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この章では協働で、地域通貨を
事業の中に組み込んでいる米国の
ケースを紹介しています。
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元気なリーダーたちでは、地域通貨を取り入れることで、それまではサービスを受けていた
受身の人たちも一緒に、自分たちの隠れた能力を再発見しながら、地域づくりに主体的に取り
組もうとしている事例を紹介しました。
こうした動きは、泉留維さんが第１章で述べているように、地域通貨を導入することで「自

分たち自身が生活空間を作り出していくことの大切さ」や「自分たちが住む地域やコミュニテ
ィは自分たちで作っていこう」という力強さが感じ取れます。
ところで、地域通貨の活用法には大きく分けて次の２つがあります。

第 4 章　地域通貨で協働事業　　
（行政や企業、他団体との協働事業）

．サービスの交換
目的はコミュニティの再構築や、地域経済の活性化、農林業振興などさまざまですが、近隣

でのサービスの交換が基盤になっているもの。

．事業の中に組み込んでいるケース
行政の政策や、企業の新しい展開、財団や団体の事業の中に地域通貨を取り入れているケー

ス。従来のような行政主導型の事業ではなく、地域通貨団体が、企画・運営に主体的に関わり、
協働事業を推進しているもの。サービスの交換の事例については、第３章で述べていますので、
ここでは地域通貨を事業の中に組み込んでいる米国での事例をご紹介しましょう。

少年たちの初犯を少年司法制度で裁く代わりの手段としてワシントンDCの最高裁判所で、正
式に認定されている制度です。ユースコートでの初犯罪者たちは、彼らの仲間が演じる陪審員
によって裁かれ、罪の償いの一手段であるコミュニティサービスでは協力機関の教会やNPO法
人などの現場で訓練を受けながら、サービスの技能を体得していきます。この際サービスの報
酬は地域通貨で支払い、貯めた地域通貨は中古のコンピュータや地域の企業、また団体から寄
付された商品券などと交換できます。そしてロースクールの学生たちは、ユースコートの弁護
士を務める、という具合に、地域ぐるみで少年たちの更生を支援しています。

（1）ユース・コート＝少年裁判所
協働機関：タイムダラー研究所

ワシントンＤＣ・最高裁判所
ワシントンＤＣ・ロースクール
コミュニティサービスを支援する地域の企業やＮＰＯ法人

このプログラムは、1995年に、小学校の放課後対策事業として、シカゴ市の教育委員会とタ
イムダラー研究所が考案した協働事業です。当時シカゴの教育程度は米国内で51番目と低く、
その対策の一つとして、１万人の個人教授を雇うという教育長にタイムダラー研究所は異議を
唱え、専門家を雇う代わりに、年長の子どもたちが、年少の子どもたちの宿題を手伝う仲間同
士での助け合いを提案しました。結果として、年長者のほめ言葉や友情が得られることで、学
ぶことが楽しくなり、教える側も、教えられる側も算数と読解力の得点が上がりました。そし
て、参加した子供たちの間では家族のような絆が生まれたといいます。このプログラムでは、
子どもたちの指導者には、時間で点数を与え、100点たまると修理をしたリサイクルコンピュ
ータをご褒美としてもらえました。当初は５ヵ所の小学校で開始されましたが、８年後の2003
年７月には80校の小学校が参加、ご褒美のコンピュータは4825台、400トンもの廃棄物になり
かねなかったコンピュータが有効利用されています。
さて、ここで問題が起こりました。最初は企業のボランティアが、廃品となったコンピュー

タの修理をしていましたが、5000台近い数になると、対処できなくなったのです。そこで、イ
リノイ州立工科大学のデジタル・メディア・センターとの協働事業で、小学校の上級生と中学
生を対象にした夏季集中講座・コンピュータ診断・修理コースが実施されました。イリノイ州
立大学では、小学生でも理解できるカリキュラムとインストラクターを提供し、参加した大学
生たちはコミュニティサービスのいいチャンスを得たと喜んでいます。
地域通貨団体と、行政、企業、大学が協働で行った事業として、日本でも放課後のプログラ

ムに取り入れることができるのではないでしょうか。
ほんの一部ですが、行政の事業の中で地域通貨を活用できる事例をご紹介しました。国の違

いはあっても、地域通貨の団体が主体的に取り組む事によって、地域の各種団体や、大学など
も巻き込みながら、お互いにメリットのある、「ウィン、ウィン（Win Win）」の関係作りが
可能になってきます。
地域の課題を掘り起こしながら、①青少年育成支援事業 ②子育て支援事業 ③女性のチャレ

