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TH2001 木くず処理費 伐採木 ㈱滝口商店（長崎市） ｍ3 5,000
TH2002 木くず処理費 伐根材 ㈱滝口商店（長崎市） ｍ3 7,000
TH2003 木くず処理費 新築工事に伴うもの ㈱滝口商店（長崎市） ｍ3 5,000
TH2004 木くず処理費 解体工事に伴うもの ㈱滝口商店（長崎市） ｍ3 7,000
TH2011 木くず処理費 伐採木・草・枝 平木工業㈱（長崎市） ｍ3 5,000
TH2012 木くず処理費 竹 平木工業㈱（長崎市） ｍ3 7,500
TH2013 木くず処理費 木の根 平木工業㈱（長崎市） ｍ3 7,500
TH2014 木くず処理費 解体材(金属等を含ない物) 平木工業㈱（長崎市） ｍ3 5,000
TH2015 木くず処理費 解体材 平木工業㈱（長崎市） ｍ3 5,000
TH2021 木くず処理費 木くず(伐採材・新築・解体) （有）大裕工業（長崎市） ｍ3 5,000
TH2022 木くず処理費 伐根材 （有）大裕工業（長崎市） ｍ3 6,000
TH2031 木くず処理費 枝葉・草 ㈱西菱環境開発（長崎市） ｍ3 4,000
TH2032 木くず処理費 生木 ㈱西菱環境開発（長崎市） ｍ3 4,000
TH2033 木くず処理費 伐根 ㈱西菱環境開発（長崎市） ｍ3 5,000
TH2034 木くず処理費 竹 ㈱西菱環境開発（長崎市） ｍ3 6,500
TH2035 木くず処理費 解体材 ㈱西菱環境開発（長崎市） ｍ3 4,500
TH2040 木くず処理費 伐採木（枝葉・竹） ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 2,500 10/1廃止
TH2041 木くず処理費 伐採木（幹材） ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 1,000 10/1廃止
TH2042 木くず処理費 伐根材 ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 4,500 10/1単価改定
TH2045 木くず処理費 竹の根 ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 5,000 10/1廃止
TH2046 木くず処理費 解体材 ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 4,000
TH2047 木くず処理費 伐採木（枝葉・幹） ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 2,500 10/1新設
TH2048 木くず処理費 竹 ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 4,500 10/1新設
TH2049 木くず処理費 草類 ㈱中央環境（長崎市西海町） ｍ3 5,500 10/1新設
TH2061 木くず処理費 伐採材（竹・草含む） ㈱松栄技建（長崎市） ｍ3 5,000
TH2062 木くず処理費 根株 ㈱松栄技建（長崎市） ｍ3 6,500
TH2063 木くず処理費 解体廃材 ㈱松栄技建（長崎市） ｍ3 5,000
TH2071 木くず処理費 枝・葉 （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 1,800
TH2072 木くず処理費 根 （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 3,500
TH2073 木くず処理費 幹（幹周10cm以上） （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 2,500
TH2074 木くず処理費 幹（幹周30cm以上） （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 3,500
TH2075 木くず処理費 竹 （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 3,000
TH2076 木くず処理費 解体材 （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 3,800
TH2077 木くず処理費 草 （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 2,200
TH2078 木くず処理費 花苗 （有）エコ長崎（長崎市） ｍ3 3,000
TH2111 木くず処理費 伐採木(枝葉幹･竹･草) （株）池野産業 （西海市西彼町） ｍ3 2,500
TH2112 木くず処理費 伐採木(幹材) （株）池野産業 （西海市西彼町） ｍ3 1,000
TH2113 木くず処理費 伐採木(木の根) （株）池野産業 （西海市西彼町） ｍ3 4,000
TH2114 木くず処理費 伐採木(竹の根) （株）池野産業 （西海市西彼町） ｍ3 6,000
TH2115 木くず処理費 建物解体材 （株）池野産業 （西海市西彼町） ｍ3 4,000
TH2121 木くず処理費 伐採木(枝葉幹･草） （有）馬場産業 （西海市西海町） ｍ3 2,500
TH2122 木くず処理費 伐採木(幹材) （有）馬場産業 （西海市西海町） ｍ3 1,000
TH2123 木くず処理費 伐採木(木の根) （有）馬場産業 （西海市西海町） ｍ3 4,000
TH2124 木くず処理費 伐採木(竹の根) （有）馬場産業 （西海市西海町） ｍ3 6,000
TH2125 木くず処理費 建物解体材 （有）馬場産業 （西海市西海町） ｍ3 4,000
TH2151 木くず処理費 伐採木 （有）サンハート（大村市） ｍ3 4,500
TH2152 木くず処理費 伐採根 （有）サンハート（大村市） ｍ3 4,500
TH2153 木くず処理費 木くず（剪定枝） （有）サンハート（大村市） ｍ3 4,500
TH2154 木くず処理費 解体材 （有）サンハート（大村市） ｍ3 6,000
TH2161 木くず処理費 伐採木 長崎山陽㈱（諫早市） ｍ3 2,500
TH2162 木くず処理費 伐根材（木の根） 長崎山陽㈱（諫早市） ｍ3 4,500
TH2163 木くず処理費 伐根材（竹の根） 長崎山陽㈱（諫早市） ｍ3 5,000
TH2164 木くず処理費 伐根材（根付き草類） 長崎山陽㈱（諫早市） ｍ3 3,500
TH2181 木くず処理費 木くず(直径１０cm以上) ㈱真人（諫早市飯盛町） ｍ3 5,500
TH2182 木くず処理費 剪定くず(直径１０cm以下) ㈱真人（諫早市飯盛町） ｍ3 3,000
TH2183 木くず処理費 草 ㈱真人（諫早市飯盛町） ｍ3 3,000
TH2184 木くず処理費 伐採根 ㈱真人（諫早市飯盛町） ｍ3 5,500
TH2185 木くず処理費 解体材 ㈱真人（諫早市飯盛町） ｍ3 6,500
TH2186 木くず処理費 草（土混じり） ㈱真人（諫早市飯盛町） ｍ3 4,000
TH2191 木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 ㈱島原緑地建設（諫早市） ｍ3 1,800
TH2192 木くず処理費 根株 ㈱島原緑地建設（諫早市） ｍ3 4,500
TH2201 木くず処理費 伐採木（枝葉・竹・草・幹） ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 2,200
TH2203 木くず処理費 根株（土砂付着） ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 6,800
TH2204 木くず処理費 根株（土砂完全除去） ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 6,500
TH2205 木くず処理費 竹の根株 ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 7,000
TH2206 木くず処理費 剪定材 ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 1,500
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TH2207 木くず処理費 建築解体材（金具有り） ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 7,000
TH2208 木くず処理費 建築解体材（金具無し） ㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町） ｍ3 6,000
TH2221 木くず処理費 伐採材（竹・草含む） ㈱松栄技建（諫早市多良見町） ｍ3 5,000
TH2222 木くず処理費 根株 ㈱松栄技建（諫早市多良見町） ｍ3 6,500
TH2223 木くず処理費 解体廃材 ㈱松栄技建（諫早市多良見町） ｍ3 5,000
TH2236 木くず処理費 伐採木 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 2,500
TH2237 木くず処理費 伐根材（木の根） 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 4,500
TH2238 木くず処理費 伐根材（竹の根） 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 5,000
TH2239 木くず処理費 伐根材（根付き草類） 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 3,500
TH2261 木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 ㈱島原緑地建設（島原市有明町） ｍ3 2,500
TH2262 木くず処理費 根株 ㈱島原緑地建設（島原市有明町） ｍ3 6,000
TH2271 木くず処理費 枝葉・草 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 2,500
TH2272 木くず処理費 生木 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 2,500
TH2273 木くず処理費 伐根材 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 4,500
TH2275 木くず処理費 解体材 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 5,000
TH2276 木くず処理費 竹 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 2,500
TH2284 木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 ㈱鳥建（島原市） t 12,500
TH2285 木くず処理費 根株 ㈱鳥建（島原市） t 16,500
TH2286 木くず処理費 解体廃材 ㈱鳥建（島原市） t 12,500
TH2291 木くず処理費 草・竹・葉・枝 （有）クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ㎏ 12
TH2292 木くず処理費 幹 （有）クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ㎏ 12
TH2294 木くず処理費 解体材 （有）クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ㎏ 18
TH2295 木くず処理費 根株 （有）クリーン雲仙(雲仙市小浜町) ㎏ 15
TH2297 木くず処理費 草・竹・葉・枝 （有）クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 2,500
TH2298 木くず処理費 幹 （有）クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 2,500
TH2299 木くず処理費 根株 （有）クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 4,500
TH2301 木くず処理費 枝・草・竹・葉 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 3,000
TH2302 木くず処理費 伐根材 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 5,000
