
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 ８９グループ １４．４億円 ９．６億円 

大分県 ５グループ １．１億円 ０．８億円 

合計 ９４グループ １５．６億円 １０．４億円 



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 熊本県冠婚葬祭互助会復興グル
ープ 株式会社セルモ 熊本県 

熊本市 冠婚葬祭業、結婚式場の運営 等 37 

3 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 

4 熊本ゴルフツアー復興組合 中央ゴルフ株式会社 熊本県 
菊池市 

ゴルフ場経営、鉄道事業、観光事業、自
動車部品卸売業、経営コンサルタント、
ホテル運営 等 

12 

5 宇土市街地商店街老舗のれん会 田尻寿司 熊本県 
宇土市 

飲食業、呉服小売業、畳製造業、美容業 
等 45 

6 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 

7 山都町商工会復興グループ 山都町商工会 熊本県 
山都町 

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 



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 
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 
南阿蘇村 

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 

9 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 

10 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 

11 南小国の観光と黒川温泉のスク
ラム 株式会社南城苑 熊本県 

南小国町 
旅館業、飲食店、公衆浴場、小売業、サ
ービス業、食品製造小売り 等 25 

12 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 
大津町 

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 

13 合志工業団地協同組合グループ 合志工業団地協同組合 熊本県 
合志市 

鋼材加工、土木建築資材販売業、水道ガ
ス機材・住宅設備機器販売業 等 13 

14 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 



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 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 

16 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 31 

17 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 

18 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 

175 

19 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 

20 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 

御船町 

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 

89 

21 
熊本東部・大津地区自動車（四
輪車・二輪車）関連復興グルー
プ 

株式会社ホンダ販売
熊本 

熊本県 
熊本市 自動車販売及び修理 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 

22 熊本県笑顔・経済・雇用推進グ
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 

50 

23 山鹿温泉の観光を宿泊関連から
復興するグループ 

山鹿ニューグランドホ
テル株式会社 

熊本県 
山鹿市 旅館業 11 

24 塩屋町・新鳥町商店街復興グル
ープ 有限会社博栄堂印房 熊本県 

熊本市 

花卉類小売業、衣料品小売業、米穀小売
業、布団・衣料品小売業、保育園、酒類
小売業、飲食業 等 

21 

25 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 

26 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 
嘉島町 

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 

27 "子飼商店街"グループ 子飼繁栄会商店街振興
組合 

熊本県 
熊本市 

商店街振興組合、呉服と婦人服の小売業、
総合スーパー、クリーニング取次業、履
物小売業、石油製品小売業、からし蓮根
製造小売業 等 

39 

28 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 51 



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 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 

30 熊本県電気工事および関連事業
グループ等 不二電機工業株式会社 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 

31 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 

32 熊本都市圏高齢者健康支援グル
ープ 熊本医療ガス株式会社 熊本県 

熊本市 

医療用ガス・医療機器販売、、医薬品販
売、医薬品卸、豆腐製造卸業、野菜・鮮
魚販売、介護、福祉用具販売レンタル,病
院 等 

15 

33 熊本・上益城「食」から再生グ
ループ 有限会社古閑畜産 熊本県 

嘉島町 食肉卸、飲食業、小売業 等 15 

34 熊本地方卸売市場(田崎市場)グ
ループ 

熊本地方卸売市場協同
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 

35 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 



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 天明地区復旧・復興グループ 株式会社創輝建設 熊本県 
熊本市 

農業土木業、美容室、小売、海産加工、
燃料小売、整骨院 20 

37 玉東イノベーショングループ 河内連合 熊本県 
玉東町 

青果用みかん・缶詰用みかん販売、砕石
販売業、土木工事業、自動車整備、運送
事業、農作物の加工販売、再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ事業 等 

6 

38 熊本県印刷工業組合震災復興グ
ループ 中央印刷紙工株式会社 熊本県 

熊本市 印刷業 等 32 

39 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 

40 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 

41 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 

42 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 

大津町 

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 



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 熊本県公衆浴場業生活衛生同業
第２次グループ 坪井温泉大福場 熊本県 

熊本市 公衆浴場、生花販売 2 

44 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 
西原村 

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 

71 

45 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 

24 

46 熊本ライフサポートグループ 岩下税理士事務所 熊本県 
熊本市 

税理士、害虫防除、獣医、新聞販売、歯
科医、セキュリティ機器販売、ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗ
ﾌﾞ 等 

13 

47 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 

48 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 

49 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 



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 宇城都市圏生活再建支援グルー
プ 株式会社同仁堂 熊本県 

熊本市 

サービス業、小売業、パン製造販売、飲
食業、中古自動車販売、婦人服販売、メ
ガネ販売、総合スーパー、エステ、アミ
ューズメント経営  

23 

51 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 

52 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 

益城町 

運送業、電気工事業、サービス業、建設
業、ガス販売、中古車販売、広告代理店、
製造業、塗装業、製造業、造園業、飲食
業 等 

100 

53 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 

54 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 

55 熊本キワニスクラブ 株式会社ジェイアンド
ジェイ 

熊本県 
熊本市 

飲食業、特別養護老人ホーム運営、税理
士、法律業務、小売業、建設機器リー
ス・レンタル 等 

11 

56 熊本県米穀小売振興組合 株式会社ふじき本店 熊本県 
人吉市 米穀小売・販売業 21 



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 

58 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 

59 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 

60 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 

大津町 自動車整備業 等 47 

61 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 

62 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 

63 熊本県写真師会復興グループ 合資会社村松写真館 熊本県 
八代市 写真館(スタジオ撮影・アルバム撮影) 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 

64 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 

65 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 

66 熊本運輸支局検査登録協力グル
ープ 

一般財団法人九州陸運
協会 

福岡県 
福岡市 

自動車登録印紙・重量税印紙などの売捌
き、自動車登録番号標の交付代行、封印
取付 

3 

67 喜びのタネをまこうダスキン復
興グループ 合資会社ダスキン熊本 熊本県 

熊本市 清掃用具レンタル、清掃サービス業 4 

68 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 

69 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 

70 網田漁協復興事業グループ 網田漁業協同組合 熊本県 
宇土市 海苔養殖業 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 

71 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 
嘉島町 石油販売業、液化ガス半浴び業 等 62 

72 ヤマツリ防災・復興支援グルー
プ 

有限会社山本釣具セン
ター 

熊本県 
熊本市 企画・デザイン・設計 2 

73 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 

74 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 22 

75 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 14 

76 
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 

77 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 



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 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 

79 熊本県食肉事業者復興グループ 株式会社フジチク 熊本県 
菊陽町 食肉加工、卸、小売、飲食業 21 

80 「熊本復興と新しい地域コミニ
ュティーを創る」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 

81 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 

82 DCMダイキ東バイパス 株式会社ホームセンタ
ーサンコー 

熊本県 
熊本市 小売業 5 

83 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 39 

84 八代郡医師会 一般社団法人八代郡医
師会 

熊本県 
鏡町 医療業 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 

85 経済復興・雇用促進！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 

86 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 

87 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 192 

88 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 
益城町 医療・介護・医療関係 37 

89 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 



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 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 

4 ゆふいん産業復興グループ 有限会社 ゆふいん 
泰葉 

大分県 
由布市 旅館業、小売業、飲食業等 19 

5 『グランプラザ中津ホテル』復
興グループ 株式会社プラザ開発 大分県 

中津市 
旅館・ホテル業 
ビルメンテナンス業 3 
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