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那覇市では、1998 年度からまちづくりの土台と
してきた「那覇市第 3 次総合計画」が 200７年度に
終了することを受け、今後 10 年間（2008～2017
年度）の市の将来像や方向性、展望を示す、「那
覇市第 4 次総合計画」を市民の参加により策定
し、いよいよ 2008年度からスタートします。 

この 10 年間、協働のまちづくりや子育て事業、
新都心地区の整備、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１
４００１の認証取得、ごみ焼却施設「那覇・南
風原クリーンセンター」の完成、那覇市歴史博
物館のオープン等々、ソフト面、ハード面ともに
様々な施策を展開してまいりましたが、これまでの
まちづくりの成果を踏まえ、また不充分であったとこ
ろを考慮しながら、新たな 1 歩を踏み出すことにな
ります。 
協働のまちづくりも、当初は手探りの状態で

取り組んでおりましたが、今では、環境、教育、
健康、交通など市政の様々な分野で協働の取り
組みが広がりはじめています。今後も行政と市
民、事業者との協働を進め、人と人、心と心の
交流を深めながらお互いに支え合うまちづく
り、夢があり風格のある県都・那覇市を創って
いきたいと思います。 

この市勢要覧は、市民の皆様との協働によるま
ちづくりに邁進する、現在の那覇市の姿を紹介し
ています。本市をご理解いただく一助としてご高覧
いただければ幸いです。 
 

２００８年４月
 

 

Collaborating closely with the citizens and the city 
employees, Naha City has drawn up “The 4th Naha City 
Comprehensive Plan” as a guideline in the next ten years
（2008 - 2017）, and we will launch it in April 2008. It is 
because “The 3rd Comprehensive Plan”, which was a 
foundation of our city planning since 1998 ends in March 
2007. 

In the past ten years, Naha City has been committed to a 
range of measures. We have carried out the community 
development with citizens, child-raring projects, 
management of Shintoshin. We also obtained the ISO9001 
and ISO14001 recognitions, and inaugurated the new refuse 
incineration facility “Naha-Haebaru Clean Center” and the 
Naha City Museum of History. On the basis of our past 
achievements and reflections, we are about to get one step 
forward.  

I am proud and encouraged to find that the idea of 
partnership has been widely recognized in a wide array of 
administrative fields such as the environment, education, 
health, and transportation, although we groped our way at 
the early stage of our community development. 
 Working closely with citizens, businesses and civic leaders, 
we continue our efforts for a capital city of a 
distinct style where citizens interact with 
each other 

It is with genuine pleasure that we 
introduce this administrative guide in the 
hopes that it would increase widespread 
understanding of our city which is thriving 
for the community development through 
active involvement with citizens.             

April 2008
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  3 つの理念 7 つの都市像 
The Three Concepts The Seven Ideas 

 第 3 次那覇市総合計画（1998 年～2007 年） 

 
 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

・ アジア・太平洋の自由交易都市  

 A Free Trade City in the Asia-Pacific Region 

・ 世界の人々
うまんちゅ

がゆきかう交流都市 

 Creating an International Crossroad for All 

 

 

・ 市民がつくる自治都市  

   A City Governed by Citizens 

・ 平和の発信都市 

A City Conveying a Message of Peace 
   

・ 住みよい生活都市  

 Creating a City Pleasant to Live 

・ 美
ちゅ

ら島の環境共生都市  

A City in Harmony with its Beautiful Environment 

・ 学び創造する文化都市  

A Culture City Dedicated to Creation and Learning 

生
活
・文
化
都
市
の
実
現

平
和
都
市
の
創
造

国
際
交
易
都
市
の
形
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Creation of a Peaceful City

Realization of a Life/Culture City

Formation of an International Trade City 
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平和都市の創造 Creation of A Peaceful City 
那覇市は、市民一人ひとりの参画による自治都市をつくり、過去の多様な経験から未来をみつめ、人と

自然にやさしい平和な国際都市を創造していきます。 

We will call for participation of each citizen to create a self-governed city and, looking Into the future from 

the various past experiences, endeavor to create a peaceful International city considerate to people and 

nature.  

市民がつくる自治都市 A City Governed by Citizens 
都市の主権者は市民です。地域のさまざまな問題解決には、市民自らの選択と努力が必要です。事業者を含め 

た市民と行政が一体となって、県都のまちづくりを推進していく「協働」作業を、那覇市のまちづくりの基礎と 

します。 
The sovereignty of the city rests on its citizen. To solve the various local problems, citizen’s choice and efforts are necessary. 

Citizens and administrative will work hand in hand to promote a creation of the prefectural capital city, and this partnership is the 

foundation of city development. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真で見る「第 3 次那覇市総合計画」（1998 年度～2007 年度） 
Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 

1998 年（平成 10 年） 

「なは男女平等推進プラン」策定 

＆「なは・女のあしあと 那覇女性史（近代編）」発行

“Naha Gender Equality Promotion Plan” was drawn up.  
“Footsteps of Women Left in the History of Women in Naha 
(on modern period)” was published. 
 

2000 年（平成 12 年） 

那覇市 NPO 支援センターを開設 

Naha City NPO Support Center opened. 
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2002 年（平成 14 年） 

市民グループとの意見交換を行うゆんたくふぃんた

く「跳びだせ！市長室」を開始 
“Jump out of the Mayor’s office!” project was kicked in for 
Mayor and local groups to have a free talk and exchange 
opinions. 

 

2005 年（平成 17 年） 

市民との協働のまちづくりを進めて行くため、自治会

などを対象に市政の説明や意見交換などを行う「市長

リレー出前トーク」スタート 
“Mayor’s Talk on Demand” started to explain local groups 
the city administration and exchange opinions to carry 
out city planning with citizens. 

 

2005 年（平成 17 年） 

「道路ボランティア協定」＆「公園ボランティア及び

自治会のよる協働型公園管理協定」スタート 
Agreements of “Street Volunteer Activities” and 
“Management of Public Parks Carried Out by Park 
Volunteers and Residents’ Associations” initiated. 
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協働型まちづくりの促進 Promoting the Partnership for City Development 

だれもが住みよいまちづくりは、行政が責任をもって推進していくことと、市民を主体とした地域の自治活動に

よって育まれます。現代のように個別的で多様な価値を求める社会における「まちづくり」は、事業者を含めた市

民と行政の「協働」作業が不可欠です。 
Creation of a livable city will be facilitated by the responsible administrative policy and self-governed activities by citizens. 

In a society that seeks individuality and diverse values, partnership of citizens and administration is essential for city 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

 

  

市では家庭用廃食用油を回収し、バイオディーゼル燃

料として再利用する事業の協定を那覇市自治会長会

連合会と交わし、回収を開始。真地団地自治会集会場

前広場で行われた開会式で事業がスタート 

The city and the Naha Federation of Chiefs of Local 
Authorities agreed to collect waste cooking oil into 
reusable biodiesel fuel. Opening ceremony to kick off the 
project at the square in front of the residents’ association 
hall of Maaji public housing unit 

 

市民の基本健康診査の受診数改善と健康の維持・増進

を図るため、ＮＰＯ沖縄県健康管理士会と「基本健康

診査受診数改善活動事業」の協定を締結 
The city and NPO Okinawa Healthcare Association 
concluded an agreement for “The Project to increase the 
number of medical checkups that citizens undergo” to 
have more citizens go through the physical checkups and 
ensure better health.  

 
 

市では、那覇市シルバー人材センター、古島自治会、

興南高校ＪＲＣインターアクトクラブの三者と道

路ボランティア協定を締結（初めて学校と協定） 

The city concluded an “Agreement of Street Volunteer 
Activities” with Naha Silver Human Resources Center, 
Furujima Neighborhood Association, and Konan 
High-school JRC Interact Club. It’s the first conclusion 
with an educational institution the city has ever made. 
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男女共同参画社会の実現 Realizing Gender Equality in Society 

男女が社会の対等の構成員として、社会のあらゆる分野に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済

的、社会的および文化的利益を享受することができ、ともに責任を担う「男女共同参画社会」の実現をめざします。 
We will strive for the realization of gender-equal society where both man and women are guaranteed equal opportunities to 

participate in every social activity, and enjoy political, economical, social and cultural benefit, and they are responsible 

equally. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「うないフェスティバル」。平和、環境、人権、子どもなどをテーマに活動する市民団体が、それぞれの取り組みを

演劇やパネル展示などで紹介                                             

              

なは女性センター講座 

「女性 3 市議が語る  

～政策決定の場に仲間を増やそう！～」 

Naha Women’s Center runs courses for citizens. 
“Bring More Women on Decision Making!” a seminar by 
three female city council members 

なは女性センター講座 

「自分のための法律入門 ～結婚・離婚にまつわる法

律～」 

Naha Women’s Center runs courses for citizens. 
“Introductory Class of Law to Protect Yourself ~ Marriage 
and Divorce” 

“UNAI Festival” Citizen’s groups focused on peace, environment, human right and children introduced their activity by panel 
displays and drama. 
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平和都市の創造 Creation of a Peaceful City 

平和の発信都市 A City Conveying a Message of Peace 
 先の大戦で、日本で唯一、住民を巻き込んだ地上戦・沖縄戦を体験した那覇市民は、各地との相互理解を深める

中から平和な世界の実現をめざしてきました。 

全ての暴力と差別のない社会の実現をめざし、市民の平和を愛するこころを、世界に向けて発信します。 
Okinawa became the site of the only ground battle fought on Japanese soil involving many locals in the final phase of World War Ⅱ. Having 
experienced the cruelties of the Battle of Okinawa, the citizens of Naha has hoped and sought for eternal world peace through the mutual 
understanding with the people across the globe. We send the peace-loving hearts of the citizens to the world in order to realize the society 
without violence and discrimination. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                   

 

 

1998 年（平成 10 年） 

「沖縄～ハワイ 21 世紀への架け橋」物産・観光・

文化展（ホノルル市で開催） 
“Okinawa and Hawaii ― A Bridge Toward the 21st 
Century”, an exhibition for the promotion of the 
products, tourism, and culture.( Honolulu City) 

 

2003 年（平成 15 年） 
那覇市で開催された国際フォーラム「グローバリゼーション・フ

ォーラム 2003 」（参加のゴルバチョフ元ソ連大統領をはじめマ

レーシア・米国・中国・韓国・日本の代表者らを招き、識名園で

歓迎レセプションを開催） 
An international forum “Globalization Forum 2003” was held in Naha 
City. It hosted a welcoming reception for the participants including 
former president of USSR, Mikhail Gorbachev, and representatives 
from Malaysia, U.S., China, South Korea, and Japan at the 
Shikina-en Loyal Garden. 

2001 年（平成 13 年） 

市制施行 80 周年記念「ゴルバチョフ氏講演会」

開催 東京から翁長市長の案内で那覇空港に降

り立ったゴルバチョフ氏一行 
Lecture by Mikhail Gorbachev commemorated the 
80th anniversary of the city: 
Mikhail Gorbachev and his delegates, arriving at 
Naha Airport from Tokyo welcomed by Mayor Onaga

 

写真で見る「第 3 次那覇市総合計画」（1998 年度～2007 年度） 
Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 
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2005 年（平成 17 年） 
戦後 60 周年事業チャリテイーコンサート「サウ

ンドレインボー・アジアの人々とともに」開催 

“Sound Rainbow ~ Live With People of Asia”, a 
charity concert commemorating the 60th anniversary 
of the Battle of Okinawa was held. 

 

2007 年（平成19年）  

62 年前、長崎に原爆が投下された 8 月 9 日、

北谷町役場で、日本非核宣言自治体協議会に加

盟している県内の 13 自治体による合同記者会

見で、核兵器廃絶及び恒久平和希求をアピール

On August 9, the day of atomic bombing of 
Nagasaki 62 years ago, 13 member local 
governments of National Council of Japan Nuclear 
Free Local Authorities held a joint press 
conference at Chatan Village office, calling for 
nuclear proliferation and eternal peace. 

 

2007 年（平成19年）  

高校で使用する歴史教科書の検定で、文部科学省

が沖縄戦の「集団自決」の記述から日本軍の強制

を示す部分を削除させたことに抗議するため、9

月 29 日に宜野湾市宜野湾海浜公園で開催された

「教科書検定意見撤回を求める県民大会」 
On September 29, a protest rally was held in 
Ginowan Seaside Park to demand the Ministry of 
Education (MIXT) to retract its instruction requiring 
publishers of high school history textbooks to alter 
their descriptions of the Japanese military’s 
involvement in ordering mass suicides of civilians 
during the Battle of Okinawa. 

2004 年（平成 16 年） 
那覇大空襲に遭った市街地を見渡す、がじゃんびら

公園で「那覇十・十空襲 60 周年・市民の集い」を

開催 
“Commemorative Gathering of the Citizens for the 60th 
Anniversary of Naha 10・10 Air Raid” held at Gajanbira 
Park, looking down the city suffered extensive damage 
from the air raid. 
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   国際交流と姉妹・友好都市  

International Exchange and Sister/Friendship Cities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

那覇市国際交流市民の会主催のサンビセンテ市一行歓迎会 
Welcome reception for the group of São Vicente City Mayor hosted 
by Naha International Association 

 

テルシオ・ガルシア サンビセンテ市長とジルベ

ルト・ハンポン市議会議長を那覇市国際親善名誉

市民として顕彰 

Tercio Garcia, Mayor of São Vicente City, and 
Gilberto Rampom, Chairman of the São Vicente City 
Assembly were designated as Naha City Honorary 
Citizens of International Goodwill. 

那覇市の姉妹・友好都市 Sister/Friendship Cities of Naha 
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ホノルル市（アメリカ合衆国・ハワイ州） Honolulu City (Hawaii, USA) 

1961年1月10日姉妹都市提携  Sister City Agreement signed on January 10, 1961 

● 人口/約38万人 ● 面積/272.1㎢  
Population: approximately 380,000 Area: 272.1 square kilometers 

ハワイ州と沖縄は、地理的環境、風土、気候、産業などが類似する点 

が多く、また戦前から移民などを通じて活発な交流が行われてきました。 

特に沖縄の戦後復興期には、ハワイの県系人により物心両面にわたる 

支援を受け、現在も学術・文化・経済などの幅広い交流が行われています。 

Hawaii and Okinawa share many similarities in term of geography, culture, 
climate and industry. The long history of exchange with Hawaii dates  
before WWII when many Okinawans immigrated to Hawaii.  Especially  
during the post war recovery period, Hawaiians of Okinawan heritage  
provided both mental and physical support to Okinawa.  Exchanges  
continue today in wide range of areas including academic, cultural and  
economic fields.   

 

日 南 市（宮崎県） Nichinan City(Miyazaki Prefecture) 

1969年４月24日姉妹都市提携  Sister City Agreement signed on April 24, 1969 
 ● 人口/約4万3千人 ● 面積/294.46㎢ Population: approximately 43,000 Area: 294.46 square kilometers 
                                        日南市と那覇市は、古くから油津港と那覇港を結ぶ交易を通して、経済・ 

文化の交流が行われてきました。また戦時中は那覇市民をはじめ多くの県 

民が疎開でおせわになり、市民相互の親善が深められました。現在も両市 

民の間で幅広い交流が行われています。 

                                        Naha and Nichinan had cultural and economical exchanges through 
Aburatu and Naha port trade.  During the war, many Okinawans which 
include citizens of Naha evacuated to Nichinan and received warm care by 
local residents.  That deepened the relationship between both cities, and 
various exchanges are continued even today. 

 
 
 

サンビセンテ市(ブラジル連邦共和国・サンパウロ州) Sao Vicente (Sa.o Paulo, Federal Republic of Brazil)  

 1978年10月23日姉妹都市提携 Sister City Agreement singed on October 23, 1978 

● 人口/約33万人 ● 面積/148㎢  
Population: approximately 330,000 Area: 148 square kilometers 

県出身2世の伊波興裕氏がサンビセンテ市長の頃に、姉妹都市を締結。 

県出身移住者が多く、各方面で活躍しています。これまでに両市職員の交 

換派遣交流などの歴史があります。 

The Mayor Koyu Iha, second generation of Okinawan immigrant signed the sister city  
agreement between Naha and Sao Vicente.  Many Okinawan immigrants live in Sao 
Vicente and active in various fields.  Sao Vicente and Naha has a history of city hall 
personnel exchange program. 
 
 

ホノルル市のタンタラスの丘からの眺望 
View from Tantalus Lookout, Honolulu City 

 

日南海岸 

Nichinan Coastline 

 

ボツールの丘からみたサンビセンテ市の海岸 
Coastal view from the “ Morro do Voturua” 
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福 州 市(中華人民共和国・福建省) Fuzhou City(Fujian Province, People’s Republic of China) 

                   1981年５月20日友好都市提携  
Friendship City Agreement signed on May 20th, 1981 

● 人口/約680万人 ● 面積/11,968㎢ 
Population: approximately 6,800,000 Area: 11,968 square kilometers 

福州市と那覇市は、14世紀から中国と琉球王国を結ぶ拠点都市として、今

日にいたるまで各分野において相互訪問による交流が続いています。福州 

市にある琉球館や琉球人墓地、那覇市にある中国式庭園「福州園」は、相互 

の緊密な交流の歴史を物語っています。 

                                     City of Fuzhou and Naha both played vital role as gateway between China and 
                                         Ryukyu Kingdom and have a long history of exchange since 14th century.  

The Ryukyu Hall and Ryukyuan Cemetery in Fuzhou, and Chinese-style  
garden Fukushuen in Naha tell the close ties of both cities. 

 

 
 
 

川 崎 市（神奈川県）  Kawasaki City(Kanagawa Prefecture) 

1996年５月20日友好都市提携   
Friendship City Agreement signed on May 20th, 1996 

● 人口/約137万人 ● 面積/144.35㎢ 
Population: approximately 1,370,000 Area: 144.35 square kilometers 

川崎市と那覇市の交流の歴史は、大正時代に沖縄から川崎の紡績工場 

に多くの人々が就職したことに始まり、戦前から多くの県出身者が各方面で 

活躍しています。現在も、青少年のスポーツ交流や民俗伝統文化などの市 

民間交流を背景に、文化と平和交流を基軸とした交流が行われています。 

The history of exchange began during the Taisho period, when many 
Okinawans moved to Kawasaki to work in spinning mill. Many of them 
play a vital role in various fields. Today, various exchange programs focused on  
culture and peace promotion are carried on such as youth sports exchange  
and traditional folklore exchange.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
福州市内の市場 
Downtown market in Fuzhou City 

生田緑地内ばら苑 
Rose Garden in Ikuta Park 



        14  

生活・文化都市の実現 
Realization of a Life/Culture City 
那覇市は、住み・働き・学び・憩い・支えあう都市をつくります。歴史と文化の香り高い、自然が豊か

で、住みよい活力あふれる都市を実現していきます。 

Naha City will create the city that is pleasant to live, work, learn, rest and also its citizens support each other. We will 

aim at realization of the city where the history and culture flourish, nature is abundant and comfortable for citizens to 

live.  

住みよい生活都市  Creating a City Pleasant to Live 
生命と暮らしが大事にされる、災害に強い、都市機能の充実した快適な生活環境をつくっていきます。保健・福

祉・医療などの施策を充実し、市民がともに支えあうコミュニティを実現し、誰もが安心して生活できる都市をめ

ざします。 
We will endeavor to create a city where life will be valued most, construct a city resistant to disaster and promote the comfortable 

living environment with the city function replenished. Health, welfare and medical facilities will be covered. And we will aim at 

realization of the community for the citizens to support each other and create a safe city where everyone can live at ease. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真で見る「第 3 次那覇市総合計画」（1998 年度～2007 年度）

Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 

2001 年（平成 13 年） 

那覇市総合防災訓練を実施 

Naha city comprehensive emergency drill 

1999 年（平成 11 年） 

那覇市都市計画マスタープランを策定 
Naha City Urban Planning Master Plan was
drawn up. 
 

1998 年（平成 10 年） 

ふれあいプラザ安謝（安謝福祉複合施設）落成 

Completion of “Fureai Plaza Aja” Welfare Complex 
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2003 年（平成 15 年） 

沖縄都市モノレール「ゆいレール」開通 
Inauguration of “Yui-Rail”, Okinawa Urban Monorail
System  

2003 年（平成 15 年） 

新都心地区に「消防庁舎」竣工 
The City Fire Department Headquarters
Building was completed in Shintoshin area. 

 

 

 

2004 年（平成 16 年） 

那覇市立病院に集中治療室（ＩＣＵ）を設置 

Naha city hospital ICU facility 

 

2005 年（平成 17 年）     

健康なは 21 シンポジウム開催 

Healthy Naha 21 Symposium 

 

2007 年（平成 19 年） 

上下水道局完成 
Completion of City Water & Sewage Bureau Office
Building 

 

2002 年（平成 14 年） 

県内最大 2 万トンの「泊配水池」が完成     
Completion of “Tomari Distribution Reservoir”,
the prefecture’s largest 20,000-ton water tank  
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福   祉 Social Welfare  

 

  

 

 

 

          

 

 

  

            

 

             

 

 

                  

 
 
 
 

                 

    介護保険 Nursing Care Insurance   

   

 

 

  
 

 

 

全ての人が住みなれた地域で健やかに安心して暮らせるような 

福祉のまちづくりを進めます。安心して子どもを生み育てることの

できる環境づくりを進め、高齢者やハンディキャップをもつ人々の

ための福祉制度の充実、生活安定のための基礎整備につとめます。

We will make our community social welfare-centered, where everyone can

live healthy and safely, and women can feel safe to give birth to babies and

raise them. We also enrich welfare services for elderly and disabled people

which guarantee their standard of living for their stable life. 

 

市民参加による健康づくりを進め、乳幼児から高齢者にいたる

ライフサイクルのなかで、それぞれに見合った疾病予防活動の充実

につとめます。 

With participation of citizens, we will promote the health of everyone 

from infant to the elderly suitable to each individual and work towards 

the preventive medicine. 

保健所や地域組織、福祉団体との連携を強め、市民の医療ニーズ

に応じた診療機能と提供体制を充実して、良質の医療を提供してい

きます。 

We will strengthen the coordination between the public health centers,

local and welfare organizations, in order to provide a high quality 

medical care to meet the need of citizens. 

 

高齢社会における介護サービスを供給するため、介護保険事業の

健全運営に努め、介護を受けずに自立した生活が送れるよう、在宅

での生活支援と介護予防に力を注ぎます。 

We will implement the elderly care insurance system
appropriately to provide care services which fits in this aging
society, focusing on the support for elderly at home to live
without care and provide preventive care programs. 

 

医   療  Medical 

保   健  Health 

 

 
 

障害者運動会 
Athletic meet for the disabled 

健康フェスティバル 

Health Festival 

平成 20 年度から地方独立行政法人化への

移行が決まった市立病院  
City hospital will be transformed into an
independent administrative institution from
April 2008. 
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総合交通体系の整備 Maintenance of Integrated Transportation System 

               
Okinawa Urban Monorail (Yui Rail)  

市では、全ての市民が快適で創造的な生活を営むことができるよう、モノレールの関連街路や重要な幹線道路の

整備を進めています。 

City continues to maintain highway and conjunct road to monorail so that every citizen can lead comfortable and creative 

life. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄都市モノレール

県民・市民や観光客の足として、すっかり定着した「ゆいレール」。開業4周年を迎え平成

19年7月には、乗客が5000万人を突破しました。 

“Yui-Rail” Okinawa Urban Monorail has become a popular transportation not only for locals but for tourists
since its inauguration four years ago. The number of passengers exceeded 50 million people on June 2007. 

モノレール開業 4 周年記念イベント 
Commemorative event of the 4th anniversary of
Monorail 

モノレール 5000 万人目突破記念式典 
Monorail held a ceremony to honor its 5 millionth
visitor. 

