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愛媛県

本県では、平成15年から県民が主体となってお互いを助けあい、

りながら、リーダーによってさまざまな進め方があり、目的が多様

支えあう社会の実現のために「愛と心のネットワーク」づくりを県

であるばかりでなく、進め方も各グループでユニークさを出し、地

政の重要課題として積極的に取り組んでいるところですが、それに

域にふさわしい取り組みをしていることです。

先駆けて、平成12年から平成13年にかけて県内10ヵ所の地域通貨モ

そこでこのマニュアルでは、地域通貨のシステムや理論を多く述

デル地区を立ち上げました。その間、国内各地でも平成12年頃から

べるよりも、地域のニーズに合わせて今すぐにでも始められる具体

地域通貨への取り組みが本格的に始まり、約200の地域通貨がある

的な方法と、各分野で地域通貨を取り入れて活動をしている元気な

といわれています。

リーダーの方々について紹介をしています。また、資料編では会の

そのような中、ここ数年、地域通貨を担当している県民活動推進
課には、全国から普及のための問い合わせが多くあります。それに

発足に当たり、多少手を加えれば、すぐ使えるように申し込み用紙
などを載せてあります。

お応えしながら、気が付いたことは、このマニュアルの第１章で泉留

それに加えて、今回は冊子を刊行するというより、むしろ少しでも

維氏が指摘されているように、地域通貨にはそれぞれの取り組みご

多くの団体や組織の皆さんが自由に利用できるようにと、ホームペー

とにさまざまな夢や思い、目的が込められていて、目的だけ見ても

ジを通じてダウンロードできるように作成しました。地域通貨に関心

「地域で安心して老いて暮らせる環境をつくりたい」から「地域通
貨を流通させて地域の経済を活性化させたい」など、一様には対応
できないということでした。
それと共に、愛媛県で実践している地 域通貨のグループを
見てみると、同じ条件で始まったモデル事業であ

のある一人でも多くの方々に参考にしていただければ幸いです。
最後に、このマニュアル作成に当たり、ご協力いただきましたＮ
ＰＯ法人タイムダラー・ネットワーク・ジャパンの皆様と、アンケ
ートや取材に応えていただいた地域通貨関係者の皆様方に心から感
謝を申し上げます。
平成16年９月
愛媛県県民環境部県民協働局県民活動推進課
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この章では、地域通貨の背景、日
本における現状や愛媛県での活動を
紹介し、地域通貨の可能性について
述べています。

第1章

なぜいま、地域通貨なの

．日本における地域通貨の現状

泉留維（専修大学経済学部講師）

図1：地域通貨の立ち上げ数について
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日本における地域通貨の取り組みは、欧米に遅れること約10年、やっと1999年から本格
的に始まり、2003年で５年という一区切りを迎えた感がある。1997年の東アジア通貨危機
によって経済のグローバル化の負の面を強く感じ取った人たちは、その後、様々な反グロ
ーバル活動やオルタナティブ経済運動を始めるが、地域通貨の取り組みもその一つであった。
よく言われることだが、グローバル化は、私たちに刹那的ではあるが物質的な豊かさをも
たらした反面、様々な社会問題を噴出させていることはもはや疑いがない。このグローバ
ル化に対抗するものとして、「地域経済の再生」や「地産地消（地域で生産された農産物
を地域で消費する）」、そして「地域通貨の導入」という取り組みがある。
また、国外から国内に視点を移して考えてみると、バブル経済の崩壊後、社会生活を支
えてきた右肩上がりの経済システムは大きくほころびはじめ、経済力だけを基盤とする生
活や働きに不安を感じる人が増えていった。さらに1995年に起きた阪神・淡路大震災が、
公に任せきっていた自分たちの生活空間の問題点を浮き彫りにさせ、自助の精神にのっと
り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を多くの人に感じさせた。国内
的にはこの２点を背景にして、「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、自分たちで良くしていこう」といった意識のもとで、多くの地域通貨が始まって
いると言えよう。
地域通貨には、それぞれの取り組み毎に様々な夢や思い、目的がこめられている。目的
だけみても「地域で安心して老いて暮らせる関係を作る」から「地域通貨が複数回流通す
ることで地域経済を活性化させる」まで地域通貨の数だけあるといっても過言ではない。
その地域通貨は、私たちが日常、あらゆる場面で使っている日本円とは異なる「もうひと

