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発行にあたって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活協同組合コープおきなわ 

理事長  山本  靖郎 

 

生活協同組合コープおきなわは、沖縄南部市民生活協同組合として、１９７６年２月に

設立されました。沖縄県の本土復帰から４年後のことです。「子どもたちに安全でおいしい

牛乳を飲ませたい」と集まった８１０名のお母さんの熱い思いが生協の原点です。 

その後、共同購入の急速な伸長と店舗事業をスタートし、「ともに創る くらしと未来」

の理念をかかげ、組合員世帯数２２万世帯、事業高２００億円余りの生協として２０１６

年２月に４０周年を迎えることができました。 

 

これまでも、これからも、人が生きていくうえで、「安全と安心」は変わることのない

大きなテーマです。これまでは「食の安全・安心」が中心テーマでしたが、今やそれに

加えて「くらしの安心」が切実なテーマとなっており、いつまでも初心を忘れることなく、

組合員さんと地域の安心に貢献することを大事にしてまいります。 

 

コープおきなわは、人と人のつながりである班を基本にした共同購入事業を１９７６年

にスタートしました。１９９４年にスタートした店舗事業は８店舗となり、１９９８年か

らは個配事業にも取り組み、１９９０年にスタートした共済事業は全国的にも誇れる事業

として伸長しています。これからの時代は組織の総合力が問われます。お一人おひとり

のくらしにあった事業を、組合員さんの立場で丁寧に提案していくことが求められます。 

 

「不安を安心に変えていく力」として、協同の力はますます大きな力になると確信しま

す。「ともに創る くらしと未来」の理念を組合員さんや役職員で共有することが、地域と

の共存につながり、安心して暮らせる地域社会づくりにつながるものと考えます。 

４０周年を節目として、これからも、家族の幸福やあたたかい地域づくりを、ともに

大切にしていくことをお約束して、理事長としてのごあいさつとさせていただきます。 

 

２０１６年６月１５日   
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大切にしてきたこと 

 
 

本土復帰後の沖縄。物価高、有害食品、公害など、くらしと健康をとり

まく情勢は厳しいものでした。そのような時代に、家族を守り誰もが安心

してくらせるようにしたいという、母の想いが県内で広がりました。 

 

その想いはやがて沖縄初の市民生協「沖縄南部市民生活協同組合」をう

み、皆で力を合わせて願いを実現しようという動きとなり、生産者や地域

とともに、くらしを守り向上させる様々な活動を育てすすめてきました。 

 

設立から 40年を経て「コープおきなわ」と名を変えても、私たちの中

で常に流れ続けるものは、そんな母の想いです。そして今も、理念として

続いています。 
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「コープおきなわのめざすもの」（理念）とは、 

○コープおきなわに集う人々で共に大切にするコープおきなわの目的、使命、

目指す社会です。 

○私たちが実現していくことを呼びかけるものです 

○私たちの日々の事業や活動を通して具体的にカタチにしていくものです。 

○一人ひとりの行動を通して、多くの人々や社会に伝えていきます。 

  

 

コープおきなわのめざすもの（理念） 

 

ともに創る くらしと未来 
 

■ともに創る 
一人ではできないことも、知恵と力を寄せ合えば

願いを実現することができます。 

私たちは、おたがいを認めあい、誰もが生協に

参加できることを大切にし、一つひとつの願いを

ともに実現していきます。 

 

■くらし 
「私と家族の健康を守り、日々のくらしをよく

したい」と誰もが願っています。 

私たちは、一人ひとりの多様なくらしと思いを

大切に、人と人とのつながりやぬくもりのある

心豊かなくらしを創っていきます。 

 

■未 来 
２１世紀は地球環境をはじめ社会が大きく変化

する時代を迎えています。 

私たちは、人と自然が共生し、子どもたちが

すこやかに育まれる、持続可能で平和な社会の実現を

めざします。 



 

－ 8 － コープおきなわ 40 周年記念誌 あゆみ 

 

 

 

  


