高山市の飛騨信用組合の「さるぼぼコイ
ン」は、地域の金融機関が発行主体になってやるものとして先鞭を付けた、非常に新しい試
みだったと思います。非常に大きく拡大していると聞いています。また、千葉県木更津市の
君津信用組合の「アクアコイン」の新しいところは、君津信用組合と木更津市、木更津商工
会議所が三者連携協定を結んで、パブリックな部分を積極的に市が担っていこうとしてい
るところです。こうした試みが今後、どうなっていくかに注目しています。
　他にも、｢近鉄ハルカスコイン」は、電鉄会社のデジタル地域通貨ですが、将来的には沿
線の100以上の自治体を巻き込んでやっていくものと聞いています。これがどれくらいの規
模になるのか分かりませんが、こういうものが展開していくと、最終的に北海道経済ほどの
規模のものが出てくるかもしれません。それが現在の私の関心事の一つです。
　最後に、今年９月11～15日まで、高山で地域通貨の国際会議があります（https : //sites.
google.com/view/ramics-2019-takayama/top)。テーマは「Going Digital? New 
Possibilities of Digital-Community Currency Systems」となっています。英語だけで
なく日本語の報告もできます。ご興味がおありの方は、ぜひ９月に高山に来ていただければ
と思います。
　以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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　飛騨信用組合は、飛騨高山で「さるぼぼコイン」という電子地域通貨を発行して、これま
でちょうど１年間やってきました。今日は、実際に地域の中で地域通貨に取り組んでいるプ
レイヤーとして、皆さんに事例の紹介をさせていただきたいと思います。

１．飛騨信用組合について
　飛騨信用組合は、岐阜県の飛騨高山に所在する金融機関です。岐阜県は、日本の真ん
中にある犬のような形をした県で、そのちょうど上半分辺りが飛騨地方と呼ばれる地域です。
小京都と呼ばれてたくさん観光客の方に来ていただいている高山市と、『君の名は』でブレ
イクした飛騨市、それから世界遺産の白川村の２市１村に下呂市という温泉で有名なところ
が加わって、飛騨地域を形成しています。私たちは、そのうちの下呂市を除いた２市１村を
営業エリアにして活動しています。
　この２市１村の人口は11万人強で、高山市に８万8,000人、飛騨市に２万4,000人、白川
村は1,600人です。主要産業は観光で、年間462万人にご来訪いただいています。インバウン
ドの宿泊は51万人で、京都や他の大きな観光地と比べると数としては決して多くはありませ
んが、人口対比で見ると非常に多くの観光客の方が来てくださっている地域です。他の産業
としては、高地で水も非常にきれいなので、農業が盛んです。あまり知られてはいませんが、
トマト、ホウレンソウは国内で３位以内には入る生産地です。製造業の中では木工が盛ん
で、飛騨高山森林組合は東京都と同じぐらいの広さの土地を管轄しているのですが、その
93％が山林です。森林資源が豊富で古くから「飛騨の匠」というキーワードで知られ、木工
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や家具といった産業が栄えています。
　私たちはこのような地域で金融業をやっていて、16か店、役職員数172名、金融機関の大
きさを表す預金積金は、大きな地銀さんであればその一支店に納まってしまうぐらいの非
常に小さな金融機関です。そのような金融機関が、そもそもなぜ地域通貨を発行して自分
たちで運用しているのかを、まずご説明させていただきたいと思います。
　その一つのポイントが、私たち信用組合と銀行との違いです。地銀やメガバンクといった
大きな金融機関が株式会社形態で上場している組織である一方、私たちは協同組織金融
機関というくくりに入っています。Membership BanKingやコミュニティバンクに分類され
る、組合の組織である点が、大きく違うところです。
　株式会社形態の金融機関は、誰でも株主になれます。例え
ば、私たちの地元では十六銀行がありますが、海外の機関投
資家が十六銀行の株式を取得して、一定の発言権を持つこと
もできるわけです。しかし、協同組織金融機関の出資者は地
域の住民の方、地域で事業をされている方に限定されていま
すので、基本的には組織維持のためにお金を出してくださっ
ている株主の方々は、全て地元の方です。そして、サービスの
受け手も一致しています。つまり、出資者から組織の構成員、
お客様、地域住民がイコールで結ばれるような組織であると
認識しています。
　そうした立ち位置から金融機関の役割を考えると、当然、金融機能を地域のお客様に提
供することが一つの使命なのですが、私たちのような組織は、そのような一般的にイメージ
される銀行の役割に留まることなく、地域のためになる取り組みを行うことは全て私たちに
求められる役割なんだと考えています。そういった自分たちのミッションを再認識するため
に、今から３年前に作成した中期経営計画においてはCSV（Creating Shared Value）経
営というコンセプトを掲げました。これは共創価値経営と呼ばれる経営の在り方でして、自
分たちの利益だけを追求して事業を推進していくのではなく、しっかりと事業活動を通して
同時に地域と共に分かち合える価値を生み出していくというものです。元々、信用組合とい
う組織には「相互扶助」や「非営利」という概念が内在されてはいるものの、それを敢えて
そういう言葉に置き直すことで、自分たちの役割を再認識してもらおうという狙いがありま
した。
　もう一つ言うと、私たちは根拠法でエリアが限定されていて、２市１村でしか営業ができ
ません。その２市１村は本当に田舎で、人口減少と高齢化が本当に速いスピードで進んで
います。つまり、地域が衰退していくと、当然、私たちの預金や貸出金も減っていって、組織
自体も消滅する運命にあるのです。地域と一心同体というか、運命共同体なので、積極的
に地域に貢献することが、結局は自分たちのためになるということで、さまざまな取り組み
を進め、そういった自分たちのありようを、お客様にも職員にも伝えるということを、この３
年間やってきています。
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２．飛騨信用組合の取り組み
　クラウドファンディングも含め、金融機関が普通はしそうにないことを、積極的にやってき
ています。その一つとして、電子地域通貨の事業を今やっています。

