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那覇市旧首里における雑貨店の分布と立地の変化
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Small Scale Retails in Old Shuri, Naha City
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摘 要
沖縄県にはマチヤグヮーと呼ばれる雑貨店が，減少傾向にあるが今なお残っている．1980 年および 2002 年に
那覇市旧首里における雑貨店の分布と立地について調査を行った．1980 年と比較し，店舗数は減少しているもの
の，2002 年時点でも住居の一部に店舗を設け，高齢の女性を中心に利潤追求より健康や近所づきあいを目的とし
て営業している場合が見られ，回答者の年齢が高くなるほどその傾向が顕著である．この理由として，女性は全
国一の長寿県でさらに生涯現役という考え方が強いことが一要因と考えられる．高齢になると，健康のために営
業している比率が高くなり，70 歳以上では 60％を超え，社交のためがこれに次ぎ，収入のために営業している割
合は 12.2％に留まっている．
キーワード：マチヤグァー，飲食料品小売業，那覇市，首里，旧首里
Key words: small scale retail，food stuff retail，Naha city，Shuri，old Shuri

また，沖縄大百科事典刊行事務局（1983）によると，マ

Ⅰ は じ め に

チヤグヮーは，住宅地に隣接し，日常の生活に必要な商

近年日本各地で，
大規模小売店とともに 24 時間営業の
1）

品を販売している小規模な家族経営の雑貨店で，主とし

コンビニエンス・ストア（以下コンビニとする） が増

て食料品，日用雑貨に加えて，たばこ，酒類，塩，野菜，

加傾向にある．沖縄県企画部（2007）によると，卸・小

果実などの青果物を取り扱っているところに特徴があり，

売業を取り巻く環境は，消費者ニーズの多様化，モータ

ミニスーパーとしての役割を担っている．消費者との間

リゼーションの進展，流通構造の変化，郊外型大型商業

に密接な愛顧関係をもっており，日常生活に不可欠な存

施設の立地およびコンビニエンス・ストアの進出などに

在であると指摘している．

より大きく変化している．さらに，馬場（2006）による

筆者は，1980 年に那覇市旧首里（首里のうち北東部に

と，1990 年以降の大規模小売店舗法規制緩和の時期には， ある首里石嶺町，首里大名町，首里末吉町を除いた地域）
大規模小売店舗の出店届出軒数が着実に増加している 2）． （図 1）3）を対象に雑貨店の分布と立地，さらにマチヤ
一方，沖縄県にはマチヤグヮーと呼ばれる伝統的な雑貨

グヮーの特色の一端について考察を行った．その結果多

店が，減少傾向にあるが今なお残存している．琉球新報

くのマチヤグヮーは住居の一部にあり，高齢の女性 1 名

社（2003）によると，マチヤグヮーは沖縄独特の日用雑

または家族で食料品や日用雑貨を扱っており，さらに，

貨店で，住宅街に点在し，庶民の生活を支えてきた．米，

近所の人の利用が多く，社交の場となっている場合がか

野菜，豆腐など，肉や魚以外のものはほとんどすべてが

なり見られた．また，1 日の売上げが数千円の場合や，

マチヤグヮーで手に入れることができると述べている．

商品の品揃えが極端に少ないケースがあった．さらに，
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図 2 スーパー・マチヤグヮーの分布（1980 年）
資料：現地調査による．
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図 3 スーパー・コンビニ・マチヤグヮーの分布（2002 年）
資料：国土地理院数値地図 2500（空間データ基盤）九州－2 をベースに，現地調査による．

