
 

2 0 2 0 年 5 月 2 9 日 

東 北 経 済 産 業 局 

令和元年台風第 19号等「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」

の交付決定を行いました 
～宮城県、福島県の 41 グループ 136 者を交付決定～ 

令和元年台風第 19号等「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」につい

て、宮城県、福島県において 41 グループ 136 者に対して交付決定を行いました。 

 

1．事業概要 

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業は、令和元年台風第 19号等により

甚大な被害を受けた地域（宮城県、福島県、栃木県、長野県）を対象に、中小企業

等グループの復興事業計画に基づきグループに参加する事業者が行う施設復旧

等の費用の 4 分の 3（うち国が 2 分の 1、県が 4 分の 1）等を補助します。 

 

2．今回の交付決定について 

宮城県、福島県において、41 グループ 136 者に対し、25.3 億円（うち国費 16.9 億

円）の交付決定を行いました。 

 

3．お問合せ先 

宮城県 経済商工観光部 企業復興支援室 電話：022-211-3273 

福島県 商工労働部 経営金融課 電話：024-521-8658 

 

 

 
(本発表資料のお問合せ先) 

   中小企業庁経営支援部経営支援課長 殿木 

担当者：斉藤、大隅、近藤 

電話：03-3501-1511(内線 5331～5) 

03-3501-1763(直通) 

FAX：03-3501-7099 

東北経済産業局地域経済部東日本大震災復興推進室長 菅原 

担当者：高橋、高野、大場 

電話：022-221-4813(直通) 

