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あなたの参画が多様性を認め合うコミュニティづくりの輪へ
あなたの余剰を分かち合う優しさが丹波の自然をまもる輪へ
あなたのすてきな能力の提供がコミュニティの自立と共生へ
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10 月以降の新入会員（敬称略）
小橋昭彦（春日町）
未杜会員の皆様、そしてこの新聞を手に取って下さった皆様へ

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします
新しい年を迎えて

未杜会員 岸田 功

(岸田さんは長い間海外で仕事をされ U ターンを機に未杜に入会されました)
新年明けましておめでとうございます。私は 1945 年に、この世に生を受け、今年で酉年生まれ
の７２歳になります。酉は鶏であり、英語では Chicken(チキン)です。Chicken には、比喩的に「臆
病者」の意味がありますが、臆することなく何事にも挑戦する老人でありたいと念じています。
扠, 国際社会で常識を語るときに、まず相手の国の歴史、立場をきちんと把握しない事には、
相手のとっている行動が理解できないことがあります。そして常識が非常識に、また非常識が常
識に変わって行くことは時代の流れの中でよくあることです。昨年も、そのような事象が幾つか
ありました。皆さんが想定される事象とは異なるかも知れませんが、イギリスの国民投票におけ
る EU 脱退、アメリカにおける政治経験が全くない大富豪で非常識と言われた人物の大統領当選な
どは国家レベルでの,或いは一国の国民レベルでの常識→非常識 非常識→常識への大きな転換
と捉えることが出来るのではないかと思います。今年も、世界で同じような事象が起こるかも知
れません。しかし、私たちは、そのような事象が、なぜ起こったのかの要因と原因、そして今後
長く続く真正な変化であるのか、或いは、長い歴史の中での一時的な事象であるのかの判断基準
を持ちながら見極め対応していく必要があると思います。英語に legitimate（レジットメイト）
という言葉があります。その意味するところは「存在に値する」、
「真正な」、
「正当な」等ですが、
要するに legitimate でない事象は長く存在することは出来ないのです・・・そんなことに思いを
馳せながら 2016 年が過ぎ去ろうとしています。新しい年が、地球上の万物にとって少しでもいい
年であることを祈りたいと思います。
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＜予告＞
＜1 月未杜カフェ＞
日時：1 月 18 日（水）1 時 30 分
場所：氷上住民センター第一小会議室
内容：手作りブローチ：今年も苦労のない年で
ありますようにと梅垣輝子さんにふくろう（不
苦労）のブローチ作成を教えていただきます。
持参するもの：針、糸、はさみ
＜2 月未杜カフェ＞
2 月未杜カフェはお休みします
＜3 月未杜カフェ＞
日時：3 月 25 日（土）午後 13 時 30 分
場所：丹波の森公苑セミナー室
内容：未杜決算パーティ
〇講演：丹波と都会、そして外国をつなごう！
その実践ノウハウを学ぶ
講師：西田 裕氏（元兵庫県東京事務所長、兵庫
県国際交流協会副理事長）
〇ティーパーティとおしゃべり
〇 未杜マーケット

ガラス切断用ハサミで作りたい形に切る

ブローチなどの形にしてオーブンに入れ出来上
がるのを 20 分ほど待つ。

＜報告＞
＜10 月未杜カフェ＞
新郷公民館にてヨガ体験をしました
＜11 月未杜カフェ＞
ガラスフィージング（ガラスでアクセサリーなど
を作る）を丹波市クリーンセンターにて体験しま
した。

取り出してきれいにして出来上がり
＜12 未杜カフェ＞
氷上町横田青蓮寺の荒木住職さんに「BOSE カフ
ェ」および「弁護士と住職の悩み相談」の２つに
ついて、その内容や課題についてお話ししていた
だきました。出席者からもいろんな質問がでまし
た。そのあとポットラックで楽しい昼食をしまし
た。
ごみとして持ち込まれたガラスの破片
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しいとの要望がございまし。地元の看護師も立ち

