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健康づくりは
　　
　　天然

温泉と温水プール

   歩行浴

     
  トレーニングジム

　　
　　天然

温泉と温水プール

   歩行浴

     
  トレーニングジム

風呂の日は入浴料半額！
毎月10・20・30日

風呂の日は入浴料半額！
毎月10・20・30日

合志市総合健康センター

〒861－1103　熊本県合志市野々島2441－1
営業時間／午前10時～午後11時
休館日／毎月第2木曜日（8月を除く）

ユーパレス弁天合志市総合健康センター

861 1103 熊本県合志市野々島244144
TEL.096－348－262666 348 26262

サーヨッテハイヨ 　フロフロ

TEL.096－348－2626
〒861－1103　熊本県合志市野々島2441－1

営業時間／午前10時～午後11時
休館日／毎月第2木曜日（8月を除く）

サーヨッテハイヨ 　フロフロ
ユーパレス弁天

家電

創地連携
システム太陽光発電 街のでんきやだからできる心づかいで

皆様に感動をお届けします

リフォーム
電気設備

096-344-3951
合志市須屋３６４－５



ビニール・PP加工・特殊印刷

、産廃物処理

特定建設業・1級建築士事務所 木材・プレカット工場、サイディング工事
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協同組合 map⑧ Aー1
天草大王

熊本県養鶏農業協同組合
日本の技術と美しい自然が育んだ、地鶏の最高峰。
おいしさがぎっしり詰まった 日本最大級の地鶏!

■合志市野々島4393-190
■TEL:096-242-3131 ■FAX:096-242-3134

あり

生花・雑貨店 map⑰ E－1
お花と雑貨のお店

フレンドフラワー
flower・雑貨・greenでお部屋を素敵に演出
お花の全国発送もしております（送料別）
■合志市幾久富1866-525
■TEL:096-248-8787 ■FAX:096-248-8787
■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／なし
■URL:http://www.friend-flower.com/shop/ あり



市プロフィール

　合志市（旧合志町・旧西合志町）は、熊本市の北東部に
位置し、阿蘇・熊本空港からの時間的な利便性や九州縦貫
自動車道からの交通アクセスもよく、また、熊本市の中心
部から合志市のほぼ中心部まで乗り入れた私鉄「熊本電気
鉄道」や国道・県道の道路網も整備されたことから、昭和
四十年代以降の高度経済成長期から市街化が一挙に進み、
熊本都市計画区域の中で生活圏を同じくするベッドタウン
として人口増加の一途をたどりました。住みやすい街の基
盤となる上水道の整備や公共下水道事業への着手など住環
境の整備に努める一方、企業等が立地する産業都市として
の面をあわせ持つ自然豊かな地域として発展してきました。

　合志市のイニシャル「K」の文字をモ
チーフに、新市の将来像である「未来輝
く産業・定住拠点都市」、基本理念「人
と自然を大切にした協働によるまちづく
り」のイメージをあらわし、合志市の魅

力と活力あふれる繁栄発展を象徴した市章としました。赤
のポイントは市民の市政への情熱を示します。

　「国木（クニギ）」からきたとの由
来もある落葉樹で、夏は木陰で憩い
の場を与え、秋は子どもたちに夢（遊
び・どんぐりコマなど）を与え、冬
は落葉し温もりの場を提供してくれ
る、合志市にふさわしい木です。カ

ブトムシやクワガタが集まり、どんぐりが採れ、葉っぱは
腐葉土に活かされ、しいたけの原木（ほだ木）にもなる機
能性に富んだ木です。

　花ことばは「深い思いやり、清
らかな心・恋」、英語で「Baby’s 
breath（ベイビーズ・ブレス）＝赤
ちゃんの吐息」といい、子育て支援
日本一のまちづくりをめざす合志市
にとってふさわしい花です。細く、

繊細な小枝に無数のかわいらしい白い小花をつけ、花束や、
フラワーアレンジメントなどの切り花では、名脇役として
おなじみです。

　合志市の名は、古代より続いた「合志郡」に由来しま
す。日本書紀に「皮石郡」と見えるのがその初見で、他
に「恰志」や「合志」などの表記も見られますが、当時
は「加

か わ し

波志」と読んでいたようです。和銅 6（713）年
に出された「地名は好

よ き じ

字で表すように」との詔
みことのり

により、「合
志」の字が定着したものと思われます。
　現在の菊池市南部や菊陽・大津及び熊本市北部の一部ま
で含んでいたこの合志郡の中でも、合志市域は、中世にお
いては菊池氏や合志氏が活躍する合志郡の中心でした。
　近世、肥後細川藩において合志郡竹迫手永に属してい
た当時の在町と村々は、明治 9 年合併して現在の住所区
分の名を冠した村となり、その後明治 22 年に町村制施
行により再度合併し、それぞれ合志村と西合志村となり
ました。
　その後、昭和 28 年から昭和 31 年にかけての昭和の大
合併時には、適度な行政機能と自治体規模を有していた
2 村は、この時は合併の道を選ばず、昭和 41 年の町制施
行により合志町、西合志町となり、それぞれの自治機能
を育んできました。
　しかし、地方分権の推進による権限の委譲が進展する
中、その担い手として質の高い行政サービスを提供し、
強力な行政組織を構築し行政水準を向上させ、広域的・
総合的な視点で効率的かつコンパクトな行政運営を目指

沿 革

市 章

市の木（クヌギ）　制定：平成18年11月9日

市の花（カスミソウ）　制定：平成18年11月9日

歴 史

すため平成 18 年 2 月 27 日、2 町は合併し、合志市とな
りました。

市
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総合物流 map⑧ A－4

コバシ株式会社 熊本事業部
〈事業内容〉■段ボールシート・箱製造販売 ■包装資材販売 ■農
業資材販売（ポリエチレンフイルム等〉■運輸業 ■通信機器販売
■合志市御代志1648
■TEL:096-242-3111 ■FAX:096-242-2755
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜日、祝日
■URL:http://www.kobashikk.co.jp/ あり

託児所・学童保育 map⑬ E－5
乳幼児から小学６年まで楽しく学ぶ

豊かな学習活動を通して、こどもたちに自信と誇りを培
い、学ぶ力を育て将来の夢の実現を目指す保育所です。
■合志市幾久富1935-6
■TEL:096-288-4318 ■FAX:096-327-9532
■保育時間／7:30～19:30 ■定休日／日・祝日、年末年始
『グローバルに羽ばたく自信と未来を、こどもたちに』 あり