 

日常的な車と都市生活のあり方について、多くの市民に関心を持っ

てもらうことを目的に県内で初めて「なはカーフリーデー」を実施

なはカーフリーデー Naha Car-free Day 

“Naha Car-free Day”, the first attempt in Okinawa with the aim for more
citizens to increase the awareness of their every-day life with vehicles 
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市街地の整備  
Maintenance of Urban Area 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市の安全 Safety of the City    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

震度 6弱の地震により津波が発生、甚大な

被害が発生したことを想定して実施され

た総合防災訓練（国場川沿岸）一帯） 

 

 

水の供給と処理  

Supply and Disposal of Ｗater 

モノレール旭橋周辺地区再開発事業（南地区）

Redevelopment project of Monorail Asahibashi
Station area (South zone) 

水道ポスターコンクールの表彰式（水道週間）

Presentation of certificate for the City Water
Poster Contest (Water Week) 

 

救急活動（ＰＡ連携）展示訓練 

First aid drill with physician’s assistant 

防災週間における避難訓練（若狭幼稚園）

Evacuation drill in Disaster Prevention Week at
Wakasa kindergarten 

 

 

Comprehensive disaster training, simulating 
an earthquake measuring 6 lower on the 
Japanese seismic scale causes devastated 
Tsunami disaster (Kokuba River side) 
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生活・文化都市の実現 Realization of a Life/Culture City 

美
ちゅ

ら島の環境共生都市 

A City in Harmony with its Beautiful Environment 
自然環境の再生を図り、緑なす地球を次世代へ引き継いでいきます。水と緑に代表される自然と、都市形成とが

調和した環境共生型のまちづくりを行い、美しい都市を創り出します。 

 環境対策を進めるため、市民・事業者・行政がともに負担と責任を分かちあって「ごみ」の発生量をおさえ、資

源の循環型社会の実現をめざします。  
Promoting the rehabilitation of natural environment, we will hand over the green earth to next generations. We will make the city full of 

water and green, where the nature and city development gracefully coexist in harmony. To further the measures to protect the environment, 

the citizens, businesses and the city government sharing the liability and responsibility to work together towards reducing garbage 

and realize a society where the resources are recycled. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 年（平成 11 年） 

漫湖がラムサール条約登録湿地に認定 
Lake Manko was inscribed as a registered 
wetland under the Ramsar Convention. 

 
2000 年（平成 12 年） 

那覇市環境基本計画を策定 

Naha City Basic Plan for the Environment  

 
2002 年（平成 14 年） 

那覇市指定ごみ袋制度を導入 
The city instituted new trash bag fee 
system. 

写真に見る第 3 次那覇市総合計画（1998 年度～2007 年度） 
Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 

 
2002 年（平成 14 年） 

公営斎場「いなんせ斎苑」完成 

Public Funeral Hall “Inanse Saien” 
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2003 年（平成 15 年）         

県内自治体では初の「環境 ISO14001」 

認証を取得 
The city was the first local government in 
Okinawa which obtained ISO14001 recognition 
of environmental management system. 
 

2003 年（平成 15 年） 

「ごみゼロの日大作戦 in なは」を実施 

“Trash-free Day in Naha” cleanup campaign 

 

 
2006 年（平成 18 年） 

新ごみ焼却炉「那覇・南風原クリーンセンター」

本格稼動 
Inauguration of the new refuse incineration facility 
“Naha-Haebaru Clean Center” 

 

2002 年（平成 14 年） 

「国際通りトランジットマイル」社会実験

を開始 

A pilot program “Transit mile on Kokusai 
Street” started. 

 

2006 年（平成 18 年） 

「ゼロエミッションフォーラム・イン・那覇」開催 

Zero Emission Forum in Naha 
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環境保全とゼロエミッション・廃棄物の処理 

Preservation of Environment and Zero Emission /Disposal of Wastes 
２1世紀は「環境の世紀」です。市民生活のあらゆる場面で地球環境への負荷を低減することで、持続可能な社

会の実現をめざします。 

The 21st Century is a century for environment. We will work towards reduction of the loads to the environment in various fields to 

create a sustainable society. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごみゼロキャンペーンの一環として、国際通り

や沖映通り、久茂地川周辺などの環境美化重点

地域でクリーンアップ作戦を展開 

 

  

那覇市・南風原町環境施設組合が南風原町新川に建

設を進めていた、還元施設「環境の杜（もり）ふれ

あい」が完成 
Naha-Haebaru Environmental Facilities Association 
inaugurated its energy and ecology multiuse facility 
“Fureai” at Arakawa, Haebaru town. 
 

「始めよう あなたのエコライフ！」をテーマ

に、環境フェアが新都心公園で開催 
Environment Fair at Shintoshin area with the 
theme “Start Your Own Eco-Life!” 
 

海を埋めたてて廃棄物を処分する「那覇エコア

イランド」が完成 

“Naha Eco-Island”, a sea area landfill site 

 

As part of the events for the Gomi-zero 
(Trash-free) campaign, cleanups were conducted 
in the areas which   need regular cleaning 
operation such as Kokusai Street, Okiei Street, 
and KumojiRiver side. 
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みどりと水辺の公園の整備、屋上緑化 Management of Green, Waterside and Parks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＳＯ１４００１ ＩＳＯ１４００１ 

 

地球温暖化防止 Prevention of Ｇlobal Ｗarming 

 

地球温暖化対策など、環境保全に向けた市民、事業

者などの具体的な行動の指針となる「那覇市地球環

境保全行動計画」を策定のため、市民が参加しての

ワークショップ 
Citizens at the workshop to make “Action Plan of Naha 
City to Prevent Global Environment” as the guidelines 
for citizens and businesses 
 
 

那覇市では2003年9月に環境マネジメントシ

ステムの国際標準規格ＩＳＯ14001を認証取

得し、全職員が環境の保全と創造に取り組んで

います。また、2006年8月には認証が更新され

ました。 
The city obtained the ISO14001 recognition 
of environmental management system in 
September 2003. All the city office personnel
have taken initiatives to conserve and creat 
better environment. The recognition was 
renewed in August 2006. 

屋上菜園 Rooftop Gardening 

 
なはの日おそうじ隊 “Day of Naha” Cleanup Team  
 

 

市民が結婚、出産など人生の節目に公園内に記

念植樹することで、公園整備への協働精神や緑

化意識の向上を図り、みどり豊かな街並みを創

造しようと記念木植樹等実施制度を制定（牧志

公園での第１号植樹式） 

 Memorial Tree Planting System was instituted: 
this urban greenery project was designed to foster 
citizens’ spirits to work together to keep the city 
parks clean, and become ecologically-minded 
through memorial tree-planting in the city parks on 

their marriages and for babies. (The first planting 

ceremony at Makishi Park) 
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生活・文化都市の実現 Realization of a Life/Culture City 

学び創造する文化都市 
A Culture City Dedicated to Creation and Learning 

沖縄の文化は活力に満ちています。文化は市民の活動が活発化するなかで生まれます。那覇市民は近隣のアジア

諸国との歴史的な交流のなかで培われアメリカ文化をも吸収し育まれた沖縄文化を、さらに独自の文化として発展

させています。那覇市は市民の手による豊かな沖縄文化の創造を支援していきます。 
The culture of Okinawa is filled with energy. The culture is fostered from energetic activity of citizens.  The culture of Okinawa has been 

cultivated through the historical exchanges with the neighboring Asian nations, and absorbed the American culture later on. It is a unique 

culture of its own. Naha city will support the creation of this abundant culture by its citizens. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1998 年（平成 10 年） 

壺屋焼物博物館オープン 

Opening of Tshuboya Pottery Museum  

 

 

2000 年（平成 12 年） 

「首里城跡」「識名園」「園比屋武御嶽石門」「玉陵」

がユネスコ世界遺産に登録 
“Shuri Castle Park”, “Shikina-En Garden”, “The Stone 
Gate of Sonohyan Utaki” and “Tamaudun Royal 
Mausoleum” were designated as the UNESCO World 
Heritage Sites. 

1999 年（平成 11 年） 

高校野球で全国制覇した沖縄尚学高校（右）とハンドボールで全国制覇の興南高校

（左）に初の市民栄誉賞 
Okinawa Shogaku High School Base Team, the winner of National High School Baseball 
Tournament (right), Kounan High School Handball Team who won the National Handball 
Tournament (left) received Naha City Honor Award for the first time. 

写真に見る第 3 次那覇市総合計画（1998 年度～2007 年度）

Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007)
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2002 年（平成 14 年）             

第 1 回那覇平和芸術祭「ふれあいジャズフェ

スティバル」を開催。 
The 1st Naha Peace and Arts Festival “Fureai Jazz 
Festival” 

 

2003 年（平成 15 年） 
全国生涯学習フェスティバル in 那覇を開催、

全国から約 5 千人が来沖 
“All Japan Lifelong Learning Festival in Naha”, 
attended by about 5,000 people nationwide. 

 

 

 

2006 年（平成 18 年） 
「琉球国王尚家関係資料」が国宝に指定 

那覇市歴史博物館開館 
Historical Documents of the Ryukyu Kings in Sho-family’s 
possession was designated as a national treasure. 
Opening of Naha City Museum of History 

 

2004 年（平成 16 年） 

7 月 8 日を「なはの日」にしようと様々な関

連イベントを開催（「那覇の未来を語ろう」を

テーマに市長と市民との語らい） 

 

Variety of events were held to designate July 8th 
as the “Day of Naha”: Mayor and citizens sharing 
the views on the future of Naha in a community 

symposium 

2005 年（平成 17 年）             

「第 1 回なは市民芸術展」開催 

The 1st Naha Citizens’ Art Exhibition 
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生涯学習の総合的推進 Promotion of Comprehensive Lifetime Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 

 

幼稚園教育・学校教育の充実 Enrichment of Kindergarten and School Education 

社会教育と連携・協力するなかで豊かな心を育て、

一人ひとりの個性と主体性を伸ばすことのできる生涯

学習の理念に立った教育を展開していきます。 

Based on the philosophy of lifetime learning and 
cooperation with the social education, we will develop the 
education that nurture a rich spirit and cultivate a sense 
of identity and independence. 
 

社会教育・スポーツ・レクリエーションの充実 

Replenishment of Social Education/Sports/Recreation
余暇時間の増大や少子・核家族化の進行など、社会

の変化や成熟化に伴い、心の豊かさや生きがいを求め

た学習、スポーツ、健康づくりなどへの市民のニーズ

が増大しています。 

市では、学習情報の提供やハード・ソフト両面から

の条件整備を進めていきます。 

Along with the change and maturation of society such as 
increased time of leisure, trend of nuclear families and 
reduced birthrate, citizens demand for sports, healthy 
lifestyle and study to enrich the spirit have increased. 
The city government will provide the information, facility 
and leader to condition the learning environment. 

 
やる気・元気旗頭フェスタ in なは 
Yaruki Genki Hatagashira( Standard bearers) 
Festa in Naha 

 

 

歴史や風土を受け継いで創造されていく文化の担い

手は、日々の活動を行っている市民です。 

 那覇市では、那覇らしい文化を創り出していくため

に、市民の生涯学習を総合的に推進していきます。 

The culture that inherits history and climate and created 
continually, bear by the citizens who carry on everyday 
activities.Naha City will promote the comprehensive 
lifetime learning program to create the culture of its own.
 

 
生涯学習フェスティバル 

Lifelong Learning Festival 

市長杯キンボール大会 

Mayor’s Cup Kin-ball tournament 
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市民文化の創造 Creation of Citizens Culture 

「那覇市文化振興基本計画」に基づき、文化行政の推進を 

図るとともに、芸術監督を配置し、より質の高い特色ある 

自主企画などを展開しています。 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

  

     

 

 

 

                  

 

          

 

 
 

 

 

市役所本庁の一階ロビーで行われた、お役所らいぶ

Live concerts at the first floor lobby of the city hall 

第３回なは市民芸術展 

３st Naha Citizen Art Exhibition 

那覇市民ギャラリー 

Naha Civic Gallery  

 〒900-0015 那覇市久茂地１-１-１（パレットくもじ6F）

098(867)7663 
開館時間/AM10:00～PM7:00 (月曜日は休館) 
1-1-1 Kumoji, Naha City 902-0015 
(6F, Palette Kumoji) 
hone: 098-867-7663 
(open 10:00-19:00. closed on Mondays) 
 

那覇市民会館 
Naha Civic Hall       

〒902-0064 那覇市寄宮 1-2-１ 

098(855)5081 

開館時間/AM9:00～PM10:00(火曜日は休館) 
1-2-1 Yosemiya, Naha City 902-0064 
Phone: 098-855-5081 
(open 9:00-22:00.closed on Tuesdays) 

 

 
太鼓フェスタ（創作エイサーコンテスト） 

Taiko Festa (Creative Eisa Contest) 

Based on “the Naha City Cultural Promotion Basic Plan”, the 
city has conducted a wide range of measures for cultural 
promotion, bringing in art directors on its efforts to produce 
and carry out the unique, high quality art projects. 
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パレット市民劇場  

Naha Palette Civic Theater 

〒900-0015 那覇市久茂地１-１-１（パレットくもじ9F） 

098(869)4880 

開館時間/AM9:00～PM10:00 (火曜日は休館) 
1-1-1 Kumoji, Naha City 902-0015 (9F, Palette Kumoji) 
Phone: 098-869-4880 
(open 9:00-22:00.closed on Tuesdays) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

那覇市立 壺屋焼物博物館 

Naha Municipal Tsuboya Pottery Museum 

〒900-0065 那覇市壺屋1-9-32 098(862)3761

開館時間/AM10:00～PM6:00 (月曜日は休館) 
1-9-32 Tsuboya, Naha City 900-0065 
Phone: 098-862-3761 
(open 10:00-18:00. closed on Mondays) 

 

歴史博物館 1 周年記念セレモニー 

The first anniversary of Naha City 
Museum of History 

那覇市歴史博物館 
Naha City Museum of History 

  〒900-0015 那覇市久茂地1-1-1（パレットくもじ4F）

098(869)5266 

開館時間/AM10:00～PM７:00 (木曜日は休館) 
1-1-1 Kumoji, Naha City 902-0015 
(4F, Palette Kumoji) 
Phone: 098-869-5266 
(open 10:00-19:00. closed on Thursday ) 

 

  

 市政施行記念日式典 

Ceremony of the City’s Inauguration Day 

 

 
壺屋のシーサー陶工展 

Exhibition of Shisas by Tsuboya Potters 
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世界遺産 The World Heritage 

 ｢琉球王国のグスク及び関連遺産群｣（全９資産）として、2002年にユネスコの世界遺産リストに登録された、沖縄を代

表する文化財のうち4資産が那覇市内にあります。 

 21世紀の人類に託された地球の宝物を、那覇市民一人ひとりが大切に守り継いでいます。 

In 2002, nine assets of Ryukyu castles and related remains were registered in UNESCO’s World Heritage List. 
Four out of nine of these cultural remains that represent Okinawa locates in Naha City.  
Citizens of Naha City will preserve and cherish these treasures to next generations. 

首里城跡（しゅりじょうあと 国指定史跡）Shurijo Castle Park 

1492年、初めて琉球に統一王国を築いた第一尚家の国王尚巴志 

が現在の規模にしたといわれています。城壁は巧みな曲線を描く 

優れた石積み技法が用いられています。 

 1879年の廃藩置県にいたるまで、国王の居城として琉球王国の 

政治・経済・外交の中心的な役割を担いました。 
King Sho Hashi of the first Sho dynasty was known to have 
enlarged this site to its present size in 1429. One can note the 
skillfully designed curved castle walls that draw picturesque curves 
in the air, employing the amazing masonry technique of placing 
stones atop another. Political, administrative and diplomatic affairs 
of the Ryukyu Kingdom were held at this magnificent castle until the  
year 1879, when the islands were annexed to Japan as Okinawa 
Prefecture, marking the end of the majestic kingdom. 
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識名園（しきなえん 国指定特別名勝）Shikina-En Royal Garden  

 1799年に創設された琉球王家最大の別邸です。 

王家一家の保養や中国皇帝の使者・冊封使などの外国使臣の接待に 

利用されました。中国風の石橋や六角堂、赤瓦屋根の御殿（うどぅ 

ん）など、海外との交易を通して形成された独自の作庭手法が施さ 

れています。 
In 1799, the Shikina-En Royal Garden was built as a villa for  
The royal family, and to entertain Chinese investiture envoys.  
With a Chinese-Style stone bridge, the Rokkakudo hexagonal  
pavilion, and also the red ceramic tiled roof of the main building  
called the“udun,” the lasting effects of overseas trade relations  
are quite evident. 

 
 

玉陵（たまうどぅん 国指定重要文化財）Tamaudun Royal Mausoleum 

 1501年に、尚真王が父尚円王の遺骨を改葬するために築いたと

される、第二尚家王統の陵墓です。 

                             墓前の玉陵碑には玉陵に葬られるべき9人の王族の名が刻まれ、 

その人々とその子孫以外が葬られることを厳しく禁じています。 

墓室の入口前には鳥や獣、花々などの彫刻が施されています。 
This royal mausoleum was constructed in 1501 by King Sho Shin 
as the final resting place for the remains of his father, King Sho En. 
In the monument before the tomb, the names of nine royal families 
are engraved and prohibit the burial of others. In the walles of 
entrance the sculptures of birds, animals and flowers are also 
engraved. 

 

園比屋武御嶽石門（そのひゃんうたきいしもん 国指定重要文化財） 

The Stone Ｇate of Sonohyan-Utaki 

第二尚家王統三代の尚真王により創建された琉球の石造建築の 

代表的な一つです。 

屋根の下に垂木を彫り出して、木造のように見せたり、目の錯覚 

による歪みを修正する設計などの高度な技術が施されています。 

御嶽は国王が城外に出かけるときに、帰路往来の安泰を祈願した 

拝所です。 
Constructed by King Sho Shin, the third king of the second Sho 
dynasty, the stone gate of Sonohyan-Utaki is a fine architecture 
exhibiting Ryukyu’s distinct masonry. High techniques are used,  
such as engraving a rafter under the roof to appear as wooden  
construction, and designed to wodify the optical illusion. This stone  
gate acted as an outer shrine for prayers to assure a safe journey  
for the king. 
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国際交易都市の形成 
Formation of an International Trade City 

 

那覇市は、成長するアジアのなかの、人・金・もの・情報が活発に交流する国際交易都市をつくってい

きます。既存産業の振興と新しい産業の創出につとめ、活力のある自立した都市を形成していきます。 

City of Naha will create the international trade city where people, money, material and information exchanges 

actively in developing Asia.  City will also promote the existing industry and creating new industry to from 

the vital, independent city. 

アジア・太平洋の自由交易都市 
A Free Trade City in the Asia-Pacific Region 

那覇市は、古くは海外との交易都市として栄え、沖縄県の商都として発展してきました。あらゆる分野で国際化

が進むなか、世界に開かれた商都へと、さらなる那覇市の飛躍をめざします。 
City of Naha prospered as a trade city with abroad in old days and developed as a merchant city of Okinawa.  As internationalization 

progress in various areas, Naha will aim the further development, the merchant city open to the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

写真に見る「第３次那覇市総合計画」（1998 年度～2007 年度）

Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 

2001 年（平成 13 年） 

観光の安全安心の訴えと、市民への啓発、観光業界の支援を図

るため「観光那覇、だいじょうぶさあ！」宣言とチラシ配布

The city launched a massive campaign to appeal secure and safe 
tourist center Naha by handing out leaflets in order to enlighten 
the public, and support affected local tourism industry. 

2001 年（平成 13 年） 

米国同時テロによる観光客激減の影響をうけ、「だいじ

ょうぶさぁー沖縄」を全国にアピールするため、NHK

ドラマ「ちゅらさん」のヒロイン国仲涼子さんにより

NAHA マラソンのスタート時の合図にピストルの号砲

にかえ、万国津梁之鐘を鳴らす。 
Ryoko Kuninaka, an actress from Okinawa who played as a
heroine of the NHK’s TV drama “Churasan”, served as a
starter of Naha Marathon by ringing the “Bridging Nations”
bell instead of the blast from the traditional starter pistol to
appeal safe Okinawa as a travel destination to the tourists
from mainland Japan, because the number of tourists in
Okinawa declined sharply after the 9/11. 
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2003 年（平成 15 年） 

IT 産業の拠点「那覇市 IT 創造館」を新都

心地区に開所 
“Naha Business Incubate Center”opened at
Shintoshin. 

2004 年（平成 16 年）                

国際通りに、芸能・文化・情報発信の複合施設「て

んぶす那覇」オープン。 
“Tenbusu Naha”, the city’s complex of art, culture, and
information opened on Kokusai street.  

 

 

 
2005 年（平成 17 年）       

「那覇市中心商店街にぎわい広場」オープン

“Naha Downtown area Nigiwai Square” opened.

  
チャレンジショップ Challenge Shop 

 

 

 

 

 

 

エコアンテナショップ Eco-Antenna Shop 

2004 年（平成 16 年）         

本庁舎内に「なはし就職なんでも

相談センター」がオープン 
“Naha Employment Support
Center” opened in the city hall. 
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商工業の振興 Promotion of Commerce and Industries 

商都としての賑わいを保つため、各種の商業機能の集積を図るとともに、中心商店街の活性化を実現するための

まちづくりを進めます。また伝統工芸品などの地場産業の振興に力を注ぎます。 

To keep the liveliness as merchant city, city will corpus various function of commerce and work to revitalize the downtown. 
City will also promote the local industries, such as traditional craftworks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

「にぎわい広場」 
快適なショッピング空間を創出するととも

に、エコアンテナショップやチャレンジショ

ップなども併設整備し、中心市街地活性化を

図ります。 
“NIGIWAI Square” 
Attempt to revitalize the downtown city creates 
comfortable shopping area including ECO  
Antenna Shop and Challenge Shop(group of  
individual shops). 

「那覇市ぶんかテンブス館」 
沖縄の文化・芸能の人材の育成をめざし、市

民や観光客が、いつでも沖縄の芸能文化に触れ

ることができるような多様なプログラムを提

供、地域の情報を積極的に発信しています。

“Naha Culture Center TENBUSU” 
Aiming to cultivate the Okinawan culture and  
human resources, center offers various programs 
to introduce the Okinawan performing arts for 
locals and tourists, and transmits the local  
information proactively. 

エコアンテナショップ  
ECO Antenna Shop 

牧志第二公設市場跡地の「にぎわい広場」は、様々なイベ

ントや地域の活動に利用されています 
Nigiwai square on the site of the 2nd Makishi public market is
used for variety of community events and activities. 

テンブス館前広場では様々なイベントが

行われています  
Various events were staged at the square in
front of Tenbusu-kan. 

那覇で製造、販売されている製品を一堂に集めた

「那覇の物産展」 
“Naha Fair” exhibited the local products manufactured
and sold in the City. 

