
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 

◆ 熊本県、大分県において、公募を以下の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旅館業・観光業等、観光地や地域経済に重要な役割を果たしている企業群 
  ④我が国経済のサプライチェーン上、重要な企業群 
  ⑤ 地域コミュニティに不可欠な商店街 等 

○被災地域の中小企業等のグループが復興事業計画を作成し、地域経済・雇用に重

要な役割を果たすものとして県から認定を受けた場合に、施設・設備の復旧・整
備に対して国が1/2または1/3、県が1/4または1/6を補助。 

◆熊本県、大分県の復興事業計画の認定を受けたグループの構成員のうち、今回補
助金の申請のあった構成員に対し、補助金の交付を決定（詳細は次頁のとおり）。 



中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業について 

今回の交付決定内容 

県名 
今回補助金交付を行
う構成員が含まれる

グループ数 
補助総額 うち国費 

熊本県 １５２グループ ５３．８億円 ３５．９億円 

大分県 ５グループ ２．７億円 １．８億円 

合計 １５７グループ ５６．５億円 ３７．７億円 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 熊本観光復興どぎゃんかなるよ
グループ 株式会社ひかり 福岡県 

福岡市 
ホテル等施設設備の保有会社、ビジネス
ホテルの運営 等 10 

2 熊本市観光復興ホテル・旅館グ
ループ 

株式会社熊本ホテルキ
ャッスル 

熊本県 
熊本市 

ホテル業、清酒・赤酒・焼酎の製造販売、
サービス業写真館、結婚式場、レストラ
ン、貸衣装旅館業、旅館ホテル業、冠婚
葬祭他食品加工業製造業 等 

12 

3 地域に密着した宇土市商店会 エフワンオザワ 熊本県 
宇土市 

紳士服小売業、食品・成果鮮魚・酒・米
小売業、婦人服小売業、家電販売業、建
設業、金物販売、薬局、飲食業 等 

9 

4 熊本地震の被災事業者の復旧・
復興を支援するグループ 熊本第一信用金庫 熊本県 

熊本市 

信用金庫、税理士法人、ハウスメーカー、
債権管理・回収業、介護事業、薬品小売
業、労働者派遣業 等 

66 

5 熊本酒造組合復興グループ 瑞鷹株式会社 熊本県 
熊本市 

全酒類の卸売・小売販売、酒類の製造販
売 等 12 

6 
熊本県健康産業（医薬品、医療
機器、化粧品、健康食品等製造
業）及び関連企業復興グループ 

阿蘇製薬株式会社 熊本県 
菊陽町 

医薬品等製造販売、分析試験業務及び施
設貸与、医療用衛生材料等の流通、製造
販売 等 

15 

7 日本中国料理協会協力企業復興
グループ 有限会社広東 熊本県 

熊本市 旅館業、飲食店運営 等 13 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 大成経営コンサルティンググル
ープ 株式会社大成経営開発 熊本県 

熊本市 

経営コンサルタント業、介護事業、財産
コンサルタント業、保険代理店業、税理
士、社会保険労務士事務所、土地家屋調
査士事務所 

10 

9 山都町商工会復興グループ 山都町商工会 熊本県 
上益城郡 

日本酒製造業、小売業、医療、介護サー
ビス事業、飲食業、自動車整備販売業、
運送業、建設業 等 

40 

10 
新生・南阿蘇村の観光サービス
を興す会 ～ただの復旧だけの村
じゃーなかよ～ 

有限会社地獄温泉清風
荘 

熊本県 
阿蘇郡 

旅館業、飲食業、不動産開発販売、建築
業、コインランドリー、ゴルフ場、助産
院、製造業、美術館、サービス業、観光
農園、タイヤ卸業 等 

98 

11 熊本流通団地物流復興支援グル
ープ 熊本流通団地協同組合 熊本県 

熊本市 卸売業、倉庫業、医薬総合商社 等 30 

12 熊本県公衆浴場業生活衛生グル
ープ 

熊本県公衆浴場業生活
衛生同業組合 

熊本県 
熊本市 公衆衛生とタバコ販売、米販売 5 

13 熊本木材工業団地復興・熊本県
産材普及グループ 肥後木材株式会社 熊本県 

熊本市 
木材市場運営、製材業、住宅関連機器販
売、木材のモルダー加工 等 9 

14 熊本都市圏公共交通グループ 九州産交バス株式会社 熊本県 
熊本市 

鉄道、路線バス、貸切バス、旅行業、自
動車学校、高速バス 等 5 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 熊本市物流組合再生グループ 株式会社高森運送 熊本県 
熊本市 一般貨物自動車運送事業・倉庫業 等 19 

