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○３番（吉田敏郎） 

 ３番、吉田敏郎でございます。最後の質問者になりますので、もうしばらくの辛

抱でございますので、もう少しおつき合いのほど、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 私、さきの通告どおり二つの項目に対して質問をさせていただきます。一つ目と

いたしまして、ごみ拾いをスポーツに、ということで質問させていただきます。  

 「ごみ拾いをスポーツにしたら楽しみながらやれるんじゃないか」という発想か

ら始まった「スポーツごみ拾い」というものがございまして、２００８年に誕生し

まして、５～１０名程度のチームに分かれまして、制限時間内でエリア内のごみを

拾ってポイントを稼ぎまして、その総重量とポイント数で勝敗を決めるものであり

ます。 

 ごみ拾いをスポーツと捉え、競い合い汗を流しながらごみを拾うことで、健康な

体づくりと、また子供から若い人を含め、大人までごみを捨てないリサイクル習慣

を意識させ、きれいで暮らしやすいまちづくりに貢献し、スポーツと環境の融合を

実現させ、スポーツの新たな魅力を提案することで、町の活性化にということで思

うことでございますけれども、町の見解をお伺いいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 吉田議員のご質問にお答えします。町では、町民事業者、町及び土地所有者等が

一体となって、空き缶や吸い殻の散乱を防止するとともに、地域の環境美化活動に

努めていることにより、町を美化する心を育み、清潔で美しいまちづくりの実現を

図ることを目的として、平成２１年３月に、開成町きれいな町をつくる条例を制定

し、具現化を図っております。 

 条例の目的の具現化のため、今年の５月には、町子供会連絡協議会、その他の団

体に協力をお願いして、酒匂川統一美化キャンペーンを実施し、参加者３６０人で、

燃えるごみ約１８０キロ、燃えないごみ２６０キロのごみを拾うことができました。

また、７月には、「いつまでもうるおいとせせらぎのある町開成、みんなで取り組

むクリーンデイ」というスローガンを掲げて開成クリーンデイを開催し、自治会、

企業等の協力により美化活動を実施し、参加者３，９７３人で燃えるごみ１，８７

４キロ、燃えないごみ２，９９１キロのごみを拾うことができました。  

 来年３月にも、町民及び事業者の間に広く環境美化について関心と理解を深める

とともに、積極的に環境美化に関する活動を行う意欲を高めるため、開成クリーン

デイを実施する予定でおります。 

 このように、町では、ごみ拾い関連のイベントとしては２種類を実施しています

が、ごみ拾いをスポーツにという視点は新しく、これを導入することでより多くの

方、世代の参加が得られるといったことも考えられます。 
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 反面、アイデアとしてはおもしろいと考えられますが、課題としては、この「ご

み拾いはスポーツだ」を提唱する日本スポーツＧＯＭＩ拾い連盟という団体が存在

しており、このイベントを実施した場合に、連盟とどのようなかかわりが生じるの

か。例えば、ロイヤリティーの支払いが発生するのか。こういったかかわりの中で、

これまで実施してきた町民の美化運動を違った形にすることは可能かどうか。とい

ったことを検討しなければならないと思います。この活動は、町が主体として実施

するのではなく、町民団体等が主体となって実施されることが望ましいと考えてお

ります。その場合、町としては支援していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 ただいま町長より答弁をいただきまして、その中から再質問をさせていただきま

