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高齢化率６割に達する過疎集落（中山間地域）そして 1 割程度のニュータウン地域（海抜 10m 以下の低湿地帯）から
なる津幡町は、大型店舗の進出により中心市街地が空洞化し、過疎高齢化の進行する中山間地域では買い物環境の悪
化が亢進している。本取り組みは、津幡町商店街全体を一つのヴァーチャル商店街として買い物商品を受注し、過疎
地域の拠点に配送する仕組み「おせワンコ」の実装とその効果の検証、さらに将来の買い物環境を支援するボランテ
ィアのあり方として津幡町で既に普及している「ドレミファスタンプ」を利用した地域通貨の可能性について報告す
る。国土強靭化のため地方都市こそ共助の仕組みを強化するデュアル・システム構築と普及の重要性を提言する。
ネットスーパー，地域通貨，過疎高齢化，中心市街地，ボランティア，共助
Net Supermarket, Local Currency, Depopulation and Aging, City Center, Volunteer, Mutual Assistance
１.序
１．１ 課題としての津幡町の概観
津幡町は、金沢と富山を結ぶ国道 8 号線と能登方面
を結ぶ 159 号線・里山里海街道への分岐点として、北陸
地域の交通の要としての役割を果たしてきた。加えて、
金沢から 20km 圏域という地の利もあり、人口微増地域
（平成 29 年 12 月現在で約 3 万 8 千人）となっている。
国内の多くの地方都市と同じく、平成 3 年に施行さ
れた所謂、大店法改正（大規模小売店舗法の改正）によ
り大型量販店の出店が相次ぎ（平成 9 年 4 月に Plant-3 津
幡店、
同年にコメリパワー津幡店、
平成 14 年 6 月にアル・
プラザ津幡店）
、
津幡町の中心市街地でかつては賑わった
ショッピングセンター・スカールも平成 13 年 1 月に閉店
を余儀なくされた。アル・プラザ津幡店および津幡町文
化ホール・シグナスの建設を含む中条地区の土地区画整
理事業により、新市街地は順調に発展を遂げるが、おや
ど商店街、パピィ１商店街、太白商店街、庄町商店街の
4 商店街から構成される中心市街地は、スカールの閉店
に伴い跡地利用が数年間定まらず、またカジマート中央
店、
ビッグママなどのスーパーマーケットの閉店・移転、
ムラサデパートの閉店により一気に空洞化したことに加
え、経営者の高齢化に伴い後継者離れが止まらず、ここ
数年は津幡町商店街にも宅地化が進行し、かつての商店
街の賑わいも消えつつある。
新市街地の成功とは対照的に、町域全体で 110km2 に
およぶ津幡町は、その行政区内に国内屈指の森林公園
（1,150ha）を含む広大な中山間地域を有しているが、そ
れらの地域では過疎・少子高齢化が目に見えて深刻化し
てきている。平成に入り、中山間地域の生活の支えとな
っていた、雑貨店やかほく市界隈からの行商も高齢化の
ためか姿を消しつつあるという住民の声を聞くことも多
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くなった。また昭和に開発を行った太田・中条地区など
のニュータウンでも子育てを終えた世帯の間で俄かに高
齢化が進行しており、車を手放した高齢者にとっては徒
歩での買い物など身の回りの生活環境が厳しい地域にな
りつつある。
以上、津幡町の現状について、商店街の盛衰の沿革
を踏まえて示した。津幡町の特徴でもある交通の便が良
い点は新市街地の開発を含め人口増加に寄与しているこ
とは間違いないが、反って新住民の若い世代等を中心に
して、金沢や大型量販店の利用を手軽なものとさせてし
まい、地元の商店街の客足を奪う状況を加速させてしま
っている。言い換えるならば、津幡の交通における地の
利を活かして新住民を確保し易いが、金沢や郊外の大型
ショッピングセンターに客足を奪われる可能性も高くし
てしまう。
その一方、中山間
地では少子高齢化に
伴い買い物支援が必
要な住民が確実に増
加しているが、中心
市街地の商店街がこ
れらの住民に対して
現在までに直接有効
な支援を果たすこと
が地理的にも難しい
という地域性も縷々
指摘されるところで
もある。
またニュータウン
の地域は中山間地域
図 1：津幡町の交通網
に比べて買い物環境
(津幡町 HP より抜粋一部修正)