16 がまだす杖立温泉おもてなし隊 杖立温泉観光旅館協
同組合 

熊本県 
阿蘇郡 

旅館業、家族風呂業、ガソリン・ＬＰガ
ス販売、飲食業、サービス業 等 13 

17 玉名温泉観光旅館協同組合・玉
名市、和水町観光振興連合会 有限会社竹水苑 熊本県 

玉名市 
旅館業、土産物販売、飲食店各種商品卸
売業 等 10 

18 益城地区総合工業団地グループ 熊本総合工業団地協
同組合 

熊本県 
上益城郡 

電子部品製造業、鉄筋加工業、クリーニ
ングリネンサプライ業、一般貨物運送業、
板金ダクト工事業、建材、サッシ加工業 
等 

18 

19 がんばるけん！！Ｒ５７阿蘇乙
姫 

ペンションスヌーピ
ー 

熊本県 
阿蘇市 

ペンションの管理運営、民宿の管理運営、
観光牧場の管理運営、タクシー事業の管
理運営 等 

10 

20 ながみね繁栄会 株式会社日創アーキ
テクト 

熊本県 
熊本市 

建築設計・建設業、販売業、理容業、道
路舗装工事業、土木工事業、製造業、コ
ンサルタント業 等 

16 

21 
人吉温泉女将の会「さくら会」
によるおもてなし観光推進グル
ープ 

株式会社鮎里ホテル 熊本県 
人吉市 

宿泊業、飲食業、ブライダル業、温泉施
設、酒類の製造及び販売、観光サービス
業、総合アウトドアツアー事業、設備工
事業 等 

16 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

22 ヨネザワ協働復興グループ 株式会社ヨネザワ 熊本県 
熊本市 

メガネ、補聴器、コンタクトレンズ、福
祉機器、医療専門学校、保育園、乳児
園・眼科、内科・介護付有料老人ホー
ム・ホテル業 等 

26 

23 甲佐町関連復興プロジェクト 株式会社木村 熊本県 
熊本市 

健康食品の製造及び販売、介護サービス
業、豆腐製造・販売、病院事業・介護事
業、病院及び老人介護施設等の経営 等 

21 

24 大津町企業連絡協議会グループ 株式会社イズミ車体製
作所 

熊本県 
菊池郡 

卸売業、物流業、建設業、自動車部品製
造業、非鉄金属精錬業、自動車車体製造
業 等 

48 

25 湯の里日奈久振興グループ 日奈久水産株式会社 熊本県 
八代市 

旅館業、自転車販売修理業、ＬＰガス販
売業、公衆浴場、飲食業 等 33 

26 八代旅館組合復興グループ 有限会社成尾産業 熊本県 
熊本市 旅館業、ホテル業 等 13 

27 熊本アド工業団地産業復興グル
ープ 

熊本アド工業団地協同
組合 

熊本県 
熊本市 

事業協同組合、総合印刷業、スクリーン
印刷業、広告美術業(看板・サイン制作) 8 

28 熊本県葬祭事業協同組合「復
興」グループ 

熊本県葬祭事業協同組
合 

熊本県 
人吉市 

冠婚葬祭業、サービス業、運送業、小売
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【熊本県】 

No. 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 

29 熊本県畳工業組合 株式会社倉崎 熊本県 
熊本市 

畳製造販売業、畳関連資材の販売業、襖
等製造販売業、プロパンガス販売業 等 27 

30 熊本県工業連合会グループ 一般社団法人熊本県工
業連合会 

熊本県 
熊本市 

鋳造用模型製造業、一般貨物運送業、半
導体関連部品加工業、医療用品製造業 
等 

173 

31 ここちよい城下町くまもと探求
グループ 有限会社松葉 熊本県 

熊本市 

食品製造・販売、農産物の仕入れ・販売、
フランス料理専門店、料理仕出し・郷土
料理和食店 等 

9 

32 松橋駅通り商店会 あくたがわ仏壇漆器店 熊本県 
宇城市 

仏壇仏具小売業、売飲食業、美容業、医
薬品一般売業、旅館業、サービス業 等 30 

33 オールみふね恐竜の郷復興プロ
ジェクト 料亭とらや 熊本県 

上益城郡 

飲食業、食品製造業、健康商品製造業、