す。町長の答弁にもございましたとおり、開成町条例第４号、開成町きれいな町を

つくる条例というのが定められておりますけれども、その中で第３条、第４条、第

５条の中に、町の責務が第３条、第４条町民等の責務、第５条として事業者の責務

として、一つ、第３条を読ませていただきます。 

 町は町民との町を美化する心を育み、清潔で美しいまちづくりの実現のために、

必要な施策を実施するとともに、町民等及び事業者が行う自主的な活動を支援する

よう努めなければならない。また、町民等の責務といたしまして、町民等は町を美

化する心を育み、清潔で美しいまちづくりの実現に努めるとともに、この条例の目

的を達成するために、実施する町の施策に協力するよう努めるものとする。 

 ５条として、事業者は地域社会を構成する一員として、事業所及び周辺の美化の

推進とこの条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めるも

のとするというふうに、町民と町と事業所の責務ということで条例が定められてお

ります。 

 その中で、今、町長の答弁の中でありました今年の５月に町の子供会、連絡協議

会、その他団体の協力で行われました酒匂川統一美化キャンペーンの参加者が３６

０人ということで、その中の３６０人の内訳とごみの種類がわかりましたらちょっ

と教えていただきたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 それでは、今の質問にお答えをさせていただきます。酒匂川統一美化キャンペー

ンは、今年の５月２０日の日曜日に開催をしまして、午前９時から１０時まで約１

時間、ごみ拾いを行っております。参加者の内訳でございますが、岡野、金井島子

供会から下島子供会まで、単位子供会、１１の子供会が参加をいただきまして、合

計で２６８人の方の参加をいただいております。そのうち１６５人が子供さんでご
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ざいました。そのほかに団体としまして、安全サポーター外６団体の参加がござい

まして、９２人の参加をいただきまして、合計で３６０人の参加をいただいている

ところでございます。 

 ごみの量と種類につきまして、燃えるごみとしましては、河川敷でございますの

で、紙やたばこの吸い殻、あと木材など１８０キロ、燃えないごみとしまして、缶、

金物、ガラス、あと針金、あとパイプ椅子、あと車のタイヤなど、約２６０キロの

ごみがありました。合計で４４０キロのごみを集めております。 

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 細かい説明をありがとうございました。一緒に言えばよかったんですけれども、

７月の開成クリーンデイに参加者３，９７３人とありますけれども、重なるようで

すけれども、その３，９７３人の内訳とごみの種類がわかりましたら、教えていた

だきたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 それでは、お答えをさせていただきます。今年の７月８日、日曜日に実施しまし

