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1 那覇市 和魂の塔

松山1-16-1(那覇

商業高校校内)

S36.11 同窓会 那覇商業高校同窓会 165 165 無

2 那覇市 平魂之塔

首里平良町2-

67(平良公民館)

S27.6 宇良 宗徳

那覇市首里平良町自

治会(会長 宮城 修)

324 307 無

3 那覇市 眞魂の塔 首里真和志町1-62 S21.12 佐渡山 安司

真和志町自治会 (会長

新垣 誠毅)

147 無

4 那覇市 報徳之碑

字田原116-1(田原

公団向)

S24.4 小禄村字田原部落会 田原自治会 2 2 無

那覇市 沖縄県護国神社 奥武山町44

S34.4

S40.10

沖縄県戦没者 慰霊奉賛

会

護国神社 175,000 余65,000 無

5 那覇市 二中健児の塔 城岳公園内

建立:S32.12

移設:H2.12

二中健児の塔期成会 城岳同窓会遺族会 196 196 無

6 那覇市 小桜の塔 若狭1-26-5

建立:S28.5

移設:S34.4

対馬丸遭難学童遺族会 遺族会 1,476 1,476 無

7 那覇市 戦没新聞人の碑 若狭1-26-5 S36.9

沖縄ﾀｲﾑｽ社 前田宗信氏

新聞社

不明 14 14 無

8 那覇市 積徳高等女学校慰霊之塔

那覇市松山1-9-1

大典寺境内

建立：S33.1

改修：H12.12

･大典寺住職 藤井深忍

･積徳高等女学校ふじ同

窓会

大典寺住職 藤井芳博 72 72 無

9 那覇市 一中健児の塔 首里金城町1-7 S25.4 社)養秀同窓会 社)養秀同窓会 300名余 300名余 無

10 那覇市

特設警備第223中隊永岡隊慰

霊之碑

首里寒川町1-2(安

国寺内)

建立：S31.6

改修：H22.6

･生存者一同遺族会

･永岡理秀･さくら 遺族会

一同

･永岡智裕

･安国寺 永岡理秀

200 200 無

11 那覇市

南洋郡島沖縄県人戦没者並

開拓殉難者慰霊碑

識名467(識名霊園

内)

S38.12 南洋群島帰還者隊 南洋群島帰還者隊 12,826 0 無

12 那覇市 静魂之塔 石嶺町1-28 S27.3 石嶺友進会

石嶺町ほんあざ門中会

会長 玉城 幸輝

94 90 無

13 那覇市 海鳴りの像 旭が丘公園 S62.6

戦時遭難船舶 船舶遺族

会

戦時遭難船舶 船舶遺

族会

0 無

14 那覇市

那覇市恒久平和ﾓﾆｭﾒﾝﾄ｢な

ぐやけ｣

若狭1-26 H8.3 那覇市 那覇市 28,998 28,998 無

15 那覇市 久場川町慰霊碑

首里久場川町

2-18

S50

久場川老人ｸﾗﾌﾞ虎頭会

野戦重砲第23聠隊戦友

会

久場川町自治会 無

16 那覇市 平和祈念碑 高良1-146-2 H7.6 高良自治会

高良自治会 会長 具志

貞則

145 145 無

17 那覇市 殉職警察職員慰霊の塔 旭が丘公園 Ｓ29.12 有志 那覇市公園管理課 140 102 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 1/24
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18 那覇市 安守之塔 安謝621-2 S57.7

安謝共有財産管理委員

会

安謝遺族会 会長 島袋

幸一

209  208（ 無

19 宜野湾市 嘉数の塔 字嘉数1067-1 S50.6 沖縄京都の塔 奉賛会 嘉数自治会 376 343 無

20 宜野湾市 昇華の塔

字佐真下西原332-

3

S41.3 佐真下郷友会

佐真下郷友会 会長  ﾄ

ｹｼｲｻｵ

108 72 無

21 宜野湾市 はらからの塔 字宜野湾東原457 S43.6 宜野湾区自治会

字宜野湾郷友会 会長

宮城政一

259 251 無

22 宜野湾市 神山之塔 字愛知555 S49.5 神山郷友会

神山郷友会 会長 宮城

敏彦

59 27 無

23 宜野湾市 弔魂碑 字嘉数1065 S38.5 日本郷友連盟 沖縄県平和祈念財団 不明 不明 無

24 宜野湾市 野嵩慰霊之塔 字野嵩263 S52.2 野嵩遺族会

野嵩遺族会 会長 宮城

幸男

202 156 無

25 宜野湾市 鎮魂之塔 字宇栄原34 S55.9 真栄原自治会 真栄原区自治会 98 98 無

26 宜野湾市 醴泉之塔 字大山2347 S36.12 大山区自治会 大山区自治会 401 300 無

27 宜野湾市 森川之塔

字真志喜冨盛原

735

S31.12 真志喜自治会 真志喜区自治会 87 71 無

28 宜野湾市 我如古慰霊之塔 字我如古297 H1.7 自治会 我如古自治会 399 399 無

29 宜野湾市 あらしろの塔 字新城新城原60 S43.10 新城郷友会 新城郷友会 37 無

30 宜野湾市 謝魂の塔 字大謝名田原573 S43.11 大謝名区自治会 大謝名自治会 200 60 無

31 宜野湾市 宇魂の塔 字宇地泊387

建立:S31.12

移設:H1

宇地泊区自治会 宇地泊自治会 115 46 無

32 宜野湾市 慰霊塔 字普天間634 S45.6 普天間行事保存会 普天間郷友会 222 無

33 宜野湾市 友魂の塔 字喜友名222 S34.5 喜友永自治会

喜友名区自治会自治

会長

98 29 無

34 宜野湾市 京都の塔 字嘉数1067-1 S39.4

沖縄京都の塔奉賛会塔

奉賛会

沖縄県平和祈念財団 2,536 2,536 無

35 宜野湾市 青丘の塔 字嘉数1065 S46.3 日本民主同志会 沖縄県平和祈念財団 386 386 無

36 宜野湾市 島根の兵奪戦之地 ｢青丘の塔｣隣 S44.3 島根県知事 沖縄県平和祈念財団 0 無

37 宜野湾市 京都平安之碑

｢京都の塔｣建立敷

地内

S39.2

全日本空手道連盟総本

部正武館道場主一同

沖縄県平和祈念財団 不明 不明 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 2/24



慰霊塔（碑）一覧 平成24年６月時点

建立等年月 建立者 総数

内沖縄戦

戦没者

納骨の

有・無

納骨数

管理者

合祀柱数 納骨の状況建立状況

No 市町村名 塔又は碑名 建立場所

38 宜野湾市 捧英魂碑 嘉数4丁目786 S41.3 石部隊生存者 不明 不詳 不詳 無

39 宜野湾市 慰霊碑 嘉数4丁目786 H2.7

下田部隊生存者有志一

同

不明 610 610 無

40 宜野湾市 慰霊の碑 伊佐4-1-11 H13.7

一般社団法人 字伊佐財

産保存会

①一般社団法人字伊

佐財産保存会

②伊佐区自治会

131 60～70 無

41 石垣市 八重守之塔 石垣山座利924 S42.4 石垣市 八重山市長会 670 不明 無

42 石垣市 鎮魂（球第6463部隊慰霊碑） ﾊﾞﾝﾅ岳 S60.6 球6463部隊戦友会 石垣市 不明 不明 無

43 石垣市 魂魄碑 ﾊﾞﾝﾅ岳 H13.10

球6476部隊独立歩兵隊

271大隊宮田隊｢戦友会｣

球6476部隊独立歩兵

隊271大隊宮田隊｢戦

友会｣

不明 不明 無

44 石垣市

八重山戦争ﾏﾗﾘｱ犠牲者慰霊

之碑

ﾊﾞﾝﾅ岳 H11.5 沖縄県 沖縄県 3,600 3,600 無

45 石垣市

大東亜戦争陸海軍戦没者合

葬碑

字大川(海星幼稚

園北側)