TH2304 木くず処理費 解体材 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 4,000
TH2340 木くず処理費 解体材 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 4,500
TH2341 木くず処理費 伐採木(2m以内直径20cm以下) 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 3,000
TH2342 木くず処理費 伐採木(直径20cm以上) 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 5,000
TH2343 木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 5,000
TH2344 木くず処理費 竹 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 4,500
TH2353 木くず処理費 解体材 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 3,000
TH2354 木くず処理費 伐採木 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 4,000
TH2355 木くず処理費 伐根材 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 5,000
TH2356 木くず処理費 竹 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 4,500
TH2365 木くず処理費 伐採木Ａ（幹・太枝・竹） 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 3,000
TH2366 木くず処理費 伐採木Ｂ（枝葉・草） 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 2,600
TH2367 木くず処理費 伐根材 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 5,000
TH2368 木くず処理費 解体材 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 4,500
TH2371 木くず処理費 伐採木Ａ（幹・太枝・竹） 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 3,200
TH2372 木くず処理費 伐採木Ｂ（枝葉・草） 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 2,800
TH2373 木くず処理費 伐根材 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 6,000
TH2374 木くず処理費 建築廃材 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 6,000
TH2381 木くず処理費 雑草 ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 2,500
TH2382 木くず処理費 伐採木 ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 4,000
TH2383 木くず処理費 根株（50cm角） ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 5,000
TH2384 木くず処理費 根株（原型） ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 8,500
TH2388 木くず処理費 解体材 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 4,500
TH2389 木くず処理費 伐採木 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 3,000
TH2390 木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 5,000
TH2391 木くず処理費 竹 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 4,500
TH2395 木くず処理費 木くず ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 6,000
TH2396 木くず処理費 生木 ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 6,500
TH2397 木くず処理費 伐根材 ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 7,500
TH2401 木くず処理費 伐採木 中山造園（平戸市） ｍ3 6,000
TH2402 木くず処理費 伐根材 中山造園（平戸市） ｍ3 6,000
TH2411 木くず処理費 家屋解体廃材、端材等 （有）東重機建設（佐賀県伊万里市） t 10,000
TH2412 木くず処理費 枝葉・根株・幹・竹・草 （有）東重機建設（佐賀県伊万里市） t 15,000
TH2421 木くず処理費 解体材 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 6,000 10/1単価改定
TH2422 木くず処理費 草・剪定枝 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 6,000 10/1単価改定
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TH2423 木くず処理費 竹材 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 8,000 10/1単価改定
TH2424 木くず処理費 雑木 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 6,000 10/1単価改定
TH2425 木くず処理費 伐採根 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 8,000 10/1単価改定
TH2451 木くず処理費 建設廃材 ㈱セイホウ開発（五島市） ｍ3 8,000
TH2452 木くず処理費 伐採木 ㈱セイホウ開発（五島市） ｍ3 8,000
TH2453 木くず処理費 伐根材 ㈱セイホウ開発（五島市） ｍ3 8,000
TH2461 木くず処理費 木くず （有）キンキ環境（五島市） ｍ3 8,000
TH2462 木くず処理費 伐根材 （有）キンキ環境（五島市） ｍ3 8,000
TH2463 木くず処理費 伐採雑木 （有）キンキ環境（五島市） ｍ3 8,000
TH2471 木くず処理費 解体材 (有)山寿興業（五島市） ｍ3 8,000
TH2472 木くず処理費 伐採材 (有)山寿興業（五島市） ｍ3 8,000
TH2473 木くず処理費 根株 (有)山寿興業（五島市） ｍ3 8,000
TH2511 木くず処理費 伐採草木（径１０ｃｍ以下） ㈱さかもと（新上五島町） ｍ3 9,000
TH2512 木くず処理費 伐採草木（径１０ｃｍ以上） ㈱さかもと（新上五島町） ｍ3 12,000
TH2513 木くず処理費 伐採根 ㈱さかもと（新上五島町） ｍ3 15,000
TH2514 木くず処理費 竹 ㈱さかもと（新上五島町） ｍ3 14,000
TH2551 木くず処理費 伐採樹木（枝葉幹混合） 眞弓商事（有）（壱岐市石田町） t 15,000 8/1廃止
TH2552 木くず処理費 伐採樹木（幹のみ） 眞弓商事（有）（壱岐市石田町） t 15,000 8/1廃止
TH2553 木くず処理費 伐採樹木（根類） 眞弓商事（有）（壱岐市石田町） t 30,000 8/1廃止
TH2554 木くず処理費 廃木材（工作・造作等残材） 眞弓商事（有）（壱岐市石田町） t 25,000 8/1廃止
TH2555 木くず処理費 廃木材(角材・板材等混合物) 眞弓商事（有）（壱岐市石田町） t 28,000 8/1廃止
TH2556 木くず処理費 廃木材(新建材･合板･集成材) 眞弓商事（有）（壱岐市石田町） t 32,000 8/1廃止
TH2581 木くず処理費 伐採樹木（枝葉幹混合） 壱岐オガコ工業（壱岐市芦辺町） t 15,000
TH2582 木くず処理費 伐採樹木（幹のみ） 壱岐オガコ工業（壱岐市芦辺町） t 15,000
TH2583 木くず処理費 伐採樹木（根類） 壱岐オガコ工業（壱岐市芦辺町） t 30,000
TH2584 木くず処理費 廃木材（工作・造作等残材） 壱岐オガコ工業（壱岐市芦辺町） t 25,000
TH2585 木くず処理費 廃木材(角材・板材等混合物) 壱岐オガコ工業（壱岐市芦辺町） t 28,000
TH2586 木くず処理費 廃木材(新建材･合板･集成材) 壱岐オガコ工業（壱岐市芦辺町） t 32,000
TH2591 木くず処理費 伐採樹木（枝葉幹混合） （株）ウッドチップ （壱岐市勝本町） t 15,000
TH2592 木くず処理費 伐採樹木（幹のみ） （株）ウッドチップ （壱岐市勝本町） t 15,000
TH2593 木くず処理費 伐採樹木（根類） （株）ウッドチップ （壱岐市勝本町） t 30,000
TH2594 木くず処理費 廃木材（工作・造作等残材） （株）ウッドチップ （壱岐市勝本町） t 25,000
TH2595 木くず処理費 廃木材(角材・板材等混合物) （株）ウッドチップ （壱岐市勝本町） t 28,000
TH2596 木くず処理費 廃木材(新建材･合板･集成材) （株）ウッドチップ （壱岐市勝本町） t 32,000
TH2601 木くず処理費 伐採材 ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） t 27,600
TH2602 木くず処理費 解体材 ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） t 27,600
TH2603 木くず処理費 伐根材 ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） t 30,000
TH2605 木くず処理費 伐採材(枝・葉)(現場施工) ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） ｍ3 15,600
TH2606 木くず処理費 伐採材・幹(現場施工) ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） ｍ3 22,680
TH2611 木くず処理費 伐採材・根株等 ㈱不動商事（対馬市美津島町） t 27,600
TH2621 木くず処理費 枝・葉(現場施工) ㈱不動商事（対馬市美津島町） ｍ3 15,600
TH2622 木くず処理費 幹・根株(現場施工) ㈱不動商事（対馬市美津島町） ｍ3 22,680
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TH4001 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 377
TH4004 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 809
TH4006 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,132
TH4007 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 476
TH4008 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 1,509
TH4009 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 1,509
TH4010 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 519
TH4016 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 475
TH4017 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH4018 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 754