ンジ支援事業 ④高齢者自立支援事業など ⑤エコツーリズムなどさまざまな事業の中で地域通
貨を取り入れてはいかがでしょうか。

（2）仲間同士の指導者プログラムと、ＳＷＡＴチーム
協働機関：タイムダラー研究所

シカゴの小・中学生たち
シカゴ教育委員会
イリノイ州立工科大学
コンピュータ関連会社と、その社員たち
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この章では、地域通貨を始める
ために必要な書類、参考になるホ
ームページなどを紹介しています。
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第 5 章　資料　　

●いーよネットパンフレット ●いーよネットパンフレット
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●いーよネットパンフレット ●いーよネットパンフレット
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●ゆうゆうヘルプ・波方　参加者自己紹介（兼　入会申込書）

　念　  　　　書（案）

　　　地域通貨のやり取りの中で、会員間で万が一の事故が生じましてもお互いに責任を一切問わ
　　ないことをここに誓い、念書を交わす次第です。事故については本会加入のボランティア保険
　　の範囲内での対処となります。地域通貨はお互いが心を込めての助け合いが基本になっていま
　　すので、権利、業務といった考えでお互いのサービスを規定しないこととしています。緊急の
　　場合の病院については、本会の判断で、指定の病院での処置となります。以上のことを理解し、
　　ここに署名・捺印をいたします。

　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

下記の情報は、当事務所で保管し、プライバシーを守ることを約束します。

会員　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　住所

□□□事務局　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　住所

本人の情報

かかりつけ医者の連絡先

緊急の場合の連絡先

特記事項

病名
アレルギー
持病など

●念書（案）
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●ゆうゆうヘルプ・波方　サービスメニュー（その1） ●ゆうゆうヘルプ・波方　サービスメニュー（その2）
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●榎シール事業事務局『榎シール丸8ループの法則』 ●ボランティア保険の内容

出典『ふくしの保険ホームページ』より
http://www.fukushihoken.co.jp



１
ゆうゆうヘルプ
・波方

ボランティア
グループもやい
運営委員会

ボランティア
グループ椿

グループ
だんだん

さわやか
サポート

さわやか
サポート

五十崎榎
シール事業
事務局

ボランティア
グループ
となりぐみ

ボランティア
グループ
たまがわ

ボランティア
グループ
豊茂

ボランティア
グループ
あんき

NPO法人
わくわくアイ
ランド大島

NPO法人
ライフサポート
友伍

No. 団体名 通貨の名称 活動の範囲 計測基準 活動開始時期

2001年4月

2002年4月

2003年6月

2001年10月

2002年
12月1日

2000年7月

1999年11月

波方町内

津島町内

玉川町内

垣生地区

新居浜市
大島地区

主に
松山市内

松山市内

松山市
北井門町内

関前村
3島

町内の天神
商店街内

長浜町
豊茂地区

東予市内の
多賀小学校区

30分のサービス
でチップ1枚

30分のサービス
でゆうご券1枚

1通貨は30分に
換算する。

100エコは100円

サービス30分
サービス60分

30分のサービス
に対してサービス
チケット1枚

30分と1時間のと
なり券をサービス
の時間に合わせて
交換する。

30分のサービス
でバンブー1個

30分のサービス
でとよしげ券1枚

いまづ

さんきゅう券

となり 1999年

2001年

1994年

2002年

2001年

定めて
いない

決まっていない

1時間1いまづ

1時間のサービス
に100点券を1枚

だんだん

現在はなし 現在はなし

ゆうご

バンブー

とよしげ券

エコ
サービス券

わくわく
通貨

通貨写真

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

●愛媛県の地域通貨実践団体

2004年の５月に、愛媛県内の地域通貨実践団体に対してヒアリング調査を行った。そのまと
めは、アンケート調査結果のまとめ（８ページ）を参照のこと。
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●地域通貨実践団体の調査

●調査項目

●基本情報
　
　○団体名 

　○代表者名 

　○連絡先（住所・電話番号・ＦＡＸ）　

　○構成人数 

　○通貨の名称 

　○活動の範囲 

　○計測基準 

　○発行・循環方法 

　○活動開始時期 

　○会費 

　○サービスの種類

 

●導入に関して
　
　○立ち上げのきっかけ（発起人の思いなど）

　○実践団体について （既存の団体、地域通貨を導入するに当たっての新規の団体等）

　○会員募集のための工夫 

　○資金（立ち上げの資金はどうしたか）

　○拠点場所（有の場合はどこを使っているか）

　○会員数（導入時と現在）

　○勉強会の有無（導入時と現在）

●サービスの循環・継続のために　

　○コーディネーターについて（いる場合はどのような人、いることのメリット・デメリット）

　○ユニークなサービス（トップ3） 　

　○よく使われるサービス（トップ3） 　

　○記録をすることのメリット・デメリット

●運営経費（年間必要経費、捻出方法など）

　　○地域通貨を取り入れての変化

　○発起人自身の思い 

　○実施上での問題点 
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参考になるホームページ

財団法人さわやか福祉財団　
サービスと時間を軸にした「ふれあい切符制度」や「時間通貨」の推進をしている。
http://www.sawayakazaidan.or.jp/

