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５．沖縄県石垣市「立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売」 
 
 
                      地域の概況（石垣市）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     出典：2000年国勢調査 
                         2000年世界農林センサス 

図 2-5．石垣市位置図 
 
 

１．地域の概況 
  
 石垣市は、沖縄本島の南 411ｋｍ、宮古群島へ 170ｋｍ、台湾へは 260ｋｍの位置にある。 
総面積は約 230ｋ㎡で、面積では沖縄本島、西表島についで県内 3番目である。地形的には、 
県内最高峰の於茂登岳（526ｍ）があり、その於茂登岳を中心に西は崎枝から平久保まで緑
の丘陵が連なり、一方ではなだらかな平野部を形成しながら海岸線に至り、一方では急傾

斜のまま海岸線に至るという、海の青さと海岸線の白さに加え、深緑のコントラストが見

る者の目を引きつけるひいでた景観を形成している。同時に、亜熱帯の自然と都市機能が

マッチし、多くの観光客を引きつけている。平成 16年、石垣島を訪れた観光客は、観光協
会の推計で約 70万人と年々増加し、観光産業が盛んになっている。 
 石垣市の人口は、43,302人と 1990年から 2000年にかけて約 5％増加し、特に本土から

 農業産出額は 109 億 3,000 万円となっており、その半分ほどは肉用牛を中心とした畜産
がしめており、サトウキビや加工用パイナップルが中心であった農業からの転換を進めて

総面積 22,885ha 
林野面積 10,954ha 
林野率 47.9%   

人工林率         12.6% 
耕地面積 5,430ha 
耕地面積率       23.7％ 

田( 331ha) 
畑(5,100ha) 

総人口       43,302人 
老齢人口       6,653人 
高齢化率 15.4% 
１次産業就業者数       2、408人 

移住してくるＩターンの若い人が増えている。 



いる。特に、工芸農作物や果実の栽培が盛んになってきている。日本最南端の自然文化都

を標榜する石垣市では、亜熱帯の気候風土を活かした取り組みを積極的に進めている。 

           

日本最南 石垣市の石垣島果樹生

産出荷組合の取り組みを取材した。

主導する島田氏から、取り組みの概要をうかが

った。

石垣島の山間部、近くに名蔵ダムの

登山の裾野にこの組合はある。 街

から北へ車で走り、約 20分～
ビ畑や水田の広がる郊外に位 合

は数 の有志に

みの 熱帯の

ゴーの生産と、その商品を直接消費者に販売す

るシ 、

地域は山間の裾

どの被

害も多く、農業をするには条件の不利な地 
写真 2-35 石垣市             域である。取り組みの要点は、国内最南端の
気 

            候風土を活かし、マンゴーの栽培に先駆的に取
んでいる。同時に、フィリピンなどの外国産の商品に打ち勝つため、消費に近い立地

詰められており、運

の収穫がなされているが、固定客の需要だ

市

 
                    ２．取り組みの内容 

          
 

 

端の沖縄県

この組合を

 
ある於茂

石垣市の中心

30分、サトウキ
置するこの組

人の集落 よって作られた。取り組

内容は、亜 気候を活かした完熟マン

ステムを構築し 大きな成果をあげている。

写真 2-36 にあるように、この
野に位置し、この地域特有の大型台風な

 

        

り組

を最大限活かし、期間限定の（6～8月）樹上完熟「ポトリ果マンゴー」（登録商標）を生産
し、消費者に直接販売している。樹上で完熟し、袋に自重で落下したマンゴーは、その日

のうちに集められた上、箱詰めされ組合の共同出荷場から、宅配便で消費者の台所に直接

届けられる。ちょうど、集荷された日から 3 日後に果実が届けられ、最適な状態で消費者
の口に入ることとなる。同時に、徹底した品質管理をおこなっており、芳醇な香りと濃厚

な甘みを備えた付加価値を作り出し、安定的なファンを獲得したことにより、順調な経営

が図られている。 
 現在このマンゴーは、2,000 円/㎏が基本で、一箱 2 ㎏のマンゴーが
送費や箱代を入れて一律 5,500 円の価格で消費者の手元に届けられている。現在、島田氏
の圃場にあるハウスでは、55 アールでマンゴー
けでほぼ供給が一杯となっており、新規の注文には応えられない状況が続いている。 
この果樹生産出荷組合は、現在 3 名で運営されており、資材の共同購入や共同出荷体制に
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よりコストの削減をはかっている。 

写真 2-36 山裾に立地する島田農園 
 
２－１．取り組み主体 
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垣市の山間部字登野城に位置する島田農園は、「ポトリ果マンゴー」の生産販売に地域