市長ご挨拶

　合志町と西合志町の合併により誕生した合志市。今年は、
合併 10 周年の節目を迎える年となりました。合志市は、
基幹産業である農業を中心として田園が広がる環境の中、
国・県のさまざまな機関や先端産業を担う企業も多く立地
しております。近年では人口増加が続き全国有数の「安心・
安全で住みやすい市」と言われるようになりました。これ
もひとえに多くの市民の皆さまの温かいご理解とご支援の
賜りであり、心から感謝申し上げます。
　これからも、「人々がつどい、あいさつを交わし、笑いが
生まれ、人と人の繋がりの中でコミュニティが生まれる。
子ども達や住民みんなが安心して暮らせるまち。」そんなま

「人々が安全に安心して暮らせるまちづくり」を目指して

ちを創っていくために、市民の皆さまと一緒に力を合わせ
て、各種施策に取り組んでまいります。
　さて、この度、合併 10 周年を記念して、㈱ゼンリンと
の官民協働事業により「合志市総合防災マップ」を発行致
しました。そして、この防災マップは、地域の事業者の皆
さまのご協賛・ご協力をいただき、合志市の各世帯に無償
配布することとなりました。厳しい経済状況の中、ご協賛
いただきました事業者の皆さまに深く感謝申し上げます。
　合志市は、大きな川や山がなく、河川の氾濫による家屋
の浸水や土砂災害による被害など、自然災害の少ない地域
です。しかしながら、地震や台風、局地的な大雨など、常
日頃からの災害に対する準備や心構えは必要であることは
言うまでもありません。この「合志市総合防災マップ」に
は自然災害に対する防災対策や避難所などの地図情報など、
防災減災に役立つ情報を掲載しておりますので、市民の皆
さまに、ご活用いただき、安全・安心を実感できる暮らし
への一助となることを願っております。
 平成 28年 3月

合志市長　荒木　義行
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電気工事・電気通信設備工事 map⑰ E－2
安心な社会と豊かな暮らしを創りだす技術パートナー

大共電通ネットワークス株式会社
☆電気工事・電気通信設備工事・ＬＡＮ工事・光ネット
ワーク工事・ＣＡＴＶ工事・防犯セキュリティなど☆
■合志市幾久富1909-750
■TEL:096-248-5411
■FAX:096-248-5412
■URL:http://www.daikyo-pro.co.jp/

タクシー・運転代行 map⑫ E－4
タクシーまたは代行のご用命はキティー交通へお気軽に!!

（有）キティー交通
『安全・安心・丁寧』をモットーに、地域の皆様の足としてご利
用をお待ちしております。近くでもご遠慮なくお電話下さい。
■合志市須屋2623-1
■TEL:096-348-2588
■FAX:096-234-8228
■営業時間／タクシー:24時間、運転代行:19:00～03:00 ■定休日／年中無休



避難の
準備

気象情報・
防災情報
などの流れ

気象庁
熊本地方
気象台

合志市防災情報お知らせメール
《市防災情報の新たなサービス》 登録用メール 2次元バーコード

合志市防災行政無線の放送内容確認サービス
〈専用電話番号〉   096-248-2288

熊
本
県

合
志
市

行政区〈自主防災組織〉

市
民
の
皆
さ
ん

気象予警報・災害予警報   http://www.jma-net.go.jp/kumamoto

報道機関（テレビ・ラジオ）による気象情報、災害情報

情報の種類

（1）
自主避難

（2）
避難準備情報

（3）
避難勧告

（4）
避難指示

発令時の状況 市民に求める行動

災害に関する注意報や警報が発表されたら、市からの情報に注意してください。

気象情報、災害予報の流れ
避難勧告、避難指示などの流れ

※危険性が高い場合、いきなり「避難指示」が発令されることもあります。

大雨・洪水注意報
大雨・洪水警報

など

パソコン向け

●　行政区役員への電話連絡など
●　防災行政無線
●　「合志市防災情報メール」での配信
●　「熊本県防災情報メール」での配信
●　市ホームページでの配信
●　報道機関への広報要請
●　消防サイレン
●　消防団による呼びかけ

● 災害の危険が迫っていると自ら
判断した場合の避難となります。

● 必要に応じて地域の公民館など
に避難してください。

● 避難中の食事や生活必需品は
ご自分で用意してください。

● 高齢者、障がい者、傷病者など支
援が必要な人（避難行動要支援
者）は支援者とともに避難所へ
早めの避難を始めてください。

● 非常時持出品を用意するなどい
つでも避難できるように準備し
てください。

● 避難するのに時間を要する要配
慮者等は、避難を始めなければ
ならない状況です。

● 災害による人的被害が発生する
可能性が高まっている状況です。

● 避難所へ速やかに避難を
　始めてください。

● 通常の避難ができる方について
も避難を始めなければならない
状況です。

● 災害による人的被害が発生する
可能性がさらに高まっている状
況です。

● 避難中の人は確実に避難を完了してく
ださい。

● いまだに避難していない人は、直ちに
避難所へ避難を始めてください。

● 避難の時間的な余裕がない場合は生命
を守る最低限の行動をとってください。

● 災害の前兆現象の発生や切迫し
た状況から、人的被害が発生す
る可能性が非常に高まっている
状況、または実際に人的被害が
発生した状況です。

防災対策（市民の皆さんのご協力をお願いします）

防
災
対
策
（
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民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
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い
し
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す
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電気工事業協会 map⑨ Eー3

合志市電気工事業協会
■合志市竹迫1866（（有）松岡設備内 ）
■TEL:096-248-1435 ■FAX:096-248-6872
■協会員１０社

あり

不動産 map⑰ E－1
不動産売買仲介・賃貸・管理・斡旋

有限会社西武ホーム
当社は、光の森を中心に地域に密着して不動産業を営んで
います。不動産のことなら何でもお気軽にご相談下さい。
■合志市幾久富1909-689
■TEL:096-248-6187 ■FAX:096-248-6288
■URL:http://seibu-home.jp/
熊本県宅地建物取引業協会会員 熊本県知事免許（７）第３０６８号 あり



《家族で防災会議をしてみましょう》
家族で話し合うこと

● 家の中ではどこが安全か。
● 救急医療薬品や消火器などを備えているか。
● 避難するところはどこか、どのような経路を通って避難するか。
● 避難するとき、誰が何を持ち出すのか、非常時持出品はどこに置くか。

