
44 452020年度　住まいとコミュニティづくり活動助成 一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

改修前の店内。建
物の半分を占める
倉庫の中（上）には
不要な物が山積み
に。買い物がてら
レジ横のベンチで
のんびりおしゃべ
りを楽しむが、少
し窮屈そうだ（下）

活動エリア
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リノベーション後の伊計島共同売店。コミュニティの中心として島民の生活を支える

活動概要と活動対象範囲
　地域コミュニティの核である「伊
計島共同売店」が持続可能な運営
をできるようにするため、マーケティ
ング調査や売り場改革を実施しま
す。地域がさらに強く結び付き、互
いに支え合う精神を育み、地域全
体が活性化できるような場づくりや
仕組みづくりに取り組んでいます。
　活動対象である島民を中心とし
て、伊計島や伊計島共同売店のファ
ンがつながり合うような、良質な関
係人口の育成にも力を入れます。

活動に至った理由や背景
　島嶼地域にある伊計島は、本島

と橋でつながってはいるものの、一
番近いコンビニまで車で30分弱。
島に唯一ある自治で成り立つ伊計
島共同売店は、100年近く島民の
暮らしを支えてきた存在で、今も高
齢者を中心としたライフラインです。
島民が集うコミュニティの中心でも
あります。
　しかし、島内の人口減少や大手
スーパー進出などにより共同売店
の利用者が減り、このままだとあ
と1、2年で潰れてしまう可能性が
あります。共同売店は改革を迫ら
れ、地域住民を中心とした話し合
いの中、今回のプロジェクトの実
施に至りました。

地域・コミュニティ活動助成

伊計島共同売店プロジェクト
沖縄県うるま市
沖縄固有の相互扶助機能をもつ共同売店の
継続に向けた地域コミュニティの活性化活動

団体設立経緯
　沖縄本島と橋でつながる伊計島・
伊計区の人口は252人（令和元年10
月末時点）、うち65歳以上の高齢者
が40%ほどを占めています。集落の
売店は自治で成り立つ伊計島共同
売店のみ。島の人口減少や本島で
の大手スーパー進出などにより共同
売店の利用者が減少し、ライフライ
ンとして地域を支えている共同売店
の存続が危ぶまれています。
　この状況を受けて、「愛と希望の
共同売店プロジェクト」を中心として
伊計島共同売店の運営に関わって
きた地域住民たちが、「伊計島共同
売店プロジェクト」を発足しました。

活動内容と成果
　今年度の私たちの活動は2本柱
で計画を立てました。1つは経営改
善に関わるマーケティング調査、
もう1つは倉庫部分の活用による
コミュニティスペースの拡充です。
●マーケティング調査
　まず最初に取り組んだのはマー
ケティング調査です。これまで手書
きでつけていた帳簿の2019年度分
を「愛と希望の共同売店プロジェク
ト」がお預かりし、データに落とし
込み、どの時期にどんな商品がど
れだけ売れているのかを分析しまし
た。人件費や光熱費などもグラフ
化し、1カ月あたりどれくらいコストが
かかっているのか、利益になりやす
い商品は何なのかを可視化しました。
　結果、委託販売が手間もかから
ず利益につながりやすいことや、
弁当や惣菜といった商品のニーズ
が高いこと、人件費がコストとして
大きな割合を占めていることなどが
わかりました。これらの調査をもと
に、これまでなかった定休日や時
短営業の導入、委託販売商品の拡
大などについて、伊計島共同売店
の運営にあたる役員会で話し合わ
れました。
●コミュニティスペースの拡充
　そもそも「共同売店」の特徴とし
ては、購買する場所だけでなく地
域住民がそこでのんびりと時間を
過ごしながらユンタク（おしゃべり）
する場所という役割があります。こ
れは地域コミュニティがつながり合
い、互いを温かく見守り支え合う
暮らしを持続させるためには不可
欠。共同売店は地域内における「経

済的役割」だけでなく「福祉的役
割」を担っており、非常に重要な要
素です。
　これまで伊計島共同売店では、
レジの横に設置されているベンチが
そのユンタクスペースになっていま
した。買い物をした後ベンチで一
休みしながら売店の方とおしゃべり
していると、他の近所のお客さんが
入ってきてまたそこでおしゃべりが
始まる。井戸端会議のようなその場
所が、地域にとっては大切なのです。
そんな場所をさらに拡充し、地域内
だけでなく地域外から来るお客さん
もそこで交流できるような、そして
マーケティング調査でわかったお弁
当やお惣菜のニーズにも応えられる
ような、そんな場所をつくりたいと
考えて計画に取りかかりました。
　伊計島共同売店の建物は、全体
の半分が倉庫になっています。倉庫
部分の道路に面している窓のシャッ
ターは、締め切りで中は暗く、窓は
はめ殺しで開けられず、在庫商品が
置いてあるエリア以外は不要なもの
が山積みになっています。そのすき
間で毎月1度、会計監査の担当者の
方が帳簿を確認する、というような
状況でした。
　実際に在庫管理として必要なス