を探り実施してきたことにより、農協の系統出荷から離脱していた。

「農

 
 石

の農業者と生産出荷組合を設立し取り組んできた。害虫（みかんこみばい）の絶滅によっ

て、直接農産物の本土出荷が 1986 年より可能になることから、「びわ」の栽培・共同出荷
をおこなうことを目的に、地域の農業者 8名と共に石垣島果樹生産出荷組合を 1981年に設
立した。その後一貫して、島田氏はそのグループのリーダーとして取り組んできたが、現

在は 3名の農業者が、「ポトリ果マンゴー」の栽培・共同出荷に取り組んでいる。 
 当初から、農協や普及所、県の農業試験場などの援助は受けず、取り組みを進めてきた。

その理由として挙げられるのが、①、技術的に沖縄本島にある園芸試験場では、気候風土

の違いから具体的な技術支援が望めなかったこと。②、当初から直接市場のニーズを調べ、

川下に直接販売の道

③、系統出荷から離脱したことにより、農協等の近代化資金についても利用できなかった。 
 このような独自の取り組みを支えてきたのが、独自の情報網である。当初、「びわ」の栽

培や「マンゴー」の栽培において、害虫などの障害に対する技術を台湾から導入し、栽培

技術の確立をはかった。また、市場のニーズや農業生産の新しい取り組みなどについて

の匠の会」という全国的なネットワーク組織に参加し、交流の中で情報を取得し、経営に



反映させていった。 

写真 2-37 マンゴー栽培ハウス内（花の吊り上げ・幼果時、全面太陽光に当てるため） 

と概要 

のは、

 
２－２．取り組みの経緯

 
 1981年、それまで野菜の栽培に取り組んでいた農業者が、地域の有志をつのって果樹生
産出荷組合を設立した。目的は、1986年それまで禁止されていた本土への農産物の出荷が、
害虫の根絶によって可能となることを視野に入れ、果樹の共同技術開発や資材の共同購入、

商品の共同出荷をおこなうため設立された。当初は、地域の８名の有志によって設立され

た。最初に取り組んだのが、「びわ」の栽培である。当時、びわは高級果樹として市場で流

通し、栽培の中心は鹿児島などの九州の産地であった。季節的に一番速く市場に並ぶ

鹿児島のびわであった。4月に市場出荷される鹿児島のびわは、高値で取引され都市部の高
級食材店で贈答商品として販売されていた。綿密な市場調査に基づき、この季節より早く

出荷が出来れば、高級品として高値で販売することが可能、その上びわは傷みやすく台湾

などの遠隔地からの出荷はコンテナで痛むことから輸出が難しいと言われてきた。また、

びわの特徴として熟度が 95％以上にあがらないと酸が糖度に入れ替わらないということも
あり、早期の出荷が無理との理由もある。この地域では２月に出荷ができることに目をつ

け、1981年から栽培に取り組んだ。一番大きな課題は、台風等の強風が襲う地域であり、
強度のあるハウスの建設に資金がかかることであった。このとき、近代化資金等の融資が

受けられず、５名の仲間が離脱した。毎年この地域に上陸する台風に備え、ハウスの強度

 96



を上げる必要がある。建設費用は、10アールあたり 600万円程度が相場であり、島田氏は
最終的に市の支援を受け、1,100 万円の融資を県の制度によって調達し、20 アールのハウ
スを建設した（写真 2-37）。同様に、亜熱帯でのびわ栽培は、病気や害虫などの影響があり
非常に難しいものであった。栽培当初、県の農政課や名護の熱帯果樹試験場に栽培技術の

支援を要請したが、緯度３度の差により、そこでの技術が反映することができないことが

わかった。そこで目をつけたのが、台湾である。この国では、距離 120ｋｍ、緯度１度の差
に二つの国の試験場があり、農家に対する技術支援を気候風土に合わせ支援する体制が整

っていた。緯度で 1 度の差の台湾の技術は、石垣島で有効に作用した。びわの障害も台湾
の技術導入によって克服し出荷を始めた。出荷の始まった 1986年、石垣島のびわは㎏あた
り 1万円と言う高額で取引され成果をあげた。 
 しかしながら、この取り組みも競合の進出により衰退することとなった。理由は、想定

外の円高により重油の値段が急落し、長崎地域でハウス栽培によるびわの早期出荷の採算

が合うようになり、競合が起こった。同時に、距離的な不利により九州地域に後塵を浴び

ることとなった。その上、1988年開港予定の石垣新空港の計画も頓挫し、コンテナ輸送が
かなわず、混載による商品の傷などのダメージが追い討ちをかけた。 
 

写真 2-38 マンゴーの花 
 
 石垣島果樹生産出荷組合では、びわに変わる作物として 1985年からすでに「マンゴー」
の栽培に取り組み始めていた。理由は、空港計画の頓挫、円高の進行、温暖化による温度
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の上昇により熱帯果樹にシフトをはかった。 