S20.12

宮崎旅団石垣地区守備

隊

与那原 孫伝 無

46 石垣市 忠魂碑(八重山支庁北側)

真栄里(八重山支

庁北側)

S13.12 大浜村 無

47 石垣市 暁之塔

第28師団第3野戦

病院跡

S50.11

生存者の会(石垣会)地元

有志

生存者の会(石垣会)地

元有志

無

48 石垣市 鎮（球6461部隊慰霊碑） 宮良牧中 S57.4 沖縄県香川戦友会 沖縄県香川戦友会 不明 不明 無

49 石垣市 平和之塔 川平 S60.5

海軍第19震洋特別攻撃

隊(大河原部隊)

海軍第19震洋特別攻

撃隊(大河原部隊)

無

50 石垣市

台湾疎開石垣町民遭難者慰

霊碑

字登野城2392(魚

釣島)

S44.5 石垣市 石垣市 不明 不明 不明 不明

51 石垣市 米軍飛行士慰霊碑 字新川 H13.8

米軍飛行士慰霊碑建立

期成会

3 不明 不明 不明

52 石垣市

尖閣列島戦時遭難死没者慰

霊之碑

字新川 H14.7

尖閣列島戦時遭難死没

者慰霊之碑建立期成会

88 不明 不明 不明

53 浦添市 浦和之塔 字中間城原 52.8 市民､本土土木建会社 浦添市 余5,000 無

54 浦添市 前田高地平和の碑 字仲間412 S54.3

山3475部隊第2大隊戦友

会

山3475部隊第2大隊遺

族会

886 126 無

55 浦添市

第26師団独立歩兵隊第21大

隊3中隊終焉の碑

伊祖公園 S50.4 戦友会

(財)沖縄戦没者慰霊奉

賛会

無

56 浦添市 安守之塔 安波茶2-7-1 H6.10 安波茶自治会 安波茶自治会 71 71 無
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57 浦添市 鎮魂の碑 字城間2594-7 H1.6 城間自治会 城間自治会 余407 余407 無

58 浦添市 芳魂の碑 屋冨祖2-23 S29.12 屋冨祖遺族会 屋冨祖自治会 203 203 無

59 浦添市 麗魂之碑 宮城2-129

建立:S25

移設:H11.6

宮城自治会 宮城自治会 364 364 無

60 浦添市 戦没之塔 仲西1-8-8 S37.12 仲西自治会 仲西自治会 98 無

61 浦添市 郷守の塔

字沢岻1340-

1,1340-2,1347-2

建立:S55

改築:H6.9

浦添市字小湾共有地地

主会

浦添市字小湾共有地

地主会

160 137 無

62 浦添市 勢理客慰霊塔 字勢理客192 S41.11 勢理客遺族会 勢理客遺族会 149 140 無

63 浦添市 慰霊之碑 字沢岻381-1

建立:S42

改修:H9.10

慰霊碑建立期生会 沢岻自治会 345 320 無

64 浦添市 和光地蔵尊 浦添城跡内 不明 不明 不明 不明 不明 無

65 浦添市

石原正弘少佐外戦没者慰霊

碑

浦添城跡内 不明 不明 不明 不明 不明 無

66 浦添市 後藤助生慰霊碑 浦添城跡内 不明 不明 不明 不明 不明 無

67 浦添市 故陸軍伍長小林正雄之碑 浦添城跡内 不明 不明 不明 不明 不明 無

68 浦添市 地蔵菩薩 浦添城跡内 不明 不明 不明 不明 不明 無

69 浦添市 地蔵菩薩像 浦添城跡内 不明 不明 不明 不明 不明 無

70 名護市 平和の塔 字名護港原905 S56.7 名護市 名護市 余1300 余800 無

71 名護市 三中健児之塔

字名護名座喜原

2999

S31.1 南燈同窓会 南燈同窓会 200 200 無

72 名護市 少年護郷隊之塔

字名護天田原

1478-1

S31.8 村上 治夫 桜郷友会 95 95 無

73 名護市 慰霊塔

字仲尾次仲尾次原

753

S38.11 羽地村 名護市 余800 483 無

74 名護市 黎魂之塔 字瀬嵩島原18 S35.4 久志遺族会 久志遺族会 364 250 無

75 名護市 慰霊塔 字久志東原213-2 S34.10 久志成人会 久志青年会 51 余30 無

76 名護市 平和之塔 字屋部1 S35.10 屋部村 名護市 589 不明 無
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77 名護市 慰霊之塔 字饒平名掟原227 S39.8 屋我地村 名護市 189 余110 無

78 名護市 慰霊塔

字運天原浜苗代

219-3

S27.10 運天原区自治会 運天原区 40 20 無

79 名護市 慰霊塔

字済井出丸九年尺

508

S25.7 済井出青年会 済井出区 54 余25 無

80 名護市 和球の碑 名護岳 S40.6 球7071部隊生存者 球7071部隊生存者 3,000 3,000 無

81 名護市 慰霊塔

字為又湯比井原

629番地

S30.10 為又区 為又区(行政区) 22 不明 無

82 名護市 平和之塔

字辺野古前上原

1104番地11

H7.8 辺野古区 辺野古区(行政区) 68 不明 無

83 糸満市 ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾙ島戦没勇士之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-2

S41.9 復員戦友会 復員戦友会 3,600 無

84 糸満市 空華之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-2

S39.11 沖縄翼友会 沖縄翼友会 不明 不明 無

85 糸満市 南方航空慰霊碑 字摩文仁ﾊﾝﾀ上原 S63.5

南方航空戦没者慰霊碑

建立賛同者

南方航空戦没者慰霊

の日建立賛同者

無

86 糸満市 飛行第19戦隊飛燕特攻の碑 字摩文仁ﾊﾝﾀ上原 S55.8 飛行第19戦隊飛燕会 飛行第19戦隊飛燕会 無

87 糸満市 沖縄工業健児之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

628

S33.5

沖縄県立工業高校同窓

会

県立沖縄工業高等学

校同窓会

167 167 無

88 糸満市 翔洋碑

西崎1-1-1(沖縄水

産高校内)

S37.12 沖縄水産高等学校 沖縄水産高校 164 164 無

89 糸満市 ひめゆりの塔 字米須伊原1051-1 S21.4 真和志村

(財)沖縄県女師一高女

ひめゆり同窓会

224 224 無

90 糸満市 第一外科壕跡 字米須伊原1051-1

(財)沖縄県女師一高女

ひめゆり同窓会

91 糸満市 陸軍病院第3外科職員之碑 字伊原東原279 S45.3 平良進他生存者 平良進 他生存者 29 29 無

92 糸満市 沖縄戦殉職医療人之碑 字伊原東原279 S26.10 沖縄県医療団 沖縄医療団 50 50 無

93 糸満市 開南健児之塔

字米須山城南ｺﾌﾞｻ

原575

S46.5 開南中学同窓会 開南中学校同窓会 268 268 無

94 糸満市 琉風之碑 字伊原東原546 S29.12 琉風会 琉風会 70 70 無

95 糸満市 萬霊之塔 字真壁 H8.8 糸満市遺族会 糸満市遺族会 11,676 11,676 無

96 糸満市 華守之塔 字座波846 S28.12 当時字座波有志 座波有志 560 560 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 5/24
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97 糸満市 山3474部隊慰霊之碑 字真壁東り原 S56.11 山3474部族遺族会 山3474部隊遺族会 不明 不明 無

