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商工会商品券の活用について
持続可能な地方経済ってできるの？
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国の財政破綻の危機
（単位兆円）

10年度末
（1998年度
末）実績

15年度末
（2003年度末）
実績

20年度末
（2011年度末）
実績

23年度末
（2011年度末）
実績

24年度末
（2012年度末実
績）

国

うち普通国債残高

地方

国・地方合計

対GDP比

390程度 493程度 573程度 703程度 739程度

295程度 457程度 546程度 676程度 7019程度

163程度 198程度 197程度 200程度 200程度

553程度 692程度 770程度 9013程度 940程度

108% 138% 157% 192% 196%

表1.国及び地方の長期債務残高（平成24年度予算案）
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債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）

（出典）OECD "Economic Outlook 
90"（2011年12月）

※数値は一般政府ベース。
（注）本資料はOECD"EconomicOutlook90" 
による2011年12月時点のデータを用いて
おり、2012年度予算の内容を反映している
ものではない。

財務省ホームページより

※1997年以降の 日本の増加率が突出している。 
2007年を境に各国の債務も増大している。なぜ？
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政府純債務残高(対GDP比)の推移(1980～2012年) (日本, アメリカ, ギリシャ, スペイン, イタリア, 韓国, ドイツ, レバノン) 

純債務残高とは、政府の総債務残高から政府が保有する金融資産を差し引いたもの。
出典
IMF - World Economic Outlook Databases (2012年4月版) IMF=国際通貨基金

日本　　アメリカ　　ギリシャ　　スペイン
イタリア　　韓国　　ドイツ　　レバノン
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国の借金とは
• 国債を発行して賄った予算

• では誰が国債を買っているのか？
日本国債の保有者 割合

銀行などの民間金融機関 4割
郵貯・簡保 2割

その他の公機関（年金等） 2割
日本銀行 1割5分弱
一般個人会社 5分

日銀が発行している
資金循環統計などより

要するに、私たちの意思に関
係なく、私たち自身の預金や
年金で国債が買われていま
す。
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28（にっぱち）の法則
高所得階層の20％

高所得階層の40％
公的年金などの社会保障給付をのぞいた所得である
「当初所得」合計額の50％

上位40％に広げると、約80％の独占

低所得階層の20％
0.3％

厚生労働省が3年ごとに行っている「所得再分配調査」の02年調査による
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世代間格差の広がり

出所「団塊マネーの追跡、高齢者貯蓄の行方」第一生命経済研究所 Financial Trends(2005 年 7 月 5 日) 　
注）日本銀行「資金循環勘定」、総務省「家計調査」などから第一生命経済研究所による推計
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若い世代では、いずれも貯蓄より負債の方が
多い「負債超過」になっており、40代と50代
では明らかな差があります。日本のお金持ちは
高齢層に偏って存在していることが分かりま
す。
　ところが、2002年総務省「家計調査」で
は、その高齢層でも3分の2は、高齢世帯の平均
貯蓄額（2420万円）を下回り、全体の33％は
1000万円未満の貯蓄しか持っていないことが
示されています。つまり、高齢層の中でも富の
格差が厳然としてあり、正真正銘の「お金持
ち」は実は高齢層のごく一部に過ぎないので
す。
　平均すると、高齢者は、退職していることが
多いため収入は少ないが、資産額は、過去の蓄
積があるため大きい。図には、こうした点の状
況を、家計調査の拡大版である５年に一度の全
国消費実態調査の結果から示してあります。
　2004年の30歳未満の世帯主の家計資産は、
817万円であり、70歳以上の家計資産は5,961
万円と7.3倍に達しています。同じ倍率は1999
年には6.7倍であったので、資産の年齢格差は
広がっているといえます。下の方の図により、
世帯主の年齢別に資産の減少率をみると、若い
世代の方が、資産の減り方が大きくなってお
り、この結果、年齢格差は広がったのです。
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若い世代の課題
• 親の世代と違って、貯蓄が出来ない

• にも関わらず、年金の負担をしなけれ
ばならない

• さらなる増税に対応しなければならな
い
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将来への対応
•「将来に備えて貯蓄する」という考え
に捉われない

•自分が属するコミュニティー内で衣食
住が賄えること

•行政機関に全てを頼らず、基本的には
自分たちのことは自分たちで決定し実
行する
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貯蓄って？

