
 

 
             
 
                           

                           
 

 
 
 
 
 

 東北運輸局では、県内における自動車特定整備事業場（自動車整備工場）のうち、優秀
と認められる事業場を東北運輸局長及び秋田運輸支局長が表彰することとしています。 
 令和３年度において、秋田県内の自動車整備工場１，０１５事業場のうち３４事業場を
優良自動車特定整備事業場として表彰することとなりましたのでお知らせします。 

なお例年、秋田市内にて開催している表彰式については、新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から中止とさせて頂いておりますが、別途、秋田運輸支局長より別紙の日程・
会場にて表彰状を授与いたします。 
 
１．表彰事業場 

東北運輸局長からは４事業場を表彰することとしています。また、秋田運輸支局長
からは３０事業場を表彰することとしています。 

なお、事業者名及び事業場名等は別紙のとおりとなっております。 
 
２．表彰日程および会場 

別紙のとおり 
 

３．表彰基準 
① 事業場として関係法令等の遵守が適切であること。 
② 整備技術が優秀で、その向上対策が適切であること。 
③ 自動車整備事業の継続年数により、自動車の点検整備に貢献していること。 
④ 運輸局長表彰の対象は、運輸支局長表彰を３年連続で受賞する事業場であること。 

 
 
【参考】 
 ○認証工場とは 

自動車の特定整備（ブレーキ等を取り外して行う整備）を業とする者が一定の基準
に達することを制度的に確保する目的で、自動車特定整備事業の認証制度により、運
輸局長より認証されている工場 

 ○指定工場とは 
認証工場のうち、国土交通省令に定める基準（設備・技術・管理組織）を満たすこ

とにより民間検査場として運輸局長より指定を受けた工場 
 

 

 

 

 

 

 

秋田運輸支局プレスリリース 

秋田運輸支局では優秀な自動車整備工場の表彰を行います 

～令和３年度優良自動車特定整備事業場表彰～ 

【お問い合わせ先】 

東北運輸局秋田運輸支局 検査・整備・保安部門  服部、細川 

TEL ０１８－８６３－５８１１（代表） FAX ０１８－８６４－０２５０ 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ ８ 日 

東 北 運 輸 局 秋 田 運 輸 支 局 

 

東北運輸局マスコット 

”とうほくろっ犬 ” 