陶磁器製造業、機械部品製造業、温泉施
設業、旅館業、医療業、 等 

83 

34 丸光グループ 株式会社丸光商事 熊本県 
玉名市 

建設資材販売、一般貨物運送、自動車整
備販売、学習塾経営BDF燃料製造販売、
中間処理業 等 

10 

35 
地域の野菜・果物を全国の皆様
へ提供する光を消さないグルー
プ 

マルヨ青果食品株式会
社 

熊本県 
玉名市 青果物の卸売業、農業、建設業 12 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

36 熊本観光未来復興を目指すグル
ープ 

株式会社雇用促進事業
会 

熊本県 
熊本市 

求人案内、ゴルフ場、ホテル、旅行業 
等 8 

37 熊本県笑顔・経済・雇用促進グ
ループ 株式会社SYSKEN 熊本県 

熊本市 

飲食業、冠婚葬祭業、貸衣装業、ホテル
業、卸売業、菓子販売業、介護事業、建
設業、獣医業、衣服小売業 等 

50 

38 「くまもとの食と日常のライフ
ライン」グループ 株式会社ロッキー 熊本県 

熊本市 

食品製造卸売、総合食品並びに酒類卸、
焼酎製造紙、文具、事務機の製造販売、
業務用食品卸、酪農関係製品製造販売 
等 

17 

39 日吉商興会南区日吉力合液状化
震災復興グループ 株式会社吉本商事 熊本県 

熊本市 

ガス・水道、保険業、歯科、化粧品卸業、
居酒屋、病院、接骨院、水道工事、神社、
縫製業 等 

58 

40 住宅再建支援グループ 株式会社松川生コン販
売 

熊本県 
熊本市 

コンクリートの販売・品質管理、コンク
リート製外壁等の修繕、住宅の建設・リ
フォーム 等 

9 

41 鶴屋・駕町商店街等復興企業グ
ループ 株式会社鶴屋百貨店 熊本県 

熊本市 

小売業、飲食業、医院、サービス業、金
融業、ビル管理業、病院、割賦購入斡旋
業・金貸業、商店街振興組合 等 

80 

42 
「食肉で熊本を元気に」熊本県
北東部地区食肉関連事業者復興
グループ 

株式会社ナカガワフー
ズ 

熊本県 
菊池郡 

食肉加工販売、食肉冷凍冷蔵、惣菜卸売
業、食肉卸売業、一般貨物運送、食料品
集荷配送、物流センター、缶詰・練製品
製造 等 

7 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

43 熊本南工業団地協同組合グルー
プ 

熊本南工業団地協同組
合 

熊本県 
上益城郡 

鋳造事業、製缶事業、経営管理・不動産
管理、機械器具製造 等 27 

44 阿蘇・内牧温泉郷を復興させる
会 

阿蘇温泉観光旅館協同
組合 

熊本県 
阿蘇市 

宿泊業、飲食店営業、土産物販売、医療
業、介護業 等 29 

45 阿蘇ファームロード観光復興グ
ループ 

株式会社阿蘇ファーム
ランド 

熊本県 
阿蘇郡 

健康施設運営事業、伝統芸能・猿回しの
実演、ドームハウスの企画・製造・販売、
総合製作事業、冷暖房装置の製造・販売  
等 

13 

46 「元祖」熊本生まれ救急絆創膏
復興グループ 株式会社共和 大阪府 

大阪市 

医薬品・医療機器・医療部外品・化粧品
の製造販売、各種医療用機器・消耗品、
試験研究機器・材料販売 等 

6 

47 西原村みらい復興グループ 有限会社西日本ライフ
サービス 

熊本県 
阿蘇郡 

保険代理店業、結婚式業、飲食業、宿泊
業、映像制作業、鉄骨製造業 等 12 

48 八代本町アーケード街グループ 合資会社ユゲキン商店 熊本県 
八代市 

婦人雑貨小売業、飲食業、呉服和風小物
販売業、靴小売業、紳士服販売業、服飾
雑貨販売業 等 

11 

49 東京エレクトロン九州サプライ
チェーン 

東京エレクトロン九州
株式会社 

熊本県 
合志市 

半導体製造装置、FPD製造装置製造業卸
売業、金属精密加工業 等 10 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