写真 2-39 1983年からのマンゴーの老木 
 
 1985年当時、マンゴーはフィリピンやメキシコから年間１万ｔ程度輸入されていた。当
時の価格は、ＣＩＦ輸出価格で 350円/㎏であった。当時の市場関係者に、調査したところ、
品質に優れたマンゴーでも㎏ 1,000 円までが限度であろうとの結果であった。ビジネスと
して成り立つ採算は、高価なハウスの投資もあることから、2,000 円/㎏であればやってい
けるとの判断をしていた。この溝を埋めるため取り組んだのが、ブランド化と消費者への

直接販売である。 
 完熟し、袋の中へ「ポトリ」と落ちるマンゴーの意味で、「ポトリ果マンゴー」の商標登

録をおこない、完熟マンゴーを差別化商品としてブランド化し、消費者への直接の普及を

はかった。同時に、戦略的なマーケティングをおこない、できるだけ遠い地域の人々をタ

ーゲットとし、遠方の顧客を開拓した。その理由は、近在の顧客はマンゴーを購入するチ

ャンスに恵まれており、このマンゴーに固執する理由が薄いからである。「一番南の島で、

マンゴーに適した気候で、一番美味しい状態でお客様の台所に届ける」に徹底し、顧客管

い販売を続 島田氏のグループの「ポトリ果マンゴー」は、現在新規

顧客の要望に応えることができないほどの需要をかかえている。同時に、島田氏は現在

理をおこな けてきた。

の

55 アールのハウスでマンゴーの生産出荷をおこなっているが、樹木の力の衰えが来ること
を見越して、20 アールのハウスで新規栽培を始めている。このような、マンゴー栽培の成
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功の陰にも栽培技術の研磨があった。びわ栽培と同様に、台湾に通い技術の研修をおこな

った。結果的に、さまざまなノウハウが蓄積し、隔年にしか結実しないマンゴーを毎年採

取する手法の確立や、10年ほどで生産性の劣化する木の寿命を 20年以上に引き伸ばすこと
に成功するなど、生産技術においても大きな成果をあげている。 
 通常、同じ品種を栽培している農家は、競い合っていることから隣同士仲の悪いことが

多いのだが、石垣島果樹生産出荷組合では、資材を共同購入するだけでなく、出荷も組合

でまとめ運賃を下げる努力をおこなっている。その上、技術についてはすべて仲間内では

公開し、商標も無償で使えることとしている。島田氏は、「人のつながりで作っているので

す」と述べられた。すなわちここでは、マンゴーの栽培を通じ、人のつながりが出来上が

り「篤農家」の仕組みがつくりあげられている。 

写真 2-40 強風に耐える骨組みのしっかりしたハウス 
 
２－３．取り組みの効果と成功要因 
 
 石垣島果樹生産出荷組合の成功は、石垣島の農業にとっても大きな期待がかけられてい

る。基幹作物であった、サトウキビやパイナップルが不振に陥り、最盛期年間 5万 tの生産
を誇っていたパイナップルも現在では 2,000ｔと 1/25に減少し、加工場も 1996年に封鎖さ
れた。現在では、パイナップル生産の跡地に牛の放牧地が拡大し、「石垣牛」として島の経

済を大きく牽引している。同時に、サトウキビ生産も厳しい状況となっており、水稲など
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土にあった技術が台湾

、IT機器の利用徹底をはかったこと。 

プでは徹底した顧客管理の下、不良品が発生

た場合消費者に負担を持たせないため、すべて後払いによる宅配システムを採用してい

が栽培されている。石垣市の地域マスタープランによると、農産物の複合化経営を図るこ

とがうたわれている。すなわち、畜産とマンゴー栽培などの複合経営による、営農の安定

化を図ろうという方向性が示されており、果樹栽培への流れが注目されている。 
 島田氏を中心とした取り組みが成功した大きな要因は①、気候風

にあり、そこで技術研修を受け技術を導入することに成功したこと。②、共同で組合を作

り、共同購入、共同出荷、商標登録、栽培技術などの共有などをおこなったこと。③、情

報の管理をおこない、顧客管理を徹底したこと。④、一番南のサンゴ礁の島で採れる完熟

マンゴーという独自性を訴求したこと。⑤、「ポトリ果マンゴー」の名前で商標登録をおこ

ない、マーケティング戦略によりブランド化をはかったこと。⑥、人のつながりを利用し、

積極的な情報収集と情報の利用をはかったこと。⑦

 

