
君津信用組合 地域通貨課

電子地域通貨「アクアコイン」について

資料１



2017年10月24日「14万市民がつながる きさらづデジタル２０２０チーム」の設置
３つの検討テーマ （１）電子地域通貨を活用し、市域内の経済循環を高める。

（２）スマートフォンを活用した情報インフラを整備する。
～市政情報等を集約(情報の発信と収集)する市独自のアプリの開発～
（３） ＩＣＴを活用し、庁内事務の迅速化・効率化を推進する。

取組の経緯

スマートフォンなどの情報通信技術（ＩＣＴ）を活用して、市民・団体・事業者・
行政などがもっと互いにつながりあう まちづくりを進めたい!!

１

木更津市

君津信用組合

当組合の経営理念「金融を通じて地域社会に奉仕する。
営業エリアの人口減少、少子高齢化→地域経済の縮小をなんとかしたい。

今までは、個々の事業者への支援やボランティア活動の実施
→地域活性化へ別のアプローチが必要

そこで、地域通貨への着目 → 地域経済の活性化+地域コミュニティの活性化



１．法定通貨と地域通貨の違い

地域通貨＝地域の団体や行政などが発行する地域独自のお金

✔汎用性、流動性が高いため、地域の中に滞留せず、経
済の強い方向（大都市）へと引き寄せられる傾向あり

✔ある一定の地域内を循環し続け、域外に流出しない

その他、ボランティアや福祉など、法定通貨で表現することが困難なサービスやモノの価値を表現できる

法定通貨＝その国で定められた中央銀行等が発行・管理するお金

法定通貨の3大機能

• 価値の交換（支払い）

• 価値の尺度（ものさし）

• 価値の保存（貯蓄）

地域通貨 3つの限定

• 地域の限定

• 期間の限定

• 目的の限定

あえて限定的で不便なものにすることで、限定的な地域の活性化を目指す

✔長期間貯めておくことができるので、直ぐに消費に向
かうとは限らない

全国どこでも、いつでも、何の目的にも使えるな
ど便利な一方、デメリットも．．．．。

✔貯めておくと価値がなくなるため、消費を促すことができる

✔利用できる用途を限定できる

２



２．地域通貨の発行形式

３

（１）紙幣発行型
独自のお札やコインを発行し流通させる。

・日本では１９９０年代の後半から導入が進むが、紙やＩＣカードを媒体とするものが多く、コス
トや管理等の課題から、廃止されたものも数多い。

アトム通貨（早稲田・高田馬場ほか）

めぐりんマイル（香川県高松市）

（２）通帳記入型
利用者が通帳を持ち、通貨を発行す

る側・受け取る側が、取引時に「いつ
」「誰と」「なにを」「いくらで」取
引したかを通帳に記入し残高を記入す
る。

（３）小切手型
小切手を印刷して発行。裏に持ち主がサ

インをして取引する。

（４）ICカード型
ICカードを発行して通貨を流通させる。

ピーナッツ（千葉市）

しあわせ交換券ハピー（福井県鯖江市）

ＭＯＲＩＯ－Ｊ（岩手県盛岡市）

特長⇒誰でも簡単に発行でき、利便性が高い。
課題⇒偽造リスクがある

特長⇒価値発行者が介在せず個人間で取引が成立する
課題⇒記入や取引が面倒

特長⇒利用者が特定できる
課題⇒管理が面倒

特長⇒偽造リスクが少なくデータの収集が容易で、利用者の
利便性も高い。
課題⇒読み取り機器やシステム構築が必要



３．地域通貨導入により期待される効果①

（１）地域経済の活性化

地域内の消費活動と経済循環を促進する！

地域経済を取り巻く
様々な課題⇒ 地域の個店の活力低下域外への資金の流出 消費の低迷

域内 域外への資金
流出防止

域外

地域通貨 地域通貨

地域通貨地域通貨

地
域
通
貨

期間・目的の限定
⇒域内の消費活動
の促進

大都市に本社がある大手企業、
ナショナルチェーン店

クレジットカード会社
（決済手数料含む）

地域の限定
⇒地元商店等での
消費促進

発行主体

消費の囲い込み

域外への資金
流出防止

４



（２）地域コミュニティの活性化

５

地域コミュニティを取り
巻く様々な課題⇒ コミュニティ意識の希薄化 地域活動の担い手不足 社会的孤立

ボランティア活動
⇔地域通貨

活
動
の
活
発
化

活
動
の
活
発
化

活
動
の
活
発
化

活
動
の
活
発
化

ボランティア活動
⇔地域通貨

ボランティア活動
⇔地域通貨

ボランティア活動
⇔地域通貨

支えあいのある
地域コミュニティ