50 情産協グループ Ｓ・Ｔ・Ｋ株式会社 熊本県 
熊本市 

ソフトウェア開発、ＩＴ技術派遣業、教
育業、情報通信システム開発、情報処理
サービス業 等 

30 

51 イズミ熊本地区復興グループ 株式会社イズミ 広島県 
広島市 

小売業、医院、飲食業、卸売業、サービ
ス業、製造卸 等 108 

52 熊本の元気・にぎわいを取り戻
すグループ 

株式会社司ホールディ
ングス 

熊本県 
玉名市 

理美容業、飲食業、サービス業、運送業、
販売業、医業 等     107 

53 熊本県のみそ・しょうゆ醸造産
業の復興事業を行うグループ 

熊本県みそ醤油工業協
同組合 

熊本県 
熊本市 味噌醤油製造業 50 

54 くまもと健康支援応援グループ 医療法人清和会 熊本県 
熊本市 医療業、社会福祉事業 等 43 

55 熊本県電気工事および関連事業
グループ等 不二電気工業株式会社 熊本県 

熊本市 

電気工事業、電気通信工事業、電気設
備・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事、自然食品販売業、ダン
ス教室 等 

14 

56 宇城市商工会青年部松橋エリア
復興グループ 株式会社華月園 熊本県 

宇城市 
飲食店、ホテル業、農業資材卸・小売、
生命・損害保険代理店 等 9 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

