
グループ名 グループ類型 業種（主な事業内容）

1 株式会社エヌエス機器 製造業（金属表面研磨，航空機部品の加工，電材卸販売）

2 株式会社向陽 製造業（電気機械部品組立，口紅容器組立）

3 株式会社ナカトガワ技研 製造業（精密プレス金型の設計，製造）

4 株式会社亀山荘 旅館業（宿泊施設，飲食）

5 株式会社おりはら商店 産業廃棄物収集運搬業，産業廃棄物処理業（製鉄原料，製紙原料，非鉄金属販売）

6 三浦　憲（旅館伊勢家） 旅館業（宿泊施設）

7 北上興業株式会社 管工事業，一般廃棄物収集運搬業（管工事業及び一般廃棄物収集運搬業）

8 遠藤　たけ子 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

9 石田　貴俊 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

10 阿部　正美 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

11 阿部　喜三，阿部　英喜 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

12 有限会社うしちゃんファーム 卸売業，食品加工業（肉牛販売事業，農業資材販売事業，食品事業）

13 株式会社山傳商店 卸売業，リサイクル業（非鉄金属スクラップの売買，製紙原料の売買）

14 株式会社ミヤケン 建設業，管工事業（建設，管工事）

15 株式会社鈴勇商店 再生資源卸売業，産業廃棄物処理業，解体業（リサイクル，鋼材加工）

16 株式会社石巻精機製作所 製造業，建設業（プラントメンテナンス，建設，鋼構造物製造）

17 カガク興商株式会社 小売業（産業用高圧ガス，溶断器具，溶接材料の販売，住宅リフォーム，太陽光発電システムの販売）

18 株式会社三洋鉄工場 製造業（製缶製造，廃棄物処理設備，製造，飼料製造プラント設備，設計，製造）

19 有限会社泉澤水産 水産加工業（定置網漁業，生鮮水産物販売，漁業用機材，水産加工機械賃貸）

20 エスプリ株式会社 倉庫業，運送業（倉庫業，貨物自動車運送）

21 エキスプレス株式会社 運送業（貨物自動車運送）

22 有限会社マルエ運送 運送業（貨物自動車運送，鉄工，再生資源）

23 有限会社愛宕運輸 運送業（貨物自動車運送）

24 アベ自動車工業株式会社 製造業（自動車の整備，修理業）

25 サンショウ有限会社 製造業（自動車整備及び中古車販売）

26 髙橋　秀和（夢街工場） 製造業（車両内装アクセサリー製造販売）

27
秋保温泉旅館震災復興および雇用促
進対策グループ（改）

③地域に重要な企業集積型 有限会社奥州秋保温泉蘭亭 旅館業（宿泊施設）

28 富田　友通（鮮魚とみ田） 小売業（鮮魚，水産物加工品等小売）

29 斉藤　正善（PHOTOスタジオONE） 写真業（撮影スタジオ）

30 株式会社宮城マイクロブルワリー 酒造業（ビール製造，販売）

31 髙橋水産株式会社 水産加工業（冷凍水産物の製造，販売）

32 株式会社カネダイ 水産加工業（水産加工，石油ガス販売，漁業廻船）

33
気仙沼水産復興グループ（平成３０年
度）

④水産（食品）加工業型 小松　玄尚（ケンポクフーズ） 水産加工業（前処理加工等）

34
"安心，安全，美味しい”宮城県産魚介
類を提供するグループⅢ
（※1者)

④水産（食品）加工業型 株式会社OSP 水産加工業（牡蠣の販売，牡蠣補助食品の製造，販売）

35
新牡鹿給分浜の水産資源を守る「海の
男」グループ

④水産（食品）加工業型 安藤　勝志 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

36 有限会社丸高高橋商店 水産加工業，食品製造業（生食用かき，活ほたて，ほや，海藻等の販売）

37 株式会社マルカ髙橋水産 水産加工業（水産加工業，販売，卸売）

③地域に重要な企業集積型

石巻市釜地区第2グループ
（※3者）

構成員（交付決定事業者）

新・石巻地区の食産業および住環境の
向上を目指す技術革新グループ
（※11者）

③地域に重要な企業集積型

気仙沼環境対応型冷凍水産加工業振
興グループ
（※2者）

④水産（食品）加工業型

次世代自動車，部品製造グループ
（※2者)

①　サプライチェーン型

気仙沼商業コミュニティ復興グループＡ
（※1者）

閖上商工業賑わい創出グループⅡ ③地域に重要な企業集積型

新々牡鹿豊かな海の幸の付加価値向上
を図るグループ２
（※2者)