NPO法人千葉まちづくりサポートセンター　
千葉県内で流通しているピーナッツ”は、大福帳（通帳）に記入する方法。
立ち上げから5年が経った現在では、“ ピーナッツクラブ ”の会員数は
600人に迫る。
http://www.jca.apc.org/born/

地域通貨おうみ委員会
滋賀県を拠点に、「おうみ」紙券と、ありがとう券の発券をしている。
http://www.kaikaku21.com/ohmi/

レッツチタ事務局　
愛知県知多半島を拠点に、さまざまなコミュニティ活動に地域通貨を取り入れており、
通帳型である。
http://lets-chita.circle.ne.jp/

NPO法人タイムダラー・ネットワーク・ジャパン　
時間を単位にお互いの能力を交換するタイムダラーの普及をしている中間支援団体。
愛媛県を拠点に活動をしている。
http://www.timedollar.or.jp

地域内交易システムyufu　
大分県湯布院町の有志が集まって始まった。通帳方式・借用証書の併用をしている。
http://www.coara.or.jp/̃ yufukiri/letsyufu/

NPO法人くりやまコミュニティネットワーク　
北海道の栗山町で「クリン」の普及をしており、紙券方式である。
http://npo.iki2.jp/

ゲゼル研究会
森野栄一氏が主催する「ゲゼル研究会」の活動を掲載している。
http://www.grsj.org/

福岡県NPO・ボランティア支援センター
「福岡県NPOボランティアセンター」のホームページ。
九州・山口における地域通貨の導入状況を地図上に表現している。
http://www.fvoc.gr.jp/topics_osusume/chiikituka-map/top_map.html

地域通貨全リスト
日本全国の地域通貨を網羅しており、地域通貨関連書籍の全リストも紹介している。
http://www.cc-pr.net/list/

●執筆者の紹介（五十音順）

泉　留維（いずみ　るい）　
　　　　　2000年より、東京大学大学院総合文化研究科博士課程。専攻はエコ
　　　　　ロジー経済学、地域通貨論。現在、専修大学経済学部専任講師。

田村　　馨（たむら　かおる）　
　　　　　福岡大学商学部教授。専門は、NPOやコミュニティビジネスなどに注
　　　　　目する新しいビジネスの仕組み論（オルタナティブビジネス論）、都
　　　　　市のマーケティング論。NPO活動や地域通貨の普及を通じて、地域・
　　　　　街づくりに実践的に取り組む。　　　

ヘロン久保田雅子（へろんくぼたまさこ）　
　　　　　NPO法人タイムダラー・ネットワーク・ジャパン理事。
　　　　　1987年（株）バツフォの設立に参加し、取締役文化事業室長として
 　　　　  企業や自治体のＰＲ企画や運営に携わる。1994年にタイムダラーを
     　　　 愛媛県関前村に紹介した後、ＮＰＯを設立し、日本各地で普及に努める。
               2004年の9月には米国に移住し、タイムダラー研究所のプロジェクト
               に参画予定。

前田　　眞（まえだ　まこと）
　　　　　NPO法人タイムダラー・ネットワーク・ジャパン代表理事。
　　　　　広島工業大学建築学科卒業後、都市計画コンサルタントとして働き、
　　　　　平成4年に邑都計画研究所を設立。以来、住民といっしょになって
　　　　　コミュニティづくりを目指したまちづくり活動を支援している。

松木　麻紀（まつき　まき）
　　　　　信州大学農学部卒業。編集プロダクション、マーケティング会社を経て、
　　　　　1990年からフリーランスライターに。企業や団体、自治体などのＰＲ
　　　　　誌、情報誌、広報誌などの編集、取材、執筆に携わる。

篠崎　克己（しのざき　かつみ）　
　　　　　NPO法人タイムダラー・ネットワーク・ジャパン理事。
　　　　　えひめまちづくり研究会議相談役。愛媛大学卒業、愛媛新聞社に入社。
　　　　　編集局社会部、文化部などの記者、部長を経て事業局長、情報出版局長。
　　　　　定年退職後、地域の社会活動や文化活動を行う。また地域社会の助け合
　　　　　い、支え合いのシステム「タイムダラー」の普及を進める。