57 熊本県測量設計コンサルタンツ
協会グループ 

一般社団法人熊本県測
量設計コンサルタンツ
協会 

熊本県 
熊本市 

測量・設計・建設コンサルタント・補償
コンサルタント 25 

58 立上ろう熊本のタクシー復興隊 一般社団法人熊本県タ
クシー協会 

熊本県 
熊本市 

一般旅客運送業、保険事業、タクシー乗
車券発行、クレジットカード業務、空港
の乗場管理 等 

21 

59 熊本県倉庫協会物流再生グルー
プ 南熊本倉庫株式会社 熊本県 

熊本市 

倉庫業、運送業、港湾運送業、船舶代理
店業、梱包業、一般貨物自動車運送業、
貨物利用運送事業、配合飼料製造業、製
粉業陸運業、通関業 等 

23 

60 水前寺・新水前寺にぎわい再生
復興グループ 

ステーションアベニュー・
ネクスト 

熊本県 
熊本市 

衣料品小売、飲食業、楽器・ＣＤ販売業、
呉服販売、税理士事務所 等 15 

61 熊本復旧復興「生活環境保全」
グループ 株式会社東和 熊本県 

熊本市 
し尿汲取り、し尿浄化槽の清掃、公共下
水道清掃 8 

62 熊本地方卸売り市場（田崎市
場）グループ 

熊本地方卸売市場共同
組合連合会 

熊本県 
熊本市 

青果物卸売業、水産加工品、魚介類等の
卸、小売業食品製造 等 41 

63 北熊本駅周辺企業グループ 熊本電気鉄道株式会社 熊本県 
熊本市 

鉄道、路線バス、貸切バス、旅行・電化
製品小売業・菓子類の製造、販売・放送
事業、等 

8 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

64 熊本福幸（復興）大サーカス 有限会社ウチダ 熊本県 
熊本市 

結婚式場、飲食業、衛生商品搬入、小売
業 等 73 

65 
熊本県特定施設入居者生活介護
事業者連絡協議会地域復興グル
ープ 

有限会社テイクケア・
エフ 

熊本県 
熊本市 介護事業医療福祉事業 19 

66 くまもと構築物及び電力インフ
ラ施設復興支援グループ 株式会社増永組 熊本県 

熊本市 

総合建設業、建築資材卸売、内装工事、
造園建設業、塗装、建設、とび土工工事、
電力プラント事業、総合解体工事、産廃
物処理、紙・文具・事務機の卸販売 等 

18 

67 熊本県クリーニング生活衛生同
業組合 洗濯工房ラスカル 熊本県 

熊本市 紙・文具・事務機の卸販売 28 

68 熊本県物産振興協会震災復興グ
ループ 

一般社団法人熊本県物
産振興協会 

熊本県 
熊本市 

ジャム製造販売、観光農園経営、蜂蜜加
工品、お茶、乾物の製造加工、わらび餅
の販売、オリジナル商品製造販売、海苔
の加工販売、化粧品販売 等 

35 

69 熊本地震復興トラックグループ 公益社団法人熊本県ト
ラック協会 

熊本県 
熊本市 

一般貨物自動車運送事業、貨物自動車運
送事業、自動車販売、レッカー輸送・車
検・整備・板金、豚用飼料製造・運送 
等 

23 

70 熊本県技能士会グループ 一般社団法人熊本県技
能士会連合会 

熊本県 
熊本市 

技能団体、建築大工業、型枠大工、広告、
広告美術、部第美術、室内装飾、業界組
合、調理技能士、和裁技能士、大工技能
士、左官技能事業所、職業訓練 等 

36 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

71 大津町地域再生ネットワークプ
ロジェクト 吉良食品株式会社 熊本県 

菊池郡 

食品加工業美容業、飲食業、写真業、小
売業、葬祭業、自動車整備販売製造業、
理容業、農業、学習塾 等 

36 

72 西原村産業・コミュニティー復
興グループ 

有限会社ライフプラン
ニング 

熊本県 
阿蘇郡 

協同組合、飲食業、二輪車卸・小売業、
自動車板金塗装業、リサイクル用品販売、
ゴルフ場、内装業、食品小売業、宿泊業、
金型の製造・販売、菓子製造 等 

69 

73 支え合い熊本都市圏復興チーム 合同会社モデルイノベ
ーション 

熊本県 
熊本市 

行政書士業、司法書士業、社会保険労務
士業、経営コンサルタント業、老人福祉、
介護事業 等 

15 

74 小川町商店街の伝統的町屋と体
験のまちづくりの会 熊日新聞販売所 熊本県 

宇城市 

小売業、蒲鉾製造、飲食業、新聞販売、
陶芸、竹細工工房、乗馬クラブ、農産加
工食品製造、理容業、建築設計事務所 
等 

23 

75 県民生活の足、復旧・復興の自
動車を守るグループ 有限会社アクティー 熊本県 

合志市 自動車板金塗装 等 27 

76 熊本総合医療支援グループ 医療法人社団誠療会 熊本県 
熊本市 医療業、ビル管理業 等 14 

77 南熊本ビルＧＲ 有限会社南熊本実業 熊本県 
熊本市 卸売業、小売業、サービス業 等 22 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

78 菊池地区の観光開発と経済復興
プロジェクト 永田会計事務所 熊本県 

熊本市 

ゴルフ場、製造業、建設業、小売業、旅
行業、養殖構製造販売業、建設資材卸業 
等 

15 

79 熊本を食を通じて復興させるグ
ループ 株式会社雄和 熊本県 

熊本市 
飲食業、精肉加工販売、酒類の卸売小売 
等 15 

80 熊本県菓子工業組合震災復興グ
ループ 株式会社熊本菓房 熊本県 

熊本市 菓子製造・販売 等 12 

81 熊本県伝統工芸産業復興グルー
プ 

一般財団法人熊本県伝
統工芸館 

熊本県 
熊本市 

陶器の製造販売、木製家具の製造販売、
伝統工芸産業の育成及び振興 13 

82 熊本市・食のコミュニティグル
ープ 株式会社永田パン 熊本県 

熊本市 

パン製造販売、飲食業、ワイン販売、食
器レンタル、包装資材等の印刷、スポー
ツウェアの製造 等 

20 

83 熊本都市圏生活再建支援グルー
プ 

株式会社九州フラワー
サービス 

熊本県 
熊本市 

雑貨卸、衣料品小売り、メガネ小売り、
印鑑販売、呉服の販売、薬品販売、温浴
施設の賃貸、温浴施設運営 等 

70 

84 下通繁栄会 下通繁栄会 熊本県 
熊本市 

呉服販売、学生服の製造販売、飲食業、
エステティック業、メガネ補聴器、美容
用品販売、精肉店、洋菓子の製造販売 
等 

120 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
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85 益城町商工会 未来創成グルー
プ 熊本交通運輸株式会社 熊本県 