私たちは将来への不安があるから貯蓄しますが、それは
一体どういうことなのでしょう？

時間が経過すると、「お金」は減らないどころか増えま
す（利子等）。ですから私たちは「貯蓄する」のです
が、  実体経済である「物」は、時間と共に価値を減少
します。 ここに、実体経済と貨幣経済の大きな矛盾があ
ります。
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私たちの不安はどこから来ているのか

私たちは、様々なメディアの過剰な情報に日々晒されています。その中には、
生活に必ずしも必要でないものも沢山あります。

一番大きな不安は、所得、お金の問題でしょう。しかし、私たちが生きていく
ために本当に必要なものはお金ではありません。

何が本当に必要なのか、良く考えてみる必要があります。

貯蓄をしなくても、お金が貯め込まれずに社会の中を適度な速度で回っていれ
ば、本来将来的な（経済的な意味での）不安は出来ないはずです。

そのためには、社会を構成する私たちの相互の信頼が不可欠です。自利より他
利、自己中ではなく利他中を優先しましょう。
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お金を貯め込んでもしょうがない

お金は決して安定して価値のあるものではありません。
まして食べられないし、つまるところ紙切れであるので
す。

実際、国によって過去にお金の価値がなくされた、ある
いは減じられたことがあります。

私たちには、消費者としての社会的責任があります。
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• 明治維新の際、大名への借金が踏み倒されたことにより，大阪の両替商は軒並み
没落。
各藩の外国からの借金は，日本の対外信用に係わるとして明治政府が代弁した。

• 戦時補償債務の返済財源を確保するために財産税を課す目的で、1946年2月16日
夕刻幣原内閣によって、「預金封鎖」と「新円切替」が実施された。最終的に
は、占領軍の指導のもと強引に実行。
①貯金、預金、信託などの引き出しは、世帯主が300円、その他のものは100円
に制限
②3月2日をもって、10円（後に5円）以上の紙幣は無効
が突然発表されました。
　大蔵省の描いたシナリオは、2週間以内に旧円は無効になるから、タンス預金や
アングラマネーは銀行や郵便局に預けられるだろう、そこに預貯金の引き出し制
限を掛けて、財産税課税（＝預金没収）の対象を確保する、というものでした。
あくまで戦時補償債務の返済財源を確保するために財産税を課そうというもので
あり、決してインフレを押さえ込もうというものではありませんでした。インフレ
の抑制にある程度成果はあったものの、抑えきることはできなかったのです。その
ため市民が戦前に持っていた現金資産は国債等債券同様にほぼ無価値になりまし
た。
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✤ 自分たちのお金を創ることで、不景気に左右されない地域経済を作れ
ます。（地域通貨としての商品券）

✤ お金がどうやって使われ、どこからどこへ流れていくのかを理解する
ことで、コミュニティ内での人の繋がりを意識出来ます。つまり、人
と人との繋がりが強まります。（結いの心は究極のリスク管理）

✤ 地域通貨をつくるとは、自分たちの土俵を作る、ということです。そ
うすることで将来への不安は減少出来ます。

✤ 自分たちに必要な公共事業は、みんなでお金あるいは労働を出し合っ
て運営していきましょう。

今、私たちに出来ること
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どうして自分たちのお金が必要なのか

✤ これまでは地方から中央へ流れ
ていく経済だった

✤ つまり、綾に入ってくるお金よ
り出て行くお金の方が多い

✤ 無駄な公共事業、大型郊外店の
進出等々

✤ それらはすべて私たちのある意
味利己的な消費活動の結果です

普段私たちは自分が使ったお金がどこに流れていくか
を意識していません。

2012年10月20日土曜日



商品券（地域通貨）活用の
メリット
✤ 町外の大型スーパー等へ流れていた消費を呼び戻せます。

✤ 期限を設けたり手数料をつけることでお金の回転を促進出来ます。つ
まり、不景気になりにくい経済を維持出来ます。

✤ 加盟店ごとのサービスに利用出来ます。

✤ 人と人の顔が見える経済が実感出来ます。 

✤ お金に対して正しい理解が出来ます。
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ストレスについて

✤ 最近の研究では、精神的なストレスは「自分はこの不快な状況をどう
することも出来ない」という無力感、無能感とセットになっているこ
とが分かって来た。

✤ つまり自分は自分の状況をきちんと把握していて、心身の状態をコン
トロール出来るという確信があると、精神的なストレスは発症しな
い。例えば、円が無いのがストレスだから円を稼げば良い、ではな
く、円が無くても何とか自分達でやっていけると確信出来れば良いこ
とになる。