TH4019 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 755
TH4020 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 2,566
TH4022 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 717
TH4023 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 519
TH4025 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 660
TH4026 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 755
TH4041 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 2,075
TH4042 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 1,509
TH4044 残土処理費 土砂１０トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH4046 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH4048 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 1,886
TH4049 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 780
TH4052 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 943
TH4055 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,037
TH4056 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,038
TH4057 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 1,509 10/1単価改定
TH4071 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 377
TH4072 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 471
TH4074 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 472
TH4075 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 472
TH4076 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 449
TH4102 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 800
TH4103 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,038
TH4105 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 758
TH4131 残土処理費 土砂１０トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH4134 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH4138 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH4143 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 600
TH4146 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH4147 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH4161 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,037 8/1単価改定
TH4163 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,509
TH4164 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH4165 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,000
TH4181 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH4182 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH4183 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH4204 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH4205 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH4236 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH4237 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH4241 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH4251 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 415
TH4256 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH4257 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 861
TH4259 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 364
TH4260 残土処理費 土砂１０トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 736
TH4261 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 685
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TH4301 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 681
TH4304 残土処理費 土砂４トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 1,341
TH4306 残土処理費 土砂４トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,636
TH4307 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 865
TH4308 残土処理費 土砂４トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 2,272
TH4309 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,272
TH4310 残土処理費 土砂４トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 500
TH4316 残土処理費 土砂４トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 681
TH4317 残土処理費 土砂４トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH4318 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 1,363
TH4319 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,363
TH4320 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 2,909
TH4322 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 909
TH4323 残土処理費 土砂４トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 500
TH4325 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 1,095
TH4326 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 1,429
TH4341 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 2,000
TH4342 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 1,818
TH4344 残土処理費 土砂４トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH4346 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH4348 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 1,904
TH4349 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 780
TH4352 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,136
TH4355 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,363
TH4356 残土処理費 土砂４トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,000
TH4357 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 1,455 10/1単価改定
TH4371 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 545
TH4372 残土処理費 土砂４トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 454
TH4374 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 681
TH4375 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 454
TH4376 残土処理費 土砂４トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 519
TH4402 残土処理費 土砂４トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 800
TH4403 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,000
TH4405 残土処理費 土砂４トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 995
TH4431 残土処理費 土砂４トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH4434 残土処理費 土砂４トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH4438 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH4443 残土処理費 土砂４トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 600
