
都道府県 事業者名 事業類型 事業計画名 事業計画 認定支援機関名 ページ

北海道
中山石油㈱

（組合員・2SS運営
／日高郡）

通常枠
馬服の洗濯屋さん＋布団
も洗える大型ランドリーの新
規事業展開

既存事業の販売・流通資源を活⽤し、店舗⽼朽化が進む別
会社を吸収合併。 道の駅前の好⽴地ＳＳで「馬の服を洗
う」新規事業を⽴ち上げ、地域ニーズに応えると共にＳＳ配
送業務との一体化で効果的な事業再編を目指す。

㈱北洋銀⾏ 3

新潟県
㈱関芳

（組合員・1SS運営
／十日町市）

通常枠
成人式を中心とする衣裳レ
ンタル・写真撮影一体型写
真スタジオ事業

激減するブライダル当日需要から脱却し、成人式振袖中心の
衣裳レンタルから写真撮影一体型プランを提供。製造部門と
製品開発・商品展開、ビジュアル戦略・ネット戦略・ＳＮＳ活
⽤等で連携し、相乗効果を発揮し新規事業展開。

㈱商⼯組合中央⾦
庫 119

栃木県
㈲しのぶや

（組合員・1SS運営
／那須塩原市）

通常枠
環境に配慮した大型自動
⾞鈑⾦・塗装⼯場で、企業
回復と未来ある社会を︕

県内初の鈑⾦・塗装⼯場を新設。「大型⾞⽤塗装ブース」
「大型鈑⾦設備」を備え、そして次世代塗料ともいわれる「⽔
性塗料」を採⽤し、先進性・⽣産性・環境性を高次元に追求
した環境で、新たな大型⾞分野へ事業展開し、経営回復か
ら事業発展、そして社会貢献に取組みます。

㈱⾜利銀⾏ 37

山梨県
㈱木次商事

（組合員・5SS運営
／北杜市）

通常枠 指定整備⼯場新設による
⾞検事業の開始

自動⾞整備⼯場を新設し、国より「指定⼯場」の認定を受け、
自社完結の⾞検事業への展開により、燃料を中心とした「地
域のライフラインを支える企業」から「地域のモビリティを支える
企業」へと展開致します。

㈱⼋十⼆銀⾏ 138

愛知県
川瀬石油販売㈱
（組合員・SS運営なし

／一宮市）
通常枠

軽油貯蔵の実現による「軽
油販売」と「緊急時供給契
約での減災支援」

新型コロナウイルスの影響で減少している重油販売に変わり、
今後成⻑する災害⽤発電機の動⼒のための緊急時供給契
約を⾒据えた軽油販売事業へ転換する。軽油の導入にあたり
必要な消火設備の購入とタンクの改修を含む補助事業を実
施する。

税理⼠法人大樹 177

中⼩企業等事業再構築補助⾦ 第1回公募／採択状況 〔速報版〕

第1回公募採択案件:15件（石油販売業者の採択例）

■第２回公募
・７月２日18:00まで申請受付
・第2回公募締め切り後、3回程度の公募を予定

2021.6.18現在■「緊急事態宣言特別枠」の採択結果
（2021.6.16公表）
①応募件数︓5,181者
②要件を満たした申請件数︓4,326者
③採択件数︓2,866者 ※採択率55.3％（③/①）

■「通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠」の採択結果
（2021.6.18公表）
①応募件数︓17,050者
②要件を満たした申請件数︓14,913者
③採択件数︓5,150者 ※採択率30.2％（③/①）
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岐阜県
丸山木材⼯業㈱
（組合員・２SS運営
／中津川市）

通常枠 中津川市の「木」を感じられ
る癒し空間の提供

中津川市中心市街地にホテルを新設・運営します。ビジネス
ホテルが少なく、他の宿も⽼朽化している当地で、平日はビジ
ネス客、休日は国内観光及びインバウンド需要を取り込む計
画です。「木」を活かしたホテルをコンセプトにし、魅⼒があり他
社と差別化できるホテルを目指します。

㈱ライトアップ 152

奈良県
更⾕萬業㈱

（組合員・1SS運営
／五條市）

通常枠
中山間地域の課題解決を
図る⽣活必需品・地域物
産販売事業等の実施

中山間地域における課題解決を図るだけでなく、⽣活必需
品・地域物産の販売事業および自動⾞関連サービスや関連
商品販売を⾏うことで、持続的な事業発展を⾏う。当地域の
ブランド柿やジビエ商品を取扱い、地域活性化にも寄与してい
く。

久保 正義 255

兵庫県
久米石油㈱

（組合員・２SS運営
／南あわじ市）

通常枠 船舶給油インフラ整備事業

コロナ禍による余剰人員をリソースとしつつ、船舶給油取扱所
の構築、船舶給油⽤タンクローリーの購入・使⽤により、災害
などの有事の際にも不特定多数の船舶に対し機動的な燃料
供給を実現する。

㈱ＡＧＳコンサル
ティング 244

岡山県
㈱道満石油店
（組合員・２SS運営

／真庭市）
通常枠

地域の高齢者を支えるリ
フォーム・⾒守りサービス事
業への新分野展開

当社はガソリンスタンド２店を営み、燃料油販売とＬＰガス販
売を主業としている。７０年の業歴で培った地域の顧客・地
元業者との関係性を活かし、高齢者世帯を主対象としたリ
フォーム事業・⾒守りサービス事業への新分野展開を図る。