類似の商品を扱うマチヤグヮーが連続して建ち並ぶ場合

が増える一方，小規模小売店は減少している．一方で，

が見られた．筆者の 1980 年当時の調査によると，那覇市

本研究の対象地域である旧首里で見られるように，現在

旧首里にマチヤグヮーおよびスーパーが 195 軒あったが

でも住居の一部に店舗を設け，多くは高齢の女性店主 1

（当時コンビニはない）
（図 2）
，2002 年 8 月現在，スー

名で営業している店舗がいくらか見られる．

パー，コンビニを含め 51 軒に減少している（図 3）
．店

ところで，大店法の規制緩和による地元の商店街の変

舗の種別で 1980 年と 2002 年を比較すると，従業員数 10

容や，コンビニの増加や流通について取りあげた研究は

名以上のスーパーは 4 軒から 11 軒と増加した一方，
マチ

見られる．しかし，マチヤグヮーの減少，あるいは減少

ヤグヮーは 183 軒から 35 軒にまで激減している．
マチヤ

しつつもマチヤグヮーが残存していることを取りあげた

グヮーが激減した要因として，スーパーやコンビニの影

研究は見受けられない．本稿では，マチヤグヮーの分布

響を受け売上げが減少したことや，マチヤグヮーの後継

と立地の変化について考察し，さらに，今なお残ってい

者が極めて少ないことなどが考えられる．ただし，これ

るマチヤグヮー存立基盤の要因について論考する．

らの傾向は，那覇市旧首里におけるマチヤグヮーに限っ

なお，本稿では，店主を含めて従業員 2 名以下の飲食

たことではない．馬場（2006）によると，1982 年から 2002

料品小売店をマチヤグヮーと定義した．スーパーに含め

年までの 20 年間に，小売商店数が 24.5％減少し，1 人～

た従業員 3 名以上の店舗は，すべて独立店舗で，多くの

2 人の店舗数は 41.8％，
3～4 人の店舗数は 27.9％減少し

種類の商品を取り扱っている．一方，肉や魚，野菜，酒

ている．50～99 人の店舗数は 130.7％，100 人以上の店

類などに特化した専門店は，取扱商品が異なるため調査

舗数は 134.4％に増加し，全国的に大規模小売店の割合

の対象外とした．
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福永（1993）によると，那覇は 1879 年の廃藩置県を

Ⅱ 那覇市の小売業

機に政治の中心が首里から那覇に移され，沖縄県の県都

那覇市の人口は，2005 年 10 月 1 日現在 31 万 2393 人

になった．1921 年首里とともに市制が施行され，人口

で，沖縄県全体の 22.9％を占める 4）．一方，那覇市の沖

63,000 人の那覇市が誕生し，沖縄県の中心都市として発

縄県に占める小売業の年間販売額の割合は 29.7％，飲食

展していった．一方，首里は，旧那覇の東部にあり，か

5）

料品小売業に限ると 30.7％を占め ，人口比より高い．

つての琉球王国の王都で 14 世紀ごろから 1879 年まで政

次に，小売業全体に占める飲食料品小売業について，

治・文化の中心地として栄えたところである．さらに，

那覇市内の 4 地区を比較するが，今回の調査で対象外と

那覇市は 1954 年に首里市と小禄村を，1957 年に真和志

した肉，魚，野菜，酒などに特化した店舗も統計資料の

市を合併して市域を拡大した．

関係で含み飲食料品小売業

6）

現在の首里は，那覇市に含まれるが那覇の中心部から

全体を取りあげる．

那覇市における飲食料品小売業の 1 事業所あたりの従

見るとベッドタウン的な様相をなす地域である．

業者数は 5.1 人，
1 事業所あたりの年間商品販売額 6.879

また，首里の西方，那覇市北部に位置する「那覇新都

万円，従業員 1 人あたりの年間商品販売額は 1,352 万円

心」が整備された．1987 年 5 月に牧港住宅地区が米軍よ

である．那覇市内の 4 地区（本庁管内，真和志支所管内，

り全面返還され，その後整備が進み，現在は大型ショッ

7）

首里支所管内 ，小禄支所管内）を比較すると，首里支

ピングセンターや総合運動公園などがある複合都市とな

所管内は 1 事業所あたりの年間商品販売額および従業員

っている．

1 人あたりの年間商品販売額ともに最も少なく，
1 事業所
あたりの従業者数は 2 番目に少ない（表 1）8）．

2．調査方法
調査は，2002 年 8 月に旧首里におけるマチヤグヮー，
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スーパー，コンビニの分布について予備調査において確
認し，さらに，2002 年 8 月下旬から 9 月上旬にかけて対