■

．地域通貨が社会に登場した背景

1999年頃から本格的に始まった地域通貨は、今のところ衰えることなく日本各地で取り
組まれている。図１は、主として新聞やHPに掲載された情報をもとにその実態は問わず、
該当年（年末計測）に立ち上がった地域通貨の数とそれを累算したものである。当然なが
ら、この図にこぼれた取り組みも少なからずあると思われるが、ここ数年は毎年50以上立
ち上がっていることがよくわかる。それでは、立ち上がった地域通貨のうち、継続的に活
動を続けているのはどのくらいあるのだろうか。これについては、図２が参考となる。図
２は、電話による聞き取りなどによってそれぞれの時点で実際に取り組まれているのが確認で
きた地域通貨の数を表したものである。図１と図２には調査手法や期間が異なるので単純な
比較はできないが、2003年末時点での延べ立ち上げ数がおおよそ307、2003年４月時点での実
働数が175であったことから、50％強は継続的に取り組んでいることがかなり大ざっぱではあ
るがわかる。
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つのお金」である。その違いはいろいろあるが、例えば ①使うも使わないも個人の自由で
ある（一方、日本円を使用しないで生活することはできない）、② 使用範囲・期間・目的
図2：実働している地域通貨の数の推移

が限定されている（一方、日本円はいつでも何にでも使用できるし、国がこけない限り価
値が半永久的に保たれる）、③新しい価値の基準（時間を基軸としたもの、相対の関係で
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個別に決まるもの、自然エネルギーを基軸としたもの等）を作り上げる、などがあげられる。
このような地域通貨が、今、ヒトとヒト、ヒトと地域やコミュニティ、コミュニティとコ
ミュニティといった様々な次元で新たな関係を作り上げ、地域やコミュニティの「力」を
高めることを後押しようとしている。

100

115

80

■

60
51

40
9
■

20
0
99年4月

01年4月

02年3月

02年8月

03年4月

作成：泉留維

2

3

また各取り組みの実態をみていくと 、2004年３月に出版された『 地域通貨によるコミュ
ニティの再生について調査研究報告書』（財団法人地域活性化センター編）によれば、全
国131団体のうち６割近くは参加者数が100人前後とそれほど大規模ではないという結果が出て
いる。ただ、一部（11％）ではあるが、1,000人以上もの参加者を集めているものも存在して
いる。また対象とする地域通貨の流通範囲は、市町村内が一番多く、ついで小学校区程度内が
多かった。以上のことから、いくつかの例外を除き、日本の地域通貨は、全体の数的にも規模
的にも私たちの生活空間を大きく変化させるまでの活動とは未だなってはいないと言える。

