那覇
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。
The character of Naha designed in circle, symbolizes
the unlimited development of the city.
The emblem
was established in 1921, when the municipal system
of Naha was implemented.
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那覇市 勢要覧 2011
NAHA CITY ADMINSTRATIVE GUIDE 2011

Let’s Create the City That Shines with the Smiles of Children

那覇市長

翁長雄志

Mayor of Naha City ONAGA Takeshi
Naha City set the “4th Naha City Comprehensive Plan”, the
那覇市では、2008 年度から 10 年間の市の将来像

future vision and direction of the city from 2008 to 2017 as the

や方向性、展望を示す、
「第４次那覇市総合計画」に

fundamental principle of city planning. Under the slogan “Let’s

基づき、
「みんなで創ろう、子どもの笑顔が輝くまち」Create the City That Shines with the Smiles of Children”, Naha
をまちづくりの基本理念に置き、６つの都市像の実現 City continues to put its efforts toward the realization of 6 city
に取り組んでいます。

images. Working closely with the people, the city works in

あわせて、公園・道路管理ボランティアや学習支援 various fields, such as the city parks and road management
ボランティア、地域の支えあいマップづくりなど様々volunteers, learning support volunteers, making support maps
な分野で展開してきた「市民との協働によるまちづく in the community. The city will continue to work for the further
り」の、一層の充実を図ります。
協働大使の委嘱や市長が営業部長として地域で市
政の現状を紹介し、意見交換する、
「Ｄｏ協働！それ

enhancement of “Coproduction Community Planning”
Naha City also increased the opportunities to exchange
opinions between the Mayor and residents through a delegation

行け営業部長」
、「なは市民大学」の開設など、市民と of residents as Naha Coproduction Ambassadors and “Let’s
直接対話できる機会を増やし、協働の輪を「点」から Coproduction!

Go Sales Manager!” in which the Mayor visits the

「線」へ、さらに「線」から「面」へ広げ、
「風格あ community as the sales manager to hold informal meetings to
る県都・那覇」をめざします。
この要覧は、市民、企業、行政が支えあいながら、

explain city administration, and the opening of the “Naha Citizens
College”.

The City will continue to work towards the dignified

協働のまちづくりをすすめていく本市の姿勢を紹介

capital city by expanding the idea of coproduction to the

しています。ご覧いただき、さらなる市勢発展にお力添え

community level.

いただければ幸いです。

This administrative guide introduces our effort of “Coproduction Community Planning” through active involvement of the
citizens, businesses, and government. We sincerely hope this
administrative guide will help in deeper understanding of our
administration.
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市民憲章 City Chater
私たちは那覇市民であることに誇りを持ち、
みんなで明るく住みよいまちをつくるため、
すすんでつぎのことをまもりましょう。
We the citizens Naha City take pride in our
city and Shall aim to carry out following to
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 out 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.
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心地よいつながりでつくる自治・協働・平和都市
City for People: Autonomy, Coproduction, and Peace
まちづくりの主役は市民です。多様な価値観や社会環境の中、緩やかでいてもときに団結し、力をあわせて
理想を実現していく、市民の間の心地よいつながりで、自治・協働・平和都市を創造します。
The citizens play the leading role in community planning. Among the diverse values and social
environments, citizens will unite the strength to attain the ideal, creating the city of autonomy,
coproduction and peace.

小学校区まちづくり協議会発足

Inauguration of Elementary School Zone
Community Planning Conference

恒久平和のモニュメント「なぐやけ」
The monument of lasting peace “NAGUYAKE”
1996 年、若狭海浜公園内に建立。市出身戦没者
2 万 9 千余柱の名簿が奉納されています。
The monument was erected in Wakasa Beach Park in 1996.
The name list of those who are from Naha and lost their lives
in the war is dedicated.