98 糸満市 歩兵第89聨隊 字新垣後原1029 S56.3 八九会

歩兵第89連隊顕彰奉

賛会

不明 不明 無

99 糸満市 南北之塔 字真栄平後原 S28.11 字真栄平 真栄平自治会 600 600 有 300

100 糸満市 鎮魂(第24師団通信隊碑) 字真栄平後原 S61.11

第24師団通信隊 山第

3482部隊

第24師団通信隊 山第

3482部隊

有

101 糸満市 捜索第24聯隊慰霊之碑 字真栄平後原 S54.2 生存者代表渡部満 生存者代表渡部満 有

102 糸満市 韓国人慰霊塔

字摩文仁西潮花原

472-2,473-4

S50.8

韓国人慰霊塔 建立委員

会

駐福岡大韓民国総領

事館

不明 不明 無

103 糸満市 野戦重砲兵23聯隊碑 字大渡ｼﾏ原 S53.3 野重23戦友会 野重23戦友会 1,000 1,000 無

104 糸満市

独立高射砲第27大隊戦没者

名碑

字大渡343 S54.12 二七会

旧沖縄派遣独立高射

砲第27大隊遺家族･生

存者及び部隊関係者

の会

余460 余460 無

105 糸満市 ひめゆり学徒散華の跡 荒崎海岸 S24

沖縄県女師･一高女ひめ

ゆり同窓会

(財)ひめゆり同窓会

106 糸満市 忠霊の塔 米須米須小前 S34.6 自治会 遺族 159 159 無

107 糸満市 鎮魂之碑 糸洲 S60.6

山部隊第2野戦病院戦友

会

山部隊第2野戦病院戦

友会

無

108 糸満市

第27野戦防疫給水部隊本部

終焉之地

故陸軍大尉伊藤欽弐戦死之

地碑

字束辺名部落南山

林壕入口

S44.3 伊藤家 伊藤大尉の遺族

109 糸満市 潮平権現の碑 潮平ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ近く S28.10 潮平自治会 潮平自治会 不明 不明 不明 不明

110 糸満市 CLAUDIUS EASLEY 追悼碑

ﾊﾞｯｸﾅｰ中将戦死

の跡と同じ敷地

H7.6 第96歩兵師団戦友会 不明 不明 不明 不明 不明

111 糸満市 EDWIN T MAY 追悼碑

ﾊﾞｯｸﾅｰ中将戦死

の跡と同じ敷地

H7.6 第96歩兵師団戦友会 不明 不明 不明 不明 不明

112 糸満市 馬魂碑 萬華之塔敷地内 H2.2 野砲42連隊戦友他有志

野砲42連隊戦友会･同

遺族会

不明 不明 不明 不明

113 糸満市 白鳩之碑

字新垣(道路から道

はない､雑木林を

10m入った場所

S22.6 新垣自治会

第24師団通信隊     山

第3482部隊

不明 不明 不明 不明

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 6/24
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114 糸満市 平和祈念之碑

字新垣(新垣公園

側)

S25.12 新垣自治会 新垣自治体 不明 不明 不明 不明

115 糸満市 歩兵第89連隊玉砕終焉之地 潮平の浄土寺内 S56.3 八九会 八九会 不明 不明 不明 不明

116 糸満市 大東亜戦争参加者の碑

名城(道路脇植樹

帯)

S52.6 名城自治会 名城自治会 259 不明 不明 不明

117 糸満市 陸軍病院第二外科壕の碑 糸洲拝所近く S31.2 沖縄県陸軍病院慰霊会

沖縄県陸軍病院慰霊

会

不明 不明 不明 不明

118 糸満市 ぬちどぅたから 糸洲拝所近く S61.2 仏桑花の会 仏桑花の会 不明 不明 不明 不明

119 糸満市 赤心之塔

ひめゆりの塔の構

内

S23 大田家の遺族 大田家の家族 不明 不明 不明 不明

120 糸満市 鎮魂之塔

米須小学校北側の

森

不明 遺族関係者 遺族関係者 不明 不明 不明 不明

121 糸満市 鎮魂 ひむかいの塔隣 H10.5

久留米第一陸軍予備士

官学校第11期生有志

久留米第一陸軍予備

士官学校第11期生有

志

不明 不明 不明 不明

122 糸満市 鎮魂碑 大度海岸 H5.6 独立歩兵第273大隊 独立歩兵第273大隊 不明 不明 不明 不明

123 糸満市

沖縄縣立工業学校進級2年生

9霊位供養碑

沖縄工業健児之塔

横

S42.10

大村徳助･宮城ﾏｶﾄ･上原

ｶﾏﾄﾞ

大村徳助･宮城ﾏｶﾄ･上

原ｶﾏﾄﾞ

9 不明 不明 不明

124 糸満市 鳩魂碑 平和祈念公園内 H10.3 鳩魂碑有志一同 鳩魂碑有志一同 不明 不明 不明 不明

125 糸満市 戦没者慰霊之塔 白寿園隣 S22 武富自治会 武富自治会 不明 不明 不明 不明

糸満市 国立沖縄戦没者墓苑

摩文仁平和祈念公

園

S54.2 厚生省 厚生労働省 18万余 18万余 有 18万余

126 糸満市 北霊碑

字米須嵩下原

1446-3

S29.4 北海道連合遺族会 北海道連合遺族会 40,085 10,085 無

127 糸満市 みちのくの塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

665-3

S39.11 青森県遺族連合会 青森県遺族連合会 19,847 544 無

128 糸満市 岩手の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

656-6

S41.10 岩手県 岩手県 34,860 653 無

129 糸満市 千秋の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-1

建立:S37.1

改修:S59.12

秋田県 秋田県 37,700 432 無

130 糸満市 山形の塔

字真栄里ｳﾃﾙ原

1821-2

S40.2 山形県 山形県 40,834 765 無

131 糸満市 宮城之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

651-6

S43.2 宮城県 宮城県 45,500 582 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 7/24
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132 糸満市 ふくしまの塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

650-5

S41.10 福島県遺族会 福島県遺族会 66,304 942 無

133 糸満市 栃木の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

642-3

S41.11 栃木県遺族連合会 栃木県遺族連合会 31,495 676 無

134 糸満市 群馬の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

662-2

S38.2 群馬県遺族の会 群馬県遺族の会 30,771 850 無

135 糸満市 茨城の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

661-2

S39.11 茨城県遺族連合会 茨城県遺族連合会 余38,810 610 無

136 糸満市 房総之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

663-4

S40.12 千葉県 千葉県 35,694 1,586 無

137 糸満市 埼玉の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

654-2

S41.11 埼玉の塔管理委員会 埼玉の塔管理委員会 28,031 1,040 無

138 糸満市 東京之塔

字米須山城南ｺﾌﾞｻ

原568

S46.10 東京都 東京都 103,500 6,500 無

139 糸満市 神奈川の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

662-5

S40.11 神奈川県 神奈川県 40,680 1,678 無

140 糸満市 静岡の塔 字摩文仁 S41.4 静霊奉賛会 静霊奉賛会 40,563 1,693 無

141 糸満市 愛国知祖之塔 字摩文仁

建立:S40.11

改修:H6.11

愛知県 愛知県 51,011 2,953 無

142 糸満市 信濃の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

650-3

S39.4 長野県 長野県 55,405 1,294 無

143 糸満市 立山の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

657-2

S40.11

南方戦没者沖縄慰霊塔

奉賛会

南方戦没者沖縄慰霊

塔奉賛会

14,694 872 無

144 糸満市 新潟の塔 字摩文仁 S51.12 新潟の塔奉賛会 新潟の塔奉賛会 41,960 1,117 無

145 糸満市 黒百合の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-1

S37.11 石川県 石川県 1,069 901 無

146 糸満市 福井之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

662-4,662-3

S41.10 福井県英霊顕彰奉賛会 福井県遺族連合会 24,507 1,182 無

147 糸満市 岐阜県の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

656-5

S41.3 岐阜県 岐阜県 26,831 907 無

148 糸満市 近江の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

661-3

S39.11 近江の塔維持管理会 近江の塔維持管理会 1,697 無

149 糸満市 三重の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

656-4

S40.6 三重県 三重県 53,000 2,600 無

150 糸満市 大和の塔 字米須嵩下原1450 S42.11 奈良県 奈良県 15,871 556 無

151 糸満市 紀乃國乃塔 字米須嵩下原1438 S36.11 和歌山県 和歌山県 839 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 8/24
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152 糸満市 なにわの塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

