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地域通貨とは

３

特定の地域やコミュニティ内だけで流通、利用できる通貨。
地域経済や地域コミュニティを活性化させる効果が期待でき、

昨今ではデジタル地域通貨（電子地域通貨）が注目を集める。

岐阜県飛騨市・高山市・白川村 埼玉県深谷市 千葉県木更津市
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地域通貨とは
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【沖縄県内の事例】

読谷村 浦添市

石垣市 宮古島市



地域通貨とは
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業務効率化

流通スピード

コスト削減

電子化の目的

１ ２

３ ４

ペーパーレスで、換金作業が簡略化。商
品券の保管や換金時の枚数チェックなど
事業者負担軽減が図れる。

商品券印刷費、商品券販売保管管理に伴
うコスト削減が図れる。

経済状況の可視化

地域通貨の即時付与、即時決済が可能と
なり、迅速な支援が期待できる。

通貨での消費状況が可視化され、通貨の
流れを把握することで、マーケティング
リサーチが可能となる。



地域通貨まーい概要

北中城村地域通貨まーい

通貨単位 まーい

北中城村の地域活性化キャラクター【城（グス
ク）まーい】から命名。
本来はグスク周辺を散策するグスクまーい（城
廻り）を意味し、地域通貨導入で北中城村の
“経済を廻す”という願いがこの通貨単位に込め
られています。

１まーい＝１円

新型コロナウイルス感染拡大の防止と感染拡大により影響を受け
ている地域経済や住民生活の支援などを通じた地方創成を図るこ
とを目的に地方自治体に交付される新型コロナウイルス感染対応
地方創成臨時交付金を活用し、北中城村プレミアム付電子商品券
として令和２年１１月に誕生。

城（グスク）まーい
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地域通貨まーい概要
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地域通貨まーい概要

コスト

令和２年度の新型コロナウイルス感
染症拡大における日本経済への大き
な打撃を鑑み、トラストバンク株式
会社では地域貢献の一環で、chiica
導入に係るイニシャルコストを無料
とした。
そのためchiica導入に係る自治体の
費用負担が軽減された。

決済方法

chiica（チーカ）はスマートフォン
アプリによる決済だけではなく、
QRコードを店舗側で読み取り決済
する方法が可能である。
そのためスマートフォンを保有して
いない高齢者でも利用が可能となる
ことで地域通貨まーいの普及率向上
が期待される。

汎用性

chiica（チーカ）は地域通貨として
の活用だけではなく、健康ポイント
やボランティアポイント、ふるさと
納税（ふるさとチョイス）返礼品と
しての活用（電子感謝券）など、汎
用性の高いプラットフォームである。
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地域通貨事業の経緯

令和２年度 令和３年度 令和４年度

財 源 地方創成臨時交付金 地方創成臨時交付金 地方創成臨時交付金

プラットフォーム chiica（チーカ） イオンギフトカード chiica（チーカ） chiica（チーカ）

プレミアム率 30％ 10％ 20％ 1％

販売価格（１セット） 10,000円 10,000円 5,000円 1,000円

販売セット数（当初） 2,000セット 2,716セット 10,000セット 200,000セット

販売総額（当初） 20,000,000円 27,160,000円 50,000,000円 200,000,000円

原資額（当初） 6,000,000円 2,716,000円 10,000,000円 2,000,000円

発行総額（当初） 26,000,000円 29,876,000円 60,000,000円 202,000,000円

キャッシュバック なし なし 5％（中小規模店舗利用時） 5％または10%

購入対象者 村民優先販売 村民限定 どなたでも購入可能 どなたでも購入可能

１人あたりの購入上限額 50,000円（額面65,000円） 50,000円（額面55,000円） 50,000円（額面60,000円） なし

加盟店舗数 62店舗 ― 71店舗 95店舗

販売期間 R2.11.14～R3.1.31
（R2.12.1完売）

１期 R2.10.24～10.25
２期 R2.11.14～11.15

R3.7.20～R4.1.31
（R3.12.1完売）

R4.6.1～R5.1.31
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地域通貨事業の経緯

令和２年度 令和３年度 令和４年度

財 源 地方創成臨時交付金 地方創成臨時交付金 地方創成臨時交付金

プラットフォーム chiica（チーカ） イオンギフトカード chiica（チーカ） chiica（チーカ）

プレミアム率 30％ 10％ 20％ 1％

販売価格（１セット） 10,000円 10,000円 5,000円 1,000円

販売セット数（実績） 3,000セット（+1,000） 2,163セット（-553） 14,537セット（＋4,537） ※63,491セット

販売総額（実績） 30,000,000円 21,630,000円 72,685,000円 ※63,491,000円

原資額（実績） 9,000,000円 2,163,000円 14,537,000円 ※634,910円

発行総額（実績） 39,000,000円 23,793,000円 87,222,000円 ※64,125,910円

キャッシュバック原資 なし なし 1,950,000円 26,775,000円

プラットフォーム利用額 無料 無料 990,000円 1,650,000円

業務委託額 6,371,999円 778,228円 9,185,652円 7,994,803円

事業費合計 15,371,999円 2,941,228円 26,662,652円 36,419,803円

利用率 99.7% ー 99.3% ※R4.10.24日現在
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地域通貨運用スキーム