✤ 精神的なストレスが、現代病を始めあらゆる病気の根源にあることも
分かって来た。
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増えるお金の矛盾

日本銀行券（円）

日銀

公定歩合という金利

一般企業
公定歩合+利子

国

国債の発行

事業

事業費（様々なコスト計算の中に
すべての利子が含まれる）

預金

私たちの家庭

国債＝国の借金

（信用創造）

国債の買取（預金）
+利子（銀行の儲け）

一般の銀行
ゆうちょ銀行
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増えるお金の矛盾

✤ 日本銀行券（円）はそもそも借
金から始まる（公定歩合）
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増えるお金の矛盾

✤ 日本銀行券（円）はそもそも借
金から始まる（公定歩合）

✤ つまり社会全体がその借金を返
し続けなければならない＝経済
成長の義務化
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増えるお金の矛盾

✤ 日本銀行券（円）はそもそも借
金から始まる（公定歩合）

✤ つまり社会全体がその借金を返
し続けなければならない＝経済
成長の義務化

✤ 「そんなことは不可能です。」

✤ なぜか？
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世界の資源、化石エネルギー源は有限です。しかも、その
ほとんどを私たちは輸入に頼っています。
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世界の資源、化石エネルギー源は有限です。しかも、その
ほとんどを私たちは輸入に頼っています。

限られた資源の中で、世界中が日本と同じ生活レベルを
達成することは不可能です。
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世界の資源、化石エネルギー源は有限です。しかも、その
ほとんどを私たちは輸入に頼っています。

限られた資源の中で、世界中が日本と同じ生活レベルを
達成することは不可能です。

お金は流通の道具にしか過ぎません。私たちは「コスト計算」すること
で経済を計ろうとしますが、それは正しく経済を理解することにはなり
ません。
なぜなら、 物は腐ったり錆びたりしますが、お金は腐りもせず減りも
しないからです。逆に、利子がつくことで増えるのです。それって、何
か変だなと思いませんか？
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世界の資源、化石エネルギー源は有限です。しかも、その
ほとんどを私たちは輸入に頼っています。

限られた資源の中で、世界中が日本と同じ生活レベルを
達成することは不可能です。

お金は流通の道具にしか過ぎません。私たちは「コスト計算」すること
で経済を計ろうとしますが、それは正しく経済を理解することにはなり
ません。
なぜなら、 物は腐ったり錆びたりしますが、お金は腐りもせず減りも
しないからです。逆に、利子がつくことで増えるのです。それって、何
か変だなと思いませんか？

私たちは、自分たちの身の丈に合った服（社会）を
着ることが本当は一番快適なのです。
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経済とはコミュニケーションです
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経済とはコミュニケーションです

✤ 私たちは普段「経済性」を考えるとき
に「質」と「量」を無視している。
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経済とはコミュニケーションです

✤ 私たちは普段「経済性」を考えるとき
に「質」と「量」を無視している。

✤ 商品にはそれぞれ違った背景がある
が、「お金に換算する」することでそ
の判断を省略している。
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経済とはコミュニケーションです

✤ 私たちは普段「経済性」を考えるとき
に「質」と「量」を無視している。

✤ 商品にはそれぞれ違った背景がある
が、「お金に換算する」することでそ
の判断を省略している。

✤ つまり私たちがお金の話をする時、他
人のみならず自分の人格や人権までも
無視している。
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経済とはコミュニケーションです

✤ 私たちは普段「経済性」を考えるとき
に「質」と「量」を無視している。

✤ 商品にはそれぞれ違った背景がある
が、「お金に換算する」することでそ
の判断を省略している。

✤ つまり私たちがお金の話をする時、他
人のみならず自分の人格や人権までも
無視している。

本来、「取引」には信頼が不可欠で
す。
「お金」とはその取引を通して互い
の「信頼」を仲介するもの、つまり
「コミュニケーションの道具」であ
るはずです。
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都会や海外に本社がある大型郊外店

郊外型の大型店は売上しか考慮しない。
大量のエネルギーを消費して運んで来られた地域外産の商品。
本社経営が傾けば、そこに住む住民の都合とは関係無しに撤退。
もちろん売上が地元で還流することはほとんど無い。

