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地方自治法施行６０周年記念貨幣プログラムがフィナーレへ。

「特集」地方自治記念貨幣     2面へ
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バイカラー・クラッド貨幣とは
通常貨幣としては１ユーロ及び２ユーロ貨幣のみ

　偽造貨幣への対策として、内側及び外側に
異なる材質を用い、また、内側に関しては、
ハンバーガー状に別の材質を挟んだ貨幣。
複雑な構造で、真正貨幣のATMや自動販売機
での識別が容易になり、偽造防止力の向上を
狙っている。

海外にも同様の記念貨幣プログラムが
米国「50州25セント記念白銅貨」

同様の記念貨幣プログラムは海外にもあり、
米国では1999年から流通を目的とした「50
州２５セント記念白銅貨」がある。これも日本
の地方自治記念貨幣同様、各州の歴史や
伝統を図柄としており、2009年までに地域や
都市の図柄も加わり５９種類が発行された。

地方自治法施行５０周年記念貨幣のあらまし
　昭和２２年に都道府県や市町村などの地方公共自治体のあり方を定めた「地方自治法」の施行60年を記念し、
地方活性化及び愛着あるふるさと作りを目的とし、2008年より8年をかけて全国47都道府県それぞれ
ゆかりのある異なる図柄による500円貨幣と1,000円貨幣が、発行された。

　500円貨幣は、わが国では初めての中央と周囲および内部の材質が違うバイカラーグラッド貨幣となり、
ユーロ貨幣の技術を元に独自の技術も付加し造幣された。

　1,000円貨幣は表面が彩色されたカラーコインとして、含まれる銀の価格が額面を上回り、また表示額面
以上の価格で販売される収集向けのプレミアム貨幣として造幣局から販売された。

素材A 素材B

素材C（見えない)

発行日:2014年07月16日
図 柄:瀬戸内しまなみ海道と愛媛の島々

愛媛県
発行日:2015年01月21日
図 柄:金刀比羅宮から望む讃岐平野

香川県
発行日:2010年07月21日
図 柄:坂本龍馬

高知県

発行日:2011年01月19日
図 柄:大隈重信と佐賀錦・鹿島錦

佐賀県
発行日:2015年０7月15日
図 柄:九州国立博物館と太宰府天満宮太鼓橋と梅

福岡県
発行日:2016年1月20日
図 柄:大浦天主堂とステンドグラス

長崎県

発行日:2013年01月16日
図 柄:臼杵磨崖仏

大分県
発行日:2011年07月20日
図 柄:熊本城

熊本県
発行日:2012年07月18日
図 柄:宮崎県庁本館

宮崎県

発行日:2014年01月15日
図 柄:桜島

鹿児島県
発行日:2010年07月21日
図 柄:那覇大綱挽とエイサー

沖縄県

地方自治法施行60周年記念500円バイカラー・クラッド貨
裏面のデザインは、かつて日本で使用されていた
「永楽通宝」「寛永通宝」などの渡来銭、古銭を
イメージした「地方自治」となっており、中央には
潜像模様が施されており、見る角度によって「60」
「47」という数字が浮かび上がる。

地方自治法施行60周年記念1000円銀貨
1,000円銀貨は鏡面仕上げ(プルーフ)が施され彩色された上で、額面以上の販売価格にて
造幣局から販売された。

この三重県の貨幣の場合は表面が五十鈴川と伊勢神宮宇治橋が描かれた。
裏面は共通で「雪」「月」「花」が描かれた。

ニューヨーク州とオレゴン州の
記念貨幣

特 集
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発行日:2008年12月10日
図 柄:北海道庁旧本庁舎と洞爺湖