チャレンジショップ 
Challenge Shop(group of individual
shops). 
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那覇の伝統工芸品 Traditional Craftworks of Naha 

 沖縄県には、経済産業大臣指定の伝統工芸品が13品目あります。これは京都府、新潟県に次いで全国で３番目に

多く、このうち那覇市では壺屋焼、琉球漆器、琉球びんがた、首里織の、いずれも琉球王朝時代から受け継がれて

きた4品目が指定を受けています。 
In Okinawa we have 13 items of traditional craftworks designated by the Minister of Economy and Industry. This is next to Kyoto and 

Niigata 3rd in the nation in number. In Naha we have four out of 13 items. They are Tsuboya Pottery, Ryukyu lacquer ware, Ryukyu 

Bingata and Shuri textile, all of which are succeeded from the period of Ryukyu Kingdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

那覇市伝統工芸館 

Naha City Museum of Traditional Arts and Crafts

〒900-0013 那覇市牧志3-2-10（てんぶす那覇２F） 

098(868)7866 開館時間/AM9：00～PM6：00 

（販売場・研修室は～PM8:00）(年末年始は休館)  

3-2-10 Makishi, Naha City 900-0013  
(2F, Tenbusu Naha) Phone: 098-868-7866 
(open 9:00-18:00 . Sales corner and a training 
room open until 20:00. closed in year-end and 
beginning holidays) 

 

壺屋焼 Tsuboya Pottery 

 

琉球びんがた Ryukyu Bingata 

 

琉球漆器Ryukyu Lacquerware 

首里織 Shuri Textile 
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農水産業の振興 Promotion of Agriculture and Fishing Industries 

漁業生産の向上、経営の安定を図るための 

支援、都市型農業の育成、農家の経営の安定 

を図るための支援を行います。 

We will support the fishing industry to stabilize 
its production and management. And also 
support the farmers to further urban agriculture 
and stabilize their management. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

雇用・勤労者対策の充実 Enhancement of Measures for Workers and Employment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

牧志第一公設市場で毎月 18 日に行われている市場

の日イベント 
Makishi first Public Market has monthly “Market Day”
event on every 18th. 
 

テンブス館前広場で行われた農産物フェア 

Farm Products Fair at the Forecourt of Tenbusu Naha

求職中の方を対象に本庁セミナールームで行

われた「すぐに出来る手帳活用術！」講座 
“Tips for Effective Use of Your Day Planner”, a
seminar for job seekers in the seminar room of the
city hall.  
 

就職なんでも相談センターでの就職相談 
Career guidance at the career counseling center 
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港湾・空港の整備 Maintenance of Port and Airport 

那覇港は、わが国の南のゲートウェイとして、ハブ機能を 

                       有する国際流通港湾としての施設整備が必要です。  

那覇軍港の跡利用については、国、県、関係市町村の代表 

者で構成される「跡地対策協議会」を活用し、地権者との合 

                       意形成を図るなかから、その対策に取り組んでいきます。 

Naha Port, as a southernmost gateway of our nation needs the 
renovation of facilities to keep up with the needs as the  
international hub port of distribution. Utilization of facilities of  
Naha Military Port after returned will be discussed at the council  
formeasures on the remains with the representatives from the  
State,Prefecture and related cities authorities to meet the  
consensus With land owners. 

港  

 那覇空港は、沖縄県の表玄関としてばかりでなく、わが 

国の南の玄関口としてアジア・太平洋諸国と結びついてい 

かなければなりません。 

 アジア・太平洋への架け橋となる人的・物的な交流を活 

発に進めるため空港の拡張整備について、県・関係機関と 

連携しながら沖合いへの空港施設の展開に向けて、住民参 

加の手続きを推進し、条件整備に取り組んでいきます。 

Naha Airport is not only a front door of Okinawa Prefecture but 
Also a southernmost front door of our nation open to Asian and 
Pacific nations. In order to facilitate the exchanges in human  
And materials, we will work in commitment of the citizens 
Towards expansion of airport into offing. 
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国際交易都市の形成 Formation of an International Trade City 

世界の人 々
うまんちゅ

がゆきかう交流都市 

Creating an International Crossroad for All 
沖縄の自然と文化は、訪れた人々に元気を与えてくれます。那覇市はこの長所を活かし、世界の人々（うまんち

ゅ）がゆきかう交流都市をつくっていきます。文化交流や学術交流を活発にすすめ、国際貢献にもつとめます。交

流の舞台となる那覇のまちを、個性的で美しく快適な都市空間にしていきます。 
Nature and culture of Okinawa refresh visitors.  City of Naha takes the advantage of value to create an international crossroad for all.  

Promoting the culture and academic exchange vigorously and exerts in international contributions.  The stage of exchange, city of Naha 

will make its city distinctive, beautiful and comfortable urban space. 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

写真に見る「第 3 次那覇市総合計画」（1998 年度～2007 年度）

Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 

 

2002 年（平成 14 年） 

沖映通りに「那覇市観光案内所」を開設 

Naha City Tourist Information Center opened
on Okiei Street. 

 

2003 年（平成 15 年） 

ペリー提督来航 150 周年記念事業として各種

イベントを開催 
Variety of events was held as a part of project to
celebrate 150 years since Commodore Perry’s
arrival on Okinawa. 

 

2003 年（平成 15 年）  

38 年ぶりの闘牛「なは・観光闘牛」が開催  

"Naha Bull Fighting for Tourists" for the 
first time in 38 years
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那覇港は年間 60 隻近くの国際クルーズ船が訪れる国内有数の寄港地です 

     Nearly 60 international cruise ships make a call at Naha port annually. It is one of the major anchorage ports in Japan. 

 

 

 

 
2006 年（平成 17 年） 

「第４回世界のウチナーンチュ大会」に参加し

た海外の那覇市出身者のみなさんと、「那覇市

いちゃりばチョーデー交流パーティー」を開催

Okinawan descent from all over the world
participated in “The 4th Worldwide Uchinanchu
Festival”. In Naha, participants who could trace
their hometown to Naha and their offspring were
invited to the “Ichariba Choudei (Once we meet,
we are family)Party”. 

 

2002 年（平成 14 年） 

那覇軍港で開催された「SAIL KOREA2002  世界

帆船フェスティバル in 沖縄」 
“SAIL KOREA2002 International Sailing Boat Festival
in Okinawa” was held in Naha military port. 
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観光の振興 Promotion of Tourism 

歴史や文化、伝統工芸産業などを観光資源として活用し、音楽、舞踊、空手などの催しやコンベンション（国際

会議・大会）に関連づけた観光開発などを通し、国際観光都市にむけた環境づくりを進めていきます。 

City will work towards the environment for international tourism city by utilize the history, culture and traditional crafts industry as 
resources of tourism and tourism development through music, dance, karate events and international conference.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際通りで、毎週日曜日の正午～午後 6 時に行われてい

る「トランジットモール」。車両通行を規制し、歩行者優

先の人に優しいまち・歩いて楽しいショッピングモールに

変わります。         

那覇市観光案内所  
Naha City Tourist Information Center 

国際通りには修学旅行生をはじめ多くの観光

客が訪れます 
Many tourists visit International Street, including
students from school trip. 

観光案内所には、観光客などが様々な相談に訪れます。 
Tourists come to the tourist information center for travel tips. 

空港キャンペーン（観光週間） 

Airport Campaign (Tourism Week) 

Transit mall project has started on Kokusai street: from noon
to 6 pm every Sunday, the street is closed to cars and turns
into a joyful shopping mall shoppers and pedestrians can
ramble safely. 
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那覇のまつり＆イベント 
         Ｆｅｓｔｉｖａｌｓ ａｎｄ Ｅｖｅｎｔｓ ｏｆ Ｎａｈａ 

Naha Harii (Dragon Boat Racing) 
600年の長い歴史をもつ那覇ハーリー（爬龍船競漕）は、毎年5月のゴールデン・ウィークに行われる伝統行事です。

沖縄に若夏の到来を告げる風物詩として知られています。 
Naha Dragon Boat racing has a 600 years history. We have this traditional event in May3-5 every year. It tells us the advent of Summer. 
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Ｎａｈａ Ｇｒｅａｔ Ｔｕｇ ｏｆ Ｗａｒ/Ｎａｈａ Ｆｅｓｔｉｖａｌ 

 

琉球王朝の慶賀行事として始められた那覇大綱挽は、長い伝統をもつ壮大なイベントです。大綱は天然の材料で作られ

た世界最大の綱として、1995年にギネスブックが認定、記録を更新中。全長200m、直径1m 56cm、総重量43トン。 
Naha Great Tug of War is an event with a long historical background, started 
as a congratulatory event of Ryukyu dynasty.The giant rope was registered in 
the Guinness Book of Records as the biggest rope in the world made of natural  
materials, and is still on the record. It has a total length of 200 meters, a diameter 
of 1.56 meters, and weights 43 tons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Citizens’ Entertainment Traditional Folk Performing Arts Parade / Naha Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

声が轟く、まちが揺れる。

ギネス認定、世界一の大綱。

市民団体や国内外の交流都市などの演舞がメイ

ンストリート国際通りで繰り広げられ、沿道は
数万の人垣で埋まります。 
Citizens groups as well as the delegates from 
sister/friendship cities will dance and entertain people 
crowded in tens of thousand along Kokusai Street 
 

 

那覇大綱製作風景 

Making the rope for “Naha Giant Tag of War” 
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Ten Thousands Eisa-Dance Festival 

那覇のメインストリート国際通りを勇壮な1万人のエイサー行列が練り歩きます。創作エイサーや、にわかエイサー踊り

隊なども登場する、南国らしい熱いイベントです。 
A parade of ten thousands of Eisa dance festival will progress on the Kokusai Street. With participants of original Eisa and impromptu 
Eisa groups, it is a hot event fitting to tropical islands. 
 

 

  

なはが唄う なはが踊る 青年
にーせー

達
たー

の島
しま

心
ぐくる

  
Naha will sing, Naha will dance, Youth’s Hearts of the Island  
 

市内各地の伝統芸能を継承してきた青年会を中心に多彩な 

那覇の芸能が披露される熱気あふれる青年達の祭典です。 
Feverish festival of youth, many traditional performing arts of Naha 
succeeded generations will be performed by local youth association. 

 
 
        

琉球王朝祭り首里 
                       毎年11月3日の文化の日を含む数日間、古都首里のまちは祭り 

一色に染まります。首里城正殿を出発し、首里の町々をまわる 

国王の行幸を再現した古式行列は圧巻です。2007年から名称が 

「首里文化祭化祭」から「琉球王朝祭り首里」に変わりました。 
Every November 3rd the Culture Day, ancient town of Shuri comes alive with 
festival spirit.  Ryukyu Dynasty Parade departs from Shuri Castle and 
parades town of Shuri is magnificent. “Shuri Cultural Festival” became 
“Ryukyu Kingdom Festival in Shuri” in 2007. 
 

 

 

Naha Youth Festival 

Ryukyu Kingdom Festival in Shuri 
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太陽と海とジョガーの祭典 

A Festival of Sun, Sea and Joggers  

ＮＡＨＡ ＭＡＲＡＴＨＯＮ 那覇・ホノルル姉妹都市市民マラソン
Naha・Honolulu Sister City Marathon 

沿道の応援とボランティアの協力が、ＮＡＨＡマラソンを支えます。 
Cheering spectators on the sidelines and volunteers contribute the 
success of Naha Marathon.

第 23 回ＮＡＨＡマラソンは、翁長市長と女優 

の比嘉愛美さんがスターターを務めました。 

Mayor Onaga and actress Aimi Higa called the
start of the race in the 23rd NAHA Marathon. 

「走るあなたが主役です」 You joggers are the star

 

「NAHA マラソン」は、いまや、国内を代表する一大スポーツイベントになりました。那覇市とハワイ州ホノルル市の姉

妹都市締結 25 年を記念して、“太陽と海とジョガーの祭典”がスタートしたのが 1985 年。それから毎年、多くのジョガー

の感動と友情の輪が広がっています。 
Naha marathon has become one of the sports events that represents Our nation. This festival of Sun, Sea and Joggers started in 1985 as a  
commemorative event for 25th anniversary of conclusion of sister cities between Naha City and Honolulu City, Hawaii. Since then the excitement
and friendship among joggers have been expanded 

第23回男子優勝  

末松 隆二 さん 

 （2時間30分55秒） 

Mr. Ryuji Suematsu 
Men’s Winner 
 (2 hrs, 30 min, 55sec) 

第23回女子優勝 （第22回に

続き連続優勝） 

川越真紀子さん 

 （2時間52分26秒） 

Ms. Makiko Kawagoe,  
women’s winner 
 (2 hrs, 52 min. 26sec) 
(She’s been a champion for 

two consecutive years)

招待選手としてアトランタオリンピックで「銅」、シドニー

オリンピックで「銀」と 2 大会連続でメダルを獲得したケニ

ア出身のエリック・ワイナイナ選手が参加。参考記録ながら

2 時間 26 分 40 秒のトップでゴール 
Kenyan marathon runner, Eric Wainaina joined the race as a
guest runner. He won a bronze medal in the 1996 Olympic in
Atlanta, and a silver medal in 2000 Olympic in Sydney. He
finished top in the race with a record of 2hrs, 26min.40sec
(unofficial). 
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7 月 8 日を「なはの日」に July 8 for “Naha Day” 

 

 

 

 

 
 

 

 

A festival of Sun, Sea and Joggers under the subtropical fresh sky 

Y 

 

 joggers, are the leading pa  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

語呂合わせで「なは」と読める７月８日を「なはの日」にしようと、「なはっていいよね！」をキャッ

チフレーズにてんぶす那覇をメーン会場に様々なイベントが行われました。 
With a catch phrase “We love Naha!”, various events were hosted at Tenbusu Naha as a main event venue in a
campaign to dignify July 8th “Naha Day”. It’s a play on words in Japanese, linking 7(Na) and 8 (Ha). 
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行財政基盤、執行体制の強化  
Strengthening of Administrative/Financial Fundamentals and Execution System 
 
                           
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2 次那覇市経営改革アクションプランに基づき、今後の厳しい行財政環境に対応するため、公民の役割分担

の徹底、市民との協働の促進などにより、一段とスリムな市役所をめざし、改革に邁進します。 
Based on the 2nd Naha city Administration Reform Action Plan, we will continue to strive for the reform to be more streamlined to
deal with the severe financial administrative conditions, through the full clarification of public-official role-sharing, and the
promotion of partnership with citizens. 

写真で見る「第 3 次那覇市総合計画」（1998 年度～2007 年度）

Overview of “The 3rd Naha City Comprehensive Plan” (1998 ~ 2007) 

2001 年（平成 13 年）    

戸籍事務がコンピュータ化される  

Computerized family registry paper works 

2002 年（平成 14 年） 

本庁市民課がサービスに関する国際規格

ISO9001 の認証取得 
Citizen's Affairs Division obtained the ISO9001
recognition of services. 

2002 年（平成 14 年） 

経営改革職員フォーラム 
2002 Management Reform Forum for City Employees 

 

2001 年（平成 13 年） 

経営管理局を新設。こども課、ちゃーがんじゅう

課を設置 
Management Control Bureau, Children's
Division, and Chaganju Division were set up. 



        45  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
  

2003 年（平成 15 年） 

那覇市・南風原町・南部離島 6 村による市町村合併

を調査・研究するため「那覇市・南風原町・南部離

島村合併任意協議会」を発足。 
A voluntary council to discuss and research the possible
merger of Naha City, Haebaru-cho, and 6 villages on
southern remote islands 

 

   
2003 年（平成 15 年） 

「新都心銘苅庁舎」を開所。同庁舎内に、 

住民票、戸籍や印鑑証明、税証明などを 

発行する「市民サービスセンター」開設 
Mekaru branch office at Shintoshin opened. 
It has Citizen Service Center to issue  
copies of resident registry, family registry,  
registered seals, and tax documents. 

 

 

 

2005 年（平成 17 年） 

市民説明会「立ち向かう那覇市の行財政運営市民

説明会」開催   
Public meeting to explain how the city deals with
administrative and financial challenges. 

   

2005 年（平成 17 年） 

上下水道局を設置 
Completion of City Water & Sewage  
Bureau Office Building 

 

2006 年（平成 18 年）  

定例記者会見において、翁長市長が新都心地区庁舎

候補地の売却と老朽化した市役所本庁舎の建て替え

を表明  

At the regular news conference Mayor Onaga announced

the city’s plan to sell out the proposed new city hall site

at Shintoshin, and reconstruct the present old building.
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第 4 次那覇市総合計画スタート（2008 年度～2017 年度）     
The 4th Naha City Comprehensive Plan (from 2008 to 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

「未来を考える なは市民会議」から「基本計画市民案」

の翁長市長への報告会が行われました。 
Naha Citizen Council reported Mayor Onaga its “Citizens’
Proposal for the Basic Plan” in the debrief session. 

第 4 次那覇市総合計画の策定を 3 月 26 日の記者会

見で発表 
Completion of the 4th Naha City Comprehensive Plan
was announced at the news conference on March 26. 

那覇市総合計画審議会（会長 富川盛武沖縄国際大学教

授）から翁長市長に、第 4 次那覇市総合計画「基本計画」

の答申が行われました。 
Naha City Comprehensive Plan Council (President:
Moritake Tomikawa, Professor of Okinawa International
University) reported the findings of the “Basic Plan” of the
4th comprehensive plan to the Mayor Onaga. 

 

第 3 次那覇市総合計画が平成 19 年度（2007 年度）で終了。これまでのまちづくりの成果の上に、市民との

協働により、那覇の地域特性を生かした第 4 次総合計画を策定しました。2008 年度からスタートします。 
“The 3rd Naha City Comprehensive Plan” ends in March 2007. Incorporating with the views and opinions of the
citizens, “The 4th Naha City Comprehensive Plan” was drawn up to fully utilize the local characters based on
the past achievements. We launch it in April 2008. 
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２００７メモリー ２００７memory 

読売巨人軍へ「那覇キャンプ」誘致活動を行うことを表明 
Attract Giants to Naha for its training camp 
 
 

 

 

 

 

 

集中豪雨のため那覇市内の安里・牧志と長田 2 丁目周辺でも被害が発生 
Heavy rain affected Asato, Makishi, and Nagata 2-chome in the city. 
 
 
 

 

 

 

 

 

中華航空機が那覇空港で爆発炎上 
China Airlines passenger plane caught fire and exploded at Naha Airport. 

 
 

 

 

 

 

 

 
奥武山野球場他施設工事安全祈願祭 
Ground-breaking ceremony at the new Onoyama baseball stadium construction site  
  
 

 

 

 

          

読売巨人軍「那覇キャンプ」の誘致活動を行うこ

とを定例記者会見で発表。3 月 23 日に市長が読

売巨人軍へ正式に要請文書を手渡しました。  
It was announced that the city will start a campaign
to attract Yomiuri Giants, a national professional
baseball team to Naha for its off-season training
camp. The Mayor officially handed the team a
solicitation document on March 23. 

8 月 11 日に大雨のため県内各地で冠水や土砂崩れなど

の被害が発生。那覇市内でも長田 2 丁目周辺の避難勧

告・指示。安里と牧志での安里川の氾濫により、多くの

床上・床下浸水の被害が出ました。 
The heavy rains on August 11 caused floods and landslides
across the prefecture. In Naha city, evacuation advisory was
announced to the residents of Nagata 2-chome, and
numerous houses in Asato and Makishi were immersed
above and below floor level due to the flood of Asato river. 

8 月 20 日中華航空機ボーイイング 737 型機が那覇

空港で着陸後エンジン部から出火炎上 。乗員乗客

については脱出シューターにより無事全員避難し

ました。         
On August 20, China Airlines Boeing 737-800 aircraft
caught fire and exploded after landing at Naha Airport.
None of the passengers and crew members was injured
because they left the aircraft safely through emergency
slide before the fire broke out. 

11 月 6 日に奥武山野球場その他施設工事の安全祈

願祭 が行われました。新球場は平成 22 年度に完成

する予定で、野球以外にもイベントや祭りなど、多

目的に利用されることが期待されています。 
The ceremony to wish for the safe construction work
took place on November 6. The new multi purpose
baseball stadium will be completed in 2010, expected
for events and festivals not only for baseball games. 
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行 政 City Administration 

自治体の個性と力量が大きく問われる時代です。新たな政策課題に迅速・的確に対処するため、さらなる意識改革を図

るなかで、市民との協働で、県都のまちづくりを強力に進めていきます。 
This is a time that the individuality and strength of municipal corporation will be most sought for. In order to quickly and properly provide measures for new 

political problems, we will try for reformation of consciousness and work towards the creation of prefectural capital city in collaboration with the citizens. 

 

 

  

 

市 長 Mayor 

 

翁長 雄志 ONAGA Takeshi 

 

 

 

 

 

副市長 當銘 芳二             副市長 與儀 弘子 

Deputy Mayor TOUME Yoshiji                  Deputy Mayor YOGI Hiroko         

                      
（平成２０年3月現在）(�as of March 2008) 

平成19年度那覇市政功労者（敬称略） 

 

島袋常明 

渡久山 千代 

真栄田 世行 

外間正男 

具志孝助 

野村 ハツ子 

金城一史 

宮里義弘 
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市議会 City Assembly 

市民を代表して、市政を進める上での那覇市の意思を決定したり、市政が正しく運営されているかを厳しくチェックし

ます。 
As representatives of the citizens we will make the decisions to process the policy of the city and severely check if the administrative operations are 

properly executed. 