３．電子地域通貨の取り組み
　｢さるぼぼコイン」は、2017年12月４日にリリースしました。ちょうど１年たって、実績が出
てきている一方で、いろいろな課題に直面している状況です。「さるぼぼコイン」は地域通
貨の電子化事業という立て付けのもので、ユーザーにスマートフォンでウォレットアプリをダ
ウンロードしていただいて、現金と引き換えに「さるぼぼコイン」をチャージして地域の加盟
店で使ってもらうという仕組みで、QRコード決済を採用しています。
　先ほど申し上げたように、自分たちの事業を追求していくことと合わせて、地域の中で
しっかりと地域のためになることを、この事業を通してやりたいと思っています。経済の地
産地消を図るときに、一つお金の部分で地産地消していくことが非常に大切だと思ってい
て、それを実現するための事業です。地域の事業者さんは皆、山深い隔絶された地域の中
でずっと昔から事業をされているので、産業や経済、エネルギーの部分では地産地消して
いこうという意識が非常に高い方々が多いです。ただ、そのバックヤードとして、地域で生み
出した価値が域外に流れていってしまっては、やはりこの地域で連綿と続いてきた域内経
済の地産地消は図れません。私たちの役割として、地域通貨の経済圏をしっかり作ること
で、できるだけ地元で生み出した価値を地域の中で歩留まり高く回していくことが、地域の
ためになるアプローチの一つだと考えて、こういったことをやっている次第です。
　実際の「さるぼぼコイン」のスキームは、まずユーザーがアプリに「さるぼぼコイン」を
チャージします。Suicaや他の電子マネーと同じような形の、前払い式支払手段という飛騨
信用組合の口座をお持ちでない観光客の方でも誰でも利用できる「さるぼぼPay」という
サービスと、飛騨信用組合の口座をお持ちのお客様は、口座をひも付けて直接ひだしんの
口座からチャージできるようにした「さるぼぼBank」という二つのサービスラインで動いて
います。
　｢さるぼぼコイン」のチャージは、ひだしんの窓口で直接チャージする方法もありますし、
地域の中にチャージ機という「さるぼぼコイン」の自動販売機のようなものを２か所置いて
いるので、そこでチャージすることもできます。そして、口座をひも付けた「さるぼぼバンク」
については、口座にお金を入れてさえいただければ、いつでもどこでもチャージすることが
でき、デビットカードのような使い方ができます。
　使い方は、ユーザーが各加盟店で買い物をしたときに、「さるぼぼコイン」のアプリを
使ってお店に掲げられたQRコードを読み取り、自分で金額をたたいてお店の方に見ても
らって決済するという、非常にアナログなやり方をしています。
　お店にたまったコインは、そのまま換金することもできますが、もう一つの方法として、例
えば飲食店でお使いいただいた「さるぼぼコイン」を、その飲食店がスーパーでの仕入れに
使うというBtoBの道をつくっているというのが、一つみそかなと思っています。
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　｢さるぼぼコイン」は電子通貨であり、地域通貨であるという特徴がありますので、電子
通貨というところで考えると、やはりキャッシュレスだとかお得、早い、便利というような世
界だと思うのですが、先ほど申し上げたように地域の中でお金を歩留まり高く回していくこ
とに非常に意味を感じているので、どちらかというと地域通貨であるというところを非常に
重要視しています。その意味で、お店で使われたものが換金されて戻ってきてしまうとあま
り意味がなくて、できるだけ地域通貨の形で転 と々流通してもらいたいと思っています。
　それを担保するために、料率のところで一つハードルを付けています。実際に「さるぼぼ
コイン」を使っていただいたときには、決済手数料という形ではコストがかからないように
なっています。どこでかかるかというと、換金するときとBtoBで送金するときで、ここで費
用が発生するという形です。そして、なるべく日本円に戻していただきたくないものですから、
換金手数料を1.5％、送金するとき、つまりBtoBでまた次の方に「さるぼぼコイン」を渡して
いただくときには0.5%という形で、換金するよりも次の方に地域通貨を渡す方がお得です
よという仕組みにしています。ここの部分は、１年間やっていろいろ課題も見えてきて、再考
しないといけないと感じているところではあるのですが、スタートした当初からこの仕組み
でやっています。
　ユーザーはQRを読んで、自分で金額をたたいて、見てもらって決済をします。決済が終わ
ると、お店側の端末、事業主さんがスマホなどに登録をしておけば、そこにほぼリアルタイム
で「決済が終わりました」というような通知が出て、確認できます。組織が持つ課題観に合
わせて、CSV経営を体現するために、組合経営の課題と地域社会の課題を一緒に解決し
ていきたいと考えて、やってきたプロジェクトです。
　組合経営に関しては、今から２年半ほど前にマイナス金利が非常にインパクトあるニュー
スになっていたと思いますが、組合の今後の収益を考えると非常に厳しいものがある、今
やっている金融機関の本業だけで商売を維持していくのはなかなか大変だろう、何か新し
い領域に展開していこうというところで、決済というのが一つの方向性になったということ
です。また、信用組合だからといって、サービスのレベルを上げていかないわけにはいかな
いものですから、フィンテックという言葉も出てきたように、IT技術を使った、より利便性の
高いサービスも、信用組合でできる限りやっていかなければいけないといった課題観があ
りました。
　また、地域社会としては、先ほど申し上げたとおり高山には非常に多くの観光客の方が来
てくださっている。そのたくさん来てくれる観光客の方に地域にたくさんお金を落としてい
ただいて、その落としていただいたお金、価値を、地域の中で、外に逃がさずに歩留まり高
く回していきましょうというのが、地域の基本的な戦略の考え方でした。
　しかし、現状、たくさんの観光客が来てくれる地域なのですが、観光協会などが採って
いるアンケートで何が不満だったかという項目を見ますと、「電子決済ができなかった」「ク
レジットカードが全く使えなかった」という回答が、上位３位以内に毎年入ってくるのです。
せっかくたくさんの方が来てくれているのに、そういった決済周り、お買い物がしづらいと
いうところで機会損失的に逃している売上が大きいのではないかということがありました。
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ですから、何とかして電子決済、もしくはクレジットカードの決済のようなインフラが広げら
れないかということを、金融機関として思っていたというのが一つあります。
　もう一つは、地域の商店街などがどんどん衰退してお店が減っていき、そこに域外から大き
な資本の企業がたくさん入ってくる。そうすると、やはり消費がそういったところで行われる
というのを如実に見ておりまして、せっかく地域の中で価値を作っても、結局、東京や名古
屋の企業に全部お金を持っていかれてしまうというのが、何となく嫌だなという思いがあり
ました。こういった思いが、取り組みになり、一つベースになって、「さるぼぼコイン」に昇華
したわけです。
　組合は元々、組合組織の金融機関ですから、なるべく自分たちの組合員さんの中で買い
物をしようよというような感覚があり、2012年ごろから、非常に簡単な組合員の事業者で構
成する組織を作っていました。本当によくあるものだと思うのですが、この「さるぼぼ倶楽
部」会員がひだしんの預金カードを加盟店で提示すると、お父さんだったらビール１杯無料、
子どもさんだったらジュース１杯無料、あるいは５％割引など、お店ごとにそれぞれサービス
の面で工夫してくださいというような販売促進施策を、事業者さんと一緒にやっていました。
これは今でも続いていて、2018年11月末までで約590店舗になっており、それが「さるぼぼ
コイン」の加盟店のベースになっています。当初はまさに、組合員の事業者さんの中でしっ
かりと消費を回していきましょうというようなことをやっていたのです。
　それが加盟店の方々からも、各機関からも評価が非常に高かったものですから、その取
り組みをさらに進めるため「では、そこの中で使える割引券をうちで発行して配っちゃおう」
というようなことをやり出しました。最初は、金融機関なので「1,000万円預金してくださっ
たら、組合員のお店で使えるチケットや割引券を1,000円渡しますというような形で、キャン
ペーンの景品に使っていたのですが、お店に今まで来なかったようなお客様が「チケットを
もらったから初めて来てみました」というようなことがあって、これもお客様に非常に評判
が良かったのです。そうすると、その取り組みを拡大するためもっともっと地域の消費を拡
大していきたいということで、うちの職員の決算賞与、夏冬の賞与ではなく期末に業績が良
かったときなどに報奨金のような形で職員に出す賞与の部分をこの割引券にしてしまおうと
いうことになって、例えば１人当たり20万円ぐらいもらえるようなときには、半分の10万円を
この割引券で配るということをやり始めました。これも今もずっと続いていて、これまでで累
計3,000万～4,000万円ぐらいいっていると思います。結局、地元で消費しなければいけな
い、することになるということで、こういった取り組みを続けています。
　これがいわば紙の部分でやっていた地域通貨に非常に近いものなのかなと思っているの
ですが、先ほどお話しした課題観が二つある状況の中で、今までやってきた取り組みをもっ
と広げていきたいというところで、「さるぼぼコイン」を１年半ほどの検討期間を経てリリー
スしたというのが、これまでの流れです。2017年12月にサービスを開始したのですが、実際
はその前の８月に実証実験をやって、一定の手ごたえを得た上でリリースしたという格好に
なっています。
　１月31日現在までの集計で、加盟店が870店舗、契約ベースでは896店舗になっています。
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これは地域内の事業所数ベースで、鉱工業や消費者向けの商売をされている事業所では
ないところを除くと18～20％のシェアです。地域の中ではかなり広がっていて、高山のまち
のほとんどのところで使えます。タクシーも全車使えますし、公共交通機関でもJRはまだ難
しいのですが、名古屋に行くバスではもう使えるようになっています。また、累計のコインの
チャージ額は5.8億円、まだ地域内の消費の５％行っていないぐらいで、これはまだまだか
なというところです。ユーザーは6,427人で、地域内の人口が11万人強ですから、子どもとお
年寄りを除いて比較的アクティブに経済活動をする方々を母集団に取ると、これもまだ８％
とか９％ぐらいです。今はPayPayなど大手のいろいろな仕組みが入ってきているので、「さ
るぼぼコイン」の仕組みも結構シビアに見られていて、ユーザー獲得には結構苦労していま
す。
　コイン利用が進んでいないのは、地域通貨制を担保する上で肝のところのBtoB、加盟店
間での利用で、まだ196件、625万円ぐらいしか動いておらず、ほとんどが換金されるかユー
ザーもしくは加盟店さんのウォレットにまだ入っているという状況です。BtoBのところの機
能を稼動したのが少し遅かったというのもあるのですが、ここはまだまだやり切れていなく
て、少し仕組みを考えなければいけないかと思って検討しているところです。
　特徴は、先ほど申し上げたとおり、スマートフォンの利用によるQRコードを使った決済の
仕組みです。仮想通貨ではなく、日本円が後ろにペグされている等価の電子通貨といえると
思っています。ちまたにあふれる電子決済ツールと何が違うのか、私たちなりに分析すると、
今はもう結構増えてきているのですが、静的QRという本当に加盟店の情報しか入っていな
いQRコードを使った、利用者側が読みに行く形式の決済の仕組みを取り、ちゃんと商用で
広く地域内で広げたところで、当時は国内初でした。
　なぜこれをやったかというと、先ほど申し上げたとおり地域の中で電子決済のインフラ
が広がっていない理由の一つが、加盟店側にコストがかかるというところなのです。初期導
入のコストがかかるというのも一つですし、あとは決済手数料が高い。初期導入コストのと
ころで言うと、クレジットカードをお店で使うときにはお店側に端末がありますが、お店側は
一定の負担をしてあれを導入しなければいけません。今は無料でばらまいている事業者も
多いのですが、この取り組みを始める当初は１台８万～10万円と結構な負担になり、毎月の
通信料やライセンスコストなど、結構ランニングコストもかかる。そうすると、大きな資本の
お店はいいのですが、地域の零細な企業や個人事業主のところでは、そもそもそのコストが
負担できないというのが、導入が進んでいない理由の一つでしたので、徹底的に加盟店の
コストを下げようということでビジネスを組み立てました。
　要するに、皆さん、コンピュータは持っていますから、静的QRを使って利用者が読んでい
くような仕組みにすれば、加盟店のコストを初期導入コストの部分はゼロにできます。静的
QRの掲示された紙を貼っておいてもらえれば、すぐに導入できますよということをやりたく
て、この方式を採った次第です。
　これが功を奏して、加盟店の獲得というところは苦労なく、非常に高いシェアを取れて
いる理由なのかなと思っています。あと、地域の中の住民については、やはりうちの口座と
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ひも付けができるというところが、一つ金融機関がやっている取り組みの強みが出ている
ところかなと思っていて、チャージをその都度しなくても、口座にお金さえ入れておいてい
ただければ、例えば夜飲みに行って現金の持ち合わせがないときにも、すぐに口座から
チャージをして支払いができるので、かなり便利だという声を頂いています。ここは当時、す
ごく新しかったのかなと思っていますし、BtoBでの資金流通を織り込んだビジネスモデル
も新しかったと思います。そして、一つ皆さんの安心の部分につながっているのが加盟店の
セグメント、地域密着の地元の金融機関が提供する決済サービスであるというところかな
と思っています。
　加盟店のセグメントは、実は最初はPayPayやLINEはあまり脅威ではないだろう、加盟
店開拓の部分ではそんなにぶつからないだろうと思っていました。横軸に地域、縦軸に事
業者規模をとったグラフで見ると、右に行けば行くほど都会になっていく、上に行けば行く
ほど大手のコンビニや家電量販店、ファミレスチェーンといったところがプロットされるとい
うイメージですが、やはり都市圏に行けば行くほど大手資本のコンビニなどが多く、うちの
地域のようなところでは隣の家のおじちゃんがやっているような中華料理屋さんや雑貨屋さ
ん、金物屋さんといった日常の買い周りのお店が非常に多くて、そういったところはこれま
でも電子決済やクレジットカード決済というのは未導入の領域なのです。やはりコストの問
題もあるし、当然１日の取引量も小さいので、そういったものを入れてもあまりメリットがな
いと判断していた事業者さんが、地域では核になっているのです。
　｢さるぼぼコイン」は、先ほど申し上げたいろいろな施策もあって、その領域を押さえてい
るのが、一つ差別化できている要因だと思っています。地域の中でもコンビニや家電量販
店に行けば、当然、電子マネーやクレジットカードでも何でも使えるのですが、地元のおば
ちゃんがやっているような中華料理屋ではSuicaは使えないわけで、そこでは「さるぼぼコ
イン」を使っていただける。地元の決済の仕組みとして、今は使い分けをしてもらえていると
いう分析をしています。
　具体的なメリットとしては、加盟店側では、ほぼ無料で電子決済のインフラが利用できる
こと、クレジットカードや他の電子決済サービスと比して手数料が安いこと、利用者情報の
還元が受けられることが挙げられますし、ユーザー側では、スマホで簡単決済が可能なこ
と、アプリ上で加盟店のさまざまな情報が受け取れること、プレミアム・ポイントが付与され
ることなどが上げられます。
　今後の課題ということで、今、直面している壁は、やはりユーザーの伸びの鈍化です。何
とか年度内に１万ユーザーまでいきたいと思ってはいるのですが、なかなかここは苦労して
います。１万ユーザーになればシェアが10%を超えてきますので、またちょっと違った世界が
見えるのかなと思っています。二つ目はBtoB決済での資金流通の促進、三つ目はアプリや
システムの機能拡充です。これにより、ユーザーや加盟店に、より利便性が高いサービスを
提供する。これは当たり前のことなのですが、リリースを急いだあまり早煮えで出している部
分があるので、走りながらシステムを直していくというようなことを今もやっています。四つ
目に、行政との連携も必要です。最近は大手の決済ツールとバッティングする局面も増えて
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きており、そういう中での一つの生き残り策として、決済だけでなく、より公的なものを巻き
込んで連携していければ、地域の方に使ってもらえるアプリとして何とか生き残っていける
のではないかと考えています。五つ目も同じような話で、いろいろな関連決済をやられてい
る事業者さんと連携していって、より価値を拡充していくようなことを考えています。
　その取り組みの一つとして、2018年８月にAlipayと業務連携をしています。Alipayと提
携している金融機関がたくさんあると思いますが、何が違うかというと紹介の代理店では
なくて、自分たちが加盟店管理業務をやるというところなのです。これはアクワイアラーと
いうのですが、実は日本の預金預かり金融機関の中では国内で初めて、その立ち位置で契
約をしています。どういうことかというと、例えば皆さんの身の回りの金融機関がAlipayを
取り扱っているというのは、オリックスとかセブン銀行のような大きなアクワイアラーという
加盟店を管理している会社にお客さんを紹介して紹介手数料をもらうのです。そういうお
仕事なのです。でも、僕らは自分たち自身がアクワイアラーになっています。
　何が違うかというと、情報だとかお金の流れがちゃんと地域の中で通っていく。先ほどの
お話で紹介をするだけだと、お店で使われる都度出てくるこの決済手数料の部分が全部
東京に行ってしまう、オリックスなどの懐に入ってしまうのです。そうするとこれだけ国内外
問わず多くの観光客が来てくれているにも関わらず、その観光客の方々が域内で消費を行っ
たうちの大切な決済手数料の３％強が全部東京の会社に入ってしまうのです。僕らはすごく
それが嫌だったので、Alipayと組むときにも「自分たちで管理をさせてくれ。情報も自分た
ちで見たい」ということで加盟店管理をやっています。
　これをやることで間接的ではあるのですが、地元の消費の部分がしっかりと私たちの飛
騨信用組合に入るということを通して地域に残して、私たちはそれを原資にしてまた「さる
ぼぼコイン」の機能開発などに再投資をしていく。もしくは利用者に還元していくということ
をしていきたいと思っています。
　これは単純に見た目の話なのですが、一体型のQRを作ってやりたいと思っています。そ
して、ここの部分にはカカオだとか、東南アジアの方ではまた違う、その現地の決済の仕組
みがあるものですから、そういったインバウンドの観光客が各地で使っているようなものも
どんどん乗せていって、アクワイアラーとして地域の中にしっかりお金を残すということを
やっていきたいと思っています。
　行政との連携については、『君の名は』とかカミオカンデの施設がある飛騨市が非常に
積極的に連携してくださっていて、昨年10月１日に市の窓口で支払う手数料は全て「さるぼ
ぼコイン」で支払いが可能になっています。実は今、プレスのチェックをしているのですが、
４月からは市税が「さるぼぼコイン」で払えるようになりました。今後さらに、助成金や市か
ら出すいろいろな補助金のようなものも地域通貨でできないかということで、検討をスター
トする予定です。
　他に、電力会社とも連携して、「さるぼぼコイン」で電気代金を払うと新電力と旧電力の
差額の部分が地域通貨でキャッシュバックされるというようなサービスも作って、今やって
います。地域の中で地域通貨の仕組みを残していくことはすごく意味があることだと思って
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いますので、こういったことをやりながら、何とかこれを地域の中のインフラとしてしっかり
残していきたいと思っています。

