
（別添１）

●平成24年における廃棄物の輸出の内容

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 64,134 144,000※         

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,630 ※         50,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 20,704 24,000※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 14,939 79,550※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 1,531 4,680※            

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 5,703 ※         60,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 8,325 63,000※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 14,810 53,200※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 15,102 82,600※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 13,849 70,000※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,399 19,350※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 10,927 ※        140,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 44,446 ※        141,900

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 12,734 ※         49,240

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,500 4,500※            

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 31,865 ※         50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 52,768 ※         54,999

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 45,896 115,200※         

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 7,227 41,800※          

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 16,799 144,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 68,638 76,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 46,740 91,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 12,008 12,480

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 13,705 27,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 11,929 29,900

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 47,660 94,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 26,746 34,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 146,141 165,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 14,266 50,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 11,826 19,350

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 59,988 60,000
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石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 27,669 52,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 7,400 15,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 54,116 115,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 39,469 60,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 20,042 35,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 25,917 57,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,206 10,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 58,571 140,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 30,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 35,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 13,540 54,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 63,942 144,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 25,483 49,240

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 7,500 17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 4,009 40,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 7,539 40,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和剤 香港 0 33,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和剤 香港 0 72,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 8,297 15,330

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,054 26,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 28,830 126,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 8,496 26,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,500 50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 4,680

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 38,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,439 45,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 120,000

総　量 1,279,954 2,355,440

件　数 51 41

注）※の輸出案件は平成23年以前に輸出確認を得たものであるが、実際の輸出が平成24年中に
　　行われたため本表に掲載した。


