
　沖縄市は沖縄本島中部にあり、沖縄県では那覇市に次ぐ人口の多い市です。沖縄本島中部地域の中核都市としての役割
も担い、様々な国の文化が交差する国際色豊かな『チャンプルー文化のまち』として発展を遂げています。

　沖縄市は沖縄本島の中央部（北緯26度20分、東経127度48
分）に位置し、県都・那覇市から北東約20kmの距離にありま
す。総面積は49.72k㎡で、市域の9割は標高100ｍ以下で、中城
湾に面する東海岸部からの斜面地域が西北部の丘陵地へと広
がっています。
　市域の北部は多くを米軍施設で占められています。中部はな
だらかな傾斜地で、国道330号と国道329号が交わるコザ十字
路を中心に全域が用途地域になっています。東部は大部分が海
岸低地からなり、近年市街化が進行しています。西部は戦後、胡
屋十字路周辺を中心に米軍基地の門前町として発展を遂げた
地域で、市域の中心地になっています。
　土地利用については、居住地、農業地域、森林地域、斜面緑地、
米軍基地などに大別されますが、米軍基地及び自衛隊基地が市
域の35.4％を占めています。

　沖縄市の人口は、平成27年（2015年）の国勢調査において
139,279人となっています。前回調査（平成22年）から9,030
人増加しており、県内市町村では2番目の人口となっています。
世帯数も前回調査より5,326世帯増えて53,325世帯となって
いますが、世帯構成は2.57人と少なくなっており核家族の進行
が見られます。年少人口（15歳未満）は18.4％で、前回調査に比
べ0.8％減少しているものの、全国の市町村では16位、市では5
位となっています。
　また、平成30年度の高齢化率は19.5％となり、平成26年度
の17.0％に比べると2.5ポイント増加しています。
　なお、本市には米国人をはじめ50か国余1,605人（平成31年
1月1日）の外国人が住んでいます。

 Okinawa City is located in the central part of the main island of Okinawa Prefecture
(Okinawa’ s Main Island), 26 ° 20 north latitude, 127 ° 48 east longitude, and is 
about 20km northeast of Naha city, the prefectural capital.
 The total area is 49.72 k㎡ , 90% of the city area’ s elevation is below 100m and the 
slope area from the east coast facing Nakagusuku bay extends to the hills in the 
northwest.
 The northern part of the city is occupied by US military facilities.  The central part 
is a gentle slope, and the entire area around the Koza crossing where National Route 
330 and National Route 329 intersect is designated as “use districts”. The eastern 
part consists mostly of coastal lowlands and urbanization has been progressing in 
recent years. After the war, the western part of the area has developed as a U.S. 
military base, mainly around the Goya crossing and has become the center of the 
city.
 Land use is broadly classified into residential areas, agricultural areas, forest areas, 
green slopes, and US military bases. US military bases and SDF bases account for 
35.4% of the city area.

The population of Okinawa City was 139,279 in the 2015 census. An increase of 
9,030 from the previous survey (2010) making it the second largest population in the 
prefecture municipalities. The number of households has increased by 5,326 from 
the previous survey to 53,325, but the number of households has decreased to 2.57, 
indicating the progress of nuclear families. The young population (under the age of 
15) is 18.4%, a 0.8% decrease from the previous survey, but it is 16th in 
municipalities and 5th among cities.
 In addition, the aging rate in 2018 was 19.5%, an increase of 2.5 points compared to 
17.0% in 2014. The city is home to 1,605 foreign nationals, including Americans 
and others from over 50 countries (January 1, 2019).

　沖縄市の産業別就業者数（平成27年）を見ると、第三次産業が72.04％と最も
多く、第二次産業が14.59％、第一次産業は1.16％となっており、第三次産業の
比率が圧倒的に高くなっています。中でも卸売・小売業、サービス業、医療・福祉
が高い比率を占めています。（資料：総務省統計局平成27年都道府県・市町村別
統計表）
　沖縄市では近年、国際文化観光都市として、エイサー体験やスポーツコンベ
ンション、ミュージックタウンなど、本市の個性を活かした観光資源の開拓に
努めています。また、情報関連産業や知花花織などの伝統工芸の振興にも努め
ています。しかしながら、若年層の失業率が依然として高く、農漁業、製造業な
どの地場産業の振興を含めた産業の創出が大きな課題となっています。

　沖縄市は第二次世界大戦後、米軍基地の門前町・基地の街として発展を遂げ、
県内各地の地域文化にアメリカ文化や移民国の文化などが加わり、各国の文化
が渾然一体となった特異な文化風土（チャンプルー文化）が形成されました。
　特に芸能音楽についてはジャズ、ロックなどの海外音楽に加えて、エイサー
や沖縄民謡などの民俗芸能が盛んとなり、"音楽のまち・沖縄市"を特徴づける
ものとなりました。また、欧米、中南米、アジアなどの食文化も多彩で、市内には
様々な国と地域の料理店があります。チャンプルー文化は、市民のアイデン
ティティー形成にも大きな影響を与えています。