４．まとめ
　先ほど申し上げたように、やはり私たちは地域の中の機能の一つであるということで、自
分たちの金融業務の収益だけを考えるのではなく、地域を何とかしていかなければいけな
いと考えています。
　私たちは常々、地域の中で自分たちのマーケットも縮小していくけれども、今までプライ
ベートセクターが担っていたサービスの部分とパブリックが担っていたサービスの部分がど
んどん収縮していて、先ほどの西部先生の図の中にもあったと思いますが、隙間ができてき
ている。そういうところが中山間地でたくさんあって、山の方の集落ではなかなかお金を引
き出せない、買い物もできない、移動もできないというようなところがどんどんできていると
感じています。同じ組合組織であったJAさんが、いろいろな理由で中山間地からどんどん
撤退していっていて、そこに残された30世帯とか20世帯の人はどうするのかというような話
があります。そういったところにもやはり隙間ができてきてしまうので、もう本当にまちなか
にみんな寄ればいいよという話ではなくて、そこに残っている文化などを地元のプレイヤー
として何とかしていきたい。ここの領域を埋めていく作業を、プライベートセクターの人たち
と一緒になって、しっかりと私たちが持っているいろいろなツールを使ってやっていかなけ
ればいけないと思っています。
　｢さるぼぼコイン」も、そういった取り組みの一つで、僕たちは金融機関だからと傍観して
いるのではなく、本当に地域の事業者の一つとして、しっかりとプレイヤーになって積極的
にそういうものにチャレンジしていくことが大切なのではないかと思ってやっているところで
す。ご清聴ありがとうございました。
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（保田）研究員の皆さん、ご発表ありがとうございました。残
り15分ほどですけれども、パネルディスカッションという形
で内容の確認を進めていきたいと思います。皆さんのお手
元の資料に、この１年間こういうスケジュールで研究会を
やってきたというのが書かれています。各地の取り組みにつ
いてゲストとしてお越しいただいてご説明いただく、あるい
は、われわれが視察に行くという形で、さまざまに対応して
まいりました。今回は、その中の幾つかの事例を発表させ
ていただいたという形になっています。今日発表させていただいた事例のラインナップの
中では、本当の地域通貨という意味では、「近鉄ハルカスコイン」のみとなると思います。
「ひらポカード」以下は、従来の取り組みから地域通貨に発展させていく、あるいは、地
域通貨との差別要因をご理解いただく上でご紹介させていただいた事例とご理解いただ
くのがいいと思います。

