
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、以下の４つの類型を要件として公募を実施。
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

◆ これまでに、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
713グループ、5,091億円（うち国費3,394億円）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：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、以下の５つの類型を要件として公募を実施。
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 交付決定件数 補助総額 うち国費

岩手県 ６グループ １５．４億円 １０．３億円

宮城県 ２３グループ ５２．６億円 ３５．１億円

福島県

一般枠 ３グループ １．０億円 ０．７億円

避難指示区域
等向け

２グループ ２．７億円 １．８億円

合計 ３４グループ ７１．８億円 ４７．８億円

◆ 今回交付決定された事業



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【岩手県】

N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

1 織笠地区事業者の会 織笠定置漁業生産組
合 山田町 定置網漁業、鮮魚貝類買付卸売業、

家電小売業、漁業 等 13

2
三陸イサダ高付加価値商品
化グループ
（※）

株式会社國洋 大船渡市 水産加工業、運送業、食品・化学品
製造業 3

3
釜石・大槌地域産業創出グ
ループ
（※）

株式会社ロータス倉本 大槌町 自動車整備業、鐵工所、水産加工
業、指定自動車教習所 2

4
陸前高田まちなか未来プロジェ
クトグループ
（※）

株式会社東京屋 陸前高田市小売業、飲食業、理美容業、喫茶店、金融機関、まちづくり会社 等 94

5 車載部品供給グループ
（※）

ゆわて吉田工業株式
会社 大船渡市 精密機器製造・加工業 10

６ 地産地消の里 陸前高田 農事組合法人採れた
てランド高田松原 陸前高田市産直組合事業、解散乾物加工販売等 ５



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【宮城県】

N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

1
気仙沼環境対応型冷凍水産
加工業振興グループ
（※）

高橋水産株式会社 気仙沼市 水産加工業 2

2
牡鹿半島新しい水産業を創る
グループ
（※）

阿部 誠二 石巻市 水産加工業 20

3 塩釜水産関連グループ
（※）

カネヨ山野辺水産株式
会社 塩竈市 水産加工業 3

4 富県みやぎ塩釜海鮮隊
（※） 拓洋商事株式会社 塩竈市 水産加工業 10

5 インフルエンサー塩竈グループ
（※）

株式会社塩釜水産食
品 塩竈市 水産加工業 10

6
次世代自動車・部品製造グ
ループ
（※）

株式会社エヌエス機器 石巻市 製造業 3

7 気仙沼水産復興グループ
（平成３０年度） 気仙沼漁業協同組合 気仙沼市 水産加工業 164



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【宮城県】

N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

8 新牡鹿給分浜の水産資源を
守る「海の男」グループ 安藤 司 石巻市 水産加工業、養殖業 13

9 石巻地区水産加工発展に寄
与するグループ

株式会社木の屋石巻
水産 石巻市 水産加工業、都市ガス供給業 3

10
秋保温泉旅館震災復興およ
び雇用促進対策グループ
(改）

株式会社ホテル佐勘 仙台市
太白区

旅館業、クリーニング業、業務用食品
専門商社 8

11 閖上商工業賑わい創出グループⅡ 有限会社まるしげ 名取市 飲食業、酒類製造業 等 11

12
気仙沼商業コミュニティ復興グ
ループA
（※）

株式会社千田商事 気仙沼市 小売業、飲食業、印刷業 等 323

13 石巻市釜地区第２グループ（※） 有限会社菅原建材 石巻市 製造業、自動車販売業 等 15

14
新・石巻地区の食産業および
住環境の向上を目指す技術
革新グループ
（※）

株式会社河北商会 石巻市 卸売業、水産加工業 等 30



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【宮城県】

N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

15
“安心，安全，美味しい”宮
城県産魚介類を提供するグ
ループⅢ
（※）

株式会社ヤマホン 女川町 水産加工業 9

16
新々牡鹿豊かな海の幸の付
加価値向上を図るグループ2
（※）

外房捕鯨株式会社 石巻市 水産加工業 13

17

石巻らしい商業地域を創造し
石巻の中心市街地を再生す
る立町二丁目中央二丁目グ
ループ
（※）

株式会社あす街 石巻市 イベント企画運営、理容業、販売業、
食品製造業 等 16

18 南三陸みらい創造グループ 高橋 長泰 南三陸町 水産加工品製造業、飲食業 等 17

19
さかなのまち気仙沼振興グルー
プ
（※）

株式会社臼福本店 気仙沼市 小売業、水産加工品製造業 等 20

20 石巻地区再生資源高付加価値化技術・物流革新グループ
（※）

株式会社鈴勇商店 石巻市 サービス業、一般貨物運送業 等 11



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【宮城県】

N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

21 南三陸マリンサービスグループ 千葉 悟 南三陸町 造船業、不動産賃貸業 等 8

22 新石巻牡鹿復興・再生遂行グループ
有限会社フジマル佐藤
商店 石巻市 水産加工業 23

23 新々牡鹿豊かな海の幸の付加価値向上を図るグループ
（※）

外房捕鯨株式会社 石巻市 水産加工業 11



N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

1 雇用者・被雇用者コーディネー
トグループ 株式会社福芝事務機 いわき市 事務機器販売業、不動産賃貸業、

建設業 等 19

2 木で子供の心を育てる事業グ
ループ 株式会社平産業 いわき市 木材業、木材加工業 等 10

3 いわき市自動車整備グループ いわき市自家用自動
車協同組合 いわき市 自動車整備業、板金業 等 35

今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【福島県】



N
o.

グループ名 グループ代表者名
代表者
所在地

業種 構成員数

1
なみえ「北の復興拠点」創成グ
ループ
（※）

株式会社ダイイチ 浪江町 一般土木建築工事業、コンクリート
製品製造業、燃料小売業 等 10

2 おだか生活環境整備「絆」グ
ループ

ふくしま未来農業協同
組合 福島市 販売小売業、生活用品等小売業、

運送業 等 19

※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

今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【福島県（特別枠）】
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