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2011年
（平成23年）
12月
燃やす・燃やさない・そ大ゴミ
平成23年11月1日

那覇市の財政（平成22年度決算）
その他基金
3面 ※財産の状況（平成22年度末残 その他基金
高）のその他基金に誤りがあ 11,871,515千円 11,870,103千円
りました。
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団地名

①〜④については、財政課☎862-9938
⑤については、上下水道局企画経営課☎941-7803

訂正後

真地市営住宅

お問い合わせ

訂正前

久場川市営住宅︵新︶

★財政状況について、詳しくは担当課までお問い合わせください。

記事内容

識名市営住宅

20.0%

ページ

安謝第一市営住宅

経営健全化基準
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銘苅市営住宅

−％

広報なは市民の友内容訂正について
2011年9月1日発行の「広報なは市民の友9月号（第728号）」掲載
記事中、次のとおり誤りがありましたので、訂正してお詫びします。

壺川市営住宅

−％

■開催期日：12月10日
（土）13：00開始
■開催場所：沖縄セルラースタジアム那覇
■講
師：
《投手》宮本 和知、水野 雄仁、槇原 寛己、
与田 剛、松原 靖、久保 文雄
《捕手》佐野 元国
《内野》笘篠 賢治、大久保 勝也
《外野》後藤 孝志
※敬称略。なお、講師は変更になる場合があります。
スペシャルゲスト：原 辰徳

兄 ナハゾウ

⑤資金不足比率

140.2％ 134.0％ 350.0%

汀良市営住宅

④将来負担比率

【お問い合わせ】環境政策課☎951-3231

小禄市営住宅

35.0%

出張説明会

25.0%

処 理 容 器：1世帯2台まで

石嶺第二市営住宅

14.4％

募集のしおり･申込書の配布について

辻市営住宅

14.7％

付

安謝市営住宅

③実質公債費比率

象 生ごみ処理機：1世帯1台まで

☎951-3231

那覇市役所銘苅庁舎ＩＴ会議室(二階) 【期間】12月15日(木)〜28日(水)
※土日祝日を除く
平成24年1月10日(火)〜12日(木)
【場所】建設管理部市営住宅課（新
（9時〜11時半、
13時〜16時半）
都心銘苅庁舎４階）、市役所
選考方法
入居資格および入居基準
仮庁舎総合案内、首里支所、
「募集のしおり」をご覧ください。 公開抽選により決定します。
真和志支所、
小禄支所
末吉市営住宅

35.00%

対

受

募集予定の市営住宅名

新都心銘苅市営住宅

16.25%

額 本体価格の3分の2
（上限3万円）

［お問い合わせ］環境政策課

※下一覧表のとおり
※空 家 待ち待 機 者募 集
も含みます

繁多川市営住宅

−％

金

いい質 問だね。そう
だ、ごみ 収 集 車を追
いかけて
みよう！

平成23年度市営住宅入居者募集を次の日程で行います。応募者が多数の場合
は、抽選により入居者および待機者を決定します。

若狭改良市営住宅

−％

市では、生ごみ処理機および処理容器を購入する市
民に対して奨励金を交付しています。

市民みんなでごみ減量に
取り組 んでいるけど、ご
みって一 体どうやって処
理されているのかしら？

那覇市営住宅入居者募集

壺川東改良市営住宅

②連結実質赤字比率

生ごみ処理機 購入支援制度

家 庭 ご み の 減 量 を 目 指 し ︑﹁ 家 庭
ご み 削 減 に つ い て の 出 張 説 明 会 ﹂を
行っています︒
家庭から出るもやすごみの中で︑
最も割合の高い紙類の分別方法や
生 ご み の 減 量 方 法 ︑ま た 生 ご み 処 理
機器の購入支援などについて分か
りやすく説明します︒
ご連絡いただければ市内どこでも
伺います︒土日祝日でも可能です！

20.00%

ごみ処 理にはこんなにたくさんの工 夫や時間が費
やされているんだね。限りある廃 棄 処 分 場 が すぐ
に満杯になってしまわないためにも、これからもご
み減量に向けて頑張らなきゃね!!

対象 那覇市民であれば可
︵5名以上︶

11.25%
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どこにでも伺います︒

−％

焼却後の灰などは、この最終 処分場で処分してい
るよ。でもここが満杯になった時のことなど…ごみ
問題はまだまだあるんだよ。
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場所 那覇市内であれば

−％

ごみの最終処分場「那覇エコアイランド」

︻お問い合わせ︼市営住宅課
☎951・3242
平日8時半〜 時 分
︵ 時〜 時を除く︶

①実質赤字比率

ふ〜ん。昨日お父さんが 飲
んでいた泡盛のびんも、
ここ
に持っていかれるのね…

空き缶やペットボトルなどの資源
ごみは、ここ「エコマール那覇リサ
イクル棟」に集められて、不純物を
除いてリサイクルされているよ。

日まで

平成
早期
財政
22年度 健全化基準 再生基準

今年も野球教室「ファンケル キッズベースボールチャレンジ」が沖縄セルラースタジアム
那覇で開催されます。元プロ野球選手が講師を務め、市内の少年野球チームに指導します。観覧
は自由です。多くのみなさまのご来場をお待ちしています。
また、会場では使わなくなった野球道具をご提供いただ
き、用具不足に悩む国や被災地の子どもたちに贈るチャリ
ティーイベントも開催します。使わなくなった野球道具が
あれば、会場へお持ちください。
※協力いただいた方には協力証を贈呈します。

