
◆以下の４つの類型を要件として、9月5日（茨城県は6日）～22日まで復興事業計画の公募を実施。 

   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 
 
◆県の計画認定審査会、国の補助事業審査委員会の審査を踏まえ、以下の通り、補助金の交付を決
定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆１次補正において、青森県、岩手県、宮城県で28グループ、179億円（うち国費119億円）を交付決定。 
◆ 予備費においても、引き続き、同事業を実施（国費1,249億円）。 
 

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業について（２次） 

○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）、大企業対象･･･1/2（国1/3, 県1/6） 

事業の内容 

申請・採択の結果 

補助件数 補助総額 うち国費 

岩手県 3グループ 49億円 33億円 

宮城県 16グループ 58億円 38億円 

福島県 15グループ 103億円 69億円 

茨城県 4グループ 24億円 16億円 

合計 38グループ 234億円 156億円 



岩手県の認定・支援グループについて 

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 

山田広域ベイサイドプラング
ループ 

(有)山﨑水産 等７者 山田町 水産加工業等 

大船渡地区造船関連グループ (有)大船渡ドック 等３者 大船渡市 造船業等 

太平洋セメント株式会社大船渡
工場グループ 

太平洋セメント(株) 等１９者 大船渡市 窯業等 



宮城県の認定・支援グループについて① 

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 

仙台市中央卸売市場水産卸グ
ループ 

(株)仙台水産 等３２者 仙台市 水産物卸売業等 

塩釜水産加工業グループ 
塩釜魚市場水産加工業協同組合 
等４８者 

塩釜市 水産加工業 

耳鼻咽喉科向け医療機器製造グ
ループ 

雪ヶ谷精密工業(株) 等７者 気仙沼市 医療機器製造業等 

コピー機及び複写関連複合機の
重要部品を供給するサプライ
チェーングループ 

松島鐵鋼(株) 等８者 岩沼市 鋼板加工業 

循環器系医療機器のサプライ
チェーングループ 

(株)フクダ電子多賀城研究所 
等３者 

多賀城市 医療機器製造業 

日本の精密亜鉛ダイカスト部品
の２５％を供給するグループ 

(株)堀尾製作所 等２者 石巻市 ダイカスト部品製造業 

ウエットスーツ製造グループ (株)モビーディック 等６者 石巻市 ウエットスーツ製造業 

TDFグループ TDF(株) 等５者 村田町 鍛工品製造業 



宮城県の認定・支援グループについて② 

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 

シングルナノ超精密鏡面加工グ
ループ 

(株)ティ・ディ・シー 等２者 利府町 製造業（鏡面加工） 

金型部品熱処理グループ (株)プロスパイン 等５者 大崎市 金型部品等製造業 

金属屋根材供給・施行育成グ
ループ 

(株)吉岡 等４者 仙台市 金属屋根製造業 

南三陸造船鉄工協力会 (有)大勝造船 等１０者 南三陸町 造船業等 

村田工業団地関連企業グループ 三丸化学(株) 等１３者 村田町 製造業 

多賀城市中央商店振興会 今野 英廣（４６者） 多賀城市 
小売業，飲食業，サー
ビス業 

本塩釜駅前商店会 辻 新一（３３者） 塩釜市 
小売業，飲食業，サー
ビス業 

大崎市中心市街地復興グループ 
(株)まちづくり古川 代表取締
役 松本 信輔（23者） 

大崎市 
商店街組合，まちづく
り会社，小売業，飲食
業，サービス業 



福島県の認定・支援グループについて① 

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 

いわき市水産物関連グループ いわき魚類(株) 等４６者 いわき市 
卸売業、水産加工業、
飲食業、運送業、旅館
業等 

いわき地区造船及び造船関連事
業協議会 

小名浜造船(株) 等１１者 いわき市 
造船業、機械器具製造
業 

相馬原釜船舶関連業協議会 松川造船(株) 等７者 相馬市 造船業、電気工事業等 

いわき地域金属工業グループ 
いわき金属工業協同組合 等７
者 

いわき市 機械器具設置業等 

トミー高度先端歯科医療製品製
造加工の技術再編グループ 

トミー(株) 等３者 大熊町 医療機器製造業等 

須賀川地域金属加工グループ 林精器製造(株) 等３者 須賀川市 機械器具製造業 

広野町製造販売企業グループ (株)メイコー 等１４者 広野町 
電子部品製造業、化学
薬品製造業等 

精密プラスチック製造グループ フジモールド工業(株) 等５者 富岡町 
プラスチック成形加工
業 



福島県の認定・支援グループについて② 

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 

大堀相馬焼協同組合 大堀相馬焼協同組合 等２１者 浪江町 窯業 

須賀川中央商店街震災復興グ
ループ 

須賀川中央商店街振興組合 等
３１者 

須賀川市 
小売業、飲食業、ホテ
ル業等 

郡山市中央商店街振興組合 
郡山市中央商店街振興組合 等
１１者 

郡山市 
小売業、不動産賃貸業
等 

いわき湯本温泉郷宿泊観光グ
ループ 

(株)こいと旅館 等１８者 いわき市 旅館業 

相馬市松川浦観光振興グループ (有)カネヨ水産 等２７者 相馬市 
旅館業、小売業、飲食
業 

飯坂温泉旅館協同組合震災復興
連絡会 

(有)双葉旅館 等２１者 福島市 旅館業 

土湯温泉地域観光関連施設復興
グループ 

(株)はるみや旅館 等９者 福島市 旅館業、サービス業等 



茨城県の認定・支援グループについて 

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 

北茨城市観光振興グループ (株)五浦観光ホテル 等３４者 北茨城市 旅館業・水産加工業等 

大洗水産・観光復興グループ 
大洗水産加工業協同組合 等４
６者 

大洗町 水産加工業・旅館業等 

エアフローセンサー等に係る自
動車電装部品サプライチェーン
グループ 

(株)日昌製作所 等５者 日立市 製造業 

ひたちなか地区の半導体・医療
検査装置等サプライチェーング
ループ 

コロナ電気(株) 等１０者 
ひたちな
か市 

製造業 