が良いように思われがちであるが、高齢化が進み車を放
棄せざるを得ない住民にとって商店街や郊外の大型量販
店までの距離は、徒歩での移動を強いられる高齢者にと
って無視し難い状況を生んでいる。福祉的な観点からも
中山間地域と同程度に今後、ニュータウンは買い物支援
などの配慮が必要な地域となることを改めて付言してお
きたい。
１．２ 研究の目的
本研究は、津幡町における中山間地域や都市部など、
これからの買い物弱者層に対して買い物環境などの生活
支援の仕組みおよび中心市街地への人口回帰となるよう
な高齢者の外出支援や居場所支援の仕組みを構築するこ
とを目的とする。買い物弱者である高齢者や乳幼児の母
親等を対象として、商店街と社会福祉協議会、行政等が
協力しあい自助・互助・共助・公助などの多様な地域ネ
ットワークを支える組織と買いまわり環境の支援を相互
に連動させる仕組みを
「オンデマンド商店街」
と名付け、
商店街を中核として町のもつ福祉支援機能とを一体に機
能するヴァーチャル商店街の実現を目指すものである。
なお本稿は、平成 24・25 年度に北陸地域づくり協会
の「北陸地域の活性化」研究事業の支援を受け実施した
社会実験事業「新・買い物弱者支援システム」の報告書
に加筆・大幅に修正したものである。尚、本研究には以
下の 5 つのプロジェクトから構成されている。
①インターネットによる買い物支援システムの設計開発
第 2 章所収 (石川工業高等専門学校 熊澤栄二)
②高齢者の買い物環境に関する実態とニーズ調査
第 3 章所収 (金沢大学 山岸雅子)
③高齢者の生活支援に関する基礎的調査
(石川県立看護大学 垣花渉)
④買い物支援システム運用社会実験と地域通貨の流通
第 4 章所収 (石川工業高等専門学校 熊澤＋津幡町商工会)
⑤ゲーミング・シミュレーションによる地域通貨導入の検討
(上越教育大学 吉田昌幸、 北陸先端科学技術大学院
大学 小林重人)

図 3：買い物支援システム「おせワンコ」概要
((株)Inter ARTX 資料より)

し合いを重ねて合意形成および企画調整を行った。話し
合いの中で、買い物支援システムの名称をヴァーチャル
ネットスパー「おせワンコ」
（図 5 参照）と決定した。
「おせワンコ」は、インターネットによる注文集約
システムである。買い物注文集約システムは今回
(株)Inter ARTX の協力のもと全くのオリジナルでのシス
テム構築を行った。ホスト PC のシステム更新費用、事
業内容の変更に柔軟に対応するために、独自でシスムテ
ムを構築するほうが既存の買い物カート付きの買い物
web システムよりも有利と最終的に判断したためである。
「買い物支援センター」に来る高齢者が、サポート
スタッフの指導により、携帯端末、PC 端末から「おせワ
ンコ」の商品を注文して、買い物支援車にて商店街から
注文品を集め、
「買い物支援センター」
で商品を受け取る
仕組みとなっている（図 6 参照）
。
２.２ 買い物支援システム運用社会実験
買い物支援システム「おせワンコ」を運用して、課
題や問題点を探るため社会実験を実施した。
【社会実験スケジュール】
・4 月～6 月
実験事業コンセプトの絞り込み
・7 月
「おせワンコ」システム
作成協力店舗への説明
・8 月～10 月 社会実験実施