企業会員「丹波の宿恵泉」支配人江戸悌子さんが恵泉事業全国指導者に

江戸さん未杜会員として何かとご尽力いただきありがとうございました。心より感謝致し
ます。（今後、江戸さんは全国にある恵泉事業所の指導者として巡回指導されます）
江戸さんのご挨拶は別紙で御覧ください。ここには新しい支配人坂口いのりさん、そして
石生大崎にオープンするマリア訪問介護ステーションの開設準備をされている清野喜久美
さんのご挨拶を紹介します。写真左から
江戸悌子さん
坂口いのりさん
清野喜久美さん
ステーションの立ち上げを望ん

＊丹波の宿恵泉 支配人 坂口いのり
この度、前任の江戸に変わり丹波の宿恵泉の支
配人を務めさせていただきます「坂口いのり」と
申します。2015 年 2 月から宿の厨房での働きが
始まり、間もなく 5 年になります。今までと立ち
位置が大きく変わり、外に視野が開けました。
未杜との出会い、人と人との繋がりの中でこの地
域を愛おしく思う心が生じた…先輩が残してく
れたこの言葉が私自身の告白と成りますように
と祈ります。未熟な者ですが、精一杯励んで参り
ます。今後ともご指導、宜しくお願い致します。
＊惠泉マリア訪問看護ステーション
総合責任者 清野喜久美
丁度四年前に、丹波の宿恵泉の支配人の江戸さ

上げを望んでおり開設にいたりました。
未杜の赤井様には、市役所へのご挨拶などにご同
伴下さり、大変お世話になっております。お会い
するお一人お一人が温かな心で丹波の宿を応援
して下さっており、スタッフの一生懸命さに好感
をもって下さっていました。マリアで働く職員も
同じ精神であると期待を寄せて下さっていると
受け取りました。惠泉マリアは最期の看取りまで、
全人的ケアに取り組んでいます。お年寄りが、住
み慣れた家でその方らしく最期まで生き抜かれ
るために看護師の専門性を通してお支えしたい
と思います。惠泉マリアの特徴は 24 時間体制、
自宅での最期の看取りまでさせていただくこと
です。精神科訪問看護もいたしております。余市
（北海道）、都賀（千葉県）、いわき（福島県）、

んから、お世話になっている丹波の為に社会貢献
をしたい、独居老人が増え、高齢化が進む丹波に
惠泉マリア訪問看護ステーションを開設してほ

他 3 か所のステーションも利用者様から大変喜
ばれています。所長の加藤久美子をご指導、ご支
援下さいますよう、宜しくお願い致します。
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氷上町の足立正一さんです
私は氷上町に在住し
ている 71 歳の男性です。
妻の知り合いの方から
歌を歌って仲間づくり
をしている「未杜ひば
り」という会があるこ
とを教えていただき早
速入会させていただき
ました。「未杜ひばり」
は歌のすきな朗らかな
人の集まりで毎回楽し
く童謡や歌謡曲を歌っています。歌は柏原の久須
美先生に教えてもらい先生のアコーディオン伴
奏に合わせて室内やお天気のいい日は戸外で気
持ちよく歌っています。
「未杜ひばり」は丹波まちづくりプロジェクト
という NPO 法人が運営されているグループ活動
の一つです。「丹波まちづくりプロジェクト」は
地域通貨「未杜」を発行しています。地域通貨と
は地域の中や、また私たちのような会員の中で流
通しているお金のようなものです。そして会員同
士で何か助けてもらったり、自分のできることを
してあげて他の会員の役に立つなどして「未杜」
もらったり支払ったりしています。私たち未杜会
員が使うお金のようなものです。歌を教えてもら
ったら「未杜」でお礼をし、野菜やお米をもらえ
ば金を払う代わりにお礼として「未杜」を支払い
ます。そんな形でやり取しているうちに自然に友
達も増えてきました。
仲間と食事会をしたり施設訪問で歌うなど違
う環境での例会もあります。いろいろな雰囲気の
中で歌を楽しんでいます。童謡は小学校時代以来、
実に 60 年ぶりに口にする曲もあり、懐かしさと
郷愁を感じながら大きな声を張り上げています。
8 年前に大病を患い、今なお定期的に病院通い
をしながらの日常ですが健康に気を付け末永く
歌い続けたいと思っています。
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寄付をしていただき
ありがとうございました！