地元商店
きめ細かいニーズを拾い、時には「お互い様」という精神で
儲けとは関係ないサービス。
地元で生産された製品を優先的に扱うことで、地方経済の一
翼を担う。

地元で使われたお金は、巡り巡って自分のところへ帰って来
ます。

遠くのお店に出掛けるに
は、無駄なエネルギーを消
費し、多くのCO2を排出
しなければなりません。そ
のためにもお金を必要とし
ます。
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大量の穀物飼料

大量のエネルギー消費

広大や土地オ利用ぱべ大規模栽培

私たちの畜産

　現在日本の畜産業は、主にアメリカからの莫大な輸入飼料によって
賄われている。
　その飼料を生産し日本に運搬するために使われる土地やエネルギー
は、視点を変えれば人間が生命を維持するためといいつつ多くの無駄
なことをしている。
つまり、飼料を作りそれを食肉に変換し流通させ販売するということ
は、人間が生きて行くために必ずしも必要なことではなく、巨大な産
業、経済を動かすために必要である、ということである。

その影では・・・

•資源の国際間の偏り
•資源の奪い合い＝戦争
•世界的な貧困の広がり
•富を求めて国際金融の地球規模での移動
•一カ所の金融危機が世界全体に大きな影響を及ぼ
す

•国際テロの頻発

例えば・・
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産業界
大量のエネルギー消費

経済性優先’よぴはカや器機緩理

その影では・・・

•資源の国際間の偏り
•資源の奪い合い＝戦争
•見えない恐怖の拡散＝日本全国総ストレス時代
•富を求めて国際金融の地球規模での移動
•現場作業員の危険
•危険なウラン採掘現場の現状
•未解決な核廃棄物処理問題

例えば・・その2

原子力発電所

一般家庭

Fukushima

事故処理の費用は
結局は私たちの負担

どこが経済的でクリーンな
エネルギーなの？

すべては増えるお金のためなのです
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新しいお金のあり方
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新しいお金のあり方

✤ 実体経済との矛盾を出来るだけ無くす。
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新しいお金のあり方

✤ 実体経済との矛盾を出来るだけ無くす。

✤ そのためには、基本的に利子を付けず、時間と共に価値を減少させ
る。
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新しいお金のあり方

✤ 実体経済との矛盾を出来るだけ無くす。

✤ そのためには、基本的に利子を付けず、時間と共に価値を減少させ
る。

✤ コスト計算は一件合理的なように見えるが、実は問題を単純化してい
るだけで長い目で見ると実際的ではない場合も多い。お金を使うこと
で、私たち自身が社会を動かしている、という自覚が必要。（消費者
としての社会的責任の自覚）
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シルビオ・ゲゼルの自由貨幣理論
✤ 「あらゆる自然物が時間の経過と共に老化（劣化）していくように、お金もまた老化
しなければならない」

✤ 「お金は経済活動の最後のところでは、再び消え去るようにしなければならない」
たとえて言うならば、血液は骨髄でつくられて循環し、役目を終えれば排泄されま
す。循環することで肉体が機能し、健康が保たれているのです。お金も、経済という
有機組織を循環する血液のようなものだと主張しました。

✤ その方策として"持ち越し税"をかけることにより、事実上、貨幣を劣化させることを
提案しました。そして、すべての商品の平均劣化率は年率5％という計算を基に、貨
幣もまた一年間に約5％劣化すべきであるとの結論に至ります。

✤ 「交換を媒介するものとしての貨幣は、公共の交通機関のように公共財であり、使用
の対価として少額の使用料を徴収すべきである」と述べ、具体的には、貨幣の使用者
が郵便局等で印紙を購入し、毎月、それを貼付しなければ価値を保持することができ
ない「スタンプ通貨」を提唱したのです。この印紙代は商品の劣化率に近くなるよ
う、一週間で額面の0.1％、年率に直すと5.2％に相当するものでした。
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%AB%C1%B3
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F8%B6%A6%BA%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F8%B6%A6%BA%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%B9%CA%D8%B6%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%B9%CA%D8%B6%C9


