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第１回鳥取県中山間地域活性化連続セミナー記録 

共同売店・協同組合に学ぶ 

地域主体のコミュニティビジネス 
 

【開催趣旨】 

中山間離島地域をはじめとする過疎地域等では、「市場の失敗」と「行政の限界」によ

り、「新たな公（新しい公共）」の重要性が叫ばれて久しい状況です。しかし、経済的に

自立した組織・仕組みの確立は容易ではなく、全国各地で試行錯誤の取組が行われてい

ます。 

その中で、一部地域では、住民等が出資し、会社や NPO 等を立ち上げ、地域に必要と

なるサービスを賄っている事例が見られています。本セミナーでは、こうした先進事例

を学び、鳥取県内の中山間地域での適用可能性の検討、鳥取県の中山間地域のあるべき

姿を考えるきっかけとしたいと思います。 

 

【開催概要】 

日 時：平成２８年８月１９日（金） １９時～２１時 

会 場：とりぎん文化会館 第２会議室 

内 容：（１）沖縄の共同売店の仕組み（沖縄大学教授 宮城 能彦 氏） 

（２）地域のための生活協同組合の取組（コープおきなわ 石原 修 氏） 

（３）意見交換（鳥取で相互扶助の仕組みを展開する場合の課題など） 

 

【講 師】 

〇宮城 能彦（みやぎ よしひこ）氏（沖縄大学人文学部教授） 

沖縄県那覇市生まれ。琉球大学、兵庫教育大学大学院卒業。現在沖

縄大学教授。専攻は村落社会学、地域社会学、共同体論。 

沖縄独特の相互扶助組織である共同売店について多数の研究成果

を残している。 

 

 