〇岸田功さん（柏原町）
〇はしもと美容室（柏原町）
寄付の内訳など知りたい方は会計担当
の金子理事にお尋ねください。

第 6 回オープン「LETS」報告
形式：輪読会（変更有）読本「地域通貨」
編著者及び指導：西部忠
（北海道大学経済学部大学院大学教授）
インターネット上で流通する仮想通貨
“ビットコイン”が世界で拡大していま
す。流通量はおよそ１兆円に達し、日本
でも２５００店舗が導入。政府は今月、
取得の際にかかる消費税をなくす方向で
議論を進めることにしています。 決済や
送金のコストが安いといったメリットの
一方、取引所の安全性や税金をどうする
のかなど課題もある“ビットコイン”。仮
想通貨普及によって社会はどう変わるの
か、仮想通貨のしくみを分かりやすく解
説しながら、
“お金の未来”をみつめよう
と、10 月 29 日 NHK 総合ニュース深読み
「拡大するビットコイン、仮想通貨が社
会を変える？」の番組放映があり西部忠
先生が解説されました。テレビを見た未
杜会員から「あの場で西部先生が言われ
ていた地域通貨「DO」について説明して
ほしい」という声が寄せられ早速先生に
お聞きしたところ回答が送られてきまし
た。その内容は別紙にプリントしていま
す。ご覧ください。

仮想通貨「DO」について
北海道大学大学院教授

西部

忠

NHK のニュース深読みで北海道仮想地域通貨「DO」の解説をしましたが，その補足しておき
ます。
「DO」の説明の前に，カブドットコム証券と三菱東京ＵＦＪ銀行がビットコインの中核技術
であるブロックチェーンを使って実験的やっている企業コイン（社内通貨）「OOIRI」の説
明があるともっとわかりやすくなったはずです。
「OOIRI」とは，MUFG とイスラエルのフィンテックベンチャーZEROBILLBANK が共同開発し，
東京都の大手町エリアを中心に利用される企業コインですが，Bitcoin のような投資型仮想
通貨ではなく，目的は社会の福利厚生用とのことです。ちなみに，「OOIRI」の説明は例え
ばここにあります。
https://angokasotsuka.com/pr/othercoin/whats-ooiricoin/
「スマートフォンの位置情報サービスと連動させて、大手町エリアや社内の出入りを検出し、
勤務時間などを自動的に割り出して、企業が OOIRI を従業員に付与する仕組みです。その他
にも例えば、「社内活動のインセンティブとして OOIRI を付与」したり、「感謝の記しとし
て OOIRI を付与」したり、社員間でのやり取りもできるようです。
勤務時間に付与される OOIRI は、１回あたり円換算で数十円程度、月額で数千円相当になる
見込みで、貯めたコインは近隣の飲食店で使えます。「貯める」と「使う」を両立させる実
験も含まれているようで、大手町エリアに絞っているのはそういったことからでしょう。」
要するに，これは会社内地域通貨だということです。まあ，会社をコミュニティ市場と考え
て，そこでの社員の労働，社員間・部署間のサービスのやりとりを評価，評定し，その価値
で近隣のショップ等で買い物ができるようなコミュニティ通貨をやっているわけです。残業
しないともらえるポイントもあるようなので，さっそく電通はやるべきでしょう。
もちろんこれはあくまで当面の話で，これを大きく育て，ゆくゆくは法定通貨円（日銀券等
の現金通貨と自らも含む民間銀行が発行する預金通貨）とは「呼称」も「質」（売買できる
モノ，コト，サービス）も異なる三菱ＵＦＪ独自の民間通貨圏を拡大いていくを目的にして
いるのでしょう。三井住友も同じようなことをやるとのことですから，ハイエクのいう通貨
の脱国営化と通貨間競争の時代にすでに突入したといっていいでしょう。
この裏には，三菱 UFJ が日銀の量的緩和，特に今年の 2 月以来のマイナス利子政策について
反発と懸念を持っていることがあるようです。法定通貨円も先に三菱 UFJ は国債入札に特別
な条件で入札できる反面，一定割合以上の落札が義務づけられている「国債市場特別参加者」