那覇市協働大使委嘱→
Delegation of Naha City Coproduction
Ambassador

姉妹都市・友好都市

Sister / Friendship Cities

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
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
サンビセンテ市(ブラジル連邦共和国・サンパウロ州) São Vicente (São 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
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
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
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地域力を活かし、生きがいをもって支えあう健康都市
A Healthy Community That Supports Locally
市民がみな社会的な役割と生きがいをもって、互いに支えあい充実した暮らしを実現することのできる健康
都市をめざします。
The city is working toward the healthy community that each citizen has social role, supporting each other and enjoys
the meaningful life.

ちゃーがんじゅう体力測定会
Cha-Ganjyu (always healthy)

三世代交流グラウンド・ゴルフ大会

Physical Fitness Test

Three- Generations Ground Golf Competition

ユニバーサルツーリズム講演会
Universal Tourism Lecture

人・自然・地球にやさしい

環境共生都市

An Eco-City
地球温暖化がもたらす異常気象は人類への警鐘です。すべての市民が日常の中でも地球環境への影響を考え、
行動する、人・自然・地球にやさしい環境共生都市をめざします。
Abnormal weather caused by global warming is a warning for humanity.
that each citizen is conscious of harmonious coexistence of environment.

The city is working toward the Eco-city

漫湖水鳥・湿地センター↓
Manko Waterfowl・Wetland Center

緑のカーテンフォーラム
Green Curtain Forum

漫湖チュラカーギ作戦
Operation Churakaagi (Beautiful) Manko

ラムサール条約登録湿地証

Wetland Registration of Ramsar Convention

こども環境会議 Environment Conferences of Children
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子どもの笑顔あふれる、ゆたかな学習・文化都市
City of Culture Filled with Smiling Children, and Learning Opportunities
未来の担い手である子どもたちが、自他共にいつくしみ、平和を愛する心や生きる力、将来への夢を育ん
で、笑顔が町中にあふれる社会をめざします。あわせて、伝統文化を次代へ継承し、新たな文化を生み出し
ていくことのできる、豊かな文化都市を創造します。
The children bear the future. The city is working towards the community where children are cherished, nurture
their dreams, love the peace, cultivate the strength to live and fill the city with their smiles. They will inherit the
traditional culture to next generation and create the rich cultural city where new culture is created.

創作エイサーコンテスト

子どもフェスタ in なは

Creative Eisa Contest

Children’s Festival in Naha

なは教育の日
Naha Education Day

やる気・元気旗頭フェスタ in なは
Yaruki/ Genki (Vim and Vigor) Hatagashira
Festival in Naha
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人も、まちも活きいき、美ら島（ちゅらしま）の観光交流都市
Beautiful City of Tourism and Commerce
わが国の国際的な南の玄関口として広域的な交流・交易の拠点機能を高め、多彩な人材と多様な産業を生み
出すとともに、地場産業の振興を図り、人も、まちも活力ある美しい島々の拠点、観光交流都市をめざします。
As southernmost international entrance of the nation, the city strength the function as hub of trade and commerce,
create the various industries and human resources, promoting the local industry and works toward the tourism and
commerce in the vibrant beautiful island.

大型クルーズ船バース

観光大使委嘱（上原彩子プロ）

那覇市農産物フェアー

Berth for the Cruise Ship

Delegation of Tourism Ambassador
(Ayako Uehara Professional Golfer)

Naha Farmer’s Fair

企業立地促進助成
Firm Location Promotion Subsidy

読売巨人軍春季キャンプ誘致
Yomiuri giants Spring Camp in
Okinawa

安心、安全で快適な

亜熱帯庭園都市

Pleasant Garden City on a Subtropical Island
安心、安全で快適な市民の暮らしや那覇市の産業を道路や公園、上下水道などの都市基盤が支えています。
都市基盤や都市景観が、亜熱帯特有の自然や歴史、文化環境に調和した緑豊かな庭園都市を築きます。
Safe and pleasant life of citizens and industry of Naha is supported by urban infrastructure such as roads, parks,
water and sewage system. The urban infrastructure and landscape construct the garden city blend in with
subtropical nature, history and cultural environment.