北海道
発行日:2011年01月19日
図 柄:三内丸山遺跡と土偶

青森県
発行日:2012年01月18日
図 柄:中尊寺金色堂新覆堂と毛越寺曲水の宴

岩手県

発行日:2013年07月17日
図 柄:仙台七夕祭り

宮城県
発行日:2014年07月16日
図 柄:縄文の女神

山形県
発行日:2012年01月18日
図 柄:白瀬矗と竿燈

秋田県

発行日:2016年07月20日
図 柄:相馬野馬追

福島県
発行日:2010年01月20日
図 柄:偕楽園と梅

茨城県
発行日:2013年01月16日
図 柄:眠り猫と雀

栃木県

発行日:2016年01月20日
図 柄:九十九里

千葉県
発行日:2013年07月17日
図 柄:富岡製糸場東繭倉庫石碑と工女

群馬県
発行日:2015年01月21日
図 柄:埼玉スタジアム2002

埼玉県

発行日:2016年07月20日
図 柄:東京駅舎と行幸通り

東京都
発行日:2012年07月18日
図 柄:鎌倉大仏

神奈川県
発行日:2009年07月15日
図 柄:朱鷺と棚田

新潟県

発行日:2011年07月20日
図 柄:おわら風の盆

富山県
発行日:2015年01月21日
図 柄:木場潟からみた白山とキリコ祭

石川県
発行日:2010年07月21日
図 柄:恐竜

福井県

発行日:2014年01月15日
図 柄:富士山とぶどう

山梨県
発行日:2009年07月15日
図 柄:善光寺と牛

長野県
発行日:2010年07月21日
図 柄:白川郷とレンゲソウ

岐阜県

発行日:2011年01月19日
図 柄:愛知県庁本庁舎とカキツバタ

愛知県
発行日:2014年01月15日
図 柄:富士山と茶畑

静岡県
発行日:2014年07月16日
図 柄:熊野古道伊勢路

三重県

発行日:2008年12月10日
図 柄:源氏物語絵巻より宿木二

京都府
発行日:2012年01月18日
図 柄:ビワコオオナマズとニゴロブナ

滋賀県
発行日:2016年０1月20日
図 柄:仁徳天皇陵古墳

大阪府

発行日:2010年01月20日
図 柄:遣唐使船

奈良県
発行日:2013年01月16日
図 柄:こうのとり

兵庫県
発行日:2016年０1月20日
図 柄:那智の滝

和歌山県

発行日:2008年12月10日
図 柄:銅鐸と文様

島根県
発行日:2011年07月20日
図 柄:三徳山三仏寺投入堂

鳥取県
発行日:2014年01月15日
図 柄:岡山後楽園

岡山県

発行日:2015年07月15日
図 柄:瑠璃光寺五重塔

山口県
発行日:2013年07月17日
図 柄:原爆ドームと広島平和都市記念碑

広島県
発行日:2015年7月15日
図 柄:阿波踊り

徳島県

特 集
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　2016年7月の文鉄・お札とコインの資料館の、のべアクセス数は、
255,646件、ページアクセス数54,367件、アクセス人数11,497名
さまでした。

7月度アクセス数

　この度、諸般の事情により文鉄・お札とコインの資料館の運営支援金
(ウェブサイトへの寄付)を募ることになりました。

　個人が運営している当資料館のコンテンツは原則すべて無料ですが、貨幣
というテーマ上、リファレンスの作成及び運営には多くの資金が必要となる
のも事実です。そこで、このウェブサイトをご覧いただき、お気に召していた
だけましたら、運営を支援していただけると幸いです。

運営支援金を募集します

運営支援
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2020年東京大会記念貨幣発行
財務省発表

　財務省は、2020年東京オリンピック及びパラリンピック開催
を記念して記念貨幣を発行することを発表した。

　具体的な図柄や組成などはまだ発表されていないが、初回は、
リオデジャネイロ大会の閉会式の際に五輪旗が東京に引き
渡されるシーンを描くとしている。

地方自治60周年記念貨幣プログラム終了
最後の発行都県は東京都と福島県

　特集でお伝えしている通り、2008年から続いてきた地方自治
60周年記念貨幣プログラムが7月20日に発行された東京都と
福島県の記念貨幣をもって全47都道府県が発行され、プログラ
ムが終了した。

　この記念貨幣プログラムは500円バイカラークラッド貨と
1,000円銀貨の2金種を全47都道府県分発行するという、我が
国の記念貨幣の中で最も多い発行枚数となった。

　また、2010年発行の高知県500円貨幣にて坂本龍馬が、2014
年発行の埼玉県1,000円銀貨において渋沢栄一が用いられるな
ど、我が国の貨幣で初めて実在の人物の肖像が図柄として用い
られた。

郵便制度300周年記念貨幣発行
スペイン 10ユーロ銀貨

　スペイン造幣局は1716年7月に郵便制度が誕生し、今年で
300周年になることを記念して、7月18日に10ユーロ記念銀貨を
発行した。

ラトビアで2ユーロ記念貨幣発行
自然をデザインした記念貨幣シリーズ

　ラトビアは、牛をあしらった2ユーロ記念貨幣を発行した。
ラトビアでは酪農が経済の重要な要素となっている。

　ラトビアは2014年に通貨を従来のラッツからユーロに変更し
た。

コロンビア、新50,000ペソ紙幣発行
「ファミリア」シリーズ

　コロンビア中央銀行は8月19日
より新50,000ペソ紙幣の流通を
開始すると発表した。

　肖像には蝶とともに立つ
コロンビアを代表する小説家であるガブリエル・ホセ・デ・ラ・
コンコルディア・ガルシア・マルケスを描いている。

ベラルーシで通貨切替
10000:1で新通貨交換 貨幣を初導入

　東欧のベラルーシで7月1日、通貨切替が行われた。ソ連邦からの
独立や経済の混乱などで、長年インフレーションに悩まされて
おり、過去に1度デノミネーションを行なっているが、抜本的な
解決にはならなかった。

　今回導入された新通貨の名称は「新ベラルーシ・ルーブル」で
通貨コード(ISO 4217)も従来のBYRからBNRに変更された。

　新紙幣は5ルーブルから500ルーブルの7券種、貨幣は
1カペイカ(100カペイカ=1ルーブル）までの8種類の合計
15種類となった。

　これらの新通貨は2009年にすでに用意がされていたが、
ベラルーシの経済危機が発生し、切替が見送られてきた。また、
ソ連から独立後も最高で100,000ルーブル紙幣が発行される
など、極めて安定している状況ではなく、貨幣が用いられること
はなかったが、今回の切替で初めて流通を目的とした通常貨幣
が導入された。

　今回の切替がベラレルーシの経済安定につながるのか、これ
からが踏ん張りどころだ。

今回導入された新通貨。貨幣は額面ごとの素材がユーロに似ている。

より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
空間に余裕のある文字で視認性・可読性に優れており、誤読を防ぐシンプルな形状で読みやすさと
高いデザイン性を備えています。見えにくい条件下での検証を繰り返すことで、視力や環境に
左右されることなく幅広い年齢の方にとって認識しやすいよう設計されています。

Buntetsu Museum of Bank notes and Coins.
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