〇石原 修（いしはら おさむ） 氏（コープおきなわ 理事長スタッフ） 

コープおきなわにおいて、バイヤー、商品開発、店舗開発に携わる。

この間、12 市町村と 20 品目余の商品開発を行い、10 億円余りの

実績を残すとともに、利益の一部を使い、地域課題解決の取組も実

践している。 
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（宮城氏） 

・鳥取には 10 年ぶりに 2 度目に訪れた。鳥取と沖縄は対照的だが、戦前は同じような

規模で比較されていた。一人当たりの県民所得は鳥取の方が上だが、それは、沖縄は

基地がなくても鳥取のようになれるという希望でもある。 

・沖縄の共同売店についてご紹介したい。10 年前に NHK で紹介された。沖縄と奄美に

あるが、住民全員が出資して運営する小売店だ。1906 年に初めて恩納村にできた。戦

後復活したがかつての半分以下に減った。1906 年は初めて日本の法律が沖縄に適用さ

れた年で、琉球時代は地割制度で公地公民だったが、そこで初めて土地が私有化され

た。 

・コンビニは周囲に 2,000 件の家がないと成り立たないと言われているが、共同売店は

人口 100 人の村でも成り立っている。 

・共同売店はつけが基本だった。つけで買い、収入があった時にまとめて支払う。国頭

村では木材を共同売店に持っていき、その売上からつけの分を差し引いて売った人に

渡していた。 

・貧しい人に対して医療費の給付や奨学金の給付も行っていた。村全員のお金なので、

一番信用のある人が共同売店を経営した。 

・1906 年に糸満盛邦と言う人が提案した。店を村に提供し、全員で経営し始めた。やん

ばる船を所有していた。その後、産業組合に移行したが莫大な借金を抱えて解散した。

共同売店は自分たちで作ったものだが、産業組合はお上の指導のもとで行ったため失

敗したと語り継がれている。協同組合は、基本的には一度も行政の世話にはなってい

ない。 

・国頭村の奥という集落では一番多い時で 1,200 人の人口があったが、戦後に船を作り

発電所も設置した。与論島沖に蒋介石軍の船が座礁したが、命がけでその船に入って

いきトラックのエンジンを取りだし、それを利用して発電所と製材所を作った。奨学

金を作っていたため、高学歴の人間が多くそういうことができた。酒造工場を作り、

自分たちのお酒も作りも始めた。他の集落も真似して沖縄中に広まっていった。 

・沖縄の集落の特徴は、集落内で全てが完結していることだ。戦前までは基本的に村内

婚で、許嫁などはなかったが、よその集落から嫁を取ることは大変だった。それが続

くと村中が親戚になり濃密な社会が出来上がる。 

・運営の根底には、村人皆のために、特にお年寄りのためにという精神がある。皆が平

等だという意識、自助を貫く意識、豊富な人材が 100 年以上続いてきた理由だ。 

・1972 年に本土に復帰しインフラが急速に普及した。村に店があってもイオンや地元の

大手スーパーに買い物に行くようになった。それで共同売店はかなりつぶれたが半分

以上はまだ残っている。沖縄の人口は増えているが北部地域等は過疎化が進み、高齢

者の単独世帯も増えている。存続している理由はお年寄りのためにということが大き

い。共同売店があるから村が存続しているという意識があるからだ。共同売店を請け

負うよりもパートに出た方が給料は良いため、なり手は少ない。責任は重く文句を言

われる状況がある。建前としては皆のためにということだが、実際に住民はイオンな

どで買い物をしている。現実と理想のギャップがかなりある。その中で苦労しながら

何とか続いている。 
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・共同売店のメリットは、沖縄の集落は計画的に作られ集中しているが、村に一つ作れ

