
グループ補助金交付決定先（第３次）                  

※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 

もみじ復興支援グループ 株式会社もみじ銀行 

曙金属工業株式会社 広島市 

2 對川製網株式会社 呉市 

3 有限会社 カーテック 福山市 

4 
元気たけはら復興プロジェクト 株式会社テック 

株式会社オオナカ 竹原市 

5 西原道明 竹原市 

6 

呉商工会議所産業活力復興グループ 呉商工会議所 

岡山一信 呉市 

7 小田漸 呉市 

8 荒川隆男 呉市 

9 船田産業株式会社 呉市 

10 熊野町商工会地域復興グループ 熊野町商工会 アルサイド工業株式会社 熊野町 

11 

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 

株式会社一橋 呉市 

12 株式会社ともやま商店 熊野町 

13 オールホンダ販売株式会社 呉市 

14 上寺勝二 竹原市 

15 誠和梱枹運輸株式会社 呉市 

16 

黒瀬商工会復興支援グループ 黒瀬商工会 

有限会社ナカムラ鉄工 東広島市 

17 株式会社吉本コーテック 広島市 

18 垣内正義 東広島市 

19 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 東京都千代田区 

20 

広島東商工会復興グループ 広島東商工会 

髪音株式会社 広島市 

21 株式会社大迫本社 広島市 

22 大迫良蔵 広島市 

23 株式会社山中製作所 広島市 

24 庭尾テル子 熊野町 

25 向洋建設株式会社 広島市 

26 畠山尚文 広島市 

27 眞鍋繁雄 広島市 

28 大和リース株式会社 大阪府大阪市 

29 
福山北部地域雇用改善復興プロジェクト 福山北商工会 

イシケン株式会社 福山市 

30 細川センイ有限会社 福山市 

31 
神石高原商工会地域内商品券（こうげん

通貨）復興事業グループ 
神石高原商工会 下原明造 神石高原町 

32 広島県石材産業復興グループ 大日堂株式会社 大日堂株式会社 広島市 

33 

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 

国土技建株式会社 東広島市 

34 有限会社おさかなのなかた 呉市 

35 有限会社森川製針 呉市 

36 佐々木恵悟 呉市 

37 渡辺産業有限会社 呉市 

38 有限会社丸一産業 呉市 

39 山崎精工株式会社 呉市 

40 横道耕一 呉市 

41 有限会社久保田 呉市 

42 

オール三原 復興プロジェクト 三原臨空商工会 

有限会社児玉測量設計 三原市 

43 株式会社新三協 三原市 

44 有限会社うえの 三原市 

45 新星工業株式会社 三原市 

46 飯田純子 三原市 



47 

オール三原 復興プロジェクト 三原臨空商工会 

大池潤一 三原市 

48 小川澄男 三原市 

49 トヨタエルアンドエフ広島株式会社 広島市 

50 株式会社スミヨシ 大阪府大阪市 

51 

高陽町商工会復興支援グループ 高陽町商工会 

有限会社タイヨー樹脂 広島市 

52 大前重典 広島市 

53 佐々木公二 広島市 

54 迫田智恵 広島市 

55 有限会社かるが自動車 広島市 

56 株式会社貴船薬局 広島市 

57 株式会社ヒロエー 広島市 

58 有限会社大西義一商店 愛媛県松山市 

59 渡瀬勲 広島市 

60 奥田久枝 広島市 

61 あきつ復興グループ 安芸津町商工会 川本正典 東広島市 

62 
東広島商工会議所復興支援グループ 東広島商工会議所 

株式会社きやま商会 東広島市 

63 有限会社牛進工業 東広島市 

64 
広島安芸商工会復興グループ 広島安芸商工会 

有限会社後藤設備工業所 坂町 

65 問芝満樹 坂町 

66 
江田島市商工会復興グループ 江田島市商工会 

沖元恵美子 江田島市 

67 株式会社曽根川施工 広島市 

68 

府中商工会議所地域復興プロジェクト 府中商工会議所 

内海政治 福山市 

69 内田工業株式会社 府中市 

70 府中ツキ板有限会社 府中市 

71 有限会社シンカイ工芸 府中市 

72 広島銘木産業株式会社 府中市 

73 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 

太洋電機産業株式会社 福山市 

74 株式会社福山精密 福山市 

75 ひろしま民商復興プロジェクト 広島民主商工会 株式会社大 広島市 

76 広島県タクシー協会グループ 
一般社団法人広島県

タクシー協会 
有限会社幸崎タクシー 三原市 

77 
尾道しまなみ商工会復興グループ 尾道しまなみ商工会 

添田仁志 尾道市 

78 株式会社ビサン 尾道市 

79 安芸高田市商工会復興支援グループ 安芸高田市商工会 株式会社山口製作所 安芸高田市 

80 平成 30年 7月豪雨災害における広島県

被災事業者の復旧・復興を支援するグルー

プ 

しまなみ信用金庫 

畑方登 福山市 

81 エスジーテック株式会社 福山市 

82 
神辺町商工会豪雨災害復興グループ 神辺町商工会 

有限会社タグチ 福山市 

83 株式会社フジ 愛媛県松山市 

84 

福山商工会議所復興プロジェクト 福山商工会議所 

川﨑智弘 福山市 

85 近藤高司 福山市 

86 有限会社佐藤住設 福山市 

87 株式会社サトウ製作所 福山市 

88 福徳産業株式会社 福山市 

89 有限会社 福山金網工業 福山市 

90 福山合成株式会社 福山市 

91 株式会社ブルーメイト 岡山県井原市 

92 有限会社メド・ケアー 福山市 

93 
能美金属工業団地復興プロジェクト 

能美金属工業団地協

同組合 

株式会社フルサワ 江田島市 

94 株式会社三洋組 江田島市 
 