ヴェルグルの奇跡
　大恐慌の真っただ中にあった1932年から1933年にかけて、オーストリ
アチロル州クーフシュタイン郡のヴェルグル(独:Wörgl)町（人口4300人）
では、当時の町長ミヒャエル・ウンターグッゲンベルガーにより、シルビ
オ・ゲゼルが提案した自由貨幣（減価する貨幣）を地域通貨として流通さ
せ、デフレ下の地域経済の建てなおしに成功した事例があり、ヴェルグル
駅から市内の目抜き通りには、市民や観光客に対してこの歴史を紹介する
モニュメントが作成されている（「ヴェルグルの奇跡」と呼ばれていま
す）。
　実際の自由紙幣の使い方としては、まず町長が地域の貯蓄銀行から
32000オーストリア・シリングを借り入れ、それをそのまま預金として預
け、それを担保として32000オーストリア・シリングに相当する「労働証
明書」という地域通貨を発行しました。 
　この労働証明書は、1シリング、5シリング、10シリングの三種類があり
ました。そして、町が道路整備などの緊急失業者対策事業を起こし、失業
者に職を与え、その労働の対価として「労働証明書」という紙幣を与えま
した。 
　労働証明書は、月初めにその額面の1％のスタンプ（印紙）を貼らない
と使えない仕組みになっていました。 つまり、言い換えれば月初めごとに
その額面の価値の1％を失ってゆくのです。 ですから手元にずっと持って
いてもそれだけ損するため、誰もができるだけ早くこのお金を使おうとし
ました。 この「減価するお金」が消費を促進することになり、経済を活性
化させたといわれています。
　こうした循環の結果、町はたった4ヶ月で10万シリング分の公共事業を
実施し、税の滞納は消え、税収は以前の8倍になり、30％を超えていた失
業率は低下し、ほぼ完全雇用を達成したと言われています。
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地域通貨の成功例1　イサカアワーズ：アメリカ・イサカ

　イサカ市は人口27,000人ほどの田舎町。1991年当時、失業率は3.2％とニューヨーク州の中でも最も低い数値
でしたが、最貧層に位置する人々も多く存在していた。ポール・グロバーを中心とした人々は、その原因を大企
業が地域の能力や貨幣を吸い取る現行の経済システムにあると考え、地域コミュニティ内での経済を促進するた
めイサカアワーという地域通貨を発行した。
○システム
イサカアワーはイサカ市の中心部から約20マイル（約32キロ）四方でのみ流通する紙幣で、2、1、1/2、1/4、8
の五種類からなる。1アワーは10USドルに相当する。この10USドルというのはイサカ市のあるトンプキン郡の一
時間あたりの平均賃金。紙幣は偽造防止のために透かしを入れるなど普通の紙幣ときわめて似た造りになってい
る。
アワーの発行量や時期、融資などは隔週で行われるIthaca Reserve Boardという地域通貨管理委員会において決
められる。委員会はコミュニティの住民から選ばれた九人の評議委員で運営され、運営のための基金も設立され
ている。イサカアワーズに参加したい住民は委員会の発行しているタブロイド判の機関紙『HOUＲTOWN』に付
いている申し込み用紙に、自分が提供できる物やサービスを書いて事務局に提出。登録された会員は1ドルの入会
金を支払って1アワーを受け取る。