 

      

 

 

 

 

 

市議会議員          

議

席 

氏名 会派 常任委員会  

議

席 

氏名 会派 常任委員会

議

席

氏名 会派 常任委員会

1 糸 数 昌 洋 公明党 建設  16 渡久地  修 日本共産党 総務 31 座 覇 政 為 そうぞう 厚生経済 

2 大 浜 美早江 公明党 教育福祉  17 松 田 義 之 公明党 厚生経済 32 仲 村 家 治 自民・無所属連合 総務 

3 桑 江    豊 公明党 厚生経済  18 安慶田 光 男 自民・無所属連合 教育福祉 33 渡久地 政 作 自民・無所属連合 総務 

4 平 良 識 子 社社連合 厚生経済  19 松 川   靖 自民・無所属連合 厚生経済 34 屋 良 栄 作 自民・無所属連合 総務 

5 多和田 栄 子 社社連合 教育福祉  20 高 良 正 幸 自民・無所属連合 教育福祉 35 山 川 典 二 自民・無所属連合 建設 

6 比 嘉 瑞 己 日本共産党 総務  21 上 里 直 司 民主クラブ 建設 36 知 念   博 自民・無所属連合 総務 

7 我如古 一 郎 日本共産党 建設  22 玉 城   彰 民主クラブ 教育福祉 37 久 高 友 弘 自由民主党・市民の会 建設 

8 湧 川 朝 渉 日本共産党 教育福祉  23 宮 國 恵 徳 そうぞう 建設 38 亀 島 賢 優 自民・無所属連合 厚生経済 

9 喜舎場 盛 三 公明党 総務  24 玉 城 仁 章 そうぞう 総務 39 金 城   徹 自民・無所属連合 建設 

10 翁 長 俊 英 公明党 建設  25 欠 員   40 久 高 将 光 自民・無所属連合 建設 

11 大 浜 安 史 公明党 教育福祉  26 與 儀 實 司 自民・無所属連合 教育福祉 41 永 山 盛 廣 自民・無所属連合 教育福祉 

12 比 嘉 憲次郎 社社連合 建設  27 瀬 長   清 自民・無所属連合 建設 42 大 城 春 吉 自民・無所属連合 厚生経済 

13 崎 山 嗣 幸 社社連合 総務  28 宮 里 光 雄 自民・無所属連合 厚生経済 43 唐 真 弘 安 自由民主党・市民の会 厚生経済 

14 古 堅 茂 治 日本共産党 教育福祉  29 山 内 盛 三 自民・無所属連合 総務 44 洲 鎌   忠 自由民主党・市民の会 教育福祉 

15 大 城 朝 助 日本共産党 厚生経済  30 与 儀 清 春 自由民主党・市民の会 総務    

◎任期 平成17年8月4日～平成21年8月3日 ◎議員定数44人（平成14年12月26日制定）(平成18年5月29日改正により次の一般選挙からは40人） 

議 長 Chairman 

安慶田 光男 
AGEDA  Mitsuo 
 

副議長 Deputy chairm 

崎山 嗣幸 

SAKIYAMA Shikou 

 
 

※平成 20 年 3 月現在(※as of March 2008) 



市民の生活 Ｌｉｆｅ　ｏｆ　Ｃｉｔｉｚｅｎｓ

　注：市民の生活は特にことわりのないものは、平成18年（1月～12月）の値です。

　注：「人口密度」　「1世帯あたりの人員」は、平成19年3月末現在で外国人を含みます。

　注：「医療施設数」　「病床数」は、平成17年10月1日現在。人口は、平成17年9月末現在です。

  注：「消防職員数」　「市職員数」は、平成19年4月1日現在。人口は、平成19年3月末現在です。
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人 口 密 度 1世帯あたりの人員 小売業の年間販売額
1商店あたり

公 園 面 積

（1㎞
2
あたり）

39.23㎞
2
（推定面積）

8,027.5人 2.4人

（平成16年6月1日現在）

6,649万円 5.47㎡

（市民1人あたり）
（平成19年4月1日現在）

下水道普及率 1ヶ月間平均消費支出額
1世帯あたり（全世帯）

登録・届出保有自動車数

（乗用自動車1世帯あたり）
（平成17年度）

市 民 所 得

（市民1人あたり）
（平成16年度）

（平成18年度）

88.6％ 211,869円 0.91台 1,956千円

医療施設数 病　床　数 教員1人あたり 進　学　率

（病院･診療所･歯科診療所）

447ヶ所
(市民704人に1ヶ所）

4,154床
(市民79人に1床）

小学生→20.4人
中学生→16.1人

高校進学率

　→93.6％
大学進学率

　→43.2％

消防職員1人あたり 市職員1人あたり 平成18年度歳出決算額 市　　税

（平成19年4月1日現在）

市民1,162人

（平成19年4月1日現在）

市民119人

（一般会計）
（市民１人あたり）

313,139円

（市民1人あたり）

115,772円

（平成19年5月1日現在） （平成19年5月1日現在）



那覇市の一日 Ａ　ｄａｙ　ｏｆ　Ｎａｈａ　Ｃｉｔｙ

　注：那覇市の一日は、年間・年度間を365日で割ったものです。特にことわりのないものは、平成18年(1月～12月）の値です。

  注：「図書館貸出冊数」は、開館日数（280日）で算出しています。

　             -51-

出　　産 死　　亡 結　　婚 離　　婚

（外国人動態を含む）

9.7人 5.9人 6.4件 2.4件

転　　入 転　　出 電　　気

（平成18年度）

都 市 ガ ス

（外国人動態を含む）

48.4人 49.0人 4,571千KWH 45.5千ｍ３

水道供給量1人あたり 交通法令違反
取締り状況

市 立 病 院
夜間救急受診状況

那覇空港乗降客

（平成18年度）

346㍑ 70.4件 129.1人
乗客 19,112人
降客 19,147人

市内バス利用者 ご　　み し　　尿 火　　災

（平成18年度）

14,507人

（平成18年度）

286㌧

（平成18年度）

22,368㍑ 0.29件

（外国人動態を含む）

（外国人動態を含む）

（那覇署管内） （平成18年度）

交 通 事 故

5.5件

救急車出動数

37.4件

刑 法 犯 罪

認知件数→14.7件
検挙件数→  5.9件

市立図書館貸出冊数

（平成18年度）

3,613冊
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   市木・市花・市花木 City Tree, City Flowering Tree, City Flower 

市 木 City Tree フクギ Fukugi (Garcinia subelliptica) 

幸福や繁栄をもたらすとされる常緑高木。 

防風・防火林として植栽され、樹液は古く 

から染料として利用されています。濃緑色 

の葉が対になって密生し、沖縄の亜熱帯的 

景観とよく調和します。 

An evergreen high tree said to bring happiness and 
prosperity. Planted for protection from typhoon and 
ire. Resin has been used as colorant for 
generations. A caespitose plant with dark green 
leaves match well with the subtropical background 
view of Okinawa. 

 

市 花 City Flower ブーゲンビレア Bougainvillea 

ブラジル原産の蔓性低木。沖縄では一年を通し 

て開花し、色は赤、ピンク、黄色、混色と多彩。 

土壌適応性が広くて乾燥にも強く、鉢植えや生 

垣、門柱アーチなどに広く利用されています。 

A winder originated in Brazil. Blooms throughout the 
year in Okinawa and has various colored flowers 
such as red, pink, yellow and mixed. Soil adaptation 
is wide and will grow in dry land. Planted in pots and 
hedges and will be utilized to form a gate arch. 

 

市 花 木 City Flowering Tree ホウオウボク Hooboku (Royal poinciana) 

                          

 

 

 

 

 

 

花が中国の伝説の鳥、鳳凰に似ているため 

名付けられたマダガスカル原産の花木。花 

の色は赤とオレンジがあり、梅雨明けから 

10月頃までに開花。堂々とした樹冠は涼し 

い木陰をつくります。 

A blooming tree named after its flowers like a 
legendary Chinese Phoenix. Originated in 
Madagascar. Red or orange colored flowers will 
bloom from the end of rainy season to October, 
providing a cool shade from the hot sunlight. 
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市 章 City Emblem 

  ナハの字を円形に図案化し、無限に膨張発展して 

いく那覇市の姿を表しています。市制が施行され 

た大正10年（1921年）に制定されました。 

Katakana characters of Naha are designed in a round shape 
    and express its figure to expand limitless. This emblem is  

establishedin 1921 when Naha City was transferred into a 
municipal organization system. 

 

市 民 憲 章 City Chater 

私たちは那覇市民であることに誇りをもち、        We, the citizens of Naha City, take pride in our 

みんなで明るく住みよいまちをつくるため、        city and Shall aim to carry out the following to 

すすんでつぎのことを守りましょう。            create a city pleasant to live in. 

１ 私たちはまちを美しくしましょう     Let’s keep our city clean. 

１ 私たちは公共物を大切にしましょう    Let’s value public resources. 

１ 私たちは時間を守りましょう       Let’s be punctual. 

１ 私たちは交通道徳を重んじましょう    Let’s obey traffic rules 

１ 私たちは誰にも親切にしましょう     Let’s be kind to each other 

 

市 歌 City Song 

 

 

 

 

 

 
 

作詞 安藤佳翠 作曲 宮良長包 

１ あけぼの清き 南
みんなみ

の 

  港にぎわう 百
もも

舟
ふね

や 

  まちはいらかの 数増して 

  弥栄
いやさか

えゆく わが那覇市 

２ みどりも深き 奥
おお

武山
の や ま

  

  めぐる入り江の 水なごみ 

  清き心に 諸人
もろびと

の 

  むつみしたしむ わが那覇市 

３ ゆかりも古き 波 上
なみのうえ

  

  あおぐ誠を 捧げもて 

  理想の自治に 進まなん 

  希望
の ぞ み

かがやく わが那覇市 
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（※平成20年度から地方独立法人化しました。）
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ク リー ン推 進課
ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン 推 進 室

子育て応援課

文化振興課
歴史博物館

こ ど も 政 策 課

市 民 課

健康福祉部

こどもみらい部

福祉政策課

こどもみらい課

福祉相談医療対策

地域包括支援セン
障害福祉課
保 護 課

環 境 部

雇 用 対 策 室

花とみどり課
建築工事課

商工振興課

経済観光部
なはの街活性化室

観 光 課

労働農水課

當

銘

副

市

長

財 政 課

企画財務部

建築指導課

情報政策課

都市計画部

都市計画課

税 制 課
市 民 税 課

新庁舎建設室

●●●● 市市市市 長長長長 事事事事 務務務務 部部部部 局局局局

総 務 課
総 務 部

秘書広報課
平和交流・男女参画室

那覇軍港総合対策

那覇市の組織機構（平成20年度）

資 産 税 課
納 税 課

市街地整備課

都市デザイン室

管 財 課

経営企画室

市民防災室
人 事 課

土地開発公社健全化推進室

契約検査室
区画整理課

建設企画課

建設管理部

市 長

都市施設管理
セ ン タ ー

公園管理室
道路管理室

土木管理事務所
市営住宅室

道路建設課

市民協働推進課

市民文化部 首 里 支 所
小 禄 支 所

市民生活相談室

会計管理者

健 康 保 険 局

出 納 室

環境保全課

真和市支所
與
儀
副
市
長

環境政策課

ちゃーがんじゅう

国保・後期高齢医療
特定検診課

健康推進課

●●●● 教教教教 育育育育 委委委委 員員員員 会会会会
総 務 課
生涯学習課
市民スポーツ課

生涯学習部 文 化 財 課
施設管理課
公 民 館
図 書 館
壺屋焼物博物館

教 育 長
教育研究所
総合青少年課
学校教育課
学 務 課

学校教育部 学校給食室
教育研究所
学校給食センター
幼 稚 園
小 学 校
中 学 校

●●●● 委委委委員員員員会会会会等等等等
選挙管理委員会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

公 平 委 員 会 事 務 局

農 業 委 員 会 事 務 局

●●●● 消消消消 防防防防 本本本本 部部部部
総 務 課
予 防 課
警 防 課

消 防 長 救 急 課
指令情報課
西 消 防 署
中 央 消 防 署

●●●● 上上上上 下下下下 水水水水 道道道道 局局局局
総 務 課
企画経営課

上下水道事業管理者
上下水道部 契約検査課

上下水道局長
管 理 課

工 務 課
下 水 道 課
給排水設備課

財 政 課
料 金 課

調 査 課

平成20年４月１日現在

●●●●地地地地方方方方独独独独立立立立行行行行政政政政法法法法人人人人 那那那那覇覇覇覇市市市市立立立立病病病病院院院院

●●●● 市市市市 議議議議 会会会会
庶 務 課

議 長 副 議 長 議 会 事 務 局 議 事 課

配 水 課

内 科
小 児 科
精 神 科
病 理 科
外 科
整 形 外 科
脳神経外科
産 婦 人 科

診 療 部 耳鼻いんこう科
眼 科
麻 酔 科
泌 尿 器 科
皮 膚 科
リハビリテーション科
放 射 線 科
歯 科
救 急 科

検 査 室理事長（院長） 放 射 線 室
薬 剤 室

診療支援部 リハビリテーション室
栄 養 室
診療情報管理室
医療情報室
総合相談センター

看 護 部

経営企画室

事 務 局 総 務 課
医 事 課
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                    位置位置位置位置とととと市域市域市域市域    
● 位置と市域 
   沖縄県総面積 2,274.59 ㎢ 
   那覇市面積    39.23 ㎢ 

※豊見城市と按分した推計面積 

              

      
  

那覇市の位置 
（市役所の位置） 
北緯  26°12′44″ 
東経 127°40′44″ 



市域面積 39.23 平成19年10月1日現在 豊見城市と按分した推計面積

世帯数 122,613 世帯

人口 312,393 人

人口密度 8,001.9 人 平成17年国勢調査推計の面積（39.04㎢）

昼間人口 345,577 人

常住人口 312,293 人

人口集中地区面積 36.93 ㎢

人口集中地区人口 308,007 人

第1次産業従業者数 842 人

第2次産業従業者数 14,486 人

第3次産業従業者数 105,316 人

130,053 世帯

314,549 人

42,580 世帯

93,918 人

43,079 世帯

104,849 人

21,818 世帯

58,094 人

22,576 世帯

57,688 人

外国人登録数 1,296 世帯　2,119 人

転入者数 17,501 人

転出者数 18,624 人

出生数 3,390 人

死亡数 2,181 人

婚姻届件数 2,234 件

離婚届件数 906 件

事業所数 17,578 事業所

従業者数 125,559　人

事業所数（製造業） 157　事業所

従業者数（製造業） 2,353 人

製造品出荷額等 3,812,185 万円

農家数 180　戸

農家世帯員数 457　人

農業従事者数 292　人

経営耕地面積（販売農家） 4,948　ａ

商店数 5,412　店

卸売業 1,080　店

小売業 4,332　店

従業者数 32,205　人

卸売業 10,063　人

小売業 22,142　人

年間商品販売額 865,590　百万円

卸売業 577,535  百万円

小売業 288,056  百万円

住宅総数（居住世帯なしを除く） 118,620　戸

持ち家 48,670　戸

借家 68,530　戸

建物総数 55,486　棟 平成19年1月1日現在 固定資産概要調査書

内
訳

内
訳

平成15年10月1日現在内
訳

内
訳

‐57‐

数 備　　　　考期 間 ・ 時 点

首里支所

統計から見た那覇市

国
　
勢
　
調
　
査

項　　　　　目

住
民
基
本
台
帳

総数

本庁

真和志支所

小禄支所

工業統計調査
(従業者4人以上の事業所）

2005年農林業センサス

住宅・土地統計調査

商業統計調査（簡易調査）

平成18 年12 月末現在

外国人動態を含む

外国人動態を含まない

事業所・企業統計調査
（簡易調査、民営のみ）

平成17年10月1日現在

平成17年国勢調査

平成17年国勢調査

外国人を含まない

平 成 19 年 （ 年 間 ）

平 成 19 年 （ 年 間 ）

平成16年10月1日現在

平成16年6月1日現在

平成16年12月1日現在

平成19年12月末現在



都市公園数 163　園

都市公園面積 172.11  ha

市営住宅管理戸数 6,329  戸 平成18 年度末現在

電灯使用電力量  716,753,991KWH

電力使用電力量  951,797,686KWH

都市ガス需要量 16,606,492　㎥ 平 成 18 年 （ 年 間 ）

水道配水量 39,783,531　㎥ 平成18年度（年度間）

下水道普及率（人口） 88.5　％ 平成 18 年度末現在

1人あたり市民所得 1,956　千円 平 成 16 年 度

消費者物価指数（総合） 99.8

消費者物価指数（食料） 99.3

消費者物価指数（住居） 100.2

消費者物価指数（光熱水道） 103.5

1世帯あたり消費支出（月平均） 211,869　円 家計調査(全世帯）

1世帯あたり消費支出（月平均） 228,745　円 家計調査（勤労者世帯）

国民年金被保険者数 91,749　人 平成 18 年度末現在

国民健康保険加入者世帯数 64,607 世帯

国民健康保険被保険者数 129,811　人

病院数 20 ヵ所

診療所数 255 ヵ所

歯科診療所数 172 ヵ所

病床数 4,154　床

公害苦情件数 75　件

ごみ収集量 104,572　トン

し尿処理量 8,164　ＫＬ

交通事故件数 2,004　件

救急車出動件数 13,691　回

火災件数 106　件

NTT加入件数 104,458　件 平成 18 年度末現在

保育所数・園児数 65園　   6,306人 平成19年4月1日現在

総数　43園／3,178人

市立　36園／2,429人

私立　 7園／   749人

小学校数・児童数 36校　21,100人

総数　20校 　／11,208人 学校基本調査

市立　18校※／  9,901人 　（※若夏分校を含む）

私立　 2校 　／  1,307人

高校進学率 93.6％

大学・短大進学率 43.2％

市立図書館蔵書冊数 562,646　冊 平成 18 年度末現在

選挙人名簿登録者数 243,453　人 平成19年9月2日現在

歳入決算額（一般会計） 101,039,122  千円

歳出決算額（一般会計） 98,613,701　千円

歳入決算額(特別会計） 　77,634,688  千円

歳出決算額（特別会計） 　76,724,792  千円

市税収入済額 36,458,967  千円

国民健康保険税調定額 7,734,977　千円

市職員数 2,915　人 平成19年4月1日現在

期 間 ・ 時 点 備　　　　考

平成17年＝100

項　　　　　目 数

‐58‐

幼稚園数・園児数

中学校数・生徒数

平 成 18 年 度 平 均

平成17年10月1日現在

平成18年度（年度間）

平 成 18 年 度

平成19年5月1日現在

平 成 18 年 平 均

平 成 18 年 平 均
（二人以上の農林漁家
世 帯 を 含 む ）

平 成 18 年 （ 年 間 ）

平成19年4月1日現在

平成18年度（年度間）



【【【【国勢調査人口国勢調査人口国勢調査人口国勢調査人口のののの推移推移推移推移】】】】

グラフで見る那覇市

【【【【自然動態自然動態自然動態自然動態】】】】（外国人を含む）
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295,006295,006295,006295,006 295,778295,778295,778295,778
303,674303,674303,674303,674 304,836304,836304,836304,836 301,890301,890301,890301,890 301,032301,032301,032301,032

122,613122,613122,613122,613
111,788111,788111,788111,788

70,21370,21370,21370,213
79,15079,15079,15079,150

86,89186,89186,89186,891
93,19993,19993,19993,199 99,84699,84699,84699,846

104,530104,530104,530104,530

312,393312,393312,393312,393

276,380276,380276,380276,380

7.57.57.57.5

0.40.40.40.4

-1.0-1.0-1.0-1.0

-0.3-0.3-0.3-0.3

3.83.83.83.8

0.30.30.30.3

2.72.72.72.7

6.76.76.76.7

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

昭和45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 17年
-2

0

2

4

6

8
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人口増加率人口増加率人口増加率人口増加率

％人

人 口人 口人 口人 口

世帯数世帯数世帯数世帯数

2,1532,1532,1532,153

2,1812,1812,1812,181

2,0692,0692,0692,069

1,9181,9181,9181,918

1,8761,8761,8761,876

1,8481,8481,8481,848

3,3903,3903,3903,390

3,5373,5373,5373,537

3,4423,4423,4423,442

3,3903,3903,3903,390

3,2743,2743,2743,274

3,5093,5093,5093,509

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

19年

18年

17年

16年

15年

平成14年

人

出生出生出生出生

死亡死亡死亡死亡
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【【【【人口人口人口人口のののの年齢別構造年齢別構造年齢別構造年齢別構造】】】】（平成19年12月末現在）

75　～　79

100歳以上

95　～　99

【人口人口人口人口ピラミッドピラミッドピラミッドピラミッド】（平成19年12月末現在）

40　～　44

50　～　54

90　～　94

85　～　89

45　～　49

55　～　59

80　～　84

70　～　74

65　～　69

60　～　64

35　～　39

30　～　34

0　～　4

5　～　9

15　～　19

10　～　14

25　～　29

20　～　24

1,0003,000

男

2,000 2,000 3,000

女

1,000

単位：人

生産年齢
人　口

102,529人
67.6%

老齢人口
22,162人
14.6%

年少人口
26,996人
17.8%

男男男男　　　　151151151151,,,,687687687687人人人人

年少人口
25,773人
15.8%

老齢人口
32,094人
19.7%

生産年齢
人　口

104,995人
64.5%

女女女女　　　　162162162162,,,,862862862862人人人人

年少人口（0-14歳）　　生産年齢人口（15-64歳）　　老齢人口（65歳以上）



【【【【都市計画地域都市計画地域都市計画地域都市計画地域】】】】(平成19年4月現在）

【【【【気象気象気象気象】】】】（平成18年）
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191.5191.5191.5191.5

101.5101.5101.5101.5

113.0113.0113.0113.0

305.0305.0305.0305.0

333.5333.5333.5333.5

333.5333.5333.5333.5

114.0114.0114.0114.0

142.0142.0142.0142.0

135.5135.5135.5135.5

39.039.039.039.0

116.5116.5116.5116.5

143.0143.0143.0143.0

32.932.932.932.9

26.026.026.026.0

33.433.433.433.4

25.425.425.425.4 25.325.325.325.3 24.824.824.824.8

27.927.927.927.9

30.930.930.930.9

33.233.233.233.2

35.035.035.035.0

32.032.032.032.0

28.028.028.028.0

26.826.826.826.8

29.129.129.129.1 29.229.229.229.2
27.827.827.827.8

26.126.126.126.1
22.922.922.922.9

19.719.719.719.7

17.917.917.917.9
18.118.118.118.1 18.418.418.418.4

21.221.221.221.2

24.824.824.824.8

11.611.611.611.6

22.022.022.022.0

23.723.723.723.724.724.724.724.7

14.414.414.414.4

20.620.620.620.6

10.210.210.210.2
11.411.411.411.4

15.115.115.115.1
18.918.918.918.9

20.120.120.120.1 17.617.617.617.6
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降水量 最高気温 平均気温 最低気温

℃

市街化
調整区域
652.3ha
（16.8%）

市街化区域
3,237.4ha
（83.2%）

商業地域
421.2ha(13.0%)

第一種
住居地域

366.8ha(11.3%)

工業地域
31.4ha(1.0%)

工業専用地域
0ha(0%)

準工業地域
175.5ha(5.4%)

近隣商業地域
136.4ha(4.2%)

準住居地域
129.0ha(4.0%)

第二種
住居地域

156.9ha(4.8%)

第二種中高層
住居専用地域
155.9ha(4.8%)

第二種低層
住居専用地域
57.1ha(1.8%)

第一種低層
住宅専用地域
973.1ha(30.1%)

第一種中高層
住宅専用地域
634.1ha(19.6%)

市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域　　　　3333,,,,237237237237....4444hahahaha
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12月

11月

10月

9月

7月

8月

3月

4月

5月

6月

【【【【那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの旅客数旅客数旅客数旅客数とととと貨物量貨物量貨物量貨物量】】】】（平成18年）

【【【【事業所企業統計調査事業所企業統計調査事業所企業統計調査事業所企業統計調査・・・・民営事業所民営事業所民営事業所民営事業所】】】】（簡易調査、平成16年6月1日現在）

1月

2月

4,159,463

5,061,616

5,238,637

5,951,058

7,581,126

6,816,254

6,250,358

5,235,862

5,734,111

4,509,981

5,122,720

7,389,825

9,533,156

9,478,241

8,175,124

8,816,818

8,956,605

9,333,711

9,372,239

9,548,009

11,597,759

7,889,472

7,623,835

9,566,085

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

18,987,584

14,670,729

13,882,220

14,018,221

15,300,196

14,052,680

14,425,482

16,294,495

  17,114,282

13,840,530

12,862,472

積荷 卸荷

単位：㎏

13,493,174

569,242

609,366

637,448

600,482

692,161

577,697

502,656

529,768

558,094

664,429

527,695

519,790534,084

522,395

662,285

556,529

542,440

489,989

570,213

549,340

608,633

634,402

608,621

696,960

0300,000600,000900,0001,200,0001,500,000

事業所数事業所数事業所数事業所数　　　　17171717,,,,578578578578ヵヵヵヵ所所所所

複合サービス
事業

38ヶ所
0.2%

教育、学習支
援業

756ヶ所
4.3%

医療､福祉
778ヶ所

4.4%

サービス業※
3,165ヶ所
18.0%

飲食店、宿泊
業

3,422ヶ所
19.5%

電気・ガス・熱
供給・水道業

6ヵ所
0.0%

情報通信業
235ヵ所
1.3%

農林漁業
1ヵ所
0.0%

不動産業
1,925ヵ所
11.0%

運輸業
279ヵ所
1.6%

鉱業
2ヵ所
0.0%

建設業
798ヵ所

4.5%

金融・保険業
334ヶ所
1.9％

卸売・小売業
5,432ヵ所

30.9%

製造業
407ヵ所

2.3%

※サービス業は他に分類されないものである。

従業者数従業者数従業者数従業者数　　　　125125125125,,,,559559559559人人人人

複合サービス
事業
509人
0.4%

飲食店、宿泊
業

18,680人
14.9%

サービス業※
22,005人
17.5%

教育、学習支
援業

4,621人
3.7%

医療､福祉
9,625人

7.7%

不動産業
4,616人

3.7%

運輸業
8,433人

6.7%

金融・保険業
5,786人

4.6%

卸売・小売業
33,035人
26.3％

情報通信業
6,188人

4.9%

製造業
3,342人

2.7%
電気・ガス・熱
供給・水道業

284人
0.2%

建設業
8,424人

6.7%

農林漁業
4人
　0.0%

鉱業
7人
0.0%

1,072,208

1,114,,623

1,053,874

1,326,714

1,050,090

1,118,582

1,217,999

1,271,850

1,209,103

1,389,121

1,147,910

992,645

乗客 降客

単位：人



【【【【1111世帯世帯世帯世帯あたりあたりあたりあたり1111ヶヶヶヶ月間月間月間月間のののの消費支出割合消費支出割合消費支出割合消費支出割合】】】】（平成18年）二人以上の農林漁家世帯を含む

【【【【消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数】】】】
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100.7100.7100.7100.7 100.8100.8100.8100.8