地域住民のつながりや助け合いを促進する！

３．地域通貨導入により期待される効果②



４．キャッシュレス社会の到来①

６

（１）各国のキャッシュレス決済比率の状況（２０１５年）



４．キャッシュレス社会の到来②

（２）各国のキャッシュレス推進事例

スウェーデン

個人間送金・支払サービスのスマートフォンアプリ
Swish 総人口の約 60％が利用（2017年10月現在）

スウェーデンの現金お断り店
（店頭の張り紙イメージ）

韓国

政府主導によるクレジットカード利用促進策

• 年間クレジットカード利用額の20％の所得控除（上

限30 万円）

• 宝くじの権利付与

• 店舗でのクレジットカード取扱義務付け（年商240万

円以上の店舗対象）

⇒1999年から2002 年で、クレジットカード発行枚数は
2.7 倍、利用金額は 6.9 倍に急拡大

中国

アリペイ（2004年12月誕生）

• アリペイのアカウントとスマートフォンだけあれば導入可。手数料は0.1%～ま

たたく間に中国の電子決済の主流に。

• 2017年末時点のユーザー数は 5 億2 千万人

• タクシーやホテル予約、公共料金の支払、病院の予約、 振込や資産運用商品の

購入などを一つのアプリから行うことが可能 ７



４．キャッシュレス社会の到来③

８

【なぜキャッシュレスに取組むのか】
今後、日本では、少子高齢化や人口減少に伴う労働者人口減少の時代を迎え、生産性

向上は喫緊の課題

2025年に向けて、「支払い方改革宣言」 として、「未来投資戦略
2017」で設定したキャッシュレス決済比率40％の目標を前倒しし、
高いキャッシュレス決済比率の実現を宣言する。

さらに将来的には、世界最高水準の80% を目指していく。

キャッシュレス推進のメリット

• 実店舗の無人化省力化

• 不透明な現金資産の見える化

• 不透明な現金流通の抑止による税収向上

• 支払データの利活用による消費の利便性向上や消費の活性化

（３）日本のキャッシュレスに向けた取組

キャッシュレス・ビジョン（経済産業省 ２０１８年４月）



５．「アクアコイン」の導入・普及推進の取組①

木更津市 ＝ 市域の発展
・市民等に対する情報発信、

参加利用促進
・行政ポイントの付与

・行政分野での利用拡大等

君津信用組合 ＝ 地域貢献
・システム整備

・コイン発行、送金、換金
・参加利用促進

木更津商工会議所＝商工業の
振興

・事業者等に対する情報発信
・参加利用促進

・事業者間取引の普及

× ×

○三者の主な役割

地域通貨

• 地域経済の活性化

• コミュニティの活性化

＋地域のキャッシュレス
(電子)環境の整備

（１）なぜ電子地域通貨の導入・普及推進に取り組むのか？

＝

未来につながるまちづくりのインフラに !!

時代を先取り
電子地域通貨
アクアコイン

君津信用組合・木更津市・木更津商工会議所の三者
連携により導入・普及推進に取り組む

（2018年2月28日 協定締結）

９



５． 「アクアコイン」の導入・普及推進の取組②

１０

アイコンをタッチし
てアプリを立ち上げ
る。

残高を確認して、支
払うボタンをタッチ

お店のＱＲコードを
読み込む

支払う金額（コイン
数）を入力する。

お店のスタッフに金額
画面を提示して、スラ
イドで支払いが確定

STEP.1 STEP.2 STEP.3 STEP.4 STEP.5

完了

決済音が
鳴ります♪

アプリ操作のイメージ

（２）「アクアコイン」の使い方





５． 「アクアコイン」の導入・普及推進の取組④

１２

アクアコイン・ポイントの有効期限

・アクアコインの有効期限は、最後にご利用された日から１年後の当月末日まで
・アクアポイントの有効期限は、付与された日から１年後の当月末日まで



①期間 ２０１８年３月２８日～６月２４日

②加盟店 ２０３店舗

③利用者 君津信用組合、木更津商工会議所、木更津市役所の職員等９０１名

④消費金額 約４，１５０万円（チャージ額 約４，１６４万円）

⑤決済件数 ４，８５２件

１３

・アクアコインの実証実験は、店舗及び利用者の両面から運用状況等を検証し、本格稼動
に向けて、市民・利用者の皆様にとって、より安心・安全、かつ利便性の高い仕組みとす
ることを目的として実施
・約３カ月間にわたる実証実験の結果、システムに不具合は発生せず。

