
●市内の事業者一覧（参考）

○対象となる工事（例）

◦外部工事（屋根工事､ 外壁工事､ 建具工事など）
◦内部工事（内装工事、建具工事など）
◦設備工事（浴室工事､ 衛生工事､ 配管工事など）
◦塀、基礎の工事など

×対象とならない工事（例）

◦別棟や外構の工事（倉庫・車庫・看板など）
◦機器類（電気器具や給湯器など）の購入や修理
◦備品（家具・システムキッチン・カーテンなど）
◦その他（防虫剤散布・ハウスクリーニングなど）

地区 商号または名称 住所 電話番号

合
生

㈾タカキ 合生87 242-0407

㈲土屋工務店 合生4091 242-0787

㈱美匠 合生901-2 288-0527

㈲山浦設備 合生60-6 242-2000

須
屋

㈲池田塗装工業 須屋2695-48 242-1678

㈲インテリアいけなが 須屋2091-6 344-7311

㈱カイセイ設備工業 須屋1626-92 242-4114

㈱KYO-SHiN 須屋1375-24 343-9800

㈱黒石原建設 須屋2022-2	 344-8243

㈱城北 須屋1939 343-1415

セイ建設㈱ 須屋1828-6 344-0427

㈲阪口水道 須屋1838-3 345-9139

大道建設㈲ 須屋1507-6 242-4636

チヨダ建設㈱ 須屋2596-2 242-5211

㈱辻組 須屋1841-1 344-0426

㈱でんきのサントップ 須屋364-5 344-3951

㈲肥後ハウスリフォームセンター 須屋1924-20 346-2002

㈲堀川設備 須屋2972-111 242-4455

勝工業㈱ 須屋1292-1 288-3310

野
々
島

㈱一城建設 野々島87-1 242-3037

㈱コウセイ 野々島4847-1 242-2889

㈲三友企業 野々島4414-198 242-2777

末雄建設 野々島5355-2 242-2388

㈲寺本工務店 野々島2374-2 242-1386

ペインティング美光 野々島4393-180 242-0960

㈱ホワイト企画 野々島4429-1 242-5567

㈱峯樹木園 野々島4393-54 242-1045

御
代
志

㈲池本建装 御代志1541-3 242-5521

㈲大島設備 御代志1598-1 242-3070

㈲大塚商事 御代志1740-1 242-0031

㈲小幡新章建設 御代志1743-16 242-1995

上林工業㈱ 御代志868 242-1011

功祐塗装工業 御代志1476-2 090-3986-3312

㈲小牧設備 御代志2086-79 242-1858

㈱進藤建設 御代志2086-44 242-5231

㈲谷弘総合企画 御代志819-1 242-4770

西部管工土木㈱ 御代志1516-2 242-4111

野沢工芸建築㈱ 御代志854 242-1021

㈲松本工建 御代志1163 242-3438

地区 商号または名称 住所 電話番号

御
代
志

㈲松岡組 御代志1424 242-0068

㈲益田冷熱 御代志1872-16 242-3817

㈱水上建材建設 御代志1610-1 242-0072

㈲山本工業 御代志2086-3 242-0067
上
庄 SK・ペイントホーム㈱ 上庄1232 288-2258

幾
久
富

㈱クレサ・ヒロ 幾久富1758-182 215-5470

㈱北川土木 幾久富1909-904 248-3409

晃栄㈱ 幾久富1620 213-5851

㈲太陽工務店 幾久富1758-118 248-5123

㈲野田建設工業 幾久富1360 248-1072

㈲ホナミ 幾久富1656-345 248-2995

明進建設 幾久富1647-64 215-5622

㈲森川産業 幾久富11 248-1849

㈱ゆうき建設 幾久富1334 348-6777

渡邉技研 幾久富1758-405 248-4016

栄

有田組 栄65 248-1798

㈱井本商会 栄1224 248-2580

㈱一畳屋 栄3415-11 348-3176

㈲大嶋造園 栄3235 248-1843