．地域通貨の特徴とこれから
地域通貨のような地域・コミュニティに根ざした活動や組織は、ここ数年、社会経済発
展に必要不可欠な物的資本（道路、橋、電気、水道など）や人的資本と並んで「ソーシャ
ル・キャピタル（社会的資本・社会関係資本）」と呼ばれ、世界銀行やOECDのような組織
も含めて世界的に注目を集めている。ソーシャル・キャピタルとは、その研究の第一人者
といえるロバート・パットナムによれば「社会的なネットワークとそこから生まれる規範
・信頼」であり、共通の目的に向けて効果的に協調行動へと導く社会組織の特徴とされている。
「お互いさま」の規範や市民的関わりの形でソーシャル・キャピタルを豊かに受け継いで
いる社会ほど人々は互いに信用し自発的に協力し、結果として社会の効率を高める働きを
するという。社会全体が、過度に重きを置きすぎた利己的な「競争の原理」から一部抜け
だし、歴史的に見れば重きが置かれていた利他的な「協同の原理」、内橋克人の言葉を準
えれば「共生の原理」へ移行する必要性を感じつつあるからこそソーシャル・キャピタル
が注目されているのであろう。ちなみにタイムダラーの創始者であるエドガー・カーンも、
自著No More Throw-Away People（邦訳『この世の中に役に立たない人はいない』）でソ
ーシャル・キャピタルについて何度も言及し、その構築の重要性を説いている。
地域の人々の間での「信頼」や「お互いさま」に基づくネットワークは、瞬時に形成さ
れるものではなく、中長期にわたり形成されていくものである。地域の人々の間で信頼が
醸成されているからこそ、現在において相手の利益・利害のために一肌脱ぐことができる。
それは直ちにではなくても、将来的に相手から、もしくは同地域の他の人から自分に何か
が返ってくると期待できるからである。このような信頼感に担保された行為の応酬が、地
域の人々の間での「信頼」や「お互いさま」の関係を強め、地域・コミュニティを強化し
ていくことになる。
ほとんどの取り組みで目的として掲げられている地域通貨による地域ないしはコミュニ
ティの再生について、多くの人が可視化できるほどの成果を上げている場所は、残念なが
ら日本の中ではまだ無いであろう。地域ないしはコミュニティの再生とは、日常の小さな
ことの積み重ねのプロセスの結果であり、地域にともに住む個々人の相互のコミュニケー
ションの能力の醸成の結果であり、端的に言うならばソーシャル・キャピタルのさらなる
構築の結果である。私自身、各地の地域通貨の現場を見て感じたのは、他の地域の諸課題
に対処する手法と比較して、地域通貨にはその可能性を大いに内包しているということで
ある。地域通貨には、一般に次のような特徴がある。

① 日常の生活の中で使われるので、多くの人が気軽に参加することができる
② 一方通行的なボランティア活動ではなく、双方向・双務的なボランティア活動を発生さ
せ、「お互いさま」という風通しのよい関係性を作り出せる
③ 企業や商店などが、単なる持ち出しの社会貢献ではなく自らの業の一部として参加できる
これらの特徴を延ばし、地域に浸透させ、取り組みを継続していくことで、地域通貨は可能
性の議論から現実の成果の段階へと向かっていくであろう。
以前のように地域やコミュニティが無条件に社会的にも経済的にも私たちを救ってくれるこ
とはもはやありえない。地域通貨は一つの代表的な取り組みであろうが、このような「自助」
を基盤とした活動は、今まで地域の生活空間に大きな影響を及ぼしてきた自治体が、広域合併
や財政難などで役割が縮小傾向にある中、これからますます強調され、重要となってくるのは
間違いないであろう。忘れてはいけないのは、地域通貨というシステムが地域を変えるのでは
なく、第一義的には私たちが変えるのであり、「私が変われば地域も変わる」という意識は地
域通貨を行う上で肝に銘じておかなくてはならない。
表1：代表的な地域通貨の歴史
（出典）泉留維「市民信用としての地域通貨」『NPO 研究2001』日本評論社より一部修正。
年代

世界の動き

国/地域

日本の動き

関係する出来事

■ナポレオン戦争
■ガーンジー島で独自紙幣 イギリス ■おおくの藩が、
藩札を発行（-72）
(1796-1815)
発行（16-）
1800年代
■オーウェンにより「労働 イギリス
■ピール銀行条例
証書」発行（32-34）
（イギリス：44）
■シュバネンキルヘンで
ドイツ
「ヴェーラ」を導入。ド
イツ各地に拡大（30-31）
アメリカ
■各地で「スタンプ付き
貨幣」発行(30ごろ-33)
1900〜45
オースト
■ウェルグルで「労働証
明書」発行。オーストリ リア
ア各地に拡大（32-33）
スイス
■補完通貨「ヴィア」を
利用したヴィア銀行設立
（34-）