　災害は、いつどこで起こるか予測しがたいものです。災害
が起こった時、被害を最小限に食い止めるためには日ごろか
らの備えが大切です。
　万が一に備え、家族の行動、避難所や避難方法、連絡方法
などを日ごろから家族でよく話し合っておきましょう。
　また、災害に備えて家の中と外をチェックし、危険な場所
は早めに改善するようにしましょう。

● 家族間の連絡方法と最終的に出会う場所はどこにするか。
● 昼の場合と夜の場合の避難の方法はどのようにするか。
● 家族の役割分担はどうするか。

家具の転倒、落下
防止のため、金具
などで固定する。

停電に備えて、懐中電灯や携帯ラジオ
と予備の電池を準備しておく。

タコ足配線やコードを
束ねて使用しない。

●アンテナ、看板などは、針金などを
使って補強しておく。

●モルタルの壁には亀裂は
ないか。

●板塀にぐらつきや腐れは
ないか。

●農業用水路や、排水溝
（下水溝）、雨どいのゴ
ミや泥、落ち葉や土砂
を取り除き、水はけを
良くしておく。

●屋根、外壁、窓ガラス、ブロック塀などを普
段から点検しておく。

●瓦の割れ、ずれ、はがれはないか。

●トタン屋根のめくれ、はがれはないか。

●窓枠のがたつきはないか。

●ひび割れはないか。

●物干し竿、植木鉢、自転車などが
風で飛ばされないようにする。

飛散防止フィルム
を貼るなどガラス
の飛散を防止する。

重たい荷物は高い
ところに置かず、
床に置いておく。

出入口付近には荷物を置かず
避難口を確保する。

電気の引込線のたるみや破損があったら、九州電力に連絡しましょう。

家の中の
安全対策

災害に
備えて

家の
周囲の
安全対策

防
災
対
策（
市
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を
お
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保育園 map⑭ A－3
社会福祉法人 向日葵会

南部保育園
つよいからだ !! 豊かな心を育てよう

■合志市豊岡2221-2
■TEL:096-248-1463 ■FAX:096-248-1484
■URL:http://nanbu-hoikuen.jp/top.html

ガソリンスタンド map⑯ C－4
県営須屋団地前

（有）誠和商事
ガソリン給油はもちろん、灯油の配達も承ります。洗車、タイ
ヤ交換、車検も受け付けていますのでお気軽にお越し下さい。
■合志市須屋572
■TEL:096-343-1609 ■FAX:096-345-3525
■営業時間／7:00～21:00 ■定休日／1/1～1/3
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GASGAS

定期点検！

非常時用
備蓄品
（例）

非常時持ち出し品は定期的に点検を！

□ ラジオ
□ 電池（多めに用意）

□ 常備薬
□ 傷薬
□ 風邪薬
□ 鎮痛剤

□ 絆創膏
□ 包帯
□ 胃腸薬

□ 非常用食品
□ 缶切り

□ 卓上コンロ
□ ガスボンベ
□ 固形燃料

□ 紙皿
□ 水筒
□ 缶詰

□ ミネラルウォーター
□ 栓抜き
□ 紙コップ

□ 衣類（下着・上着など）
□ 生理用品
□ 離乳食
□ ウェットティッシュ
□ ヘルメット
□ ラップフィルム
    （止血や食器にかぶせて使う）
□ 防災マップ（本書）

□ タオル
□ 粉ミルク
□ 紙おむつ
□ カッパ
□ ライター
□ 携帯電話の
    充電器

□ 現金
□ 印鑑
□ 健康保険証

□ 預金通帳
□ 免許証
□ 権利証書

□ 懐中電灯
    （できれば一人にひとつ）
□ 電池（多めに用意）

避難生活が長引くときに
便利なもの

阪神・淡路大震災で
役に立ったもの

火を通さないで食べられる
もの、食器など

飲料水 非常食品 燃料 その他

携帯トイレ、使い捨てカイロ、裁縫セット、ガムテープ、
地図、さらし、筆記用具（マジックなど）、スコップなど。

ポリタンク、ホイッスル、予備の眼鏡・補聴器、ビニールシート、新聞紙、補助用
具としてロープ、スコップ、バールやハンマー、のこぎり、車のジャッキなど。

携帯ラジオ 救急医療品

非常食品等
その他

貴重品 懐中電灯

いざというときすぐに持ち出せるように、日ごろから準備・点検しておきましょう。
事前に準備出来ているか、チェック□しましょう。

災害復旧までの数日間（最低3日）を生活できるようにチェック□しましょう。

いざというときに支障がないように、食品類の賞味期限や持ち出し用品の不備を定期的に点検しましょう。

非常時持ち出し品は、使用するときに支障のないように、定期的に点検しておきましょう。特に食品や飲料水の賞味期限
はまめにチェックし、賞味期限がせまったものから順に入れ替えておきましょう。

□ 飲料水としてペットボ
トルや缶入りのミネ
ラルウォーター （1人1
日3リットルを目安に）

□ 貯水した防災タンク
など

□ 生活用水（風呂・洗濯機などに貯水）
□ 毛布・寝袋・洗面用具・ドライ
シャンプーなど

□ 調理器具（なべ・やかんなど）
□ バケツ・各種アウトドア用品など

□ お米（缶詰・レトルト・アルファ米
も便利）

□ 缶詰・レトル卜食品
□ 梅干し・調味料など
□ ドライフーズ・チョコレー
ト・アメ（菓子類など）

水水

非常時
持ち出し品
（例）

非常時持ち出し品の準備＆チェック

非
常
時
持
ち
出
し
品
の
準
備
＆
チ
ェッ
ク

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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　災害に強い地域づくりを目指して、災害時の被害を軽減するため、「自主防災組織」活動を
通じて、共助の強化、地域の防災力の強化に向けた取組を始めてみませんか？

◯災害発生時はもちろん、日ごろから地域の皆さ
んが一緒になって防災活動に取り組むための
組織を「自主防災組織」と言います。

◯平常時には防災訓練や広報活動、災害時には
初期消火、救出救護、
集団避難、避難所へ
の給食給水などの活
動を行います。

◯大規模な災害が発生した場合、消防署などの防災機関だけでは、十分
な対応ができない可能性があります。

　　このような時、地域の皆さんが一緒になって協力し、災害や避難に関す
る情報の伝達、避難誘導、安否確認、救出・救護活動に取り組むことで被害
の軽減を図る事ができます。また、活動を迅速に進めるためには「お互いに
顔の見える関係」の中で、事前に地域内で役割分担を決めておくことが有
効です。
　　より効率よく、さまざまな活動をするためにも事前の準備（＝体制づ
くり）が重要です。