ペースは倉庫部分の半分なので、不
要なものが山積みになっていたエリ
アを片づけ、コミュニティスペースと
して開放する計画を立てます。設計
は、以前島嶼地域の芸術祭でお世
話になった「STUDIOMONAKA」
設計事務所の伊佐直哉さんにお願
いしました。シャッターを開けて光
を入れ、はめ殺しの窓もサッシに付
け替えて風通しを良くすると共に、
道路に面していることを活用して、
窓からドライブスルーができるよう
な計画です。
　このコミュニティスペースの設計
に合わせ、コープおきなわあっぷる
タウン店店長の下地徹さん、沖縄
大学社会学部教授で共同売店研究
家の宮城能彦先生に、視察の上ア
ドバイスをいただきました。
　当初の計画では、改装にかかる
作業を地域住民を中心としたワーク
ショップ形式にし、交流を増やしな
がら進める予定でした。しかし、新
型コロナに関わる緊急事態宣言な
どの状況を踏まえ、ワークショップ
は実施せず、主な施工は伊計島に
住む大工の岸本次夫さんに依頼し
ました。
　まずは倉庫内の不要物を撤去
し、在庫用倉庫部分とコミュニティ
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2020年12月、 売
店と倉庫側の間の
壁を撤去して、コ
ミュニティスペー
スが完成。突き当
たりに見えるキッ
チンカウンターは、
元からあった炊事
場を改修した

（上）オープニングイベントの
メインはおでん。キッチン
カウンターが活躍する　（下
左）1月、島のお母さんたち
有志が中心となって食事を
提供。本格的なオープンを
迎えた　（下右）写真手前の
サッシは、はめ殺しだった
窓を改修で付け替えたもの。
店内に入らずテイクアウトに
も対応できる

改修作業の様子。倉庫内のスペースを活用するために、不用品を片づける（左）
片づけた後に、コミュニティスペースと倉庫を仕切るパーテーションを設置（右）

●県内共同売店の事例共有
　2020年10月7日、伊計島共同売
店を利用する重要性を伝えることに
加えて、経営改善のために県内各
地の共同売店でどんな取り組みがさ
れているかについて、沖縄大学社
会学部教授で共同売店研究家の宮
城能彦先生をお招きして、お話をし
ていただきました。対象は、実際に
伊計島共同売店の運営に関わる自
治会の方、役員会の方、共同売店
で働いている方々です。
　約1時間半ほどのお話の中では、
インターネットを活用した商品の仕
入れや決済システムの工夫、黒字
経営できているお店の紹介とそのポ
イント、伊計島共同売店の現状と良
い点や改善できる点などを話してい
ただきました。お話の後は役員会
の方々と懇談会をする中で、伊計島
の歴史や生活文化などのお話を伺う
こともでき、互いに学び、刺激を受
けるひと時となりました。
●コミュニティスペースのお披露目
　2020年12月9日、コミュニティス

スペースの仕切り壁を設置。サッ
シ業者に依頼して、はめ殺しの窓
をサッシに付け替えます。コミュニ
ティスペースのリノベーションと同時
に、コミュニティキッチンも改装しま
した。倉庫部分の一角には小さな
炊事場があり、昔はここで、港で取
れた魚をさばいて売ったりしていた
とのこと。そこが長い間物置になっ
ていたので、コミュニティスペースと
合わせて活用することを考えたので
す。例えば週替わりで、地域のお母
さんたちがここでつくった軽食が食
べられたり、島外から料理人を呼ん
で週末だけ出店してもらったり。そ
んなイメージでキッチンカウンターも
設置しました。
●来客動向調査
　リノベーションの作業と並行して、
2020年6月からは伊計島共同売店
の来客動向調査を実施しました。
売店にやってきた1日あたりの人数
を、「年齢」「性別」「島内・島外」「時
間帯別」に集計し、分析するという
ものです。この調査により、来客が
少ない時間や曜日を割り出し、これ
まで年中無休だった営業を見直し、
時短や定休日導入を検討する数字
的根拠とします。実際の調査は「愛
と希望の共同売店プロジェクト」が
表を作成し、共同売店のスタッフの
方が表に数字を書き込んだものを
集計、グラフ化するという形で行い
ました。結果は役員会で検討され
た結果、10月より時短営業が導入
されています。調査自体は12月まで
実施しました。

