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TH0271 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 ㈱江口組（新上五島町） t 3,000 7/1単価改定
TH0272 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 加藤産業㈱（新上五島町） t 3,000 7/1単価改定
TH0302 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） t 2,000
TH0303 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ﾉ浦町） t 2,000
TH0331 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 ㈱不動商事（対馬市美津島町） t 3,000
TH0332 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 西部道路㈱対馬支店(対馬市上対馬町) t 4,000
TH0333 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） t 4,000
TH0334 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町） t 3,300
TH0336 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 八重島窯業原料㈱（対馬市厳原町） t 3,300
TH0361 産業廃棄物処理費 Ａｓ塊 ㈱エコ・アップ（伊万里市） t 1,100 12/1廃止
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TH0702 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） (有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町） t 2,000
TH0703 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） 平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ﾉ浦町） t 2,000
TH0731 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） ㈱不動商事（対馬市美津島町） t 3,000
TH0732 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） 西部道路㈱対馬支店(対馬市上対馬町) t 4,000
TH0733 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） t 4,000
TH0734 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町） t 3,300
TH0736 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） 八重島窯業原料㈱（対馬市厳原町） t 3,300
TH0761 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（無筋） ㈱エコ・アップ（伊万里市） t 800 12/1廃止
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TH1103 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） 平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ﾉ浦町） t 2,100
TH1131 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） ㈱不動商事（対馬市美津島町） t 3,000
TH1132 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） 西部道路㈱対馬支店(対馬市上対馬町) t 4,300
TH1133 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町） t 4,300
TH1134 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） ㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町） t 3,500
TH1136 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） 八重島窯業原料㈱（対馬市厳原町） t 3,500
TH1161 産業廃棄物処理費 Ｃｏ塊（有筋） ㈱エコ・アップ（伊万里市） t 1,100 12/1廃止
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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
TH4006 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,188
TH4007 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 476
TH4009 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 1,509
TH4016 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 475
TH4018 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 754
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
TH4027 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 685
TH4028 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 377
TH4048 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱張本創研（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 1,037
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 0
TH4058 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 566
TH4059 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 566
TH4060 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,000
TH4061 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 1,226 12/1廃止
TH4062 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 3,000 10/1新設
TH4071 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 377
TH4075 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱エフ・イー（西海市） ｍ3 471
TH4076 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 449
TH4078 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 471
TH4102 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 800
TH4103 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,100
TH4105 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 800
TH4106 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH4107 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH4108 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 800
TH4109 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH4110 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH4111 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH4143 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH4147 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH4149 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH4150 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,038 12/1単価改定
TH4152 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,037
TH4153 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH4155 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,038 12/1単価改定
TH4156 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH4163 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 943
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
TH4166 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,000
TH4167 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,037
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
TH4206 残土処理費 土砂１０トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH4207 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH4241 残土処理費 土砂１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH4243 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 700
TH4244 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH4245 残土処理費 土砂１０トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 635
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 679
TH4262 残土処理費 土砂１０トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,023
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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 590
TH4306 残土処理費 土砂４トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,727
TH4307 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 865
TH4309 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,272
TH4316 残土処理費 土砂４トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 681
TH4318 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） 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
TH4327 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 1,280
TH4328 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 590
TH4348 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 1,818
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 0
TH4358 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 568
TH4359 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 568
TH4360 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,000
TH4361 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 1,590 12/1廃止
TH4362 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 3,000 10/1新設
TH4371 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 545
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 519
TH4378 残土処理費 土砂４トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 454
TH4402 残土処理費 土砂４トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 800
TH4403 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,100
TH4405 残土処理費 土砂４トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 995
TH4406 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH4407 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH4408 残土処理費 土砂４トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 995
TH4409 残土処理費 土砂４トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH4410 残土処理費 土砂４トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH4411 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH4443 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH4447 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH4449 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH4450 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,000
TH4452 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,000
TH4453 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH4455 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,000
TH4456 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH4463 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 909
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
TH4466 残土処理費 土砂４トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,000
TH4467 残土処理費 土砂４トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） 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
TH4506 残土処理費 土砂４トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH4507 残土処理費 土砂４トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH4541 残土処理費 土砂４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH4543 残土処理費 土砂４トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 700
TH4544 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH4545 残土処理費 土砂４トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 635
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 681
TH4562 残土処理費 土砂４トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,125
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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
TH4606 残土処理費 土砂２トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,181
TH4607 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,385