た夏の開成クリーンデイでございますけれども、先ほど町長がお話をしましたよう

に、本年度は、「いつまでもうるおいとせせらぎのある町開成、みんなで取り組む

クリーンデイ」というスローガンを初めて掲げさせていただきまして、その中で取

り組みをさせていただいております。 

 参加者の内訳でございますけれども、岡野自治会からパレット自治会までの１３

自治会の中で３，８０７人の方の参加をいただいております。そのほかに今、事業

所といたしまして、明治ゴム化成外８事業所の協力をいただきまして、１６６人の

方の参加をいただいております。合計で３，９７３人の方の参加をいただいており

ます。 

 ごみの種類と量でございますけれども、燃えるごみといたしましては、紙類、あ

と木材がありまして、それが１，８７４キログラム、燃えないごみとしまして、缶、

金物、瓶、ガラスなどで２，９９１キログラム、あと河川の中のごみ等の中止をい

たしておりますから、草や葉っぱがございまして、こちらの量が一番多くなってお

りまして、重量的には４，９４７キログラムありました。あと剪定枝が３８２キロ、

自転車やトタンなど、粗大ごみが３２キロ、合計で１万２２６キログラムです。約

１０トンございました。 

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 



－４－ 

○３番（吉田敏郎） 

 本当にありがとうございます。細かいことで本当に開成町の中で、この二つの種

類のごみ拾いのクリーンデイと酒匂川統一美化キャンペーンにおいて、非常にたく

さんの方の参加と、たくさんのごみの収集ができているわけで、開成町、これは町

の中も含めてですけれども、本当にごみが少ないということは重々承知しておりま

す。その中で、あえてごみ拾いをスポーツにということで提案をさせていただきま

したので、このごみ処理をスポーツということは、今、町長も言ったとおり、そう

いう団体もあるわけでございますけれども、ごみ拾いについて、神奈川県でも２０

１０年３月から戸塚区の大会を始めて、横浜市、平塚市、相模原、そういうところ

で開催をしているわけでありますけれども、先月の１１月１０日に横浜のセンター

北大会というところで、やはりこのごみ拾いが開催されまして、私も二、三人と一

緒に行って、参加をしてまいりました。そのときのことをちょっと説明させていた

だきますので、聞いていただきたいと思います。 

 センター北大会に参加したときのごみ拾いというので、ごみ拾いは３人から５人

のチームで、３人でもいいし、４人でもいいし、５人でもいいと。それで１チーム

を構成して参加するということです。その中で、必ず１チームに１人の審判員がつ

きます。審判員がつくということは、ごみを拾うところに自転車との接触等のこと

を防ぐということとか、ごみを拾っているときに、歩行者の邪魔にならないように、

そういう安全面を考えて審判がついているということでございます。 

 そして分別をして、種類ごとにごみを集めた場合に、それを秤量し、いろいろ秤

量を測るわけですけれども、その中でポイントを加算して、勝敗を決めるというこ

とで、小学生以下のチームと、中学生以上、大人までという二つのブロックに分か

れて、その中でポイント数を数えて、勝敗を決めるというもので、ちなみに、ごみ

の種類によって、いろいろポイントが違うんですけれども、燃えるごみとか、瓶、

缶、ペットボトル、そういうものは１００グラムで１０ポイントのポイントが与え

られ、そして、燃えないごみが１００グラム５ポイント、そして、ペットボトルの

場合はキャップがありますので、キャップは開成町も同じように取り除いて、１個

につき１ポイント、そして、あと粗大ごみというのをごみ拾いのときに見つけた場

合、それは収集してこなくても結構ということで、そこに粗大ごみがあるよという

ポイントをつける。地図上にそのポイントをつけて、そのポイントが１カ所につき

３ポイントもらえます。そして、一番ポイントが高いのがたばこの吸い殻というこ

とで、たばこの吸い殻は１００グラムで１００ポイントつくということであります。

ちなみにセンター北大会のときに優勝して、小学生以下の優勝したチームの集めた

ごみのキロ数が６５キロで、準優勝したチームが２６キロ、３位のチームが２１キ

ロの順で集めております。そして、中学生以上、大人の中に関しては、優勝が１５

キロ、準優勝が１２キロ、そして３位が１０．５キロの順で、ごみの総重量は２８

８．３キログラムで、それをポイントに換算した場合に、２，７９６．６ポイント

になりまして、そのポイントに１０円を掛けた金額２万７，９６６円を３．１１大
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震災、そちらの義援金として送るという、そういうことをしております。  

 そして、参加したチームの中で、１チーム３人の場合には、必ず写真を撮って、

自分たちが集めたごみを前に、３人が並んで写真を撮ります。それを全てのチーム

にカメラマンが写真を撮るということで。 

 最後に全員のごみを一堂に集めて、その周りに全員が集まって、１枚の写真を撮

ると。それを展示会ができるところでは展示会をして、欲しい人には、その写真を

差し上げると、そういうことになっているわけでございます。要するに、ポイント

によって加算して勝敗を決めるということで、そのときの参加した親御さん、特に

自治会の人とか、関係者の人、会社の人、特に親御さんが子供がそれに参加したこ

とによって、ごみに対する認識が非常に高まったということで、非常に喜んでいる

というお話を聞かせていただきました。 

 その中で、行政の方とか、あと自治会の方も一緒に参加をしてやっているという

ことでお話を聞かせていただきます。 

 以上のことが、スポーツごみ拾いというか、ごみ拾いというゲームというか、催

しの説明であります。こういったことを雑駁に申し上げましたけれども、以上のこ

とに対して、町長の答弁をさきにいただきますけれども、こういうことを行政が主

体というのは難しいかもしれませんけれども、こういうことをやってみるというこ

とはいかがか、お聞かせください。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 お答えをさせていただきますけれども、まず、スポーツごみ拾いというスポーツ

