
 

2 0 2 0 年 8 月 2 8 日 

東 北 経 済 産 業 局 

東日本大震災「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 
～岩手県、宮城県、福島県の 25グループを交付決定～ 

東日本大震災「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」について、岩手

県、宮城県、福島県において 25 グループに対し計 32.7 億円（うち国費 21.8 億円）

の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、東日本大震災からの復興のリ

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・整備について補助を行

う制度です。 

これまでに、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉

県で、736グループに 5,297億円(うち国費 3,531億円)を交付決定しています。 

※補助率：3/4(国 1/2, 県 1/4)  

 

2．今回の交付決定について 

(1) 岩手県、宮城県、福島県において、別紙のとおり 25グループに対し計32.7億円

（うち国費 21.8億円）の交付決定を行いました。 

(2) 平成 27 年度からは、従前の施設等への復旧では売上回復等が困難な場合に

おける新分野需要開拓等を見据えた新たな取組も支援の対象としており、今回

交付決定した 25 グループのうち、16 グループが当該取組を行う事業者を含む

グループとなっています。 

 

3．申請先及びお問合せ先 

岩手県商工労働観光部経営支援課 電話：019-629-5548 

宮城県経済商工観光部企業復興支援室 電話：022-211-2765 

福島県商工労働部経営金融課 電話：024-521-8406 

 

 

 

(本発表のお問合せ先) 

   中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里 

担当者：斉藤、大隅、石塚 

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

◆ 岩手県、宮城県、福島県において、以下の４つの類型を要件として公募を実施。
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

◆ これまでに、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
736グループ、5,297億円（うち国費3,531億円）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、以下の５つの類型を要件として公募を実施。
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
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

岩手県 ６グループ １１．７億円 ７．８億円

宮城県 １７グループ １６．２億円 １０．８億円

福島県

一般枠 １グループ ０．６億円 ０．４億円

避難指示区域
等向け

１グループ ４．２億円 ２．８億円

合計 ２５グループ ３２．７億円 ２１．８億円

◆ 今回交付決定された事業



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【岩手県】

N
o.

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
久慈沿岸地域建設復興グループ
白樺会

株式会社青松 久慈市
運送業、建設業、産業廃棄物処理業、製
材業等

17

2 大沢の海よ光れ 鈴円商店 山田町
小売業、理美容業、水産加工業、飲食業
等

15

3 大船渡中心市街地新生グループ
おおふなと夢商店街共同
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、不動産賃貸業、まちづ
くり会社、事業協同組合等

56

4
大船渡地域水産・食品加工グ
ループけせん「食のパワーアッ
プ」協議会

及川冷蔵株式会社 大船渡市
水産加工業、小売り、自動車教習所、農
水産物加工業等

16

5
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、特殊車両の整備業、２輪自動車
販売業、ガソリンスタンド

9

6
陸前高田まちなか未来プロジェク
トグループ

株式会社東京屋 陸前高田市
小売業、飲食業、理美容業、喫茶店、金
融機関、まちづくり会社等

97



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】

N
o.

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 高城町商店街活性化グループ 門間洋晴 松島町 小売業、建設業 4

2
さかなのまち気仙沼振興Dグルー
プ

臼福本店 気仙沼市 運送業、漁業等 26

3
石巻・塩釜水産加工復興グルー
プ2

Enter株式会社 石巻市 水産加工業、不動産賃貸業、小売業 28

4
東松島市の明日をつくる建設業
グループ２

株式会社富士クリーン 東松島市 建設業 36

5
気仙沼水産復興グループ(令和2
年度）

気仙沼漁業協同組合 気仙沼市 水産加工業 165

6 南三陸建設産業グループＡ 小野寺邦夫 南三陸町
木材製材、建設資材販売業、建設業、家
電製品小売業等

14

7
新々牡鹿豊かな海の幸の付加価
値向上を図るグループ４

外房捕鯨株式会社 石巻市 水産加工業 17



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】

N
o.

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 新浜再生進幸組グループ２ 江刺寿宏 石巻市 水産加工業 50

9
新・宮城ブランド水産高度加工技
術復興グループ

ヤマサ正榮水産株式会
社

石巻市 水産加工業 13

10 東松島市食彩グループ③ 株式会社オイタミート 東松島市 食品加工業 22

11
気仙沼商業コミュニティ復興グ
ループD

株式会社千田商事 気仙沼市
宿泊業、飲食業、小売業、広告・印刷業、
理美容業等

335

12
岩沼臨空工業団地協議会グルー
プＡ

岩沼臨空工業団地協議
会

岩沼市
建設業、産業廃棄物処理業、建築資材製
造販売業、鋼材卸売業等

31

13 石巻健康復興グループ２
有限会社ヘルシーケアシ
ステム

石巻市 あん摩マッサージ指圧業 9

14
石巻地区水産加工製品高付加価
値化推進グループⅡ

株式会社木の屋石巻水
産

石巻市 水産加工業 2



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】

N
o.

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 新インフルエンサー塩竈Ⅱ 株式会社塩釜水産食品 塩竈市 水産加工業 10

16 JAPANブランド・グループ2 株式会社五光食品 塩竈市 水産加工業、食品製造業等 4

17 仙台港特区物流グループ1 株式会社青葉冷凍 仙台市 運送業、倉庫業等 25



N
o.

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
大堀相馬焼県南復興特産品開発
グループ

山田慎一（いかりや商
店）

白河市
窯元、日本酒製造・販売、醤油・味噌製
造

5

2 福島県自動車学校復興グループ
株式会社郡山自動車学
校

郡山市 自動車教習所 33

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】