　　ただ、これは皆さんにお伺いしたいのですが、七つの事例がある中で、このカードある
いは、このコインに何かの要素を加えたら、恐らく地域通貨の完成形に近いと思うという
ような、そういうことがもしあれば、お聞きしたいのですけれども。どうですか。尾川さん、
何かありますか。

（尾川）「さるぼぼコイン」が最終的な目標になってくるかと思っています。プラスアルファ、
地域のみで使える情報、地域アプリとして使えるものもどんどん入っていくと、より使い
やすいのかなと思っています。

（保田）他にありますか。全員にはマイクは回さないので、マイクを奪い合ってください。

（石田）私は「めぐりんマイル」が、ごみ拾いをしたらポイントをもらえるというような、社会
貢献にかなりシフトした方向にかじを切ることができるのではないかという気がすごくし
て、地域コミュニティの広がりとしては非常に魅力的で、もう少し何か足せば、やれるとこ
ろがあるのではないかという印象を持ちました。

（保田）もう少し何か足すというのは、何を足せばいいですか。

第３部　パネルディスカッション

パネリスト：研究員 豊中市　 石田　千穂 氏
研究員 摂津市　 尾川　一平 氏
研究員 八尾市　 村田　恵実 氏
研究員 貝塚市　 岡﨑　真也 氏

コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科 准教授　 保田　隆明 氏
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（石田）正直分からないところがあるのですが、マイルを手に入れたいと思うような強い動
機が、何かもうちょっとないのかなと感じました。

（保田）研究会にも「めぐりんマイル」の事務局の方にお越しいただいてお話しいただいた
のですが、「めぐりんマイル」と例えば「さるぼぼコイン」の違いは何かというと、「さるぼ
ぼコイン」はチャージしたタイミングでポイントが付きます。一方、「めぐりんマイル」はお
買い物をした時点で初めてポイントが付きます。つまり、貯めるポイントが違うのです。こ
れでお買い物をすればするほど楽しいという楽しさが「めぐりんマイル」にはあって、「さ
るぼぼコイン」の場合はその楽しさをチャージのときに先取りしてしまう感じです。これは
どちらがいいかはよく分からないのですが、そこの大きな違いがあります。

　　あと、「めぐりんマイル」は、石田さんの説明にもありましたけれども、基本的には地域
ポイントカードです。貯まったポイントは域内のほとんどの支払いに使うことができるの
で、地域通貨としての要素で持っていないのは、チャージ機能だけです。最初にチャージ
ができないところ以外は、地域通貨の完成形に比較的近いのだろうと思っています。事
務局の方にお越しいただいたときに、チャージ機能を持たせないのですかと質問したと
ころ、そのつもりはないですというお話だったのですが、そこは引き続き予定はないので
すか。

（石田）はい。そのようです。

（保田）そこら辺のこだわりがよく分からなくて、チャージさえさせてしまえば、地域通貨
に比較的近いのかなと思ったのですけれども。村田さん、他にありますか。

（村田）高松市のめぐりん事務局と商店街振興組合に視察に
行かせていただいたのですが、高松市はコンパクトにまとまっ
たまちなので、導入しやすい基盤があると思います。｢めぐり
んマイル」加盟店も500店舗あるということで、高松市ポイント
との連携を強化して、高松市ポイントをそのまま加盟店で使
えるようにすると、利便性が上がり、地域通貨の完成形に近
づくのではないかと思います。

（保田）なるほど。では、もう少し今後について具体的に聞くと、今日は行政の職員の方
も多いと思うのですが、総務省からマイキープラットフォームを使えという大きなプレッ
シャーが皆さんの現場に来ていると思います。総務省はこれを地域通貨にしたらいいの
ではないかと言っていて、今回、マイキープラットフォームを使って地域通貨化に取り組ん
でいるように見える高松を視察してきたわけですが、そこでの感想は、どうですか。

（村田）正直言って、国の施策の後押しで導入しておられたので、高松市には積極的にマ
イキープラットフォーム構想を使った事業を啓発していこうという動きはまだありません
でした。ただ、この仕組みを利用して何かできないかとは思っていらっしゃって、今後は
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健康ポイントなど、市としてポイントの付与を検討しているという話はお聞きしました。た
だ、それもまだ決定ではなく、そもそも31年度も継続してマイキープラットフォーム構想を
使った事業をするかどうかも未定ということでした。視察に行かせていただいて、導入す
ること自体も難しいし、軌道に乗せるのも難しいということを、すごく肌で感じました。

（保田）要は、マイナンバーカードを普及させたい、そのために、地元の商店街でいろいろ
なポイントが利用できますよ、何かお得なことがありますよという川下のところから川上に
上がっていって、マイナンバーカードを取得させようというのが最終的な狙いなのですけ
れども、そこにたどり着くために、まずマイキーIDを取得して、それぞれのサービスをひも
付けないといけないということがあって、自治体ポイントを貯めたとしても、先ほど村田
さんが指摘されたように、ポイントそのもので買い物ができるわけではなくて、そのポイ
ントを使おうと思ったら商品券なりに換えなければいけないという２段階、３段階の手間
があって、これは非常にハードルが高いのではないかと、正直思うところです。

（岡﨑）私自身は、どちらかというと導入に向けての調査をメ
インでやっていまして、例えば電子感謝券について、先ほどは
うまく機能しなければ出すのをやめればいいという制度だと
お話ししましたが、視察先の担当者は、キャッシュレス決済
をやって地域を盛り上げようという思いと、店舗と行政職員に
キャッシュレス決済を浸透させたいという思いがあり導入した
もので、他の政策に向けて、キャッシュレス決済の仕組みを用
いて何かをするときに庁内で浸透していった方が話は通りや
すいという、田んぼで言うと土を耕しているような印象を受けました。

（保田）一般の利用者にキャッシュレスが浸透していくのは、PayPayもあればLINE Pay
もあればということなので、そのスピードと時間は待ったなしだと思います。一方で、動き
の遅い役場の中でキャッシュレスを導入しましょうと先に声を掛ければ、地ならしはでき
るという話だと思います。

　　ただ、これは後で飯田さんからも話が出てくるのかもしれませんし、もしかしたら古里
さんの先ほどの話にもつながるかもしれませんが、市外の人しか使えません、市内の人は
使えないとなった場合に、導入したはいいけれども、店としてあまり利用される場面は多
くないわけではないですか。役場としても、市としても、一生懸命導入したのだけれども、
利用客が伸びるまでに時間がかかるというときに、そこをどう考えるかというのはどうで
しょう。

（岡﨑）電子感謝券に関する寄付額は、比較的良い数字とのことです。今現在どれぐらい
の寄付額があるのか分からないのですが、視察に行かせていただいたときには、電子感
謝券が返礼品の寄付は上々のようで、店舗も返礼品を送付する必要がないため、協力店
舗として参加し、地域の魅力、強みの再発見につながったのはよかったという話はされて
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いました。

（保田）ありがとうございます。あっという間に時間がたっていきますが、せっかく現役の
職員の皆さんがいらっしゃるのでお伺いすると、今回紹介した事例の中で、「ハルカスコ
イン」はブロックチェーンの技術も用いていて、比較的最先端を行っています。いろいろ
な駅に券売機が置いてあれば、それでチャージすることができるということで、これは最
先端だと思います。

　　一方で、「ひらかたポイント」や「セッピィスクラッチ」は、言葉を選ばずに申し上げると、
やや時代遅れなもの、従来からあるものを導入している印象があります。こういうものを
各行政の単位で導入していくと、それぞれでコストがかかって、それぞれ違う仕様のもの
になって、後になって地域通貨を導入しようとなったときに、過去のレガシーとして存在
することになります。そのあたりをわれわれはどういうふうに考えていくべきなのか。

　　つまり、皆さんが役所の中でこういうものを導入しようとするときに、そういうものを導
入するのであれば、地域通貨まで導入してしまいましょう、せめて、「めぐりんマイル」のよ
うなものを導入しましょうというときに、従来型のもの、要はプレミアム商品券と変わらな
いものを導入すると、無駄なコストが発生するわけです。そこに対して皆さんはどうあらが
うべきなのか、あるいは、先ほど地ならしの話がありましたが、いったん地ならしとして
はＯＫと捉えるべきなのか、そのあたりの皆さんの認識はどうですか。

（尾川）「さるぼぼコイン」もそうだったのですが、いきなり電
子化したわけではなくて、さるぼぼ倶楽部という土台が事前
にあった上に、電子化したということがあります。「ひらかたポ
イント」制度、「セッピィスクラッチ」もそうなのですが、事前
にそういったもので制度を広めて、その後、電子化するという
のがいいのかなと思います。

（岡﨑）私自身は、あらがうよりも地ならしが一番大事かなという気がしています。事業を
行うにしても行政職員が一番の壁になってくる。そこをクリアするために、地ならしは大
事です。ただ、地域ごとに様々なタイプの地域通貨が広がっていくのはもったいない気は
するので、例えば泉州地域であれば、広域的な協議会等をつくって進めていくことは必要
かと思います。