656-6

S40.4 大阪府遺族連合会 大阪府遺族連合会 余35,000 余2,430 無

153 糸満市 のじぎくの塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

662-3

S39.6 兵庫県遺族会 兵庫県遺族会 3,073 無

154 糸満市 因伯の塔

字米須山城南ｺﾌﾞｻ

原572

S46.11 鳥取県 鳥取県 13,904 539 無

155 糸満市 岡山の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

664-1

S40.10 岡山県 岡山県 33,799 1,578 無

156 糸満市 島根の塔

字米須嵩下原

1445-1

S44.3 島根県遺族連合会 島根県遺族連合会 908 無

157 糸満市 ひろしまの塔

字米須嵩下原

1447-2

S43.5 広島県 広島県 34,629 1,271 無

158 糸満市 防長英霊の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-12

S41.11

山口県沖縄戦没者

慰霊奉賛会

山口県南方地域戦没

者慰霊奉賛会

24,447 1,043 無

159 糸満市 讃岐の奉公塔

字米須嵩下原

1455-3

S43.5

讃岐の奉公塔 慰霊奉賛

会

香川県 32,413 1,120 無

160 糸満市 徳島の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

655-3

S40.12 徳島県遺族会 徳島県遺族会 1,597 941 無

161 糸満市 愛媛之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

664-2

S37.10 愛媛県遺族会 愛媛県遺族会 2,077 無

162 糸満市 福岡の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

656-7

S41.12 福岡県 福岡県 4,005 無

163 糸満市 はがくれの塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

650-3

S41.10 佐賀県遺族会 佐賀県遺族会 約28,000 914 無

164 糸満市 大分の塔

字米須嵩下原

1446-2

S40.11 大分県遺族連合会 大分県遺族連合会 約1,430 約1,430 無

165 糸満市 鎮魂長崎の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

651-5

S41.9 長崎県殉国慰霊奉賛会

長崎県戦没者慰霊奉

賛会

35,000 1,800 無

166 糸満市 火乃国之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-4

S38.5 熊本県遺族連合会 熊本県遺族連合会 1,827 無

167 糸満市 ひむかいの塔 字米須西原138-1 S40.11

宮崎県戦没者慰霊奉賛

会

宮崎県遺族会 31,237 1,848 無

168 糸満市 安らかに

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-7

S39.11 鹿児島県 鹿児島県 2,582 無

169 糸満市 ﾀﾞﾊﾞｵ之塔 字摩文仁ﾊﾝﾀ上原 S47.3 ﾀﾞﾊﾞｵ会 ﾀﾞﾊﾞｵ会 余20,000 0 無

170 糸満市 梯悟之塔 米須1150 S25.8 梯悟同窓会 梯悟同窓会 62 62 無

171 糸満市 樺太の碑 字摩文仁ﾊﾝﾀ上原 S62.7 竹田 厳道 余2,000 余2,000 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 9/24
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172 糸満市 義烈空挺隊の碑 字摩文仁ﾊﾝﾀ上原 S51.5 全日本空挺同窓会 全日本空挺同窓会 113 不明 無

173 糸満市 ずゐせんの塔 字米須西原1137-1 S23.8 瑞泉同窓会 瑞泉同窓会 102 102 無

174 糸満市 沖縄師範健児之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

548

S21.3

沖縄師範健児之塔遺族

会

うｰとｰとｰ沖縄 319 319 無

175 糸満市 白梅之塔 字真栄原1837-1 S26.0 白梅同窓会 白梅同窓会 132 132 有 不明

176 糸満市 勇魂の塔 摩文仁 S42.6 遺族戦友会 球守会 無

177 糸満市 有川中将以下将兵自決の壕 字米須米須原 S56.6

鹿児島県沖縄戦没者

慰霊会

橋口 ﾌｷ子 無

178 糸満市

沖縄連隊区司令部戦没職員

慰霊碑

字真壁前田原 H12.8

沖縄連隊区司令部職員

関係者

89 不明

179 糸満市 砲兵山吹之塔 字真壁前田原 S41.6 生存者山吹会

元野戦重砲兵第一聯

隊戦友会

739 739 無

180 糸満市

野砲兵第42連隊戦没者 鎮魂

の碑

真壁 S62.3

野砲第42連隊戦友会･同

遺族会

野砲42戦友と遺族の会 無

181 糸満市 沖縄兵站慰霊之塔 字大里名利川 S46.10

沖縄兵站慰霊之塔奉賛

会

沖縄兵站会 不明 不明 無

182 糸満市 独立歩兵第13大隊慰霊碑 字摩文仁 H3.2

独立歩兵第13大隊生存

者勇志

元第62師団独立歩兵

第13大隊慰霊碑護持

奉賛会

無

183 糸満市 風部隊之塔 字摩文仁 S53.5

関係部隊並びに縁故者

生存者一同

航風会 477 477 無

184 糸満市 逓魂之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

664-3

S40.6 逓魂之塔奉賛会 逓魂之塔奉賛会 505 505 無

185 糸満市 沖縄放送局戦歿職員慰霊碑

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-5

建立:S39.5

改修:H7.2

日本放送協会 日本放送協会 8 8 無

186 糸満市 南冥の塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

548

S29.9 沖縄総合事務局 沖縄総合事務局 12,000 12,000 無

187 糸満市 魂魄之塔 字米須嵩下1441-3 S21.2 金城 和信 真和志村民 沖縄県遺族連合会 35,000 35,000 無

188 糸満市 しずたまの碑 字摩文仁ﾊﾝﾀ上原 S44.6 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 1,500 1,500 無

189 糸満市 沖縄陸軍病院之塔 字山城東原28 S39.1 平良進他生存者 沖縄陸軍病院慰霊会 43 43 無

190 糸満市 第62師団慰霊碑

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

656-5

S39.6 石部隊戦友会 沖縄県平和祈念財団 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 10/24
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191 糸満市 ﾊﾞｯｸﾅｰ中将戦死之跡 真栄里 S50.6

(財)沖縄戦没者慰霊奉賛

会

沖縄県平和祈念財団 1 1 無

192 糸満市 歩兵第32聯隊碑 真栄里 H17.8 歩兵第32連隊会 沖縄県平和祈念財団

193 糸満市 黎明之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

649-11

S27.6 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 2 2 無

194 糸満市 島守之塔

字摩文仁ﾊﾝﾀ上原

641-1

S26.6 島守の会 島守の会 458 458 無

195 糸満市 平和の塔

字喜屋武具志川原

60-4

S27.10 沖縄県 遺族連合会 沖縄県 遺族連合会 10,000 10,000 無

196 糸満市 栄里之塔

字真栄里ｼｰｼﾞ原

1152

S27.3 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 12,000 12,000 無

197 糸満市 山雨の塔 字宇江城116-2 S37.10 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 500 500 無

198 糸満市 真和之塔 字真壁前田原1033 S41.3 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 150 150 無

199 糸満市 不抜の塔 字大里後原965 S41.4 沖縄県 遺族連合会 沖縄県遺族連合会 300 300 無

200 糸満市 眞山の塔

字真栄里ｳﾃﾙ原

1821-1

S42.5 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 100 100 無

201 糸満市 萬魂之塔

字国吉真栄原314-

2

S30.5 区自治会 国吉自治会 余4,000 余4,000 無

202 糸満市 浄魂之塔 新垣833-1 S32.3 区自治会､有志 沖縄県遺族連合会 10,000 10,000 無

203 糸満市 和魂之塔 字大里 S29.5 - 大里自治会 12,300 12,300 無

204 糸満市 萬華之塔 字真壁仲間原1292 S26.8 真壁自治会 真壁自治会 19,207 19,207 無

205 糸満市

独立臼砲第1連隊戦没英霊之

碑

字摩文仁506 S56.8

独立臼砲霊之碑建立委

員会

独立臼砲霊之碑建立

委員会

約500 約500 無

206 糸満市 鎮魂碑(独立重砲第百大隊) 真壁 H5.6

全国重砲友好会独立重

砲第百大隊遺族会

全国重砲友好会独立

重砲第百大隊遺族会

734 734 無

207 糸満市 金城和信先生の胸像 字米須 S40.4 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会

