
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 株式会社友松産業 竹原市

2 熊野町商工会地域復興グループ 熊野町商工会 後迫鉄工株式会社 熊野町

3 中国化薬株式会社 呉市

4 株式会社美晃工業 東広島市

5 馬場産業株式会社 熊野町

6 保手濱建設株式会社 竹原市

7 株式会社Empower Life 呉市

8 株式会社三上商店 呉市

9 株式会社奈良運送 呉市

10 細谷清英 東広島市

11 出来満則 呉市

12 有限会社肥後谷建設 東広島市

13 有限会社リーテック 広島市

14 松下由香 広島市

15 横山進 広島市

16 福山北部地域雇用改善復興プロジェクト 福山北商工会 有限会社オリーブハウス 福山市

17
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 株式会社帝釈峡遊覧船 庄原市

18 広島県石材産業復興グループ 大日堂株式会社 溝口弘 東広島市

19 有限会社エープラン 呉市

20 森林惠美子 呉市

21 株式会社ＳＴソーイング 呉市

22 安藤管子 呉市

23 松下彰 呉市

24 有限会社トップ 呉市

25 木﨑薫 呉市

26 PROFIT株式会社 呉市

27 木崎宣昭 呉市

28 大瀬戸通 呉市

29 吉川竜夫 呉市

30 林良徳 呉市

31 有限会社若元工業 呉市

32 広島商工会議所復興グループ 広島商工会議所 日新産業株式会社 広島市

33 山陽乳業株式会社 三原市

34 吉永運輸株式会社 三原市

35 佐藤大樹 島根県出雲市

36 宮垣秀正 三原市

37 御調観光開発株式会社 三原市

38 山陽ブロック工業株式会社 広島市

39 広島ガス三原販売株式会社 三原市

40 小早川岳伸 三原市

41 有限会社石田運送 三原市

42 沼田建設株式会社 三原市

43 株式会社アームズ 三原市

44 有限会社稲葉金型彫刻 三原市

45 株式会社ヤマト実業 三原市

46 近藤栄司 三原市

47 有限会社山陽路 三原市

48 東銀リース株式会社 東京都中央区

49 有限会社三次菓子卸センター 三次市

50 株式会社瀬戸内との子や 広島市

51 株式会社トーヨープロト 広島市

52 森川博文 広島市

53 佐々木大志 広島市

54 高地律寿 安芸高田市

55 黒田和則 広島市

広島東商工会復興グループ 広島東商工会

                         　　　　　　　 グループ補助金交付決定先（第４次）              　　　　※グループ認定順

呉信用金庫
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

黒瀬商工会復興支援グループ 黒瀬商工会

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

オール三原　復興プロジェクト 三原臨空商工会

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

高陽町商工会復興支援グループ 高陽町商工会



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

56 神笠泰紀 東広島市

57 有限会社エム・アンド・ケー 広島市

58 有限会社焼肉ジャンジャン 広島市

59 山本保 広島市

60 歳實勲 広島市

61 歳實ヤスコ 東広島市

62 山岡征子 東広島市

63 三協化成株式会社 大阪府大阪市

64 柄酒造株式会社 東広島市

65 株式会社fUjitaya 東広島市

66 藤川秋江 東広島市

67 山下ミドリ 東広島市

68 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都千代田区

69 株式会社ビンショク 竹原市

70 応原工業株式会社 東広島市

71 西嶋伊代子 東広島市

72 株式会社ハピセ 東広島市

73 武田弘 広島市

74 株式会社ウエカド 海田町

75 河手広道 坂町

76 有限会社槇尾土木 坂町

77 有限会社博愛社 広島市

78 高山俊男 広島市

79 江田島市商工会復興グループ 江田島市商工会 ひろぎんリース株式会社 広島市

80 株式会社二葉 東広島市

81 有限会社カンザキオート 東広島市

82 有限会社建設工房永田 福山市

83 株式会社マルカツ 府中市

84 森岡家具工業株式会社 府中市

85 有限会社藤原工業 府中市

86 東鉄工株式会社 福山市

87 有限会社オノダ 福山市

88 株式会社カーリユース 福山市

89 有限会社川﨑製作所 福山市

90 広島第一交通株式会社 広島市

91 合同タクシー株式会社 呉市

92 有限会社溝上商店 尾道市

93 久保知巳 尾道市

94 株式会社ダイケン 福山市

95 株式会社備広 東京都中央区

96 医療法人社団ひまわり会小川内科胃腸科 福山市

97 小川晃 福山市

98 神辺町商工会　豪雨災害復興グループ 神辺町商工会 有限会社猪原プロパン商事 福山市

99 株式会社愛広 福山市

100 井阪産業株式会社 福山市

101 株式会社サンデーフーズ 福山市

102 日立キャピタルオートリース株式会社 東京都港区

103 有限会社ビューティー西平 岡山県井原市

104 株式会社ファイブワン 福山市

105 有限会社槇野モータース 福山市

106 星野雅毅 福山市

107 ひらた建材株式会社 福山市

108 株式会社村上開発 福山市

109 福山輸送株式会社 福山市

110 田中電機工業グループ 田中電機工業株式会社 株式会社岡明運送 坂町

111 能美金属工業団地協同組合 江田島市

112 中谷造船株式会社 江田島市

113 尾道商工会議所復興グループ 尾道商工会議所 有限会社トッツ 尾道市

114 呉市医師会グループ 一般社団法人呉市医師会 医療法人西田医院 呉市

あきつ復興グループ 安芸津町商工会

東広島商工会議所復興支援グループ 東広島商工会議所

高陽町商工会復興支援グループ 高陽町商工会

広島安芸商工会復興グループ 広島安芸商工会

広島県央商工会広島県央商工会復興プロジェクト

府中商工会議所地域復興プロジェクト 府中商工会議所

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

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

尾道しまなみ商工会復興グループ 尾道しまなみ商工会

平成30年7月豪雨災害復興

トラックグループ

能美金属工業団地復興プロジェクト

公益社団法人広島県トラック

協会

能美金属工業団地協同組合

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
しまなみ信用金庫

一般社団法人深安地区医師

会
深安地区地域復興プロジェクト

福山商工会議所復興プロジェクト 福山商工会議所