２. 買い物支援システムの実装
２．１ 買い物支援システムの設計開発
買い物支援システムは、
「買い物支援サービス」で商
品の注文やその受け渡しのために使用するシステムのこ
とを指す（図 3 参照）
。
「買い物支援サービス」とは、津
幡町で設置する「買い物支援センター」において、高齢
者等が日常生活に必要な商品を購入することを支援（図
4 参照）するサービス全般を意味する。
買い物支援システムの操作は大きく分けて、利用者
用（顧客）
、参画小売店用、および買い物支援センター用
の 3 つに分かれる（図 3 参照）
。
システム制作にあたり、関係者の話し合いが重要な
役割を果たしている。検討する案件は各ワーキングで話
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図 4：
「おせワンコ」画面一例

社会実験は、「買
い物支援センター」と
して
「ウェルビア倉見」
（津幡町倉見）を使用
した。天然温泉を持つ
津幡町の高齢者福祉施
設である(図 6 参照)。
なお買い物支援センタ
ーには、買い物難民者
が利用しやすいよう福
祉バスの停留所ないし
は町営バスの全路線の
停留所となっている施
図 5: 社会実験のチラシ
設を選定した。
「おせワンコ」告知ポスター
図5 のチラシの通り、
週に月、火、木、金の 4 日間で、午前は 11 時、午後は、
13 時 30 分まで注文の受け付け、午前は 12 時 30 分、午後
は 15 時に商品を引き渡す。注文は、専門のスタッフが利
用者に「おせワンコ」を見せながら注文を取り、商品を引
き渡す方式（図 7 参照）とした。
販売実績を見ると、8 月が 16 日営業日で売上高が
76,900 円となり、平均で 640.8 円/人、4,806.3 円/日の売上
となった。
9 月が12 日営業日で売上高が51,810 円となり、
平均で 493.4 円/人、4,317.5 円/日の売上となった。10 月
が 10 日営業日で売上高が 41,450 円となり、平均で 487.6
円/人、4,145.0 円/日となった。売り上げの最高金額は
12,080 円/日(8 月 9 日)、最低金額 400 円/日(8 月 1 日)を記
録した。
売れた品物を比較してみると、その場で食べられる
弁当などが 8 月期には良く売れていたが、10 月になると
白米、人参、食パン、牛乳 1L、刺身など自宅での調理を
前提とする食材が増えてきている。そのため売上は伸び
なかったが、着実に定着していたことが分かる。
今後の課題として、1 日 2 名のスタッフが活動してい
るため、売上としても 15 千円/日以上が無いと採算が取
れない。8 月には 12 千円/日の売上も記録しているので

図 7：社会実験の様子

必ずしも無理な目標値ではない。今後の課題として損益
分岐点など経営の判断指標を構築する必要がある。
３.地方都市における高齢者の生活実情
３.１ 高齢者の買い物環境に関する実態とニーズ調査
津幡町における買い物環境の実態とニーズを明らか
にするために、高齢者を対象にしたアンケート調査を実
施し、補足的にヒアリング調査を実施した。
調査は、津幡町健康福祉課の協力を得て、
「日常生活
圏域ニーズ調査」と合冊の調査票を作成し、実施した。
「日常生活圏域ニーズ調査」とは、日常生活圏域におけ
る高齢者の生活課題に関するアンケート調査よりニーズ
を把握し、高齢者の日常生活圏域ごとに必要なサービス
の量と内容を検討するものである。
平成 22 年度厚生労働
省が全国の 57 市町村でモデル事業を実施し、
津幡町は石
川県におけるモデル事業対象地域のひとつになっている。
【調査対象者】津幡町在住の 66 才、69 才、72 才、
75 才、78 才、81 才、84 才、87 才、
90 才、93 才、96 才、99 才、102 才
【調査方法】 郵送配布、郵送回収
【調査期間】 2013 年 8 月 23 日～9 月 6 日
津幡町には、津幡、中条、笠谷、井上、英田、河合
谷、倶利伽羅の 7 つの地区がある。有効回収数は 1830
票、全体の回収率は 69.4％で、各地区の全対象者の 70％
前後の回収率であった。
表 1：買い物不便感