100100100100

99.899.899.899.8

101.0101.0101.0101.0

102.2102.2102.2102.2

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

平成13年 14年 15年 16年 17年 18年

平成17年＝100

食料
52,166円

24.6%

住居
22,338円
10.5%

光熱・水道
19,865円

9.4%
家具・家事

用品
6,596円

3.1%

被服及び
履物

7,080円
3.3%

保健医療
9,280円

4.4%

交通・通信
26,389円
12.5%

教育
8,404円

4.0%

教養娯楽
17,371円

8.2%

その他
42,379円

20.0%

全全全全　　　　世世世世　　　　帯帯帯帯
211211211211,,,,869869869869円円円円

食料
　2,812円

住居
2,090円

交通・通信
1,279円

被服・履物
362円 教養娯楽

864円

家具・家事
用品
312円

光熱・水道
869円

保健医療
424円

諸雑費
   548円

ウェイトウェイトウェイトウェイト＝＝＝＝10101010,,,,000000000000円円円円

教育
440
円

その他
46,932円

20.5%

教養娯楽
17,295円

7.6%

教育
12,473円

5.5%

交通・通信
31,243円
13.7% 保健医療

7,154円
3.1%

家具・家事
用品

6,834円
3.0%

被服及び
履物

8,522円
3.7%

住居
26,535円
11.6%

食料
51,996円

22.7%

光熱・水道
19,762円

8.6%

勤労者世帯勤労者世帯勤労者世帯勤労者世帯
228228228228,,,,745745745745円円円円



【【【【自動車保有台数自動車保有台数自動車保有台数自動車保有台数】】】】

【【【【生活保護生活保護生活保護生活保護のののの状況状況状況状況】】】】

‐64‐

53,70053,70053,70053,700

52,88952,88952,88952,889

52,02252,02252,02252,022

50,53550,53550,53550,535

49,29249,29249,29249,292

23,44623,44623,44623,446

23,52823,52823,52823,528

23,57723,57723,57723,577

23,83323,83323,83323,833

24,30324,30324,30324,303

116,699116,699116,699116,699

112,349112,349112,349112,349

109,298109,298109,298109,298

106,862106,862106,862106,862

103,044103,044103,044103,044

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

17年

16年

15年

14年

平成13年

その他

貨物自動車

7,1917,1917,1917,191 7,2477,2477,2477,247

7,7177,7177,7177,717
7,4207,4207,4207,420

8,4848,4848,4848,484

4,6444,6444,6444,644

5,5715,5715,5715,571

4,7314,7314,7314,7314,6074,6074,6074,607
5,0765,0765,0765,076

24.6724.6724.6724.67

27.0227.0227.0227.02

23.4123.4123.4123.41

24.34%24.34%24.34%24.34%

23.4223.4223.4223.42

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

人員人員人員人員

被保護世帯被保護世帯被保護世帯被保護世帯

保護率保護率保護率保護率

人 ‰

乗用自動車

台
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【夜間救急受診状況】

他科目
1,172人

2.5%
内科

15,118人
32.1%

小児科
21,804人

46.3%

外科・整形
9,043人
19.2%

那覇市立病院
平成18年度　科目別　47,137　人

【【【【死因別死亡者数死因別死亡者数死因別死亡者数死因別死亡者数】】】】
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感
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及
び
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老
衰

不
慮

の
事
故

そ
の
他

人

男 女

平成17年

【医療施設数】
（平成１7年10月1日現在）

診療所
255ヵ所

57%

歯  科  診
療所

172ヵ所
38.5%

病院
20ヵ所
4.5%



【【【【月別火災件数月別火災件数月別火災件数月別火災件数】】】】（平成18年　106件）

【【【【救急活動状況救急活動状況救急活動状況救急活動状況】】】】（平成18年　13,647件）
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0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

その他
1,259件
（9.23%）

急病
8,668件
（63.52%）

自損行為
301件
（2.21%）

火災事故
98件

（0.72%）

自然災害
0件

（0.00%）
交通事故
1,325件
（9.71%）

加害
159件
（1.17%）

一般負傷
1,715件
（12.57%）

運動競技
55件

（0.40%）

労働災害
49件

（0.36%）

水難事故
18件

（0.13%）

1月
（14件）

2月
（10件）

3月
（3件）

4月
（8件）

5月
（9件）

6月
（4件）

7月
（6件）

8月
（7件）

9月
（14件）

10月
（7件）

11月
（17件）

12月
（7件）
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【【【【入域観光客数及入域観光客数及入域観光客数及入域観光客数及びびびび観光収入観光収入観光収入観光収入のののの推移推移推移推移】】】】

【【【【航路別県外観光客数航路別県外観光客数航路別県外観光客数航路別県外観光客数のののの構成比構成比構成比構成比】】】】（平成18年度　県外観光客数　5,434,700人）

5,019,1005,019,1005,019,1005,019,100

3,986,2003,986,2003,986,2003,986,200

4,388,9004,388,9004,388,9004,388,900

4,653,3594,653,3594,653,3594,653,359
4,687,2004,687,2004,687,2004,687,200

5,337,9005,337,9005,337,9005,337,900

191,400191,400191,400191,400 180,300180,300180,300180,300 100,100100,100100,100100,100 129,500129,500129,500129,500 136,500136,500136,500136,500 96,80096,80096,80096,800

273,480273,480273,480273,480

310,706310,706310,706310,706

359,124359,124359,124359,124

380,869380,869380,869380,869

303,451303,451303,451303,451

249,720249,720249,720249,720

0
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5500

平成13年 14年 15年 16年 17年 18年度

万人

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

百万円

外国外国外国外国

観光収入観光収入観光収入観光収入

県外県外県外県外

　　　　東京東京東京東京　　　　　　　　2222,,,,487487487487,,,,800800800800人人人人
　（　（　（　（45454545....8888％）％）％）％）

　　　　名古屋名古屋名古屋名古屋　　　　　　　　472472472472,,,,900900900900人人人人
　（　（　（　（8888....7777％）％）％）％）

　　　　阪神阪神阪神阪神　　　　　　　　999999999999,,,,600600600600人人人人
　（　（　（　（18181818....4444％）％）％）％）

　　　　鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島　　　　　　　　150150150150,,,,800800800800人人人人
　（　（　（　（2222....8888％）％）％）％）

　　　　福岡福岡福岡福岡　　　　　　　　659659659659,,,,200200200200人人人人
　（　（　（　（12121212....1111％）％）％）％）

　　　　外国外国外国外国　　　　　　　　96969696,,,,800800800800人人人人
　（　（　（　（1111....8888％）％）％）％）

　　　　他府県他府県他府県他府県　　　　　　　　567567567567,,,,600600600600人人人人
　（　（　（　（10101010....4444％）％）％）％）
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【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】(平成18年度）

【【【【市税収入状況市税収入状況市税収入状況市税収入状況】】】】(平成18年度）
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その他
22,465,729

千円
22.2%使用料及び

手数料
2,682,580

千円
2.7%

市債
7,079,700

千円
7.0%

地方交付税
11,470,285

千円
11.4%

国庫支出金
20,881,861

千円
20.7%

市税
36,458,967

千円
36.1%

歳入歳入歳入歳入　　　　101101101101,,,,039039039039,,,,122122122122千円千円千円千円

その他
4,693,421千

円
4.8%

衛生費
5,907,545千

円
6%

公債費
11,612,644

千円
11.8%

総務費
11,096,145

千円
11.3%

教育費
10,388,265

千円
10.5%

土木費
15,643,532

千円
15.9%

民生費
39,272,149

千円
39.8%

歳出歳出歳出歳出　　　　98989898,,,,613613613613,,,,701701701701千円千円千円千円

市タバコ税
2,255,889,338円

6.2%

その他
29,984,061円

0.1%

軽自動車税
356,033,644円

1.0%

市民税
15,920,009,989円

43.7%

固定資産税
17,174,489,758円

47.1%

事業所税
722,550,000円

2.0%

市税収入市税収入市税収入市税収入　　　　36363636,,,,458458458458,,,,966966966966,,,,790790790790円円円円



実数 構成比 実数 構成比 実数 対前回比 構成比

店 ％ 人 ％ 万円 ％ ％

平
成

3

卸 売 業 1,618 2.3 20.4 12,781 △ 4.2 37.8 80,922,739 17.0 75.0

小 売 業 6,303 △ 3.8 79.6 21,072 △ 1.6 62.3 27,008,640 12.0 25.0

合 計 7,200 △ 9.1    100.0 33,583 △ 0.8    100.0 96,106,930 △ 11.0    100.0

卸 売 業 1,331 △ 17.7 18.5 11,067 △ 13.4 33.0 66,958,580 △ 17.3 69.7

小 売 業 5,869 △ 6.9 81.5 22,516 6.9 67.0 29,148,350 7.9 30.3

合 計 6,192 △ 14.0    100.0 29,350 △ 12.6    100.0 92,088,340 △ 4.2    100.0

卸 売 業 1,188 △ 10.7 19.2     9,433 △ 14.8 32.1 63,915,951 △ 4.5 69.4

小 売 業 5,004 △ 14.7 80.8 19,917 △ 11.5 67.9 28,172,389 △ 3.3 30.6

平
成

11

卸 売 業 1,279 7.7 20.9 11,329 20.1 35.0 69,791,000 9.2 72.3

小 売 業 4,855 △ 3.0 79.1 21,055 5.7 65.0 26,686,800 △ 5.3 27.7

平
成

14

卸 売 業 1,056 △ 17.4 18.9     9,216 △ 18.7 30.3 56,205,840 △ 19.5 64.8

小 売 業 4,546 △ 6.4 81.1 21,195 0.7 69.7 30,578,606 14.6 35.2

平
成

16

卸 売 業 1,080 2.3 20.0 10,063 9.2 31.2 57,753,500 2.8 66.7

小 売 業 4,332 △ 4.7 80.0 22,142 4.5 68.8 28,805,600 △ 5.8 33.3

   100.0

対前回比

％

対前回比

％

   100.032,205 5.9    100.0 86,559,000合 計 5,412 △ 3.4

107,931,379

　 100.0

   100.0

年
7
月
1
日
現
在

平
成
6
年
7
月
1
日
現
在

平
成
9
年
6
月
1
日
現
在

合 計 7,921 △ 2.6

△ 0.3

15.7

【商店の概要】　(平成16年商業統計調査表）

商店数、従業者数および年間商品販売額の推移
従　　業　　者　　数 年間商品販売額商　　店　　数

年　月　日

33,853 △ 2.6    100.0

年
7
月
1
日
現
在

合 計 5,602 △ 8.7    100.0   100.0 30,411 △ 6.1    100.0

   100.0100.0 32,384 10.3    100.0

年
6
月
1
日
現
在
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96,477,800 4.8

年
7
月
1
日
現
在

合 計 6,134 △ 0.9

86,784,446 △ 10.0



　【産業中分類別商店数・従業者数】　　（平成16年6月1日現在）
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那覇市那覇市那覇市那覇市のあゆみのあゆみのあゆみのあゆみ 1921 1921 1921 1921 年年年年（（（（大正大正大正大正 10 10 10 10 年年年年）～）～）～）～2007200720072007    年年年年（（（（平成平成平成平成 19191919年年年年））））    
    
1921 1921 1921 1921 年年年年（（（（大正大正大正大正 10 10 10 10 年年年年））））    
●那覇区・首里区に市制施行（5 月 20 日） 初代市長当真重慎氏就任。 

●10 月 1 日から 5 日間、市制・県庁舎落成の祝賀行事行う（大綱引と行列）。 

●那覇市立実科女学校設立。               ●御成橋竣工。 

1922 1922 1922 1922 年年年年（（（（大正大正大正大正 11 11 11 11 年年年年））））    
●県鉄道嘉手納線開通。                 ●沖縄初のメーデーが行われる。 

1923 1923 1923 1923 年年年年（（（（大正大正大正大正 12 12 12 12 年年年年））））    
●当真重慎市長死亡、第 2 代市長に麓純義氏就任。 

1924 1924 1924 1924 年年年年（（（（大正大正大正大正 13 13 13 13 年年年年））））    
●市会、麓市長と比嘉助役不信任決議。          ●那覇市立実科女学校を那覇市立高等女学校と改称。 

1925 1925 1925 1925 年年年年（（（（大正大正大正大正 14 14 14 14 年年年年））））    
●内務省市会解散命令。比嘉助役辞職。麓市長県知事に辞表提出。 

●那覇市立浴場を松山に設置。              ●第 3 代市長に岸本賀昌氏就任。 

1926 1926 1926 1926 年年年年（（（（大正大正大正大正 15 15 15 15 年年年年・・・・昭和元年昭和元年昭和元年昭和元年））））    
●普通選挙法実施。 

1927 1927 1927 1927 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 2  2  2  2 年年年年））））    
●那覇商工会議所設立。                 ●首里市に公設質舗設置。 

1928192819281928    年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 3  3  3  3 年年年年））））    
●岸本市長死去、第 4 代市長に小嶺幸慶氏就任。      ●首里城本殿復旧起工（国宝指定）、昭和 6 年竣工。 

●那覇市立高等女学校県立となり、第二高等女学校と改称。 

1929 1929 1929 1929 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 4  4  4  4 年年年年））））    
●普通選挙法による初の市会議員選挙。          ●首里市職業紹介所開設。 

1930 1930 1930 1930 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 5  5  5  5 年年年年））））    
●那覇市立職業紹介所開設。               ●那覇市に公設質舗開設。 

1931 1931 1931 1931 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 6  6  6  6 年年年年））））    
●那覇市に水道敷設。                  ●小嶺市長引責辞職、第 5 代市長に照屋宏氏就任。 

1932 1932 1932 1932 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 7  7  7  7 年年年年））））    
●「歴代宝案」旧久米村で発見。 

1933 1933 1933 1933 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 8  8  8  8 年年年年））））    
●那覇～首里間の路面電車廃止。             ●那覇市上水道完成給水開始（式典）。 

1934 1934 1934 1934 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 9  9  9  9 年年年年））））    
●牧志街道（新県道＝国際通りの前身）開通。       ●日本放送“NAHA ”と訓むことに決定。 

1935 1935 1935 1935 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 10 10 10 10 年年年年））））    
●照屋市長退任、第 6 代市長に金城紀光氏就任。           ●孔子廟を首里城内に移築。 

●首里市営バス那覇～首里間運行開始。          ●那覇港改築 15 年計画出る。 

1936 1936 1936 1936 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 11 11 11 11 年年年年））））    
●郷土博物館創設。                   ●末吉宮国宝指定。 

●首里図書館開館。                   ●首里市女子工芸学校を県に移管。 
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1937 1937 1937 1937 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 12 12 12 12 年年年年））））    
●守礼門修復。 

1938 1938 1938 1938 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 13 13 13 13 年年年年））））    
●沖宮、弁ヶ嶽石門国宝指定。              ●武徳殿竣工。 

1939 1939 1939 1939 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 14 14 14 14 年年年年））））    
●金城市長退任、第 7 代市長に当真重剛氏就任。 

1940 1940 1940 1940 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 15 15 15 15 年年年年））））    
●若狭町に那覇市立第二商業学校開始。 

1941 1941 1941 1941 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 16 16 16 16 年年年年））））    
●日米戦争宣戦布告（12 月 8 日）。 

1942 1942 1942 1942 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 17 17 17 17 年年年年））））    
●当真重剛市長退任。 

1943 1943 1943 1943 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 18 18 18 18 年年年年））））    
●第 8 代市長に崎山嗣朝氏就任。             ●首里工芸学校を首里高女と改称。 

1944 1944 1944 1944 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 19 19 19 19 年年年年））））    
●崎山市長退任、第 9 代市長に、富山徳潤氏就任。 

●10 月 10 日米機動部隊沖縄大空襲（那覇 90％焼失、市民 5 万人焼出され国頭へ避難）。 

●那覇市役所、県庁敷地内の工場指導所跡地 2 か所で事務取扱い。 

●10 ・10 空襲罹災者を優先する県内外移住事務開始。 

●11 月下旬那覇市役所本部を牧志町牧志クラブに、戸籍、勧業、衛生課を壺屋に移転し翌 20 年 2 月中旬まで執務。 

1945 1945 1945 1945 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 20 20 20 20 年年年年））））    
●那覇市役所、安里八幡宮近くの民家に移転。 

●富山市長九州に出張しその後消息不明。知事、特別措置で兼島助役を市長に任命。 

●米軍沖縄本島へ上陸開始。      ●3 か月余にわたって沖縄戦。    ●日本政府ポツダム宣言受諾、無条件降伏。 

●陶器と瓦工業復興の目的で男子先遣隊 103 人が壺屋町に入市（11 月 10 日） 

1946 1946 1946 1946 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 21 21 21 21 年年年年））））    
●糸満地区管内として壺屋区役所設置。 ●壺屋小学校・幼稚園創立。     ●真和志小学校・幼稚園創立。         

●高良小学校・幼稚園創立。      ●与儀小学校・幼稚園創立。     ●城北小学校・幼稚園創立。 

●城西小学校・幼稚園創立。      ●安謝小学校創立。         ●城南小学校・幼稚園創立。 

●大道小学校創立。 

●壺屋区を那覇市に昇格、戦前の市長村長をそれぞれの市長村長に任命、第 10 代市長に当間重剛氏就任。 

●当間市長辞任、第 11 代市長に東恩納寛仁氏就任。     ●小禄、真和志への住民移動許可。 

●社会事業援護会設立。 

●戦前の円を新円に交換。これにより米軍発行の B 円軍票と日銀発行の新円が沖縄の法定通貨となる。 

1947 1947 1947 1947 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 22 22 22 22 年年年年））））    
●市庁舎、牧志公設市場敷地に移転。  ●小禄小学校創立。         ●垣花小学校開校・幼稚園創立。         

●大道幼稚園創立。          ●開南小学校開校・幼稚園創立。   ●那覇高等学校創立。 

●中央図書館設置。   ●奥武山を中心とするペリー、壺川、楚辺、松尾一帯に那覇とは別の行政区みなと村を設置。 
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1948 1948 1948 1948 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 23 23 23 23 年年年年））））    
●新選挙法による第 1 回市町村長の選挙を実施、第 12 代那覇市長に仲本為美氏、真和志村長に翁長助静氏、首里市長に兼島由

明氏、小禄村長に長嶺秋夫氏が当選。 

●学校改革により中学校を小学校に併設。         ●那覇・首里・真和志中学校・小禄幼稚園設立。 

●日本新円を B 円に切り替える。             ●市庁舎、開南に移転。 

1949 1949 1949 1949 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 24 24 24 24 年年年年））））    
●那覇市場市営となる。                 ●那覇市役所、開南から牧志町（4 区）に移転。  

●城岳小学校・幼稚園創立。                 ●民政府が玉城村から上之山国民学校跡に移転。   

●消防団結成。         ●知事、地方自治委員会を招集、全員の賛成署名で仲本市長罷免、市長代理に嘉数庶務課長。 

●市長選挙で当間重民氏当選（第 13 代市長）。    ●軍政府が上之山国民学校跡に移転。民政府は天妃国民学校跡へ移転。 

●シーツ少佐（琉球軍政官）市を商業都市とし、できる限り旧所有者に土地を返還、首都を建設したいとの談話を発表。 

●教育委員会制度が施行。 

1950 1950 1950 1950 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 25 25 25 25 年年年年））））    
●那覇市社会事業援護会創立。     ●那覇市大都市計画が軍より認可。●布令第 6 号で B 円 120 円対 1 ドルの交換率。 

●那覇市の都市計画大綱告示。      ●みなと村、那覇市に合併。     

●都市計画条例、市街地建築物条例が市議会で決議。        ●米軍、天久、上之屋一帯の立退を命令。     

●那覇港、泊港改修工事着工。         ●4 群島政府発足。                  ●琉球軍政府は琉球列島米軍政府に改称。 

1951 1951 1951 1951 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 26 26 26 26 年年年年））））    
●救済家屋“愛生寮”を設置。      ●那覇港の北明治橋起工。      ●松尾に消防庁舎を建設し消防本部移転。 

●旧久茂地町区画整理。         ●久茂地小学校・幼稚園創立。      ●米国援助資金 500 万ドルで港湾工事施行。 

●東町開放。 

1952 1952 1952 1952 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 27 27 27 27 年年年年））））    
●当間重民市長急逝、第 14 代市長に又吉康和氏就任。     ●壺川、若狭町の一部開放。    

●土地区画整理事業着手。             ●布令第 66 号による琉球教育法公布。●建築基準条例施行。 

●布令第 70 号による区画教育委員会並びに教育区会計特別選挙法公布。       ●琉球政府創立。 

●那覇市社会福祉協議会設立。         ●那覇商事港湾事務所が設置される。 ●サンフランシスコ講和条約発効。 

1953 1953 1953 1953 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 28 28 28 28 年年年年））））    
●大那覇市建設諮詢委員会。        ●那覇署・南部税務所間の十間道路工事開始。    

●旧那覇港ターミナル完成。           ●泊港務所が設置される。            ●那覇市議会事務局誕生。 

●安謝小学校に中学校を併設。         ●上山中学校創立。           ●市庁舎、天妃小学校に移転。 

●旧那覇市行政区域のみに限定し都市計画区域を認可告示。  ●若狭町の一部と旧西新町 2 ・3 丁目開放。    

●都市計画法公布。                    ●御成橋通り竣工。                  ●みなと小中学校を垣花小学校に校名変更。        

●又吉市長急逝、第 15 代市長に当間重剛氏就任。          ●真和志村が市に昇格。              

●明治橋開通。               ●国際通り起工。                    ●美栄橋地区区画整理事業スタート。  

●那覇市旗がお目見え。                ●天久浄水池 8 年ぶりに市へ譲渡される。 ●奄美群島祖国復帰。 

1954 1954 1954 1954 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 29 29 29 29 年年年年））））    
●観光協会事務局設置。         ●旧高橋町一部、旧泊小学校開放。    ●崇元寺橋新設工事竣工。 

●旧市役所庁舎を救済家屋へ転用。      ●泊港護岸工事竣工。         ●牧志街道工事に伴う立退実施。 

●那覇商港が琉球政府に移管される。   ●泊港開港、その後那覇市に移管される。●那覇市消防隊創立。 

●首里、小禄を合併。                  ●牧志街道拡張工事竣工。      ●泊埋立工事竣工。 
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●アイゼンハワー米大統領、沖縄基地の無期保持を声明。     ●米民政府、軍用地料一括払いを発表。 

1955 1955 1955 1955 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 30 30 30 30 年年年年））））    
●泊埋立地に垣花区民 120 戸割当。   ●小禄小中学校と高良小中学校から小禄中学校発足。●又吉道路竣工。  

●寄宮中学校設置。                   ●戦災復興那覇第 1 地区区画整理事業スタート。   ●那覇市都市計画案成る。 

●松下町開放。             ●臨時市議会で市営競輪計画を審議。    ●夫婦橋竣工。 

1956 1956 1956 1956 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 31 31 31 31 年年年年））））    
●首都建設法公布。                   ●旧那覇市、首里市、小禄村、真和志村の二市 2 村全域の都市計画が認可告示。 

●清掃条例を制定。           ●牧志公園開園。                      ●若狭小学校設置。 

●若狭市営住宅竣工。                 ●当間重剛市長、琉球政府主席に就任。  

1957 1957 1957 1957 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 32 32 32 32 年年年年））））    
●第 16 代市長に瀬長亀次郎氏就任。  ●那覇市への金融凍結される。      ●新教育法公布、瀬長委員長資格を失う。 

●松川小学校開校。          ●前島小学校開校。                    ●し尿貯留槽を設置。         

●市長不信任案可決。                 ●ムーア高等弁務官市町村自治法など布令改正。          

●瀬長市長布令により追放される、臨時市長に東江誠忠氏任命。                 ●真和志市を那覇市に合併。 

1958 1958 1958 1958 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 33 33 33 33 年年年年））））    
●第 17 代市長に兼次佐一氏就任。   ●ハーバービュー地区区画整理事業スタート。●幹線都計道路一銀通り竣工。 