（保田）ありがとうございます。時間も限られているので「めぐりんマイル」の話に戻ります
が、行政と民間が一体となって進めていくことが非常に重要だと思います。その中で「め
ぐりんマイル」の場合、いろいろなポイントが貯まるわけです。例えば運動をして健康寿
命を延ばすとか、清掃活動に参加するとポイントがもらえますというのは、非常にいい取
り組みだと思います。

　　一方で、役場の中ではそれぞれの所管があって別 と々いう中で、実は異なる課に対して、
みんなで「めぐりんマイル」を使いましょうと持っていくのは、言うは易しで実際は難しい
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のではないかと思うのですが、何かそのあたりで、「めぐりんマイル」で工夫されたことと
か、役場の中で横串を刺す人がいたとか、そういうのは何かあったりしたのですか。

（石田）実際にお話を伺ったときには、香川県おもてなし委員
会というのがあって、そこに県や市の担当部局が所属されてい
るので、そこにぶら下がっている人たちに少し個別に相談をし
て進めていくというやり方を、実際はされている方もおられま
す。実際問題やっていくとなったときには、関係部署から会議
のようなものに人を出して、そこでもんでいくというのが、役所
の中で合意形成をしていく上では、現実感があるのかなとい
う気はします。

（保田）６人に１人が持っているという立ち位置を築けば、行政を動かすことはできると思
いますし、みんなこれを持っているから、このポイントをこちらへ統一するということもで
きると思うのです。順番が逆だと、なかなかハードルが高いと思いますけれども、そのあ
たりはどうですか。

（村田）６人に１人が持っていると聞くと、行政でも動きたいと思う部署はたくさんあると
思います。まずは、運営主体を「めぐりんマイル」のように民間化していて、そこに行政が
乗っていかないと、行政主体になると、課題が大きく異なるため、話をまとめて進めてい
くことが難しい、地域を巻き込んだ基盤を整えることが難しくなるのではないかと思いま
す。

（保田）ありがとうございます。先ほど西部先生がおっしゃっていた、自治体主体ではなく、
民がやったものを応援したくなるという話にうまくつながったところでこのパネルディス
カッションをおしまいにして、後段に移りたいと思います。４名の方々、どうもありがとうご
ざいました。
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（保田）よろしくお願いします。最後に岡崎さんから、深谷市に視察に行って、庁内の足場
固めというか、地ならしという意味ではありかもしれないという話がありました。飯田さ
んと初対面の方もいらっしゃるかもしれませんので、最初に簡単に飯田さんからその取り
組みのお話を頂いた後に、パネルディスカッションにいきたいと思います。飯田さん、よろ
しくお願いします。

（飯田）皆さん、よろしくお願いします。株式会
社トラストバンクの飯田と申します。トラストバ
ンクは、「ふるさとチョイス」というふるさと納
税のポータルサイトを運営している会社です。

　　手短に幾つかお話しさせていただくと、電
子感謝券は、ふるさと納税をすると、その３割
分のポイントが付与されて、PayPayやLINE 
Payと同じようなQR決済の仕組みで、利用者
がアプリを使って、店舗でも、スマートフォンでも、紙のQRコードでも利用ポイント分が
使えるというサービスで、昨年５月下旬に深谷市で導入していただきました。

　　そして、今申し上げた業者がアプリを使えるバージョン、紙のQRコードを店舗側が置
くだけでいいというバージョンを、11月30日にリリースし、そのタイミングでかなり多くの
自治体に導入していただきました。今も幾つかの自治体にお声掛けいただいている状態
です。ただ、１点だけ、ふるさと納税は返礼品が地場産品になります。全ての店舗で使え
るわけではなく、基本的に地場産品を販売している会社や、地域に足を運ぶ宿泊や飲食、
または体験型施設などの店舗に利用が限られているということを付け加えさせてください。

　　自治体主体の地域通貨はなかなか簡単ではないという話があったかと思いますが、弊
社の地域通貨事業はふるさと納税でのつながりをベースに、自治体ならではという地域
通貨事業をやらせていただけたらと思っています。

　　弊社としては、通常チャージでやるような電子地域通貨の場合は手数料をどう充当す
るかですとか、商店街などで実施しているポイントプログラムをどう組み込むかなどを
考えています。また健康促進ポイントなど、自治体が出される行政ポイントが多くありま
すが、その電子化もあり得ると思います。プレミアム商品券については、功罪いろいろな

第４部　パネルディスカッション

パ ネ リ ス ト：専 修 大 学 経 済 学 部 教 授 西部　　忠 氏
飛騨信用組合常勤理事総務部長 古里　圭史 氏
株式会社トラストバンク執行役員 飯田　　敦 氏

コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科准教授　 保田　隆明 氏
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考え方があるかと思いますけれども、そこもいろいろと考えて取り組んでいきたいと考え
ています。

　　10月の景気対策でのプレミアム商品券の電子化対応もできればと考えています。これ
には約1,700億円の事業予算がついていますが、そのうちの500億円相当が事務費と言
われています。そうして1,000億円強が10％のプレミアム分と考えると、それだけで１兆円
を超える経済効果がありますし、それ単体だけではなく、それをベースにしてキャッシュ
レス基盤が各自治体に入っていければ、地域通貨の基盤づくりになるのではないかと考
えています。

　　新しい施策では、ある自治体が実証実験として春先にやるプレミアム商品券のキャッ
シュレス化を一緒にやらせていただく予定になっています。

　われわれの仕組みはハイブリッドです。一つはもちろんスマホなのですけれども、スマホ
を利用できない高齢の方がいらっしゃることは課題だと思っています。子どももそうです。
その子が自分で何かお金をチャージして使う、ポイントを使うというのは、まだ少し抵抗
感があるかと思います。

　　そこで紙もアプリも店舗で扱えますよということにしています。非常にシンプルな仕組
みで、カードも一緒に展開できる形を考えています。ひとつひとつ個別のQRコードが印刷
されたカードをICカードの代わりに展開するような、シンプルな発想のものです。店舗に
も、スマートフォンを持っていればQR決済できるけれども、広げるために紙のQRコード
を置くだけでもいいですよという形で普及したのと同じような考え方です。

　　加盟店ももちろんアプリが使えれば、アプリで利用者のQRコードを読み取れるのです
けれども、それが利用できない方には紙のQRコードを置いて、逆に利用者のアプリで読
み込んでもらうことをします。カード型は落としたときなどのセキュリティを鑑みて、ただ
QRを読めばいいだけではなくて、４桁の確認コードを登録して入れていただくような形
にしています。こうすることでICカードを持ち歩いているのと同じことになり、また利用時
に４桁の確認コードを入力するのはクレジットカードと同様となります。今回、共通の仕
組みとしてこのシステムを広げているのが、弊社の説明です。

（保田）飯田さん、ありがとうございました。それでは、残り30分強でパネルディスカッショ
ンを進めていきます。今回は「さるぼぼコイン」の事例発表と、研究員の人たちの成果報
告、そして飯田さんからはふるさと納税にひも付いた電子感謝券と、幾つかのご報告が
あったわけですが、まずは西部先生に、それらをお聞きになった上での簡単な総括、講
評のようなものがもしあれば、お伺いできればと思います。よろしくお願いします。

（西部）順番にお話しします。最初は「さるぼぼコイン」で、登録店舗数はかなり増えて
800ぐらいまでいっているけれども、ユーザーの数が思ったほど伸びない。BtoBがどこま
で伸びていくかという話をされていました。経済効果を考えるときには、地域通貨が２回
転、３回転、４回転と、複数回転したものを平均化して、平均的な回転数を流通速度とし
て求めます。北海道では、もちろん３か月と６か月という期限を切っていることが大きい
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のですが、当時のM2＋CDという貨幣供給量をGDPで割っ
たものが0.7とか0.8で、本当に回転しないのです。それが
今さらに0.6ぐらいまでいって、それと比べて５、６倍、１年
間に3.5とか４回るようにしていかないと、経済効果が商品
券と比べてどれだけあるかは実証できないので、そこはや
る必要があるのではと見ています。

　　それをやる上で何が必要なのかというと、聞くところによ
ると、今は地元のスーパーに最終的に集中しているというこ
となのですが、受け取ったお店が仕入れに使えたり、自分
のところで雇っているアルバイトや従業員の給料を地域通貨で払えたりするということが
もう一つ来ると、インパクトが大きくて、キャッシュレス化が進んでいきます。

　　東京都の小池百合子知事が、安倍首相に「ペイロールをぜひお願いしたい」と言ったり、
株式会社ドレミングが、勤怠情報付きのリアル給与を支払えるソフトを開発して、労働基
準法がネックになって日本では使えないので海外で展開したりしています。現金払いある
いは銀行振り込みを越えて、デジタルマネーで給与払いができるようになればということ
を提案したそうで、どうもそういう方向へ厚労省がかじを切って、今年中にそういうこと
がいろいろな条件付きですが可能になってくるといわれています。

　　逆に言うと、今まではいかに消費を広げるかばかりを考えていたのですが、先ほどの市
の職員の方の話で、例えば給与の１割が全員に地域通貨で支払われるようになれば、お
互いにそれをどうやって使えるようにするかということに励むと思うのです。それで一遍
にそういう問題が解決されてしまうという可能性があると思っています。

