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町からのお知らせ

地区 事業所名 業種 電話番号
大塚 磯本建築 建築 （55）2557
大塚 チェリー塗装工業所 建築塗装 （55）2557
安部 大橋建具店 建具工事 （55）2265
安部 髙垣吹付塗装工業 建築塗装 （55）3417
安部 巽建設 建築 （55）2520
安部 タムロトソー工業 塗装 （55）2597
安部 辻井左官 左官 （55）1781
安部 （株）中山設備工業 水道工事 （55）1931
安部 森本建築 建築 （55）2020
平尾 （有）スターシステム 福祉一般住宅リフォーム （55）7746
平尾 西じまホーム 不動産・リフォーム （55）6368
平尾 ハウスプラザカワベ 建築 （55）0460
疋相 インテリアタカハシ 内装 （55）3977
疋相 竹澤工業 防水工事 （55）0420
疋相 西浦建築 大工 （55）3233
疋相 吉村建築 建築大工 （55）3353
三吉 井岡板金 建築板金 （55）6674
三吉 紙屋工務店 建築 （55）3096
三吉 狩森住設工事 住宅設備・水道 （55）3806
三吉 （有）広陵設備工業 給排水設備工事 （56）4645
三吉 新谷屋根工事店 屋根工事 （56）3115
三吉 山本電機商会 電気工事 （55）3362
三吉 （株）吉岡製材所 製材 （55）2523
三吉 木村建築 大工 （55）2308
笠 礒崎建築 大工 （55）3366
笠 上田建築 大工 （55）3956
笠 西左官 左官工事 （55）4621
笠 細井ガラス店 アルミサッシ・ガラス・住器販売 （55）9988
南郷 （株）エス・アイ建設 建設 （55）1209
南郷 加藤塗装 建築塗装 （55）3165
南郷 （有）グッド・ケア 住宅改修・福祉用具販売・レンタル （54）0090
南郷 （社）広陵町シルバー人材センター 請負業 （55）8265
南郷 （株）笹井コーポレーション 建築工事 （55）5288
南郷 （有）ササイ弘建設 建築工事 （55）1586
南郷 白記設備工業所 給排水設備 （55）2032
南郷 （有）髙倉設備工業 給排水設備工事 （55）8748
南郷 巽板金工業所 板金工事 （55）0045
南郷 （株）中川工務店 建築工事 （55）0250
南郷 南郷山中建設 建築工事業 （55）2109
南郷 松井組建設 総合建設 （55）3065

地区 事業所名 業種 電話番号
古寺 ウエノ美装 建築塗装 （57）1831
古寺 （株）新谷瓦店 屋根工事 （56）2533
古寺 南和電化 電化製品販売・電気工事 （56）3977
百済 岡本鈑金工業所 建築鈑金 （55）4335
百済 （株）グリーン 建築工事 （55）1953
百済 中尾左官 左官 （55）1880
百済 西島水道設備 給排水設備工事 （55）1759
百済 藤丸屋瓦葺店 瓦葺 （55）2274
百済 藤村瓦工業 屋根工事 （55）0154
広瀬 髙橋工務店 建築 （56）3910
広瀬 布家設備工業所 管工事 （56）4071
広瀬 （有）実来建設 建築工事 （58）2301
沢 箸尾水道工業 水道 （57）0668
沢 松本工務店 建築 （56）6257
大野 大和協同ガス（株） ＬＰＧ充填場 （57）2363
萱野 大工屋吉岡 大工・福祉住環境コーディネーター （56）3261
萱野 箸尾電機工業所 電気工事 （56）2603
萱野 安田組建設（株） 総合建設 （56）2655
萱野 山岡畳店 畳商 （56）2644
南 小池光建設（株） 建築工事 （56）2560
南 辰巳水道電気工事 管工事 （56）5155
南 泊建設 建築工事 （56）2506
南 芳松園 造園土木 （57）0284
弁財天 共栄石材 石材 （56）3006
的場 黒田工務店 建築工事 （57）0466
的場 松本建築 建築 （56）2890
寺戸 浦建築 建築 （56）4997
寺戸 木村商会 水道工事 （57）0548

馬見北１丁目 （有）建築塗装片岡 塗装 （55）6313
馬見北１丁目 （株）山下工務店 建築 （54）5748
馬見北３丁目 （有）大和 鋼製建具・エクステリア・硝子工事 （55）0817
馬見北５丁目 （有）平瀬工務店 建築工事 （55）3711
馬見北５丁目 （有）前昌工務店 建築一式総合建設 （55）7656
馬見北９丁目 コスモ開発 不動産・建築工事請負 （55）5054
馬見南１丁目 梅島タイル タイル工 （55）2247
馬見南２丁目 インテリアあき 内装 （55）7781
馬見南４丁目 （株）ケイ・エス建装 内装 （55）9026
みささぎ台 （有）表 建築 （55）7377
みささぎ台 （株）山本設備工業 給排水設備工事 （55）3875

◆申し込み対象者
次の要件をすべて満たしている方（同一住宅および同
一人について、申し込みは１回限りとし、平成17年
度から20年度までにこの制度で助成を受けた方は申
請できません。）
○�平成19年１月１日以前から引き続き広陵町に住所
を有し、対象家屋に居住している方
○�同一世帯内で町税などを滞納していない方
◆対象となる住宅　自己が居住している町内の家屋
※併用住宅の場合は、居住部分に限ります。
◆対象となる工事　
経費が20万円以上（消費税は除く）で、申請時に未
着工であり、平成22年３月31日までに工事費用の支
払いも含めて実績報告が完了する工事
※�塀・柵などの外構工事やシステムキッチン・ユニッ
トバス・便器などの設備備品の経費は対象外となり
ます。

※��申請は必ず工事前に行い、交付内定通知書を受け
取ってからの工事になります。

　工事着工後の受付はできません。
◆施工業者　
町にあらかじめ登録している、町内に本社（本店）を
有する法人・個人の施工業者に限ります。
※�平成21年３月28日現在の登録業者は、下表のとお
りです。
◆助成金額　対象工事費の10％・最高10万円の助成
金を交付します。
※千円未満切り捨て
◆提出書類　
申請書（地域振興課にあります）・工事見積書・工事
着工前の写真・印鑑など
◆申請・問い合わせ先　
役場　地域振興課　☎内線１１６３

住宅リフォーム助成事業の延長のお知らせ