防災訓練 Disaster Drill

防災フェア
Disaster Prevention Fair

なはまち講座から「まちづくり憲章」提案
Naha Coproduction Course Proposes “Community Charter”
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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件）が、2000年にユネスコの世界遺産リストに登録されました。その沖縄を代
表する文化財のうち４件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かなくてはなりません。
In 2000, 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 Each one of citizens of Naha City
will preserve and cherish these treasures to next generations.

首里城跡 Shujijyo Castle Park
園比屋武御嶽石門
The Stone Gate of Sonohyan-Utaki

玉陵 Tamaudun Royal Mausoleum
識名園
Shikina-En Royal Garden

那覇のまつり＆イベント

Ｆｅｓｔｉｖａｌｓ ａｎｄ Ｅｖｅｎｔｓ ｏｆ Ｎａｈａ

５月 May
Naha Harii (Dragon Boat Racing)

－７－

10 月 October
Giant Tug of War

11 月 November

琉球王朝祭り首里
Ryukyu Kingdom Festival in Shuri

Naha Marathon

12 月 December
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City Assembly
市民を代表して、市政を進める上で那覇市の意思を決定したり、市政が適正に運営されているか厳しく
チェックします。
As representative of the citizens, City Assembly makes the decisions to process the administrative policy and
check whether administrative operations are properly executed.

読売巨人軍の春季キャンプ開催を記念して、巨人軍ロゴをデザインしたかりゆしウェアーを全議員が着用して
本会議に臨みました。
To commemorate the Yomiuri Giants Spring Camp in Okinawa, all assembly members wore the special
Kariyushi which logo of the Giants are designed to start the session.
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那覇市のあゆみ 1921 年（大正 10 年）～ 2010 年（平成 22 年）

1921 年（大正 10 年）

●那覇区・首里区に市制施行（5 月 20 日）初代市長当間重慎氏就任
●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）