TH4446 残土処理費 土砂４トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH4447 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH4461 残土処理費 土砂４トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,000
TH4463 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,454
TH4464 残土処理費 土砂４トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH4465 残土処理費 土砂４トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,000
TH4481 残土処理費 土砂４トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH4482 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH4483 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH4504 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH4505 残土処理費 土砂４トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH4536 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH4537 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH4541 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH4551 残土処理費 土砂４トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 418
TH4556 残土処理費 土砂４トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH4557 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 912
TH4559 残土処理費 土砂４トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 350
TH4560 残土処理費 土砂４トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 736
TH4561 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 685
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TH4601 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 909
TH4604 残土処理費 土砂２トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 1,818
TH4606 残土処理費 土砂２トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,090
TH4607 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,385
TH4608 残土処理費 土砂２トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 2,272
TH4609 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,727
TH4610 残土処理費 土砂２トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 500
TH4616 残土処理費 土砂２トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 909
TH4617 残土処理費 土砂２トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH4618 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 1,818
TH4619 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,363
TH4620 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 3,818
TH4622 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 1,091
TH4623 残土処理費 土砂２トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 500
TH4625 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 1,273
TH4626 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 1,818
TH4641 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 2,000
TH4642 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 1,818
TH4644 残土処理費 土砂２トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH4646 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH4648 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 1,818
TH4649 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 780
TH4652 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,136
TH4655 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,363
TH4656 残土処理費 土砂２トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,000
TH4657 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 1,455 10/1単価改定
TH4671 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 909
TH4672 残土処理費 土砂２トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 454
TH4674 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 727
TH4675 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 454
TH4676 残土処理費 土砂２トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 519
TH4702 残土処理費 土砂２トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 800
TH4703 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,000
TH4705 残土処理費 土砂２トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 995
TH4731 残土処理費 土砂２トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH4734 残土処理費 土砂２トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH4738 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH4743 残土処理費 土砂２トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 600
TH4746 残土処理費 土砂２トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH4747 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH4761 残土処理費 土砂２トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,000
TH4763 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,454
TH4764 残土処理費 土砂２トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH4765 残土処理費 土砂２トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,000
TH4781 残土処理費 土砂２トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH4782 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH4783 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH4804 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH4805 残土処理費 土砂２トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH4836 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH4837 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH4841 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH4851 残土処理費 土砂２トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 436
TH4856 残土処理費 土砂２トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH4857 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 995
TH4859 残土処理費 土砂２トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 350
TH4860 残土処理費 土砂２トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 736
TH4861 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 685
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TH5001 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 465
TH5004 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 996
TH5006 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,395
TH5007 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 586
TH5008 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 3,720
TH5009 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 1,860
