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地域の助け合いを広げる

加茂町の地域通貨「和同」

木津川市加茂町では、 年 月に、主婦2004 6

を中心に地域通貨「和同」を発行しました。支

える団体は「和同くらぶ 。 年 月には、」 05 12

京都府で 番目の 法人となりました。648 NPO

加茂町は京都府の最南端に位置し、南は奈良

市と隣接しています。 年には恭仁京がおか740

れ、天平文化が芽生えたところ。難波宮に遷都

された後も、京都と奈良の回廊として双方の文

化を色濃く受けてきました。周囲を小高い山々

に囲まれ、浄瑠璃寺や岩船寺、当尾には野仏が

散在しています。産業では、奈良サラシの技術

から発展した織物工業が有名で、特に壁紙は有

数の地場産業になっています。農産物では、丘

陵地や傾斜地を利用して茶の栽培が盛ん。

年 月、近隣の木津町・山城町と合併2007 3

し、木津川市となりました。旧加茂町の人口は

万 人余り。 世帯のうち労働者住宅1 6000 4731

2200生協が開発した南加茂台ニュータウンに

世帯が暮らし、新住民と旧住民の人口割合は、

ほぼ 対 となっています。2 1

加茂町では、日本最初の流通貨幣と言われる

「和同開珎」が造られたことが知られています。

地域通貨「和同」は、この由緒ある歴史から名

付けられました。

現在の会員は 人。自分のできないこと、50

困っていることのサービスを 「和同」を通し、

て購入し、助け合っています。今回は、地域通

貨の導入を積極的に進めた、木津川市議会議員

の曽我千代子さんにお話をうかがいました。

「和同」を企画する曽我千代子さん

「地域通貨」とは

「地域通貨」とは、国の中央銀行が発行する

法定通貨とは異なり、それを使う人々が自発的

に発行する「お金」の総称です。ある特定の地

域またはコミュニティの中で、モノやサービス

をやり取りをするときだけに使われる通貨です。

現在、日本各地で地域通貨を導入する動きが

広がっています。その背景には、法定通貨の不

足を補うことや雇用の促進といった経済上の目

的だけではなく、ボランティアが提供する一般

では買えないモノやサービスを得たり、地域の

結びつきの強化、環境保全の促進をはかるとい

った目的で注目されています。

地域通貨の歴史

通貨といっても、江戸時代までは輸入された

銅銭が全国的に使用されていました。江戸時代

になると、藩が発行する藩札、神社仏閣・商

人・庄屋が発行する私札があり 地域ごとに異

なるお金が流通していました。こういった通貨
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が統一されたのは 世紀に入ってからです。19