委員会は好きなだけお金を印刷できるが、次の四つの条件以外には発行は行わない。
①誰かが新たにメンバーに加わる。（個人会員は1人1アワー。ビジネス会員は2アワーズ）
②メンバーがコミュニティに貢献する事業を起こす際のローンを組む。
（ローンの総額は全発行額の5％までとして、1つの案件に付き50～1200ドルに相当するアワーズが無利子で融資
される）
③教会、学校、病院などコミュニティ機関に対して寄付をする。
④継続的に機関紙に広告宣伝を依頼したメンバーに対するボーナス。（8ケ月ごとに1人1アワー）
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イサカアワーズ2 ○実験経過
　1991年11月の開始当初は約40人が参加し、384アワーズが発行された。1994年末の時点
では参加者は800人にも増え、約4800アワーズが発行され、200以上のローカルビジネスが
参加するまでに成長した。
　1991年から1998年までに行われた取引は1万件以上にのぼり、その経済効果は150万ドル
（単純に1ドル＝80円とすると1億2千万円）にもなっている。現在では500店近い地域企業
が参加すしている。
　アワーで取引できるものは、ベビーシッターや老人のケア、マッサージ、カウンセリング、
診療、弁護士活動、会計処理、自動車や家の修理などサービス業のほか、農産物や雑貨の直
販、小売店、スーパーマーケット、レストラン、映画館、アパートの家賃支払いなど1000種
類を超えている。
　また、Alternative Federal Credit Unionという銀行ではローンや各種の支払いに使用す
ることも可能。銀行では利用者から受け取ったイサカアワーを掃除やリサイクルの収集、パ
ソコンのメンテナンス等、サービスの対価として地域の事業所に支払っています。広報誌に
よれば「このシステムは貨幣の流通速度を上昇させることによってコミュニティ内で賃金が
年平均2万ドルの仕事を何百も産み出している」とある。
　この地域では米国の他の地域よりも小規模な有機農法を行っている農場が多くあり、イサ
カではこのような農家を助けるためにファーマーズ・コーポラティブがイサカアワー委員会
から寄付を受けてシーズン前に作物を先買いするというプロジェクトも運営している。シー
ズンの前に現金を受け取ることで農家は種付けや農機具のメンテナンスなどをすることがで
きる。
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地域通貨成功例2　WIR銀行：スイス
中小企業を助けるスイスの実践例
　地域通貨などの取組は実業界とは関係ないと誤解している人がいるが、スイスで1934年に
創設されたWIR銀行（ドイツ語・フランス語・イタリア語）は、WIR（ドイツ語で「私た
ち」の意味）と呼ばれる補完通貨で低利融資を提供することで中小企業を助けている。この
銀行が創設されたのは、まさにスイスが大恐慌の影響に苦しんでいる時期であった。ゲゼル
の「自由貨幣」の理論を知っていた人たちが集まり決済組合を作ったが、これが後に協同組
合銀行となる。スイスフラン(CHF)の流通が不十分だったことから、CHFではなくWIRが交
換手段として使われた。
　WIR銀行は1948年にシルビオ・ゲゼルが提唱した減価を注視したが、現在でもスイスの中
小企業間での取引を手助けしている。この銀行の会員になれるのは、基本的に中小企業だけ
だ。彼らはCHFと並行してCHFと同価のWIRを、他の会員企業との取引で使う（たとえば
WIR30+CHF70）。また、WIR建てだとCHF建てよりも低利で融資を受けられるが、それは
WIRはWIR銀行自らが創造できるのに対し、CHFの場合は公定歩合を負担しなければならな
いからだ。こうして、たとえば公定歩合が3%の場合、WIRでは2%、CHFでは5%の利率にな
るわけだ。他にも、WIR銀行の会員になることで顧客が増えるというメリットもある。WIR
は非会員（大企業や外国企業）には使えないため、WIR銀行の会員は他の企業を引きつける
ことができる。こうして自分たちの購買力が国境外へと流出することを防げるのだ。
　ある調査によると、WIR銀行は景気変動を調節し、従来の経済を補完する役割があるとい
う。WIR銀行の会員は不況時にはWIRでの取引を増やす一方、好況時にはWIRでの取引を減
らすため、不況をそれほど恐れる心配がなくなる。70年以上の歴史から学べることはたくさ
んあることだろう。
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地域通貨成功例3　デーマーク：ドイツ

• 記帳（交換リング）方式　会員は通帳を所持し、そこに授受さ
れたサービスを書き込む。

• 入会金１０マルクを支払うと、すぐに通帳が渡されます。その
通帳を持って、モノやサービスを交換しあいます。価格は双方
が話し合いで決め、提供した側の通帳にはプラスOOデーマー
ク、提供を受けた側はマイナスOOデーマークと記帳されます。
地域通貨には利子がないので、マイナスになっていても借金が
利子で膨れ上がるということはありません。いつかできる時に
できることを誰かに返せばよいのです。
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エコパーク綾での経済のあり方
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エコパーク綾での経済のあり方

✤ 人間は「自然からの贈り物」によって存在している。

✤ 商品は市場価値において「経済性」が問題とされるが、「自然からの
贈り物」に対しての「コスト」は考慮されていない。

✤ 人間が自然界に依存している事実が無視されている。

✤ 持続可能な経済システムとは、環境を保全したりするコストも初めか
ら考慮されたもの。

✤ 「無限の欲望を必要とする」お金によって成り立つ資本主義との決
別。
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現在のお金の姿