ばお年寄りが歩いて買い物に行くことができることだ。自分で考えて自分で料理を作

るため認知症や寝たきり予防になる。そこには誰かがいるのでおしゃべりができる。3

日も来なければ見に行き、安否確認にも繋がっている。 

・これを手本として、宮城県丸森町ではなんでも屋さんが作られた。今年で 12 年目にな

る。大分県中津市に耶馬渓にノーソンというお店がある。東日本大震災のときも、小

さなお店があった集落は救援物資が来るまで助かったという話を聞く。丸森町と奥で

は新米と新茶で交流している。 

・佐賀県唐津周辺の神集島には、神集島購買部が今でもある。この島は昭和 30 年代に漁

業で栄えていた。その際に島民全員が株主になって購買部を作った。今はお年寄りし

かおらず売上は期待できないが、区長が一人で奮闘している。郵便局長から新聞配達

まで一人で行い、最近ではイノシシ猟で生計を立て、それで売店の冷蔵庫等を買って

いる。 

・与那国町に一番古い集落で比川というところがある。124 人しかおらず、小売店がな

くなり 10 年ほどたったが、主婦が中心となり町にお願いし共同売店を建ててもらった。

初の官立民営の共同売店だ。集落の自治体が指定管理を受けて、集落内の運営委員会

が経営している。文化的な活動も行っている。主婦の雇用も創出している。 

・国頭村与那は、人口 100 人ほどで、共同売店には区長と売店主任と役場の職員が在住

している。3 人は同級生で彼らが中心となりよんなークラブを作った。よんなーとは

沖縄でゆっくりという意味だ。3 人でやっているため意志決定が早くおもしろい活動

をしている。集落散策ツアーが好評だ。これができたのは共同売店が、人が集まる場

となっているからだ。 

・奄美大島大和村は 100 年前から共同売店がある。一時は赤字で倒産寸前まで行ったが

回復し、今はガソリンスタンドも経営している。大棚結びの会を作り、婦人会を中心

に活動している。ワンコイン惣菜が好評で役場などで売っている。最初は高齢者のた

めに作ったが、実は独身男性の需要多く彼らが困っていることに気付いた。 

・西表島竹富町には大富共同売店がある。I ターンの若者が店長をしている。I ターン者

と信頼関係を構築し上手に運営している。ただ 3 年ほど前に、あるお年寄りからの不

満が出た。そのお年寄りが主任に手を挙げ、当選したが、やってみると 3 カ月も続か

ず、再度若者を呼び寄せた。 

・共同売店の意義は、自助努力が根底にあるため、苦しくても矛盾があっても何とか続

けていける。集いの場も様々なモデルになる。沖縄は実は良い面と悪い面が極端に存

在する。例えば幼児虐待が一番多く、老人ホームの入居率も高い。その面だけを見て

いると落ち込むが、観光客や若者のリピーターは沖縄に魅力を感じている。共同売店

も観光客が賞賛し自信を持つようになってきた。 

・沖縄は全てにおいて最下位だった。何とかそこから抜け出したいという強いコンプレ

ックスがあった。共同売店がモデルになり、本土の村で手本とされていると聞くと非

常に喜び自信に繋がる。 

・実は奥では世代交代が上手くいっていない。しかしイベントがあると打ち合わせもな

く役割分担ができ自然に作業が進んでいく。鯉のぼり祭りも初めて行われた。3 日間
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で数万人が訪れる。普段は喧嘩ばかりしているが、行事の際は一致団結する。それが

沖縄の共同体の強さではないか。 

 

（石原氏） 

・共同組合の地域における共同について話をさせていただく。生協は全国にあり組合費

は 3.3 兆円、組合員は 2,800 万人いる。原則は共同売店と同様だ。世界を見るとドイ

ツで発展している。 

・コープおきなわは、「ともに作る暮らしと未来」を大切にしている。組合員は 21 万人、

出資金は 50 億円ある。1 口 1,000 円から入っていただける。一人一人が自分たちの

暮らしを良くしてほしいという思いで入ってきているため、その願いに答えるのが

我々の仕事だ。 

・店舗と共同購入を行っている。 

・様々な地域と商品開発を行ってきた。泡盛、モズクの佃煮、アイスクリーム等を作っ

てきた。 

・沖縄県は解決すべき課題として、基地問題、離島問題がある。 

・伊平屋村は国からの一般歳出の減少と並行して人口も減少してきた。土木建築業が減

ると人口も減る。公債比率が 28.8％までになっていた。破綻した夕張市が 36％だっ

たので、かなり高い数字だ。長年の公共工事に対する依存体質もあった。島を再生す

るにはネットワークが大切だ。 

・沖縄は 39 の有人離島があるが、35 か所は中学卒業と同時に島を離れる必要がある。

これが人口減少の大きな要因だ。教育費の負担も大きい。生徒数が少ないため先生の

数も少ない。出産や手術もできない。緊急を要する場合は本島に輸送している。台風

が来るとフェリーが止まる。そうすると食料が不足し、学校給食もなくなってしまう。 

・伊平屋村は、島を離れて高校に行って挫折する子どもが多かった。そこでコープおき

なわは、総合学習による商品開発、その利益による東大塾（東大生が来て塾を行う企

画）を行った。子ども達のためにということで島を一つにする力がある。 

・余っていた黒糖を使い、県や JA・コープネットが一緒になり、伊平屋元気プロジェク

トを立ち上げた。黒糖で商品開発し、その売り上げの一部で毎年東大生を呼んでいる。

この塾で島の子ども達の学力も上がり自信に繋がっていった。 

・商品開発では、伊平屋に育ったことに誇りを持ち、経済の仕組みを知ることを目的と

した。そして企業家を育てることも目的だ。売上は島内のコミュニティバスに寄付し

た。子ども達の頑張りが島中を駆け巡ることになる。村民の参加者も増えていった。 

・北大東島ではジャガイモで焼酎を作った。工場を作ると雇用効果もあるがリスクが高

く、委託製造は全量引き取りが基本になり、雇用効果は少ないがリスクも少ない。台

風が来るため作物を作れる時期が限られている。また人手も足りない。ジャガイモも

輸送しても値段がつかず赤字になる場合は生産者の負担になるため、小さい芋などは

捨てていた。そこで、那覇のメーカーでジャガイモ焼酎を作り、必要な分だけ島に戻

し、それ以外は那覇から販売した。地域が権利を持つことで、リスクを減らしつつ、

市場を持つという考え方だ。上手くいった後で自分たちの工場を作れば良い。焼酎は

保存に費用がかからず、手土産にもなる。北海道清里町にある貯蔵タンクを参考にし
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た。収穫時期が重なり、人手が足りなかったが、障害者に島に来てもらい、芋を掘っ

