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47１ 産業廃棄物の発生状況 ･･･････････････････････････････････････････････

47２ 産業廃棄物の処理・処分状況 ･････････････････････････････････････････

48第22表 産業廃棄物の種類 ･･･････････････････････････････････････････

49第23表 産業廃棄物の種類別発生量 ･･･････････････････････････････････

50第24表 産業廃棄物の業種別発生量 ･･･････････････････････････････････

51第７図 種類別発生量（平成11年） ･･･････････････････････････････････

51第８図 業種別発生量（平成11年） ･･･････････････････････････････････

52第９図 産業廃棄物処理・処分の総括フロー ･･･････････････････････････

52第10図 減量化率・再生利用率・最終処分率の推移 ･････････････････････

53３ 産業廃棄物処理業者の状況 ･･･････････････････････････････････････････

53第25表 保健所別産業廃棄物処理業者及び再生利用業者 ･････････････････

53４ 産業廃棄物処理施設設置状況 ･････････････････････････････････････････

54第26表 産業廃棄物処理施設の設置状況 ･･･････････････････････････････

54５ 施設の維持管理等 ･･･････････････････････････････････････････････････

55６ 不法投棄防止対策 ･･･････････････････････････････････････････････････

55第27表 立入検査実施報告 ････････････････････････････････････････････



資 料 編

56１ ごみ及びし尿一人当たり処理経費（建設・改良費を除く） ･･･････････････

1t 1kl 57２ ごみ 及びし尿 当たり処理経費（建設・改良費を除く） ････････････

59３ ごみの総排出量 ･････････････････････････････････････････････････････

60４ 排出形態別ごみ量 ･･･････････････････････････････････････････････････

61５ ごみの収集形態別収集量 ･･････････････････････････････････････････････

62６ ごみの計画収集量 ･･･････････････････････････････････････････････････

63７ ごみ処理の状況（焼却処理） ･････････････････････････････････････････

64ごみ処理の状況（焼却以外） ･････････････････････････････････････････

65ごみ処理の状況（最終処分） ･････････････････････････････････････････

66ごみ処理の状況（資源化の状況） ･････････････････････････････････････

67８ ごみの資源化量・率 ･････････････････････････････････････････････････

68９ 資源ごみの種類別資源化量 ･･･････････････････････････････････････････

10 ごみ収集の概要

1 69( ) 概要 生活系ごみ ･･･････････････････････････････････････････････････（ ）

2 71( ) 概要 事業系ごみ ･･･････････････････････････････････････････････････（ ）

3 73( ) 手数料の徴収状況 ･･････････････････････････････････････････････････

7511 ごみの収集運搬機材 ･････････････････････････････････････････････････

7712 し尿処理人口の内訳 ･････････････････････････････････････････････････

7913 し尿排出の状況 ･････････････････････････････････････････････････････

8114 し尿収集の状況 ･････････････････････････････････････････････････････

8315 し尿処理の内訳 ･････････････････････････････････････････････････････

8516 し尿収集運搬機材 ･･･････････････････････････････････････････････････

8717 し尿海洋投入船 ･････････････････････････････････････････････････････

8818 廃棄物関係事務組合一覧表 ････････････････････････････････････････････

8919 廃棄物処理事業従事職員 ･････････････････････････････････････････････

9120 市町村・事務組合別、許可、委託業者、件数（ごみ、し尿） ･････････････

9321 一般廃棄物処理業者（業者数、従業員数） ･････････････････････････････

9422 埋立処分施設一覧表（市町村・組合施設） ･････････････････････････････

9523 埋立処分施設一覧表（民間施設） ･････････････････････････････････････

9624 産業廃棄物処理施設の状況 ･･･････････････････････････････････････････

9725 容器包装廃棄物分別収集状況 ･･････････････････････････････････････････

10526 第３期分別収集計画策定状況一覧表（平成15年度～19年度） ･････････････



27 廃棄物資源化対策事業実績

1 107( )平成14年度 ････････････････････････････････････････････････････････

2 107( )平成7年度～平成14年度の累計 ･･･････････････････････････････････････

10828 国庫補助金の交付状況 ･･････････････････････････････････････････････

1 10828-( )沖縄振興開発事業廃棄物処理施設整備状況 昭和47年度～平成14年度 ･･･（ ）

2 10928-( )国庫補助金交付状況 ･･･････････････････････････････････････････････

3 11028-( )施設別国庫補助金交付状況（し尿処理施設） ････････････････････････

4 11128-( )施設別国庫補助金交付状況（し尿処理施設以外） ････････････････････

29 浄化槽の設置状況

1 11429-( )保健所別設置基数 ････････････････････････････････････････････････

2 11429-( )浄化槽の規模別設置基数 ･･････････････････････････････････････････

30 浄化槽設置基数

1 11530-( )処理方式別浄化槽設置基数（平成14年度） ･･･････････････････････････

2 11630-( )旧構造基準適用のもの（平成13年度） ･･････････････････････････････

3 11630-( )新構造基準適用のもの（平成13年度） ･･････････････････････････････

11731 合併処理浄化槽設置整備事業実績 ････････････････････････････････････

11832 廃棄物関係用語 ････････････････････････････････････････････････････

12333 廃棄物関係管轄保健所 ･･････････････････････････････････････････････

12334 一部事務組合 ･･････････････････････････････････････････････････････

12335 関係団体 ･･････････････････････････････････････････････････････････

12436 市町村廃棄物担当課 ････････････････････････････････････････････････