1．研究対象地域
本研究の調査地域の大部分が含まれる那覇市首里は，

面調査を実施した．調査対象店舗 51 軒のうち 48 軒で有

那覇市内の東部に位置し，住宅街の景観を呈する地域で

効回答を得られた（有効回答率 94.1％）
．前述のとおり

ある．一方那覇市の中心部は，沖縄県の政治，経済の中

肉屋，魚屋のように取扱商品が特化した店舗は対象外と

心地である．

したが，クリーニング屋などの看板を掲げていても多く

那覇および首里の歴史的背景について，石飛（1998）

の食料品や日用雑貨を扱っている場合は調査の対象とし

によると，1879 年の琉球処分によって沖縄県へ移管され， た．
明治政府は旧王府を権力機構に組み込むため，首里に隣

質問項目は，設立年，従業員数，定休日，営業時間，

接する那覇西村に県庁を置くとともに，あわせて行政・

仕入先，商圏，他のスーパー，コンビニから受ける売上

司法・教育などの関連諸機関を集中的に配置した．これ

げへの影響，営業目的および回答者（マチヤグヮーにお

以降，那覇は近代的政治都市としての役割ももつように

いては店主）の年齢層などを取りあげた．調査で協力を

なった．これに対して，約 400 年間，琉球の王都であっ

得られなかった 3 軒を含め，店舗の形態（独立店舗，家

た首里は，歴史的町並みを残す閑静なたたずまいの街を

屋の一部）
，店舗の構造（鉄筋，木造）
，屋根の種類，建

形成している．

物および店舗のある階数を記録した．
表１ 那覇市４地区における飲食料品小売業の比較

事業所数
地
域
那 覇 市

（所）

1,667

従業者数
（人）

8,483

年間総販売額
（万円）

11,467,800

１事業所あた 従業者1人あ
１事業所あた
り年間商品販 たり年間商品
り従業者数
販売額
売額
（人）

（万円）

（万円）

5.1

6,879

1,352

本庁管内

854

3,885

5,721,836

4.5

6,700

1,473

真和志支所管内

442

2,258

2,975,087

5.1

6,731

1,318

首里支所管内

197

972

1,059,083

4.9

5,376

1,090

小禄支所管内

174

1,368

1,711,794

7.9

9,838

1,251

「那覇市の商業（卸売業・小売業）平成 14 年商業統計調査結果 27-38」に基づき算出．
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軒，木造 8 軒で，圧倒的に鉄筋が多い．その理由は，沖
縄県は台風の被害が多いこともあり，元々鉄筋の家屋が
多く，さらに建替により昔ながらの赤瓦やセメント瓦の