情報班 消火班 避難誘導班

救出救護班 給食・給水班

合志市総務課　交通防災班
Tel. 096-248-1112

《お問い合わせ》

自助 共助

公助

自分自身や家族・
財産を守るた
めの活動

消防、警察、行政、
公益企業が実施
する救助・援助

活動

地域や近隣の人が
互いに協力し
合う活動

〈地域の防災力〉

1. 自主防災組織とは？

自主防災組織の活動内容は概ね次のような役割になります。

2. なぜ、自主防災組織が必要なの？

災害に強い地域をつくりませんか？

地域の
防災力

自主防災組織

自
主
防
災
組
織

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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寺院 map⑨ C－2
浄土真宗本願寺派

青雲山 眞教寺
■合志市豊岡220
■TEL:096-248-1298 ■FAX:096-248-1570

電気工事 map④ A－5

不二電気工業株式会社
電気工事・電気通信工事・管工事・消防施設工事・土木
工事・鋼構造物工事
■本社：熊本市西区田崎1-4-28
■TEL:096-354-3555 ■FAX:096-354-3529
■http://www.fujidenkikogyo.co.jp/

合志出張所 あり



家の中

デパート・スーパー

集合住宅

路上 車を運転中

電車などの車内

1～2分

3分

5分

10分
数時間

3日

最初の大きな揺れは約1分間

揺れがおさまったら
◆火元を確認　火が出たら、落ち着いて初期消火　◆家族の安全を確認　倒れた家具の下敷きになっていないかを確認
◆靴をはく　家の中はガラスの破片が散乱。靴や厚手のスリッパをはく　◆津波などの危険が予想される地域はすぐ避難
◆避難するときは、屋根瓦・ブロック塀・自動販売機等に注意　

◆まず、身を守る安全確保　手近な座布団などで頭を保護　
◆すばやく火の確認　ガスの元栓、コンセント
◆大きな揺れの場合は、身の安全を確保し、すばやく屋外の安全な場所に一時避難する

みんなの無事を確認　火災の発生を防ぐ
◆災害弱者の安全確保　隣近所で助け合う
◆行方不明者はいないか　◆ケガ人はいないか

ラジオなどで正しい情報を得る
◆大声で知らせる　◆救出・救護を　◆防災機関、自主防災組織の情報を確認　◆デマにまどわされないように　
◆避難時に車は極力使用しない　◆電話は緊急連絡を優先する

協力して消火活動、救出・救護活動
◆水、食料は蓄えているものでまかなう　3日間の飲料水と食料の備蓄をしておく
◆災害・被害情報の収集　◆無理はやめよう　◆助け合いの心が大切　◆壊れた家に入らない

◆初期消火　消火器を使う　バケツリレー　風呂の水はため置きをしておく
◆漏電・ガス漏れに注意　◆電気のブレーカーを下ろす・ガスの元栓を閉める　◆余震に注意

隣近所に
声をかけよう

出火防止
初期消火

地震
発生

地震発生時の時間経過別行動マニュアル

◆その場に立ち止まらず、窓ガラス、看板などの落
下物から頭をカバンなどで保護して、空き地や公
園などに避難する。

◆近くに空き地などがないときは、周囲の状況を冷
静に判断して、建物から離れた安全性の高い場所
へ移動する。

◆ブロック塀や自動販売機などには近づかない。
◆倒れそうな電柱や垂れ下がった電線に注意する。

◆ハンドルをしっかりと握り、徐々にスピードを落とし、
緊急車両などの通行スペースを確保し、道路の左側
に止め、エンジンを切る。
◆揺れがおさまるまで冷静に周囲の状況を確認して、
カーラジオで情報を収集する。
◆避難が必要なときは、キーはつけたまま、ドアロックも
しない。車検証などの貴重品を忘れずに持ち出し、徒
歩で避難する。

◆つり革や手すりに両手でしっかりつかまる。
◆乗務員の指示に従って落ち着いた行動をとる。
◆途中で止まっても、非常コックを開けて勝手に車外へ出たり、窓から飛び降りたりしない。

◆カバンなどで頭を保護し、ショーウィンドウや商品などから離れる。　
柱や壁ぎわに身を寄せ、係員の指示を聞き、落ち着いた行動をとる。

◆揺れを感じたら、身の安全を確保し、すばやく屋外の安全な場所へ避難する。
◆火の確認はすみやかに（コンセントやガスの元栓の処置も忘れずに）。
◆乳幼児や病人、高齢者など災害弱者の安全を確保する。
◆裸足で歩き回らない（ガラスの破片などでケガをする）。

◆ドアや窓を開けて避難口を確保す
る。避難にエレベーターは絶対に
使わない。炎と煙に巻き込まれな
いように階段を使って避難する。

屋内に
いた場合

屋外に
いた場合

地震

地
震

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm

10

建設・土木 map⑨ C－3
誠実な仕事をモットーに！

有限会社野田建設工業
建設土木・上下水道・外構工事関係でお困りでしたら、
ご相談ください。
■合志市幾久富1360
■TEL:096-248-1072
■FAX:096-248-1997

測量・設計 map③ D－4
測量業登録 （第７－１４３５６号）

有限会社 松下測量設計社
測量・設計 コンサルタント

■合志市野々島4783-3
■TEL:096-242-2750 ■FAX:096-242-2752

あり



１人で消せるだろうと考えず、隣近所に火事を知らせ、すみやかに119通報を。
初期消火で火事を消せなかったら、すばやく避難しましょう。

●「火事だ」と大声を出し、隣近所に援助を求める。声が出なけれ
ばやかんなどを叩き、異変を知らせる。
●小さな火でも119番に通報する。当事者は消火に当たり、近く
の人に通報を頼む。

１ 早く知らせる

早く消火する

早く逃げる

●出火から３分以内が消火できる限度。
●水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を叩く、
毛布で覆うなど手近なものを活用する。

●天井に火が燃え移った場合は、速やかに避難する。
●避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を絶つ。

２

３

火災予防が一番 !! 住宅用火災警報器の設置義務化
消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

火災警報器の設置場所

火災による死傷者を無くすためにも設置しましょう。

住宅内取付位置図

初期消火
の

３原則

火災予防

寝　室 すべての寝室（子供部屋や老人
の居室など就寝に使われている
場合は対象となります）への設
置が必要です。

階　段 寝室のある部屋の階段の天井な
どへの設置が必要です。

台　所 台所への設置もおすすめします。

寝室 1 階段

リビング・
ダイニング

寝室 2

子ども部屋（寝室）

火事だ
!!