1922 年（大正 11 年）

●県鉄道嘉手納線開通

1927 年（昭和 ２ 年）

●那覇商工会議所設立

1928 年（昭和 ３ 年）

●首里城本殿復旧起工（国宝指定）
、昭和 6 年竣工

1929 年（昭和 ４ 年）

●普通選挙法による初の市会議員選挙

1930 年（昭和 ５ 年）

●那覇市立職業紹介所開設

1931 年（昭和 ６ 年）

●那覇市に水道敷設

1932 年（昭和 ７ 年）

●「歴代宝案」旧久米村で発見

1933 年（昭和 ８ 年）

●那覇～首里間の路面電車廃止

1934 年（昭和 ９ 年）

●牧志街道（新県道＝国際通りの前身）開通

1935 年（昭和 10 年）

●首里市営バス那覇～首里間運行開始

1936 年（昭和 11 年）

●末吉宮国宝指定

1937 年（昭和 12 年）

●守礼門修復

1938 年（昭和 13 年）

●沖宮、弁ヶ嶽石門国宝指定

1941 年（昭和 16 年）

●日米戦争宣戦布告（12 月 8 日）

1944 年（昭和 19 年）

●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）

1945 年（昭和 20 年）

●那覇市役所、安里八幡宮近くの民家に移転

●首里市に公設質舗設置

●首里市職業紹介所開設

●那覇市に公設質舗開設

●那覇市上水道完成給水開始（式典）

●首里図書館開館

●武徳殿竣工

●3 か月余にわたって沖縄戦

●米軍沖縄本島へ上陸開始

●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 年（昭和 21 年）

●糸満地区管内として壺屋区役所設置

1947 年（昭和 22 年）

●市庁舎、牧志公設市場敷地に移転

●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

1948 年（昭和 23 年）

●市庁舎、開南に移転

1949 年（昭和 24 年）

●那覇市場市営となる

1950 年（昭和 25 年）

●那覇市社会事業援護会創立

●教育委員会制度が施行
●みなと村、那覇市に合併

●米軍、天久、上之屋一帯（現新都心地区）の立退を命令

1951 年（昭和 26 年）

●救済家屋“愛生寮”を設置

1952 年（昭和 27 年）

●琉球政府創立

1953 年（昭和 28 年）

●大那覇市建設諮詢委員会

●米国援助資金 500 万ドルで港湾工事施行

●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

●那覇市議会事務局誕生

●国際通り起工●那覇市旗がお披露目

●奄美群島祖国復帰

1954 年（昭和 29 年）

●那覇市消防隊創立

1957 年（昭和 32 年）

●真和志市を那覇市に合併

1959 年（昭和 34 年）

●行政区画委員会で沖縄市改称決まるが、市議会で否決

1960 年（昭和 35 年）

●ホノルル市と姉妹都市締結

1961 年（昭和 36 年）

●24 年ぶりに大綱挽開催

1964 年（昭和 39 年）

●市民憲章制定を宣言、推進協議会設立
●初の奨学資金給付

●市庁舎、天妃小学校に移転

●首里、小禄を合併

●生誕の像除幕式

●兵庫県から「やまびこの鐘」寄贈

●東京オリンピック聖火那覇へ

●那覇市青少年健全育成協議会発足
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●自治会制度発足

1965 年（昭和 40 年）

●那覇市新庁舎落成

1966 年（昭和 41 年）

●首里支所庁舎完成

1968 年（昭和 43 年）

●水道局総合庁舎完成

1969 年（昭和 44 年）

●日南市と姉妹都市の提携

1971 年（昭和 46 年）

●市制施行 50 周年記念切手発行、那覇まつりを開始始（大綱挽を復活）

●市職員採用を試験制度に

●那覇市民会館オープン

●沖縄返還協定調印（6 月 17 日）

1972 年（昭和 47 年）

●那覇市東京事務所開設

●祖国復帰（5 月 15 日）

●那覇教育区教育委員会が那覇市教育委員会に改編

1973 年（昭和 48 年）

●蒸気機関車 D51 寄贈（与儀公園内）

1974 年（昭和 49 年）

●小禄で不発弾爆発事故が発生

1975 年（昭和 50 年）

●那覇音頭発表

1978 年（昭和 53 年）

●サン・ビセンテ市と姉妹都市協定を結ぶ

1983 年（昭和 58 年）

●市木、市花木、市花を制定

1985 年（昭和 60 年）

●第 1 回 NAHA マラソン開催

1992 年（平成 ４ 年）

●中国式庭園・福州園開園

1995 年（平成 ７ 年）

●尚家継承古文書の受け入れ

1996 年（平成 ８ 年）

●恒久平和のモニュメント「なぐやけ」建立

●小禄支所新庁舎が完成

●那覇大綱挽ギネス認定

●国指定名勝「識名園」一般公開

●尚家継承美術工芸品（87 点）の寄贈

●川崎市と友好都市協定を締結

1997 年（平成 ９ 年）

●那覇市のインターネットホームページ開設

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登録

2001 年（平成 13 年）

●NAHA マラソンのスタート合図に万国津梁之鐘の使用開始

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

●泡盛百年古酒熟成化事業壷入れ式

●翁長市長が市民グループと意見交換を行う、
「跳びだせ！市長室」開始