という資格を日銀に返上すると発表しました。国債はまだ値上がりしているが，相当なバブ
ルになっていて，これ以上買い続けるのは怖い，国債バブルがはじけると，法定通貨円もや
ばいかもという考えがあるのではないでしょうか。
今後，こうした民間企業や銀行，地域や市民が発行する民間通貨が数を増していくでしょう。
国内で複数通貨が流通するのが当たり前になってくれば，DO を導入するための状況がいよ
いよ成熟してきたと言えます。
「DO」のオリジナルなアイディアは実は１５年前に遡ります。当時，道庁の若手職員と一緒
に平成１２年度アカデミー政策研究『豊かなコミュニティづくりを目指す地域通貨の可能性』
という報告書を書きました。
https://cc.econ.hokudai.ac.jp/node/22
この報告書の最後に「 LETS DO」の提案があります。オンライン上の LETS を使って，バー
チャル・コミュニティである「北海道」を流通する地域通貨を実現しようと言うものでした。
参加者全員が口座ゼロから出発し，何かをしてあげた（売った）参加者の口座にプラスのバ
リュー，してもらった方（買った）参加者の口座に同額のマイナスのバリューを記録して行
くという仕組みです。各参加者のマイナスはクレジットカードと同じく上限が設定されてい
ます。ただし，その上限が取引をたくさん行えば行うほど，大きくなっていくようなルール
を入れられます。
今回の北海道仮想地域通貨 DO は，先ほどの OOIRI と同じく Bitcoin の中核技術であるブロ
ックチェーンを使い，マイナーと仕組みを入れるところに新しさがあります。実際には，ラ
イトコイン，リップル等，ビットコイン程投機的でない仮想通貨をベースに使います。
法定通貨，地域通貨を含め今までの貨幣にない Bitcoin の独自な特徴は，貨幣の発行・管理
をインターネット上で自動化し，中央発行機関をなくし，そのコストや手間を削減した点で
す。実際には，ブロックチェーンという取引履歴（番組ですべての人が読める公開された新
聞のようなものと斎藤さんが説明していた）の更新をネット上で共同的，分散的に行ってい
います。コンピュータの CPU を貸してくれた協力者への報酬として，くじびきで一定額のビ
ットコインが当たります。この協力者は汗水たらして金の採掘に従事するかのように「努力」
しているので，採掘者（マイナー）と呼ばれているのです。
「DO」はこのマイナーへの謝礼として発行されるとともに，各参加者が持つマイナス上限の
範囲内で通貨が発行されます。地域通貨 LETS と仮想通貨 Bitcoin を融合することの意義は，
こうして貨幣の発行・管理を分散化，自動化するともに，その暗号技術でセキュリティを高
められる点にあります。

北海道の中でだけ使えるといっても，この「北海道」はあくまでヴァーチュアル・コミュニ
ティですから，北海道の住人，出身者だけでなく，北海道を観光で訪れる人，北海道の物産
を買いたい人など，「北海道」の価値・関心コミュニティに参加したい人や企業すべてを含
みうるのです。ですから，口座を作る際の身分証明もいりません。
「北海道」に関心がある，
「北海道」を応援したい，だから Do に入りたい，これがすべてです。法定通貨のように上
から法的に強制するのではなく，自発的に参加・脱退できます。だから，地域，コミュニテ
ィといっても，閉鎖的で，拘束するようなものではありません。これは，SNS 上のコミュニ
ティと同じです。口座がマイナスのまま放っておいても，利子がゼロとすれば問題ありませ
んが，脱退したければ口座がゼロ以上でというルールを設けます。
例えば，東京で北海道産野菜・肉を食材として使うレストランも参加できます。このレスト
ランは，DO で食材を調達するので，顧客から DO を代金として受け取ることが可能です。こ
れだけの仕組みとスマホ等があれば，雪かきや買い物の手伝いへの対価も払えるでしょう。
ただし，電気とスマホの知識は必要です。スマホが使えない高齢者がいれば，だれかわかる
人が手伝ってあげるしかないです。その手伝いもまた対価の対象になりえます。
私が地域通貨を真剣に考え始めた（80 年代にすでに知っていたけど，当時は馬鹿にしてい
た！）のは、北海道に来て 5 年目の 1998 年に目の前で北海道拓殖銀行がつぶれてからです。
拓銀は北海道を支える都市銀行だったのに，リーマン・ブラザーズと同じく，国は救えたの
に，他への見せしめとして潰したのでしょう。もちろん，国が悪いといっているわけではあ
りません。お金の仕組みが問題だったといいたいのです。
1980 年代のバブル時代に，道民の預金をもとに行われている貸し付けの多くが，北海道の
企業やプロジェクトではなく，東京など大都市の不動産投資にたいして行われた挙げ句，バ
ブル崩壊で不良債権の山となり，破綻したわけです。その結果，北海道の企業も道民もひど
い目に遭いました。道民や道内企業から集めた預金をもとに信用創造されたおカネが道外へ
流出した結果があれでした。アジア通貨危機が起こったのは、海外からの投資がものすごい
勢いで国内から逃げていった結果です。
そこで自然に出てくるのは，投資や投機のためのおカネと実体経済や生活のためのおカネを
棲み分ける，地域内と地域外のおカネを棲み分けるなど，今西錦司のようなお金の「棲み分
け」という考え方です。'One World, One money'ではなく，'Many communities, many money'
の方が多少不便でもましではないかということです。それは，効率性，利便性，利益にたい
し，多様性，選択の自由こそが価値だとする見方に基づいています。このようにして最後に
DO という考えに至ったというわけです。
次に，仮想通貨に不可欠である，電気等のエネルギーと地域の経済の個性である産業構造，
貿易・資本構造について説明します。