208 沖縄市 慰霊塔 字山内3-23

S36.9

改修:H3.9

山内自治会長 自治会 124 124 無

209 沖縄市 慰霊塔

諸見里1-1264 富

里原

建設:S30.8

移転:S45.10

改修:H9.3

自治会 自治会 196 196 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 11/24
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210 沖縄市 慰霊塔 上地148 S27.11 上地郷友会 郷友会 127 127 無

211 沖縄市 慰霊之塔 高原63 S48.6 自治会長 仲村 清 自治会 247 247 無

212 沖縄市 慰霊塔 与儀2

建設:S26.5

再建:S60.8

（修復工事の為再

建）

自治会長 仲宗根 昌亀(建

設) 自治会長 宮里 盛栄

(再建)

自治会 67 67 無

213 沖縄市 慰霊塔 胡屋外作原

建立:S32.8

移転:S46.12

沖縄市 沖縄市 約2,000 約2,000 無

214 沖縄市 慰霊塔(忠魂碑) 知花891 S32.6 美里村長 渡慶次 慶次 沖縄市 約2,700 約2,700 不明

215 沖縄市 慰霊塔 比屋根68 S56 自治会長 大城 俊雄 自治会 80 80 無

216 沖縄市 泡瀬の塔 泡瀬140-1 H7.5 泡瀬復興期成会 泡瀬復興期成会 893 893 無

217 沖縄市 慰霊塔 中央2-8 S26 唐田之上郷友会 不明 不明 無

218 沖縄市 呉冨士慰霊塔

中央3(胡差ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ

ｾﾝﾀｰ裏手)

H24.3 呉冨士親交会

219 豊見城市 海軍戦没者慰霊之塔 字豊見城236 S33.10 社団法人沖縄海友会 社団法人沖縄海友会 余4,000 余4,000 有 不明

220 豊見城市 濤魄の塔 字豊見城863 S28.11 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 1,313 1,313 無

221 豊見城市 山部隊､野戦病院患者合肥碑 字豊見城863 S57.8 戦友会 戦友会 0 0 無

222 うるま市 聖魂の塔 字石川石川原497 S32.4 石川市 石川市 1,000 435 無

223 うるま市 慰霊塔 字照間照間原700 S36.11 区自治会 自治会 45 44 無

224 うるま市 慰霊碑 字西原上原107

建立:S25.9

立替:S55.5

区自治会 自治会 36 5 無

225 うるま市 慰霊之塔 字与那城197

建立:S32.5

改修:S51

区自治会 自治会 52 5 無

226 うるま市 慰霊之塔 字饒辺馬走879-1

建立　S27.11

移設　S59.１１．１５

区自治会 自治会 48 48 無

227 うるま市 慰霊碑

字屋慶名瓦屋原

851

S27 区自治会 自治会 300 140 無

228 うるま市 慰霊塔

字平安座下野尻

2420

S26.4 区自治会 自治会 207 198 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 12/24
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229 うるま市 慰霊塔 字池味下野尻86 S29 区自治会 自治会 32 12 無

230 うるま市 伊計勇士の塔

字伊計祈念運動場

173

S25.9 伊計郷友会 遺族会､伊計支部 61 22 無

231 うるま市 慰霊碑 字南風原4760 S26.9 区自治会 自治会 99 65 無

232 うるま市 慰霊塔 字平安名897

建立:S24.8

移設:H8.4.

区自治会 自治会 158 41 無

233 うるま市 慰霊塔 字平敷屋3500

建立:S25.8

移設:H7.6

区自治会 自治会 205 62 無

234 うるま市 慰霊碑 字津堅新川城1393 S27.10 津堅遺族会 自治会 222 119 有 1

235 うるま市 慰霊塔 勝連比嘉125

建立　S35.5

移設　H21.11

自治会 自治会 71 17 無

236 うるま市 慰霊塔 内間後原982 S57.1 区自治会 自治会 74 72 無

237 うるま市 慰霊塔 浜吉田川384-1 - 浜遺族会 自治会 62 62 無

238 うるま市 慰霊塔

字安慶名安慶名原

198

建立　S37.3

移設　H22.5.25

自治会長 自治会 225 225 無

239 うるま市 慰霊碑 字川田､田佐原259 S25.6 富川 盛得 自治会 47 30 無

240 うるま市 慰霊碑

字田場真賀前原

822

S24 自治会 自治会 88 不明 無

241 うるま市 慰霊碑

字平良川山川原

307

S26.11 稲福 可信 自治会 34 32 無

242 うるま市 慰霊碑

字大田大田原219-

1

建立　S２１．１２．１

移設　S37.12

改修　S48.7.5

大田自治会 自治会 39 32 無

243 うるま市 慰霊塔 字高江洲359 S36.11 区長 自治会 60 60 無

244 うるま市 慰霊碑

字赤野､赤野後原

679

S28.11 自治会 自治会 69 不明 無

245 うるま市 慰霊塔

字具志川前田原

640

S32 自治会 自治会 167 96 無

246 うるま市 慰霊碑 江洲幸崎1362 S30.10 長嶺 由信 自治会 106 106 無

247 うるま市 護郷之塔 字上江洲東原393

建立　S26

立替　H8

天願 朝順 自治会 134 60 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 13/24
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248 うるま市 慰霊塔 字喜屋武喜屋武原 S29 喜屋武遺族会 喜屋武遺族会 70 無

249 うるま市 慰霊碑 字塩屋区月形原87 S27 区長 自治会 48 26 無

250 うるま市 慰霊塔 字宮里124 S24.12 宮里青年会 自治会 116 19 無

251 うるま市 慰霊塔

字宇堅 多地心原

822

建立　S27

改修　H6.8.15

宇堅自治会 自治会 260 260 無

252 うるま市 慰霊之塔 字昆布長尾原1835 S41.12 区自治会 自治会 87 無

253 うるま市 慰霊塔

字豊原虎図原648-

3

S42.6 島袋 清一 自治会 49 18 無

254 うるま市 慰霊塔 字栄野比西原341

建立　S22

改修　S54

区自治会 自治会 133 36 無

255 うるま市 慰霊塔 字天願赤田地原76 S31.8 天願遺族会 自治会 91 94 無

256 うるま市 慰霊碑

字西原伊集久原

467

建立:S33

改修:S57

区自治会 自治会 108 66 無

257 うるま市 慰霊塔 安慶名中央公園 S63.11 具志川市 具志川市 約1,800柱 約1,778柱 無

258 うるま市 慰霊顕彰碑 安慶名中央公園 S63.11 具志川市戦没者遺族会

具志川市戦没者遺族

会

約1,800柱 約1,778柱 無

259 うるま市 仲嶺慰霊塔 字仲嶺仲嶺原 S28 仲嶺遺族会 仲嶺遺族会 35 35 無

260 うるま市 集団自決の碑 下敷原3405 H7.11 具志川市 具志川市 13 13 無

261 宮古島市 豊旗の塔

平良字東仲宗根

968-1(二重越)

S42.2 宮古市町村会 不明 2,419 2,419 有

262 宮古島市 慰霊之塔

平良字下里1020-3

(馬場)

S39.6 平良地区遺族会

平良地区遺族会､宮古

島市

608 608 無

263 宮古島市 海軍第313設営隊慰霊碑

平良字東仲宗根添

(熱帯植物園内)

S55.11

旧海軍第313設営隊戦友

会

不明 14 14 無

264 宮古島市 山砲兵第28聯隊英霊之碑

平良字東仲宗根豊

旗之塔境内(二重

越)

S54.6 旧山砲兵第28聯隊有志 不明 158 158 無

265 宮古島市 旧陸軍歩兵第30聯隊光寿

平良字東仲宗根

968-1

豊旗之塔境内(二

重越)

S58.11

旧陸軍歩兵第30聯隊戦

友会

真壁ｶﾂ 408 408 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 14/24
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266 宮古島市

輜重兵第28聯隊戦没者慰霊

之碑

平良字東仲宗根

968-1

豊旗之塔境内(二

重越)