令和３年度　優良自動車特定整備事業場表彰者一覧 別紙

鹿角地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

鹿角自動車工業協業組合
代表理事　花ノ木　孝儀

鹿角自動車工業協業組合 鹿角市十和田末広 指定 支局長表彰

かづの農業協同組合
代表理事組合長　菅原　俊二

かづの農業協同組合農機車輌センター自動車整備工場 鹿角市花輪 指定 支局長表彰

大館地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

県北自動車整備協業組合
代表理事　小笠原　修

県北自動車整備協業組合 大館市二井田 指定 支局長表彰

太平興業(株)
代表取締役　平岡　裕

太平興業(株)大館支店 大館市餅田 指定 支局長表彰

能代・山本地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

大塚　治 オートガレージオオツカ 能代市河戸川 認証 支局長表彰

笹村　弘毅 笹村車輌整備工業 山本郡三種町豊岡金田 認証 支局長表彰

(株)塚本油店
代表取締役　塚本　真木夫

(株)塚本油店マイカー車検センター 能代市畠町 認証 支局長表彰

近藤オート販売(株)
代表取締役　近藤　皆男

近藤オート販売(株) 能代市浅内 認証 支局長表彰

中央地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

(企)田原商会
代表理事　髙橋　　年夫

(企)田原商会 秋田市大町 認証 局長表彰

菅生　勇 山崎モータース 南秋田郡五城目町1 認証 支局長表彰

(有)アダムス
代表取締役　佐藤　宏悦

(有)アダムス 秋田市上北手大戸 認証 支局長表彰

表彰伝達：令和3年7月6日（火）14：00～　（一社）秋田県自動車整備振興会

表彰伝達：令和3年6月29日（火）14：00～　秋田県自動車整備振興会 大館北秋田支部

表彰伝達：令和3年6月24日（木）14：00～　能代山本交通センター

表彰伝達：令和3年6月29日（火）14：00～　秋田県自動車整備振興会　大館北秋田支部



令和３年度　優良自動車特定整備事業場表彰者一覧 別紙

(有)平和自動車塗装
代表取締役　木曽　優作

平和自動車車検センター 秋田市新屋天秤野 認証 支局長表彰

カメイ(株)
代表取締役　亀井　文行

カメイ(株)ドクタードライブ秋田広面店 秋田市東通 認証 支局長表彰

ロイヤルモーター(株)
代表取締役　成田　勝

ロイヤルモーター(株) 秋田市八橋 認証 支局長表彰

船木モータース(株)
代表取締役　船木　太壱

船木モータース(株) 男鹿市船越 認証 支局長表彰

長谷川　正春 長谷川企業社自動車整備工場 男鹿市船川港船川 認証 支局長表彰

(有)鈴木モータース
代表取締役　鈴木　祐一

(有)鈴木モータース 秋田市河辺三内 認証 支局長表彰

ロイヤルモーター(株)
代表取締役　成田　勝

Ａｕｄｉ秋田 秋田市寺内蛭根 認証 支局長表彰

(株)秋田スズキ
代表取締役　石黒　寿佐夫

(株)秋田スズキ 秋田市高陽幸町 指定 支局長表彰

羽後日産モーター㈱
代表取締役　佐藤　健己

羽後日産モーター㈱秋田店サービスセンター 秋田市保戸野鉄砲町 指定 支局長表彰

ネッツトヨタ秋田(株)
代表取締役　石井　資就

ネッツトヨタ秋田(株)臨海店 秋田市川尻町 指定 支局長表彰

由利本荘地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

畠山　　繁記 畠山モータース 由利本荘市東由利老方 認証 局長表彰

(有)ワタナベ自動車
 代表取締役　渡邊　洋二

(有)ワタナベ自動車 由利本荘市岩城内道川 認証 支局長表彰

(株)ジェイエイ秋田しんせいサービス
代表取締役　新田豊治

(株)ジェイエイ秋田しんせいサービス由利自動車センター 由利本荘市荒町 指定 支局長表彰

(有)東幸自動車
代表取締役　齋藤　幸悦

(有)東幸自動車 由利本荘市二十六木 指定 支局長表彰

大仙地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

(株)おばこライフサービス
代表取締役　 藤川　栄

(株)おばこライフサービス太田自動車センター 大仙市太田町 指定 局長表彰

伊藤　公仁 神岡安全自動車整備工場 大仙市神宮寺 認証 支局長表彰

表彰伝達：令和3年6月30日（水）14：00～　（一社）秋田県南自動車連合会

表彰伝達：令和3年7月1日（木）14：00～　（一社）本荘自動車協会



令和３年度　優良自動車特定整備事業場表彰者一覧 別紙

新田　寒一郎 新田ボデー 大仙市堀見内 認証 支局長表彰

(株)オートエムワン
代表取締役　武藤　伸一

(株)オートエムワン 大仙市四ツ屋 認証 支局長表彰

武藤　英男 ムトウ自動車整備工場 大仙市協和峰吉川 認証 支局長表彰

大曲自動車整備協業組合
代表理事　澤野　輝男

大曲自動車整備協業組合 大仙市大曲西根 指定 支局長表彰

横手地区

事業者氏名または名称 事業場名 事業場所在地 認証・指定工場の別 表彰の別

(有)三浦自動車整備工場
代表取締役　三浦　崇

(有)三浦自動車整備工場 横手市増田町増田 認証 局長表彰

伊藤　正人 伊藤輪業 横手市金沢 認証 支局長表彰

宮川　徹 大和自動車工業 横手市雄物川町薄井 認証 支局長表彰

※順不同

表彰伝達：令和3年6月30日（水）14：00～　（一社）秋田県南自動車連合会