てもらった。それまで障害者も 15 歳の春に本島に出ていたが、島に受け皿がないため

片道切符だった。会議には村長が必ず出席し話もスムーズに進んでいく。集まる場を

作り知恵を出し合っている。この商品を持つことで北大東島が様々なところと繋がっ

ていった。 

・大企業や都会の論理ではなく、地域は繋がり分け合うことで持続可能な仕組みを作る

必要がある。 

・農産物をとるだけ、出荷するだけではなく、消費者に届くまでのトータル設計が必要

だ。 

・行政の予算を使うことだけを考えるではなく、どうやって成果を挙げるかを考える。 

・地域のしがらみを壊し、新しいネットワークができていく。 

・皆が参加しやすい旗（目標）を立て、皆で知恵を出し合う。誇りを持っていた時代は

元気だった。いかに誇りを持つか。 

・商品が売れないと元気にならない。個人で活動するよりも皆で営業した方が露出機会

は増える。 

・2 次産業と 3 次産業が駆け引きをするのではなく、1 次産業から 3 次産業が連携して

パイを増やしていくべきだ。市町村や県の広報は影響力が大きい。 

・ラオスは 600 年前に沖縄に酒を伝えたが、まだあまり発展していない。ベトナム戦争

で 300 万トンの爆弾を落とされ今も不発弾が残っている。そこで、ラオスでも共同組

合を作って酒造りをしている。 

・力のない村が成功するには、皆で協力しないと上手くいかない時代に来ている。 

・でき上がった工場や仕組みは皆のものであるという考え方が大切だ。 

 

＜質疑応答＞ 

（参加者） 

・宮城先生は村という文字を片仮名で書かれていたが、何か思いがあるのか。また共同

売店は僻地だと憩いの場として成り立っていると思うが、鳥取は車移動が大半で、我々

のところは近郊型の中山間地域で魅力がなかなか見いだせない。市街地に近い共同売

店が客を引きとめている魅力は何かあるのか。 

・学生が 6 次産業化に入ることは素晴らしいことだ。今後はコミュニティスクールにも

力を入れていきたいが、立ち上げ時には周囲と様々な問題があったと思うが、現在の

関係はどうか。 

 

（宮城氏） 

・農村社会学でムラという言葉は、市町村の村と集落の村を分けるために使っている。

難しい問題があるが、沖縄は普通に部落という言葉を使っているが他のイメージがつ

いてしまう場合もある。集落という言葉も散村では使えない。その時々で対応するべ

きではないか。沖縄では島でなくてもコミュニティをシマと呼んでいる。 

・沖縄でも、近郊型の共同売店は全てつぶれ、残っているのは不便な地域だけだ。売上

が高いのは恩納村の共同売店で 3 億円ほどある。また宮古島の狩俣共同売店は株式会
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社化しているが、かなり勉強し近代的な経営をしている。勉強しているところは生き

残れる。一方で半分以上の共同売店は放漫経営だ。売れない商品や賞味期限ぎりぎり

の商品を置かれ、悪循環を起こしているところが多い。 

 

（石原氏） 

・伊平屋村長が教育を通して未来を拓くという思いを持っていた。東大生を呼ぶことで

学力が上がり、良い循環が生まれた。そのことで一定の信頼が生まれた。ワークショ

ップを通して島で誇れるもの、皆に喜ばれる商品について議論してもらっている。島

の人たちは皆、子どもを島から出す経験をしているため、子どもたちは島の宝だ。子

どもたちががんばることを否定しようがない。それを上手に皆で利用している。 

・島を出た子どもたちは、まだ高校生なので結果が出ていないが、1 回目の東大塾の 14

名中 3 名は高校の総代になった。それが島の誇りに繋がった。戻ってくるかはわから

ないが、その子どもたちが島に思い入れを持って活動してくれれば、帰ってはこなく

ても何か良い効果があるはずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