FAX：022-265-2349 



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

◆公募を以下の５つの類型を要件として実施。

①サプライチェーン型

②経済・雇用貢献型

③地域生活・産業基盤型

④地域資源産業型

⑤商店街型

○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、県が1/4等を補助。

◆宮城県及び福島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

交付決定
者数

補助総額 うち国費

宮城県 １０グループ ２１者 ４億７，４９１万円 ３億１，６６１万円

福島県 ３１グループ １１５者 ２０億５，３８２万円 １３億６，９２２万円

合計 ４１グループ １３６者 ２５億２，８７３万円 １６億８，５８３万円



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【宮城県】

№ グループ名 グループ代表者名
代表者名
所在地

業種 構成員数
うち、

今回交付決
定者数

1 角田地域復興グループ 藤工業株式会社
埼玉県

さいたま市
建設業 2 2

2 丸森ものづくりグループ メルコジャパン株式会社 山元町 製造業 6 1

3 2020せんなんコミュニティ 有限会社山三塗装工業 村田町 製造業、建設業、運送業 10 5

4 台風被害石巻復興グループ 有限会社丸伝運輸 石巻市
運送業、自動車等整備業、
飲食業、理容業、娯楽業、
不動産業、食品製造業

10 3

5
石巻・東松島観光業及び地域生
活活性化グループ

Enter株式会社 石巻市
宿泊業、卸売業、小売業、
サービス業

21 1

6 まるもり地域医療復興チーム 村上志征（丸森歯科医院） 丸森町 歯科診療所 2 1

7 白石市地域観光復興グループ 丸山観光株式会社 白石市
宿泊業、サービス業、卸売
業

5 2

8
くろかわ地域産業復興プロジェ
クト

株式会社夢実堂 大郷町
農業、水産養殖業、製造業
等

8 1

9 丸森建設復興グループ 船山建設株式会社 丸森町 建設業、造園業、林業 6 3

10 丸森にぎわい創出グループ 株式会社鉾建仏光堂
福島県
相馬市

サービス業、小売業 3 2

合計 ７３ ２１



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【福島県】

№ グループ名 グループ代表者名
代表者名
所在地

業種 構成員数
うち、

今回交付決
定者数

1 相馬商工会議所復興グループ 相馬商工会議所 相馬市 製造業、小売業等 43 7

2 環境配慮型印刷関連グループ 石井電算印刷株式会社 郡山市
印刷業、紙器製造業、広告
業

10 2

3
Ｍｏｔ．Ｃｏｍもとみやまちづくり復
興事業

株式会社Ｍｏｔ．Ｃｏｍもと
みや

本宮市
まちづくり会社、生花販売、
車用品販売、魚介類販売
等

10 2

4 福島県再生資源復興グループ
福島県再生資源協同組
合連合会

福島市
中小企業組合、再生資源
卸売業

54 4

5
ＳＮＳ活用により水害地区の復
興を目指すグループ

有限会社太平洋ビジネス いわき市
製造業、運搬業、建設業、
自動車整備業、リサイクル
業、理容業等

30 7

6
福島県商工団体連合会復興支
援グループ

福島県商工団体連合会 白河市 建設業、飲食業、旅館業等 14 1

7
堀江会計事務所復興支援グル
ープ

税理士法人堀江会計事
務所

郡山市
税理士事務所、建設業、不
動産業、卸売業、福祉サー
ビス業

5 1

8 ふくしま台風１９復興グループ
有限会社南湖建設機械
講習所

白河市 教育業、観光業 2 1

9
本宮市菓子・パン製造業復興グ
ループ

有限会社ぬか茂菓子店 本宮市 菓子製造小売業 6 1

10 医療施設等復興グループ 池田眼科医院 本宮市
医業、薬業、医療用器具販
売・貸付業

12 4

（→ 次のページに続く。）



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【福島県】

№ グループ名 グループ代表者名
代表者名
所在地

業種 構成員数
うち、

今回交付決
定者数

11 本宮二業組合 有限会社千鶴荘 本宮市 製造業、飲食業、ホテル業 4 2

12 福島商工会議所復興グループ 福島商工会議所 福島市
サービス業、製造業、旅館
業、飲食業、卸売業、建設
業、小売業、不動産貸付業

14 1

13 郡山商工会議所復興グループ 郡山商工会議所 郡山市
製造業、運送業、不動産業、
卸売業、リサイクル業、広
告業、タクシー業等

99 18

14
いわき商工会議所復興支援グ
ループ

いわき商工会議所 いわき市
サービス業、小売業、製造
業

22 8

15
須賀川商工会議所復興グルー
プ

須賀川商工会議所 須賀川市 運送業、建設業、飲食業等 22 7

16
伊達市商工会復興支援グルー
プ

伊達市商工会 伊達市
自動車中古部品卸売販売
業、塾経営、繊維製品製造
業、水産食品卸売等

19 2

17
本宮市商工会等復興プロジェク
ト推進グループ

本宮市商工会 本宮市
縫製業、建設業、サービス
業、美容業、設備業

14 3

18 安積町商工会復興グループ 安積町商工会 郡山市
ビルサービス業、運送業、
旅行代理店業、理容業、建
設業、飲食卸販売業等

16 5

19 富久山町商工会復興グループ 富久山町商工会 郡山市
建設業、製造販売業、電気
工事請負業、不動産業、土
木解体業、土木工事業等

18 3

20 田村町商工会復興グループ 田村町商工会 郡山市
製造業、縫製業、理容業、
家具製造業、クリーニング
業、小売業、歯科医院等

24 2

（→ 次のページに続く。）



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【福島県】

№ グループ名 グループ代表者名
代表者名
所在地

業種 構成員数
うち、

今回交付決
定者数

21 岩瀬管内商工会グループ 有限会社山本農機店 須賀川市
農機具販売業、学習塾業、
電気工事業、小売業、縫製
業、飲食業、製造業

11 1

22
石川町商工会台風19号復興グ
ループ

有限会社さいとう商会 石川町
サービス業、旅館業、建設
業、製造業、小売業、飲食
業、板金業、薬局等

41 1

23
いわき市商工会広域復旧グル
ープ

有限会社好間衛生社 いわき市
工事業、印刷業、製造業、
ガス小売業、整備業、飲食
業、建築業、理容業

28 20

24
福島県保険医協同組合グルー
プ

福島県保険医協同組合 福島市 歯科医療業、医療業 10 1

25 福島県食品産業復興グループ 福島県食品産業協議会 福島市
製造業、不動産賃貸業、協
同組合

12 2

26
公益社団法人福島県トラック協
会

公益社団法人福島県トラ
ック協会

福島市 運輸業 7 2

27
福島県自動車整備業復旧復興
グループ

一般社団法人
福島県自動車整備振興
会

福島市 自動車整備業 17 2

28
JAグループ福島復興プロジェク
ト

福島県農業協同組合中
央会

福島市
農協、葬祭業、小売業、卸
売業等

12 1

29 田村地区商工会復興グループ 船引町商工会 田村市
製造業、卸売業、小売業、
不動産賃貸業、飲食業等

10 1

30
県中・県南自動車部品サプライ
チェーン企業復興グループ

株式会社T・P 郡山市 製造業、リース業 4 1

（→ 次のページに続く。）



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【福島県】

№ グループ名 グループ代表者名
代表者名
所在地

業種 構成員数
うち、

今回交付決
定者数

31
いわき産きのこによる地域復興
グループ

農事組合法人いわき菌床
椎茸組合

いわき市 食料品製造業 4 2

合計 594 115