1．回答者
回答者の内訳については，店主 30 名，家族 8 名，従

木造家屋が減少していることによる．

業員 10 名である．ただし，経営者でない店長 6 名は従業

次に，木造 8 軒の店舗部分の屋根については，トタン

員の中に含めた．次に，回答者（マチヤグヮーにおいて

4 軒（うち 1 軒は家屋部分が鉄筋で，店舗部分のみ屋根

は店主）の性別は，男性 13 名，女性 35 名で女性が多い

がトタン）
，セメント瓦 2 軒（うち 1 軒は屋根の骨格部分

（72.9％）
．さらに，マチヤグヮーに限ると，32 名中 27

のみ赤瓦）で，伝統的な木造の赤瓦は 2 軒のみである．

名で，圧倒的に女性が多い（84.4％）
．比嘉（1997）によ

なお，これらの他に建物自体は鉄筋であるが屋根のみセ

ると，世帯に占める女性の収入の割合が，全国平均の

メント瓦が 1 軒ある．

8.6％に対し沖縄県では 15.1％と 2 倍近く，女性の就労

店舗そのものの階数は，1～3 階まですべて店舗の場合，

が大きな役割を占めている．比嘉の指摘に加えて，自宅

1 階および 2 階が店舗の場合が各 1 軒で，残る 49 店舗は

の一部でマチヤグヮーを開店することは比較的容易であ

すべて 1 階にある．
また，
店舗部分を含む建物の階数は，

り，高齢の女性によってマチヤグヮーが営まれているこ

1 階建 12 軒，2 階建 28 軒，3 階建 9 軒，4 階建 1 軒，7

とが多い．宮城（2000）によると，沖縄の女性たちは形

階建 1 軒で，住居の一部に店舗を設けて営業しているマ

はどうであれ，家計を男だけにまかせるのではなく，と

チヤグヮーが大半を占めることもあり，1～3 階建がほと

もに働くことを当たり前としてきた．家族のためには，

んどである．

身を粉にすることも惜しまなかった．さらに，明るくて
働き者の異名をもつ女性の代表として，その名残を留め
るのが那覇のマチグヮー
（市場）
のおばさんたちであり，

3．設立年
回答のあった 48 軒の設立年を，5 年間隔で集計した．
ただし，戦前の設立の場合は，回答者が正確な設立年を

糸満の魚売りアンマーであると述べている．
次に，回答者の年齢については，マチヤグヮーにおい

把握していない場合もあり一区分とした．また，第三者

て店主の年齢（何十歳代）を尋ねたが，回答を得られな

から譲り受け営業している場合は，譲渡時点を営業開始

い場合は，何十歳代かを推定した．さらに，マチヤグヮ

年とし，
家族から引き継いでいる場合は継続営業とした．

ー以外のスーパー，コンビニにおいては店主の年齢を質

さらに，立退きなどにより店舗が移転した場合は，隣や

問項目にあげず，参考までに回答者の年齢（何十歳代）

はす向かいなどへの移転のみ継続営業とした．

を推定した．これらの店舗では，回答者が従業員の場合

その結果，営業開始年については，戦前 6 軒，1945～

が多く，経営者の年齢を正しく把握していない場合があ

1949 年なし，1950～1954 年 3 軒，1955～1959 年 1 軒，

ること，また，経営者の正確な年齢を把握することが必

1960～1964 年 1 軒，1965～1969 年 3 軒，1970～1974 年

ずしも重要ではないと考えたからである．

11 軒，1975～1979 年 1 軒，1980～1984 年 7 軒，1985～

その結果，一部推定が含まれ誤差はあるが，マチヤグ

1989 年 8 軒，1990～1994 年 5 軒，1995～1999 年 1 軒，

ヮーの店主は 70 歳以上が 32 名中 15 名（46.9％）で，高

2000 年～1 軒である（図 4）
．1970～1974 年が 11 軒と最

齢者（ほとんどは女性）の割合が極めて高い．この一要

も多く，
これらのすべてが本土復帰の 1972 年に営業を開

因として，沖縄県の女性が勤勉であることに加え，女性

始している．その要因について追跡調査を行ったが，既

9）

の平均寿命が日本一であることがあげられる ．
一方，スーパーやコンビニにおける回答者の推定年齢
は，全員 60 歳未満である．

に営業を行っていない場合もあり，聞き取り調査が可能
であった店主によると，特に理由はない，親の代のこと
でよく分からないとのことで，復帰の年に営業を開始し
た要因の一端については解明できなかった．次に，1985

2．店舗の形態
調査拒否の 3 店舗を含め，
店舗の形態などについては，

～1989 年が 8 軒と続くが，内訳は調査当時マチヤグヮー
が全体の 3 分の 2 を占める中で，スーパー3 軒，コンビ

独立店舗 20 軒，家屋の一部 31 軒で家屋の一部が多い．

ニ 2 軒，マチヤグヮー3 軒と，マチヤグヮーの割合は低

スーパーやコンビニはすべて独立店舗で，マチヤグヮー

い．また，1990 年以降に営業を開始した 7 軒のうち，マ

は 35 軒中 31 軒（88.6％）が家屋の一部に店舗を設け，

チヤグヮーは 2 軒のみでともに大型スーパーなどやコン

残る 4 軒は独立店舗である 10）．

ビニから離れた所に位置し，1 店舗は比較的若い店主が

店舗部分の構造（鉄筋か木造）については，鉄筋 43

多くの商品を揃えて営業している．残る 1 店舗はかつて
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図４ 営業開始年
資料：現地調査による（2002 年）
．

10 年間営業し，その後約 10 年間のブランクを経て再開
した店舗である．他の店舗は，生協 1 軒，コンビニ 1 軒

6．営業時間
営業時間について，スーパー，コンビニ 11 軒と（24

，
マチヤグヮーの営業時間を比較
を含め従業員 5 名以上の比較的規模の大きい店舗である． 時間営業の 5 軒を除く）
また，スーパー，コンビニあわせて 16 軒中 12 軒が 1980

する．スーパー，コンビニは，開店 9 時 57 分，閉店 22

年以降に開店している．一方，戦前から営業している店

時 46 分で，長時間営業を行っている（11 軒の平均営業

は 1 軒を除きマチヤグヮーである．このように，マチヤ

時間）
．一方，マチヤグヮーは，開店 8 時 26 分，閉店 20

グヮーは設立年が古く，スーパーおよびコンビニは比較

時 47 分である（回答のあった 31 軒の平均営業時間）
．

的近年開店した場合が多い．

マチヤグヮーは，大半が 1 名で営業しているにもかかわ
らず，朝の開店が早いことに加え，1 日の営業時間はス

4．従業員数

ーパー，コンビニより短いが平均 12 時間 21 分と長時間

次に，パートおよびアルバイトを含めた従業員数につ
いては，1 名が 24 軒で半数を占める．2 名 8 軒，3 名 2
軒，4～9 名 3 軒，10～19 名 7 軒，20～99 名 2 軒，100
名以上 2 軒である（図 5）
．筆者の 1980 年の調査と比較