TH5010 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 639
TH5016 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 586
TH5017 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH5018 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 930
TH5019 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 930
TH5020 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 3,162
TH5022 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 883
TH5023 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 604
TH5025 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 814
TH5026 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 930
TH5041 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 1,569
TH5042 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 1,860
TH5044 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH5046 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH5048 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 2,325
TH5049 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 1,000
TH5052 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,162
TH5055 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,279
TH5056 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,279
TH5057 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 1,860 10/1単価改定
TH5071 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 465
TH5072 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 581
TH5074 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 581
TH5075 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 581
TH5076 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 553
TH5102 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 1,000
TH5103 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,279
TH5105 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 933
TH5131 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH5134 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH5138 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH5143 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 733
TH5146 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH5147 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH5161 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,279 8/1単価改定
TH5163 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,860
TH5164 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH5165 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,200
TH5181 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH5182 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH5183 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH5204 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH5205 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH5236 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH5237 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH5241 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH5251 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 511
TH5256 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH5257 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 1,061
TH5259 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 448
TH5260 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 898
TH5261 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 835
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TH5301 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 833
TH5304 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 1,640
TH5306 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,000
TH5307 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,058
TH5308 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 4,444
TH5309 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,777
TH5310 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 611
TH5316 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 833
TH5317 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH5318 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 1,666
TH5319 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,666
TH5320 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 3,555
TH5322 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 1,111
TH5323 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 833
TH5325 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 1,278
TH5326 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 1,667
TH5341 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 1,500
TH5342 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 2,222
TH5344 残土処理費 軟岩４トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH5346 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH5348 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 2,222
TH5349 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 1,000
TH5352 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,388
TH5355 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,666
TH5356 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,222
TH5357 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 1,778 10/1単価改定
TH5371 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 666
TH5372 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 555
TH5374 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 833
TH5375 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 555
TH5376 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 634
TH5402 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 1,000
TH5403 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,222
TH5405 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 1,216
TH5431 残土処理費 軟岩４トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH5434 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH5438 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH5443 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 733
