
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16次公募（平成27年12月1日～12月25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～15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 
   638グループ、4,727億円（うち国費3,151億円）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した公募（平成27年12月1日～12月25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 採択件数 補助総額 うち国費 

岩手県 １６次 ７グループ ２.８億円 １.８億円 

宮城県 １６次 ７グループ ４４.８億円 ２９.８億円 

福島県 

１６次 １２グループ ２０.６億円 １３.７億円 

避難指示区域
等向け 

７グループ ６.１億円 ４.１億円 

合計 ３３グループ ７４.２億円 ４９.５億円 

◆ 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（１６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 

県北未利用資源開発グループ カネニ下苧坪商店 等６者 洋野町 
水産物卸・小売業、
水産加工業 

大沢の海よ光れグループ 鈴円商店 等13者 山田町 
小売業、理美容業、
水産加工業、飲食業 

漁獲品質向上を目指す若手漁業者の会
（※） 

熊谷 善之 等5者 大船渡市 漁業 

北三陸地域材供給グループ 有限会社マルヒ製材 等10者 久慈市 
製材業、木材卸売業、
木材加工業 

山田の地産地消・他消推進グループ
（※） 

釜揚げ屋 等14者 山田町 
飲食業、菓子製造業、
小売業 

やまだうみねこ商店街グループ（※） 大手書店 等27者 山田町 
小売業、理美容業、
運送業、飲食業、旅
館業 

ケセンきらめき逸品グループ ｈ．イマジン 等10者 陸前高田市 
理容業、飲食業、販
売業、電気工事業 

※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 



宮城県の認定・支援グループについて（１６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 

石巻地域コミュニティ再生グループ 株式会社ことうの商店 等2１者 石巻市 
小売業、自動車整備
業、食品製造業、飲
食業 

大友製作所加工グループ 有限会社大友製作所 等6者 岩沼市 金属加工業 

石巻港利活用・復興グループ（※） 株式会社齋武商店 等22者 石巻市 
運送業、製造業、自
動車整備業、飼料製
造業 

水産石巻再生グループ（※） 太協物産株式会社 等26者 石巻市 水産加工業 

仙台港自動車関連産業復興グループ
（※） 

新生自動車工業株式会社 等7者 多賀城市 
製造業、販売業、運
送業 

石巻地域観光関連復興グループ 株式会社友福 等24者 石巻市 
飲食業、菓子製造業、
旅館業、小売業、旅
客航路事業 

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グルー
プ 

株式会社あす街 等1５者 石巻市 
小売業、飲食業、
サービス業 

※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（１６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 

大堀相馬焼復興グループ 近藤 学 等10者 浪江町 
陶器製造販売業、建
設業、飲食業 

いわき復興推進グループ 株式会社勿来製作所 等15者 いわき市 
鉄骨建築工事業、鋼
材・板金加工業、板
金塗装業 

地域完結型流通・ブランド化促進グ
ループ（※） 

株式会社パインランド 等7者 いわき市 
旅館業、飲食業、小
売業、製造業 

新地町復旧・復興グループ 新地町東街灯組合 等24者 新地町 
小売業、飲食業、宿
泊業 

相馬市松川浦観光振興グループ 有限会社カネヨ水産 等29者 相馬市 
小売業、飲食業、旅
館業 

相馬市釣船業観光振興グループ 有限会社チャームニット 等7者 相馬市 
釣具小売業、船舶販
売・修理業 

ウェルカムいわき復興サポートグ
ループ 

株式会社エムイープランニング 等26
者 

いわき市 旅館業、民宿業 

イノベーション浜通り推進グループ 株式会社阿企サイン社 等36者 いわき市 
広告業、砕石・石材
加工業、金属等加工
製造業 

※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（１６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（※） 

有限会社鈴健モーター 等35者 いわき市 
自動車整備販売業、
製造業、建設業 

いわき浜の伝統産業復興推進グルー
プ（※） 

合資会社多七商店 等52者 いわき市 
水産業、食品加工業、
飲食業 

相馬衣料生産工場関連高度化特化グ
ループ（※） 

株式会社テンキャット 等4者 相馬市 
縫製業、衣料品販売
業、縫製機器販売業  

ロング健康システムグループ（※） 有限会社上遠野造園土木 等47者 いわき市 
建設業、自動車整備
販売業 

※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（避難指示区域等向け） 

※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 

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 

相双地域帰還・雇用再生グループ エーバイクス株式会社 等6者 南相馬市 
ITサービス業、経営
コンサルティング業、
建築業 

南相馬市高齢者等再活躍支援復興グルー
プ（※） 

伊藤冷機工業株式会社 等9者 南相馬市 総合設備業、製造業  

富岡町中心市街地再生グループ（※） 渡辺 吏 等14者 富岡町 小売業、飲食業 

葛尾村復興再生グループ 
株式会社葛尾電子工業 等31
者 

葛尾村 
製造業、建設業、小
売業 

都路地域建設業グループ 株式会社環境土木 等12者 田村市 
建設業、自動車整備
販売業 

川内村商業施設運営支援グループ 合同会社かわうち屋 等14者 川内村 
食品小売業、建設業、
理容業 

なみえ「北の復興拠点」創成グループ 株式会社ダイイチ 等7者 浪江町 
コンクリート製品製
造業、一般土木建築
工事業、燃料小売業 
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