資源ごみリサイクル施設
「エコマール那覇リサイクル棟」

焼却炉の灰など

年2月

平成
21年度

環境にいっぱい配慮されているんだね。

☎867-0119

ǺǆȘǖȐ
みんな
ǒǨǟǾ½Ǟȁ
ǒǨǟǾ½Ǟȁ½Ȑ
Ǟȁ½Ȑ 集まれ！
ǦȈȑȘǝ
ǦȈȑȘ
ȑȘǝ
 お問い合わせ
観光課☎862-3276

資源ごみ

申込期間 平成

指 標

燃やさないごみは、いったん「破砕」といって細かくして
から鉄やアルミなどの金属を回収して、残ったごみは燃
やすごみと一緒に燃やすんだ。そして燃え残った灰はさ
らに高温で溶かした後、スラグという砂の代わりとして
再利用されているんだよ。
そうそう！ごみを燃やした時の熱は発電に利用して、施設
で使ったり売ったりしているんだ。もちろん、煙突から有
害物質が出ないように、排ガス対策は万全に行っているよ。

みんなが捨てたごみはパッカー車などで回収するよ。パッカー車
はとても力 持ちで、たくさんのごみを圧 縮して回 収することが
できるんだ。

受講料 無料

※本市のホームページでは、詳細な説明を掲載しています。

［お問い合わせ］消防本部総務課

ごみ収集車
「パッカー車」

へぇ〜、
大きな煙突。ここで焼却しているのね。

︻お問い合わせ︼
環境政策課☎951・3231

本市の財政状況について、
「地方公共団体の財政の健全化
に関する法律（財政健全化法）」に基づく、
「 健全化判断比率
等」を用いて説明します。
「健全化判断比率」とは何か？ 一言で言うと、下表①〜
④の指標のことです。
みなさんにとってより身近な「道路や公園」あるいは、
「教
育や福祉」などを行う一般会計の状況だけではなく、上下水
道事業や国民健康保険事業などの特別会計を含めた、本市
に関係のある全会計における財政状況を示すものです。
なお、
「⑤資金不足比率」とは、水道および下水道事業の財
政状況です。
【本市の概要】
実質赤字比率、連結実質赤字比率および資金不足比率に
ついては、黒字となることから、
「−％」で表示しています。
実質公債費比率および将来負担比率については、公債費
の減少や財政調整基金などの充当可能基金の増などによ
り、昨年度と比較すると改善しています。

ごみ焼却施設
「那覇・南風原クリーンセンター」

を行っています！

市の財
市の財政を確認しよう
！

翁長雄志

消防広域化について、本市は、平成22年4月に発足した「沖縄県消防広域化等研究協
議会」への参加を経て、その時点で既に不参加を表明した3市を除く県内38市町村で
構成される「沖縄県消防広域化推進協議会」での協議に加わり、消防広域化に伴う諸
課題等の整理を進めてきたところです。
併せて、庁内には副市長を委員長とする「那覇市消防広域化等検討委員会」を設置
し、内部議論を深めつつ、消防広域化への参加の是非について多角的に検討を重ねて
きました。
去る9月2日に開催された第3回那覇市消防広域化等検討委員会において、本県の目
指す消防広域化は、不確定要素が多く、将来的な広域本部派遣人員の増加に伴う本市
の現場配置人員の減員や負担金の増加などが強く懸念され、また、広域化による組織
体制が磐石ではなく、現行以上の消防力が担保される保障がないことから、同委員会
として、本市は消防広域化に参加すべきではないと結論づけたところであります。
また、那覇市議会においても、去る6月定例会及び9月定例会において、与野党を問
わず消防広域化に対する強硬な反対意見が示され、現時点では、到底、議会の理解が
得られる状況ではないと認識しています。
このような経緯を踏まえ、消防広域化の理念については全く共感するものの、現行
制度下においては、本市としての明快な展望を持つことができないため、本日、消防
広域化に参加しないことを決定しました。
しかしながら、このことは、本市として、将来にわたり消防広域化にかかる議論を
閉ざすものではありません。現在、他府県において、全県を1ブロックとする消防広域
化の事例が見出せないなかにあって、今後
も、国により、さらに積極的に推進される
のか、また、その実現に向け、新たな制度的
な枠組が示されるのか、状況の推移を注視
したいと思います。そのうえで、改めて、市
民の安心安全を確保し、かつ、消防行政を
効率的に展開する観点から、適切に対処し
ていきたいと考えています。

Q A

なんで？
なんで？
妹 ナハヨ

お問い合わせ：市民課戸籍グループ
☎862-3274
那覇地方法務局戸籍課 ☎854-7953

那覇市長

那覇市 の
ごみ のゆくえ

本市の百歳以上の高齢者の戸籍を調査したところ、戸
籍の附票に住所の記載がない方（住所のわからない方）
が、1,106人確認されました。
このような戸籍が存在する大きな理由は、死亡や国籍
の喪失があった際に、親族や関係人からの届出が行われ
なかったことによるものと考えられます。
つきましては、親族など関係する方の
死亡届や国籍喪失届などをまだ届出し
ていない方がおりましたら、お早めに戸
籍届出をお願いします。
※届出の方法・添付書類など、ご不明な
点がありましたら、市民課もしくは法
務局戸籍課へお問い合わせください。

沖縄県の消防広域化への不参加について

﹁ごみ﹂について︑ナハヨちゃんの疑問に
兄・ナハゾウ君に先生になって答えてもらいました︒

死亡届・国籍喪失届が
未提出となっているみなさまへ

ナハゾウ君とナハヨちゃん
のごみについて
&

【お問い合わせ】財政課☎862-9938

平成23年度「交通災害共済」の加入を受け付けています。加入申込みの翌日から平成24年3月31日までが加入対象期間となります。 お1人様500円の掛け金で交通事故の際に入院等日数に応じて見舞金が受け取れます。詳しくは市民生活安全課まで（☎862-9955）