日本では、 年に初めて法定通貨が誕生し1899

ました。

現在の地域通貨の始まりは、 年に空想1832

的社会主義として有名な、イギリスのロバー

ト・オーウェンが実験を始めた「労働証書」と

いわれています。当時のイギリスは、産業革命

によって家内自営業者や農民は貧困にあえいで

いました。そうした人々にもお金が行き渡るよ

うにと、生産したものと引き換えに生産に要し

た時間を記した「労働証書」を交換所で発行し

ました。それで必要なモノが購入できるという

仕組みです。この実験は失敗に終わりましたが、

年の大恐慌のあとには、疲弊した経済を1929

回復し、不足する通貨を補うために、ヨーロッ

パやアメリカなどの多くの地域で、さまざまな

地域通貨が生まれました。

ドイツのシルビオ・ゲゼルが考案した、時間

がたつにつれてマイナス利子が発生する「スタ

ンプ貨幣」は、多くの地域通貨に導入されまし

JAた。ドイツの「ヴェーラ 、デンマークの「」

、オーストラリアの「労働証明書」などはK」

有名です。これらの地域通貨は大きな経済効果

をあげましたが、経済全体が持ち直すと、中央

政府の統制が強化され、そのほとんどが終息に

追いやられました。その中で、今でも続いてい

るのは、 年にスイスのチューリッヒで中1934

小企業者や商店主が作った （ヴィア）でWIR

す。企業や商店など 万 社（全企業数の7 6000

約 ％）が参加し、年間取引額は 億ドルに17 20

のぼるそうです。

年代に入ると、経済のグローバルによ1980

る地域格差が深刻になり、再び地域通貨が注目

されだしました。 年代になると、 年1990 1930

代の「スタンプ貨幣」とは異なり、必ずしも地

域経済の復興や活性化を目的とせず、コミュニ

ティの回復や環境への配慮など多様な目的をも

った地域通貨が表われます。 年にカナダ1983

で導入された「 」は、紙幣を発行せず、LETS

相互に通帳を持ち、当事者どうしで決済する仕

組みです。このタイプは、世界各地で独自の制

度に作り変えられ、現在 以上の地域に広2000

がっています。その他、ボランティア活動の活

NPO性化を目的とした「タイムダラー」や、

が主体のニューヨーク州の「イサカアワーズ 、」

カナダのオンタリオ州導入された、法定通貨に

交換すると１割損をする「トロント・ダラー」

など、導入の目的に応じてさまざまに仕組みを

変えて今日にまでいたっています。

日本の地域通貨の歴史

日本では、 年に大阪で、高齢者福祉を1973

目的とした「ボランティア労力銀行」が設立さ

れました。労力にインフレはないとして、会員

同士で１時間１点の助け合いをする仕組みです。

年には東京都練馬区にある「暮らしお手伝81

い協会 （ 年閉会）が、有償による「ふれあ」 96

い切符制度」を始めています。 年には、生91

活クラブ生協神奈川が「神奈川バーターネッ

ト」として、 カ月の期限付きで の導入4 LETS

実験を行い、 年には、愛媛県関前村が日本95

で初めてタイムダラーを取り入れました。この

、村は瀬戸内海の離島にあって、人口 人弱1000

高齢化率は ％を越えています 「異世代間の45 。

コミュニケーションの過疎」を克服するために

「だんだん （方言で「重ね重ねありがとう ）」 」

を発行し、注目されました。 年には、千葉99

まちづくりサポートセンターの「ピーナッツ」

や、滋賀草津市で「おうみ」が生まれています。

関西2府４県の実態調査から

財務省近畿財務局が 年 月に行った、2006 6

関西 府 県にある地域通貨の調査によると、2 4

調査対象 団体のうち、現在発行・流通を行102

っていると回答があった団体は です。一番46

多いのが兵庫県で 団体。京都は 団体。団20 3

体は、任意団体が 、 法人が 、商工会19 NPO 18

議所 、商店街組合 、社会福祉法人 、の順3 2 2
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になっています。地域通貨は、紙幣型が一番多