●教育 4 法施行。真和志教育区合併。  ●泊港ターミナルビル完成。      ●那覇市復興期成委員会設置。 

●真和志障害者福祉会結成。      ●総評資材の市民集会所完成。          ●前島幼稚園開園。 

●泊小学校開校。                     ●通貨 B 円から米ドルに切り替え。 

1959 1959 1959 1959 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 34 34 34 34 年年年年））））    
●凍結されていた復金融資、特別補助金再開。            ●行政区画委員会で沖縄市改称決まるが、市議会で否決。 

●那覇商工会議所発足。        ●消防隊新庁舎完成。              ●神原小学校開校、若狭、松川、泊幼稚園開園。 

●仲良橋・三原橋・ひさみ橋竣工。     ●那覇空港ターミナルビル竣工。    ●那覇バスターミナル竣工。 

●久茂地川道路開通。         ●比謝川水源地からの送水管工事完成。  ●生誕の像除幕式。 

1960 1960 1960 1960 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 35 35 35 35 年年年年））））    
●小中学校にパン給食実施。      ●ホノルル市と姉妹都市締結。          ●那覇港に自由貿易地域施設。 

●奥武山球場市に移管。               ●泊・安謝間公有水面埋立免許取得。  ●兵庫県から「やまびこの鐘」寄贈。 

●沖縄県祖国復帰協議会設立。●神原幼稚園開園。          ●住民登録法実施。      ●しんせい橋竣工。 

●上間～識名線開通。         ●国場川第 1 次埋立工事完了。         ●自治会制度発足。 

1961 1961 1961 1961 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 36 36 36 36 年年年年））））    
●龍潭・松川・久米公園開設。     ●識名小学校開校。                    ●神原中学校開校。 

●安謝市営住宅完成。                 ●中小企業信用保証事業スタート。   ●24 年ぶりに大綱挽。 

1962 1962 1962 1962 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 37 37 37 37 年年年年））））    
●サックス大佐が初の名誉市民。                      ●泊、安謝間第 1 次埋立工事着工。 

●消防組織法施行に伴い消防本部及び消防署を設置。        ●第 18 代市長に西銘順治氏就任。 

1963 1963 1963 1963 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 38 38 38 38 年年年年））））    
●辻町、東町の市場つき市営住宅完成。 ●新都市計画策定。                    ●真嘉比小学校開校。             

●古蔵中学校開校、安謝、識名幼稚園開園。●泊浄水場拡張工事完了。       ●ガーブ川第 2 期工事着工。 

●那覇で初の国際会議（国際青年会議所）。              ●泊・安謝間の第 1 次埋立工事完了。 

●スラム街、モデル方式で解消事業始まる。                ●沖縄全島一周道路完成。 
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1964 1964 1964 1964 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 39 39 39 39 年年年年））））    
●市民憲章制定を宣言、推進協議会設立。●真嘉比幼稚園開園。                ●崇元寺橋完成。 

●真嘉比・古島土地区画整理区域に指定。●寄宮地区区画整理事業スタート。   ●首里金城の土地調査開始。 

●敬老年金制度実施。          ●安謝水源を開発。                  ●東京オリンピック聖火那覇へ。 

●1 号線から高圧線を撤去。            ●安謝集水ポンプ場完成。       ●初の奨学資金給付。 

●那覇市青少年健全育成協議会発足。  ●1 校区 1 保育所を基本方針とする保育行政を策定。 

●松川、当蔵、めおと橋の 3 保育所を開所。 

1965 1965 1965 1965 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 40 40 40 40 年年年年））））    
●港湾を含む泊、安謝間公有水面埋立免許取得。 

●ガーブ川改修工事が完成。            ●石田中学校開校。           ●泊、安謝間第 2 次埋立工事完了。 

●宇栄原団地完成。          ●那覇市新庁舎落成。                ●ハーバービュー地区区画整理完了。 

1966 1966 1966 1966 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 41 41 41 41 年年年年））））    
●第 19 代市長に西銘順治氏就任。   ●那覇地区医師会の当直制 24 時間診療始まる。  ●天妃小学校開校。 

●宇栄原、久場川保育所開所。          ●通産局～タイムス間の都市幹線街路開通。   ●泉崎橋護岸上流工事竣工。 

●医療保険制度スタート。        ●首里支所庁舎完成。                ●初の横断歩道橋、1 号線久茂地に完成。 

●上間に 3 万 8 千トン貯水タンク完成。 

1967 1967 1967 1967 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 42 42 42 42 年年年年））））    
●身障相談員設置。          ●樋川市営住宅完成。                ●宇栄原団地第 3 次 296 戸完成。 

●那覇新港計画策定。                  ●与儀保育所開所。              ●泊、安謝間第 3 次埋立工事完了。 

●漫湖地区を禁猟区に指定。      ●若松市営住宅完成。                ●コンポスト工場完成。 

●小禄学校給食共同調理場給食開始。    ●首里鳥堀町に愛生寮完成。       ●結核集団検診始まる。 

●老人健康診断実施。         ●講和発効前の補償金支払い始まる。 

1968 1968 1968 1968 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 43 43 43 43 年年年年））））    
●市政モニター40 名誕生。             ●新港建設事業を琉球政府から市に移管、那覇市港湾建設事務所新設。 

●与儀公園が開園。                ●円覚寺総門復元。                  ●初の主席公選で屋良朝苗氏当選。        

●松山保育所完成。                    ●第 20 代市長に平良良松氏就任。    ●水道局総合庁舎完成。 

1969 1969 1969 1969 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 44 44 44 44 年年年年））））    
●那覇新港建設工事始まる。       ●日南市と姉妹都市の提携。          ●老人家庭奉仕員設置。 

●青空市政相談を実施。                ●ごみ焼却場完成。           ●城岳公園開園。 

●市民相談室を設置。          ●市職員採用を試験制度に。        ●那覇学校給食共同調理場落成。     

●石嶺保育所開所。                    ●水洗便所改造費の貸付制度始まる。  ●牧志公設市場が火災により焼失。 

●第 2 牧志公設市場オープン。         ●沖縄返還で佐藤、ニクソン会談。 

1970 1970 1970 1970 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 45 45 45 45 年年年年））））    
●留守家庭子ども会開所。        ●久場川市営住宅 222 戸完成。       ●那覇市復帰対策協議会設置。  

●那覇市公園条例制定。                ●市保育所給食センター完成、給食実施。 

●旭が丘公園開園。                    ●新都市計画法制定。          ●那覇市復帰対策基本方針を成案。 

●与儀ガソリンタンク撤去促進協議会発足。                ●建築同意事務及び危険物規制事務、警察から消防へ。      

●マーニング社用地開放促進協議会が発足。●那覇大橋開通。                  ●那覇市民会館オープン。 
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1971 1971 1971 1971 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 46 46 46 46 年年年年））））    
●泊保育所、大道保育所開所。      ●那覇新港整備促進協議会が発足。    ●71～75 年度那覇市建設計画まとまる。 

●上識名配水池が完成。        ●城東小学校開校。城東幼稚園開園。 ●石嶺団地第 2 期工事完成。         

●市制施行 50 周年記念切手発行、那覇まつりを始める。大綱挽を復活。        ●リパック物資援助終了。     

●新港岸壁、物揚場が供用開始。        ●老齢年金制度スタート。     ●戦災復興那覇第 1 地区区画整理事業の換地処分。 

●隣接地市町村行政協議会が発足。      ●モノレール建設方針打ち出す。    ●公害防止条例を制定。             

●末吉公園が市の管理に。           ●沖縄返還協定調印（6 月 17 日）。 

1972 1972 1972 1972 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 47 47 47 47 年年年年））））    
●126 人の民生委員誕生。        ●与儀ガソリンタンクの撤去作業開始。●那覇市東京事務所開設。 

●石嶺団地第 3 期（262 戸）が完成。   ●識名霊園南納骨堂が完成。      

●松島中学校（1962 年琉球政府立で創立）、宇栄原小学校開校、宇栄原幼稚園開園。 

●安謝埋立地に曙、港町誕生。     ●泊下橋完成。                       ●祖国復帰（5 月 15 日） 

●那覇港、重要港湾の指定を受ける。    ●那覇市福祉事務所スタート。     ●児童手当制度スタート。 

●那覇商港が市に移管される。     ●那覇教育区教育委員会が那覇市教育委員会に。 

●救急業務が警察から消防へ。     ●琉米文化会館が市民文化センターへ。 ●小禄保育所開所。             

●那覇・泊・那覇新港を一元化、市が管理運営。                               ●那覇市青少年センター設置。          

●国民健康保険事業スタート。      ●牧志第 1 公設市場がオープン。      ●那覇文化センターが開館。   

●第 21 代市長に平良良松氏就任。      ●1 ドル 305 円で通貨交換。 

1973 1973 1973 1973 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 48 48 48 48 年年年年））））    
●老人医療費を無料化。        ●視聴覚ライブラリーを設置。         ●市の人口 30 万人を突破。  

●蒸気機関車 D51 与儀公園へ。         ●若夏国体実施。           ●那覇市土地開発公社発足。 

●松島小学校開校、松島幼稚園開園。  ●文化財保護条例を公布。             ●教育研究所を設置。 

●那覇港廃油処理場の供用開始。        ●新港ふ頭 4 号・5 号岸壁、臨海道路供用開始。  

●夜間急病センター開設。              ●寝たきり老人の医療費を無料化。   ●消費生活モニター制度スタート。 

●寄宮地区区画整理事業に着手。    ●国道 331 号を開設。 

1974 1974 1974 1974 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 49 49 49 49 年年年年））））    
●小禄で不発弾爆発事故が発生。    ●那覇市医療協議会を設置。           ●小禄支所新庁舎が完成。 

●飼い犬条例施行。                    ●城北中学校開校。          ●那覇救急診療所がスタート。 

●民間保育所の新築・増改築に市が助成金。             ●大名市営住宅が完成。 

●城北保育所、鏡原保育所開所。    ●山川～那覇署前バス専用レーンを設置。●那覇広域都市計画区域を決定。 

●よいまちづくりをすすめる市民の会結成。                ●環状 2 号線儀保～内間間が開通。       

●新港ふ頭6 号岸壁供用開始。          ●重度障害者へ見舞金を支給。     ●那覇市のモノレール導入計画ルートを決める。 

1975 1975 1975 1975 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 50 50 50 50 年年年年））））    
●悩みごと相談を開設。                ●大名保育所を開所。                  ●那覇ふ頭ターミナルビルが完成。  

●石嶺ハイツ西原区域を市に編入。      ●都市計画の新しい用途地域を決定。    ●60 年ぶりにハーリー再現。 

●寝たきり老人を訪問診査。            ●那覇音頭発表会。                    ●高齢者職業相談をひらく。  

●中央消防署末吉出張所完成。          ●那覇市伝染病隔離病舎オープン。      ●末吉老人福祉センターがオープン。 

●国民健康保険、児童、特別児童扶養手当が外国籍児童にも適用。 

●那覇市環境衛生公社が発足。          ●那覇市の都市像を語る市民会議。      ●市立病院建設構想案を答申。   

●那覇市基本構想案を答申。            ●海洋博覧会。 



        - 77 -  

1976 1976 1976 1976 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 51 51 51 51 年年年年））））    
●初の福祉手当支給開始。             ●安謝～儀保間の環状 2 号線完成。   

●真嘉比古島第 1 地区区画整理事業に着手。               ●母子家庭児童の入学支度金支給制度スタート。 

●古蔵小学校開校、古蔵幼稚園開園。   ●「雨乞嶽」など市の文化財に指定。   ●新港ふ頭にごみ焼却施設完成。   

●障害児保育、通園事業スタート。     ●与儀公園に野外音楽堂オープン。     ●移動図書館開館。 

●小口資金融資制度スタート。         ●第 22 代市長に平良良松氏就任。 

1977 1977 1977 1977 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 52 52 52 52 年年年年））））    
●小禄地区区画整理事業完成記念式典。 ●山下地区区画整理事業完成記念式典。 ●新港ふ頭にターミナルビル完成。  

●消防末吉出張所に救急隊配置。       ●都市モノレール建設推進協議会発足。 ●市立病院建設工事に着手。 

●福祉電話の設置始まる。             ●重度身障者の医療助成制度スタート。 

1978 1978 1978 1978 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 53 53 53 53 年年年年））））    
●新港ふ頭 1 号岸壁供用開始。         ●上間小学校、鏡原中学校開校、天妃小学校を全面改築して開校。 

●第 1 回那覇市婦人労働講座を開催。   ●勤労青少年ホームが市に移管。       ●軍用地跡地利用計画を決定。 

●久場川児童館がオープン。            ●真和志学校給食センター完成。    ●壺川漁港が完成。 

●平和橋～旧大洋琉映間の道路が開通。  ●那覇市基本計画を決定。             ●献血推進協議会が発足。  

●第 1 回社会教育振興大会開催。       ●市議会で那覇国際空港早期建設に関する要請決議。 

●サン・ビセンテ市と姉妹都市協定を結ぶ。 

1979 1979 1979 1979 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 54 54 54 54 年年年年））））    
●汚水処理施設完成。         ●松尾消防出張所移転。                ●若狭市営住宅完成。             

●若狭児童館オープン。               ●若狭浦保育所開所。       ●高額療養資金と漁業振興資金貸付制度始まる。 

●市独自の失業対策事業がスタート。  ●石嶺小学校開校。                    ●老人保健医療総合対策事業スタート。 

●助産施設への入院措置制度スタート。 ●那覇伝統工芸展開始。 

1980 1980 1980 1980 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 55 55 55 55 年年年年））））    
●在宅老人家庭看護訪問指導事業スタート。●ハブ対策条例を制定。             ●都市計画部を新設。             

●市立病院開院。                     ●身障者世帯水洗便所設置費補助制度スタート。  

●那覇空港で自衛隊機墜落事故。       ●希望が丘、末吉、漫湖公園の一部、若狭公園開園。 

●デイ・サービス業務スタート。    ●在宅老人機能回復訓練事業スタート。  ●第 23 代市長に平良良松氏就任。 

1981 1981 1981 1981 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 56 56 56 56 年年年年））））    
●平良市長自隊官募集業務を留保すると表明。●働く婦人の家開所。             ●久茂地児童館・久茂地図書館オープン。 

●テレホン教育相談なはを開設。       ●中国・福州市と友好都市締結。       ●壺川老人福祉センターがオープン。 

●身障者の生活相談所開所。         ●那覇市障害者福祉都市推進協議会を設立。●青少年健全育成市民会議を結成。 

●市の未契約軍用地を総理大臣が使用認定。                ●国の軍用地使用認定の取り消し求め訴訟。 

1982 1982 1982 1982 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 57 57 57 57 年年年年））））    
●児童手当支給、外国人にも適用。   ●新ごみ焼却施設落成。                ●那覇健康マラソン。 

●那覇空軍海軍補助施設を返還、大半を自衛隊が継続使用。                     ●与儀南保育所が開所。           

●プライバシー保護条例を制定。       ●県収用委が市未契約軍用地を収用決定。●幼稚園教諭をサン・ビセンテ市に派遣。 

●仲井真小学校・幼稚園開校。     ●牧志公設市場完成。                  ●軍用地の使用認定取消訴訟第 1 回公判。  

●那覇市シルバー人材センター設立。   ●心障害者療育センター開所。      ●小禄南公民館が開館。 

●交通災害共済事業スタート。     ●都市提携市民の会を結成。           

●県収用委裁決の取り消しを那覇地裁に提訴。              ●公共工事入札の公表制度スタート。 
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●サン・ビセンテ市から交換幼稚園教諭。●沖縄県都市モノレール株式会社設立。 ●安謝第 1 ・銘苅市営住宅完成。 

1983 1983 1983 1983 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 58 58 58 58 年年年年））））    
●老人保健制度スタート。       ●国際通りがカラー舗装に。           ●松城中学校開校。 

●障害者福祉センターオープン。        ●中央公園開園。         ●市役所横に初の「コミュニティ道路」開通。 

●小禄南図書館オープン。        ●那覇空港で自衛隊機が炎上事故。     ●小禄金城地区区画整理事業計画決定。 

●那覇市軍用地違憲訴訟支援市民会議結成。 ●市木、市花木、市花を制定。     ●第 1 回文化財展を開催。 

●水道事業創設 50 周年記念式典。   ●仲井真橋と渡久地橋の改修工事完了。 ●首里公民館オープン。 

1984 1984 1984 1984 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 59 59 59 59 年年年年））））    
●小禄金城地区区画整理事業に着手。  ●消防小禄分遣所完成。               ●首里図書館オープン。 

●機構改革で国体事務局など 1 部 4 課を新設。             ●松尾・緑が丘公園一部開園。 

●小禄児童館、小禄老人福祉センターオープン。 ●臨海道路「波の上橋」開通。  ●石畳のシマシービラ線復元。 

●航空自衛隊練習機が離陸失敗で炎上。 ●沖縄国体正式決定。                 ●読谷山御殿の墓が市文化財に指定。 

●壺川公営住宅 1 号棟が完成。         ●平和通りがカラー舗装に。      ●第 24 代市長に親泊康晴氏就任。 

1985 1985 1985 1985 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 60 60 60 60 年年年年））））    
●識名児童館、識名老人センターオープン。                ●海邦国体那覇市市民運動推進協議会発足。 

●救急診療所を市立病院内に新築移転。  ●那覇市都市景観条例を制定。         ●仲井真中学校開校。 

●泊大橋架設。                        ●憲法 9 条の碑を与儀公園に建立。  ●松山、繁多川、虎瀬、大石近隣公園が開園。 

●那覇空港で自衛隊機と民間機が接触事故。             ●第 2 次軍用地違憲訴訟を提起。 

●防衛施設局、未契約軍用地の 20 年使用裁決を県収用委員会に申請。 

●移動市長室を開催。         ●那覇市婦人問題会議発足。           ●第 1 回 NAHA マラソン開催。 

1986 1986 1986 1986 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 61616161    年年年年））））    
●中央消防署国場出張所開設。     ●汀良市営住宅完成。                 ●金城小学校、金城中学校開校。 

●垣花ポンプ場、赤嶺配水池完成。      ●泊大橋開通。             ●市立病院第 2 期工事完了。 

●伝染病隔離病舎新築移転。      ●国場児童館オープン。 

●洪永世福州市長を国際親善名誉市民として顕彰。          ●核兵器廃絶平和都市宣言を決議。 

●沖縄の平和を考える「NAHA シンポ」開催。 ●那覇市民体育館完成。        ●第 1 回那覇市都市景観賞。 

1987 1987 1987 1987 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 62 62 62 62 年年年年））））    
●那覇市民ギャラリーオープン。     ●明治橋開通。                       ●開南「せせらぎ通り」完成。 

●ごみ週 3 回収集スタート。           ●泊ふ頭若狭緑地オープン。        ●天久米軍用地牧港住宅地区全面返還。 

●市民庭球場完成。             ●市民体育館シンボルモニュメント「あけもどろの乙女像」完成。 

●第 1 回那覇市「少年の船」実施。   ●国際男子バレーボール大会開催。 

●首里金城町石畳道「市道金城 2 号」が日本の道“百選”に選定。              ●市内 12 路線 18 区間の道路愛称決定。  

●第 42 回国民体育大会「海邦国体」開催。                ●第 23 回全国身体障害者スポーツ大会「かりゆし大会」開催。 

●第 1 回那覇市児童生徒県外交流事業実施。 

1988 1988 1988 1988 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 63 63 63 63 年年年年））））    
●サン・ビセンテ市長セバスチャン・リベイロ・ダ・シルヴァ氏を国際親善名誉市民として顕彰。 

●福祉を語る婦人の集い全国大会「那覇集会」   ●第 1 回那覇市民大運動会。   ●第 19 回日展「沖縄展」  

●泊港橋（とまりみなとばし）が完成。  ●那覇市情報公開制度がスタート。     ●市民スポーツ広場が完成。 

●石嶺中学校が開校。         ●女性室を開設、基地渉外室を平和振興室に改組。 

●那覇、浦添、宜野湾、沖縄の 4 市が一体で国際コンベンションシティに指定。 
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●中央消防署首里出張所が完成。    ●市水道施設豊見城ポンプ場完成。    ●赤嶺汚水中継ポンプ場完成。 

●親泊市長がアメリカ大統領に「福地ダムでの米軍訓練中止を求める抗議書簡」を送付。 

●新栄通りアーケード「サンライズなは」完成。           ●第 1 回那覇市総合防災展を開催。 

●印鑑オンライン、戸籍ファクシミリ導入。               ●市の会議の公開スタート。       

●小禄市営住宅 160 戸完成。                            ●第 25 代市長に親泊康晴氏が就任。 

1989 1989 1989 1989 年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和 64 64 64 64 年年年年・・・・平成元年平成元年平成元年平成元年））））    
●建設省からインテリジェント・シティに指定。          ●備瀬・大城助役、宮平収入役に辞令。 

●那覇新都心開発整備で地域整備公団へ事業認可申請。 

●はり・きゅう・マッサージ等の国保補助事業開始。 

●小禄・首里学校給食センターが落成。 ●ごみ処理問題懇話会が発足。         ●「久茂地都市開発株式会社」を設立。 

●ベトナム難民を保護（計 6 回）。     ●親泊市長がサン・ビセンテ市名誉市民に顕彰される。 

●「泊ふ頭開発株式会社」を設立。                ●自衛隊施設建設についての情報全面公開を決定。 

●日本女性会議・うないフェスティバル開催。           ●自衛隊施設建設情報について一部を公開。 

●新都心開発整備で「那覇都市開発事務所」設置。         ●石嶺中学校が BCS 賞受賞。 

1990 1990 1990 1990 年年年年（（（（平成平成平成平成 2  2  2  2 年年年年））））    
●崇元寺姫百合線（蔡温橋～姫百合橋）開通。 ●曙小学校開校。               ●平良良松前市長市葬。 

●第 1 回 6 ・23 平和ウィーク開催。  ●パレットくもじ上棟式。          ●新庁舎位置選定審議委員会発足。 

●ごみ埋立処理場拡張工事着手。    ●ごみ問題準備室設置。               ●暴力団壊滅市民対策会議設置。 

1991 1991 1991 1991 年年年年（（（（平成平成平成平成 3  3  3  3 年年年年））））    
●文化局設置。            ●ごみ減量元年宣言。                 ●全庁で再生紙使用始まる。 

●各種市制 70 周年事業実施。         ●「パレットくもじ」グランドオープン。●壺川改良住宅事業着工。 

●パレット市民劇場オープン。      ●クリーン指導員を委嘱               ●療育センター増築。  

●波の上ビーチ一部オープン。         ●久茂地川親水遊歩道完成。       ●土曜閉庁（第 2 ・第 4）制導入。 

●那覇港湾施設返還要請団訪米。     ●県内最古の風葬人骨出土。           ●辻市営住宅・老人憩の家オープン。 

●伝統工芸館着工。                   ●アクアポリスの市への移設決定。 

1992 1992 1992 1992 年年年年（（（（平成平成平成平成 4  4  4  4 年年年年））））    
●国連障害者の 10 年・最終年。    ●個人情報保護制度スタート。         ●小禄南小学校開校。 

●那覇市文化協会設立。               ●若狭図書館・公民館開館。       ●大名児童館開館。 

●日中友好議員連盟結成。       ●中国式庭園・福州園開園。           ●なは商人塾開設。 

●保健センター開所。                 ●NHK 大河ドラマ「琉球の風」ロケ。 ●那覇新都心整備事業に着手。 

●尚家文化財が市に寄贈される。    ●市営若狭海岸駐車場がオープン。   ●南部広域市町村圏事務組合設立。 

●友好都市中国・福州市が「琉球館」復元。          ●第 26 代市長に親泊康晴氏。 

1993 1993 1993 1993 年年年年（（（（平成平成平成平成 5  5  5  5 年年年年））））    
●泊ふ頭再開発事業の旅客ターミナル建設工事始まる。     ●那覇市クリーン指導員連絡協議会を結成。  

