
１８　造船業・舶用工業の現況

　（１）造船業の現状

　　　①船舶修繕・新造船建造額の推移

（億円）

H29年度 H30年度 R１年度 R2年度 R3年度

新　　造 524 553 365 419 187

修　　繕 47 44 49 58 45

合　　計 571 597 414 477 232

　　　②令和3年度　新造船用途別建造実績

船舶の用途 隻　数 総トン数 金額（億円）

貨物船 1 13,041 41

タンカー 0 0 0

貨客船 1 450 11

客船 0 0 0

漁　船 16 2,264 91

その他 6 1,168 45

合　計 24 16,923 187

　（２）舶用工業の現況

　　　①令和3年度　造船関連工業製品（造機調査対象品目）製造・修繕実績

県　別 製造（億円） 修繕（億円） 合計（億円）

青森県 0 8 8

岩手県 15 0 15

宮城県 0 25 25

秋田県 0 0 0

山形県 0 1 1

福島県 25 2 27

合　計 40 36 76



　（３）造船業・舶用工業に対する支援

　　令和3年度　造船業・舶用工業経営技術講習会

　（４）管内造船所分布図

（資料１のとおり）

　（５）管内船舶関連工業事業所分布図

（資料２のとおり）

１９　舟艇関連の現況

　（１）第26回東北地区舟艇利用振興対策連絡会議

年　月　日 場　　所

     新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

・港湾におけるプレジャーボートの現状

・FRP船リサイクルシステムの現状

・マリン市場の動向

議　　事　　内　容

令和4年3月18日

・各自治体からの報告及び意見交換等

・海の駅の活動報告

書面による開
催とした

・舟艇利用振興施策

地方自治体(東北６県)、日本小型船舶
検査機構仙台支部、(株)日本船舶職員
養成協会東北、(一財)日本海洋レジャー
安全・振興協会東北事務所、（一社）日
本マリン事業協会、（一社）日本マリン事
業協会東北支部、(一社)東北小型船舶
工業会、海の駅ネットワーク、宮城県小型
船安全協会、東北地方整備局、第二管
区海上保安本部、東北運輸局