警報器

　

　

火災

火
災

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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就労移行支援事業所 map⑯ E－1
障がい者の一般就労を目指すお手伝いをします

よほう苑
本人の状況や希望を聞き、心と体のバランスを取りながら最長２年間の職
業訓練を行って就労をサポートします。詳しくはお気軽にご相談下さい。
■合志市須屋1635-59
■TEL:096-242-0881 ■FAX:096-242-0883
■開所時間／8：30～17:30
■URL:http://yohousha.jp/yohou-en/ あり

保育園 map⑬ D－2
社会福祉法人 翌桧会（あすなろかい）

はあもにい保育園
合志市豊岡2000-194
■TEL 096-247-2230 ■FAX 096-247-2234
<保育目標>
健康で明るく感謝する子ども
自主性に富み創造性豊かな子ども
生命を大切に感動する心を持つ子ども あり（20台駐車可）



台

大雨注意報 大雨警報

雨の音で話し声がよく
聞き取れない。

ワイパーを速くしても見
づらい。側溝や下水、小
さな川があふれる。

山崩れ、がけ崩れが起き
やすくなり危険地帯で
は避難の準備が必要。

マンホールから水が噴出す
る。土石流が起こりやすい。
多くの災害が発生する。

風に向かって歩きにくくなる。
傘がさせない。

風に向かって歩けない。
転倒する人もいる。

しっかりと身体を確保しないと
転倒する。風で飛ばされた物で
窓ガラスが割れる。

立っていられない。
屋外での行動は危険。
樹木が根こそぎ倒れはじめる。

雨による大規模な災害
の発生する恐れが強く、
厳重な警戒が必要。

◆ラジオやテレビなどの気象情報に注意する。
◆市や防災関係機関の広報をよく聞いておく。
◆停電に備え懐中電灯や携帯ラジオを用意する。
◆非常時持出品を準備しておく。

◆早く帰宅し、家族と連絡を取り、非常時に備える。
◆飲料水や食料を数日分確保しておく。
◆浸水に備えて家財道具は高い場所へ移動する。
◆危険な地域では、いつでも避難できるよう準備をする。

（1時間雨量：mm）

（平均風速：m／秒）

（平均風速：m／秒）

大雨や強風はわたしたちに何度も大きな災害をもたらしています。
ふだんから気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。

まずは、確実な情報が大事
その次に迅速な対応

大雨注意報・警報の発表基準
大雨情報をキャッチ！こんなときのわが家の安全対策。

日本には毎年多数の台風が接近あるいは上陸し、たびたび大きな被害をもたらします。
台風の接近が予想される際は、台風情報に十分注意し、被害のないように備えることが必要です。

集中豪雨は、限られた地域に、突発的に短時間に集中して降る豪雨で、梅雨の終わりごろによく発生します。
発生の予測は比較的困難で、中小河川の氾濫、土砂崩れ、がけ崩れなどによる大きな被害をもたらすことが
ありますので、気象情報に十分注意し、万全の対策をとることが必要です。

つねに気象情報には、
注意しておきましょう！

10mm以上
　　　～20mm未満

20mm以上
　　　　　～30mm未満

30mm以上
　　　　　～50mm未満

50mm以上
　　　　　～80mm未満 80mm以上～

雨の強さと降り方

10m/秒以上
　　　　　～15m/秒未満

15m/秒以上
　　　　　～20m/秒未満

20m/秒以上
　　　　　～25m/秒未満 25m/秒以上～

風の強さと吹き方

大きさ 風速15m/秒 以上の半径 最大風速

大型（大きい） 500km以上～800km未満 33m/秒 以上～44m/秒 未満

非常に強い 44m/秒 以上～54m/秒 未満
超大型（非常に大きい） 800km以上 54m/秒 以上

台風

強さ
強い

猛烈な

集中豪雨

大雨による災害が発生するおそれが
あると予測される場合。
1時間雨量が40mm以上 1時間雨量が60mm以上

大雨による重大な災害が発生する
おそれがあると予測される場合。

風水害・台風

風
水
害
・
台
風

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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建設 map③ Dー4
足場工事全般

株式会社 櫻建
とび・土工工事業 熊本県知事許可（般-25）第17494号

■合志市野々島5178-1
■TEL:096-348-5501 ■FAX:096-348-5502
■URL:http://www.o--ken.co.jp/

あり

建築物総合メンテナンス map⑧ A－4

合同会社フロンティア
〈取扱業種〉・ハウスクリーニング・店舗、事務所メンテナンス・ビル管理全般
・外壁クリーニング・定期清掃・新築仕上げ・中古仕上げ・リフォーム後仕上げ

■合志市御代志1656-110
■TEL:096-282-8175 ■FAX:096-282-8176
■営業時間／8:00～19:00 ■定休日／日曜日
■熊本営業所:熊本市東区戸島西1-27-7-101 あり



がけ崩れ発生

内水氾濫外水氾濫

がけ崩れ

土石流

地すべり

大雨などにより、川の水量の増加や地中にしみこんだ水分などが起因となり、大きな災
害に発展する場合があります。事前にその災害のメカニズムを理解し、身近に起こりえ
る災害に対応しましょう。

雨量の増加によってもたらされる氾濫には、川から水があふれたり堤防が決壊して起こる「外水氾濫」と、
街中の排水が間に合わず、地下水路などからあふれ出す「内水氾濫」の2タイプがあります。

土砂災害警戒情報が発表されていなくても、ふだんと異なる状況「土砂災害の前兆」に気づいた場合には、
直ちに周りの人と安全な場所へ避難しましょう。また、日ごろから危険箇所や避難場所・避難経路を確認し
ておくことも重要です。