S53.8

旧輜重兵第28聯隊戦友

会

不明 19 19 不明

267 宮古島市 通魂之碑

平良字東仲宗根

968-1

豊旗之塔境内(二

重越)

S63.10 旧第28師団通信隊204会 不明 31 31 無

268 宮古島市 騎兵第28聯隊慰霊塔

平良字東仲宗根

968-1

豊旗之塔境内(二

重越)

S63.12

旧騎兵第28聯隊お九二

会

不明 45 45 無

269 宮古島市

北台湾海軍航空隊戦没慰霊

之塔

平良字西仲宗根

(添道)

S55.5

旧北台湾海軍航空隊宮

古島派遣隊

祥雲寺(平良市字西里

4)

52 52 無

270 宮古島市

山砲兵第28聯隊第5中隊戦没

者英霊碑

平良字東仲宗根添

(細竹)

S52.10

旧山砲兵第28聯隊第5中

隊

不明 16 16 不明

271 宮古島市

神風特別攻撃隊第3次龍虎隊

之碑

平良字東仲宗根

968-1

豊旗之塔境内(二

重越)

H6.12 笹井 敬三 笹井 敬三 0 0 無

272 宮古島市 忠魂碑 福里376-1 S2.8 城辺町 在郷軍人会後援

宮古島市遺族会城辺

支部 会長 藤本 栄一､

宮古島市

308 不明 無

273 宮古島市 豊魂の杜 字下里添(佐事川) S46.1

佐賀県在

故 野口 退蔵

宮古島市 1,499 不明 無

274 宮古島市 陣没勇士之墓

城辺字下里添(佐

事川)

S20.9 第28師団長納見敏郎 不明 1 1 不明

275 宮古島市

海上挺進基地第30大隊慰霊

碑

城辺字下里添(佐

事川)

S57.1

旧海上挺進基地第30大

隊戦友･遺族有志

祥雲寺(平良市字西里

4)

60 60 無

276 宮古島市 慰霊碑 下地字上地545-1

S36.7（Ｈ17.4改

築）

下地地区遺族会

下地地区遺族会､宮古

島市

227 12 無

277 宮古島市 慰霊之塔 上野字上野398-2 S35.4

砂川旨誠､上野地区遺族

会

上野地区遺族会､宮古

島市

109 109 無

278 宮古島市 慰霊之塔

伊良部字長浜小後

原992-4

S38.10 遺族会

伊良部地区遺族会､宮

古島市

490 14 無

279 宮古島市 歩兵第3聯隊戦没者慰霊碑 上野字野原 S59.4 旧歩兵第3聯隊歩三会 不明 459 459 有

280 宮古島市 歩兵第3聯隊戦没者鎮魂之碑 上野字野原 S61.11 旧歩兵第3聯隊歩三会 不明 1,667 1,667 有

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 15/24
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281 宮古島市

特設水上勤務第101中隊(噫

噫忠烈丈夫之墓)

平良字東仲宗根

968-1 豊旗之塔境

内(二重越)

不明 特設水上勤務第101中隊 不明 不明 不明 不明

282 宮古島市 魂 城辺字長南 S54.4.29 調査中 不明 31 不明

283 宮古島市 観音像(碑) 城辺字吉野 S54.8.15 調査中 不明 不明 不明 不明

284 宮古島市 忠魂碑 伊良部字長浜 T3．5 調査中

伊良部地区遺族会 会

長 仲間 恵義

不明 不明 不明

285 宮古島市 忠魂碑

下地洲鎌(ﾂﾇｼﾞ御

嶽境内)

S7．3 調査中 不明 不明 不明 不明

286 宮古島市 ｢知野里壹｣碑 調査中 調査中 調査中 不明 不明 不明 不明

287 宮古島市

山砲兵第28聯隊第4中隊戦没

者英霊碑

城辺字砂川(花切) S51.10 山砲兵第28聯隊第4中隊 不明 19 19 不明

288 南城市 慰霊之碑

南城市玉城字中山

1295番地2

H22.6

南城市遺族連合会

南城市

玉城村 6,658 不明 無

289 南城市 靖魂之塔

南城市知念字志喜

屋386

S26.10 字民一同 志喜屋区自治会 51 50 無

290 南城市 慰霊之塔

南城市知念字山里

193

S29.11 字民一同 山里区自治会 33 32 無

291 南城市 和魂之塔

南城市知念字知念

514

S28.9 字民一同 知念区自治会 55 50 無

292 南城市 慰霊之塔

南城市知念字吉富

87

S29.1 字民一同 吉富区自治会 17 17 無

293 南城市 慰霊之塔

南城市知念字久手

堅109

S30.8 字民一同 久手堅区自治会 42 42 無

294 南城市 安久仁之塔

南城市知念字安座

真151

S26.3 字民一同 安座真自治会 81 74 無

295 南城市 英魂之塔

南城市知念字知名

52

S27.5 字民一同 知名区自治会 85 76 無

296 南城市 邦守之塔

南城市知念字海野

179

S28.5 字民一同 海野区自治会 35 35 無

297 南城市 忠魂之塔

南城市知念字久原

503

S28.10 字民一同 久原区自治会 47 47 無

298 南城市 殉難職員慰霊之碑 沖縄刑務所敷地内 S54.3 沖縄刑務所 沖縄刑務所 不明 28 無

299 南城市 平和記念塔 手登根手登根原1 S22.10 宮城 源太郎 手登根区自治会 67 59 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 16/24
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300 南城市 慰霊塔 屋比久66 S45.8 宮城 徳三 屋比久区自治会 118 103 無

301 南城市 慰れい塔 佐敷島之上原1151 S28.6 仲里 清徳 佐敷区自治会 68 65 無

302 南城市 忠霊之塔 富祖崎冨祖崎原40 S32.8 屋比久 孟三郎 冨祖崎区自治会 42 33 無

303 南城市 慰霊塔 小谷小谷原1 S30.3 城間 重吉 小谷区自治会 166 147 無

304 南城市 慰霊塔 伊原伊原原433 S35.1 当真 嗣仁 伊原区自治会 51 29 無

305 南城市 慰霊塔

津波古泉之後原

1415

S29.12 森田 松夫 津波古自治会 211 207 無

306 南城市 慰霊碑

仲伊保花振原175-

2

S40.6 知念 前徳 仲伊保区自治会 389 13 無

307 南城市 慰霊塔

南城市大里古堅

155(古堅区農村集

落総合管理施設付

近)

S24.4 古堅区青年会 古堅区自治会 無

308 南城市 慰霊塔

南城市大里高平

85(高宮城公民館

敷地内)

S26.10 高宮城区 高宮城区自治会 89 89 無

309 南城市 慰霊之塔

南城市大里稲嶺

847(稲嶺農村公園

内)

S29.9.10 稲嶺区 稲嶺区自治会 221 221 無

310 国頭村 国頭村戦没者慰霊の塔

字辺土名幸地原

789-1~3

S61.4 国頭村 国頭村 839 不明 無

311 国頭村 戦没者慰霊の塔 国頭村字奥623 S37 奧区 奧区 98 98 無

312 大宜味村 慰霊之塔 字大兼久157

建立:S33.7

改修:H7.10

大宜味村 大宜味村 777 275 無

313 東村 慰霊の塔 平良上道原772-1

建立:S57.9

移設:H13.3

東村 東村 634 632 無

314 今帰仁村 慰霊の塔 平敷山出原299 S30 今帰仁村 今帰仁村 1,440 1,013 無

315 今帰仁村 慰霊の塔 今泊ｱﾀｲ原4910-2 S24.6 今泊青年団 自治会 117 不明 無

316 今帰仁村 慰霊の塔 今泊崎原493 S25.8 兼次消防団 自治会 38 18 無

317 今帰仁村 慰霊の塔 諸志仲切原887 S24.12 青年団 諸志消防団 自治会 61 60 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 17/24
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318 今帰仁村 慰霊の塔 与那嶺西長浜1206 S24 与那嶺区自治会 自治会 88 47 無