軒

30
25

すると，2002 年時点においてマチヤグヮーの数は激減し
ている一方，従業員数 10 名以上のスーパー（コンビニも

20

含む）は，4 軒から 11 軒に増えている．さらに，1980
年当時，従業員数 100 名以上の大型スーパーはなかった
が，2002 年時点で 2 軒ある 11）．このようにマチヤグヮー
が減少した一方で，従業員数の多いスーパー，コンビニ

15
10

ず，用事がある時のみ不定期に休業する店が 6 軒見られ
た．

図 5 従業員数
資料：現地調査による（2002 年）
．

1 0 0以 上

るにもかかわらず，32 軒中 17 軒が定休日を設けておら

2 0～ 9 9

ていない．マチヤグヮーに限ると，1～2 名で営業してい

1 0～ 1 9

定休日については，48 軒中 30 軒が定休日を特に設け

4～ 9

0

3

5．定休日

2

5
1

が増加している．

名
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営業を行っている．それは，ほとんどが住居の一部に店

方とも影響がないとの回答は 10 軒あった（図 6）13）．ま

舗を設けているため，奥の部屋で用事をしながら，客の

た，マチヤグヮーにおける他店から受ける売上げへの影

呼び声で対応可能なこと，夜間や休日は家族の応援が得

響は，スーパーのみ 12 軒，スーパー，コンビニ両方 11

られる場合があることにもよる．また，用事があれば店

軒，コンビニのみ 1 軒，両方とも影響がないとの回答は

を閉めればよく，
特に何もなければ長時間開店している．

8 軒あった（図 7）
．

なお，1980 年当時の調査では，スーパー閉店後の客を

このようにマチヤグヮーは，スーパー，コンビニから

確保するため，夜遅くまで営業している事例が散見され

受ける売上げへの影響は大きい．一方，影響がないと回

た．しかし，今回の調査では，マチヤグヮーの店舗数そ

答したマチヤグヮーは，スーパーやコンビニが近距離に

のものが減少していること，24 時間営業など深夜営業を

立地していないからではなく，スーパーなどと競合しな

行うスーパーやコンビニが増えたこともあり，スーパー
閉店後の集客を目的として夜間まで開店している事例は，

軒

12

特には見られなかった．
10

7．仕入先

8

仕入先について，業者（配送センターなどを含む）に
よる配達，農連市場に仕入れに行く，その他に分類した

6

（重複回答有り）
．業者による配達が 42 軒，農連市場に
仕入れに行く場合が 24 軒，
鮮魚のみ那覇市安謝の沖縄県
中央市場にセリに行くスーパーが 1 軒あった．また，そ

4
2

の他に，自分でスーパーのチラシなどを見てディスカウ

入れている店が 2 軒あった．
8．商圏

図 6 他のスーパー・コンビニから受ける売上げへの影響
（スーパー・コンビニ 16 軒対象）

主な利用者について，近所，通りすがり，その他に分
けた

両方無し

る．なお，1980 年の調査でも，スーパーのバーゲンで仕

コンビニのみ

ったが，その方が商品を購入する価格が安価なためであ

両方有り

0

スーパーのみ

ントストアなどの別の小売店に買いに行く場合が 4 軒あ

資料：現地調査による（2002 年）
．

12）

．近所が 38 軒，通りすがりが 6 軒，その他（や

や遠方から）4 軒で，近所が大半である．マチヤグヮー
に限ると，近所 27 軒，通りすがりが 5 軒で，やや遠方か
らの回答はない．近所と回答があったのは，スーパーで
の買い忘れ程度や，近所の高齢者でスーパーまで買物に
行けない人である．一方，やや遠方からとの回答は，駐

軒

14
12
10
8

車場を完備している比較的規模の大きなスーパー，コン
ビニのほか，自然食品を中心に扱っている店舗である．

6

これらの店には，首里に比較的近い浦添市の南部や西原

4

町などからも来客があり，マチヤグヮーと比較すると商
圏が広い．

2

見てみる．まず，スーパー，コンビニ計 16 軒において他
店から受ける売上げへの影響は，スーパーのみ 5 軒，ス
ーパー，コンビニ両方 1 軒，コンビニのみ該当なし，両