TH5446 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH5447 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH5461 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,222
TH5463 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,777
TH5464 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH5465 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,200
TH5481 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH5482 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH5483 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH5504 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH5505 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH5536 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH5537 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH5541 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH5551 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 511
TH5556 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH5557 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 1,115
TH5559 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 428
TH5560 残土処理費 軟岩４トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 898
TH5561 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 835
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TH5601 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 1,111
TH5604 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 2,222
TH5606 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,555
TH5607 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,693
TH5608 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 4,444
TH5609 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 3,333
TH5610 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 611
TH5616 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 1,111
TH5617 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH5618 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 2,222
TH5619 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,666
TH5620 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 4,666
TH5622 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 1,333
TH5623 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 1,111
TH5625 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 1,556
TH5626 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 2,222
TH5641 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 1,500
TH5642 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 2,222
TH5644 残土処理費 軟岩２トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH5646 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH5648 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 2,222
TH5649 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)井手建設(諫早市） ｍ3 1,000
TH5652 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,388
TH5655 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,666
TH5656 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,222
TH5657 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 1,778 10/1単価改定
TH5671 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 1,111
TH5672 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 555
TH5674 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 888
TH5675 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 555
TH5676 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 634
TH5702 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 1,000
TH5703 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,222
TH5705 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 1,216
TH5731 残土処理費 軟岩２トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH5734 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH5738 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH5743 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 733
TH5746 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH5747 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH5761 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,222
TH5763 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,777
TH5764 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH5765 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,200
TH5781 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH5782 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH5783 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH5804 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH5805 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH5836 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH5837 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH5841 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH5851 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 533
TH5856 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH5857 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 1,216
TH5859 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 428
TH5860 残土処理費 軟岩２トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 898
TH5861 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 835
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TH6001 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 526
TH6004 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 1,127
TH6006 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,578
TH6007 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 664
TH6008 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 4,210
TH6009 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,105
TH6010 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 723
TH6016 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 663
TH6017 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH6018 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 1,052