なんですけれども、これにつきましては、日本スポーツＧＯＭＩ拾い連盟という団

体がございまして、この団体が商標登録をしているものでございます。この連盟に

事前に確認をさせていただいたところ、このスポーツを町で開催するには、連盟の

許可が必要であるというふうな回答をいただいております。また、許可が必要とい

うことなんですけれども、町で独自のルールで、町が勝手にこういうスポーツ的な

ごみ拾いをやっていいのかということを、この連盟に確認をさせていただいたとこ

ろ、スポーツごみ拾いというのを開催する以上は、連盟が現在まで積み上げた安全

面と協議面でのルールに基づいて開催していただきたいというふうな回答をいただ

いております。 

 開催するには、今申したように、連盟に支払う運営費と連盟から審判員が派遣さ

れてきますので、その費用がかかります。連盟と一緒に開催することになりますの

で、町では既に酒匂川統一美化キャンペーン、開成クリーンデイのほか、各自治会

内で定期的に清掃が実施をされている状況の中で、ごみ拾いをスポーツにという視

点は、新しい考え方ではありますけれども、今年の７月２１日に開成南小学校で開

催しました環境防災フェアの中で、参加者に対しまして、会場に来る途中でごみを

拾ってきていただくというような催しもしております。このような経費をかけない



－６－ 

で興味を持っていただき、参加をしていただける方法をこれから調査、研究をして

いきたいと考えております。 

 また、町内の事業者や団体が、この連盟と協力して、スポーツごみ拾いを実施す

るということでありましたら、集めたごみの収集等については、町で側面的に協力

をさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 今、課長のほうから説明をいただきまして、私も認識しているところであります

けれども、今言ったとおり、スポーツごみ拾いとしてうたってやりますと、そのよ

うな形でかかるということは承知しております。 

 しかしながら、独自で、今、課長も言ってくれましたけれども、そういうふうや

る場合には検討するというふうな形もありましたけれども、実際にごみ拾いをする

場合には、普通にごみを拾うということですので、それに対して、いろいろ警察等々

に申請をしてするということも必要なことはございませんので、独自でやろうと思

えば、できないことはございません。 

 というのは、一例として、新潟県の三条市のほうで、実際に市長が非常にそれに

興味を持ちまして、今まで三条市では、ごみウオーキングというのを毎年実施して

おりまして、ごみウオーキングというのは、ごみを拾いながら歩くということでご

ざいます。それを年々参加しておりましたけれども、一つとして、ごみウオーキン

グといいますと、何人か連れ立って町なり市内をめぐり歩いてごみを拾います。先

頭のほうの人たちはごみ拾うことができるんですけれども、中盤以降になるとごみ

がないので、ごみも拾えない。そうすると単なるウオーキングになってしまうとい

うことで、そのときに三条の市長がこのことを知って、たまたま新潟県は、金具類

が有名なところでありますので、そちらのほうに、皆さんもバーベキューでやって

いるトングというのがありますね、あのトングの握るところ、ものをつかむところ、

そこにシリコン製のカバーをつけたものを事業所の方が持ってきて、これを使って

やったらどうだいということで、市長がそれで実際にごみを拾ったら、非常にスム

ーズにごみが拾えるということで、それにも感銘したということもありますけれど

も、実際問題として、今年の１０月１４日に三条市では、行政が主体となりまして、

それをやっております。そして、たまたまそれがマスコミなり、新聞等にも出たこ

ともありまして、非常に反響を呼びまして、市長が、まだ始まったばかりなんです

けれども、このごみ拾いを日本全国の大会とか、下手すれば世界大会まで伸ばして

三条市でやる。そういうことを言っているという市長もあります。  

 そういうことも含めて、確かに町長の答弁の中で、アイデアとしてはいいけれど

も課題もあるということで、それは承知しております。そういうことも含めて、ぜ

ひ、この導入を、すぐというのではなく、検討をしながらも、こういうことをする
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ことによって、お子さん、お年寄りとか、お父さん、お母さんを含めながら、また、