両方無し

コンビニなどから受ける売上げへの影響の有無について

コンビニのみ

大型スーパーも含め 48 店舗において，
他のスーパー，

両方有り

9．他のスーパー，コンビニから受ける売上げへの影響

スーパーのみ

0

図 7 スーパー・コンビニから受ける売上げへの影響
（マチヤグヮー32 軒対象）
資料：現地調査による（2002 年）
．
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い方法を取り入れているためである．例えば，お菓子（特

果，調査対象外である従業員数 10 名以上の 11 軒と，営

に駄菓子）に力を入れている場合や，野菜を豊富に揃え

業目的について回答が得られなかった1軒を除く36軒に

14）

早朝開店するなど営業方針を工夫している場合である ． ついて集計した．さらに，3 項目のポイントの合計が 100
また，コンビニから受ける売上げへの影響はスーパーか

になるように換算した．

らの影響よりも小さいが，それは，第一にこの地域にコ

なお，自分の健康のためではないが，無添加食品を提

ンビニが 3 軒しかなく地理的影響が少ないこと，第二に

供し親の意識の変革を促すための場合は健康のためとし

は 24 時間営業のコンビニに対し営業時間および品揃え

た．また，近所の老人に無料で商品を配達し，さらに配

では対抗することが困難でも，価格面でコンビニとの差

達先でコミュニケーションを図っている場合は社交のた

が少ないからである．この他に，かつては影響があった

めとした．従業員が複数いるため可能であるが，買物に

が，今はスーパーの影響以前に売上げそのものが落ち込

行くのが困難な高齢者にとっては有難いことである．さ

んでおり，スーパーの影響は直接ないとの回答が 2 軒あ

らに，食料品や日用雑貨の販売を行う一方で，イベント

った．

や会議用の貸室や喫茶店を営業し，地域の人々とのコミ

さらに，この他に質問項目にあげておらず，また，移
転後年月を経ているにもかかわらず 2 軒で，かつて首里

ュニケーションの場の提供のために営業している場合も，
社交のために含めた．

にあった琉球大学や沖縄キリスト教短期大学の移転によ

ここで，従業員 10 名未満のスーパーおよびコンビニ

る影響を受けたとの回答があった．琉球大学の一部が移

と，マチヤグヮーとの営業目的を比較する．スーパー，

転を終えた 1980 年の筆者の調査においても，
首里の街か

コンビニにおける営業目的は，収入のためが 90.0％，健

ら学生が減少したことにより，マチヤグヮーや一部のス

康のため 3.3％，
社交のため 6.7％でほとんどが収入のた

ーパーで影響がでており，さらに今後の売上げの減少を

めに営業しているのに対し，マチヤグヮーにおける営業

予想する声が聞かれた

15）

．

目的は，収入のため 36.0％，健康のため 43.0％，社交の
ため 21.0％で，健康のために営業している割合が最も高

10．営業目的

く，両者に大きな差異が見られる（図 8）
．

営業目的について，
「収入のため」
，
「健康のため」
，
「社

さらに，マチヤグヮーにおける回答者（回答者が家族

交のため」の 3 つの回答項目を設けた．一般的には，収

の場合は店主）の年齢層による営業目的の差を考察する

入のために商業を営んでいると考えられるが，筆者の

ために，59 歳まで（9 軒）
，60 歳代（7 軒）
，70 歳以上（15

1980 年の調査から，収入目的で営業しているとは考えに

軒）に分け比較する．なお，マチヤグヮーの店主はすべ

くい店舗が多々見られた．例えば，孫にジュースを買い
与えるより安いから，光熱費を支払うとほとんど収益は

％

100

ないが近所の人との社交の場として開店している場合な

スーパー・コンビニ

どである．そのため，今回の質問項目に営業目的を取り
あげた．

マチヤグヮー

80

質問方法は，営業目的を，
「収入のため」，
「健康のた
め」
，
「社交のため」のどれに該当するかを問い，3 ポイ
ントを配点した．質問に対し回答者自身が，数値で営業

60

目的を示すことに迷う場合があり，具体的な数値での回
答が困難な場合は回答者の言い回しなどから判断した．

40

例えば収入のため，健康のため，社交のためが同程度な
ら各項目 1 ポイントとし，収入のためが一番だが，健康
のためでもあると回答した場合は収入のため 2 ポイント，