319 今帰仁村 慰霊の塔 仲尾次神里原369 S28.2 仲尾次自治会 自治会 29 14 無

320 今帰仁村 慰霊の塔 崎山大新池原428 S31.12 崎山自治会 自治会 48 40 無

321 今帰仁村 慰霊の塔

上運天上運天原

75-2

S27.10 上運天青年団 自治会 57 17 無

322 今帰仁村 慰霊塔 湧川長竿原320 S31.9 湧川消防団 自治会 233 60 無

323 今帰仁村 南海の塔 湧川町竿原271-1 S22 湧川青年団 自治会 101 101 無

324 本部町 慰霊塔 瀬底前久保原4789 S21.6 瀬底区自治会 自治会 300 290 無

325 本部町 慰霊塔 崎本部前原1058-1 S47.8 崎本部自治会 自治会 181 150 無

326 本部町 清末隊の碑 真部山 S28 山川 宗秀 自治会 115 115 無

327 本部町 慰霊塔 浦崎泊原314 S25.8 浦崎青年会 自治会 69 49 無

328 本部町 慰霊塔 古島古島原44-1 S33.4 古島区自治会 自治会 77 46 無

329 本部町 慰霊塔 新里和那原585 S29.12 上間 永堅 自治会 63 43 無

330 本部町 慰霊塔 山川与那崎原531 S23.4 山川青年団 自治会 78 78 無

331 本部町 慰霊塔

嘉津字喜津字原

203

S24.8 嘉津字区自治会 自治会 12 12 無

332 本部町 慰霊塔 備瀬磯摩原1139 S25.5 備瀬区自治会 自治会 125 125 無

333 本部町 慰霊塔

具志堅松部原667-

2

S46.6 上間 松男 自治会 79 44 無

334 本部町 慰霊塔 大堂北大堂 S24 大堂区自治会 自治会 不明 不明 無

335 本部町 本部町慰霊塔 東長田原554 S32.7 本部町 本部町 3,300 2,700 無

336 本部町 三中学徒之碑 並里伊金原1623 S52.4 三中同窓会 三中同窓会 87 87 無

337 本部町 迅鯨 本部町字崎本部 H12.10 高屋 博 高屋 博 80 80 無
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338 恩納村 慰霊之塔 恩納喜真良2767 S32.8 恩納村 恩納村 464 233 無

339 恩納村 第2護郷隊之碑

安冨祖ｸﾞｶﾞﾁｬ原

878-2

S31.11 護郷隊生存者 護郷隊生存者 70 70 無

340 恩納村 慰霊塔 山田2698 S23 山田成人会 山田区長 自治会 68 28 無

341 恩納村 真魂之塔 真栄田原47 S40.11 自治会 自治会 19 9 無

342 恩納村 さざなみの塔 真栄田1572-1 S45.12 塩屋自治会 自治会 68 20 無

343 恩納村 宇魂之塔 真栄田3376-2 S29.4 青年会 自治会 34 14 無

344 恩納村 慰霊の塔 富着ｱﾝｻﾞｰ原 S26.5 仲村 兼盛 自治会 38 12 無

345 恩納村 慰霊之塔 前兼久114 S28.4 自治会 自治会 36 9 無

346 恩納村 仲魂之塔 仲泊幸地原913-1 S42.1 自治会 自治会 45 45 無

347 恩納村 第44飛行大隊之碑

安冨祖ｸﾞｶﾞﾁｬ原

878-2

S50.6 嘉手納44飛行隊生存者 生存者 無

348 宜野座村 慰霊之塔 宜野座228-1

建立:S36.6

改修:H6.7

宜野座村 宜野座村 421 319 無

349 金武町 芳魂の塔 字金武5548-1 S46.6 金武町 金武町 800 800 無

350 金武町 慰霊碑 字屋嘉360-1 S63.11 屋嘉区 屋嘉区 237 237 無

351 金武町 慰霊碑 字伊芸778-1 Ｈ２４.6月 伊芸区 伊芸区 76 76 無

352 金武町 鎮魂の碑 字金武151 S.46 金武区 金武区 74 74 無

353 伊江村 芳魂之塔 西江前10

建立：S26.4

建替：H14．3

伊江村 伊江村 余3,500 余3,500 有 不明

354 伊江村 故陸軍歩兵大佐 井川正の碑 東江上552 井川 雅弘 井川 雅弘 1 1 無

355 伊江村

故陸軍中佐 田村真三郎 戦

死の地

東江上552 田村 きくえ 伊江村 1 1 無

356 伊江村 ｱｰﾆｰﾊﾟｲﾙの碑 川平 S27 米軍 伊江村 1 1 無

357 伊江村

故陸軍大尉 浦池準太郎 戦

死の地

川平 東江 正有 伊江村 1 1 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 19/24
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358 伊江村

故 陸軍大佐 吉岡昇 戦死之

地

東江上552 不明 不明 伊江村 1 1 無

359 伊江村

第五〇二特設警備工兵隊出

撃之地

伊江村 平成5年4月 部隊生存者会 伊江村 800 800 無

360 読谷村 宇座守の塔

字長浜武理石原

1744

S40.8 区長 山内 徳永 自治会 139 139 無

361 読谷村 永和の塔 字長浜座喜味154 S26.8 区自治会 自治会 164 99 無

362 読谷村 慰霊之塔 大湾585

建立:S34.12

改修:S51

区自治会 自治会 142 43 無

363 読谷村 忠魂碑 渡慶次227 T2.10 在郷軍人会 自治会 121 47 無

364 読谷村 慰霊之塔 伊良皆570 S34.11 伊波 英治 自治会 72 25 無

365 読谷村 慰霊之塔 楚辺1923 S25.11 松田 善康 自治会 372 243 無

366 読谷村 真砂之塔 長浜236 S34.10

当時の青年会長 与久田

一

自治会 104 104 無

367 読谷村 平和の塔 波平東原222 S26.12

当時の青年会長 大城 亀

助

自治会 291 291 無

368 読谷村 永魂之塔 儀間143 S34.10 区長 安谷屋 宗仁 自治会 112 61 無

369 読谷村 永和之塔 瀬名波138 S42.10 区自治会 自治会 75 74 無

370 読谷村 梯悟之塔 喜名松川原467-1 S23.6 区自治会 自治会 700 700 無

371 読谷村 さくらの塔 喜名松川原467-1 S34.5 区自治会 自治会 167 167 無

372 読谷村 護永之塔 高志保217 S34 区自治会 自治会 250 99 無

373 読谷村 大木戦没者慰霊碑 大木379 S56.3 区自治会 自治会 45 32 無

374 読谷村 慰霊之碑

読谷村字渡具知

246番地2

H7.12 自治会 自治会 198 194 無

375 読谷村 慰霊碑

読谷村字都屋444

番地

H8.11 自治会 自治会 55 55 無

376 読谷村 慰霊碑

読谷村字比謝89番

地2

H15.6 自治会 自治会 63 63 無

377 読谷村 慰霊碑

読谷村字大湾3番

地

H7.6 自治会 自治会 106 106 無
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378 読谷村 慰霊の塔

