
 

第９期沖縄県分別収集促進計画 

 

改 正 現 行 

ｐ４ 

 ６ 第９期分別収集促進計画の総括表 

 （２）分別基準適合物及び法第２条第６項指定物の分別収集取組予定市町村 

  表内、項目「無色ガラスビン」 

  ・令和２年度(28) ・令和３年度(28) ・令和４年度(29) 

  ・令和５年度(29) ・令和６年度(29) 

 

  表内、項目「茶色ガラスビン」 

  ・令和２年度(29) ・令和３年度(29) ・令和４年度(30) 

  ・令和５年度(30) ・令和６年度(30) 

 

  表内、項目「その他ガラスビン」 

  ・令和２年度(34) ・令和３年度(34) ・令和４年度(35) 

  ・令和５年度(35) ・令和６年度(35) 

 

（３）容器包装廃棄物排出見込量 

表内、項目 「容器包装廃棄物排出見込量」 

 ・令和２年度(46,017.4) ･令和３年度(46,348.4) ･令和４年度(46,645.1) 

・令和５年度(47,002.0) ・令和６年度(47,468.0) 

 

（４）分別基準適合物及び法第２条第６項指定物の分別収集見込量 

  表内、項目「無色ガラスビン」 

  ・令和２年度(4,205.0) ・令和３年度(4,222.7) ・令和４年度(4,243.3) 

 ・令和５年度(4,262.9) ・令和６年度(4,275.6) 

ｐ４ 

 ６ 第９期分別収集促進計画の総括表 

 （２）分別基準適合物及び法第２条第６項指定物の分別収集取組予定市町村 

  表内、項目「無色ガラスビン」 

  ・令和２年度(28) ・令和３年度(28) ・令和４年度(28) 

  ・令和５年度(28) ・令和６年度(28) 

 

  表内、項目「茶色ガラスビン」 

  ・令和２年度(29) ・令和３年度(29) ・令和４年度(29) 

  ・令和５年度(29) ・令和６年度(29) 

 

  表内、項目「その他ガラスビン」 

  ・令和２年度(34) ・令和３年度(34) ・令和４年度(34) 

  ・令和５年度(34) ・令和６年度(34) 

 

（３）容器包装廃棄物排出見込量 

表内、項目 「容器包装廃棄物排出見込量」 

 ・令和２年度(46,017.4) ･令和３年度(46,348.4) ･令和４年度(46,669.5) 

・令和５年度(47,026.4) ・令和６年度(47,492.4) 

 

（４）分別基準適合物及び法第２条第６項指定物の分別収集見込量 

  表内、項目「無色ガラスビン」 

  ・令和２年度(4,205.0) ・令和３年度(4,222.7) ・令和４年度(4,241.3) 

 ・令和５年度(4,260.9) ・令和６年度(4,273.6) 



 

 表内、項目「茶色ガラスビン」 

  ・令和２年度(3,067.3) ・令和３年度(3,081.0) ・令和４年度(3,103.8) 

  ・令和５年度(3,120.5) ・令和６年度(3,131.7) 

 

  表内、項目「その他ガラスビン」 

  ・令和２年度(4,295.3) ・令和３年度(4,313.9) ・令和４年度(4,331.0) 

 ・令和５年度(4,349.8) ・令和６年度(4,367.0) 

 

  表内、項目「ペットボトル」 

  ・令和２年度(5,470.5) ・令和３年度(5,537.7) ・令和４年度(5,610.4) 

  ・令和５年度(5,685.4) ・令和６年度(5,754.5) 

 

 表内、項目「合計」 

 ・令和２年度(26,966.0) ・令和３年度(27,139.7) ・令和４年度(27,334.4) 

  ・令和５年度(27,534.0) ・令和６年度(27,702.4) 

 

ｐ５ 

 ７ 第９期分別収集計画策定状況一覧表（令和２年度～令和６年度） 

  表内、項目「無色ガラスビン」 

 ・令和２年度(28) ・令和３年度(0) ・令和４年度(1) 

 ・令和５年度(0) ・令和６年度(0) ・合計（市町村数）(29) 

 

 表内、項目「茶色ガラスビン」 

 ・令和２年度(29) ・令和３年度(0) ・令和４年度(1) 

 ・令和５年度(0) ・令和６年度(0) ・合計（市町村数）(30) 

 

 表内、項目「その他ガラスビン」 

 ・令和２年度(34) ・令和３年度(0) ・令和４年度(1) 

 

 表内、項目「茶色ガラスビン」 

  ・令和２年度(3,067.3) ・令和３年度(3,081.0) ・令和４年度(3,100.8) 

  ・令和５年度(3,117.5) ・令和６年度(3,128.7) 

 

  表内、項目「その他ガラスビン」 

  ・令和２年度(4,295.3) ・令和３年度(4,313.9) ・令和４年度(4,329.0) 

 ・令和５年度(4,347.8) ・令和６年度(4,365.0) 

 

  表内、項目「ペットボトル」 

  ・令和２年度(5,470.5) ・令和３年度(5,537.7) ・令和４年度(5,608.9) 

  ・令和５年度(5,683.9) ・令和６年度(5,753.0) 

 

 表内、項目「合計」 

 ・令和２年度(26,966.0) ・令和３年度(27,139.7) ・令和４年度(27,325.9) 