　都市化が進むにつれ、自然環境は減少しますが、本市北部の嶽山原（たきやん
ばる）と呼ばれる地域には、沖縄本島北部の"やんばる"のような豊かな森が広
がっています。この他、倉敷ダム、知花グスク周辺にも自然の林や森が残されて
います。
　また、比謝川流域では水棲植物や動物を見ることができます。中城湾の泡瀬
干潟には多様な海辺の動植物が生息しており、沖縄有数の渡り鳥の飛来地に
なっています。比屋根湿地帯には多くの水鳥が訪れ、特に湾岸に位置するマン
グローブ林には、様々な水鳥たちが集まりバードウォッチングの絶好のポイン
トになっています。

 Looking at the number of workers by industry in Okinawa City (2015), the 
tertiary industry accounted for the largest at 72.04%, the secondary industry 
at 14.59%, and the primary industry at 1.16%. The ratio of the following 
industries is overwhelmingly high. Above all, wholesale / retail, service and 
medical / welfare account for a high percentage  (source: Statistical Bureau, 
Ministry of Internal Affairs and Communications 2015 Statistical Table by 
Prefecture and Municipalities). 
 In recent years, Okinawa City has endeavored to develop resources for 
tourism that make use of the city’ s individuality, such as the eisa dance, 
sports convention, and Music Town, as an international city for cultural 
tourism. We are also working to promote traditional industries such as 
information-related industries and traditional crafts like the Chibana Hanaori. 
However, the unemployment rate of young people is still high, and the 
creation of industries including the promotion of local industries such as 
agriculture, fishery and manufacturing has become a major issue.

 After World War II, Okinawa City has developed as a U.S. military base 
town and a base town and the cultures of the United States and immigrants 
have been added to the local cultures of the prefecture. A unique cultural 
climate (champuru culture) was formed.
 Especially with regard to performing arts, in addition to overseas music 
such as jazz and rock, folk performing arts such as eisa and Okinawan folk 
songs have become popular, characterizing the “town of music, Okinawa 
City.” The food culture of Europe, America, Latin America and Asia also 
comes together in a truly diverse way, with restaurants serving various 
cuisine of countries and regions. Champuru culture has also greatly 
influenced the formation of citizens’ identities.

 As urbanization progresses, the natural environment decreases, but in the 
northern part of the city known as Takiyamabaru, rich forests like “Yanbaru” 
in the northern part of the Okinawa’ s Main Island can be found. 
 There are also still natural forests around Kurashiki dam and Chibana gusuku 
areas. 
 You can also see aquatic plants and animals in the Hija river basin. Awase 
tidal flat in Nakagusuku bay is home to a wide variety of seaside flora and 
fauna, making it one of Okinawa's leading migratory bird sites. There are 
many water birds visiting the Hiyane wetlands, and the mangrove forest on the 
gulf coast is a great point for bird watching.

沖縄市プロフィール
位置・土地 人口 産業

文化

自然

Okinawa City statistics

 Location / land Population Industry

Culture

 Nature 

 Okinawa City is located in the central part of Okinawaʻs Main Island and is the second most populous city in Okinawa Prefecture after Naha City. It also plays a role as a core city in the 
central part of the Okinawaʻs Main Island, and is an international city where various national cultures intersect. It has been developed as a “Champuru Culture Town.”
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　「健康で美しい沖縄市」「明るくて住みよい沖縄市」「平和で豊かな沖縄市」を
市民の願い、望み、目標と位置づけ、平和を希求し、国際間の学術・文化・スポー
ツの交流を基調とする国際文化観光都市建設を沖縄市の将来の希望と目標と
しています。
　「国際文化観光都市宣言」を柱として、「核兵器廃絶平和都市宣言」「スポーツ
コンベンションシティ宣言」「エイサーのまち宣言」「こどものまち宣言」の5つ
の宣言を行い、沖縄市の特色を活かしたまちづくりを推進しています。

こどものまち宣言 
Children's City Declaration
2008（平成 20）年 4月 30日
　沖縄市は独自の特性や地域資源を活かしつつ、こどもた
ちの主体的な活動を応援し、こどもたちが夢に向かって元
気にたくましく育つ環境づくりを推進します。

スポーツコンベンションシティ宣言 
Sports Convention City Declaration
1996（平成 8）年 9月 24日
　沖縄市民は地域に根ざしたスポーツ活動を通して、健康
で豊かな心とからだを育て、活気と共感に満ちたスポーツ
交流のまちづくりを目指します。

エイサーのまち宣言 
City of Eisa Declaration
2007（平成 19）年 6月 13日
　沖縄市民はエイサーを通して育んできた心優しい精神
と、先人たちが築き上げた偉大なる文化遺産エイサーを、
迎恩の心に満ちたわがまちの誇りとするとともに、たく
ましい生命力と文化の薫り高い住みよいまちづくりに努
めることを決意します。

核兵器廃絶平和都市宣言 
Peace and Anti-Nuclear City Declaration
1985（昭和 60）年 6月 28日
　沖縄市は日本国憲法の恒久平和の理念に基づき、核兵
器の廃絶を誓う全世界の人々と相携え、人類の恒久平和
が実現することを決意します。

沖縄市5つの宣言
The Five Declarations of Okinawa City

国際文化
観光都市
宣言
1974（昭和49）年
10月26日制定

4 5