●行政代執行で違反建築マンション除去。             ●視覚障害者への声の広報（テープ）スタート。 

●新庁舎位置選定審議会が天久地区を答申。●那覇市伝統工芸館オープン。    ●乳児医療助成制度を開始。 

●一般廃棄物最終処分場完成。                       ●小禄南小学校が公立学校優良施設で文部大臣奨励賞を受賞。 

●パレットくもじが日本建築学会霞ヶ関ビル記念賞受賞。                    ●初の公費負担の市議選挙を執行。 

●市内中学校 10 人を姉妹都市ホノルル市に派遣。       ●一人暮らしのお年寄りを対象に緊急通報システム事業をスタート。 

●那覇市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例を施行。●横内家から幻の「神猫図」等の貴重資料が市に寄贈される。 
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●市がパイロット（地方分権特例制度）自治体として指定を受ける。●金城中、城北中運動場に夜間照明施設を設置。 

●尚裕氏より尚家継承文化遺産の市への贈与が決まる。 

1994 1994 1994 1994 年年年年（（（（平成平成平成平成 6  6  6  6 年年年年））））    
●第 1 回あけもどろ・なは総合文化祭開催。           ●沖縄都市モノレール事業・バス 4 社との協定が締結される。 

●市営住宅駐車場整備事業スタート。  ●那覇市民会館大規模改造工事。     ●那覇市高齢者保健福祉計画策定。  

●埋め立て処分地整備事業完了。     ●寒川線街路開通。           ●楚辺・国場線開通。 

●親泊市長、細川首相と羽田外相に面談、那覇軍港の早期返還を直接要請。     ●真地小学校開校、同幼稚園開園。 

●壺川住宅地区改良事業が再開発等関係功労賞受賞。       ●国保会計 8 年ぶりに好転。           

●高齢者給食サービス事業スタート。   ●真地配水池建設工事はじまる。         

●泊ふ頭旅客ターミナルビルの愛称「とまりん」に決定。                      ●壺川東公園、手づくり郷土賞受賞。  

●那覇市生涯学習推進本部・推進協議会が発足。           ●那覇・日南姉妹都市交流第 1 回少年野球親善大会を開催。 

●那覇新都心株式会社設立。      ●「あけもどろ健康づくり」宣言。     ●指導要録の開示を決定。 

●小禄南公民館が文部大臣表彰受賞。   ●NAHA マラソン 10 周年記念大会。 

●那覇・サンビセンテ市姉妹都市交流「那覇市青少年サッカー交流」派遣。 

1995 1995 1995 1995 年年年年（（（（平成平成平成平成 7  7  7  7 年年年年））））    
●横内家寄贈資料展開催。       ●「那覇市日中友好の翼」中国訪問。   ●沖縄芝居「さらば福州琉球館」福州公演。 

●石嶺文化スポーツプラザ（仮称）建設工事着工。         ●阪神・淡路大震災救援募金。 

●住民票等自動交付機供用開始、申請書類等への押印一部廃止。 

●那覇市情報公開訴訟（第一審）判決、全面勝訴。         ●那覇市総合福祉センターオープン。 

●在宅介護支援センター辻町クリニック開所。           ●「とまりん」グランドオープン。 

●公的年金受給者の現況届無料化実施。 ●平和学習ガイド養成講座開講。        ●学童たちの疎開展。             

●リサイクルプラザ竣工、ごみ 5 種類分類収集がスタート。●那覇・広島・長崎ピース・トライアングルサミット開催。 

●市が第 39 回沖縄タイムス賞（国際賞）受賞。          ●演劇「マンザナわが町」上演。 

●アクアポリス移設のための港湾土木工事着工。          ●戦後 50 年周年事業「天に響めさんしん 3000 」開催。         

●大規模都市災害を想定した「総合防災訓練」実施。       ●尚家継承古文書の受け入れ。 

● ’95 那覇・福州児童生徒交流祭。   ●都市モノレールが特許申請。      ●那覇大綱挽ギネス認定。               

●「沖縄の美術家展」開催。           ●第 77 回九州市長会開催。             ●国指定名勝「識名園」一般公開。  

●女性問題全国都市会議開催。         ●救急救命士運用開始。          ●西消防署小禄出張所新築工事着工。 

1996 1996 1996 1996 年年年年（（（（平成平成平成平成 8  8  8  8 年年年年））））    
●安謝団地建替工事始まる。      ●がじゃんびら公園開園。           ●沖縄都市モノレールに軌道事業許可が認可。 

●恒久平和のモニュメント「なぐやけ」建立。             ●泊ふ頭地下駐車場オープン。 

●ゆんたく広場（地区ビジョンづくり）スタート。         ●修学旅行平和学習ガイド事業がスタート。   

●壺屋焼物博物館起工式。       ●「写真でつづる那覇戦後 50 年」発行。 ●那覇・日南友好市民の森植樹。 

●尚家継承美術工芸品（87 点）の寄贈を受ける。          ●首里金城村屋落成。           

●市制 75 周年記念式典。             ●川崎市と友好都市協定を締結。          ●尚裕氏を名誉市民に顕彰。    

●石嶺文化スポーツプラザ開館。                         ●乳幼児健康支援デイサービス事業スタート。     

●長期ビジョン委員会が発足。                           ●那覇市情報公開訴訟（第 2 審）判決、全面勝訴。        

●なは女性センターオープン。         ●美栄橋改修工事終え開通。        ●「那覇軍港跡地利用計画」統一案承認される。  

●タマン放流事業実施。        ●沖縄都市モノレール本体工事着工。      ●第 27 代市長に親泊康晴氏就任。       
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1997 1997 1997 1997 年年年年（（（（平成平成平成平成 9  9  9  9 年年年年）））） 

●那覇市のインターネットホームページ開設。 ●尚家継承文化遺産展の開催。   ●高山朝光助役、玉城正一助役が就任。 

●長堂嘉夫収入役が就任。             ●ホームヘルプサービス早期夜間運営。 ●屋良朝苗元沖縄県知事県民葬。 

●世界帆船フェスティバル IN 沖縄。  ●瀬長亀次郎氏、西銘順治氏を名誉市民に顕彰。 

●ホノルル市長ジェレミー・ハリス氏を国際親善名誉市民として顕彰。 

●「子どもにやさしい街づくり」子どもフォーラムの開催。   ●泡盛百年古酒熟成化事業壷入れ式。       

●ジェットフォイル船「マーリン」就航開始（第三セクター）。●「行政改革推進室」新設。           

●那覇市議会議員選挙。               ●伊波普猷没後 50 年展開催。     ●那覇国際コンテナターミナル供用開始。 

●那覇中環状線開通。         ●尚家第二十二代当主尚裕氏合同追悼式。●バーナード・リーチ展開催。       

●第 10 回全国スポーツ・レクリェーション祭種目別大会開催。                 ●安里配水池完成。   

●第 3 次那覇市総合計画・基本構想決定。 

1998 1998 1998 1998 年年年年（（（（平成平成平成平成 10 10 10 10 年年年年））））    
●長野オリンピック冬季競技聖火リレー那覇到着式。                          ●壺屋焼物博物館オープン。 

●「沖縄～ハワイ 21 世紀への架け橋」物産・観光・文化展（ホノルル市で開催）。 

●ふれあいプラザ安謝落成式典。 ●那覇市全小中学校をインターネットに接続。  ●「地域ふれあいデイサービス事業」実施。 

●サンビセンテ市長マルシオ・ルイス・フランサ・ゴメス氏を国際親善名誉市民として顕彰。 

●美田団地・安謝末吉地域ふれあい事業開所式。        ●市内 10 校の学校図書館でコンピュータシステム導入事業スタート。 

●「なは男女平等推進プラン」策定。  ●「男女共同参画都市宣言フォーラム」開催。 

●「なは・女のあしあと 那覇女性史（近代編）」発行。   ●第 29 回日展沖縄展開催。          

●安謝在宅介護支援センター開所。     ●那覇市空手古武道選手権大会開催。 

1999 1999 1999 1999 年年年年（（（（平成平成平成平成 11 11 11 11 年年年年））））    
●文部省の学校図書館コンピュータ化モデル事業に市内 10 校が指定。           ●那覇市都市計画マスタープランを策定。 

●全国初の民間委託による介護型デイサービス事業を開始。●救急診療所を市立病院に統合。急病センターを開設。 

●ごみ減量対策係を設置。             ●公益信託「あけもどろ福祉基金」による福祉団体への助成を開始。 

●末吉公営住宅建設に着工。       ●市役所前庭の整備工事が完成。      ●沖縄尚学高校と興南高校に初の市民栄誉賞。 

●那覇市福祉バスの運行を開始。       ●漫湖がラムサール条約登録湿地に認定。   

●「アメリカン・ショート・ショート映画祭」を支援。    ●「中心市街地活性化基本計画」を策定。  

●金城小学校の分離校「さつき小学校」を着工。          ●「那覇新都心シビック地区整備計画」が承認される。 

●「那覇市サミット推進本部」を設置、サミット推進那覇市民の会を発足。 

●「第 1 回沖縄伝統空手古武道世界大会」が開催される。                      ●NPO 活動支援センターを設立。  

●コンピュータ 2000 年問題対策本部を設置。            ●首里城周辺地区が都市景観大賞を受賞。都市景観 100 選に。 

●「NAHA 万国 Festival 」を開催。 

2000 2000 2000 2000 年年年年（（（（平成平成平成平成 12 12 12 12 年年年年））））    
●那覇市 NPO 支援センターを開設。  ●那覇市環境基本計画を策定。       ●金城中学校（吹奏楽部）に市民栄誉賞。  

●さつき小学校開校。           ●那覇市福祉まちづくり条例を制定。●那覇市企業立地促進奨励助成金制度を新設。 

●那覇市北保健センターがオープン。  ●介護保険制度がスタート。 

●サミットとミレニアムを記念して守礼門を表図柄にした 2 千円札が発行される。 

●主要国首脳会議「九州・沖縄サミット」が開催される。                       ●安室奈美恵さん（歌手）に市民栄誉賞。 

●国際会議「渡り性水鳥とその生息保全に関する沖縄ワークショップ」が本市で開催される。 

●那覇新都心地区が街びらき。       ●那覇大綱挽保存会と那覇爬龍船振興会に那覇市民栄誉賞。 
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●第 28 代那覇市長に翁長雄志氏が就任。    

●「首里城跡」「識名園」「園比屋武御嶽石門」「玉陵」がユネスコ世界遺産に登録される。 

2001 2001 2001 2001 年年年年（（（（平成平成平成平成 13 13 13 13 年年年年））））    
●新世紀を祝い、元日午前 0 時に婚姻・出生届。受付特別窓口を開設。 

●那覇市民会館開館 30 周年記念公演が催される。          ●市立図書館各館でインターネット無料利用を開始。 

●新都心公営住宅建設に着工。      ●南部広域圏北斎場（仮称）の建設に着工。 

●インドネシアから漁業研修生 30 名を受入れ。            ●経営管理局を新設。こども課、ちゃーがんじゅう課を設置。 

●事業評価システムを導入。      ●自衛官募集業務を開始。              ●市立病院にマルチヘリカルＣＴ を導入。 

●21 世紀最初の市議会議員選挙が行われる。               ●市民課窓口がＩＳＯ9001 認証取得を宣言。  

●那覇市重要政策マネージメントシステムを導入。          ●戸籍事務がコンピュータ化される。  

●市民サービス窓口の時間延長・拡大。 ●那覇市総合防災訓練を実施。     ●那覇軍港総合対策室を設置。 

●渡嘉敷村の災害復旧に 4 人の市職員を派遣。             ●市制施行 80 周年記念「ゴルバチョフ氏講演会」を開催。 

●友好都市締結 20 周年記念「那覇市・福州市友好の翼」一行 150 名が中国・福州市を訪問。 

●米国同時テロによる観光客激減の影響をうけ、「だいじょうぶさぁー沖縄」を全国にアピールするため、NHK ドラマ「ちゅ

らさん」のヒロイン国仲涼子さんにより NAHA マラソンのスタート時の合図に万国津梁之鐘を鳴らす。 

2002 2002 2002 2002 年年年年（（（（平成平成平成平成 14 14 14 14 年年年年））））    
●全国ゼロエミッション会議沖縄県那覇会議を開催。        ●「国際通りトランジットマイル」社会実験を実施。 

●那覇市世界遺産登録記念イベントを開催。              ●公営斎場「いなんせ斎苑」完成。 

●ボランティア国際年記念「も～れも～れチャンプルー祭り」が開催される。 

●沖映通りに「那覇市観光案内所」を開設。              ●那覇市指定ごみ袋制度を導入。 

●「那覇市ロシア訪問団」がモスクワを訪問。翁長市長とゴルバチョフ氏がゴルバチョフ財団日本本部を那覇市に設置する合意

書に調印。 

●那覇軍港で「SAIL KOREA2002  世界帆船フェスティバル in 沖縄」が開催される。 

●末吉公園に「那覇市立森の家みんみん」開所。            ●沖縄復帰 30 年「石川文洋写真展」を開催。 

●世界遺産・玉陵のガイダンス施設「玉陵奉円館」を開所。 

●「ＦＭ なは」（78MHｚ)が開局される。 

●姉妹都市ホノルル市で開催された「ハワイ姉妹都市サミット」で翁長市長が沖縄観光をアピール。 

●県内で初めて那覇市防災車両が緊急自動車の指定を受ける。 

●本庁市民課がサービスに関する国際規格 ISO9001 の認証取得。 

●新都心に「那覇市緑化センター」を開所。              ●県内最大 2 万トンの「泊配水池」が完成。 

●重要文化財指定記念展「尚家継承美術工芸～琉球王家の美～」を開催。 

●全国ハーブサミット那覇大会を開催。 ●第 1 回那覇平和芸術祭「ふれあいジャズフェスティバル」を開催。 

●翁長市長が市民グループとの意見交換を行うゆんたくふぃんたく「跳びだせ！市長室」を開始。 

●那覇市にゴルバチョフ財団日本本部が設立される。 

2003 2003 2003 2003 年年年年（（（（平成平成平成平成 15 15 15 15 年年年年））））    
●那覇市精神障害者地域生活支援センター「なんくる」を開所。                 ●市内 8 会場で地域自主開催の成人式。 

●県内初のライナープレート鋼材防御壁内での信管除去不発弾処理。 

●那覇市・南風原町・南部離島 6 村による市町村合併を調査・研究するため「那覇市・南風原町・南部離島村合併任意協議会」

を発足。               ●新ごみ処理施設（工場棟）の建設工事を起工。      ●崇元寺姫百合線が開通。 

●インターネットによる市政案内「週刊なは市政ナビ」を開始。                 ●「那覇市環境方針」を定める。 
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●ペットボトルのリサイクル資源化を開始。 

●「新都心銘苅庁舎」を開所。同庁舎内に、住民票、戸籍や印鑑証明、税証明などを発行する「市民サービスセンター」開設。 

●「ごみゼロの日大作戦 in なは」を実施。                  ●水道通水 70 周年記念事業として各種イベントを開催。 

●ペリー提督来航 150 周年記念事業とし各種イベントを開催。 ●IT 産業の拠点「那覇市 IT 創造館」を新都心地区に開所。 

●独居老人のための「ふれあいコールサービス」を開始。      ●暴走行為等防止「重点禁止区域」を指定。 

●那覇市屋上緑化見本市を開催。       ●市内三原区を「ペット動物等の正しい飼い方モデル地区」に指定。 

●沖縄都市モノレール「ゆいレール」開通。 

●興南高校（男子ハンドボール連続全国優勝）と真和志高校（写真甲子園優勝）を市民特別賞として表彰。 

●翁長市長を団長とした「那覇市・サンビセンテ市姉妹都市提携 25 周年及びアルゼンチン・ブラジル移住 95 周年親善訪問団」

が南米を訪問。                     ●母子生活支援センター「さくら」を開所。 

●「全国広報広聴研究大会」（沖縄県那覇大会）を開催。       ●県内自治体では初の「環境 ISO14001 」認証を取得。 

●「九州市長会」を開催。           ●38 年ぶりの闘牛「なは・観光闘牛」が開催される。  

●新都心地区に「消防庁舎」竣工。   ●第 34 回「日展」沖縄展が 3 年ぶりに那覇市で開催される。 

●那覇市で開催された国際フォーラム「グローバリゼーション・フォーラム 2003 」に参加したゴルバチョフ元ソ連大統領やマ

ハティール前マレーシア首相をはじめ米国・中国・韓国・日本の代表者らを招き、識名園で歓迎レセプションを開催。 

●市役所中庭に、元ソ連大統領ミハイル・ゴルバチョフ氏「来訪記念碑」を披露。 

●全国生涯学習フェスティバル in 那覇を開催、全国から約 5 千人が来沖。 

●市立病院が（財）日本医療機能評価機構から病院機能の審査認定を受ける。 

●第 19 回 NAHA マラソンのスターターに初の高校生女子プロゴルファーの宮里藍さん。 

2004 2004 2004 2004 年年年年（（（（平成平成平成平成 16 16 16 16 年年年年））））    
●「モノレールから見た屋上緑化等コンテスト」を実施。      ●市役所本庁舎に屋上緑化のモデル庭園オープン。 

●環境にやさしいイベント推進のため、移動食器洗浄車「エコフレンド号」を導入。 

●企画調整室と行政経営室を統合して「経営企画室」を新設。「那覇市緊急行財政改革推進チーム」を設置。 

●パブリック・コメント（市民意見）制度を試行実施。 

●高齢者や身体にハンディをもつ市民の情報を消防本部に登録することで災害時や緊急時などに迅速な救援活動を行うための

「那覇市災害ユイマール登録制度」を始める。 

●「那覇市環境基本条例」を制定。                     ●「インターネット相談窓口」を開設。 

●那覇市の都市整備計画が「日本都市計画学会石川賞」を受賞。 

●當銘芳二助役、名嘉元甚勝収入役が就任。                 ●本庁舎内に「なはし就職なんでも相談センター」を開所。 

●地域雇用増大促進事業として「米軍契約受注業務支援研修」をスタート。 

●なはの日制定実行委員会により、7 月 8 日を「なはの日」にしよう関連イベントが開催される。 

●なはの日関連イベントとして沖映通りに、元ソ連邦大統領ゴルバチョフ氏、女優の国仲涼子さん、歌手のＭＡＸ（4 名）の銅

板手形レリーフを設置する「触れ手・重ね手・あの人の手」除幕式が行われる。 

●真嘉比遊水地に、市が管理する多目的広場をオープン。 

●都市公園再整備事業で泉崎公園を整備。泉崎一丁目自治会が「ファーム泉崎」として管理。 

●那覇市立病院に集中治療室（ＩＣＵ）を設置。              ●新都心地区の天久公園中央広場を構成する全施設が完成。 

●バス路線のない地域と観光客の利便を図るため、モノレール首里駅と結節する 100 円のコミュニティー・バス「石嶺首里城

巡り」の実証実験が始まる。 

●中国・北京故宮博物院蔵「帰ってきた琉球王朝の秘宝展」沖縄特別展覧会を開催。 

●犬・猫の飼い主に不妊去勢手術費用の一部助成を始める。 
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●「那覇市チルドレンズ・ミュージアム（仮称）」構想づくりが始まる。 

●ＩＳＯ9001 認証範囲が市民活動課および真和志支所、首里支所、小禄支所へ拡大認定される。 

●第 1 回末吉公園まつり「末吉ぬ杜あしび」を開催。 

●那覇大空襲に遭った市街地を見渡す、がじゃんびら公園で「那覇十・十空襲 60 周年・市民の集い」を開催。 

●那覇市の都市緑化への取り組みが、（財）都市緑化基金「緑の都市賞」を受賞。 

●国際通りに、芸能・文化・情報発信の複合施設「てんぶす那覇」オープン。同施設内に、那覇市の新しい文化発信の拠点「那

覇市ぶんかテンブス館」と「那覇市伝統工芸館」を整備。 

●市役所の各施設で「新潟県中越地震」義援金を募集。      ●市職員の退職時特別昇給を廃止。  

●第 29 代那覇市長に現職の翁長雄志市長が再選される。 

●第 20 回記念大会ＮＡＨＡ マラソンのスターターに日本女子アマチュアゴルフ選手権で、史上最年少で優勝した松島中学校 3 

年生の宮里美香さん。 

2005 2005 2005 2005 年年年年（（（（平成平成平成平成 17171717年年年年））））    
●福州市が翁長市長に栄誉市民賞を授与          ●市民説明会「立ち向かう那覇市の行財政運営市民説明会」開催          

●くにんだなかみち（市道久米 24号）歩道完成（10回のワークショップ開催） 

●知的しょうがいネットワークそうせい開所    ●東京事務所廃止        ●上下水道局を設置 

●有料広告事業開始（広報紙「広報なは・市民の友」等で企業広告を掲載） 

●繁多川公民館・図書館設置      ●銘苅小学校開校、銘苅幼稚園開園     ●親泊康晴前市長死去         

●故親泊前市長に名誉市民顕彰授与                      ●市長リレー出前トークスタート       

●新都心地区の総合公園の名称が「新都心公園」と決定      ●「那覇市中心商店街にぎわい広場」オープン       

●国保税滞納者一覧表の一部が流出     ●ごみゼロ大作戦 inなは２００５実施（ごみゼロキャンペーン in銘苅小学校） 

●道路ボランティア協定スタート                       ●公園ボランティア協定スタート          

●沖縄戦 60周年追悼「戦場だった識名園」慰霊祭実施       ●財団法人那覇市育英会設立   

●平田大一さんが市芸術監督に就任                       ●「土地開発公社の経営の健全化に関する計画」策定                  

●新都心公園（水の道）霧の噴水設置  ●健康なは 21シンポジウム開催      ●市教育委員会が学校選択性導入 

●健康なは２１地域ウォーキング教室開催         ●那覇・福州児童生徒交流会実施 

●市役所本庁舎移転問題で要請相次ぐ  ●上下水道局庁舎着工                 ●市内小中学校でのアスベスト使用が判明 

●市長が会見で市立保育所６か所の民営化を表明            ●「第 1回なは市民芸術展」開催        

●那覇市民会館開館３５周年記念コンサート開催           ●モバイルサポート人材育成事業実施   

●那覇市歴史資料館（仮）着工     ●地震・津波避難訓練実施            ●那覇市立保育所の民営化決定     

●子育て支援室設置                   ●職業紹介コーナーすみれ開所     ●新ごみ焼却炉火入れ式           

●戦後６０周年事業チャリテイーコンサート「サウンドレインボー・アジアの人々とともに」開催 

●ごみの分別方法変更              

2006200620062006    年年年年（（（（平成平成平成平成 18181818年年年年））））    
●1.23 「つどいの広場わくわく」開所（栄町）      ●1.26 「ゼロエミッションフォーラム・イン・那覇」開催  

●2.24 西消防署庁舎竣工式               ●3.1 那覇市救急特別救助隊発足 

●3.24 第 4次総合計画策定「講演会＆フォーラム」開催   

●3.31 構造改革特別区域計画「なはＩＴ人材育成特区」が内閣府より認定 

●4.5 市営住宅退去滞納者に対する集金業務を民間委託することを発表 

●4.7 翁長市長が初期の胃がんであることを発表。1か月の入院加療に入る。 

●5.15 新都心地区「新都心天空橋」開通         ●5.20 翁長市長が公務に復帰 
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●5.27 太平洋・島こども環境サミット開催        ●6.9 「琉球国王尚家関係資料」が国宝に指定 