■第一次世界大戦
（14-18）
■ゲゼル『自然的経済
秩序』出版（16）
■自由貨幣運動
（29-34）
■世界恐慌
（29-32ごろ）
■第二次世界大戦
（39-45）

■コンスタント（72-73） アメリカ ■ボランティア労力
銀行（73-）

■アメリカが金ドル
交換停止（71）
■シューマッハ『スモ
ール・イズ・ビュー
■ふれあい切符（81-） ティフル』出版（73）

1946-89

■レッツ（カナダ：83-） カナダ
■レッツ（イギリス：85-）イギリス ■タイムストック
■レッツ（オーストラリア オースト
制度（85-）
：87-）
ラリア
■タイムダラー（87-）
アメリカ

■第二次石油危機
（78-81ごろ）
■イギリス：高失業率
状態（80年代）

イタリア ■さわやか愛知（94-） ■アメリカ景気後退
アメリカ ■だんだん（95/7-） （90-93ごろ）
■ピーナッツ
（99/2-） ■ヨーロッパ通貨
フランス ■おうみ（99/5-）
■S EL（94-）
危機（92）
アルゼン ■クリン（00/2-）
■交換クラブ（95-03）
■メキシコ・ペソ危
■レッツチタ
（00/4-） 機（94）と中南米
チン
メキシコ ■八ヶ岳大福帳
■トラロック（96-）
経済停滞
（00/5-）
■トロントダラー（98-） カナダ
■東アジア通貨危機
■ワット清算システム （97-98）
（00/8-）
■ビア・グッチュム（00-） タイ
■NHK -BSで「エンデ
の遺言」放映（99）
■時間銀行（91-）
■イサカアワーズ（91-）

1990-
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留維著

（２〜５ページ）

．愛媛県における地域通貨事業への取り組み
（4）「いーよネット」事業
（1）県民による地域社会づくりの推進
愛媛県の地域通貨事業への取り組みは、1999年７月に設置された県民による地域社会づ
くり推進懇 談会 に発する。この懇 談会 で は ①パートナ ー シ ッ プ 構 築のための環 境づ く り
②県民による地域社会づくりの仕組みづくり③県民の公益的活動への支援の３点が政策提言
された。このうち、②の提言を踏まえ、互いに助け合い、健やかな人生を送ることができ
る地域社会づくりや地域コミュニティを再生するためのきっかけづくりとして、1999年の
11月に地域通貨検討委員会が設立された。この委員会の15名の検討委員たちは、全国の地
域通貨実践団体を取材し、『地域支え合いのきっかけづくり』という手引書を2000年の
３月に発行し、手引書を使ってのフォーラム、地域通貨指導者研修会を同３月に開催している。

「いーよネット」とは、地域通貨を活用したボランティアマッチングシステムのことで、
2002年に構築され、改良を重ねながら継続して運営されている。資料（44ページ）参照のこと。
（5）地域通貨マニュアル作成事業
ア．地域通貨実践団体の調査

愛媛県の実践団体12団体にはインタビュー形式で、出前講座を申し込んだ団体
24ヵ所へは電話取材を行った。この結果のまとめは８ページを参照のこと。
イ．地域通貨実践マニュアルの作成

さまざまな地域通貨に関する冊子、マニュアルが刊行されているが、今回の企画は
地域でこれから始めようとするリーダーたちを対象に、具体的な内容を盛り込んである。

（2）地域通貨モデル事業
2000年度の取り組みとして、地域通貨検討委員の中から、「地域通貨システム活用推進
委員会」を設立した。この委員会では、地域通貨を活用してコミュニティづくりに取り組
もうとする地域団体を公募し、モデル地区として５団体を選定。各団体は１年間30万円の
補助を受け、活用推進委員たちが２名ずつ定期的に指導・助言を行いながら活動が地域で
主体的に根付いていくための支援をしていった。
継続して2001年度にもモデル事業を実施し、新たに５つの団体が選定された。