2003 年（平成 15 年）

●県内自治体では初の「環境 ISO14001 」認証取得

2004 年（平成 16 年）

●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

2005 年（平成 17 年）

●市長リレー出前トークスタート●公園ボランティア協定スタート
●財団法人那覇市育英会設立

2006 年（平成 18 年）

●「琉球国王尚家関係資料」が国宝に指定

2007 年（平成 19 年）

●市立病院を平成 20 年度に地方独立行政法人へ移行することを発表
●読売巨人軍「那覇キャンプ」の誘致活動を開始

2008 年（平成 20 年）

●第 1 回全国緑のカーテンフォーラム開催

2009 年（平成 21 年）

●国際規格 ISO9001 の認証範囲を市長事務部局全体へ拡大

●第 1 期那覇市協働大使委嘱
●路上喫煙者に罰則適用

●市役所旧庁者 44 年の歴史に幕。建て替えのため、おもろまち仮庁舎へ一時移転

2010 年（平成 22 年）

●那覇市英奥武山野球場落成（沖縄セルラースタジアム那覇、沖縄セルラーパーク那葉にネーミング）
●市のさかなに「マグロ」制定
●首里支所新庁舎開所

－11－

位置と市域
● 位置と市域
沖縄県総面積 2,276.15 ㎢ （国土地理院：平成 22 年 10 月 1 日現在）
那覇市面積
39.24 ㎢ （豊見城市と按分した推計面積）
那覇市の位置
※平成 22 年 10 月現在

（市役所の位置）

北緯

東西 10.9km

26°12′44″

東経 127°40′44″
南
北
8.0
km
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指定等文化財一覧

【那覇市内指定等文化財件数一覧】
有形文化財（82 件）

無形文化財

民族文化財

（13 件）
建造物（14 件）
寺

城

院

郭

橋

住

の

絵

彫

芸

書

建

建

梁

宅

他

画

刻

品

蹟

築

築

国
県

そ

2
1

1

古

歴

芸

芸

典

文

史

能

技

籍

書

資

工

1

3

4
1

3

1

術

7

7

32

4

2

1

3

3

2

2

3

3

2

3

1
1

工

（16 件）

（52 件）

5

1

6

1
7

7

35

4

4

5

6

5

6

1

2

1

8

1

1

81

28

2

1

47

41

7

4

形

形

択

1

3

10

43

4

択

10

6

5

史

3

2

2

選

1

国
県
市
別
形

跡

無

1

登
録
有
形
文
化
財

天
然
記
念
物

有

1

選
定
保
存
技
術

名
勝
・
特
別
名
勝

選

料

市
計

美術工芸品（68 件）

空
手
・
古
武
術

記念物

3

2

6
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那覇市教育委員会「那覇市の教育」より

【那覇市所在世界遺産】
条約資産別

記念工作物

遺

跡

国内指定区分

名

称

登録年月日
平成 12 年
12 月 2 日

所在地・所有者等
首里真和志町１－７
那覇市

重要文化財（建造物）
記念物（史跡）

園比屋武御嶽石門

重要文化財（建造物）
記念物（史跡）

玉陵

首里金城町１－３、３－１
沖縄県、那覇市

記念物（史跡）

首里城跡

記念物（特別名勝）

識名園

首里当蔵町３－１、１－１
国、沖縄県
字真地 421 の 1 ほか
那覇市外

那覇市教育委員会「那覇市の教育」より
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統計データ（第 50 回那覇市統計書より）

－14－

－15－

－16－

－17－

－18－

－19－

－20－

市 花 City Flower
ブーゲンビレア Bougainvillea

市 花 木 City Flowering Tree
ホウオウボク
Hououboku (Royal Poinciana)
市

木 City Tree
フクギ Fukugi (Garcinia subelliptica)

１

みんなみ

あけぼの清き

南 の

ももふね

港にぎわう

百舟や

まちはいらかの
いやさか

弥栄えゆく
２

数増して

わが那覇市
おお の や ま

みどりも深き

奥武山

めぐる入り江の
清き心に

諸人の

むつみしたしむ
３

水なごみ

もろびと

ゆかりも古き
あおぐ誠を

わが那覇市
なみのうえ

波上

捧げもて

理想の自治に
のぞみ

希望かがやく

進まなん
わが那覇市

那覇市勢要覧 2011 年
NAHA

CITY
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〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号

企画・編集／総務部秘書広報課
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2009 年９月 18 日に閉庁した旧市役所本庁舎
The former main office of Naha city hall which closed in September 18, 2009

2011
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