　　もう一つの、ユーザーをいかに増やすかということは今の問題に絡んでいて、給与で
実際にもらって使うということになれば急速に循環が促進される可能性もあるし、今度
はそれを、地域産業連関を見ながら、どういう方向へ流れるのかを考えながら、さらに地
域の中の産業連関という部分にうまく載せる必要があります。それが高山飛騨だけでど
れだけ回るのかを考えなければいけないし、北海道では１次産業は160％、３次産業が
94％以上の自給率があって、第２産業を除けば教育、保険、介護が域内である程度回る
可能性があるという話をしましたが、それぞれの地域でどうなっているかを見ながらやる
必要があると思います。

　　次は、研究発表です。皆さん本当にきちんと調べてこられています。ただ、｢地域通貨と
は」という最初のところで、ポイントや電子マネーと地域通貨とは、きちんと分けた方がい
いです。ポイントと電子マネーは１回使ったら換金しておしまいなので、ある意味で流通
しないのです。それに対して地域通貨は、｢さるぼぼコイン」の場合もそうですけれども、
個人間の支払機能が付いているので、実際にみんなが使うかどうかは別として、転々流
通することが基本的にできるのです。転々流通性が確保されているという意味では、｢さ
るぼぼコイン」や「ハルカスコイン」はそうですが、それ以外のものはそうなっていません。
技術上はできるのでしょうけれども、｢めぐりんマイル」も転々流通させないのではないか。
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　　今日の話で１回も出てこなかった重要な点はトレーサビリティということです。われわ
れは、利用者に紙幣裏に「いつ、どこで、なにを」という取引内容を記載してもらい、非
常に苦労して情報をつかんでいたのですが、個人情報保護法ができてデータがまったく
取れなくなったのです。それで当時は唯一利用可能であった電子マネーを考えたのです
が、取引情報が企業に入ってわれわれが簡単に利用できなくなってしまいます。今はビッ
グデータがそれを取得した企業の資産になっている観があります。企業はもちろんマー
ケティングに使うでしょうが、行政がやることの意味は、それをきちんと住民や企業と共
有化して、情報そのものを施策に使う、政策へと展開することです。今はいわゆるビッグ
データ、AIがいわれているので、そこまで考えてやるのがいいのではないかと思いました。

　最後に、トラストバンクが展開されている電子感謝券、これは非常に面白いと思って聞い
ていました。ふるさと納税についてはいろいろ話題があって、返礼品が50％で、しかもア
マゾンの商品券がもらえてしまう。そういうことでいいのかという議論がある中で、それ
とは逆向きに地域の中で経済を活性化することをトラストバンクは考えている。私は、そ
ういう考え方ならぜひ協力させていただきたいと思います。

　　ハイブリッドなプレミアム商品券は、アプリが使えない人は紙ベースの商品券、カード
でというのは、そのとおりだと思います。シンプルなのが一番良くて、高齢者、あるいは子
どももそうかもしれないと思います。ただ、恐らくPayPayなどが出てくる中で、みんなが
普段使いするように、この１、２年の間になっていくのではないかと思います。デジタルマ
ネーでの賃金支払いが可能になれば、かなり急速に普及するのでしょうから、そういうこ
とも見ながら考えたいと思います。

（保田）ありがとうございました。今のコメントを受けて古里さんに２点、「さるぼぼコイ
ン」でBtoB、転々流通に関して何か工夫されていること、取り組まれていることがあれば
教えていただきたいというのが１点と、もう１点は「さるぼぼコイン」で給料を受け取り
たいという話が信組の中でも出たけれども法律的に駄目だった、一時的な賞与的なもの
だったらという話があったと思うのですが、そのあたりのエピソードをご披露いただけれ
ばと思います。

（古里）BtoBをどう促進していくかというところで、西部先生がおっしゃったように、一つ
は換金に1.5％という料率を仕掛けているものですから、事業者の中でばば抜きのように
なって、流通の後ろの方になればなるほどコインが貯まって
きてしまって、うちが1.5％持たないといけないのかという話
になっているのです。ですから、流通の後段階のところでは
料率を段階的に下げるとか、そこら辺はもう少し細かい制
度設計が要るのかなということで今検討しています。

　　もう一つは、そもそも換金させなければいいのではない
かというところで、家計に戻っていく流れをつくりたいと
思っています。二つ目の質問にも関連するのですが、当初は
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その議論が中でできなかったというか、ハードルが高かったのですが、まさに西部先生
がおっしゃったように、ドレミングさんがかなり道をつくってくださったので、厚労省との
調整も昨年中に始めていて、できれば実証実験的にスタートさせてもらえる中に、ねじ込
ませてもらおうと思って交渉しているところです。市内の一定の会社で、従業員の給料を
「さるぼぼコイン」で支払えるということになれば、様相が変わってくるかと思っています。

（保田）ありがとうございます。飯田さんに話を振っていくのですが、ふるさと納税という
枠組みを使う限り、先ほど岡﨑さんの話にも出てきましたけれども、域外の人は使えるけ
れども、域内の人は使えないという課題はあると思うのです。一方で、地域通貨と考えた
場合は、域内でぐるぐるさせたいというところがあるわけで、そのあたりの工夫や、域内
の人も簡単に使えるようにすることは技術的には可能だと思うので、そのあたりのお考え
なり戦略があれば、お聞かせ願いたいです。

（飯田）おっしゃっていただいたとおり、システムを共通化することによって、例えば先ほど
事例でも挙げさせていただいた深谷市が地域内でも使いたいとなったときのために、契
約書の書き換えや規約の同意といったことは改めて必要になりますが、システムは共有化
させようと思っています。細かい話は割愛しますが、自治体が主体になって新しくゼロか
らスタートさせる場合、精算業務や加盟店開拓業務の負担が大きいのです。

　　ただ、それは、例えばふるさと納税でのシステムが入っていると軽減できると思ってい
ます。システムが共有できますし、精算も共有できますし、見る画面も共有できます。です
から、順番として、ふるさと納税で導入していただいた後、そこの共通基盤が使えるとい
うのは、一つの大きなやり方になってくると考えています。

（保田）西部先生のプレゼンの中に、広域というすごく重要なキーワードがありました。時
間があまりなかったので説明を端折られたので、もうちょっとお話しいただきたいと思い
ます。その背景には、古里さんの営業エリアが三つの自治体に限られていて、地域通貨は
域内でぐるぐる循環させるという話や、先生の産業連関表でいくと、北海道の下川町で分
析して、より地域からお金を出ていかないようにするという話があって、広域とそこは相
容れないところがあるものの、利便性と考えると広域だしという、そのあたりについて補
足していただいてもよろしいでしょうか。

（西部）北海道の5,000人、１万人規模の小さなところでやるときに、地産地消と言葉では
言うのだけれども、できるものとできないものがあります。木材やエネルギーの再生・循
環はできるとしても、貨幣の域内循環はできていない、大企業が入ってくると、どうしても
そうなる、それをこれからなんとかしたいと下川町の方々も言っています。SDGsをもう少
し実質あるものにしようということです。

　　1997年に拓銀が潰れた場合のように、地域内の金融機関が域外に投資して、バブル
がはじけた結果、それが不良債権化して破綻するというのは馬鹿げている、それでは何
のために預金しているのかわからないと、みんな思うはずです。また、同じ年のアジア
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通貨危機のように外資が急速かつ大量に入ってバブルになっても、為替レート次第で資
本は逃避して行ってしまう。

　　こういう問題から考えたのは、｢円」に対して北海道通貨として「Do」を創設し、Doと
円は１対１ではなく、Doを少し安くするというDo安政策です。そうすると、海外のインバ
ウンド観光客も円ではなく初めからDoを買って北海道にやってくるのではないか。それが
電子であればなおさらよくて、余っても後でネットで物産を買うとか、また次回来ようとか
と、インバウンド観光を刺激することになります。北海道の中にいったん入ったら、どこに
行ってもほとんどDoが使えるというようになれば、それによって道民も生活していけるで
はないか。そうなると、僕は北大に勤めていましたけれども、給料のうち２割ぐらいDoで
もらってもいいということになるのではないか。それは決して強制ではなく自由な選択の
結果であるべきです。こうして自立性、自主性が実際に高まっていく。

　　その場合、人々が地域通貨で暮らしていける程度の経済的自立には、どのぐらいの流
通圏の広さが必要なのだろうかと逆に考えたときに、まずは北海道であればできそうだ
と。北海道は都道府県と道州制の道が一致しているので、手っ取り早いです。他のところ
では、都道府県レベルでどこまでできるかは地域産業連関表を見てみないと分かりませ
んが、できるところもありそうですし、できないところもあるかもしれない。東京などは意
外とできてしまうかもしれません。そういうことも含めて、ある程度の広さは要るのだけ
れども、どれほどの広さがあればいいかというのは一概には言えません。ただ、一番大き
いところでは円に対して道州制レベルくらいのものがあると、道州間競争という観点も含
めて面白いかと思います。その場合、完全変動為替レートにしてしまうと投機になるので、
ある程度定期的に、１か月に１回変わるぐらい半固定相場制のような感じでやった方が、
みんなが安心して使えるのではないでしょうか。

