
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17次公募（平成28年4月28日～6月17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～16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 
   654グループ、4,809億円（うち国費3,206億円）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28年4月28日～6月17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 １７次 １０グループ １３.４億円 ９.０億円 

宮城県 １７次 ２４グループ ４９.９億円 ３３.３億円 

福島県 

１７次 ６グループ ９.８億円 ６.６億円 

避難指示区域
等向け 

１グループ ０.８億円 ０.６億円 

合計 ４１グループ ７３.９億円 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（１７次） 

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 
輝くビューティープロジェクトグ
ループ 

モダン美容室 大船渡市 美容業 等 ６者 

2 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、包装資材製造販売
業、漁業 等 １０者 

3 
気仙地区自動車関連事業・いぶき
会 

株式会社 高田自工 陸前高田市 
自動車整備業、自動車塗装
業、自動車販売業、二輪自
動車販売業 等 ７者 

4 二宿で補完し、協働するグループ とくた家具店 大槌町 
宿泊業、販売業、鮮魚販売
業、新聞店、卸売業 等 
７者 

5 大槌町住宅建築グループ 阿部勝建設 大槌町 

建築・土木工事業、建築工
事業、左官工事業、建具工
事・製造業、仏具販売・葬
儀 等 ７者 

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

7 釜石生活基盤支援グループ（※） 有限会社 白百合書店 釜石市 
理容業、美容業、食品製
造・販売業 等  ３０者 

・※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 



岩手県の認定・支援グループについて（１７次） 

・※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 

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 
大槌町中心市街地復興商業グルー
プ（※） 

有限会社 赤﨑商店 大槌町 
小売業、飲食業、理美容業、
喫茶店、商店街事業協同組
合 等 ２０者 

9 
大船渡中心市街地新生グループ
（※） 

おおふなと夢商店街協同
組合 

大船渡市 
小売業、サービス業、飲食
業、ホテル業、学習塾、製
造業 等 ５１者 

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



宮城県の認定・支援グループについて（１７次） 

・※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 

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 
石巻市新蛇田南地区あゆみ野商店
街活性化企業復興グループ 

株式会社ショーリン 石巻市 美容業，内装業 等 ６者 

2 
石巻北上地区地域資源再生・利活
用グループ 

大内 弘（大内産業） 石巻市 
食品製造・加工業，不動産
賃貸業 等 １０者 

3 
事業連携によるコミュニティの創
造・街づくりグループ（※） 

株式会社岡本製氷冷凍工
場 

気仙沼市 製造業，小売業 等 ６者 

4 
魅力ある漁業・活力ある産業 海
からの復興グループ（※） 

株式会社八幡水産 気仙沼市 
水産物販売業，鉄鋼業 等 
１０者 

5 
わかめの芯抜き作業場集積により，
地域高齢者との共生を図る海藻加
工グループ（※） 

株式会社マルニシ 気仙沼市 水産加工・販売業 １９者 

6 南三陸みらい創造グループ（※） 髙橋長泰（高長醸造元） 南三陸町 
水産加工品製造業，飲食業 
等 １７者 

7 
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・販売業，運送業 
６者 



宮城県の認定・支援グループについて（１７次） 

・※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 

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 女川観光物産再興グループ（※） 株式会社岡清 女川町 
水産加工業，小売業 等 
９者 

9 
仙台港・蒲生・荒浜グループ
（※） 

大和工業株式会社 
仙台市 

宮城野区 
総合建設業，土木工事業 
等 １０者 

10 
仙塩環境衛生ネットワークグルー
プ（※） 

全環衛生事業協同組合 
仙台市 
若林区 

産業廃棄物収集運搬業，下
水道維持管理業 ４者 

11 新気仙沼観光産業復旧グループ 鈴木淳平 気仙沼市 
旅館業，飲食業 等 ９３
者 

12 
気仙沼建設業雇用経済再生グルー
プ（※） 

株式会社髙橋工業 気仙沼市 
板金加工業，測量業 等 
９１者 

13 
石巻北部住環境復興促進グループ
（※） 

有限会社キムラ鉄工所 石巻市 
再生資源卸売業，解体業 
等 ３３者 

14 
石巻港利活用・復興グループ
（※） 

株式会社齋武商店 石巻市 
運送業，製造業 等 ２２
者 



宮城県の認定・支援グループについて（１７次） 

・※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 

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 
セイホクWOOD・JOBグループ
（※） 

セイホク株式会社 石巻市 
一般区域貨物自動車運送事
業，自動車運送取扱事業 
等 ６者 

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

17 
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，魚介類販売業 
等 １９者 

18 
石巻インフラ整備建設復興グルー
プ（※） 

株式会社瀬崎組 石巻市 
建設土木業，建設業 等 
１６０者 

19 
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 東松島市 
建設業，土木工事業 等 
２０者 

20 女川商業活性化グループ（※） 株式会社赤間商会 女川町 
小売業，飲食業 等 ４８
者 

21 
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 多賀城市 
一般貨物自動車運送業，製
造業 等 ７者 



宮城県の認定・支援グループについて（１７次） 

・※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 
・No.12～No.24のグループについては、16次公募までに交付決定を行ったグループで、今回、当該取組
への変更を行った事業者を含むグループ 

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 
イベント・写真・IT技術で県内産
業の競争力を高めるグループ
（※） 

東北カラーデュープ株式
会社 

仙台市 
宮城野区 

サービス業，販売業 等 
９者 

23 
仙台新港周辺特殊金属加工事業振
興グループ（※） 

有限会社マルワステンレ
ス工業 

仙台市 
宮城野区 

電気工事業，修理業 等 
１２者 

24 
亘理沿岸地域住宅復興支援絆グ
ループ（※） 

橋本達也（橋本建築） 亘理町 
建築工事業，管工事業 等 
２４者 



福島県の認定・支援グループについて（１７次） 

・※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 

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 
技術者育成いわき経済活性化グ
ループ 

株式会社興洋 いわき市 
製造業、建設業 等 １０
者 

2 
白河口腔医療復興推進グループ
（※） 

医療法人社団佐藤歯科医
院 

双葉町 
歯科医院、医療機器製造業 
等 ４者 

3 
富岡町復興ワイン創出グループ
（※） 

株式会社ふたば 富岡町 
建設コンサルタント業、飲
食業 等 ３者 

4 
ものづくりで動物との共生を目指
す事業グループ（※） 

株式会社プリント電子研
究所 

広野町 
印刷業、製造業、建設業 
等 １２者 

5 
いわき明るい交流ネットワークグ
ループ（※） 

宮西 保雄（宮西保雄税
理士事務所） 

いわき市 
飲食業、水産加工業、自動
車整備業 等 １８者 

6 双葉郡南部帰還環境整備グループ 有限会社マルシン建設 大熊町 
建築業、土木工事業等 ４
１者 



福島県の認定・支援グループについて（避難指示区域向け） 

・※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 

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 富岡町中心市街地再生グループ 渡辺 吏 富岡町 
小売業、飲食業 等 １５
者 
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