  ・令和５年度(27,525.5) ・令和６年度(27,693.9) 

 

ｐ５ 

 ７ 第９期分別収集計画策定状況一覧表（令和２年度～令和６年度） 

  表内、項目「無色ガラスビン」 

 ・令和２年度(28) ・令和３年度(0) ・令和４年度(0) 

 ・令和５年度(0) ・令和６年度(0) ・合計（市町村数）(28) 

 

 表内、項目「茶色ガラスビン」 

 ・令和２年度(29) ・令和３年度(0) ・令和４年度(0) 

 ・令和５年度(0) ・令和６年度(0) ・合計（市町村数）(29) 

 

 表内、項目「その他ガラスビン」 

 ・令和２年度(34) ・令和３年度(0) ・令和４年度(0) 



 ・令和５年度(0) ・令和６年度(0) ・合計（市町村数）(35) 

 

ｐ６ 

 ８ 容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及

び当該見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第１号） 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(18.5) ・令和３年度(18.5) ・令和４年度(27.0) 

 ・令和５年度(27.0) ・令和６年度(27.0) 

 

 表内、項目「合計」 

 ・令和２年度(26,959.0) ・令和３年度(27,132.7) ・令和４年度(27,328.4) 

 ・令和５年度(27,527.0) ・令和６年度(27,694.4) 

 

ｐ７ 

 ９ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込

み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物

ごとの量（法第９条第２項第２号） 

（１）無色ガラスビン 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(0.0) ・令和３年度(0.0) ・令和４年度(2.0) 

 ・令和５年度(2.0) ・令和６年度(2.0) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(4,205.0) ・令和３年度(4,222.7) ・令和４年度(4,243.3) 

 ・令和５年度(4,262.9) ・令和６年度(4,275.6) 

 

ｐ８ 

  （２）茶色ガラスビン 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和５年度(0) ・令和６年度(0) ・合計（市町村数）(34) 

 

ｐ６ 

 ８ 容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及

び当該見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第１号） 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(18.5) ・令和３年度(18.5) ・令和４年度(18.5) 

 ・令和５年度(18.5) ・令和６年度(18.5) 

 

 表内、項目「合計」 

 ・令和２年度(26,959.0) ・令和３年度(27,132.7) ・令和４年度(27,319.9) 

 ・令和５年度(27,518.5) ・令和６年度(27,685.9) 

 

ｐ７ 

 ９ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見

込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適

合物ごとの量（法第９条第２項第２号） 

（１）無色ガラスビン 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(0.0) ・令和３年度(0.0) ・令和４年度(0.0) 

 ・令和５年度(0.0) ・令和６年度(0.0) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(4,205.0) ・令和３年度(4,222.7) ・令和４年度(4,241.3) 

 ・令和５年度(4,260.9) ・令和６年度(4,273.6) 

 

ｐ８ 

  （２）茶色ガラスビン 

表内、項目 「伊平屋村」 



 ・令和２年度(0.0) ・令和３年度(0.0) ・令和４年度(3.0) 

 ・令和５年度(3.0) ・令和６年度(3.0) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(3,067.3) ・令和３年度(3,081.0) ・令和４年度(3,103.8) 

 ・令和５年度(3,120.5) ・令和６年度(3,131.7) 

 

ｐ９ 

（３）その他ガラスビン 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(0.0) ・令和３年度(0.0) ・令和４年度(2.0) 

 ・令和５年度(2.0) ・令和６年度(2.0) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(4,295.3) ・令和３年度(4,313.9) ・令和４年度(4,331.0) 

 ・令和５年度(4,349.8) ・令和６年度(4,367.0) 

 

ｐ11 

（５）ペットボトル 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(18.5(18.5)) ・令和３年度(18.5(18.5)) ・令和４年度

(20.0(0)) ・令和５年度(20.0(0)) ・令和６年度(20.0(0)) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(5,470.5) ・令和３年度(5,537.7) ・令和４年度(5,610.4) 

 ・令和５年度(5,685.4) ・令和６年度(5,754.5) 

 

 ・令和２年度(0.0) ・令和３年度(0.0) ・令和４年度(0.0) 

 ・令和５年度(0.0) ・令和６年度(0.0) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(3,067.3) ・令和３年度(3,081.0) ・令和４年度(3,100.8) 

 ・令和５年度(3,117.5) ・令和６年度(3,128.7) 

 

ｐ９ 

（３）その他ガラスビン 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(0.0) ・令和３年度(0.0) ・令和４年度(0.0) 

 ・令和５年度(0.0) ・令和６年度(0.0) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(4,295.3) ・令和３年度(4,313.9) ・令和４年度(4,329.0) 

 ・令和５年度(4,347.8) ・令和６年度(4,365.0) 

 

ｐ11 

（５）ペットボトル 

表内、項目 「伊平屋村」 

 ・令和２年度(18.5(18.5)) ・令和３年度(18.5(18.5)) ・令和４年度

(18.5(18.5)) ・令和５年度(18.5(18.5)) ・令和６年度(18.5(18.5)) 

 

 表内、項目「全市町村合計」 

 ・令和２年度(5,470.5) ・令和３年度(5,537.7) ・令和４年度(5,608.9) 

 ・令和５年度(5,683.9) ・令和６年度(5,753.0) 

 

 