電気についても，原発によって一極集中的に大量発電を行い，遠隔地へ送電するよりも，太
陽光，風力，水力，地熱，潮汐，バイオを使って少しずつあちこちで発電し，スマートメー
タとスマートグリッドを組み込んだネットワークを使って過不足を互いに補い合い，その貸
し借りの部分を DO 等で取引し（電気を借りたら DO を払う，貸したら DO をもらう等），自
律分散型の発送電システムと貨幣信用システムを相互補完させるやり方がいいと思ってい
ます。この方が電気の送電ロスや停電リスクが小さくなり，エネルギーの地産地消が達成で
きるからです。これも，DO が域内で回っていく重要な条件になるかもしれません。
ちなみに，北海道はご存じの通り，自動車産業も含め工業がほとんどなく，第二次産業は大
幅な貿易赤字です。一方，食料自給率は生産額ベースで 200％以上，医療，保険，教育，介
護，公務員等のサービス業の自給率も高く，97，98％近いものも少なくない。観光業は域外
や外国から多くの人が来ていて，外国からのインバウンド観光による旅行収支は貿易外収支
として大幅な黒字です。
要するに，北海道の産業構造は，第一次産業と第三次産業の自給率が高く，第二次産業は低
くなっています。ちなみに，電気は第三次産業に分類されています。私たちの生活に最も不
可欠なエネルギー，食料，サービスを供給する第一次，第三次産業において，北海道はほぼ
地産地消を既に達成できているわけです。これは，北海道地域通貨の流通のみでこれらの産
業の取引が成立することを意味します。
また，その貿易・資本構造は，全体として輸移出より輸移入がずっと大きく，貿易では円が
域外に出て行くものの，この貿易収支の赤字を補うべく，中央から地方への地方交付税交付
金や補助金という形の円が域外から域内に入ってくるのが特徴です。しかし，北海道開発を
目的とした税の再分配も，税の再分配の象徴であった北海道開発庁が北海道開発局へと縮小
し，それもついに廃止されるにつれて，大幅に縮小してきました。また，1998 年に拓銀が
破綻したのは，道内の企業や個人から集めた預金を元にして東京を初めとする大都市の不動
産投資に大量に貸し付け，バブル崩壊で多量の不良債権を抱えてしまったからでした。域外
との貨幣の流出入に過剰に依存しない自律的な通貨流通圏が求められるゆえんです。
ですから，北海道について見れば，コンピュータや自動車のような第二次産業のハイテク製
品については円での取引が必要だとしても，私たちの基本的な生活を支えてくれる第一次，
第三次産業に関しては DO だけで十分に回っていくはずなのです。
北海道以外の日本の各地域では，これとは異なる産業構造，貿易・資本構造の特徴がありま
す。例えば，トヨタとその部品メーカーが集約する愛知県は第二次産業の自給率が高く，貿
易黒字が大きいので，北海道とは別の産業構造，貿易・資本構造を持っています。江戸時代
には各藩が独自の藩札を出していましたが，各地に固有の特産品と貿易構造に応じたあり方
が決まっていた部分がありました。ひとたび国内多通貨システムが許容されるようになれば，
こうした地域経済の多様な個性を考慮したお金の棲み分け構造が自然に出てくるはずです。