上益城郡 

運送業、電気工事業、建設業、ガス販売、
中古車販売、広告代理店、製造業、造園
業、飲食業 等 

100 

86 託麻西南繁栄会及び託麻地区を
支える会グループ 有限会社明星印刷所 熊本県 

熊本市 
印刷業、飲食業、葬祭業、小売業、めっ
き加工業 等 16 

87 ホワイト急便・熊本復興グルー
プ 中園化学株式会社 熊本県 

熊本市 

クリーニング業、理美容業、クリーニン
グ機器製造修理、農業、損保代理店、障
がい者就労移行支援業 等 

37 

88 協同組合嘉島リバゾングループ 協同組合嘉島リバゾン 熊本県 
上益城郡 

事業協同組合、非鉄金属建材販売業、家
電製品卸売り業 等 20 

89 阿蘇地域コミュニティ復興グル
ープ 

有限会社ホテルサンク
ラウン大阿蘇 

熊本県 
阿蘇市 

小売業、飲食業、自動車修理・車検整
備・中古車販売、製造業、宿泊業 等 27 

90 菊陽町商工振興復興グループ 株式会社オーケーフー
ズ 

熊本県 
菊池郡 

豆腐、油揚げ製造販売、写真業、美容業、
電気工事、土木工事自動車販売整備業、
化粧品製造卸売小売 等 

20 

91 熊本県環境整備事業協同組合復
興グループ 

熊本県環境整備事業協
同組合 

熊本県 
熊本市 

し尿収集運搬業務、浄化槽維持管理、農
業集落排水処理施設維持管理、産業廃棄
物収集運搬業務、下水道処理施設運転管
理人材育成事業、共同購入事業 

27 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

92 熊本電工団地グループ 有限会社住信ホーム 熊本県 
熊本市 

建設工事業、サッシ製造業、電気工事業、
管工事業、ダクト工事業、資材卸売業 9 

93 ウスイ会復興プロジェクトチー
ム 税理士法人碓井会計 熊本県 

熊本市 

税理士業、会計業務等の受託、学習塾運
営、瓦製造販売、紙器製造加工、建築金
物販売、ゴルフ練習場経営 等 

11 

94 熊本県自動車整備ネットワーク
グループ 松田自動車整備工場 熊本県 

菊池郡 自動車整備業 等 47 

95 熊本県中小企業活性協力会 東秀優税理士行政書士
事務所 

熊本県 
熊本市 

飲食業、理美容業、サービス業、販売業、
小売業、卸売業 等       114 

96 水前寺成趣園観光復興グループ 有限会社松屋本館 熊本県 
熊本市 宿泊、宴会、婚礼、飲食業、神社 6 

97 水前寺復興プロジェクトグルー
プ 有限会社ボルテックス 熊本県 

熊本市 飲食業、土産小売業 等 16 

98 熊本市中心市街地宿泊及び郷土
料理等提供グループ 

フォディアサーティナイン
ビルディング株式会社 

熊本県 
熊本市 ホテル業、飲食業 等 6 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 
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99 城南商業地復興グループ「Ｊ
モール振興会」 合資会社台信商店 熊本県 