図 6：買い物支援システム実験事業の概要
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N=1830

表 2: 買い物に困っていること
地区名
質問項目

津 幡

複数回答

中 条

笠谷

％(n)
井上

N=1830
英田

河合谷

倶利伽羅

通える範囲に行きたい店がない

5.5(35)

5.3(25)

8.2(11)

4.4(5)

3.8(9)

7.4(4)

7.5(14)

車などが運転できない、運転に不安

14.2(90)

14.0(66)

13.4(18)

14.9(17)

12.7(30)

27.8(15)

14.4(27)

重い荷物が持たないため、一度に少量しか購入できない

11.6(73)

10.8(51)

12.7(17)

7.9(9)

6.3(15)

22.2(12)

12.3(23)

公共交通機関の利用が困難、不便

3.0(19)

3.0(14)

5.2(7)

5.3(6)

5.1(12)

7.4(4)

9.6(18)

周囲に買い物を支援してくれる人がいない

1.1(7)

1.1(5)

2.2(3)

0.9(1)

0.8(2)

3.7(2)

0.5(1)

食料品を買うお金がない

1.6(10)

0(0)

0(0)

0.9(1)

0.4(1)

3.7(2)

0.5(1)

0.3(2)

0.8(4)

0(0)

0(0)

0.4(1)

3.7(2)

1.1(2)

バス代等の交通費の負担が大きい

0.3(2)

1.5(7)

1.5(2)

1.8(2)

0.4(1)

3.7(2)

1.6(3)

商店の品ぞろえに不満がある

0.6(4)

1.1(5)

0(0)

1.8(2)

0.4(1)

0(0)

0.5(1)

4.4(28)

1.9(9)

5.2(7)

6.1(7)

3.4(8)

9.3(5)

4.8(9)

その他

1.3(8)

1.7(8)

0.7(1)

0(0)

2.1(5)

1.9(1)

3.7(7)

特になし

55.5(351)

54.7(258)

49.3(66)

51.8(59)

52.3(124)

37.0(20)

45.5(85)

お金の支払いや引き落としが困難

健康ではなく買い物に出掛けにくい

表 3：3 年後の買い物不安感

N=1830

高齢化率が最も高いのは河合谷地区で、59.7％である。
次いで 30.8％の笠谷地区、30.2％の倶利伽羅地区である。
高齢化の進んだ河合谷地区、倶利伽羅地区、笠谷地区は
世帯数も少ない。最も高齢化率の低いのは中条地区で
13.0％である。
買い物による外出は、津幡地区、中条地区は「ほぼ
毎日」とする者が最も多く、笠谷地区、井上地区、英田
地区は「週 2～3 回」が多くなっている。河合谷地区は「週
1 回程度」が最も多い。河合谷地区と笠谷地区では「ほ

ぼ毎日」買い物に行く者の割合が低い。
現在、買い物に関して困っていること（表 1 参照）
を聞いたところ、
「特になし」の回答が最も多く、河合谷
地区以外は 50％程度あり、
河合谷地区はおよそ 35％であ
った。しかし、不便について「困っている」もしくは「非
常に困っている」
項目で集計すると、
多くの地域では15%
程度に対して、
倶利伽羅地区で20%、
河合谷地区では36%
に達する。困っている内容（表 2 参照）については、
「車
などが運転できない、または運転に不安がある」ことが
多く挙げられた。特に河合谷地区では 27.8％と多い。車
を使わなければ買い物に行けないため、不安を感じつつ
も車を運転している状況が推察される。
買い物について改善したいことは「特になし」と回
答したのは、どの地区も 60％程度ある。改善したいと感
じている回答者は、
「自分の目で商品を選びたい」
と思っ
ている。
笠谷地区では
「買い物の送り迎えをしてほしい」
、
河合谷地区では「手伝ってくれる誰かと一緒に買い物に
行きたい」が多くなっていることが特徴的である。
潜在的な買い物弱者の存在を把握するために、近い
将来の買い物に対する不安について聞いた（表 3 参照）
。