持続可能なお金の姿

実際に取引される物

豊かな人間関係
II

一番確実な危機管理

地球生態系
縁10000

価値の減少 時間とともに目減り

�

生態系も考慮に入れた経済

基本的に金利は
つかない減るお金は、沢山お金を

持っている人が手数料等
の負担を持つので、格差
がでにくい。回転率が良
い。
自然に近いために、環境
を考慮しやすい。

森から収穫

私たちの家庭

建築資材等
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綾旅と地域通貨

観光客
（年間見込客30万）

町内での還流

商品券の購入
（仮に1％の参加として年間3000人＝900万円）

このように、町外からのお金が外に出て行くことなく
コミュニティ内で還流することになる。

町外から入ってくるお金
•観光客
•町外での勤務給与
•町外での事業活動
•補助金
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プレミアム商品券を利用する場合：例
１．まず役場あるいは商工会が、その地方自治体内で通用可能な、12,000円の
商品券を住民に10,000円で販売します。
　一定数以上の企業がこの取組に参加した場合、販売不振に悩む企業と安価で
商品を買いたい住民の双方に利益があります。　
２．この商品券も、オーストリアのヴェルグルの労働証明書同様に減価する仕
組みとします。例えば月初めごとに500円の収入印紙を貼らなければ10,000円
の価値しかない（10,000円の日銀券とは交換可能）ことにします。一方500円
の収入印紙を貼れば12,000円として通用します。　
３．この例の場合ですと、印紙を全て貼った4ヶ月を超えると、とりあえずこの
商品券の寿命で、この古い商品券は＋500円で、印紙の貼られていない新品の
12,000円商品券と交換するか、10,000円の日銀券と交換できます。
　この商品券（実質的には紙幣）については月利マイナス4%以上という大幅な
マイナス金利が実現され、商品券を持った人は直ちに別の人の商品と交換する
必要性が生まれますので、この商品券を発行した地方自治体のみはデフレから
脱却できる、という寸法です。
　毎月商品券に貼られる収入印紙は、発行者の直接収入となります。
　なお、この商品券を「信じない」人は、これを発行者に持ち込めば10,000円
で引きとって貰えます。この際の引き取りの原資は言うまでもなく、当初住民
から受け取った10,000円です。またこの地域の金券ショップではこのプレミア
ム商品券を通常の商品券同様、自由な値付けで売買できるものとし、流動性を
高めることとします。　
　その地域にある金券ショップでの売買価格は手数料を除けば、10,000円以上
かつ12,000未満であることは間違いないでしょう。実際にやってみれば分かる
話ではありますが、仮に11,000円で取引されるとすれば、住民に販売した価格
10,000円との差額1,000円は地方政府が創造するシニョリッジ（通貨発行権）
の価値ということになるのでしょうか。
　　　　　

10000円で販売

月初めごとに収入印紙を
貼らなければ10000円分
の価値しかない（1万円の
日銀券とは交換可能）。
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なぜこれまで日本で地域通貨が広まらなかったのか？
　「お金」は信用があって初めて価値を持ちます。人びとの関係が薄い、まだ信頼
関係が未発達の場合は地域通貨を仲介することによってお互いの信用を創造し、い
ろんなサービスの交換が促進されるために積極的に活用されると考えられます。例
えば、今各地から宮崎へ疎開を含めて多くの方が移り住んで来ています。そのよう
な新しいコミュニティでは比較的浸透しやすいと考えられます。
　しかし、これまでその土地で暮らして来た私たちにとっては既にある程度の信頼
関係があるために、わざわざの手間ひまを掛ける必要性を感じられないかもしれま
せん。
　
　ところが、これまで申し上げて来た通り、実は私たちの古いコミュニティでも増
えるお金を使い続けることによって、知らないうちにコミュニケーションの範囲も
量も少なくなり、お互いの信頼も低下してきているのです。昔（といっても僕が子
供の頃までは）隣近所でいろんな日常の助け合いがありましたが、今ではそれが
「お金」で済まされていませんか？
　
　その結果として、地域経済の弱体化を招いているように思います。
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✤ 私たちが考えている以上に、今の日本の経済状況は不安定です。今か
ら準備をしていても損はありません。そのためにはお金に対して、正
しい認識を持つ必要があります。
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まとめ

✤ 私たちが考えている以上に、今の日本の経済状況は不安定です。今か
ら準備をしていても損はありません。そのためにはお金に対して、正
しい認識を持つ必要があります。

✤ 「増えるお金」の矛盾を解消することで、私たちの不安の大部分が解
決されると期待しています。

✤ エコパーク綾としての新しい経済システムをアピール出来ます。

✤ 若い世代が、自分たちの力でやって行きたいという機会を与えてくだ
さい。
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