　　その発行元が一体どこなのか。先ほど言いかけたのは、それを北海道庁がやるのが
いいのかどうか。僕は最初、北海道庁を考えていたのですが、そうでなくてもいいかもし
れません。北海道庁がやると中央政府との関係で角が立つというのであれば、NPOなり
金融機関が発行すればいいし、場合によっては、大きなドラッグストアや有名なコンビニ
がありますから、それらのポイントが発展して地域通貨になるのでもいいのかもしれま
せん。

　そして、そういうとろにスポーツが、例えば野球やサッカーがくっつくことによって、人々
が応援しようという気持ちも出てくるのではないかと思っています。ベイスターズコインは
そういう感じです。日本ファイターズやコンサドーレが参加してくれれば、普及しやすくな
ります。元々、地場の飛行機会社エアドゥを応援したくて「Do」と名付けたのに、そのエア
ドゥが潰れてしまって、しかもANAの子会社になってしまって、出資したのに100％減資
で、民間出資者には何も返ってこないなんてひどいな、北海道何とかしてくれよと思った
りしたのですが（笑)、そういうこともあって、Doのことをしきりに考えていました。

（保田）ありがとうございます。古里さん、広域連携のようなところで、どうしてもエリアが
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限られている中で、裏の仕組み自体は木更津のシステムと
全く同じものをお持ちになっているわけですから、例えば
「アクアコイン」と「さるぼぼコイン」で互換性を持たせる
ことは、システム的には全くできる話なわけですが、広域と
いうキーワードで何か議論しておきたいこととか、こんなこ
とが気になっているとか、可能性などがあれば、教えてい
ただきたいと思います。

（古里）恐らく木更津の取り組みもそうなのですけれども、地域と地域が結び付く一つの
ツールにはなるかと思います。向こうのコインを持っているから行ってみようなどと、面白
い取り組みにもなるかと思っています。地域通貨というところで見ますと、木更津では行
政もしっかり入って商工会議所も含めて三つの機関が三者連携した取り組みだったので、
しっかりとはまったと思います。

　　その他の地域のお話を伺ったり、木更津と同じような形で展開しようと思って私たちが
動いても、地域によってはどこまでが地域なのか、コミュニティの広さが各地域でまちま
ちで、ここではうまくはまらないのではないかと思うところが結構あるのです。何となく住
んでいる方の生活の感覚にすごく近くて、行政の区割りとは違うので、そこら辺を見極めて
やらないと難しいです。同じような地域が地域連携できればいいのですが、飛騨高山は
先ほど申し上げたように外部からたくさんの人たちが来てくれるというバックヤードがあ
るからこそ、その人たちからたくさん価値を落としていただいて、中で回していきましょう
という戦略が取れるわけで、そのありようは地域ごとに違うのかなと思います。

（保田）飯田さんの11市町で導入したという話も同じで、極論ですけれども、下呂市にふる
さと納税して、下呂の感謝券をもらったけれども、11市町の方に変えるとか、別のところ
でも使えるとかということは、システム的には可能なわけですが、そのあたりはどう考え
ますか。

（飯田）まさにシステム的には可能ですし、先ほどご紹介した電子感謝券もそうですし、新
しい地域通貨として準備しているものも、使い方は一緒なのですけれども、特徴的なの
はその中に複数の地域通貨が入るというところで、非常にユニークなつくりになっている
と思っています。西部先生がおっしゃられたような、それに
よって交換できるとか、そこら辺の流動性は、われわれも
面白いテーマだと考えています。

　　われわれも関係省庁と話をし始めているのですが、ICO
や価格変動性のような、ブロックチェーンの話に大分近い
話になってくる側面もあって、類似ではないのですが、関
係省庁は慎重になっているところがあります。具体的に問
われているのが変動する必然性で、そういうことが本当に
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地域に資するという説明は欲しいという話をされていました。その辺の理由付けをどうす
るか。恐らく法律制度的には、その辺はあまり規定されていないという整理もできそうな
のですが、そのあたりが問われているわけです。ただわれわれからしても投機ではないと
いう整理にしたいと思うのです。先生がおっしゃっていたように、なぜ価格変動性がある
とそれぞれの地域にメリットがあるのか、引き続き勉強させていただいて整理していきた
いところですし、そこが重要なのかなと思っています。

（保田）どうぞ、先生、お願いします。

（西部）地地域通貨で大分前から同じような話があって、今日はあまり話ができなかった
のですが、LETSというのがあります。multiLETSとinterLETSがあって、interLETS
は二つのLETSが相互乗り入れし、自分のLETSの通貨を自分が参加していないLETS
でも使えるようにする仕組みです。1990年代、オーストラリアのブルーマウンテンという
地区ともう一つはシドニーのLETSがレート１対１のinterLETSを形成したが、ブルーマ
ウンテンは観光地でもあって、シドニーの都会人が観光に行くので、ブルーマウンテンの
LETSの方にどんどんシドニーのLETSが貯まってしまうのです。これはまずいのではな
いかとなったのですが、変動レートへも抵抗がありました。法定通貨円と北海道地域通
貨との間ではいいとして、地域通貨間では一方向へ流れていく不均衡が生じるので、簡
単にやらない方がいい、やるとしても起こりうる事態を十分に考慮した制度設計にすべき
だと思います。これには、正式の交換情報を受けて交換するのではなく、個人間でスワッ
プすればいいのではないか。multiLETSは一人の参加者が多くのLETSに参加している
状況です。そこでは、二人の参加者が共通に参加する二つのLETSの通貨を任意のレー
トで直接スワップできます。つまり、ＡとＢ両方の地域通貨を持っている人が２人いて、自
分はＡが欲しい、もう１人はＢが欲しいのだったら、ＡとＢの交換レートを自分たちで決
めて相対で交換すれば構わないのではないかということです。正式に交換場や取引場を
つくってしまうと、仮想通貨に似た投機が発生するので、この問題はよく考えた方がいい
です。

（保田）株式取引でも、東証でやる場合はマーケットができてしまっていますけれども、店
頭取引でやる場合は、今の相対でいけるということだと思います。そういう構造かなとい
う気がします。これからの時代は、もしかするとメルカリで交換するという話もあるのかも
しれません。

　　今の話からいくと、要は地域通貨の使われる場所によって、人気の場所と不人気な場
所が出るというお話があったと思います。古里さんにお伺いしたいのですが、「さるぼぼ
コイン」でも域内で800店舗ある中で、ヘビーに使われる場所とそうでない場所が相当
偏っているかと思います。そのあたりの取り組みや課題があれば教えていただきたいです。

（古里）おっしゃるとおりで、地域の中に900近い店舗があるのですけれども、利用のほ
とんどがスーパーとドラッグストアに偏るのです。この割合がすごくて、１次流通のところ
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では70％ぐらいが上位３業種ぐらいに偏ってしまって、ほとんど使われないというお店が
かなりの割合であります。その中では、スーパーが経費の支払いなど、先ほど申し上げた
BtoBのところでどれだけ使ってくれるかということも一つ大切になります。

　　もう一つは、これもいろいろ検討していて課題解決策を見出せていないのですが、本
当に底にまでしっかりと消費が行き渡るように、何か施策が打てないかと思っています。
１年たって、加盟点から寄せられる声の中には少しずつネガティブな話が入ってきていて、
コストゼロ円で入ったはいいけれども、全然メリットを感じない。「さるぼぼコイン」を導
入しているから来てくれたというお客さんがそんなにいるわけではないし、今まで来てい
た既存のお客さんが「さるぼぼコイン」を使ってくるので、逆に換金するのに1.5％負担
しないといけなくなる、単純に利益が落ちたという話があります。そういったところでも
つらいかと思います。そういうお店は元 １々日のお商売の取引の数がそんなに多くなくて、
先ほど加盟点のセグメントのところでお見せしたように、日常の買い回りの本当に小さな
お店からでも導入できるのですけれども、そこにそういったものを導入したメリット、恩恵
が落ちていっていないというのが悩み所です。そこはすごく悩んでいます。

（保田）西部先生、何かアドバイスはありますか。

（西部）LETSを昔やったときには、業態に応じて割引率を変える、100円のうちLETSで
払えるのは10円、10％にしたり、でも、喫茶店だったら50％いけるでしょうとか、そういうふ
うに変えて実際にそれでやっているわけです。八百屋さんで50％地域通貨で払われると、
みんな困ってしまいますが、飲食店では大丈夫というように、業態によって手数料を変え
るとか、今までどこもやったことがないのですが、そういうことをやるのもありかもしれま
せん。先ほど言った回転数に応じて割引率が下がるとか、きめ細かなことがデジタルだか
らできるわけなので、そういうことをよく考えていったら面白いのではないかと思います。

（保田）ありがとうございます。西部先生のプレゼンテーションの中で、ブロックチェーン、
コミュニティ、公益という三つの重要なポイントがあるという話があったと思います。ブ
ロックチェーンについて聞きたかったのですが、時間の都合上、それは割愛して、コミュニ
ティのところに焦点を当ててみたいと思います。