若い人たちも参加して、一緒にこういう美化運動をやるということで、非常に気持

ちとして、そういう認識が高まるのではないかということで提案をさせていただき

ました。 

 ついこの間も横浜の戸塚区で始まって、やっていたわけですけれども、そのとき

に聞いたところによりますと、今まで社会貢献活動に余り意識を持っていなかった

人も集まってくれて、ごみ拾いを楽しむと言ってはおかしいんですけれども、やっ

てくれたと。 

 そして、ごみがないほうがいいに決まっているんですけれども、今まで余り気づ

かなかった町のごみの存在が、こういうところにごみが多いんだなというイメージ

がついたということで、その環境意識に大きな変化を起こすことができたというこ

とで、いいこと尽くめのようなことを言っているようですけれども、そういう話を

聞きました。 

 スポーツ振興と環境保全は、町民の健康や生活環境を守る、とても大切なテーマ

であり、町をきれいにするだけでなく、関係者や参加者が大会を通して触れ合うこ

とにより地域力や町民力を養えるイベントだと思いまして、提案をさせていただき

ました。 

 提案ということで、ごみ拾いについては、これで終了させていただきますので、

ひとつ検討をしていただければと思っております。 

 続きまして、二つ目の項目といたしまして…。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田議員、状況の説明も大変結構ですけれども、なるべく簡潔に、でないと答弁