表2：愛媛県の地域通貨普及啓発事業の概要

一般県民対象の意識啓発

実践団体の育成支援事業

県による地域通貨システムの実践

（3）地域通貨システム普及・啓発事業
ア．フォローアップ研修会開催事業

11年度

2001年度から2003年度まで、地域通貨活用モデル事業を実施した10団体のフォロー
アップ研修が実施された。
回

数：愛媛県、東・中・南予で各１回開催

内

容：モデル実施団体の事業報告
地域通貨体験ワークショップなど

●11年度作成の印刷物
による情報提供

12年度

参加者：モデル事業実施団体、地域通貨に興味のある個人や団体
コーディネーター役：地域通貨システム活用推進委員たち

●地域通貨検討委員会の設立
・地域通貨調査・研究・報告書の作成
・地域通貨システムフォーラムの開催
・地域通貨活用研修会の開催（1日）

（インターネットによる情報
発信のため、ボランティア
ネットの構築・別途予算）

●地域別意識啓発普及研修会

13年度

（モデル団体のある市町村で開催）

派遣方法：地域通貨に興味のある市町村または団体を募集し、登録講師
のリストの中から、それぞれのニーズに合わせて、必要とす
る講師を派遣する。
登録講師：12名、地域通貨に造詣が深く、または地域通貨を使って、地
域で活動を行っている人たち。（地域通貨システム活用推進
委員会委員、モデル事業実施団体、NPO法人タイムダラー・
ネットワーク・ジャパンの理事など）
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●地域通貨活用モデル事業（第1回）

●地域通貨活用モデル事業（第2回）
・前年度団体
●フォローアップ研修会（第1回）
・12年度の団体

イ．出前講座開催事業

地域通貨に興味のある市町村や団体に対し、地域通貨登録講師を派遣し、地域通貨
のシステムを普及する。

●地域通貨システム活用
推進委員会の設置
（13年度まで）

14年度

●地域通貨システム出前講座
・講師派遣事業（第1回）

●フォローアップ研修会（第2回）
・12年度・13年度の団体

●いーよネットの構築
・システムの構築委託
・実証調査
・ロゴ募集

15年度

●地域通貨システム出前講座
・講師派遣事業（第2回）

●フォローアップ研修会（第3回）
・13年度の団体

●いーよネットの運営
・会員募集

16年度

●地域通貨システム出前講座
・講師派遣事業（第3回）

●地域通貨実践マニュアル
作成事業
・地域通貨実践団体の調査
・地域通貨実践マニュアル
の作成
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●いーよネットの普及
・会員募集
・情報提供の強化
・サービス情報の提供
・ボランティア情報の提供

（6）アンケート調査結果のまとめ

キ．コーディネーター

地域通貨実施団体のアンケート調査は、県内の12団体に対して事前に調査表を送付（2004年
５月）し、後日各団体に、２時間程度のヒアリング（2004年５月〜６月）を行った。その結果
は次のとおりである。地域通貨実践団体と調査項目は資料54ページを参照のこと。

ア．導入の目的
市場経済におけるお礼を廃止した住民の相互扶助の関係を作り上げることを目的と
した団体がほとんどであった。また、その一部に含まれるものとして異世代間の交流
を目的としたものもあった（あんき、だんだん）。そのほかに、商店街の生き残り策と
して（榎シール）や生活者への支援（となりぐみ）、介護予防と高齢者住宅入居者と地
域との交流（友伍）、住民の自立（豊茂）などが特徴的なものとしてあげられる。

イ．実践団体
新規に設立したものがほとんどである。既存の団体を活用したのは「椿」と「榎シ
ール」「さわやかサポート」などが上げられる。「椿」の場合は婦人会の事業として地
域通貨を導入した経緯があり、特徴的なものとなっている。「榎シール」や「さわやか
サポート」については、その実態が既存の組織を母体としながらも有志を募る形とな
っており、実質的には新しい組織の設立といえる。このように実践団体は、地域通貨
活動が地域における既存の団体の不十分さを補う形で進められることが多く、既存の
団体との連携は進んでいないのが実情である。将来的に、地域に根付く活動としてい
くためには、今後このような地縁組織との連携・協働を行う必要があるだろう。