表 4：いきいき朝市（常福寺）聞き取り調査結果（左）および移動販売車（ウェルピア）聞き取り調査結果(右)
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近い将来として家族や健康状況について想像可能な範囲
として、3 年後とした。その結果、
「不安がある(非常にあ
る＋ある)」と回答したのは、津幡地区 37.6％、中条地区
31.8％、
笠谷地区 42.5％、
井上地区 38.6％、
英田地区 33.4％、
河合谷地区 57.4％、倶利伽羅地区 44.4％となった。
以上、近い将来には 40％を超える高齢者が買い物に
不安を感じているという実態を確認することができる。
３.２ 高齢者支援としての買い物支援の在り方
津幡町における買い物をめぐる高齢者の生活実情を踏
まえ金沢市の中心市街地で行われている朝市と津幡町で
実施された買い物支援について、利用者の目線に立ってそ
の実際を比較することで、今後もとめられる高齢者の買い
物をめぐる生活環境の在るべき姿について考察する。
金沢市における朝市開催の事例として｢金沢いきい
き朝市｣（金沢市「常福寺」境内で開催。運営は合資会社
タカハシ）の観察調査および聞き取り調査を実施した。
いきいき朝市は平成 24 年に開始した。朝市の運営は、
代表者とパート職員 1 名の合計 2 名で 1 箇所週 1 回の開
催である。事業はボランティアで他の利益はなく、赤字
は金沢市コミュニティビジネスフォローアップ事業補助
金で補填している。
聞き取り調査の内容は、いきいき朝市が買い物弱者
支援として機能しているのか、朝市はコミュニティ形成
の場になっているか、などである。
聞き取り調査対象者のほとんどが徒歩圏内の者であ
り、朝市が身近な買い物場所として機能している。主な
販売品は近郊農家の農作物で、トマト、きゅうり、ナス、
アスパラ、
枝付の枝豆、
スイカなどが並べられていたが、
短時間で売り切れる物もあった。利用者からは新鮮さや
安全性を評価されており、身近であることと共に、商品
の質も重視されていることがわかる。また、朝市は、買
い物と同時に、地域の交流の場としての機能を果たして
いる（表 4 左参照）
。
次に津幡町で移動販売事業を実施する株式会社ティ
たすティ、商工会を対象に、事業の概要について把握す
るために聞き取り調査を実施した。事業内容は、買い物
不便な地域の居住者に対し、生鮮食品、惣菜、日曜雑貨
や弁当等を商工会加盟店から仕入れ、定期的に移動販売
車で巡回し、拠点で販売するものである。販売拠点で自
由に買い物できるとともに、電話、ファックス、ホーム
ページから事前に注文もできる。買い物行動、移動販売
の評価、ニーズ等を把握するため、利用者を対象に聞き
取り調査の結果は、以下の通りである。
移動販売に対して、買い物不便の解消への評価もあるが、
販売者や、利用者同士の会話・交流に対しての評価が高い。
他人に頼みづらいことに気軽に対応してくれることは、高
齢者にとって大変ありがたいことであろう。また利用者の
近況の把握のため、販売員が積極的に話しかけることで、
明るく話しやすい雰囲気を作り出している（表 4 右参照）
。

高齢者の買い物も含む生活支援の促進のために、行
政の福祉関係部署、町会、福祉関係団体、企業などとの
連携を実質化し深めることでこの機能を強くすることが
必要であると言えよう。
4. 安心ネットワーク運用社会実験
津幡町の中山間地域（興津、河合地区）
、市街地（津
幡商店街）
、新興住宅地（中条地区）の 3 地区をモデル地
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年齢別 ボランティア活動参加 状況（ 割合）
話し相手、介護など高
齢者福祉活動