北中城村役場 企画振興課
地域振興係

北中城村

・業務監督および監査
・参加店舗申請受付審査
・制作物デザインチェック
・データ管理

ユーザー（村内外）

参加店舗（村内）

周知
支援

問い合わせ

情報共有・システム提供

協力企業
株式会社トラストバンク／

・地域通貨（Chiica）のシステム構築

・参加店舗配布用QRコード生成 など

販売

購入
地域通貨利用

募集・
換金・支援問い合わせ

事務局
沖縄広告株式会社／一般社団法人北中城村観光協会

【業務統括及び担当窓口】
・事業広報告知
・販促物制作
・参加店舗支援（フォロー）
・問い合わせ応対
・参加店舗情報登録
・地域通貨の販売、換金
・データ管理 等

参加店舗申請

申請書引渡

監督

報告
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地域通貨運用スキーム

インフラ整備

のぼり
1部

ポスター1部
（A2サイズ）

QRコード
パネル1部

店頭設置用リーフレット
２０～３０部

スイングPOP
1部

ステッカー1部
（A5サイズ）

販促物配布
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地域通貨運用スキーム

加盟店支援

特設サイト開設
地域通貨まーい特設サイト内で加盟店情報の公開
（営業日等の基本情報だけでなく、ひとことPRの掲載）

換金対応
月２回の換金対応（振込手数料は村負担）

１日～１５日までの売上 ⇒ 同月２５日入金
１６日～３１日までの売上 ⇒ 翌月１０日入金

ポップアップ スマホアプリユーザーへ店舗キャンペーン情報等の発信（アプリ内で表示）
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住民への普及と運用後の住民の反応

１４
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住民への普及と運用後の住民の反応
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住民への普及と運用後の住民の反応

５０代女性 ３０代男性

普段使いに利用していて、キャッシュバックがある

ことで家計が助かっている。

利用上限がないことと、コンビニでいつでもチャージ

できることがとても便利。

普段利用している飲食店で地域通貨が利用できない

ことが残念。もっと利用できる店舗を増やしてほしい。

税金の支払いも可能にしてほしい。

喜びの声 利用店舗の増と公金支払
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住民への普及と運用後の住民の反応

店舗オーナー 店舗オーナー

・入金のスパンが短いので、とても助かっている。

・スマホアプリ利用者がアプリ内の店舗情報を見て

新規顧客獲得に繋がった。

・販売セット数をもっと増やしてほしい。

・村外向けのPRをもっとしてほしい。

喜びの声 改善を求める声

・ipadによるQRコードの読み込みに時間がかかる。

・お釣りのやり取りが減ったことで助かっている。
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地域通貨まーいの問題点

１８

１まーい＝１円

利用期限の設定 利用店舗の制限

１まーい＝１円

利用期限の設定 利用店舗の制限

地域通貨は不便



地域通貨まーいの価値を高める施策
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地域通貨まーいの価値を高める施策

１ ２ ３ふるさと納税を行う 返礼品として電子感
謝券を受け取る

寄附をした地域を訪
れて利用する

ふるさと納税ポータルサイトふるさと
チョイス経由で寄附を行う。

寄附に対する自治体からの返礼品とし
て、自治体内で使用できる電子感謝券
を受け取る。

寄附をした地域に直接訪れ、地域内の
飲食店やサービス利用時に電子感謝券
で決済を行う。

ふるさと納税返礼品として活用
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地域通貨まーいの価値を高める施策

②現金をチャージ

①ウェルカムポイントの付与

【期待される効果】
村内の宿泊施設をチャージスポットとし、訪れた観光客の村内周遊を促す。

宿泊施設でのチャージ額≒旅行消費額としてビックデータを収集。村内を訪れる観光客の地域通貨利用
状況を分析し、中長期的な観光戦略を立てることが可能となる。

暮らしの発酵ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾘｿﾞｰﾄ

宿泊 消費

観光 食事

ショッピング 体験

収
集

村観光施策へ反映

観光ビックデータとしての活用

観光客
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地域通貨まーいの価値を高める施策

２２

プレミアム（原資）を付与せず
地域通貨の価値を高めるにはどうすればよいか？

価値を高める付帯サービスとは



地域通貨まーいの告知

２３

北中城村版 Go To Eat キャンペーン

地域通貨まーい加盟飲食店での食事利用で

５０％ ポイント還元

開催期間：令和４年１２月１日（木）～令和４年１２月３１日（土）


