ナハの字を円形に図案化し、無限に膨張発展
する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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Working towards the city of Autonomy, Coproduction and Peace where subtropical nature and culture dwell

那覇市 勢要覧 2012
NAHA CITY ADMINSTRATIVE GUIDE 2012

We love Naha! 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

2011 年 10 月 12 日－16 日、
“We love Naha! Let’s create the city that shines with the smiles of

「なはが好き！みんなで創ろう、子どもの笑顔が輝くまち」
このフレーズをまちづくりの基本理念に、風格ある県都・
那覇の構築に日々取り組んでいます。
本市は、古くは琉球王国の王都として、現在は沖縄県の
県都として、悠久の歴史・文化の礎の上に発展を遂げてき

children”
Under that slogan as fundamental principal of city planning, we are
working towards the dignified prefectural capital Naha.
As the capital of Ryukyu Kingdom, now as the prefectural capital city,

ました。その過程における、沖縄戦など数々の傷ましい経

Naha developed on foundation of eternal culture and history. But we

験を乗り越えてきた先人達の苦難の歩みを忘れることはで

should never forget the calamitous path of our forefathers that they

きません。本市は、この基本理念のもと、平和と自治を基

overcame, such as the battle of Okinawa. Under the fundamental

調に６つの都市像の実現に取り組んでいます。
昨年度は市制施行 90 周年を迎え、理想の地方自治、住民
自治に向けて、平成 24 年度中核市移行の取り組みに着手し
ました。
この要覧では、市民、企業、行政が支えあいながら、協働
のまちづくりをすすめていく本市の概要を紹介しています。
ご覧いただき、さらなる市勢発展にお力添えいただければ幸い
です。

principal, our city Naha is working toward the realization of 6 city
images based on peace and autonomy.
Last year we celebrated the 90th anniversary of establishment of Naha
city. We have started our approach to transition for the core city,
working towards ideal local government and autonomy.
This administrative guide introduces the outline of our city, where
citizen, cooperation and public administration support each other and
making our city through coproduction.

It will be a great pleasure if

this guide could offer better understanding and cooperation for further
development of our city.
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市民憲章 Citizen Charter
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。

As the citizens of Naha City, we shall
take pride in our city and abide by the
following rules to keep our city clean
and delightful.
１

私たちはまちを美しくしましょう

We shall keep our city clean.
１

私たちは公共物を大切にしましょう

We shall treasure public property.
１

私たちは時間を守りましょう

We shall be punctual.
１

私たちは交通道徳を重んじましょう

We shall value the traffic rules.
１

私たちは誮にも親切にしましょう
We shall be kind to all.

第5回世界のウチナーンチュ大会が、沖縄セルラースタジアム那覇で開催
October 12 to 16, 2012 The 5th Worldwide Uchinanchu Festival was held at Okinawa Cellular Stadium Naha.
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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.
←那覇市協働大使活動支援センター開所
Opening of the Naha Coproduction Ambassador Support Center

↑ 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.

↑福州市（中国）との友好都市締結 30 周年を記念して那覇市・福州市友好の翼公式訪問
Official visit of “Naha and Fuzhou Friendship of Wings” to commemorate the 30 th anniversary of friendship city between
Naha and Fuzhou, China.

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

1969年４月24日姉妹都市提携

Sister City Agreement signed on April 24, 1969

1978年10月23日姉妹都市提携

Sister City Agreement singed on October 23, 1978

1981年５月20日友好都市提携

Friendship City Agreement signed on May 20th, 1981

1996年５月20日友好都市提携

Friendship City Agreement signed on May 20th, 1996

日

南

市（宮崎県） Nichinan City(Miyazaki Prefecture)

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)
福

州

市(中華人民共和国・福建省)

川

崎

市（神奈川県）

Fuzhou City(Fujian Province, People’s Republic of China)

Kawasaki City(Kanagawa Prefecture)
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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.

↑みんなが暮らしやすい社会をテーマ
に こころの健康フェスタ
Mental Health Festival, theme is “Society
that everyone is comfortable”
↑特定検診推進のため街頭作戦展開
Street operations to promote the specific medical checkups
↓慢性腎臓病予防講演会 Chronic Kidney Disease
Prevention Lecture

↑スポーツフェスティバル in なは で体力測定
Measurement of physical fitness at Sports Festival in Naha

↑健康なは 21 推進市民大会

Healthy Naha 21 Promotion Citizens Assembly

－４－

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.
each citizen is conscious of harmonious coexistence of environment.

The city is working toward the Eco-city that

↑ベロタクシーVelo Taxi
（自転車タクシー）

モビリティウィーク＆カーフリーデー
↑Mobility Week & Car Free Day
↑公園内で飼育する やぎさん を除草協働大使に委嘱
Goats in park are commissioned as Weeding Coproduction Ambassador

↑

環境ワークショップ
Environmental Workshop
← 漫湖チュラカーギ作戦

↑

Operation Churakaagi (Beautiful) Manko

－５－

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.