読谷村字古堅53番

地4

H14.6 自治会 自治会 128 128 無

379 読谷村

古堅国民学校対馬丸避難学

童慰霊碑

読谷村字楚辺999

番地1

H2.8 対馬丸遭難学童遺族会 古堅小学校 15 15 無

380 読谷村 恨之碑

読谷村字瀬名波

578番地1

H18.5

NPO法人 沖縄恨之碑の

会 代表 安里英子

NPO法人 沖縄恨之碑

の会

0 0 無

381 読谷村

ﾁﾋﾞﾁﾘｶﾞﾏ世代を結ぶ平和の

像及び記念碑

読谷村字波平1136

番地2

1987年4月2日除

幕

1995年4月2日再

ﾁﾋﾞﾁﾘｶﾞﾏ遺族会 ﾁﾋﾞﾁﾘｶﾞﾏ遺族会 85 85 有 85

382 嘉手納町 招魂之塔 嘉手納西原318 S32.12 村長 喜友名 朝誓 嘉手納町 645 645 無

383 嘉手納町 農林健児之塔 嘉手納西原317-1 S38.2

旧沖縄県立農林学校同

窓会

嘉手納町 余1,200 余1,200 無

384 北谷町 平和之塔

字吉原西上原402-

1

S29.10 村長 渡慶次 賀善 北谷町 余1,150 余1,150 無

385 北中城村 大東亜戦戦没者慰霊塔 字喜舎場上原1426 S29.7 区自治会 自治会 144 102 無

386 北中城村 大東亜戦争戦死者之碑 字仲順仲順原85 S28.9 区自治会 自治会 74 60 無

387 北中城村 慰霊塔 字渡口､西間原362 S35.10 区自治会 自治会 107 95 無

388 北中城村 慰霊塔 字島袋102 S33.8 区自治会 自治会 139 66 無

389 北中城村 慰霊之塔 字端慶覧419-1 S32.4 自治会 区自治会 168 166 無

390 中城村 奥間慰霊塔

字奥間上川原598-

1

S38 奥間自治会 奥間自治会 151 151 無

391 中城村 慰霊東亜戦争戦没者 字添石門口原231 不明 添石自治会 添石自治会 220 不明 無

392 中城村 忠魂塔

字泊川尻原1258

中城城内

T4.2 北城･中城両村 北城･中城両村 6 0 無

393 中城村 慰霊之塔 字添石門口原236 S52.11 村遺族会 村遺族会 5,145 5,145 無

394 中城村 糸浦の塔 字南上原856-3 S26.2 中城村 南上自治会 800 800 無

395 中城村 慰霊之塔 中城村字泊371 S29.12 泊区自治会 泊区自治会 120 105 無

396 中城村 平和の碑 字和宇慶43 H6.6 和宇慶自治会 和宇慶自治会 余400 無

397 西原町 西原の塔 字翁長320 S30.7 西原町 西原町 余7,000 6,795 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 21/24
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398 西原町 顕彰碑 字翁長320 S56.3 八九会 八九会 無

399 西原町 観世音の像 字翁長320 S51.10

石部隊独立歩兵第十一

大隊普陽会一同

石部隊独立歩兵第十

一大隊普陽会一同

無

400 西原町 魂魄 字翁長320 H7.4 郷田誠一 郷田誠一 無

401 西原町 外地戦没者之碑 字翁長320 S43.6

沖縄外地引揚者協会西

原村支部

沖縄外地引揚者協会

西原支部

無

402 西原町 地元住民戦没者刻銘碑 字翁長320 H15.10 西原町 西原町 無

403 西原町 西原町戦没者刻銘祈願碑 字翁長320 H5.10 西原町遺族会 西原町遺族会 無

404 西原町 小波津慰霊碑 字小波津364 S32.11 小波津部落 小波津自治会 無

405 西原町 小橋川刻銘碑 字小橋川1-1 H15.11 大嶺盛義他部落民一同 小橋川自治会 無

406 与那原町 与魂の塔 運玉森 S32.9 与原区自治会 区自治会 307 307 無

407 与那原町 慰霊之塔 島の前 S25.6 消防及び消防団員一同 与那原町 67 67 無

408 与那原町 平和の塔 島の前 S32.4 与那原町 与那原町 1,471 1,471 無

409 与那原町 若桜之塔

字板良敷後原292-

1

S24 板良敷区 区遺族会 7 7 有 7

410 南風原町 悲風の丘 喜屋武大門原256

建立:S28.11

改修:S41.3

南方同胞援護会 南風原町 2,200 2,200 無

411 南風原町 慰霊祈和の塔 兼城石原765

建立:S25.9

改修:S41.6

南風原町遺族会 南風原町 5,328 5,328 無

412 南風原町 慰霊塔 字兼城172

建立:S29.10

改修:S62

兼城区 兼城区 212 212 無

413 南風原町 南風原陸軍病院壕址 喜屋武大門原256 建立:S28.11 南風原村 南風原町 不明 不明 無

414 渡嘉敷村 白玉之塔 渡嘉敷ｲｼｯﾋﾟ原 S37.4.19 渡嘉敷村 渡嘉敷村 507 507 無

415 渡嘉敷村 集団自決碑 地志布原2772番地 H5.3.28 渡嘉敷村 渡嘉敷村 0

416 渡嘉敷村 戦跡碑

渡嘉志久原876番

地

S54.3 戦友会 渡嘉敷村 0

417 渡嘉敷村 ｱﾘﾗﾝ慰霊のﾓﾆｭﾒﾝﾄ 渡嘉敷村里原 H9

ｱﾘﾗﾝ慰霊のﾓﾆｭﾒﾝﾄをつ

くる会

ｱﾘﾗﾝ慰霊のﾓﾆｭﾒﾝﾄを

つくる会(小嶺隆良)

0

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 22/24
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418 座間味村 平和之塔 座間味内川原 S33.3 座間味村 座間味村 1,200 1,200 有 1,000

419 座間味村 小鳩の塔 字慶留間佐原 不明 慶留間区 35 35 無

420 粟国村 忠魂碑

東南馬々久保原

1085

S45.6 粟国村 粟国村 397 291 無

421 粟国村 慰霊之塔

東南馬々久保原

1085

H3.6 粟国村 粟国村 397 291 無

422 渡名喜村 平和之塔 渡名喜村639 S33.11 渡名喜村遺族会 渡名喜村 291 82 無

423 南大東村 忠霊塔

南大東村字池之沢

144

S20.10 田村 権一 南大東村 112 112 有 112

424 南大東村 忠魂碑

字新東379秋葉神

社拝所内

S20 海軍部隊 南大東村 24 24 無

425 南大東村 軍旗奉焼の碑

字新東494(保安林

内)

S55.6 鯖江36連隊史跡保存会 南大東村

426 伊平屋村 いへやの塔 我喜屋ｿｰﾚﾝ原 S44.6 伊平屋村遺族連合会 村遺族連合会 192

427 伊是名村 慰霊塔 伊是名山196-27 S45.4 伊是名村 伊礼幸正 261 100 無

428 久米島町 慰霊之碑 字上江洲191ｰ4 H17.11 久米島町 久米島町 1,118 不明 無

429 久米島町 痛恨の碑 字西銘 不明 不明 不明 不明 不明 不明

430 八重瀬町 八重瀬の塔

字冨盛前嶽原

1168-1

S24.6 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 1,500 1,500 無

431 八重瀬町 魄粋之塔

字具志頭須武座原

1465-2

S28.6 具志頭村 具志頭村 10,150 10,150 無

432 八重瀬町 忠魂碑

字具志頭須武座原

1460

S37.8 具志頭村 具志頭村 2,337 560 無

433 八重瀬町 土佐之塔

字具志頭須武座原

1457

S41.11 高知県 高知県遺族連合会 18,545 832 無

434 八重瀬町 甲斐之塔

字具志頭須武座原

1465-1

S41.11 山梨県 山梨県 22,048 524 無

435 八重瀬町 萬朶之塔

字安里板多原703-

1

S43.5 沖縄県遺族連合会 沖縄県遺族連合会 余200 余200 無

436 多良間村 慰霊之塔 字仲筋20 S34.11 多良間村 多良間村 159 159 無

437 竹富町 竹富町出身戦没者慰霊之塔 字竹富404-1 S41.11

竹富町慰霊塔建立期成

会

竹富町 300 128 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 23/24
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438 竹富町 忘勿石之碑 字西表南風見

建立:S67.8

改修:H4.8

忘勿石之碑建立期成会

忘勿石之碑建立期成

会 会長 平良一雄

余80 余80 無

439 竹富町 学童慰霊碑 字波照間 S59.7

波照間小学校創立90周

年記念事業期成会

波照間小中学校

440 与那国町 平和之塔 与那国1025 S41.4 町､遺族連合会 町､遺族連合会 161 26 無

※件数に那覇市の沖縄県護国神社、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑は含まれていない。 24/24