その場所に降った雨水や、周りから流れ込んでき
た水がはけきれずに溜まっておきる洪水。川の
水位が何mに達すれば警報を出すなどの対応が
難しいため、注意が必要。

大雨の水が川に集まり、川の水かさが増し堤防
を越える。あるいは堤防を決壊させて川の水が
外にあふれておきる洪水。氾濫が起きると一気
に水かさが増しますので、最大の注意が必要。

小石が落ちる
木が倒れる

ひびわれが入る

頭部のひびわれ

わき水の量
が増える

ひびわれが
大きくなる

小石が
バラバラ落ちる

わき水が止まる
（あるいは噴きだす）

根の切れる
音がする

木が傾いたり
倒れる

※上記は一般的な前兆現象です。すべての場合において必ず起きるというものではありません。
ふだんと違い、少しでも身に危険を感じたら避難するようにしましょう。

斜面の一部あるいは全部が、地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移
動する現象のことをいいます。一般的に移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及
ぼします。また一旦動き出すと、これを完全に停止させることは非常に困難です。

山腹・川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流され
ることをいいます。その流れの速さは規模によって異なりますが、時速20～40km
という速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまいます。

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に
斜面が崩れ落ちることをいいます。がけ崩れは突然起きるため、人家の近くで起き
ると逃げ遅れる人も多く、被害者の割合も高くなっています。

川の氾濫

土砂災害

土砂・洪水

土
砂
・
洪
水

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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自動車部品（二輪・四輪） map⑧ E－4
世界中のモビリティ・ユーザーの走る喜びに貢献します。

合志技研工業株式会社
当社は二輪排気系を中心に四輪・汎用製品の部品を
世界中のお客様に向けて製造しています。
■合志市豊岡1280
■TEL:096-248-2431 ■FAX:096-248-3931
■URL:http://www.goshigiken.com/index.html

JA菊池 http://jakikuchi.jp/
「きくちのまんま」は安心品質の菊池ブランドです

菊池地域農業協同組合
きくちの農産物を買うならココ！
［きくちのまんま 合志店］合志市栄3766-30（map⑧ Ｄ－５）
■合志中央支所／ 合志市竹迫2010（map⑨ Ｄ－３）
■TEL:096-248-1120 ■FAX:096-248-1107
■西合志中央支所／合志市野々島4793（map③ D－4）
■TEL:096-242-1163 ■FAX:096-242-4304 あり



自転車は道路交通法上、「軽車両」です。自動車と同じ車両ですので、歩道と車道
の区別のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。
違反した場合、３ヶ月以下の懲役または５万円以下の罰金
また、自転車道がある場合は、自転車道を通らなければなりません。
違反した場合、2万円以下の罰金または科料

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は車両ですが、例外的に歩道を通行することができる場合があります。しかし、歩道上ではあくまで歩行者優先です。
歩道を通行するときは、歩道の車道寄りまたは指定された部分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は
一時停止しなければなりません。　違反した場合、２万円以下の罰金または科料

自転車乗用中の事故による被害を軽減させるため、幼児・児童には乗車用ヘルメットを着用させましょう。
※警察庁の統計によれば、自転車事故による死者の損傷部位は、頭部の割合が62.4％と圧倒的に高くなっています（平
成26 年中）。幼児・児童に限らず、事故時の被害軽減のため自転車に乗るときは、ヘルメット着用を心がけましょう。

道路交通法の改正により、平成27年6月1日から、
信号無視や一時不停止、飲酒運転などの一定の違
反行為（危険行為）を繰り返す自転車運転者に、安
全講習の受講が義務づけられました。
受講命令に従わない場合：5万円以下の罰金

ブレーキを備えていないため、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車については、警察官から、
停止や検査、応急措置や運転禁止を命じられることがあります。違反した場合：5万円以下の罰金

※ただし、幼児を乗せる
場合等は、例外的に
認められています。
違反した場合、2万円
以下の罰金または科料

3年以内に2回以上危険行為で検挙された14歳以上の人が対象

※「並進可」の標識のあ
る場所では、2台まで
並進できます。

信号無視／通行禁止違反／歩行者用道路における車両の義務違反( 徐行違反) 
／通行区分違反／路側帯通行時の歩行者の通行妨害／遮断踏切立入り／交差
点安全進行義務違反等／交差点優先車妨害等／環状交差点安全進行義務違反
等／指定場所一時不停止等／歩道通行時の通行方法違反／制動装置( ブレー
キ) 不良自転車運転／酒酔い運転／安全運転義務違反

違反した場合、2万円
以下の罰金または科料

信号無視は3ヶ月以下
の懲役または5万円
以下の罰金等

酒酔い状態で運転し
た場合、5年以下の
懲役または100万円
以下の罰金

一時不停止は3ヶ月以下の懲役または
５万円以下の罰金等

夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金

● 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識等がある場合
● 幼児・児童（13歳未満）や高齢者（70歳以上）、身体の不自由な人が運転している場合
● 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

安全ルールを守る

子どもはヘルメットを着用

軽車両である自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。
右側通行は、対面する自転車や自動車にとって大変危険であるうえ、法律違反になります。
自転車道を通行する場合も必ず左側を通行しなければなりません。違反した場合、３ヶ月以下の懲役または５万円以下の罰金

車道は左側を通行

二人乗りはしない 道路は並んで走らない 信号を正しく守る 飲酒運転はしない 一時停止と安全確認をしっかり行う

夜間は必ずライトを点灯する

自転車運転者講習制度
自転車運転者講習の対象となる危険行為（14類型）

自転車の検査等

ヘルメットを
かぶりましょうね

は
ー
い！

1

3

4

5

自転車が歩道を通行することができる場合

2

転載元：一般社団法人日本損害保険協会

交通安全対策　《自転車安全利用五則》

交
通
安
全
対
策

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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保険代理店 map④ B－3

㈱御代志保険サービス
損害保険、生命保険代理店。
お客様のご要望に沿って、最適な保険商品をご提案いたします。
■合志市御代志329-3
■TEL:096-223-8058 ■FAX:096-223-8062

あり

保育園 map⑰ E－1
こどもの個性を尊重した５領域の保育方針

和みほいくえん
①心身の健康の領域（健康）②言葉の習得の領域（言葉）③表現・感性
領域（表現）④人とのかかわり（人間関係）⑤環境の領域（環境）
■合志市幾久富1909-65
■TEL:096-288-1593 ■FAX:096-288-1594
■保育時間／7:00～19:00（延長、日・祝日等は要相談）
■URL:http://nagomi-child.jimdo.com/ ※その他ご不明な点はお気軽にご相談下さい。 あり



安全マップ

　防犯ボランティア団体の増加や各地域でのパトロールなどの活動に伴い、熊本県内の刑法犯認知件数は年々減少しています。
　一人ひとりが防犯意識を高め、地域での自主防犯活動に取り組むなど、地域の連帯感を高めて犯罪の起きにくいまちづくり
をすすめましょう!!

