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コード 名称・規格 単 位 単 価 摘 要
TH2213 木くず処理費 根株（土砂付着） (有)廣谷環境開発（諫早市） ｍ3 5,200
TH2214 木くず処理費 根株（土砂完全除去） (有)廣谷環境開発（諫早市） ｍ3 4,500
TH2215 木くず処理費 剪定材 (有)廣谷環境開発（諫早市） ｍ3 1,500
TH2216 木くず処理費 建築解体材（金具有り） (有)廣谷環境開発（諫早市） ｍ3 6,200
TH2217 木くず処理費 建築解体材（金具無し） (有)廣谷環境開発（諫早市） ｍ3 5,200
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
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
TH2281 木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 島原復興開発㈱（島原市） t 12,500
TH2282 木くず処理費 根株 島原復興開発㈱（島原市） t 16,500
TH2283 木くず処理費 解体廃材 島原復興開発㈱（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 4,000
TH2302 木くず処理費 伐根材 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 6,000
TH2304 木くず処理費 解体材 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 5,000
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
TH2361 木くず処理費 木くず モリタ産業（有）（佐世保市） ｍ3 5,000 11/1掲載取消し
TH2362 木くず処理費 生木 モリタ産業（有）（佐世保市） ｍ3 7,000 11/1掲載取消
TH2363 木くず処理費 木の根 モリタ産業（有）（佐世保市） ｍ3 7,000 11/1掲載取消
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 11/1単価改定
TH2396 木くず処理費 生木 ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 6,500 11/1単価改定
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 5,000
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