　　コミュニティ・オブ・インタレストという非常に良いキーワードも出していただきました。
その中で、地域通貨には自治体単位だったり、地域単位の話もあります。以前の公開講
座では会津大学の取組事例を皆さんとシェアさせていただきましたが、極論すると２日
間開催のお祭りの中でのお祭り用の通貨のようなものもできるのです。いろいろなコミュ
ニティがあって、そのコミュニティごとにも通貨が出せるという中で、コミュニティ単位で
通貨を出してコミュニティを強くしていくという動きと、逆に通貨というものでコミュニ
ティが強くなっていくという動きの、両方の側面があると思うのです。そのあたりでもしも
プレゼンテーションの中からまだ伝え切れていない部分があれば、教えていただきたい
のですが。
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（西部）グローバリゼーションの中で家族、学校、近隣といったコミュニティが崩れていく
と、そういうものを再建、再興しようというカウンター・ムーブメントが生じます。その中
で地域通貨を使っていこうというのが基本的な考え方です。これは地域通貨でコミュニ
ティを新たに創るという話です。でも、地域通貨が回るためにはコミュニティがなければ
いけないのではないか、コミュニティがあるから地域通貨が回るのではないかという逆
の議論も常に出てきます。円の方が圧倒的に万能なのに、なぜわざわざ不便で使えない
地域通貨を使うのか。やはり、コミュニティがすでにあるからというより、コミュニティを
希求するからだということではないでしょうか。

　　ケンブリッジで在外研究したとき、あるLETSに参加しました。ケンブリッジという町
は、いまも学者や学生のアカデミックなコミュニティの雰囲気が残っています。参加者の
多くは地元住民ではなく世界各国から来訪した研究者で、お互いに知らない同士が知り
合うためにLETSに参加して来たのです。一旦、友達としての信頼関係が築かれれば、も
うLETSをやり続ける必要はないので、ケンブリッジではLETSが廃れたと聞きました。
経済的側面の強い地域通貨では取引は持続的に行われますが、文化的側面が強い地域
通貨では、目的が絆やつながりの形成にあるので、こういうことが起こるわけです。

　　あと、コミュニティということで言えば、単一のコミュニティに帰属していると窮屈で息苦
しいですが、これからのコミュニティは多重帰属が当然です。国籍でさえそうだという考え
もあるでしょう。皆さんの財布の中に入っている20種類のキャッシュカード、クレジットカー
ドが、皆さんが持っている金融的なネットワークだとすると、地域通貨も20種類以上持って
いてもいい。僕は「アクアコイン」も「さるぼぼコイン」も両方持っています。それは、そうい
う場所に興味、関心があるから持っているからです。相手がどの地域通貨に属しているか、
共通に所属する地域通貨は何かと行った話題がコミュニケーションのきっかけになるし、二
つ以上共通の地域通貨があれば、先ほど話が出たスワップもできるわけです。だから、地
域通貨は常にマルチプル（複数）で考えなければいけないのです。多重帰属関係こそ自分
のアイデンティティだとさえ言えるかもしれません。コミュニティと通貨とどちらが先かという
よりも、多数のコミュニティ通貨を持つことで、自分がいろいろなコミュニティで複雑なつな
がりをもつオーガニックな存在であることに気づくことが、もう一つ大きい課題だと思います。

（保田）ありがとうございます。ちょうど時間になってしまいましたので、このあたりで終わり
にしたいと思います。私も昨日、割り勘しなければいけない場面があって、LINE Payで送
金しようとしたのです。しかし、お互いにLINE Payは持っているのですけれども、LINE 
Payで送金するには、ラインでつながっていないといけないということで、まずラインでつな
がったところ、その先生のアイコンの写真がお子さま２人の写真で、仕事でしか関係してい
なかった人と突然プライベートでもぐっとつながるような感じを受けました。それが先生の
おっしゃっていたコミュニケーションというか、メディアも含めて支払いというのはそういう
側面があるのかなと思いました。つたない進行でしたが、ちょうど５時になりましたので、こ
れで終わらせていただきます。ご登壇いただきましたお三方に、大きな拍手をお願いします。
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研究会 月　　日 内　　　　　　　容

第１回 ５月14日（月)

① オリエンテーション、研究員自己紹介
② 指導助言者及びアドバイザーによる基調講義
　「地域通貨 論点整理」
 神戸大学大学院経営学研究科 准教授　保田　隆明 氏
　「株式会社トラストバンクの取り組みについて」
 株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏
③ 意見交換

第２回 ６月４日（月)

公開講座「第１回 地域活性化の切り札‼ 
　　　　　　　～新しい地域通貨を活用したまちづくり戦略～」
① 第１部「『アクアコイン』で地域経済とコミュニティを活性化」
 木更津市経済部産業振興課 主幹　鈴木　昭宣 氏
② 第２部「香川県の地域ポイント『めぐりんマイル』の仕組みとは」
 サイテックアイ株式会社 顧問　善生　憲司 氏
③ 第３部「全体講評・質疑応答」

第３回 ７月９日（月)

公開講座「第２回 地域活性化の切り札‼ 
　　　　　　　～新しい地域通貨を活用したまちづくり戦略～」
① 第１部「新しい地域通貨の可能性 ～理論的概念から考える～」
 ケイスリー株式会社 取締役　森山　　健 氏
② 第２部「‶ふるさとトークン”について」
 株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏
③ 第３部「全体講評・質疑応答」

第４回 ８月３日（金)
① 第２・３回研究会（公開講座）の振り返り
② 視察先の検討

視　察
９月10日（月)
　～11日（火)

① 飛騨信用組合
② 深谷市

第５回 10月15日（月)
① 視察実施報告
② 自由討議

視　察
11月６日（火)
　～７日（水)

① 高松市
② サイテックアイ株式会社
③ 高松兵庫町商店街振興組合

視　察 11月26日（月) 近鉄グループホールディングス株式会社
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研究会 月　　日 内　　　　　　　容

第６回 11月26日（月)

公開講座「第１回 キャッシュレス革命！ 
　　　　　　　～電子地域通貨を活用したまちづくり戦略～」
① 第１部「ふるさと納税の返礼品『電子感謝券』とは 
　　　　　　　 ～行政ポイントを絡め、さらなる展開へ～」
 株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏
② 第２部「全国初、住民総参加型ポイント制度『ナギフト』について」
 奈義町まちづくり戦略室 班長　森安　栄次 氏
③ 第３部「全体講評・質疑応答」
④ 意見交換会

第７回 12月12日（水)

公開講座「第２回 キャッシュレス革命！ 
　　　　　　　～電子地域通貨を活用したまちづくり戦略～」
① 基調講演「新しい地域通貨の可能性 
　　　　　　　　 ～会津大学での実証実験を通して～」
 会津大学産学イノベーションセンター 客員准教授　藤井　靖史 氏
② 事例発表１「環境に特化した地域環境通貨とは 
　　　　　　　　　 ～循環型社会構築に向けて～」
 早稲田大学環境総合研究センター 研究院准教授／主任研究員　永井　祐二 氏
③ 事例発表２「LINEが行う戦略的な“キャッシュレス決済”」
 LINE Pay株式会社 事業開発室戦略チーム　渡辺宏一郎 氏
④ 全体講評「意見交換・質疑応答」

第８回 １月９日（水)
① 成果報告会・報告書の内容討議
② 視察実施報告
③ 自由討議

第９回 ２月６日（水) 成果報告会リハーサル

成　果
報告会

２月13日（水)

「地域に活気を取り戻せ‼ ～地域通貨・地域ポイントの可能性～」
① 基調講演「新しい地域通貨の可能性」
 専修大学経済学部 教授　西部　　忠 氏
② 事例発表「地域通貨が潤す地域経済 
　　　　　　　　 ～電子地域通貨「さるぼぼコイン」とは～」
 飛騨信用組合 常務理事　古里　圭史 氏
③ 研究成果発表
　 １．研究員による発表　２．研究員によるパネルディスカッション
④ パネルディスカッション
　 パネリスト：専 修 大 学 経 済 学 部  教 授　西部　　忠 氏
　 　　　　　　飛 騨 信 用 組 合  常 務 理 事　古里　圭史 氏
　 　　　　　　株式会社トラストバンク 執行役員　飯田　　敦 氏
　 コーディネーター：神戸大学大学院経営学研究科 准教授　保田　隆明 氏
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研　　究　　員

市町村名 所　　　　　　　属 氏　　　名

豊 中 市 財務部固定資産税課 石　田　千　穂

摂 津 市 保健福祉部国保年金課 尾　川　一　平

八 尾 市 政策企画部政策推進課 村　田　恵　実

貝 塚 市 都市政策部商工観光課 岡　﨑　真　也

指 導 助 言 者

神戸大学大学院経営学研究科 准教授 保　田　隆　明

アドバイザー

株式会社トラストバンク 執行役員 飯　田　　　敦

事　　務　　局

おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）

曽　我　夏　樹

青　柳　成　和

村　上　絵里子

後列左から　飛騨信用組合 古里氏、飯田氏、ケイスリー株式会社 森山氏、専修大学 西部氏、保田先生
前列左から　村田研究員、石田研究員、尾川研究員、岡﨑研究員、青柳（事務局）、曽我（事務局)
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