５．「アクアコイン」の導入・普及推進の取組⑤

（４）実証実験の結果概要と改善点

実証実験を踏まえた主な改善点

自動チャージ機

プリペイドカード

①自動チャージ機の導入
⇒木更津市観光案内所・イオンタウン木更津
朝日の２箇所に設置
②プリペイドカードによるチャージの導入
⇒加盟店の一部（２5店舗）で販売
③アプリの改良
④利用者に対するインセンティブの付与
⑤加盟店のメリットの付与
⇒キャンペーン実施へ



１４

・１０月１日からアクアコインアプリの一般提供を開始。同日より利用可能に！

アクアコイン普及推進キャンペーンの実施

５．「アクアコイン」の導入・普及推進の取組⑥

（５）２０１８年１０月1日 アクアコイン運用開始!!

①スタートアップキャンペーン
キャンペーン期間 2018年10月1日～総額1億5千万円チャージまで
アクアコインチャージの際にポイント３％を進呈
（うち２％は木更津市、１％は君津信用組合が負担）
②５％ポイント還元キャンペーン
キャンペーン期間 2019年2月1日正午～3月31日又は還元の対象となる支払額の
総額が3,000万円に達するまで

・アクアコインの利用促進と認知度向上に向けて各種キャンペーンを実施

①加盟店 ４３１店舗

②利用者
アプリインストール件数
５，８４３件

③チャージ状況 ９，１１９万９千円

④利用状況
約８，０７４万２千円
（決済件数１３，８６５件）

⑤プリペイドカード販売数 約５，４２４枚販売

（３月１０日現在）



５．「アクアコイン」の導入・普及推進の取組⑦

・アクアコイン普及推進の趣旨や利用者・加盟店に向けた様々な情報を発信す
る専用サイトを構築し、2018年10月1日から公開（木更津市）

（６）ホームページやＳＮＳを利用した情報発信

１５

・ＳＮＳによる「アクアコイン」の情報発信として、公式ツイッターを開始
平成３１年２月８日から公開 ＃アクアコイン



５．「アクアコイン」の導入・普及推進の取組⑧

１６

（７）アクアコインの流れと段階的な利活用の推進



段階 項目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

第1
ステップ

「アクアコイン」実証実験及び本格稼動

３月 ６月 １０月

第２
ステップ

「アクアコイン」を通じた行政ポイントの
付与

検討
対象とする活
動など 行政
ポイント制度
の設計

第３
ステップ

「アクアコイン」による
使用料・手数料等の公金受入
市から業者への支払い
市職員・商工会議所職員・君津信用組合
職員の給与の支払い 等

検討 検討

10/1運用
スタート

2019年度
運用開始

実証実験

課題整理後、
順次開始(予定)

市民活動団体等から市民等へのポイントの付与

５． 「アクアコイン」の導入・普及推進の取組⑨

（８）木更津市役所等との連携スケジュール

金融機関の拡大に向けた取組み、公共料金の自動振込み機能の検討、マイナンバーとの連携の
検討、中国の大手決済アプリ「アリペイ」との連携等によるインバウンド対策 等

○今後の展望【国の地方創生推進交付金を活用した取組み（2019年１月申請）】
・キャッシュレス決済事業者として登録・アクアコインによる電子版商品券の発行

１７



１８

（９）アクアコインまつり

５． 「アクアコイン」の導入・普及推進の取組⑩

・出店店舗での支払を
「アクアコインのみ」
の完全キャッシュレス
で実施、70店舗のアク
アコイン加盟店の出店
と1,000名以上の来場者
を予定

目的：インストールか
らチャージ、利用まで
一環としてできる環境
を用意することで利便
性を体験する機会を提
供する。



アプリのダウンロード



１９

地域の未来のために
アクアコインを使うという選択