坂井建設㈱ 栄3792-27 248-2518

㈱髙宮城工業	合志支店 栄3415-26 245-6396

㈱東栄建設 栄508 248-3131

竹
迫

合志総合土木 竹迫97 248-1850

㈲ケイト建設 竹迫100-6 248-3338

新開設備㈱ 竹迫1916-1 248-4849

㈲松岡設備 竹迫1866 248-1435

豊
岡

㈲緒田設備 豊岡342 248-5989

㈱熊本管工土木 豊岡2364-2-18 223-8522

㈲善啓工業 豊岡2000-1403 0120-350-539

㈱大登技建 豊岡2525-2 248-8715

㈲田島土木 豊岡245 248-0377

西日本産業㈲ 豊岡2400 248-0047

松﨑塗装 豊岡2502-91 321-8955

㈲松永工業 豊岡502-1 248-0431

福
原

㈱エフ・ケイ工業 福原1145-3 248-3935

㈲衛藤建設 福原2358 248-3006

熊建工業㈲ 福原1394-1 248-0347

山下建設㈱ 福原2404-2 248-9557

災害復興商品券助成事業

住宅や店舗の復旧費用を商品券で助成します
　熊本地震で被災した住宅や店舗について、復旧費用の一部を商品券で助成します。商
品券は工事完了後に助成します。
　すでに完了した復旧工事も対象になります。工事事業者は問いません。

●申請期限　８月31日㈬　●工事完了期限　平成29年12月31日㈰　●商品券の有効期限　平成30年３月31日㈯

●申し込み・問い合わせ先　商工振興課（合志庁舎）☎248-1115

●対象
申請者が市内に所有し、熊本地震で被災した住宅
または店舗の安全回復に必要な復旧工事で、費用
が１棟につき合計100万円以上（税込）のもの
●助成内容
◦市内の工事事業者を利用する場合
･ …５万円分の商品券
◦市外の工事事業者を利用する場合
･ …２万５千円分の商品券
※１棟の復旧にかかる工事費は合算できます。市内と市
外の事業者を両方利用することもできます。
※商品券が使える店舗の一覧は工事後に商品券とともに
お渡ししますが、市ホームページからダウンロードもで
きます。

●申請方法
次の書類を商工振興課へご提出ください。工事事業者が持参してもかまいません。
申請書と完了実績報告書は、商工振興課で受け取るか、市ホームページからダウンロード
してください。

自宅が全壊または半壊の判定を受けた人は、次の制

度の対象になる場合があります。その際は、この事

業と同時に利用することはできません。

◦災害救助法に基づく震災被災住宅の応急修理制度
　問い合わせ先　都市計画課（西合志庁舎）

　　　　　　　　☎242-1104

◦被災者生活再建支援制度（７ページ）
　問い合わせ先　福祉課　社会福祉班（西合志庁舎）

　　　　　　　　☎242-1149

工事前・工事中に申請する場合
①事前に申請書を提出する
◦申請書
◦住宅などの被災状況が分かる写真や各種証明
書（り災証明書の写しなど）

※写真はＡ４用紙に印刷または貼付してください。
◦工事する住宅などの位置図
◦工事の見積書
　（施工箇所ごとの工事内容と金額が分かるもの）

②工事完了後に次の書類を提出する
◦完了実績報告書
◦工事の明細書
◦工事費の領収書
◦工事後の状況が分かる写真
※施工箇所ごとに１〜２枚程度。Ａ４用紙に印刷
または貼付してください。

工事後に申請する場合
①工事完了後に次の書類を提出する
◦申請書
◦完了実績報告書
◦住宅などの被災状況が分かる写真や各種証明
書（り災証明書の写しなど）

※写真はＡ４用紙に印刷または貼付してください。
◦工事した住宅などの位置図
◦工事の明細書
　（施工箇所ごとの工事内容と金額が分かるもの）
◦工事費の領収書
◦工事後の状況が分かる写真
※施工箇所ごとに１〜２枚程度。Ａ４用紙に印刷
または貼付してください。

※市建設業協会会員・市リフォーム登録事業者を掲載しています。市内の全ての事業者ではありません。
※上記以外の事業者に依頼した分も、助成対象となります。合志市内・市外は問いません。
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