TH6019 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,052
TH6020 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 3,578
TH6022 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 1,000
TH6023 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 684
TH6025 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 921
TH6026 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 1,053
TH6041 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 1,578
TH6042 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 2,105
TH6044 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH6046 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH6048 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 2,631
TH6049 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 1,000
TH6052 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,315
TH6055 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,447
TH6056 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,447
TH6057 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 2,105 10/1単価改定
TH6071 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 526
TH6072 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 657
TH6074 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 657
TH6075 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 657
TH6076 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 626
TH6102 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 1,000
TH6103 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,447
TH6105 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 1,056
TH6131 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH6134 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH6138 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH6143 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 825
TH6146 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH6147 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH6161 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,447 8/1単価改定
TH6163 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 2,105
TH6164 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH6165 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,400
TH6181 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH6182 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH6183 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH6204 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH6205 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH6236 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH6237 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH6241 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH6251 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 578
TH6256 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH6257 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 1,201
TH6259 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 507
TH6260 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 1,011
TH6261 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 940
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TH6301 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 937
TH6304 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 1,845
TH6306 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,250
TH6307 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,190
TH6308 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 5,000
TH6309 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 3,125
TH6310 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 687
TH6316 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 937
TH6317 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH6318 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 1,875
TH6319 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,875
TH6320 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 4,000
TH6322 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 1,250
TH6323 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 937
TH6325 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 1,438
TH6326 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 1,875
TH6341 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 1,500
TH6342 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 2,500
TH6344 残土処理費 硬岩４トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH6346 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH6348 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 2,500
TH6349 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 1,000
TH6352 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,562
TH6355 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,875
TH6356 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,375
TH6357 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 2,000 10/1単価改定
TH6371 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 750
TH6372 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 625
TH6374 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 937
TH6375 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 625
TH6376 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 713
TH6402 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 1,000
TH6403 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,375
TH6405 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 1,368
TH6431 残土処理費 硬岩４トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH6434 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH6438 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH6443 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 825
TH6446 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH6447 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH6461 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,375