く、 。次いで小切手型、 。通帳型は 。地22 16 8

域通貨の利用方法は、有償ボランティアの対価

だけに利用できるのが 、地元商店街等だけ19

12 14で利用できるのは 、両方利用できるのは

3 500です。地域通貨の利用者人口は、延べ 万

人超。 団体では 人未満がほとんどで、0 1 200

小規模な取り組みが中心だといえます。

助け合いを広げる「和同」

地域通貨「和同」の目的は、善意（助け合

い）を交換することです。会の趣意書によると、

「現在は少子・高齢化と核家族化により、老

人世帯や独居老人の方々が増えています。今ま

では何でも 人でできていたことが、年をとる1

ことにより、できなくなる。また年齢ばかりで

なく、不慮のケガや病気でも同じだと思います。

そんな不自由な生活から、町内の方がお互いに

助け合うことのできる“助け合いシステム”を

目指し、……『和同クラブ』を発足することに

なりました 『和同クラブ』は、会員皆さんの。

身近な生活の中で困っていることや、悩んでい

ることを、会員同士で助け合うことを目的とし

て『和同』を発行します。助けてもらった人は、

『ありがとう』の気持ちで助けた人に『和同」

を渡し、助けた人も、また誰かに助けてもらっ

た時に 『和同』を渡します。そして『和同』

を絶えず会員同士の中で流通させることで、加

茂町内における助け合い（ボランティア活動）

の輪を広げ、活発にしていくことができます。

これが『和同』の相互扶助の仕組みであります。

お互いに助け合うことで、相手に対する思い

やりや感謝の気持ちを素直にあらわすことがで

きる“あたたかいお金 『和同』を皆さんと一”、

緒に広げていきたい、それが『和同クラブ』の

思いであります 、と書かれています。」

会の目的の第 は、市場では買えないサービ1

スを、会員相互の助け合いで補うこと。そして

第 には、人に頼むだけではなく、自らもでき2

るサービスを会員に提供することです。ここに

「助け合い」の意味を込めています。

次ページの写真は入会申込書です。記入欄に

は 「してほしいこと」を書く欄と、会員が提、

供できる「サービスの提供メニュー登録書」を

記入する欄があります。

提供サービスには、屋外で提供するサービス

として、日曜大工、庭掃除や草引き、自転車等

の修理、車の洗車、写真撮影、庭木の水やり、

犬の散歩など。屋内で提供するサービスには、

お菓子の作り方やお茶・お花の生け方、食事の

支度や後片づけ、掃除、着物の着付け、パソコ

ン指導、肩たたきなど。その他に、話し相手や

裁縫、ファックスの送受信、荷物の運搬、買物

代行、モーニングコール、イベントの手伝いと、

日頃あったら便利だなと思うサービスが、たく

さん並んでいます。

お話をうかがった前日も、曽我さんはズボン

の裾上げを頼まれたそうです。また、髪の毛を

染めるには、化学染料は髪が痛みやすいという

悩みがありますが、安全なヘナは時間もかかり

とても面倒。でも、毛染めが得意な会員に、昼

間にヘナで染めてもらい、夜までそのままにし

ておくとか。実際、曽我さんの髪色は落ち着い

たブロンドに染まっていました。

会員には、入院している連れ合いに毎日会い

に行くために車での送迎を頼んだり、旅行中に

ペットのエサやりや散歩、庭木の水やりを頼ん

だり、モーニングコールの依頼もあるそうです。

助け合いを広げる仕組み

そもそも会の発足の発端になったのは、曽我

さんが加茂町議会で一般質問をしたことです。

当時の商工会議所会長の八尾正治さんも、同様

の企画をあたためていたことから、地域の主婦

数人とともに、勉強会を初めました。加茂町商

工会は、コミュニティビジネスの拠点となるア

ンテナショップ「船屋まちづくり館」を回転し

たり、あんどんを並べて「船屋灯路」を開催し
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「和同クラブ」の入会申込書

たりと、地域活性化へ活発な取り組みをしてい

ます。

勉強会では、全国的に時間預託型地域通貨を

展開する （ニッポン・アクティブライNALC

フ・クラブ）の話を聞いたり、草津市を中心に

紙幣型地域通貨を展開する「おうみ」を視察し

たりしながら、 年間、どういった内容の地域1

通貨を発行するか、話し合ったそうです。

「和同」を発行する「和同クラブ」の発足は、

年 月。主婦を中心に 人余りが入会し2003 6 30

てスタートしました。

入会金は無料。年会費は 円で 「和同」1200 、

購入費 円と合わせて、 円を最初に払2400 3600

います。会の発足当時は、 和同が 円でし1 300

たが、現在は 円。コミュニティバスの運行100

を和同クラブとして請け負った時に、バス代の

円を「和銅」で支払えるよう変更されまし100

た 「和銅」を使いきると、事務局がある加茂。

町商工会議所で、 和同を 円で購入できま1 100

す。発行されている「和銅」は 「 和銅」と、 1

」 、「 和同 。和同開珎をイラストに取り込んだ5

なかなか立派な紙幣です（タイトル写真参照 。）

サービスを受けるには、サービスを提供でき

る人に直接、申し込みます。いくらの和銅を支

1払うかは、当人同士で決めます。だいたい、

時間、 和銅が目安で、支払いも当事者間で受1

け渡しします。必ずしも会員にならなくても、

サービスを受けられるという、とても許容範囲

の広いゆったりとした運営がされています。

コミュニティバスの運行は、この夏、入札価

格があわず、落札できなかったそうです。ボラ

ンティアといっても労働に対してはある程度の

対価が必要です。 と企業との競争が生まNPO

れた時、何をもって評価の基準とするか、新た

な問題が生まれています。

消滅する地域通貨が多いなか、今後、どうい

う形で広げて行くのか。毎月 回、クラブの会1

合をもって話し合われています。継続と拡大を

めざして、新たな展開を模索する時期にさしか

（文責・黒岩）かっているようでした。
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