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栃木県環境森林部廃棄物対策課

本書は平成２０年度における栃木県内の廃棄物の状況及び当課の所管事業の
概要をまとめたものです。
特にことわりのないかぎり、本書の数値は平成２０年度１年間の実績又は平
成２０年度末（平成２１年３月３１日）現在の値を示します。
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