TH4609 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,727
TH4616 残土処理費 土砂２トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 909
TH4618 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 1,818
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
TH4627 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 1,712
TH4628 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 909
TH4648 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH4658 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 563
TH4659 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 563
TH4660 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,000
TH4661 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 1,636 12/1廃止
TH4662 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 3,000 10/1新設
TH4671 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 909
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 519
TH4678 残土処理費 土砂２トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 454
TH4702 残土処理費 土砂２トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 800
TH4703 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,100
TH4705 残土処理費 土砂２トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 1,095
TH4706 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH4707 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH4708 残土処理費 土砂２トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 1,095
TH4709 残土処理費 土砂２トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH4710 残土処理費 土砂２トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH4711 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH4743 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH4747 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH4749 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH4750 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,000
TH4752 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,000
TH4753 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH4755 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,000
TH4756 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH4763 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 909
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
TH4766 残土処理費 土砂２トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,000
TH4767 残土処理費 土砂２トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） 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
TH4806 残土処理費 土砂２トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH4807 残土処理費 土砂２トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH4841 残土処理費 土砂２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH4843 残土処理費 土砂２トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 700
TH4844 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH4845 残土処理費 土砂２トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 635
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 681
TH4862 残土処理費 土砂２トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,227
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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
TH5006 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,465
TH5007 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 586
TH5009 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 1,860
TH5016 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 586
TH5018 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） 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
TH5027 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 844
TH5028 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 465
TH5048 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH5058 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 697
TH5059 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 697
TH5060 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,500
TH5061 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 1,511 12/1廃止
TH5062 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 2,500 10/1新設
TH5071 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 465
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 553
TH5078 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 581
TH5102 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 1,000
TH5103 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,400
TH5105 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 986
TH5106 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH5107 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH5108 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 986
TH5109 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH5110 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH5111 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH5143 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH5147 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH5149 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH5150 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,500 12/1単価改定
TH5152 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,279
TH5153 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH5155 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,500 12/1単価改定
TH5156 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH5163 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,162
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
TH5166 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,200
TH5167 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,279
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
TH5206 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH5207 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH5241 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH5243 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 800
TH5244 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH5245 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 776
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 837
TH5262 残土処理費 軟岩１０トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,260
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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 722
TH5306 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,111
TH5307 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,058
TH5309 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,777
TH5316 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 833
TH5318 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） 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
TH5327 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 1,564
TH5328 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 722
TH5348 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH5358 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 694
TH5359 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 694
TH5360 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,500
TH5361 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 1,944 12/1廃止
TH5362 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 2,500 10/1新設
TH5371 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 666
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 634
TH5378 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 555
TH5402 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 1,000
TH5403 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,400
TH5405 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 1,217
TH5406 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH5407 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH5408 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 1,217
TH5409 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH5410 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH5411 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH5443 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH5447 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH5449 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH5450 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,500 12/1単価改定
TH5452 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,000
TH5453 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH5455 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,500 12/1単価改定
TH5456 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH5463 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,111
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
TH5466 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,200
TH5467 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,222
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
TH5506 残土処理費 軟岩４トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH5507 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH5541 残土処理費 軟岩４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH5543 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 800
TH5544 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH5545 残土処理費 軟岩４トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 776
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 833
TH5562 残土処理費 軟岩４トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,386