④水産（食品）加工業型

③地域に重要な企業集積型

第２２次 交付決定事業者一覧（宮城県）



38 阿部　忠雄 不動産賃貸業，水産加工業（不動産賃貸業，水産加工業）

39 渥美　政雄（渥美商店） 水産加工業（水産加工業）

40 米倉　和久（岡田） 水産加工業（水産加工業）

41 木村　忠芳（まるき） 水産加工業（水産加工業）

42 阿部　敬喜 不動産賃貸業，水産加工業（不動産賃貸業，水産加工業）

43 馬場　伸一（マルニ水産） 水産加工業（水産加工業）

44 渥美　克之（渥美） 水産加工業（水産加工業）

45 石森　明浩 水産加工業（水産加工業）

46 渥美　勝彦 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

47 渥美　清松(渥美製材所) 不動産賃貸業，水産加工業（不動産賃貸業，水産加工業）

48 阿部　禎 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

49 阿部　富士男（正栄丸漁業部） 水産加工業（水産加工業）

50 伊藤　敏行（マルハチ水産） 水産加工業（水産加工業）

51 阿部　稔（大徳丸漁業） 水産加工業（水産加工業）

52 渡辺　喜代寿（渡喜） 水産加工業（水産加工業）

53 外房捕鯨株式会社 小型捕鯨業，製造業（鯨の捕獲，解体，製造，販売）

54
石巻地区水産加工発展に寄与するグ
ループ

④水産（食品）加工業型 石巻ガス株式会社 都市ガス供給業（都市ガス供給，ガス器具販売，ガス工事，高圧ガス販売，工事）

55 株式会社岡崎運輸 運送業（貨物自動車運送）

56 有限会社村上商事 水産加工業，卸売業，冷凍保管業（漁業，水産物，冷蔵庫（保管業））

57 株式会社小島蒲鉾店 水産加工業（蒲鉾の製造，販売）

58 有限会社カネイ蒲鉾店 水産加工業（魚肉練製品製造業）

59 タニイチ食品株式会社 水産加工業（魚肉練製品製造業）

60 渋谷　秀夫 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

61 株式会社友心 水産加工業（水産加工品販売）

62 株式会社丸永水産 水産加工業（活貝（アワビ，カキ）及び活魚の卸販売，水槽設備販売）

63 拓洋商事株式会社 製造業，卸売業（包装資材販売）

64 大橋　英明，大橋　直美，大橋　匡信 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

65 有限会社双葉食研 食品加工業（食品製造販売）

66 マルミヤフーズ株式会社 食品加工業（水産物の加工並びに販売）

67 株式会社塩釜水産食品 水産加工業（水産加工業）

68 カネセイフーズ株式会社 水産加工業（冷凍魚加工（フィレ，切身））

69 三波食品株式会社 製造業（切身，惣菜品等加工販売）

70 株式会社千賀の浦 旅館業（宿泊施設）

71 株式会社大膳 水産加工業（魚肉練製品製造）

72 株式会社エスエスフーズ 水産加工業（ふかひれ，なまこ，あわびの加工，販売）

73 三晃食品株式会社 水産加工業（塩蔵魚介類の製造）

74 塩釜魚市場水産加工業協同組合 水産加工業（販売，保管，購買品供給，製氷施設事業）

75

石巻らしい商業地域を創造し石巻の中
心市街地を再生する立町二丁目中央
二丁目グループ
（※1者）

⑤商店街型 株式会社北上 旅館業，飲食業，不動産賃貸業等（宿泊施設，飲食，不動産賃貸業）

76 株式会社ヤマウチ 水産加工業（鮮魚小売）

77 山内　しけ子 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

78 株式会社臼福本店 漁業（遠洋鮪延縄業）

79 臼井　賢志 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

80 有限会社マルエ運送 運送業（貨物自動車運送，鉄工，再生資源）

81 遠藤　英一 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

82 株式会社二階堂マリン 製造業（FRP和船，船外機等販売修理）

83 有限会社今野鉄工所 製造業（舶用エンジン，船外機，偽装品の販売修理並びに溶接製作修理）

84 今野　智之 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

85
新石巻牡鹿復興・再生遂行グループ
【21次認定】

④水産（食品）加工業型 木村　ふみ子 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

86 株式会社遠藤商店 旅館業（宿泊施設，飲食）

87 齋藤　公一（プラザサイトウ） 飲食業（飲食店）

※は新分野需要開拓等を見据えた新たな取組（新分野事業）を行う事業者を含むグループ及び新分野事業を行う事業者数

③地域に重要な企業集積型
南三陸マリンサービスグループ
【19次認定】
（※1者）

石巻地区再生資源高付加価値化技
術，物流革新グループ
【18次認定】
（※2者）

新々牡鹿豊かな海の幸の付加価値向上
を図るグループ
【21次認定】
（※1者）

④水産（食品）加工業型

さかなのまち気仙沼振興グループ
【18次認定】
（※2者）

③地域に重要な企業集積型

③地域に重要な企業集積型

南三陸みらい創造グループ
【17次認定】

③地域に重要な企業集積型

牡鹿半島新しい水産業を創るグループ
（※5者）

④水産（食品）加工業型

塩釜水産関連グループ
（※1者）

④水産（食品）加工業型

富県みやぎ塩釜海鮮隊
（※3者)

④水産（食品）加工業型

インフルエンサー塩竈グループ
（※4者）

④水産（食品）加工業型



◆復興事業計画の変更により，新分野事業を行う事業者を含むグループ

グループ名 グループ類型 新分野事業を行う事業者数

1 気仙沼地域産業活性化促進グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

2
気仙沼地域の被災事業者の事業再開，
被災者への生活再建を支援するグループ
(平成29年度)

③地域に重要な企業集積型 １者

3 さかなのまち気仙沼振興Ｃグループ ③地域に重要な企業集積型 １者

4 女川商業活性化グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

5 石巻生活コミュニティ復興グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

6 石巻港利活用・復興グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

7
石巻北上地区地域資源再生・利活用グ
ループ

③地域に重要な企業集積型 ２者

8
石巻地区再生資源高付加価値化技
術・物流革新グループ

③地域に重要な企業集積型 １者

9 東松島市の建設業グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

10 閖上ラブリー振興会グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

11 亘理町災害防止協議会グループ ③地域に重要な企業集積型 １者

12 水産石巻再生グループ ④水産（食品）加工業型 １者

13 新石巻牡鹿復興・再生遂行グループ ④水産（食品）加工業型 １者

14
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水産（食品）加工業型 １者