「犯罪の起きにくいまちづくり」をすすめましょう!!

★ちょっと外出する時も
　必ずカギかけを!
　自動車や自転車のカギかけも
　忘れずに!
　自転車盗、オートバイ盗、
　車上ねらい、空き巣の被害が全体の約3割!
　＊詳しい防犯対策や県内の犯罪情勢・犯罪マップは、
　県警のホームページでご覧ください。
　（http://www.police.pref.kumamoto.jp/）
★気軽にあいさつや声かけを!
　ご近所づきあいが防犯にも
　つながります。犯罪者は、見られたり、
　声をかけられたりすることを嫌います。

k110@ansin.police.pref.kumamoto.jp へ空メールを送信して、返信されたメールの
指示に従って登録してください。 ＊登録料、会費は無料ですが、メール受信料は個人負担です。

ゆっぴー安心メールに関するお問い合わせは、熊本県警察本部生活安全企画課
犯罪抑止対策室（☎096-381-0110）又は最寄りの警察署の生活安全課（係）まで

何をすればいいの?

まずはままままままま はずははずははずはははずははまずは

さらにささささらららにささららにさらににさらに こんなこともここここここ ななんんななこなこととともこここ なんなこなこととともんなこともこなこととともこんなことも

みんなでんみみんなんなでででんなでんんなんなでででんんなんなでででみんなで
★道路、公園、空き家などを点検して、暗がりや死角など、
　危険箇所（入りにくく、見えにくい場所等）の把握や
　解消を！
★子どもたちや地域の人たちで「地域安全マップ」づくりを！
　（犯罪の起こりやすい場所等を書き込んだ地図を子ど
　も、保護者、地域住民とともに作成することで、子ども
　たちの危険回避能力などを向上させることができます）
★地域で防犯教室等を開催して
　防犯意識を高めよう！
★子どもの下校時や夜間の
　防犯パトロールで
　犯罪抑止を！

★子どもや高齢者の見守り・気配りを！
　子どもや高齢者を狙った事件が多発しています。散歩
や買い物の時間を子どもたちの下校時間に合わせた
り、ご近所の一人暮らしの高齢者に声をかけるなど、普
段のくらしの中で意識すればできることもあります。

★防犯灯の設置・点検及び門灯や玄関灯の点灯で夜間の
見通し確保！犯罪防止や歩行者の安心につながります。
★落書き消しやゴミ拾い、草刈りなど、きれいな街を保つ
ことも、防犯につながり
ます。地域ぐるみで取り
組むと、より効果的です。

地域の犯罪情報は、ゆっぴー安心メールで!
県内で発生した声かけ事案や不審者などの情報を携帯電話にメールで配信します。

ツーロック

パトロール中
パトロール中

防犯対策

防
犯
対
策

広　告
30×90mm

広　告
30×90mm
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合志市商工会

本　所 〒 861-1104 合志市御代志 1842 
 TEL （096）242 － 0733 
 FAX （096）242 － 0413
支　所 〒 861-1112 合志市幾久富 1123 － 1
 TEL （096）248 － 0622 
 FAX （096）248 － 0120 
HP http://www.koshi-sk.net/ 
E-mail kosisisk@tulip.ocn.ne.jp

　合志市市制施行 10周年、誠におめでとうございます。
　この度の「合志市総合防災マップ」発行に当たり、商工
会も全面的に協力いたしました。
　商工会は、平成 20 年 4月 1日に、旧合志町商工会と旧
西合志町商工会が合併し、本年4月で9年目を迎えます。「地
域とともにあり、地域の発展に貢献する。」を合言葉に、経
営改善普及事業並びに地域総合振興事業等の実施を通じて、
地域商工業の振興発展と地域の振興発展に取り組んで参り
ました。

　商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となっ
て、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活
動を行う団体です。
　また、国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及
事業）の実施機関でもあり、小規模事業者のみなさまを
支援するために様々な事業を実施しています。もちろん
小規模企業施策だけでなく、様々な中小企業施策も実施
しています。

　今後も、行政と一体となり、今以上に、地域において、
真に役に立つ、頼れる商工会を目指して、なお一層、精進
努力する所存でありますので、どうかよろしくお願い申し
上げます。

　　　平成 28年１月
　　　合志市商工会会長　上林　節郎

　合志市商工会では、これらの小規模事業施策の実施だけ
でなく、「ワンパクすもう大会」の実施、「合志市市民祭り」、
「竹迫初市」への協力支援、地域貢献活動（ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ他）
の実施、「すまいアレコレこうしたい」による地域住民の生
活支援等の地域振興事業も行っています。
  また、商工会には青年部及び女性部の組織があり、　自己
研鑽、企業経営に役立つネットワークづくり、部員相互の交
流などを通じて地域経済の発展を目指して活動しています。

合志市商工会ご挨拶

商工会のご案内

通常総会

女性部　ガーデニング講習会

青年部　ワンパクすもう大会 秋祭り　弁天様行列

《合志市商工会》

商工会の目的は企業の繁栄と地域の発展です
ご活用下さい　あなたのまちの商工会

合
志
市
商
工
会
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愛あふれる総合リフォーム
株式
会社大登技建

外壁塗装・内装・屋根・防水・サッシ・住宅設備機器・エクステリア

リフォームの専門家
無
料
見
積
り

ア
フ
タ
ー

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

長
期
保
証

Before After Before After Before After
①外壁塗装
3回塗り工法 保証もバッチリ長期保証
防水効果もあり見違える程キレイになります
カラーシミュレーション無料

②防水
防水ベランダのはがれやこけは雨もりの
原因
安価なウレタン防水が可能です

③トイレ
トイレの種類も豊富で床のタイルや
壁紙の組合せが可能
施工もたった一日

Before After
④外構フェンスリフォーム

合志市豊岡2011－10

営業時間 月～土 8：00～19：00

「住まい」に関することは何でもお気軽にご相談下さい

http://daitou-giken.com

TEL（096）277－7755
FAX（096）277－1710

再春荘病院↑

↓光の森ゆめタウン武蔵ヶ丘↓

文
合志南小学校 合志市役所

合志工業団地
肥後銀行合志支店

★大登技建

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています

安心・安全・快適
目隠しフェンス
そろっています



合志市 合併10周年

合
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新築・リフォーム・エクステリア map⑧ B－3
きもちいい、住まい。