20

健康のため 1 ポイントというように配点した．本来，営
業目的を数値で的確に示すことは困難で，誤差は否めな
い．また，従業員 10 名以上のスーパーおよびコンビニに
おいては，この質問の対象外とした．それは収入以外の

0
収

入

健

康

社

目的での営業は考えにくく，これらの店に対し，この質

図 8 営業目的の比較

問を行うことは適切でないと考えたからである．その結

資料：現地調査による（2002 年）
．

交

那覇市旧首里における雑貨店の分布と立地の変化

者になると，
健康のために営業している場合が最も多く，

％

100

次いで社交のために営業を行っており，70 歳以上では
25％を超えている．その背景には，今日でも近所づきあ
いが比較的多く行われている沖縄の地域社会の特色と考

80

社 交

60

えられる 17）．

健 康

また，マチヤグヮーを維持していくために，スーパー

収 入

やコンビニと競合しないよう特定の商品に特化している
例も見られた．

40

今後も，スーパーやコンビニとの関係をふまえつつ，
調査を行った 2002 年当時と比較しながら，
那覇市旧首里
におけるマチヤグヮーの分布と立地の変化，特色につい

20

て考察していきたい．

0
50歳代まで

60歳代

70歳以上

本研究を行うにあたり，営業中にもかかわらず調査にご協力
いただきました 48 軒のスーパー，コンビニの店主や従業員お

図 9 マチヤグワァーにおける年代別営業目的

よびマチヤグヮーの店主や家族の方々に，感謝いたします．特

資料：現地調査による（2002 年）
．

に，質問項目だけでなく，街の変遷なども含めきめ細かくご教
示くださった店主の方々に，厚く御礼申しあげます．

て 40 歳以上で，その半数近くが 70 歳以上のため，この

また，卒業論文で取りあげた本テーマを再度考察するようご

ような区分とした．
マチヤグヮーの店主の年齢が 59 歳ま

提案いただき，さらに終始きめ細かなご指導をいただきました

での場合は，収入のため 64.8％，健康のため 16.7％，社

琉球大学法文学部教授（現琉球大学名誉教授）の島袋伸三先生

交のため 18.5％，60 歳代では，収入のため 50.0％，健

をはじめ沖縄地理学会の関係諸先生方に御礼申しあげます．

康のため 35.7％，社交のため 14.3％，70 歳以上では，
収入のため 12.2％，健康のため 62.2％，社交のため

注

25.6％である（図 9）
．このように年齢が比較的若いと収

1）経済産業省経済産業政策局（2006）によると，セルフサー

入のために営業し，年齢が高くなると，健康や社交のた

ビス方式で，売場面積が 30 ㎡以上 250 ㎡未満，営業時間 1

めに営業している割合が高くなる．特に 70 歳以上では

日 14 時間以上の飲食料品を中心とする事業所である．

90％近くが健康や社交のために営業し，収入のためはわ

2）馬場（2006）によると 1974 年に施行された大店法は，1990

ずか 12.2％に過ぎず，商業を営む目的は利益のためとい

年通産省による運用適正化の新通達，1992 年再改正大店法施

う考え方では説明しがたい結果となった．聞き取り調査

行，1994 年運用基準見直し，1997 年出店手続き簡素化が行わ

によると，収入はほとんどなく，あるいは赤字でいつ閉

れ，規制緩和された．2000 年には大店法が廃止され，大規模

店しようかと思っているが，やめたら体調を崩すのでは

小売店舗立地法が施行された．これらのことが，大型スーパ

と言われてやめられない例や，大型冷蔵庫の電気代を節

ーが増加した一要因と考えられる．

約するため家庭用の冷蔵庫にし，その結果販売できる飲
物の量が限られてしまった店もある

16）

．

3）本稿では，1920 年になって首里に編入された首里石嶺町，
首里大名町，首里末吉町を除いた旧首里地域を「那覇市旧首
里」と定義し研究対象地域とするが，筆者は 1980 年に同一地