熊本市 
製造業・販売業、理美容業・小売業、介
護福祉事業 等    15 

100 上通商栄会 河島 一夫 熊本県 
熊本市 

飲食業、美容業、サービス業、小売業、
卸売業 等       100 

101 美容組合グループ 熊本県美容業生活衛生
同業組合 

熊本県 
熊本市 美容関連業 108 

102 沖新漁業協同組合復興グルー
プ 沖新漁業協同組合 熊本県 

熊本市 海苔生産 9 

103 くまもと未来復興グループ 税理士法人未来税務会
計事務所 

熊本県 
熊本市 医療機関、飲食、小売、土木建設 等 10 

104 熊本の白玉粉の歴史と伝統、
雇用を守る製造者の会 

火乃国食品工業株式会
社 

熊本県 
宇城市 製造販売業 3 

105 「しんきんの絆」地域復興グ
ループ 熊本信用金庫 熊本県 

熊本市 金融業・製造業・サービス業 13 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 
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106 がんばるばい！！くまもと交
流ネットワークグループ 

がんばるばい！！くま
もと交流ネットワーク
グループ 

熊本県 
上益城郡 石油販売業、液化ガス半浴び業 等 62 

107 蓬原工業団地工業会 合志技研工業株式会社 熊本県 
合志市 工業製品から梱包・輸送・販売 4 

108 熊本県防災交通安全施設・橋
梁補修業協会 山王株式会社 熊本県 

熊本市 建設業 16 

109 弘仁会グループ 医療法人弘仁会 熊本県 
熊本市 

医療従事者養成所、グループホーム、介
護施設 6 

110 
県産材を利用した災害に強い
住宅で熊本を復興・普及する
グループ 

新産住拓株式会社 熊本県 
熊本市 建設業、小売業 5 

111 阿蘇小国杉の復興グループ 小国ウッディ協同組合 熊本県 
阿蘇郡 一般製材業、素材生産業 6 

112 熊本復興のため教育と福祉が
連携するグループ 学校法人湖東学園 熊本県 

熊本市 教育・福祉 10 
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113 松橋町センター通り商店会 LE・MONDE（る・も
んど） 

熊本県 
宇城市 飲食業、小売業、娯楽施設運営 等 5 

114 熊本野球復興支援チーム 株式会社トウヤ 熊本県 
熊本市 スポーツに関連する事業体 7 

115 阿蘇地域観光産業早期復興グ
ループ 

有限会社総合インテリ
ア丸装 

熊本県 
阿蘇市 観光関連業、飲食店 等 5 

116 くまもと心の健康支援グルー
プ 

公益社団法人熊本県精
神科協会 

熊本県 
熊本市 医療 25 

117 熊本市医療・福祉関連企業グ
ループ 株式会社熊本メディコ 熊本県 

熊本市 
医療機器・介護福祉機器の販売業、医
療・福祉関連用品の販売業、税理士 5 

118 熊本リバースグループ 株式会社やすらぎ 熊本県 
熊本市 葬祭業、訪問介護事業 15 

119 菊池地区の経済復興グループ 永田会計事務所 熊本県 
熊本市 サービス業、製造業、販売業 24 
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120 健康づくり応援団 公益財団法人熊本県総
合保健センター 

熊本県 
熊本市 保健衛生業、教育・研修事業 2 

121 熊本癒しで元気！ ヘアージュース 熊本県 
菊池郡 理容業、美容業、小売業 7 

122 下益城郡医師会復興グループ 一般社団法人下益城郡
医師会 

熊本県 
宇城市 医療業 24 

123 熊本県ものづくり工業会・産
業技術振興協会グループ 

熊本県産業技術振興協
会 

熊本県 
熊本市 工業製品製造業、食品製造業 29 

124 「ガラスびんリユース」グル
ープ 株式会社新福商事 熊本県 

熊本市 ガラスびんの回収・洗浄・卸売 5 

125 宇土半島・上天草観光地域復
興元気隊 有限会社旅館せと平 熊本県 

上天草市 旅館業 5 

126 阿蘇くまもと空港復旧復興グ
ループ 

熊本空港ビルディング
株式会社 

熊本県 
上益城郡 運輸に付帯するサービス業、小売業 7 
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127 宇土地区医師会復興グループ 一般社団法人宇土地区
医師会 