産廃-15

AC0611
取り消し線



(00)
コード 名称・規格 単位 摘 要

産廃・残土

単 価

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
TH5606 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,666
TH5607 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,693
TH5609 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 3,333
TH5616 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 1,111
TH5618 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 2,222
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
TH5627 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 2,092
TH5628 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 1,111
TH5648 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH5658 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 688
TH5659 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 688
TH5660 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,500
TH5661 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 2,000 12/1廃止
TH5662 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 2,500 10/1新設
TH5671 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 1,111
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 634
TH5678 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 555
TH5702 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 1,000
TH5703 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,400
TH5705 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 1,339
TH5706 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH5707 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH5708 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 1,339
TH5709 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH5710 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH5711 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH5743 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH5747 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH5749 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH5750 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,500 12/1単価改定
TH5752 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,000
TH5753 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH5755 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,500 12/1単価改定
TH5756 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH5763 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,111
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
TH5766 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,200
TH5767 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,222
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
TH5806 残土処理費 軟岩２トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH5807 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH5841 残土処理費 軟岩２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH5843 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 800
TH5844 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH5845 残土処理費 軟岩２トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 776
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 833
TH5862 残土処理費 軟岩２トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,512
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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
TH6006 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 1,657
TH6007 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 664
TH6009 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 2,105
TH6016 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 663
TH6018 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） 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
TH6027 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 955
TH6028 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 526
TH6048 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH6058 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 789
TH6059 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 789
TH6060 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,500
TH6061 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 1,710 12/1廃止
TH6062 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 2,500 10/1新設
TH6071 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 526
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 626
TH6078 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 657
TH6102 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 1,000
TH6103 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,500
TH6105 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 1,116
TH6106 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH6107 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH6108 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 1,116
TH6109 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH6110 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH6111 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH6143 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH6147 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH6149 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH6150 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,700 12/1単価改定
TH6152 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,447
TH6153 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH6155 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,700 12/1単価改定
TH6156 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH6163 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,315
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
TH6166 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,400
TH6167 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,447
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
TH6206 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH6207 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH6241 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH6243 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 900
TH6244 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH6245 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 873
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 947
TH6262 残土処理費 硬岩１０トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,426
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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 812
TH6306 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 2,375
TH6307 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,190
TH6309 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 3,125
TH6316 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 937
TH6318 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） 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
TH6327 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 1,760
TH6328 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 812
TH6348 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH6358 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 781
TH6359 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 781
TH6360 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,500
TH6361 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 2,187 12/1廃止
TH6362 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 2,500 10/1新設
