
 

2020 年 11 月 27 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 23 グループ 41 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 23 グループ 41 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、23 グループ 41 者に対し、6.1 億円（うち国費 4.1 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 今里 

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 ９グループ １３者 ５，６０３万円 ３，７３５万円

福島県 １４グループ ２８者 ５億５，７７７万円 ３億７，１８５万円

合計 ２３グループ ４１者 ６億１，３８０万円 ４億０，９２０万円



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】

No. 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
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、水産食料品製
造業

23 1

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 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、自動車整備業、飲
食業、不動産賃貸業

10 1

4
宮城県中小企業団体中央会事
業継続力強化グループ

宮城県中小企業団体中
央会

仙台市
製造業、建設業、卸売業、
小売業、サービス業、不動
産賃貸業

22 2

5
宮城県自動車整備業復旧復興
グループ

一般社団法人宮城県自
動車整備振興会

仙台市 自動車整備業 15 2

6 2020せんなんコミュニティ
有限会社山三塗装工業
所

村田町
製造業、建設業、運送業、
自動車卸売業、不動産賃貸
業

11 2

7 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、不動
産賃貸業

8 1

8
宮城地域資源活用基盤復旧・復
興グループ

富国工業株式会社
東京都
葛飾区

養殖業、製造業、土木建設
業、小売業、不動産賃貸業

12 2

9 仙南復興グループ 朝日工業株式会社 大河原町
製造業、運輸業、サービス
業、小売業、不動産賃貸業

5 1

合計 112 13



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】

No. 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 54 3

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 1

3
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

4 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

14 1

5 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

9 1

6 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、建設業等

105 6

7
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

27 6

8 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 1

9 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 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】

No. 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

10
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

44 3

11
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

35 1

12
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

13 川内村観光事業支援グループ
有限会社川内自動車整
備工場

川内村 サービス業、小売業 4 1

14 東邦リース復興グループ 東邦リース株式会社 福島市
リース業、自動車板金業、
縫製業

10 1

合計 376 28