●6.12 首里鳥堀町 5丁目で長雨による地盤陥没事故が発生 ●6.13 災害対策本部を設置 

●7.1 新都心循環線コミュニティバス出発式 

●7.5 翁長市長が松山保育所と城北保育所を平成 19年 4月 1日付けで民営化すると発表 

●7.8 那覇市歴史博物館開館       ●7.12 定例記者会見において、翁長市長が新都心地区庁舎候補地の売却を表明 

●7.21 「健康なは 21」推進市民大会開催         ●8.2 「なは情報通信産業の集積・振興による地域活性化計画」 

が内閣総理大臣より認定。琉球大学との連携によりＩＴ人材養成事業を実施する 

●8.23 「環境と交通」生活の足を考えるシンポジウム開催   ●9.2 固定資産税過徴収判明 

●9.13 歴史博物館入館者数 1万人突破                     ●9.15 ＩＳＯ１４００１更新（3年に 1回） 

●9.29 なは女性センター10周年記念講演会開催      ●9.30 那覇市・福州市友好 25周年記念交流会開催 

●10.5 飲酒運転撲滅市長メッセージ収録          ●10.13 ホノルル市長が那覇市国際親善名誉市民に      

●10.13 ホノルル市との姉妹友好都市締結 45周年記念植樹  ●10.13 那覇市いちゃりばチョーデー交流パーティー 

●10.17 新都心地区「黄金森公園」開園式                  ●10.27 久茂地公民館で、「未来を考えるなは市民会議」の市 

民委員による「那覇市総合計画基本構想市民意見」の報告会と意見交換会開催 

●11.1 「子育て応援ＤＡＹ」実施の協定書締結               ●11.6 コミュニティバス実証実験出発式 

●11.11 総合防災訓練実施                  

2007200720072007    年年年年（（（（平成平成平成平成 19191919年年年年））））    
●1.5 市内小学校で学校敷地内禁煙がスタート       

●1.17 定例記者会見で市立病院が平成 20年度に地方独立行政法人へ移行することを発表 

●1.24 福地家に伝わる紅型や絣衣裳などが市へ寄贈される  ●2.9 証明書広域自動交付機サービス開始  

●2.11 国際通りでトランジットモール実施 

●2.28 読売巨人軍「那覇キャンプ」の誘致活動を行うことを定例記者会見で発表 

●3.2 公式メールマガジン「情報パックなはメール」配信サービス開始 

●3.19 市が災害時における物資の供給に関する協定書を流通業者 5社と調印  

●3.22那覇市環境基本計画（改訂版）策定  ●3.23 市長が読売巨人軍へ「那覇キャンプ」の要請文書を正式に手渡す 

●3.27 海面を埋め立てて廃棄物を処分する施設「那覇エコアイランド」完成  ●3.29 上下水道局新庁舎落成式       

●4.1「那覇市路上喫煙防止条例」施行   ●5.9 那覇市公平委員会が酒気帯び職員の処分軽減を決定    

●5.20 銘苅墓跡群が国の史跡に指定   ●6.6 モノレール旭橋駅周辺地区再開発事業（南地区）起工式  

●6.22 市が自治会長会連合会と「廃食用油回収事業」協定締結 

●6.23 歴史博物館企画展「沖縄戦～那覇での戦闘～」開催    ●6.26 国民健康保険の特別調整金の算定の誤りが発覚 

●6.30 環境の杜ふれあい落成          ●6.30 第 1回「創作エイサーコンテスト 太鼓フエステイバル inなは」開催 

●7.18 興南高校が 24年ぶりに甲子園へ                       

●7.27 資源循環型まちづくりに関する協定（マイバック等の持参促進とレジ袋の削減に向けて)締結 

●7.30 那覇市の非常勤職員が給食費着服 

●8.6 姉妹都市サンビセンテ市市長と市議会議長を那覇市国際親善名誉市民として顕彰 

●8.9 日本非核宣言自治体協議会に加入している県内 13自治体が参加し合同記者会見（北谷町役場）で、核兵器廃絶及び恒久

平和希求をアピール 

●8.11 大雨のため県内各地で冠水や土砂崩れなどの被害が発生（市内では安里川が氾濫し多くの床上床下浸水被害が発生。ま

た、長田のマンション建設現場で地割れが発生） 

●8.20 中華航空機が那覇空港で爆発炎上                     ●9.1 地球温暖化防止へレジ袋有料化  
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●9.22~23 県内ではじめて「なはカーフリーデー」実施 

●9.29 歴史教科書から沖縄戦での集団自決に日本軍が直接関与したとされる記述が削除された問題で検定意見の撤回と記述

の回復を求める「教科書検定意見撤回を求める県民大会」開催 

●10.12 基本健康診査受診数改善活動事業の協定を「ＮＰＯ沖縄県健康管理士会」と締結 

●11.6 奥武山野球場その他施設工事安全祈願祭         ●11.27 障害者就業支援センター「さわやか」開所  

●12.9 「なは教育の日」式典                  

 



【那覇市指定等文化財件数一覧】
　 　 （平成20年2月現在）
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築

城
郭
建
築

橋
梁
住
宅

そ
の
他

絵
画
彫
刻

工
芸
品

書
跡
典
籍

古
文
書

歴
史
資
料

国 2 1 4 2 2 1 3 3 2 1 2 5 2 2 6 38

県 1 1 3 1 6 6 32 4 2 3 3 3 3 3 1 8 1 1 82

市 1 1 1 3 10 27 2 1 46

計 1 1 5 1 6 6 6 34 4 4 5 6 6 6 3 1 3 10 3 40 5 4 0 6 166

（平成20年2月現在）
<世界遺産>

　重要文化財（建造物） 　園比屋武御嶽石門 　首里真和志町１丁目７
　記念物（史跡） 　　１２月 ２日 　那覇市
　重要文化財（建造物） 　玉陵 　首里金城町１丁目３・３の１
　記念物（史跡） 　　１２月 ２日 　沖縄県・那覇市
　記念物（史跡） 　首里城跡 　首里当蔵町３丁目１・１の１

　　１２月 ２日 　国・沖縄県
　記念物（特別名勝） 　識名園 　字真地４２１の１外

　　１２月 ２日 　那覇市外

【那覇市内指定等文化財一覧】
（平成20年2月現在）

<国指定>

識名園 字真地421の1外 那覇市

伊江殿内庭園 首里当蔵町2丁目21の1 那覇市　外

円覚寺跡 首里当蔵町1丁目1 外 沖縄県、那覇市

首里城跡 首里当蔵町3丁目1の1外 国、沖縄県

末吉宮跡 首里末吉町1丁目 石沢正八郎　外

玉陵 首里金城町1丁目3，3の1沖縄県、那覇市

銘苅墓跡群 那覇市銘苅2-3-1､2-10-1那覇市　外

識名園のシマチスジノリ発生地 字真地421の1，7 那覇市　

首里金城の大アカギ 首里金城町3丁目18，20 那覇市

新垣家住宅 壺屋1丁目28番32 新垣和子　外

旧円覚寺放生橋 首里当蔵町2丁目1 沖縄県

天女橋 首里当蔵町1丁目2 沖縄県

旧崇元寺第一門及び石牆 泊1丁目9の1 那覇市

園比屋武御嶽石門 首里真和志町1丁目7 那覇市

玉陵墓室石牆 首里金城町1丁目3 那覇市

伊江御殿墓 首里石嶺町1丁目62の4外伊江朝雄
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美術工芸品（６５件）

指定等文化財一覧

有形文化財（７９件） 無形文化財
（１６件）

民俗文化財
（１６件）

記念物
（４９件）

選

定

保

存

技

術

登
録
有
形
文
化
財

国

県

市

別

計

建造物（１４件）

無
形
選
択
史
跡

芸
能

工
芸
技
術

空
手
・
古
武
術

選
択

記念物

（
特
別
名
勝
含
む
）

名
勝

天
然
記
念
物

【那覇市所 在世 界遺 産】

条約資産種別 国内指定区分 名称 登録年月日 所在地・所有者等

有
形

分野 種類等 種別 名称

史　　跡 昭和47年5月15日

所在地 所有者等指定等年月日
特別名勝 平成12年3月30日

名　　勝 昭和61年6月16日

記念工作物

　平成１２年

　平成１２年

遺　　　　　跡

　平成１２年

　平成１２年

昭和47年5月15日

昭和47年5月15日

昭和47年5月15日

天然記念物 昭和47年5月15日

平成19年7月26日

昭和47年5月15日

有形文化財 建　造　物 住　宅 平成14年12月26日

橋　梁
昭和47年5月15日

昭和47年5月15日

その他

昭和47年5月15日

昭和47年5月15日

昭和47年5月15日

平成11年12月1日



<国指定>

銅鐘（旧首里城正殿鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

沖縄県立博物館 沖縄県

おもろさうし 沖縄県立博物館 沖縄県

混効験集 沖縄県立博物館 沖縄県

田名家文書（附麻姓田名家家譜） 首里山川町 田名　弘

明孝宗勅諭 沖縄県立博物館 沖縄県

琉球国王尚家関係資料 那覇市歴史博物館 那覇市

琉球芸術調査写真　鎌倉芳太郎撮影 沖縄県立芸術大学 沖縄県

組踊 久米２丁目 伝統組踊保存会

琉球古典音楽 東町 照喜名朝一

組踊音楽歌三線 那覇市与儀 城間徳太郎

紅型 首里山川町 玉那覇有公

首里の織物 首里汀良町 宮平初子

壺屋の荒焼 沖縄陶器保存会

那覇安里のフェ－ヌシマ

沖縄の綱引き 県内各地

<登録有形文化財>

新垣家住宅主屋 首里末吉町1-124-2 新垣和美

新垣家住宅ヒンプン 首里末吉町1-124-2 新垣和美

新垣家住宅石垣 首里末吉町1-124-2 新垣和美

新垣家住宅フール 首里末吉町1-124-2 新垣和美

新垣家住宅東池 首里末吉町1-124-2 新垣和美

新垣家住宅南池 首里末吉町1-124 新垣和美

<県指定>

旧円覚寺総門 首里当蔵町2丁目1 沖縄県

旧首里城守礼門 首里当蔵町3丁目 沖縄県

末吉宮磴道 首里末吉町1丁目 那覇市

龍淵橋 首里当蔵町1丁目2 那覇市

ヒジ川橋及び取付道路 字真地 沖縄県

壺屋荒焼のぼり窯附石牆 壺屋1丁目86 沖縄陶器（株）

自了筆白沢之図 首里城公園管理センター

絹本着色花鳥図（殷元良筆） 沖縄県立博物館 沖縄県

紙本着色雪中雉子の図（殷元良筆） 沖縄県立博物館 沖縄県

紙本着色奉使琉球図 沖縄県立博物館 沖縄県

紙本墨画竹の図（殷元良筆） 沖縄県立博物館 沖縄県

神猫図 那覇市歴史博物館 那覇市

崇元寺下馬碑 泊1丁目9の1 那覇市

円覚寺放生池石橋勾欄 首里当蔵町2丁目1 沖縄県

玉陵石彫獅子 首里金城町1丁目3 那覇市

木彫円覚寺白象並びに趣意書木札 沖縄県立博物館 沖縄県

世持橋勾欄羽目 沖縄県立博物館 沖縄県

玉陵碑 首里金城町1丁目3 那覇市

聞得大君御殿雲龍黄金簪 沖縄県立博物館 沖縄県

銅鐘（旧一品権現鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

銅鐘（旧天尊殿鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

銅鐘（旧天妃宮鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

梵鐘（旧天竜精舎鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

梵鐘（旧普門禅寺鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県
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昭和60年6月18日

昭和60年6月18日

昭和60年6月18日

昭和60年6月18日

昭和60年6月18日

（金工）

海洋博覧会記念公園管理
財団

昭和57年3月4日

平成18年7月19日

彫　刻 昭和30年1月25日

絵　画

字安里 那覇安里フェーヌシマ
保存会

有形文化財 建　造　物 寺院建築 昭和47年5月12日

種別 所有者等所在地名称

平成17年6月9日

芸　　能 昭和47年5月15日

平成12年6月6日

古文書 昭和48年6月6日

歴史資料 平成11年6月7日

（金工）梵鐘（旧円覚寺殿前鐘・殿中鐘・桜
鐘）

昭和53年6月15日

典　籍
昭和48年6月6日

昭和48年6月6日

所在地 所有者等指定等年月日
有形文化財 美術工芸品 工芸品 昭和53年6月15日

分野 種類等 種別 名称

昭和31年12月14日

平成6年12月7日

昭和54年12月7日

昭和33年1月17日

昭和57年3月4日

昭和47年5月12日

昭和34年12月16日

指定等年月日

平成18年6月9日

昭和31年12月14日

昭和34年1月29日

昭和31年12月14日

美術工芸品

工芸品

城郭建築

昭和31年12月14日

昭和31年12月14日

昭和54年4月9日

昭和54年4月9日

橋　梁

その他

昭和31年2月22日

昭和34年1月29日

昭和48年3月19日

分野

工芸技術選択

種類等

選択

無形文化財

民俗文化財　

平成17年8月30日

工芸技術

記　念　物 建　造　物 平成19年7月31日

平成8年5月10日

平成10年6月8日

昭和52年6月1日

平成19年7月31日

平成19年7月31日

平成19年7月31日

平成19年7月31日

平成19年7月31日



<県指定>

梵鐘（霊応寺鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

梵鐘（旧大安禅寺鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

梵鐘（旧永福寺鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

黒塗堆錦山水絵大文庫 沖縄県立博物館 沖縄県

黒塗螺鈿雲龍文内金箔蓋付椀 沖縄県立博物館 沖縄県

黒塗螺鈿遊雁絵大文庫 沖縄県立博物館 沖縄県

黒漆薔薇堆錦軸盆 沖縄県立博物館 沖縄県

黒漆山水楼閣人物螺鈿机 沖縄県立博物館 沖縄県

朱漆山水楼閣人物箔絵丸型東道盆 沖縄県立博物館 沖縄県

朱漆巴紋牡丹沈金大御供飯 沖縄県立博物館 沖縄県

白密陀山水楼閣人物箔絵角盆 沖縄県立博物館 沖縄県

黒漆菊花鳥虫七宝繋沈金食籠 首里城公園管理センター

黒漆牡丹七宝繋沈金食籠 首里城公園管理センター

色象嵌栗絵菊花皿 沖縄県立博物館 沖縄県

枝梅竹紋赤絵椀 沖縄県立博物館 沖縄県

線彫染付魚文皿 沖縄県立博物館 沖縄県

象嵌色指面取抱瓶 沖縄県立博物館 沖縄県

三線志多伯開鐘 沖縄県立博物館寄託 金城紀光

三線湧川開鐘 首里当蔵町 高宮城　健

三線江戸与那 沖縄県立博物館 沖縄県

三線久場春殿 松尾 我部シゲ

三線久葉の骨型 牧志 金城幸喜

三線南風原型 牧志 金城幸喜

三線大真壁型附胴 識名 玉城亀雄

三線富盛開鐘附胴 沖縄県立芸術大学 沖縄県

三線盛嶋開鐘附胴 沖縄県立博物館 沖縄県

蔡温の書 前島 長田信子

程順則の書 沖縄県立博物館 沖縄県

扁額「徳高」鄭元偉書 沖縄県立博物館 沖縄県

　 扁額「凌雲」林麟    書 沖縄県立博物館 沖縄県

評定所格護定本『中山世鑑』 沖縄県立博物館 沖縄県

評定所格護定本『中山世譜』 沖縄県立博物館 沖縄県

宮古島下地の首里大屋子への辞令書 沖縄県立博物館 沖縄県

伊平屋島仲田の首里大屋子への辞令書 沖縄県立博物館 沖縄県

羽地間切の屋我のろへの辞令書 沖縄県立博物館 沖縄県

銅鐘残欠（旧波上宮朝鮮鐘） 沖縄県立博物館 沖縄県

安国山樹華木記碑 沖縄県立博物館 沖縄県

伊江家資料 沖縄県立博物館 伊江　朝雄

沖縄伝統舞踊 沖縄伝統舞踊保存会 玉城　節子

沖縄伝統音楽安冨祖流 沖縄伝統音楽安冨祖流保存会 大城　助吉

琉球歌劇 琉球歌劇保存会 久高　将吉

びん型 沖縄伝統びん型保存会 城間　榮順

本場首里の織物 沖縄伝統本場首里織物保存会 祝嶺　恭子

琉球漆器 琉球漆器保存会 前田　孝允

空手・古武術 沖縄の空手・古武術 仲里　周五郎

宮平　勝哉

湧川　幸盛
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平成3年1月16日

平成9年8月8日

（陶磁）

（楽器）

歴史資料

昭和54年9月3日

昭和54年9月3日

昭和54年9月3日

工芸品 昭和30年5月23日

昭和48年7月30日

昭和49年1月17日

平成2年2月6日

平成2年2月6日

平成2年2月6日

平成2年2月6日

平成2年2月6日

平成18年7月19日

分野
美術工芸品

昭和31年12月14日

昭和31年12月14日

種別 指定等年月日

工芸品

（漆工）

種類等
有形文化財

所有者等所在地名称

昭和31年12月14日

昭和60年6月18日

昭和62年12月16日

平成2年2月6日

海洋博覧会記念公園管理
財団

平成18年7月19日 海洋博覧会記念公園管理
財団

工芸品 昭和54年9月3日

昭和30年5月23日

昭和31年12月14日

昭和33年8月15日

昭和33年8月15日

昭和33年8月15日

書跡 昭和42年4月11日

平成6年3月15日

平成6年3月15日

平成6年3月15日

昭和42年4月11日

　 平成元年9月29日

平成元年9月29日

昭和31年12月14日

昭和31年12月14日

古文書 昭和31年12月14日

昭和47年12月28日

昭和53年4月1日

昭和56年3月30日

昭和60年6月18日

平成元年9月29日

平成14年1月18日

工芸技術

昭和47年12月28日

平成元年9月29日

工芸品

（金工）

無形文化財 芸　　能

典籍



<県指定>

園比屋武御嶽 首里真和志町1丁目7 那覇市

龍潭及びその周辺 首里真和志町1丁目1　外沖縄県

崎樋川貝塚 字天久 島袋盛安　外

弁ヶ嶽 首里鳥堀町4丁目121　外那覇市

仲島の大石 泉崎1丁目20の3

首里金城町石畳道 首里金城町2丁目，3丁目国
山下町第一洞穴遺跡 山下町167 渡嘉敷　和男
国学・首里聖廟石垣 首里当蔵町1丁目4の1 沖縄県
首里金城町石畳道 首里金城町2丁目，3丁目国
仲島の大石 泉崎1丁目20の3

首里王府の路次楽 沖縄民俗芸能保存会

<市指定>

読谷山御殿の墓 首里石嶺町2丁目68 　

新修美栄橋碑 牧志1丁目951の地先 那覇市

壺屋焼 壺屋焼保存会 新垣　勲

安谷川嶽 首里当蔵町1丁目28の4 那覇市

内金城嶽 首里金城町3丁目18，20 那覇市

旧御茶屋御殿石造獅子 首里崎山町1丁目77の1 那覇市

首里汀良町の獅子舞い 儀間常公

首里末吉町の獅子舞い 玉城　嘉彦

泊地バ－リ－ 泊地バ－リ－研究会 東　敏雄

字安里のフェ－ヌシマ 安里南之島保存会 新垣尚

字安次嶺の村踊り 安次嶺村踊り保存会 當間一郎

字国場のウズンビ－ラ 国場民俗芸能保存会 嘉数幸雄

首里のクェ－ナ 首里クェ－ナ保存会 儀間ツル

首里王府の路次楽 沖縄県民俗芸能路次楽保存会阿波連本勇

字大嶺の獅子舞い 字大嶺向上会 赤嶺　馨

字大嶺の地バ－リ－ 字大嶺向上会 赤嶺　馨

雨乞嶽 首里崎山町１町目77 那覇市

与那覇勢頭豊見親逗留旧跡碑 上之屋1丁目6 那覇市

宜野湾御殿の墓及び墓域 首里末吉町1丁目20，21 尚　義清

宝口樋川 首里儀保町4丁目80 那覇市

上天妃宮跡の石門 久米1丁目3の8 那覇市

金城大樋川 首里金城町2丁目8 那覇市

仲之川 首里金城町2丁目11 那覇市

沢岻親方の墓 繁多川4丁目193の2 上里盛章

安谷川 首里大中町1丁目61の2 那覇市

王の殿と王川 楚辺1丁目345，346 仲里敏子　外

寒水川樋川 首里寒川町1丁目54　外 那覇市

ヒジ川ビラ 首里崎山町4丁目 国

崎山御嶽 首里崎山町1丁目39 那覇市
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昭和53年11月14日

昭和54年7月21日

昭和54年12年7日

昭和61年6月25日

工芸技術

無　　形

記　念　物 史　　跡

民俗文化財

無形文化財

有　　形

那覇市首里汀良町獅子
舞い保存会

那覇市首里末吉町獅子
舞い保存会

名　　勝

天然記念物

昭和52年4月8日

平成13年10月1日

昭和33年3月14日

昭和53年3月24日

種別

美術工芸品

民族文化財 選択

史　　跡

那覇バスターミナル（株）

昭和39年5月1日

昭和44年8月26日

所在地名称 指定等年月日

那覇バスターミナル（株）

昭和31年10月19日

昭和31年12月16日

昭和33年3月14日

昭和39年5月1日

平成2年4月12日

平成13年10月1日

平成13年10月1日

種別

昭和52年6月27日

昭和53年11月14日

昭和61年6月25日

昭和62年8月10日

平成3年7月15日

平成10年3月20日

昭和53年11月14日

昭和51年4月16日

昭和51年9月28日

昭和51年4月16日

昭和52年4月8日

昭和52年4月8日

昭和52年4月8日

昭和52年6月27日

昭和51年9月28日

平成6年3月30日

平成6年3月30日

平成6年3月30日

平成6年3月30日

昭和59年8月1日

昭和30年11月29日

昭和30年11月29日

平成5年6月11日

古文書

有形文化財 建　造　物 その他

種類等
記　念　物

所有者等名称 所在地種類等

分野

分野 指定等年月日

所有者等



<市指定>

泊外人墓地 泊3丁目20の1 那覇市

新垣ヌカ－ 首里金城町2丁目39 那覇市

上ヌ東門ガ－ 首里金城町3丁目39 那覇市

潮汲川 首里金城町2丁目50 那覇市

下ヌ東門ガ－ 首里金城町3丁目60 那覇市

加良川（取付道路を含む） 首里儀保町2丁目10の1外那覇市

さくの川 首里山川町1丁目89 那覇市

渡嘉敷三良の墓 牧志1丁目547 那覇市

旧天界寺跡の古井戸 首里金城町1丁目2の9外 沖縄県・那覇市

火立毛 首里石嶺町2丁目250の97 那覇市

美連嶽 首里寒川町1丁目4の4外 那覇市

アモールシガ－ 字小禄628 那覇市

シマダガ－ 字小禄606 那覇市

波上（ナンミン） 若狭1丁目26番3 波上宮

ガ－ナ－森 鏡原町10の3，10の7 那覇市

波上（ナンミン） 若狭1丁目26番3 波上宮

ガ－ナ－森 鏡原町10の3，10の7 那覇市
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所有者等名称 所在地種類等 指定等年月日

記　念　物 史　　跡 昭和62年8月10日

種別分野

昭和63年8月25日

昭和63年8月25日

昭和63年8月25日

昭和63年8月25日

平成元年7月14日

平成2年4月12日

平成2年12月25日

平成6年8月10日

平成10年3月20日

平成10年3月20日

平成11年2月10日

平成11年2月10日

天然記念物 昭和49年12月2日

平成18年10月10日

名　　勝 昭和49年12月2日

平成18年10月10日
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