の時間がなくなりますので。 

○３番（吉田敏郎） 

 すみません。続きまして、タイムバンクの可能性についてということで質問させ

ていただきます。 

 少子高齢化が進み、さまざまな問題に直面しています。打開策を打ち出していく

ことは喫緊の課題でありますし、子育ての環境整備という意味でも、個人の収入増

につながる経済成長が必要なのは言うまでもありません。 

 そこで、例えば「タイムバンク」という考え方でございます。これは不況打開策

としてアメリカでスタートされた取り組みで、奉仕した「時間」を「ためる」とい

うシステムでございます。ボランティア活動を行うと、お金のかわりに「タイムド

ル」が支払われるということで、そうして貯めた「タイムドル」を必要なサービス

と交換する、というものでございます。 

 地域へのボランティア活動を通して人々とのきずなを深めるメリットがあるとも

言われています。町でも職員研究グループで地域通貨に取り組まれたことがあると

伺っておりますので、その検証等を含め今後の可能性についてお伺いします。 

○議長（茅沼隆文） 
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 町長。 

○町長（府川裕一） 

 ２項目について、お答えします。開成町では、平成１４年、１５年２年間、婦人

会等の協力を得て、職員研究グループによる地域通貨の流通実験が実施をされまし

た。当時、この実験に携わった職員の報告では、参加者は２年間で６６名、平均利

用率は約５０％で、さまざまな日常生活サービスが提供された。特に多かったのは、

パークゴルフ同行、草むしり、買い物代行、犬の散歩代行などでありました。しか

し、一部のボランティア関係者からは、ボランティアの精神を経済活動に換算する

のは不適当といった批判もいただきました。開成町では、ボランティアをしようと

する人たちは十分いらっしゃいますが、地域通貨という制度の考え方を理解してい

ただくと時間と、地域通貨に精通するコーディネーターが必要ということでありま

した。 

 ご提案いただきました、タイムバンク制度について改めて考えてみますと、時間

を文字通りためるということは不可能であり、何らかの形に換算される必要があり

ます。タイムバンク制度では、これをタイムドルという単位に換算して、例えば、

何らかの１時間の援助を受けた人などが、援助をした人に１単位のタイムドルを渡

すことになります。言葉で説明すれば簡単ではありますが、その内容はかなり複雑

なものになります。この制度を現実に運用するには、しっかりとした組織体制づく

りが必要ではないかと考えられます。 

 タイムバンク制度については、平成２２年度国土政策関係研究支援事業として、

タイムバンキング制度による新たな結社会の仕組みづくりの実証的研究の報告がさ

れております。タイムバンキング制度を通じて、新たな相互扶助制度を構築するこ

とが可能か、それを実現するには、どのような環境整備が必要かの事例研究をした

ものであります。この研究では、タイムバンクを四つに類型して紹介していますが、

そのいずれも自主事業による収入、団体の会費収入、スポンサーからの収入、助成

金、補助金などにより運営資金が調達をされております。タイムバンク制度は、利

益を生む性質の事業ではないので、その事業推進を担う主体が継続して活動するた

めには、いかに資金を得る仕組みをつくるか。大きな課題であります。社会的評価

を得ることができれば、おのずと資金も集まると思われますが、ＮＰＯとの運営主

体が自主事業から利益を得て、それを再投資する姿勢が欠かせないと、この研究で

は指摘をしております。 

 開成町で行われた地域通貨の流通実験の成果や紹介した国土省の研究を踏まえる

と、開成町の現状を検討した上で、制度導入によって、どういった状況を実現しよ

うとするのか。どういった組織体制にするかなどについて、多くの方々のご理解を

いただき、賛同を得ていくことが重要であるかと思います。 

 こういったことを念頭に、制度の創設、運営に取り組もうとする団体等がありま

したら、その動向に応じまして、町としても研究をしたいと考えております。  

 以上です。 
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○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 それでは、再質問させていただきます。開成町でも、平成１４年、１５年度の２