合同会社eehome
新築、リフォーム、外構エクステリアに至るまで一貫したサービス
のご提供のために研究、努力しています。一度お電話ください。
■合志市御代志1648-35
■ 0120-117-466 ■FAX:096-327-9340
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／水曜日
■URL:http://ee-home.jp/ あり
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KANBAYASHI CUSTOM

株式
会社

［　　　　　　］

建設コンサルタント map⑰ A－2
総合建設コンサルタント

㈱ウラタ・シビル・コンサルタント 合志営業所
測量、計画、設計、調査、支援・管理
■合志市須屋1458-65
■TEL:096-348-2277 ■FAX:096-348-2278
■本社：熊本市東区戸島6丁目34－1

TEL:096-389-4577 FAX:096-389-4455

鉄筋工業 map⑧ A－1
鉄筋加工、鉄筋組立

株式会社岩田鉄筋工業
一般鉄筋工事、請負業

■合志市野野々島4393-51
■TEL:096-242-0094 ■FAX:096-242-0192

加工食品 map⑧ E－2
貴重な国産ごまの栽培から商品開発・加工・販売まで

株式会社 屋
ごま栽培農家募集！下記までお問い合わせください。
■合志市栄3610-70
■TEL:096-248-0044 ■FAX:096-248-0048
■ http://www.gomanet.co.jp

車両全般 map⑬ Cー1
車のことなら当店にお任せください

三池ロードサービス
車検・整備・鈑金・塗装

各種保険取扱い・輸出業・新車、中古車販売
■合志市栄3791-59
■TEL:096-248-5010 ■FAX:096-247-4132

建設コンサルタント map⑯ Eー1
測量設計

㈱日田プランニング
熊本市東区小峯に本社を置く建設コンサルタント会社です。合志市の他、
阿蘇市・玉名市にも営業所をおいて県北を中心に営業し業務を行っています。
■合志営業所：合志市須屋2958-36

TEL：096-242-3732
■本 社：熊本市東区小峯2丁目5-21

TEL：096-331-5820 あり

工業団地協同組合 map⑧ Eー2
地域経済の発展に貢献する15企業集団

栄工業団地協同組合
組合創立20周年、栄工業団地はこれからも
地域の皆様と共に歩み、共に成長を続けて参ります。
■合志市栄3610-67
■TEL:096-249-2411 ■FAX:096-249-2412

たばこ・医薬・加工食品 map⑭ B－1

日本たばこ産業株式会社 西日本原料本部
合志市合併10周年 おめでとうございます。
■合志市幾久富1568-3
■TEL:096-247-4310 ■FAX:096-248-5083
■URL:http://www.jti.co.jp/
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鋼材・土木建材・非鉄金属等販売加工 map⑭ B－2
未来を作る創造形企業。おかげさまで創業100周年。

創業以来『地域社会に密着した創造形企業』を経営理念としてまいりました。
今後も業界のパイオニアを目指して社員一丸となり鋭意努力いたします。
■合志市幾久富1600-5
■TEL:096-248-7800
■FAX:096-248-7899
■URL:http://www.yoshihiro-kouzai.jp/

福祉 map④ C－5
社会福祉法人 山紫会

096-242-0138（菊香園）096-242-5151（ケアハウス）
096-242-0115（白鳩園）096-242-5666（くぬぎ園）
■施設案内は随時おこなっておりますので、入居をご希望の方は
一度ご連絡ください。

■http://www.sanshikaikikukaen.or.jp
■合志市御代志718-4 事業主体：社会福祉法人山紫会 あり

シルバー人材センター map⑨ E－3
公益社団法人

合志市シルバー人材センター
市をはじめ企業・一般家庭の軽作業（草取り等）を中心に、庭木の剪定
のほか大工・左官修繕工事・農作業手伝いなど幅広く行っております。
■合志市竹迫1741-2
■TEL:096-248-2394 ■FAX:096-248-2395
■業務時間／土日祝日を除く月曜日～金曜日の8:30～17:15
■E-mail:koushi@sjc.ne.jp あり

土地開発 map⑦ D－4
測量業登録第（２）ー３０６９１号

株式会社土地開発コンサルタント
道路測量・設計全般・開発許可申請全般

■合志市野々島5571-1
■TEL:096-242-8568 ■FAX:096-242-8567

あり

建設機械・車両のレンタル map⑧ E－2
安心のレンタル

熊本中央リース株式会社
当社は熊本県内に本社、その他6つの営業所を設け、熊本に特化した事業展
開をしております。働く車のことなら、熊本中央リースにお任せください。
■［本社事業部／キカイセンター］合志市栄3610-56 栄工業団地内
■TEL:096-249-2333 ■FAX:096-249-2334
■URL:http://kumachu.net/
■［営業所案内］空港通り（中央リースレンタカーCORECAR）／大津／新港線／かしま／植木／宇城

建設コンサルタント map⑯ E－1
公共測量

有限会社新興測量設計
建設コンサルタント（登録 建２７ 第９５１７号）
測量設計
■合志支店：合志市須屋1635-305

TEL:096-348-2965 FAX:096-348-2966
■ 本 社 ：熊本市東区上南部3-32-8

TEL:096-380-9808 FAX:096-380-9810

建設・補償コンサルタント

（株）興和測量設計
≪営業種目≫ ■建設コンサルタント業務 ■測量調査業務 ■補償コンサルタント業務

■地理情報（GIS）システム業務 ■コンクリート構造物非破壊診断業務
■合志営業所／合志市須屋2351-39 TEL:096-249-1260
■本 社／熊本市北区改寄町2141-1 TEL:096-272-7711
■URL:http://www.kowa-kk.co.jp/

シロアリ駆除 map⑭ B－4
シロアリのことなら当社へ！

シロアリ防除の杉並
☆シロアリ駆除専門です☆

■合志市幾久富1714-30
■TEL:096-248-2685
■FAX:096-248-2685
■E-mail:qqbc2uad@diary.ocn.ne.jp
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