岡山県商⼯会連合
会 264

岡山県
㈱アサヒメンテナンス
（組合員・1SS運営

／津山市）
通常枠

拡大する中山間地域の耕
作放棄地を有効活⽤、ス
マート農業へ参入

当社のある中山間地域では、農業従事者の高齢化から農作
物作付面積は激減し、耕作放棄地は拡大の一途を辿り、農
業の衰退は顕著となっている。地元建設業者として当社の保
有する重機等設備や人材等の経営資源の活⽤からＩｏＴ
等先端技術を駆使したスマート農業への参入により地域の雇
⽤の維持・拡大による地域活性化を実現する。

㈱中国銀⾏ 266

岡山県
㈲⼩林石油店
（組合員・２SS運営

／備前市）
通常枠

来店型店舗から燃料配送
専門店への業態転換による
付加価値向上

当社は、２店舗のガソリンスタンドを経営しているが、新型コロ
ナウイルス感染症による外出自粛の拡大及び、省エネ（脱炭
素）によるガソリン需要の縮⼩により、個人客へのガソリン販
売を主とした来店型店舗から業態転換が必要である。 そこで、
兵庫県赤穂市の店舗を新たに３種類（Ａ重油、軽油、灯
油）の油種を安定した需要が⾒込まれる兵庫県⻄部や岡山
県内の⼯場等へ配送販売する燃料配達専門店に業態展開
を⾏う。

㈱中国銀⾏ 268
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広島県
㈲⼋千代運輸倉庫
（組合員・1SS運営
／安芸高田市）

通常枠
既存事業とのシナジー効果
が発揮できる新分野への進
出事業

当社の⾞両整備⼯場は高い技術⼒を有しており、その強みと
地域ニーズをくみ取りながら、当地域には存在しない建設産業
機械整備分野に進出する事業。

㈱Ｋプランニング 269

広島県
三和鉄構建設㈱
（組合員・1SS運営

／尾道市）
通常枠

大型鉄骨構造物の建設需
要に伴う、大型鉄骨市場へ
の進出

新型コロナウイルスの影響に伴い、中⼩規模の建設⼯事が減
少している中、高精度の大型鉄骨を要求される大型鉄骨市
場は安定して推移しており、県内初のＨ形鋼加⼯全自動ライ
ンシステムを導入し、新たな大型鉄骨を高効率に製作すること
で、大型鉄骨市場に挑戦する。

㈱広島銀⾏ 274

鳥取県
㈱トリベイ

（組合員・7SS運営
／鳥取市）

通常枠 鳥取の自然環境を活かした
グランピング事業の構築

地域に密着したガソリンスタンド運営を主事業とする当社が
地域資源を活⽤した新たな宿泊アクティビティを展開する取組
（グランピングの事業展開）を⾏うことで、より地域密着した
企業基盤の構築を図ります。

㈱山陰合同銀⾏ 258

大分県
日田石油販売㈱
（組合員・2SS運営

／日田市）
通常枠

豪雨災害多発地区におけ
る僻地災害対策⽤ＬＰＧ
発電機の販路構築

ガソリンスタンド市場は少⼦化・⾞両電動化による需要減、更
にコロナ禍による観光や営業⾞の往来需要まで蒸発。そこで
当社で既に実施しているＬＰＧ⼩売との相乗効果を念頭に、
新たに災害⽤ＬＰＧ発電機器販売とガスボンベ充填装置の
設置を⾏い、機器・燃料・メンテナンスで収益を確保する。

日田商⼯会議所 312

愛知県
㈱ナンバーワン
（参考）
貸切バス事業

通常枠

人の輸送から物の輸送ニー
ズに転換︕大型⾞・特殊
作業⾞専門軽油スタンド事
業の開発

当社はこれまで一般貸切旅客事業のみを提供してきたが、そ
の需要の源泉は「通勤や旅⾏といった【人の移動】から⽣じる
輸送」であった。本事業では、当社の優位性である大型⾞両
や特殊⾞両に対する整備能⼒とリサイクル関連事業者等に
対するネットワークを⽣かし、当社所有の遊休地に「大型⾞・
特殊⾞両特化型の軽油スタンドサービス」を展開していく。

知多信⽤⾦庫 181

岐阜県
㈱⼋高
（参考）

自動⾞整備業
通常枠

リニア駅開発地区での地域
密着型ガソリンスタンド事業
の取組

過疎化が進む地区で自動⾞整備業を続けてきたが、新型コロ
ナウイルスの影響により整備需要の減少等に陥っている。人口
流入が⾒込まれるリニア駅開発地区でガソリンスタンドを展開
し、新規顧客獲得、売上・収益改善を図る計画である。

岐阜信⽤⾦庫 152

熊本県
天草エネルギー㈱
（参考）
LPガス販売

通常枠
ガス事業と連携した「災害
対応型コインランドリー」によ
る事業再構築と地域貢献

ガス事業とのシナジーを活かし、地域の顧客価値向上や災害
時の拠点としての機能を有する「災害対応型コインランドリー」
で新分野展開と地域貢献を果たすことで、事業⽣産性の向
上し会社の成⻑性や競争⼒強化を図る。

㈱熊本銀⾏ 308
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