TH6371 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 750
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 713
TH6378 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 625
TH6402 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 1,000
TH6403 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,500
TH6405 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 1,369
TH6406 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH6407 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH6408 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 1,369
TH6409 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH6410 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH6411 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH6443 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH6447 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH6449 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH6450 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,700 12/1単価改定
TH6452 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,000
TH6453 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH6455 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,700 12/1単価改定
TH6456 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH6463 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,250
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
TH6466 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,400
TH6467 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,375
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
TH6506 残土処理費 硬岩４トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH6507 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH6541 残土処理費 硬岩４トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH6543 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 900
TH6544 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH6545 残土処理費 硬岩４トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 873
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 937
TH6562 残土処理費 硬岩４トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,568
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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
TH6606 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 三和工建(有)（長崎市） ｍ3 3,000
TH6607 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)ニッサン（長崎市） ｍ3 1,905
TH6609 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)大裕工業（長崎市） ｍ3 3,750
TH6616 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 旭砕石㈱外海工場（長崎市） ｍ3 1,250
TH6618 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)中村砕石（長崎市） ｍ3 2,500
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
TH6627 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱溝口興業(長崎市西海町) ｍ3 2,354
TH6628 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)裕成開発(長崎市西海町) ｍ3 1,250
TH6648 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱張本創研（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 0
TH6658 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町） ｍ3 775
TH6659 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町） ｍ3 775
TH6660 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱池田開発（大村市） ｍ3 3,500
TH6661 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱伸栄運輸（諫早市高来町） ｍ3 2,250 12/1廃止
TH6662 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）鈴木建設（大村市池田） ｍ3 2,500 10/1新設
TH6671 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)新英産業（西海市） ｍ3 1,250
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 西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市） ｍ3 713
TH6678 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 西部建設㈱崎戸出張所（西海市） ｍ3 625
TH6702 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町） ｍ3 1,000
TH6703 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 1,500
TH6705 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町） ｍ3 1,506
TH6706 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)林田土建（南島原市加津佐町） ｍ3 943
TH6707 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱マツテック（雲仙市国見町） ｍ3 0
TH6708 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町） ｍ3 1,506
TH6709 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町) ｍ3 400 7/1単価改定
TH6710 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町） ｍ3 1,200
TH6711 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱中村産業（南島原市有家町） ｍ3 700 5/1単価改定
TH6743 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町） ｍ3 1,000
TH6747 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱リーフ（佐世保市指方町） ｍ3 1,000
TH6749 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町） ｍ3 1,000
TH6750 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）草野組(1)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,700 12/1単価改定
TH6752 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱スエオカ（北松浦郡佐々町） ｍ3 1,000
TH6753 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）東部土砂処分場(2)（佐世保市） ｍ3 1,000
TH6755 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）草野組(2)（佐世保市江迎町） ｍ3 1,700 12/1単価改定
TH6756 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）ケイアイ工業（２工区）（佐世保市木風町） ｍ3 1,000 12/1新設
TH6763 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈱光真砕石（平戸市船木町） ｍ3 1,250
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
TH6766 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 久田砕石（平戸市上中津良町） ｍ3 1,400
TH6767 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 松浦建設㈱（松浦市） ｍ3 1,375
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
TH6806 残土処理費 硬岩２トンＤＴ ㈲ファーム上五島（新上五島町） ｍ3 1,260
TH6807 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 上五島建設工業協同組合（新上五島町） ｍ3 1,800
TH6841 残土処理費 硬岩２トンＤＴ (有)壱岐砕石（壱岐市勝本町） ｍ3 600
TH6843 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 900
TH6844 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 1,024
TH6845 残土処理費 硬岩２トンＤＴ （株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町） ｍ3 776
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
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 873
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 937
TH6862 残土処理費 硬岩２トンＤＴ 厳原砕石（株）（対馬市厳原町） ｍ3 1,711
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TH7031 残土処理費 高含水土砂･改良土10ﾄﾝDT (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000 12/1廃止
TH7032 残土処理費 高含水土砂･改良土10ﾄﾝDT ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 4,362
TH7131 残土処理費 高含水土砂･改良土4ﾄﾝDT (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000 12/1廃止
TH7132 残土処理費 高含水土砂･改良土4ﾄﾝDT ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 4,362
TH7231 残土処理費 高含水土砂･改良土2ﾄﾝDT (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 1,000 12/1廃止
TH7232 残土処理費 高含水土砂･改良土2ﾄﾝDT ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 4,362
TH7331 残土処理費 高含水土砂･未改良土10ﾄﾝDT (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 3,200 12/1廃止
TH7332 残土処理費 高含水土砂･未改良土10ﾄﾝDT ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 10,000
TH7431 残土処理費 高含水土砂･未改良土4ﾄﾝDT (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 3,200 12/1廃止
TH7432 残土処理費 高含水土砂･未改良土4ﾄﾝDT ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 10,000
TH7531 残土処理費 高含水土砂･未改良土2ﾄﾝDT (有)伸栄運輸（諫早市） ｍ3 3,200 12/1廃止
TH7532 残土処理費 高含水土砂･未改良土2ﾄﾝDT ㈱張本創研（諫早市） ｍ3 10,000

産廃-20

AC0611
取り消し線

AC0611
取り消し線

AC0611
取り消し線

AC0611
取り消し線

AC0611
取り消し線

AC0611
取り消し線