熊本県 
宇土市 医療業 13 

128 
歴史ある小川の街なかの灯り
を消さない元気な商人（あき
んど）グループ 

合名会社中村商店 熊本県 
宇城市 小売業、サービス業、食品製造業 28 

129 ケーシーシー熊本復興支援グ
ループ 坂本 幸喜 熊本県 

菊池郡 高齢者介護施設の経営 4 

130 近代経営研究所グループ 株式会社近代経営研究
所 

熊本県 
熊本市 医療法人、飲食業 30 

131 本山プラザ 株式会社幸栄企画 東京都 
目黒区 小売業 7 

132 くまもと福幸の花Projectグル
ープ 

株式会社ザッパージャ
パン 

熊本県 
熊本市 花き業 31 

133 熊遊ふれあい復興プロジェク
ト 

陶山万里子税理士事務
所 

熊本県 
熊本市 小売業、サービス業 8 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

134 新規創業者復興グループ 合同会社yard 熊本県 
熊本市 専門サービス業 7 

135 匠復興グループ 株式会社匠コーポレー
ション 

熊本県 
熊本市 旅館業、人材派遣 等 5 

136 「熊本復興と新しい地域コミ
ュニティーを創る」グループ 清水電気工業株式会社 熊本県 

熊本市 建設業 等 41 

137 熊本市医師会復興グループ 一般社団法人熊本市医
師会 

熊本県 
熊本市 医療業 221 

138 映像を活用した熊本地域の復
興情報発信グループ 

株式会社ライトスタジ
オ 

熊本県 
熊本市 映像制作 4 

139 県堺クリニックグループ 医療法人藤杏会 熊本県 
荒尾市 医療業 2 

140 県北の森林を守り育てる会 阿蘇森林組合 熊本県 
阿蘇市 林業 2 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

141 八代市医師会グループ 一般社団法人八代市医
師会 

熊本県 
八代市 医療業、看護師等養成 14 

142 ＪＡグループ熊本復旧・復興
プロジェクト 

熊本県農業協同組合中
央会 

熊本県 
熊本市 

総合事業（農畜産物の販売、生産資材・
生活用品の販売、貯金・貸付、保険、葬
祭、福祉等） 

19 

143 東町プラザ 株式会社イエローハッ
ト 

東京都 
中央区 小売業、医療機関 4 

144 熊本県豆腐製造事業者復興グ
ループ 

協同組合熊本豆腐油揚
蒟蒻工場 

熊本県 
熊本市 豆腐等の製造 11 

145 県庁正門通り繁栄会復興グル
ープ 有限会社ホリ文具 熊本県 

熊本市 サービス業 等 40 

146 八代郡医師会 一般社団法人八代郡医
師会 

熊本県 
八代郡 医療業 11 

147 経済復興・雇用推進！社労士
関連グループ 

社会保険労務士法人伏
貫事務所 

熊本県 
熊本市 社会保険労務士、宿泊業、飲食業 11 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. 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 

148 菊池郡市医師会医療介護連携
グループ 

一般社団法人菊池郡市
医師会 

熊本県 
菊池市 医療業 35 

149 熊本市及び周辺地区中小企業
等経済雇用促進グループ 

有限会社エクセルバラ
ンス 

熊本県 
熊本市 製造、サービス業 193 

150 上益城郡、医療・福祉関係グ
ループ 

医療法人永田会東熊本
病院 

熊本県 
上益城郡 医療・介護・医療関係 37 

151 玉名ラーメン協議会加盟店及
び取引業者復興グループ 玉名ラーメン協議会 熊本県 

玉名市 飲食業 27 

152 熊本を元気にする健康産業グ
ループ 

合同会社モデルイノベ
ーション 

熊本県 
熊本市 医薬品卸売業等 6 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【大分県】 

No. 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 別府観光復興グループ 別府市旅館ホテル組合
連合会 

大分県 
別府市 旅館・ホテル業等 88 

2 由布市観光復興グループ 一般社団法人由布市ま
ちづくり観光局 

大分県 
由布市 旅館・ホテル業、小売業、飲食業等 61 

3 ゆふいん商工業復興グループ R.M.Sイマヨシ 大分県 
由布市 旅館・ホテル業、小売業、飲食業等 38 

4 九重町観光関連復興グループ 九重町商工会 大分県 
九重町 旅館・ホテル業、小売業、飲食業等 64 

5 別府商工復興グループ 株式会社やまよし 大分県 
別府市 

小売業、卸売業、飲食業、自動車整備業
等 29 
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