1

手話、点字、介助など
障害者福祉活動

町 内・小学校区での
地域行事
公民館・学校などでの
教育活動
趣味、文化・芸術活動

0.1

スポーツ・レクリエー
ション活動
子育て支援・青少年
健全育成活動
公園管理 ・地域美化
活動
自然保護・ 環境保全
活動
観光案内

0.01
国際交流活動

災害時支援活動

男 女共同・人権・平和
活動
交通安全・防災・防犯
活動
その他4

0.001
20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

90歳以上

図 8:年齢別ボランティア経験状況
手助けを必要とする頻度 年代別
未回答

14.3%

85.7%

90歳以上

100.0%

2.0%
6.0%

80代

8.0%

6.0%

36.0%

42.0%

1.3%
70代

1.7%

60代

16.5%

5.0%

39.8%

19.4%

0.5%
1.9%

50代

6.9%

16.4%

40代 2.9%

12.4%

30代 1.5%

7.7%

20代

10.0%

5.0%

33.8%

7.9%

42.7%

7.0%

25.1%

55.1%

7.3%

19.2%

56.9%

20.4%

73.8%

5.0%

13.8%

10.0%

50.0%

20歳未満

20.0%

100.0%

0%

10%

ほぼ毎日

20%

30%

週に3〜4日

40%

50%

週に1〜2日

60%

70%

月に1〜2日

80%

90%

随時必要なとき

100%

未回答

図 9:年齢別ボランティアを受ける頻度
手助けへの報酬への考え方 年齢別
平均

47.4%

未回答

13.4%

14.3% 0.0%

11.3%

6.4%

11.3%

10.2%

85.7%

90歳以上

100.0%

80代

36.0%

70代

16.0%

41.6%

60代

44.8%

50代

14.0%

14.3%
15.4%

50.5%

40代

8.0%

11.7%

13.3%

14.0%

54.7%

30代

10.9%
69.2%

20代

10.0%

33.3%
0%

10%

活動内容によって考えたい

20%

交通費（実費）程度

14.0%

9.1%
5.7%

11.2%

4.7%

8.0%

7.3%

5.0%

15.6%

10.0%

40%

50%

10.8%

12.1%
15.3%

10.0%

33.3%
30%

12.0%

4.6% 7.7% 3.1%

50.0%

20歳未満

7.8%

12.3%

20.0%

7.5%
3.6%
3.1%
5.0%

33.3%
60%

実費以上にある程度のお礼を渡したい

70%

80%

特に考えていない

図 10:年齢別手助けへの報酬

90%
分からない

100%
未回答

区として、住民の助け合い活動に対してボランティアポ
イントとして津幡町で発行している「ドレミファスタン
プ」を支給することで活動促進効果を検証する。そのた
め「安心ネットワーク」を運用した社会実験及びボラン
ティアニーズアンケート調査を行った。
「津幡町安心ネットワーク社会実験」でのボランテ
ィアニーズに対するアンケート調査の有効回答数は
1,007 人であった。なお回答の概要は以下の通りである。
近所との付き合い方は、「時々は話をする」
、
「道で会
えばあいさつをする」が、それぞれ約 3 割強を占め、そ
れほど親密な関係とはいえない。
ボランティア活動参加状況をみると（図 8 参照）
、若
い世代は、地域行事や美化活動が主体で高齢者支援や子
育て支援の参加は多いとは言えない現状である。
ボランティアを受けた経験をみると（図 9 参照）
、1
割しか受けた経験がなく、年齢別手助けを希望する頻度
は、随時必要なときにが、各年齢層とも高いが、年齢層
が上がるほど週に 1～2 回の割合が高くなる。
手助けを希
望する時間は、20 代が 1 日 3～4 時間が高いが、これは
子育てに忙殺されている実情がみてとれる。
他の世代は、
1 時間未満が 1 割、1 時間以上が 2 割である。
ボランティアの報酬について（図 10 参照）は、高齢
者ほど実費以上のお礼を渡したいと考えている。しかし
お礼の還元方法としては、どの世代も現金よりは地域通
貨などの方がよいと考えている。ボランティアポイント
については、年齢層が低いほど興味が高いが、参加して
みたいのは、これから自分が支援する、されるの両方の
立場に立つ 50 代が高い。尚、アンケート結果から以下の
結論を導いた。
・ボランティアポイント制度は、既にボランティア精神
を有している人にと取っては、高齢者支援という観点
から受け入れられる可能性が高いが、報酬等観点から
は寧ろ悪い印象になる可能性がある。
・ボランティアポイント制度の効果は、特にもともとボ