年間に町長の答弁の中で、そういう地域通貨の流通実験をしたということで答弁を

いただきました。 

 その中で６カ月間、エコマネーとして、試験型、紙の券で実験をしたということ

は承知をしているわけですけれども、この開成町ハートエコマネー研究会について、

わかる範囲で結構ですので、説明をしていただけるとありがたいのですが。  

○議長（茅沼隆文） 

 行政推進部長。 

○行政推進部長（芳山 忠） 

 私が、実はその当時、代表を務めておりましたので、ただ、１０年以上前の記憶

でございますので、わかる範囲でご説明をさせていただきます。 

 あれは、平成１３年度に研究会を当初立ち上げました。そもそもの最初は、いわ

ゆるミハエル・エンデの考え方ですね。いわゆる社会風刺の童話ですが、それをテ

ーマにしたＮＨＫのドキュメンタリーを見たというところがスタートであります。

平成１４年度と１５年度に２回、エコマネーの流通実験を行いました。両方で６６

名の参加者ということで、当初、１年度１００名ぐらいお願いしたかったんですけ

れども、なかなか諸般の事情から集まらなかったということで、そういう人数での

スタートということでございます。 

 やり方ですけれども、研究会が運営主体になりまして、いわゆる地域通貨は、実

際の現金には互換しないというやり方をとりました。当時は互換する方向がかなり

多かったと思うんですけれども、仮に現金に換金できるということになりますと、

いわゆる通貨の発行権というのは国家の専権事項でございますので、厳密に申し上

げると、当時としてはちょっと問題があるということで、そういう形でやらせてい

ただきました。 

 単位はハートという名前でございます。一人３００ハートを持って、これを使う。

当初メニュー表をそれぞれつくりまして、参加者の方ができること、してほしいこ

とをメニューにしました。それぞれに事務局経由、あるいは直接でやってほしい、

あるいはできますということのサービスを交換するという実験でございました。  

 メニュー表は、スタートの段階では確か７０項目ぐらいあったと思います、当然、

こんなこともできる、こんなこともできるということがふえていきますから、最終

的には１００ぐらいはあったと思うんですけれども、それのサービスの交換をした

というところでございます。この内容については、婦人会等のご協力もいただいた

というところでございます。 

 その結果、２年間行った課題として、やはり運営主体が行政ですと、いわゆる範

囲にどうしても制限が出てくると。流通がすればするほど市町村という枠はどんど



－１０－ 

ん超えていってしまいますので、そこで一つの制限がかかってしまうということ。

それと万が一事故があったときの補償の問題ですとか、あるいは若干ですが、当時

としてはイデオロギー的な問題も多少ありました。そういったところが課題になる

ということで、本来の形として運営するのであれば、やはりそういう運営主体を別

につくって、そういった方がボランティアとして、いわゆるコーディネーターとし

て中心的に回していくのが最もふさわしいのではないか、ただ、制度そのものは、

決しておかしいものではないというふうに考えました。 

 ただ、同時に町長答弁の中にもありましたとおり、いわゆるボランティアを一生

懸命なさっている方からは、そういうボランティア活動をお金に変えてしまうとい

う行為はふさわしくないのではないかというご批判をいただいたのも事実でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 今、答弁をいただきまして、確かに町長、それから部長答弁の中で、ボランティ

アの精神で活躍している方については理解することでありますけれども、このタイ

ムバンクということについて、地域通貨と似たようなところはあるのでございます

けれども、タイムバンクについては、確かにアメリカから始まりまして、アメリカ

でも１５０ぐらいの組織がありまして、そういう中で、例えばボランティアをやっ

たものをためていって、それを違うところ、例えば、１００ドル単位のお金ではな

く、時間を１００ドル、ボランティアをしたお金で、１００ポイントのタイムドル

を自分がためていると。そうすると、その１００ドルのタイムドルを自分は違うも

のに、仕事をしてもらうために、逆に１００ドルのタイムドルを自分が受け入れて

仕事に奉仕するということで、循環型でやっているわけですね。 

 その循環型というのが社会に貢献するということで、例えば、開成町においても、

見返りを求めずに地域貢献をしてくださっている方がたくさんいらっしゃいます。

現役をリタイアした方が技術や体験を生かして地域に貢献することで、今度は支援

を受ける側になったときに利用することができる。そういうことでありまして、そ

ういう循環システムをつくることも可能なわけということでございます。 

 数値化できない価値を仮のものに置きかえて、それを蓄え循環させようというの

が、このアイデアのおもしろいところかもしれませんけれども、確かに課題は多い

と思いますけれども、こういう循環システムについて、どう思うか答えをいただき

たいと思うんですけれど、わかる範囲で結構ですので。 

○議長（茅沼隆文） 

 自治活動応援課長。 

○自治活動応援課長（加藤順一） 

 ただいまご質問をいただきました地域貢献の循環システム、これがまさに本町で
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行われた地域通貨流通実験で目指したシステムなのかなというふうに思います。  

 ボランティア活動、何らかの経済価値に換算することのご理解を得ることの難し

さ、これはともかくといたしまして、ただいまのご質問の中では、現役を退いた方

というお話もありました。そういった方たちが培われた技術とか技能が生かされる

ということであれば、また、提供されるサービスの種類もふえて、そういったサイ

クルが広がってくるのかなというふうにも思います。 

 ただ、先ほどのお話の中にありました、今、私はこういうことができるよ、将来

必要になったときに受け取ることができるよと。今と将来の部分でございます。  

 例えば今、１００人の方がそういったサービスを提供している人たちがいますよ

と。それが将来、自分が必要になったときに、それが１００人じゃなくて５０人に

なったらどうなるのというようなことがあろうかと思います。それが決して５０人

にならないで、１００人以上になるよという保障は誰がするのか。できるとは思え

ません。 

 通貨なら、先ほどちょっと話がありました、政府なり中央銀行なりが通貨の価値

を保障するわけなんですけれども、そうではありませんので、皆さんが将来にわた

って持続する制度であって、価値も持続するんだと、こういうことを信頼されるシ

ステムづくりということが一番重要なのかなというふうに考えるところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 今、課長から答弁をいただいたことに関して、それは理解するところであります