↑山之口貘詩碑説明板を設置
不儀公園内）
The poetic tablet of Yamanokuchi
Baku was built (Yogi Park)
↑教育都市なはの建設に邁進することを宣言
Declared to constructs an Educational City Naha

↑琉球古典音楽発展の礎と琉球音楽聲樂
譜附工工四發祥の地碑除幕なった （泊ふ
頭緑地内）
The unveiling of the tablet: Birthplace of
Ryukyu music score, Kun Kun Shi which is
the foundation of Ryukyu traditional
music

生きる力の基礎を育むために
「なはのこガイド」を刊行
Publication of “Naha no ko Guide”
to cultivate the zest for living

国宝「尚家資料」色材調査 ↑
Color material research of national treasure “Sho Dynasty Resources”

←

那覇福州（中国）児童生徒交流祭 ↑
Naha- Fuzhou Youth Exchange Program

人も、まちも活きいき、美ら島（ちゅらしま）の観光交流都市
－６－

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.

↑ひやみかちマチグヮー館（牧志公設市場内）
で中心市街地の活性化図る
↑大型船専用バースで海外観光客を誘客
Entice the oversea tourists by large cruise ship berth

Attempt

to

revitalize

the

downtown

Naha

by

Hiyamikachi

Machiguwa-Kan in Makishi Public Market

←企業立地促進助成
Firm Location Promotion Subsidy

那覇市農産物フェアー →
Naha Farmer’s Fair

↑牧志・安里再開発

さいおんスクエア

Redevelopment of Makishi and Asato “SAION SQUARE”

↑沖縄セルラースタジアム那覇を主会場に開催された

第 5 回世界のウチナーンチュ大会
The 5th Worldwide Uchinanchu Festival was held
at Okinawa Cellular Stadium Naha as main venue

↑ トランジットモール →
毎週日曜日の国際通りは、オープンカフェやストリート
パフォーマンスでにぎわう。
Every Sunday, automobile traffic is greatly restricted in
Kokusai Street. Yield to pedestrians, street is busy with open
cafes and street performances
－７－

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.

協力協定を締結した避難ビルを →
初めて使用した 総合防災訓練 ↓
The first comprehensive disaster
drill that used building of cooperation
agreement evacuation

↑市独自に作成した海抜表示を 1000 か所に掲示
Posted over 1000 original above sea level sign throughout the city

地区ごとに活動する →
安全なまちをつくる会
Community safety promotion
working groups

<Formation of City Landscape>

↑伝統的な石垣とツタ（第16回那覇市景観賞）
↑路地と生垣（第16回那覇市景観賞）
Traditional stonewall with ivy (The 16th Naha City Landscape Awards) The alley and hedge (The 16th Naha City Landscape Awards)

↑モノレール旭橋駅周辺地区市街地再開発事業
Urban zone redevelopment project of Monorail Asahibashi
Station area

↑建替えが進む市営住宅

－８－ City housing on the process of rebuilding

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.
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

那覇市に残る文化遺産Cultural Heritages that remain within Naha
←首里金城町の石畳
Shuri Kinjyo-cho stone paved street
旧御茶屋御殿石造獅子→
Kyuu Uchaya Udoun Sekizou Jishi,
Stone Lion Dogs

那覇市歴史博物館

壺屋やちむん（焼物）通り→
Tsuboya Yachimun (Pottery) Street

Naha City Museum of History

壺屋焼物博物館

Tsuboya Pottery Museum

－９－

那覇のまつり Festivals of Naha
５月 May
Naha Harii (Dragon Boat Racing)

「ハーリー」は、約 600 年前に中国から伝わり、航海の安全と繁栄を祈願するものとして、県内各地で盛んに行われてい
ます。その中でも｢那覇ハーリー｣は、竜頭と竜尾の彫り物を飾った大型の爬龍船で行われる特色を持ち、県内外にとどま
らず、海外からの参加もあるなど、多くの皆さまが心待ちにする一大イベントとして親しまれています。

“Haarii” are dragon-boat races that came from China almost 600 years ago to pray the prosperity and safety of the
fishermen. Dragon-boat races are held all over in Okinawa, but the boats used in “Naha Haarii” are characterized by
its large size and carving decoration of dragonheads and tails.

It is one of the most popular events in Naha that

participants come not only from within and outside of Okinawa, but even from the overseas.

10 月 October
Giant Tug of War

ギネス認定を受けた世界一の大綱が国道 58 号線の久茂地交差点を中心に、旗頭が舞う中、万余の人々が一体とな
って綱を引き合う様は圧巻そのものです。

It is a spectacular scene that great number of people joins the tug of war, the most gigantic rope recognized
by Guinness World Record at Kumoji intersection among flying Hatagashira

－10－

11 月 November

琉球王朝祭り首里
Shuri Ryukyu Dynasty Festival

かつて琉球王朝の都として栄えた古都・首里。中国からの使者・冊封使（さっぽうし）などの行列を再現した古式行
列が行われ、首里の町は琉球王朝時代の文化一式に染まります。

The old district of Shuri once prospered as a capital of Ryukyu Kingdom. During the festival, the Chinese
envoy full costume re-enactment parade will march the Shuri, turning the town into Ryukyu Kingdom era

12 月 December
Naha Marathon

国内外からの参加を含め 25,000 人のランナーが走る国内最大規模を誇る市民マラソン。太陽と海とジョガーの祭
典としてジョガーと沿道の熱い声援が多くのランナーから愛されている大会です。
The citizen marathon that has the largest number of participant of 25,000, from both domestic and international.
As the „festival of sun, sea and joggers‟, and the enthusiastic cheers from the roadside is loved by many participating
runners

－11－

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.