地域の個性に即した多様な地域通貨が生まれるはずです。このような通貨システムの方が，
すべてのモノ，サービスを全国一律に「円」で取引するという現行の単一通貨システムより
も望ましいのではないでしょうか。
こうした構想は，生物や人間で個性が重要であるように，貨幣にももっと大きな個性を持た
せるべきだという考えに基づいています。あたかも地球が多様な種が共存する生物生態系で
あるように，多種多様な貨幣が全体としてグローカルな制度生態系を作り出すとすれば，そ
れが地球全体の経済社会を上手くカバーすべきであるという見方です。これは，工学よりも
むしろ生物学の発想なのです。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------最後に，北海道仮想地域通貨に関連するファイルを添付しておきます。
「地域通貨ネットワークの進化と道内地域通貨構想」は，北海道内の地域通貨がネットッワ
ークを形成し，やがて道内地域通貨へと進化するという展望を述べたものです。
「小樽商科大学地域研究会・進化経済学会合同フォーラム」の「地産地消と地域通貨ー北海
道通貨の構想」という文章で，自給や地産地消の考え方を組み込みました。
「地域通貨による電力政策の構想」は地産地消を電力の発電と相互融通へと拡張したもので
す。

丹波が大好きになったのは、未杜との出会いがあったから‼
元「丹波の宿恵泉」支配人

江戸悌子

北海道生まれ、北海道育ちで、学校卒業後は札幌で事務職の仕事をし、24 年間働いてき
ました。その私が、兵庫県丹波市で旅館の責任者として働き始めたのは 2007 年の 12 月のこ
とです。
当時の私は、関西での生活が初めての上、旅館業とはどういう仕事なのかも知りません。
何をどうすべきかも、解らない中でのスタートでした。その様な中で、赤井さんとの出会い
があり未杜に入会させていただきました。
赤井さんは私にとって頼りになる「やさしい」
「頭の良い」
「おしゃれな」お姉さまという
存在で、私が困った時、「具体的」「適切」「スピーディ」に対応してくださいました。
いつも親身になり、ここまで助けてくれるのかと思うくらい良くしてくださいます。ですか
ら、私の転勤が決まった時、真っ先に頭に浮かび、報告をしたのは赤井さんでした。
赤井さんが（特）丹波まちづくりプロジェクト、地域通貨「未杜」を立ち上げるきっかけ
となったのは、
「丹波の女性が生き生きと生活ができますように。」という思いからと聞いて
います。
私がこの地で生き生きと生活できたのも、まさに「未杜」との出会いがあったからです。
人と人との良い出会いが、この土地への愛着を育みます。
（好印象を形づくります。）私が丹
波の地を離れるにあたって、赤井さんからメッセージを戴きましたのでご紹介します。
『江戸悌子様
あなたが丹波を去られると思っただけで心にポッカリすき間ができたような気がします。
いつも穏やかな気持ちで接しられる江戸さんですが、きっと職場ではきりりとした姿勢で後
輩の指導をされ信頼されてこられたのだと思います。
そんな素晴らしい方を迎えられた幸せは今思えば、短い期間でした。でも、いろいろあな
たから学ばせていただき感謝でいっぱいです。ありがとうございました。』
私の勤める（株）ヴィタポートは全国に２４の部署があり、丹波の宿恵泉も、その中の一
つです。今度私は、北海道を拠点として全国の部署を回る仕事となりましたので丹波にも
度々やってきます。その時は全国からの情報をたずさえて又、帰ってきます。未杜の方々と
共に新たな感動を共有したいと思っていますので、これからも、宜しくお願いします。
最後になりましたが、赤井さんのご主人、一三さんの良き思い出をご紹介させていただき
ます。ある日の午後、私が赤井宅を尋ねた時の事です。赤井さんが家の中にいるご主人に向
かって大きな声で「お父さん、お父さん、江戸さんがいらっしゃったよ！」と叫んで下さっ
た折、照れながら「ヤー、江戸さん。」とやさしい声と眼差しで登場、その後三人で井戸端
会議に花を咲かせたのも「ほっこり」の思い出です。ありがとうございました。