ウ．会員募集方法
特に勧誘をしていない団体が多く、口コミで（となりぐみ、わくわく、さわやかサ
ポート）、チラシで（あんき、豊茂）、社協等の活動で（だんだん）、シール事業で（榎
シール）となっている。また、「豊茂」ではおためし券を発行して会員拡大に努めてい
る。また、「ゆうゆうヘルプ」のように、誰もが参加できる「まいどサロン」活動を行
うことによって会員の増加につながっている例もある。

エ．立ち上がり資金
助成金や会費を充当する形が多い。特に愛媛県地域通貨活用モデル事業団体補助金
の活用が顕著である。また、資金を使わないで設立した団体（椿）もある。

オ．拠点の有無
独自の拠点を持っている団体は、
「ゆうゆうヘルプ（会長宅）
」
「あんき」
「もやい」
「友伍」
であり、他の団体は、公民館や集会所など無料で使える公的施設を活用している例が多い。

カ．勉強会

各団体とも世話役はいるものの、コーディネーター不在の団体が多い。これは、コ
ーディネーターの資質として、「地域の実情に詳しい」、「気配りができる」、「会員間の
潤滑油となれる」「個人の能力を把握している」などの能力が必要であり、このような
能力を持つ人材が不足しているからであろう。しかしながら、このような資質を持つ
コーディネーターの養成については、実施していない団体が多いが、各団体単独で行
うには無理があるのが実情である。この問題の解決にむけては、公的な財政支援のも
とでの、例えばNPO団体等との協働コーディネーター養成塾の開催が必要であろう。

ク．運営経費
運営経費は、４万円前後のグループと30万円前後のグループとに分かれる。新居浜
市から道路草刈委託事業を受託している「わくわく」はNPO法人としての収入があり、
その一部を充てている。これらの経費は、会費や助成金のほかフリーマーケットをは
じめとする収益事業による収入で構成されている。また、「となりぐみ」や「友伍」な
どは運営経費を使っていないようである。「椿」や「豊茂」では、町内会や公民館から
の助成で運営されており、地縁組織との連携が見られる例である。

ケ．地域の変化
会員の交流が活発化したと答えた団体がほとんどであり、活動の成果が上がっている
ようである。しかしながら、｢友伍｣については、介護保険事業者が主体となって進めて
いることもあり、介護保険事業の業務と地域通貨に係わる事業との区分が不明確になり、
会員内に混乱をもたらした例が見受けられる。また、地域住民とのサービスの交換がう
まくいかず、大きな課題が残されており、リスタートを模索しているようである。

コ．問題点と課題
お礼を廃止した相互扶助の実現に向けたツールとして通貨という呼び方をすることに
嫌悪感を感じる人が多い。理念を素直に表現したネーミングを再検討する必要がある。
旧住民と新住民との交流がうまくいかない例もあり、既存の地縁組織との関係も相
互に連携・補完できる仕組みづくりを模索する必要がある。
強い意味での双方向にとらわれすぎて、必要な支援を頼めなくなる現象も生じてい
るようであり、個人の能力発掘等のスキルを向上させる必要がある。
「榎シール」のように市場経済価値を持ち込むケースがある。また、「となりぐみ」
のようにコンサートの入場料の一部として使える事例も報告されており、これらの団
体では、国民通貨である円との関係を整理する必要がある。
また、コーディネーターの必要性は、各団体とも認識されているものの、資質を有
する人材の不足もあって、配置できていないことから、この問題を解消するためにコ
ーディネーター養成講座を実施する必要がある。
事業を進めていく中で、機会をとらえて本来の理念や目標を再確認する必要がある。

総会や視察、交流会を勉強会として位置づけているのは「ゆうゆうヘルプ」である。
また、「となりぐみ」では予約会を勉強会として位置づけている。その他、「だんだん」
「たまがわ」「さわやかサポート」「豊茂」「友伍」では実施しているが、他の団体では
行っていない。活動が活発な団体では勉強会が行われているケースが多く、理念に合
った活動を続けていくためには勉強会の開催が必要であろう。