TH6463 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 2,000
TH6464 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH6465 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,400
TH6481 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH6482 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH6483 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH6504 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH6505 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH6536 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH6537 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH6541 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH6551 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 575
TH6556 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH6557 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 1,255
TH6559 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 482
TH6560 残土処理費 硬岩４トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 1,011
TH6561 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 940
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TH6601 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)九十九興産（長崎市西海町） ｍ3 1,250
TH6604 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 長崎ダンプ運送事業協同組合(長崎市） ｍ3 2,500
TH6606 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,875
TH6607 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,905
TH6608 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 西部環境開発(有)（長崎市西海町） ｍ3 5,000
TH6609 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 3,750
TH6610 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 長崎県土地開発公社（時津町） ｍ3 687
TH6616 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 旭砕石㈱（長崎市） ｍ3 1,250
TH6617 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 末永残土処分場（長崎市） ｍ3 0
TH6618 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 2,500
TH6619 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町子々川） ｍ3 1,875
TH6620 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱平田工業所（時津町野田） ｍ3 5,250
TH6622 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱日昇（長崎市西海町） ｍ3 1,500
TH6623 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 一本杉残土処分場（長崎市西海町） ｍ3 1,250
TH6625 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)岩尾建業 （長崎市園田町） ｍ3 1,750
TH6626 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱大貴(長崎市) ｍ3 2,500
TH6641 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱鈴木建設（大村市） ｍ3 1,500
TH6642 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱池田産業（大村市） ｍ3 2,500
TH6644 残土処理費 硬岩２トンＤＴ マルゼン管理開発㈱（諫早市） ｍ3 1,200
TH6646 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000
TH6648 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)張本石材（諫早市） ｍ3 2,500
TH6649 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)井手建設（諫早市） ｍ3 1,000
TH6652 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈲田川砕石（諫早市） ｍ3 1,562
TH6655 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈲吉次砕石（諫早市小長井町） ｍ3 1,875
TH6656 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 巴産業㈱（諫早市森山町） ｍ3 1,375
TH6657 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈲多良見砕石（諫早市多良見町） ｍ3 2,000 10/1単価改定
TH6671 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 1,250
TH6672 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 西部建設㈱（西海市） ｍ3 625
TH6674 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱クボタ（西海市） ｍ3 1,000
TH6675 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 625
TH6676 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 西彼小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 713
TH6702 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（瑞穂町） ｍ3 1,000
TH6703 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)クリーン雲仙（小浜町） ｍ3 1,375
TH6705 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 柴崎建設㈱（雲仙市国見町） ｍ3 1,368
TH6731 残土処理費 硬岩２トンＤＴ つくも環境整備事業協同組合（佐世保市） ｍ3 600
TH6734 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 丸福建設㈱（佐々町） ｍ3 600
TH6738 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱スエオカ（佐々町） ｍ3 600
TH6743 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （有）ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 825
TH6746 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 日福商事（佐世保市小佐々町） ｍ3 600
TH6747 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 600 10/1新設
TH6761 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,375
TH6763 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 2,000
TH6764 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 東興産業㈱（松浦市福島町） ｍ3 260
TH6765 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 鷹島建設㈱（松浦市鷹島町） ｍ3 1,400
TH6781 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 五島建設業協同組合（五島市） ｍ3 1,200
TH6782 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)山寿興業（五島市） ｍ3 1,200
TH6783 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱山内産業（五島市岐宿町） ｍ3 1,200
TH6804 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱江口組（新上五島町） ｍ3 1,200
TH6805 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 浜の浦地区残土処理場（新上五島町） ｍ3 1,250
TH6836 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） ｍ3 542 7/1廃止
TH6837 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱こくぶ（壱岐市芦辺町2545）農地 ｍ3 640
TH6841 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 0 7/1休止
TH6851 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 対馬建設業協同組合（対馬市美津島町） ｍ3 600
TH6856 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 峰町残土処理場（対馬市峰町） ｍ3 800
TH6857 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）小宮建設 （対馬市上県町） ｍ3 1,368
TH6859 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町） ｍ3 482
TH6860 残土処理費 硬岩２トンＤＴ エイティ開発(有)（対馬市上県町） ｍ3 1,011
TH6861 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)センシュウ（対馬市上県町） ｍ3 940

産廃-19

AC0611
取り消し線