－12－

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 ●首里市に公設質舗設置
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 ●首里市職業紹介所開設
1930 年（昭和 ５ 年） ●那覇市立職業紹介所開設

●那覇市に公設質舗開設

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 ●那覇市上水道完成給水開始（式典）
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

●首里図書館開館

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

●武徳殿竣工

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 ●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 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 ●教育委員会制度が施行
1950 年（昭和 25 年） ●那覇市社会事業援護会創立

●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

●米国援助資金 500 万ドルで港湾工事施行

1952 年（昭和 27 年） ●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
1953 年（昭和 28 年） ●大那覇市建設諮詢委員会

●那覇市議会事務局誕生

●市庁舎、天妃小学校に移転

●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 ●首里、小禄を合併
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 ●生誕の像除幕式
1960 年（昭和 35 年） ●ホノルル市と姉妹都市締結

●兵庫県から「やまびこの鐘」寄贈

●自治会制度発足
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 ●東京オリンピック聖火那覇へ
●初の奨学資金給付 ●那覇市青少年健全育成協議会発足
－13－

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

●市職員採用を試験制度に ●那覇市民会館オープン

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）
●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（不儀公園内）
1974 年（昭和 49 年） ●小禄で丌発弾爆発事故が発生 ●小禄支所新庁舎が完成
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

●那覇大綱挽ギネス認定

●国指定名勝「識名園」一般公開
1996 年（平成 ８ 年） ●恒久平和のモニュメント｢なぐやけ」建立 ●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 ●泡盛百年古酒熟成化事業壷入れ式
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） ●本庁市民誯がサービスに関する国際規格 ISO9001 の認証取得
●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誯および真和志支所、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） ●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） ●市立病院を地方独立行政法人へ移行
●第 1 回全国緑のカーテンフォーラム開催
●第 1 期那覇市協働大使委嘱
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 ●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
覇にネーミング）●市のさかなに「マグロ」制定 ●首里支所新庁舎開所
2011 年（平成 23 年） ●読売巨人軍春季キャンプ／初 ●東日本大震災発生、緊急援助隊派遣 ●エコマール
那覇リサイクル棟落成●市制施行 90 周年記念式典（5 月 20 日）●那覇市協働大使活
動支援センター開所●さいおんスクエアまちびらき●海抜表示シート掲示（1,000 箇所）
●壺屋巨大シーサー除幕式●第 5 回世界のウチナーンチュ大会（主会場：沖縄セルラー
スタジアム那覇）

－14－

位置と市域
● 位置と市域
那覇市の位置 北緯 26℃12’44” 東経 127℃40’44” （市役所の位置）
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）

※平成 22 年 10 月現在
東 西 10.9km

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）

建造物（14 件）

県

城

院

郭

橋

住

の

絵

彫

芸

書

建

建

梁

宅

他

画

刻

品

蹟

築

築

そ

1

1

3

1

工

歴

芸

芸

典

文

史

能

技

籍

書

資

3

術

7

7

32

4

2

1

3

3

2

2

3

3

2

3

1
1

（16 件）

古

工

4
1

市
計

（13 件）
空
手
・
古
武
術

記念物
（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
2

1

民族文化財

美術工芸品（68 件）

寺

国

無形文化財

3

2

6
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【那覇市所在世界遺産】
条約資産別

記念工作物

遺

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

首里当蔵町３－１、１－１
国、沖縄県

記念物（特別名勝）

識名園

字真地 421 の 1 ほか
那覇市外

跡

那覇市教育委員会「那覇市の教育」より
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統計資料（第 51 回那覇市統計書より）
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－18－

－19－

－20－

グラフで見る那覇市

－21－

－22－

－23－

－24－

市

花

City Flower

ブーゲンビレア

Bougainvillea

市

木

City Tree

市 花 木

City Flowering Tree

Fukugi
ホウオウボク Hooboku
(Garcinia subelliptica)
(Royal Poinciana)

フクギ

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

ゆかりも古き
あおぐ誠を
理想の自治に
のぞみ

水なごみ

もろびと

希望かがやく

わが那覇市
なみのうえ

波上

捧げもて
進まなん
わが那覇市

市 の 魚 City Fish
マ グ ロ Tunny

那覇市勢要覧 2012 年
作成／那覇市
〒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
電話 ０９８－８６２－９９４２

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