図 11：買い物支援システム実験事業の概要

ランティアや地域のことに関心を持たない人に対して
は有効である可能性が高い。
・ポイントの還元という意味で、地域通貨（ドレミファ
ポイント）は歓迎される傾向がある。
以上の結果から、津幡町における地域の自助・共助を
支援する理想的なシステムを提案することができる。
日本
における高齢化率の増加は、
厚生年金を始め福祉関連サー
ビスの大幅な予算削減はもはや避けられない。平成 27 年
度から施行される地域支援事業交付金は、
今後厚生年金事
業の民営化推進のための財源でもある。先にも触れたドレ
ミファスタンプは毎年の発行量から推定すると数億円規
模の経済効果を生み出す事実上の地域通貨である。今後補
助率の逓減が確定している交付金をボランティア事業の
支援事業の基礎ファンド、即ち地域内のボランティア事業
の原資として活用できれば、
自然災害をはじめ今後憂慮さ
れる経済災害に向けて地域が自立して住民の必要最低限
のセイフティーネット（図 11 参照）となるはずである。
現行法では、法定通貨以外の通貨の流通は許可され
ていないが、過去 20 世紀初頭のシルビオ・ゲゼル(S.
Gesell)の「減価するお金」ヴェーラやザルツブルク近郊
の町ヴェルグルでの自由通貨の実践は、世界恐慌におい
ても地域の経済を守った実績ということでも記憶にとど
めておきたい（川邑厚徳 他：
『エンデの遺言「根元から
お金を問うこと」
』, NHK 出版, 平成 12 年）
。
５. まとめ
平成 24 年は、地元商店街と協力した買い物弱者のた
めの支援の仕組みを、その翌年は買い物弱者支援を拡大
して地域で暮らし続けていくための互助の仕組みを検討
してきた。石川県津幡町は、近い将来、人口減少に転じ
て高齢者率も上がる。将来の経済災害における地域防災
の観点からも地域に余力のある今こそ、地域で暮らし続
けるための互助の仕組み（共助ネットワーク）の構築が
可能であり、喫緊の課題と言えよう。
「買い物支援システム」、「コミュニティカフェ」、
「安心ネットワーク」を継続していくためには、支えて
いくための担い手と、支援を望む側とが関係を保つこと
ができる仕組みが必要となる。
担い手は、地域内で賄えることが理想である。津幡
町のような隣接地域（金沢市）に多くの若年層がいる場
合、
「有償ボランティア」
という形式で取り込むことが考
えられる。その際、現金による謝礼ではなく「ドレミフ
ァポイント」を地域通貨として活用することで「有償ボ
ランティア」が津幡町に訪れる機会を増やし、地域の商
店会にも「ドレミファポイント」使用によりお金が落ち
るという「支援する側」
「支援される側」
「地域」がお互
い WinWin の関係を作り上げるデュアル・システムの構
築と普及こそ、
地方都市にとって急務であると提言する。
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