Ⅴ お わ り に
那覇市旧首里におけるマチヤグヮーでは，住居の一部

域を対象に類似の調査を実施しており，当時と比較するため
である．

に店舗を設け，高齢の女性を中心に利益目的より本人の

4）国勢調査（2005 年 10 月 1 日）による．

健康や近所づきあいのために営業している場合が多数を

5）沖縄県企画開発部統計課（2003）による．

占めた．また，回答者の年齢が高くなるほどその傾向が

6）飲食料品小売業とは，経済産業省経済産業政策局（2006）

顕著に見られた．このように多くは高齢者の女性によっ

によると，各種食料品小売業，酒小売業，食肉小売業，鮮魚

て，利益以外の目的でマチヤグヮーが営まれている．そ

小売業，野菜・果実小売業，菓子・パン小売業，米殻類小売

の理由として，女性は全国一の長寿県でさらに生涯現役

業，その他の飲食料品小売業である．

でという考え方が強いことが一要因と考えられる．高齢

7）統計資料の関係で首里支所管内を取りあげるが，今回の研
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究対象地域である旧首里に，首里石嶺町，首里大名町，首里

周辺で売上げが減少した商店があった．学生の通学路（バス

末吉町を加えた地域である．

停へ向かう道路沿い）にあるマチヤグヮーなどでも，売上げ

8）1 事業所あたりの従業員数は本庁管内が最も少ないが，那覇
の中心部にマチグヮーと呼ばれる市場があり，店舗数は極め
て多いがほとんどは 1 人で営まれており，そのことが影響し
ていると考えられる．

の減少を予想する声がかなり聞かれた．
16）首里でマチヤグヮーを営む A 氏および B 氏からの聞き取り
による（2002 年 8 月）
．
17）例えば，ユイ（結い）という相互扶助組織は，主に村落共

9）沖縄県企画開発部企画調整室（2004）によると，都道府県

同体の中にあって，共同作業，労働交換，助け合いの形で生

別女性の平均寿命は，沖縄県が第 1 位で 86.01 歳である．

産や部落の行事，祭事などに直結し集落の連帯意識を確かめ

10）独立店舗の 4 軒は，店主が比較的若く（50 歳代まで）
，う

合う場でもある．また，模合と呼ばれる金銭相互扶助の習慣

ち 3 軒は収入のために営業している．マチヤグヮーの多くは

（数人から数十人のグループで，毎月一定の金額を出し合い，

高齢者により営まれ，収入だけでなく，健康や社交のために

集まったお金を順番に受取る）が広く浸透し，さらに，同じ

営業している場合が多いが，それらと異なる．

郷里をもつ者が，移住先で結成することもある．

11）一般的には，従業員 50 名以上の場合を大型スーパーと定
義されているが，本調査では従業員数 50 名以上 100 名未満の

文 献

店舗はなかったため，従業員数 100 名以上の店舗を大型スー

石飛一吉（1998）
：那覇の街.歴史教育者協議会編：
『知ってお

パーとする．
12）近所，通りすがりが半々との回答があった場合は，それぞ
れ 0.5 軒として集計を行った．
13）今回の調査では，半数以上のスーパー，コンビニで，他の
店舗から受ける売上げへの影響はなかった．しかし，その後

きたい沖縄』青木書店，37-40．
沖縄県企画開発部企画調整室編（2004）
：
『100 の指標からみた
沖縄県のすがた』沖縄県統計協会．
沖縄県企画部編（2007）
：
『沖縄県勢のあらまし』沖縄県企画部
企画調整課．

研究対象地域から比較的近距離に位置する「那覇新都心」に

馬場雅昭（2006）
：
『日本の零細小売商業問題』同文舘出版．

おいて大型小売店の整備がさらに進み，現在ではその影響が

比嘉輝幸（1997）
：沖縄県における女子労働の実態と展望．沖

考えられる．
14）食料品や日用雑貨をある程度揃えているが，特に駄菓子に
力を入れているマチヤグヮーが数軒見られた．これらの店の
多くは，小学校に比較的近くにあり子供の利用が多い．この
他に，朝 6 時 30 分に開店し，農連市場から仕入れた野菜を豊
富に揃えている店があった．このように，スーパーやコンビ
ニの影響を受けにくいように，取扱商品や営業時間を工夫し
ている例が見られた．
15）筆者の 1980 年の調査において，既に移転を終えた農学部

縄国際大学公開講座委員会編：
『沖縄国際大学公開講座 3 女
性研究の展望と期待』那覇出版社，169-200．
福永 忍（1993）
：那覇市.高宮廣衞・中山満監修:『沖縄県風
土記』旺文社，288-291．
堀本雅章（1981）
：那覇市首里における雑貨店の分布と立地. 琉
球大学法文学部史学科地理学専攻卒業論文（未刊）
．
宮城晴美（2000）
：沖縄の女性.沖縄を知る事典編集委員会編：
『沖縄を知る事典』日外アソシエーツ，296-297．