写真 2-41 敷き藁にサトウキビの絞りかすを利用 
 
 直接消費者に商品を送る、島田氏のグルー

し

る。また、お客様のお使い物として、第三者に送る場合もすべて石垣島から発送し、最適

の状態で台所に届く仕組みを構築している。同時に、各生産者と顧客のつながりや信用を

何よりも重視し、組合員同士の商品の貸し借りも禁止している。このような仕組みを陰で

支えているのが、ITシステムである。島田氏は、1985年頃から情報を使いこなせないと市
場で勝てないと、IT機器の導入をはかった。特に、1995年石垣島在住のビジネス専門学校



の校長に委託して顧客管理ソフトをつくりあげたことが、ビジネスの発展に大きく貢献し

た。プログラマーがそばにいることにより、日進月歩の IT技術に乗り遅れることなくバー
ジョンアップがはかられ、ビジネスに活かすことができる環境を作ったことが重要である。 

最盛期の２ヶ月間石垣島に住みたいと

う若い人たちを中心に雇用している。午前中のみ、単価 750 円を支払いパートタイム方

 同時に、市場や農業の状況がどうなっているかについても、常にアンテナを広げキャッ

チする体制を整えている。IT機器からの情報だけではなく、「農の匠の会」のような全国の
篤農家のネットワークシステムに積極的に参加し、常に情報を得る努力をおこなっている。 
 

写真 2-42 マンゴー栽培に取り組む島田氏 
 
 現在、石垣島果樹生産出荷組合で取り組んでいる事業は、後継者と新規就農者の育成で

ある。組合外の地域の農業者と共同し、月に 1 回話し合いながら新しいシステムを作るこ
とを模索し始めている。島田氏の農園では、出荷の

い

式で果樹の集荷などを委託している。その経験から、多くの都会から来る若者が農業に従

事することを望んでおり、参入の機会をつくることができれば、農業者は増加すると確信

を得ている。すなわち、都会からの若者を地域の農業者がグループをつくって受け入れ、

半年は果樹農家で実習、残りは野菜などの実習をおこなうなどのメニューをつくり、農家

での研修をおこない後継者や新規参入のハードルを低くし、参入をうながす仕組みをつく

ろうとしている。地域にある公民館の施設を授業に使い、研修所を宿泊施設にあてるなど、

地域で一体となった取り組みをはかろうと模索している。このように、成果の挙がってい
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る農業の後継者や新規参入者の育成を支援することが重要である。 
 

写真 2-43 防風林をハウスの周辺に植える 
 
 石垣島果樹生産出荷組合の取り組みから明らかとなったことは、今後の農山漁村が立ち

上げって行くため最も重要な支援策は、気候風土にあった地産商品の開発の技術的なバッ

クアップである。島田氏は、石垣島に合った果樹の栽培・開発に最も近い気候の台湾の技

術を導入し成功した。実際に沖縄本島の熱帯果樹試験場では、技術的な支援が不可能であ

た。今後、地域資源を生かす個性豊かで元気な地域を作り上げていくためには、その地っ

域の気候風土にあった研究支援機関の設置が重要になると考えられる。 
 このことは、農産物の栽培支援に限らず、たとえば地産商品の独自性を活かしたマーケ

ティング支援や、それを消費者に伝えるためのデザイン開発支援など、さまざまなソフト

開発の支援を、地域に即して実施される体制構築が必要だということにほかならない。大

規模効率化の産業と地域資源を有効に利活用する産業の共存が必要となっている。すなわ

ち、石垣島での取り組みから明らかとなったのは、石垣島での固有の問題を解決する仕組

みが必要であり、そのことはすべて日本全国それぞれの地域で同様の課題をかかえている

ということである。全国一律の技術指導から、地域固有の地産技術の研究開発が必要とな

っている。 

 102


	１．調査の目的
	２．調査の内容
	３．まとめ
	＜アンケート編＞
	1 ニーズの把握
	2 経営感覚
	3 オリジナル性
	4 コミュニティの活動
	５．愛媛県内子町（内子フレッシュパークからり）
	６．福島県西会津町（健康ミネラル野菜）
	７．島根県益田市（西いわみヘルシー元気米）
	８．滋賀県東近江市（菜の花プロジェクト）
	９．愛知県安城市（水土里ネット明治用水）
	１０．内子フレッシュパークからりの成功要因（愛媛県内子町）
	１１．健康ミネラル野菜の成功要因（福島県西会津町）
	１２．西いわみヘルシー元気米の成功要因（島根県益田市）
	１３．菜の花プロジェクトの成功要因（滋賀県東近江市）
	１４．水土里ネット明治用水の成功要因（愛知県安城市
	＜インタビュー編＞
	１． 岡山県倉敷市「漁村の特性や伝統を活かした町づくり」
	２．徳島県上勝町「野山の枝葉の商品化による地域おこし」
	３．大分県大山町「生産者の顔が見える農産物の販売」
	４ 鹿児島県串良町「住民活動による公共サービスの提供」
	５．沖縄県石垣市「立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売」