けれども、ちょっと違うのかもしれません。似たような事例として、隣の秦野市で

市民が、地域ボランティア活動に参加した場合、地域貢献券というのを給付してい

るんですね。例えば、３時間のボランティア活動で２００円相当の券が１枚給付さ

れまして、市内にある総合体育館とか、文化会館とか、そういうものに使用できる

ということで、今は自治体単位での取り組みに任せているという状況でありますけ

れども、要するに、また繰り返すようですけれども、時間やポイントをためること

で何かに還元されるという考え方を、これから１０年、２０年先のことになるかも

しれませんけれども、補助金に頼っている現状に一石を投じる、そういう考え、プ

ロジェクトになる可能性があるのかなと、非常に大きなことを言っているようです

けれども、的外れかもしれませんけれども、そういうことに対してどういうふうに

思われるかをお聞きしたいんですけれども。 

○議長（茅沼隆文） 

 一般質問の最中ですが、規定の時刻を迎えようとしております。 

 この際、お諮りいたします。議事の都合上、本日の会議を延長することにご異議

ございませんか。 
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 （「異議なし」という者多数） 

○議長（茅沼隆文） 

 ご異議なしと認め、本日の会議を延長いたします。 

 それでは、引き続き、答弁をどうぞ。 

 自治活動応援課長。 

○自治活動応援課長（加藤順一） 

 お答えします。ただいまのご質問の例なんですけれども、将来必要なときにサー

ビスを受け取るようにするというものと、それが受け取れるのが将来なのか、それ

とも今現在、何らかの価値に換算できるものを受け取るようにできるのかといった

部分で違うように思います。制度設計といたしましては、どちらかというと簡単な

形でできそうな気もいたしますが、ただ、先ほど秦野市さんの例でございましたの

ですけれども、今現在、開成町では町民の活動に対して、例えば、参加賞的なもの

を用意してお渡ししていて、それを振り替えるというのでしたら直ちにできそうな

気もするんですが、そういった例はちょっと思いつきません。その分を新たに参加

賞的、それを地域貢献券でもよろしいんですけれども、新たに税金を投入して、そ

ういう制度をつくるといったことは、ちょっと考えにくいのかなと思います。  

 例えば、町内の商店さんが、商品割引券をそういった部分で発行してくだされば、

それが地域貢献券という形で発行してくだされば、それに該当するのかなというふ

うにも思いますが、この場合、発行してくださる総量のコントロールという部分が

必要になるのかなと思います。無制限に発行できるとはちょっと思えませんので、

そういったところ、時間やポイントを何かに還元されるようにするという場合には、

何かを一体誰がどれだけ負担して用意するのかと、その部分が重要な検討課題にな

ってしまうのではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

 今、課長から答弁をいただきまして、言ったことは理解できるということであり

ます。自分の中でも、このタイムバンキンクに非常に興味を持って、今いろいろな

人と話をしたり、資料を調べたり、どうこうしているわけですけれども、今回、可

能性についてということで、町のほうでも１０年前にそういうことをしたというこ

とで質問をさせていただきました。 

 その中で、地域通貨等々、またタイムバンキングとか、また、そういうものに興

味を持っている人とも話をしておりまして、タイムバンクの可能性についての質問

に対して、最初に町長の答弁の中で、この制度の創設、運営に取り組もうという団

体等があるならば、町としても、その動向に応じて研究していきたいという答弁を

いただきました。今日の一般質問でタイムバンクの可能性について、こういう答弁

をもらったということで、また、こういうことに興味を持ち、そういうのをぜひ実
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現したいという人と話をしながら、次回というか、もっと進めた話を、組織づくり

等々の中で可能性があるかどうかもいろいろ検証して、そういう状況が実現できる

のか、どういった組織体制にするのかを明確にして、再度質問をさせていただきた

いと思いますので、時間も５時になりましたので、私の質問はそれで終了させてい

ただきます。 