ペースの改装が終わり、売店側と倉
庫側を隔てていた壁を取り払って改
装工事が完了しました。いよいよこ
の場所の活用方法をお披露目です。
　オープニングイベントは、コロナ
の状況に十分配慮しつつ、伊計島
在住の方を中心に関係者や親しい
方にお声がけをして、12月19日に開
催しました。地域団体「SU-TE」の
方々による、前日から仕込んだおで
んをメインに、伊計島に新しくでき
た飲食店「のあの土」による軽食の
差し入れや、島のお母さんからいた
だいたお餅などの数々を島の方とい
ただき「シマキッチャ」と命名された
このゆくい処（休憩所）の実際の運
用方法や活用の仕方を、実践を通
して体験しました。
　年が明けた1月10日には、島のお
母さんたち有志が実際に魚汁やお
惣菜、そばを提供。地域団体「SU-
TE」も伊計島の麦を使用したホット
ぜんざい（おしるこのこと。沖縄で

「ぜんざい」はかき氷を指します）を
提供し、島の人が実際にこの場を
活用することで本オープンを果たし
ました。早々に全てが売り切れた
後は、島人であり、今回大工として
活躍してくださった岸本次夫さんに
よる三線の演奏や草編み遊びなど
が行われ、大盛況のうちに終了し
ました。
　コロナ禍で思うように活動できな

い中でしたが、関係者各自が細心
の注意を払いながらマーケティング
調査、リノベーションという2本柱の
もと、地域コミュニティのハブであ
る共同売店のために活動し、1年間
のプロジェクトを達成しました。
　2021年4月からは完成した「シマ
キッチャ」を利用して、売店スタッフ
や自治会、役員会メンバーや監査、
アドバイザーたちによる定期的な売
店運用のためのミーティングが開催
されています。話し合いの場が共同
売店の中にあることで売店スタッフ
もミーティングに参加しやすくなり、
実際に利用している人の生の声が聞
きやすくなりました。
　また伊計島伊計区の民生員の活
動にも活用されていて、家族の前で
は話せないことを民生員に相談でき
る場にもなっています（すでに5組
対応）。地域住民だけでなく伊計島
を訪れる人にとっても、共同売店を
利用する幅が広がり、売店で購入し
たものを飲食できるだけでなく、打

ち合わせや相談もできる憩いの場と
して、これからもさらに活用される
ことでしょう。

課題と解決方策
　共同売店は地域住民による地域
住民のためのお店であるという特
性上、大きな物事の決定には役員
会を通す必要があり、調査結果とし
て出てきた数字や改善策が十分に
活用されないことや、決定が遅れる
といった課題が見受けられました。
場合によっては意見が真っ二つに割
れ、プロジェクトが止まるということ
もあり得ましたが、今回は役員会に

所属する伊計島共同売店プロジェク
トメンバーによって、無事に進める
ことができました。
　この仕組みは一見効率的でない
ように見えますが、共同売店の運
営方針が誰かの独断で決定される
ことなく、住民の意思が反映される
という側面もあるため、共同売店ら
しさだとも言えます。共同売店が地
域にとって不可欠なもので、それは
コンビニや大手企業のスーパーには
置き換えられないということを理解
するには、継続的な啓蒙活動が必
要だと考えています。
　そしてコロナ禍によって計画して
いた様々なイベントで、中止や計画
の変更を余儀なくされました。これ
は世界的なパンデミックによるもの
であり、未だ解決策は見えません。

今後の予定
　2020年度の伊計島共同売店プロ
ジェクトは終わりましたが、完成し
たコミュニティスペース&キッチン「シ
マキッチャ」の運用・活用法に関し
ては、共同売店スタッフ、島のお母
さんたちと連携を取りつつ、現在も
計画が進行中です。共同売店の一
角に位置するこの「シマキッチャ」で
お惣菜やお弁当を製造・販売するこ
とで、今まで廃棄されていたであろ
う食材の活用などが見込まれていま
す。今後は主な利用客である高齢
者の方々への聞き取りをしつつ、地
域コミュニティのさらなる醸成を目
指します。

伊計島共同売店プロジェクト
2019年12月設立／メンバー数：8人／代表者：小林 未歩（こばやし・みほ）
●〒901-2311　沖縄県中頭郡北中城村喜舎場173-B
090-9954-5582　 ateliermiho@gmail.com
www.facebook.com/ikeijima.communitystore/

地域コミュニティのハブである共同売店が持続可能になること、地域がさらに強く結
びつき、互いに支え合う精神を育み、活性化できるような場づくり・仕組みづくりを目
的としています。


