
 

 

第２次グループ補助金交付決定先 
                                   ※グループ認定順  

  復興事業計画認定グループ名 グループ代表者名 事業者名 事業者所在地 

1 
元気たけはら復興プロジェクト 株式会社テック 

株式会社テック 竹原市 

2 有限会社竹親建設 竹原市 

3 
備後東城有栖川流域復興プロジェクト 東城町商工会 

今岡文恵 庄原市 

4 桑原良 庄原市 

5 呉商工会議所産業活力復興グループ 呉商工会議所 希望建設有限会社 呉市 

6 
熊野町商工会地域復興グループ 熊野町商工会 

有限会社吉元精研 熊野町 

7 株式会社コッコー物流 熊野町 

8 旭日復興プロジェクト 松田鉄工株式会社 株式会社市林鐵工所 呉市 

9 

平成30年豪雨災害における被災事業

者の復興支援プロジェクト 
呉信用金庫 

ニッキフッコー株式会社 呉市 

10 株式会社広島メタル＆マシナリー 東京都新宿区 

11 富士栄工業株式会社 呉市 

12 株式会社堀田木工所 呉市 

13 

広島東商工会復興グループ 広島東商工会 

槙林實 広島市 

14 熊野誠二 広島市 

15 有限会社小山 広島市 

16 上田将典 広島市 

17 有限会社明星プロパン 広島市 

18 竹島千秋 広島市 

19 坂井建設有限会社 広島市 

20 株式会社テツゼン 広島市 

21 福山北部地域雇用改善復興プロジェク

ト 
福山北商工会 

株式会社杉原熔接工業所 福山市 

22 株式会社ウェルホーム 福山市 

23 広島県石材産業復興グループ 大日堂株式会社 道下修司 東広島市 

24 

呉広域商工会「こと・ひと・もの」づくり復

興プロジェクト 
呉広域商工会 

日栄金型株式会社 呉市 

25 杉村績 呉市 

26 木崎康博 東広島市 

27 青木印刷株式会社 呉市 

28 小出来明文 呉市 

29 有限会社片岡自動車 呉市 

30 ＳＵＮダイマル株式会社 呉市 

31 有限会社伊目木モータース 呉市 

32 
広島商工会議所復興グループ 広島商工会議所 

株式会社平本鉄工所 広島市 

33 堀口海産株式会社 広島市 

34 

オール三原 復興プロジェクト 三原臨空商工会 

有限会社石原 三原市 

35 株式会社 J'sヒロシマ 東広島市 

36 株式会社フレッシュ物流 三原市 

37 株式会社松田鉄工所 三原市 

38 槇野圭祐 三原市 

39 三浦美晴 三原市 

40 

三次総合卸センター再生プロジェクト 
協同組合三次総合

卸センター 

協同組合三次総合卸センター 三次市 

41 株式会社鳩家 三次市 

42 三次食糧企業組合 三次市 



 

  復興事業計画認定グループ名 グループ代表者名 事業者名 事業者所在地 

43 

高陽町商工会復興支援グループ 高陽町商工会 

株式会社研創 広島市 

44 田浦正剛 広島市 

45 寺本タミ子 広島市 

46 迫田克也 広島市 

47 安部裕一 広島市 

48 林直哉 広島市 

49 宇野武子 広島市 

50 加島晃 広島市 

51 太邦株式会社 広島市 

52 円仏将二 広島市 

53 実勝運輸有限会社 広島市 

54 有限会社キムラ工務店 広島市 

55 医療法人社団白百合会 広島市 

56 

あきつ復興グループ 安芸津町商工会 

有限会社あきつ薬局 東広島市 

57 大武孝光 東広島市 

58 有限会社菅田米穀店 東広島市 

59 有限会社早田薬局 東広島市 

60 中村和彦 東広島市 

61 中村孝彦 東広島市 

62 藤川伸治 東広島市 

63 松田ガス株式会社 東広島市 

64 南譲 東広島市 

65 

東広島商工会議所復興支援グループ 東広島商工会議所 

株式会社東広島物流 東広島市 

66 有限会社八本松タクシー 東広島市 

67 有限会社冠オート 東広島市 

68 

広島安芸商工会復興グループ 広島安芸商工会 

株式会社シーエル広島 海田町 

69 三浦産業株式会社 海田町 

70 有限会社コスモスサポート 坂町 

71 株式会社ハネモト電機 坂町 

72 株式会社かねひろ 坂町 

73 

江田島市商工会復興グループ 江田島市商工会 

上空正美 江田島市 

74 株式会社ナカシマ 江田島市 

75 荒木宏幸 江田島市 

76 能美運輸株式会社 江田島市 

77 濵先勇次 江田島市 

78 広島県央商工会復興プロジェクト 広島県央商工会 吉本栄子 東広島市 

79 府中商工会議所地域復興プロジェクト 府中商工会議所 株式会社備後会 府中市 

80 
広島県東部機械金属工業協同組合及

び取引先企業の早期復興グループ 

広島県東部機械金属

工業協同組合 
芸備精工株式会社 福山市 

81 尾道しまなみ商工会復興グループ 尾道しまなみ商工会 山根被服株式会社 尾道市 

82 
安芸高田市商工会復興支援グループ 安芸高田市商工会 

岡田和之 安芸高田市 

83 有限会社シンセイ 安芸高田市 

84 

福山商工会議所復興プロジェクト 福山商工会議所 

有限会社エイ・テック 福山市 

85 株式会社中国ネオ 広島市 

86 有限会社宮鈑金工作所 福山市 