8

9

⑤ 理念確立や活動維持に向けた研修会やコーディネーター養成塾等の開催にむけて

サ．地域通貨の普及に向けて
今回のアンケート調査の結果から、地域通貨を使った相互扶助活動を進めることによ
って地域が暮らしやすい方向に向けて変化してきていることが読みとれており、このよ
うな活動を広めていく意義は高いといえよう。このためには、次のような点に留意して
支援していく必要がある。

① 専門家の派遣
地域住民の生活課題を自らが抽出すること、行政等に安易に依存する解決方法
に頼るのではなくて、自分たちでできるそれらの課題解消方法を模索することに
よって相互扶助システムの構築が可能になる。
また、活動の進捗状況に応じて、あたらしいサービスメニューの作り方、記録
の残し方など様々な疑問が生じてきている。これらに対する相談機能も用意して
おく必要がある。
このため、地域住民間で生活課題を抽出・共有化するワークショップの展開や
各団体の困りごとに対する相談などの活動を円滑に進めるために、専門家を地域
に派遣する仕組みを構築する必要がある。

② 実践団体の組織化（地域へのアプローチ）にむけて
新規に設立された団体と既存の地縁団体とのあつれきが生じる可能性がある。
既存の助け合いの仕組みがどの程度有効に機能しているのかを判断しながら、地
縁組織との連携を模索していく必要がある。一方で町内会の活動として取り組ま
れている所もあることから、既存のシステムを変えるのではなく、足りない部分
を補完する相互扶助システムを構築することを啓発していく必要がある。また、
地域全体を巻き込むことからスタートすると時間がかかり、実質的な活動がしに
くくなることから、それよりも、まず有志を集めて、この指とまれ方式でスター
トすることが望ましい。

活動を進めていく過程において、活動に集中するあまり理念が置き去りにされて
いくことがままある。むやみやたらに理念に縛られることもないが、活動を永続的
に継続していく上では、ある時期に、自分たちの活動の評価を行い、見直していく
ことが重要になる。また、他の団体との交流を行うことによって、活動内容が充実
していくきっかけも得られる。
さらに、これらの活動にはコーディネーターの存在が大きなポイントになって
いる。このコーディネーターは、地域の実情に詳しいこと、気配りができること、
会員間の潤滑油になれること、個人の能力を把握していること、事務処理能力が
あることなど多くの資質が求められる。地域にはこのような資質を持つ人材が不
足していることが指摘されている。このため、これらの能力を養成するための研
修会を開催する必要がある。
しかしながら、研修会や塾の開催といった活動は、各実践団体にとって日常活
動とは別の負担を強いるものであり、各団体が個別に行うことには無理がある。
このため、研修会等の開催を公的な活動として支援していくことが求められる。
県内の現状では、特定非営利活動法人タイムダラー・ネットワーク・ジャパン
が独自でコーディネーター養成塾を開催しているが、地域通貨全般に渡っては、
さまざまなNPO間の協働による対応が求められる。
また、このようなコーディネーター養成塾を通して、事業を進めていく中で、
理念や目標と実際の活動との関係において、個別に検討、評価し、自分たちの生
活に必要な相互扶助システムの構築を図る必要がある。

③ 立ち上がり・運営資金の調達にむけて
立ち上がり資金は、当初の活動においては、相互扶助の必要性や地域にあった
システム構築等に関する勉強会の開催、地域通貨の作成などある程度の費用負担
が必要になる。このため、これらの立ち上がり資金に対する支援が必要になる。
また、運営資金は、自分たちの会費でまかなうことが重要であり、このためフ
リーマーケットや自分たちの能力を活かした手作り品の販売などの共同活動も求
められる。

④ 活動拠点の確保にむけて
現状では、公民館や集会所等を活用している例が多く、これらは地域の社会資
源として重要な役割を担っている。地縁団体との関係を整理しながら、これらの
施設を積極的に活用することを考える。
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