
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業について 

事業の内容 

申請・採択の結果 

◆ 岩手県、宮城県、福島県において、第14次公募（平成27年5月15日～6月29日）を以下の４つの類
型を要件として実施。 

    ① 経済取引の広がりから、地域の基幹産業・クラスター 
    ② 雇用・経済の規模の大きさから重要な企業群 
    ③ 我が国経済のサプライチェーン上、重要な企業群 
    ④ 地域コミュニティに不可欠な商店街 等 

◆ １次～13次公募において、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県で 
   605グループ、4,546億円（うち国費3,031億円）を交付決定。 

○ 復興のリード役となり得る「地域経済の中核」を形成する中小企業等グループが復興事業計画を作成し、
県の認定を受けた場合に、施設・設備の復旧・整備を支援。 

 ※ 補助率：中小企業対象･･･3/4（国1/2, 県1/4） 

◆ 岩手県、宮城県、福島県の計画認定審査会において復興事業計画の認定を行った案件について、
国の補助事業審査委員会の審査を経て、次頁の通り、補助金の交付を決定。 

◆ 福島県における避難指示区域等を対象にした公募（平成27年5月15日～6月29日）を以下の５つの
類型を要件として実施。 

    ① 経済取引の広がりから、地域の基幹産業・クラスター 
    ② 雇用・経済の規模の大きさから重要な企業群 
    ③ 我が国経済のサプライチェーン上、重要な企業群 
    ④ 地域コミュニティに不可欠な商店街  
    ⑤住民帰還に当たり生活環境の整備や雇用機会の提供に不可欠な企業群   等 



中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業について 

申請・採択の結果 

県名 公募 補助件数 補助総額 うち国費 

岩手県 １４次 ５グループ １６．５億円 １１．０億円 

宮城県 １４次 １０グループ ２２．２億円 １４．８億円 

福島県 

１４次 １０グループ ７７．５億円 ５１．７億円 

避難指示区域
等向け 

５グループ ４．５億円 ３．０億円 

合計 ３０グループ １２０．８億円 ８０．５億円 

◆ 今回採択された事業 



岩手県の認定・支援グループについて（１４次） 

グループ名 グループ代表者名・構成員数 
代表者 
所在地 

業種 

大槌町住宅建築グループ（※） 阿部勝建設 等６者 大槌町 
建築・土木工事業、
左官工事業等 

大船渡気仙地域鮮魚・養殖流通グルー
プ（※） 

東北資材工業(株) 等１２者 花巻市 
水産加工業、卸売業、
発泡スチロール製品
製造等 

三陸水産復興活性化グループ アサヤ(株) 等１４者 釜石市 
水産加工業、鮮魚出
荷、卸売業、飲食業、
定置網漁業等 

鍬ヶ崎もやいの会 佐羽根屋 等７者 宮古市 
小売業、卸売業、一
般公衆浴場、理容業
等 

再生！田老まちづくりグループ 山長商店 等３０者 宮古市 
小売業、理容業、飲
食業、建設業等 

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組を行う事業者を含むグループ 



宮城県の認定・支援グループについて（１４次） 

グループ名 グループ代表者名・構成員数 
代表者 
所在地 

業種 

気仙沼施設住宅メンテナンスグループ 小野寺工業(株) 等１０者 気仙沼市 
建設業、製造業、倉
庫業、運送業、小売
業等 

玉浦地区土木・建築関連グループ (株)森商事 等８者 岩沼市 
建設業、不動産貸借
業、運送業、造園業 
等 

宮城ブランド水産物高度加工技術復興
グループ（※） 

(株)髙砂長寿味噌本舗 等１８者 石巻市 
水産加工業、食料品
製造業等 

包装資材で気仙沼を元気にするグルー
プ（※） 

双葉印刷(株) 等７者 気仙沼市 
印刷業、製造業、小
売業等 

『気仙沼健康コミュ二ティ』グループ
（※） 

(株)スポーツアカデミー 等７者 気仙沼市 

スポーツクラブ運営、
不動産賃貸業、卸売
業、自動車運行管理
業、食品販売業等  

石巻コミュ二ティ・地域産業復興グ
ループ（※） 

(株)石巻ピーアール 等３３者 石巻市 
小売業・飲食業・水
産加工業、製造業、
サービス業等  

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組を行う事業者を含むグループ 



宮城県の認定・支援グループについて（１４次） 

グループ名 グループ代表者名・構成員数 
代表者 
所在地 

業種 

石巻生活コミュ二ティ復興グループ
（※） 

(有)白光電機 等３５３者 石巻市 
飲食業、小売業、卸
売業等 

雄勝・北上・河北地区建設系廃棄物等
再生資源化促進グループ（※） 

(有)熊谷産業 等２４者 石巻市 
建設業、リサイクル
業、運送業等 

石巻水産関連復興グループ（※） 石巻魚市場(株) 等３１７者 石巻市 
水産加工業、運送業
等 

仙台港特区製造グループ（※） ケー・エス・ケー(株) 等７者 仙台市 
製造業、産業廃棄物
処理業 

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組を行う事業者を含むグループ 



福島県の認定・支援グループについて（１４次） 

グループ名 グループ代表者名・構成員数 
代表者 
所在地 

業種 

希望のいしずえ自動車・製造・建設
復興グループ（※） 

(有)鈴健モーター 等２８者 いわき市 
自動車整備・販売・
車検業等   

さんさんいわき復興グループ（※） 
グローバル・アシスト・ジャパン(株) 
等４４者 

いわき市 
サービス業、飲食業、
広告業等  

相馬食料品製造販売グループ（※） (株)サンエイ海苔 等５者 相馬市 
水産物食料品製造
業・旅館業・食料品
卸売業  

浜通り食品販売流通グループ（※） 味の浜藤(株) 等２３者 いわき市 
水産加工業、小売業、
卸売業等  

いわき四倉港水産加工団地グループ (有)海宝水産 等６者 浪江町 水産加工業  

久之浜町復興促進支援グループ 白圡 哲也 等９者 いわき市 
建築設計、飲食業、
商業施設管理等  

環境機械・リサイクル製品製造販売
促進グループ 

(有)村田工事 等３８者 いわき市 
環境機械、鋼材加工、
部品製造等  

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組を行う事業者を含むグループ 



福島県の認定・支援グループについて（１４次） 

グループ名 グループ代表者名・構成員数 
代表者 
所在地 

業種 

相馬港港湾関連物流グループ（※） 相馬港湾運送(株) 等２７者 相馬市 運送業、製造業等  

浜通り木材・木製品供給連携グルー
プ 

福島県木材協同組合連合会 等１７者 福島市 
素材生産、製材業、
木材製品販売等  

いわき浜の伝統産業復興推進グルー
プ（※） 

(合)多七商店 等４７者 いわき市 
水産業、食品加工業、
飲食業等  

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組を行う事業者を含むグループ 



福島県の認定・支援グループについて（避難指示区域向け） 

グループ名 グループ代表者名・構成員数 
代表者 
所在地 

業種 

南相馬住民帰還・子育て支援グルー
プ（※） 

鹿島総業(株) 等９者 南相馬市 ゴルフ場、旅館業等 

国道288号線維持グループ 田中建設(株) 等６者 双葉町 建設業等  

都路地域建設業グループ (株)環境土木 等１１者 田村市 建設業等  

川内村商業施設運営支援グループ (同)かわうち屋 等１３者 川内村 
食品小売業、畳製造
業等  

川内村帰還者地縁再生グループ (株)あぶくま川内 等４８者 川内村 
温泉業、卸・小売業
等  

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組を行う事業者を含むグループ 
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