出　席　機　関

・東北におけるプレジャーボート海難の現況と安全対策



２０　モーターボート競走の現況

　（１）令和3年度　管内ボートピア（競艇場外発売場）実績

入場者数 売上金額（千円） 入場者数 （対前年度比） 売上金額（千円）
（対前年度

比）

ボートピアなんぶ
青森県
南部町

桐　生 62,863 891,487 66,265 105% 1,021,125 115%

ミニボートピア黒石
青森県
黒石市

平和島 123,964 1,204,928 116,331 94% 1,407,005 117%

ボートピア河辺
秋田県
秋田市

平和島 83,438 1,978,118 92,682 111% 2,133,330 108%

ボートピア大郷
宮城県
大郷町

多摩川 124,150 2,982,799 136,735 110% 3,718,607 125%

ボートピア川崎
宮城県
川崎町

蒲郡・常滑 75,188 1,795,024 82,171 109% 2,100,530 117%

ボートピア玉川
福島県
玉川村

浜名湖 85,335 2,806,593 97,174 114% 2,956,565 105%

ミニボートピア福島
福島県
福島市

桐　生 108,160 963,297 125,563 116% 1,141,729 119%

663,098 12,622,246 716,921 108% 14,478,891 115%

　（２）管内ボートピア分布図

合計

（資料３のとおり）

事業者 所在地 関連競艇場

R3年度R2年度



青 森 県

秋 田 県

岩 手 県

山 形 県

宮 城 県

福 島 県

八戸市（大臣許可：１ 局長許可：１ 登録：３）
□○北日本造船㈱ ◎八戸造船事業協同組合協同造船工場
○角清造船㈱ ○㈱カネチョウ清水造船所
○八戸港造船㈱

宮古市（登録：１）

○宮古漁業協同組合造船工場

山田町（届出：１）
△㈱ティエフシー

大槌町（登録：１ 届出：１）
○△㈲岩手造船所
△㈱岡本造船所

大船渡市（登録：１ 届出：３）
○㈲大船渡ドック
△㈲弘伸化工
△㈲須賀ケミカル産業
△ 〃 第二工場

釜石市（登録：３）
○㈱YHKドック
○△㈲釜石造船所
○△㈱小鯖船舶工業新浜町造船工場

陸前高田市（登録：１ 届出：１）
○中野造船所
△吉田造船所

気仙沼市（大臣許可：１
局長許可：１ 届出：１）
□△ ㈱みらい造船
◎○宮城県造船鉄工㈱
△ （有）丸竹造船所

石巻市（大臣許可：１
局長許可：１ 登録：１ 届出：１）
□○㈱ヤマニシ
◎○㈱鈴木造船所
○佐藤造船所
△㈱聖人堀鉄工所

塩釜市（局長許可：１ 登録：３）
◎東北ドック鉄工㈱
○東北重機工事㈱
○宮城造船鉄工㈱
○伸宏造船

青森市（局長許可：１）
◎○㈱北浜造船鉄工

男鹿市（登録：１）
○秋田造船鉄工（株）

にかほ市（届出：１）
△秋田県漁業協同組合南部船舶整備場

酒田市（登録：２）
○㈱山形造船所
○㈲家岸造船所

鶴岡市（登録：１）
○豊浦造船鉄工㈱

いわき市（局長許可：１ 登録：１
届出：１）
◎○小名浜造船㈱
○相浦造船鉄工所
△㈲及川造船所

管内造船所分布図（造船法及び小型船造船業法の許可・登録・届出事業所）
(令和４年１1月現在)

南三陸町（登録：１ 届出：1）
○△㈲大勝造船
△㈲志津川造船鉄工所相馬市（登録：１）

○松川造船㈱

深浦町（届出：１）
△野呂造船所

十和田市（登録：１）
○十和田観光電鉄（株）十和田湖造船所

中泊町（届出：１）
△小泊漁船共同
巻揚修理施設

むつ市（大臣許可：１）
□むつ市大湊ドック

事業所数 備考

□大臣許可造船所 ４ ○兼業２、△兼業１

◎局長許可造船所 ６ ○兼業４

○登録造船所 ２２ △兼業４

△届出造船所 １３

計 ４５

※休止中、所在不明事業者を除く（40事業者）

【 資 料 １ 】



凡例

★舶用機関（含部分品・付属品）製造 むつ市 5 八戸市 24

☆舶用機関修繕・整備・販売 ▽村林電機㈱ □㈱イガラシ冷機 ▽スエデン

■舶用補助機械（含部分品・付属品）製造 防衛省大湊ドック ☆エムエス工業㈱ ▽(有)テイエイチ無線

□舶用補助機械修繕・販売 ▽(有)あさひな電機 ○㈱河村鉄工所 ▽(有)河村電機

◆係船・荷役・漁労機械（含部分品・付属品）製造 ▽(有)久保田電機 ☆北日本機械金属㈱ (有)軒商会

◇係船・荷役・漁労機械修繕・販売 ▽(株)大湊精電社 ▼北日本造船㈱ (株)佐々木塗装店

▲航海用機器（含部分品・付属品）製造 ▽㈱笹森電機 (有)多田工業

△航海用機器修繕・販売 ☆ヤンマー舶用システム㈱八戸支店

◎軸系・プロペラ（含部分品・付属品）製造・修繕 ▽㈱沢内電機

●ぎ装品（含部分品・付属品）製造 横浜町 1 ☆昭和内燃機工業㈱

○ぎ装品修繕・販売 ☆船橋鉄工所 ☆㈱菅原ディーゼル

▼造船（含ぎ装・塗装） ▽八戸船舶電機㈱

▽船舶電装 ○㈲若松鉄工所

☆古野電気㈱八戸支店

八戸マリンサービス

中泊町 2 ▽(有)相内電機工業所

☆小泊鉄工所 ▽鈴木無線電機工業所

☆佐藤機械 ▽西野舶用電機

▽(株)東京商会

青森市 6

☆㈲遠藤鉄工所

☆鎌田製作所 盛岡市 1

▼㈱北浜造船鉄工 ▲(株)YDKテクノロジーズ盛岡事業所

　ヤンマー舶用システム(株)青森支店

☆セイカダイヤエンジン(株)北東北支店

☆(株)青森マリーナ 山田町 2

▽川村電装

☆ヤンマー舶用システム(株)東北営業部山田営業所

八森町 1

☆須藤鉄工所

大槌町 3

男鹿市 5 ▽和田電機工業㈲

★秋田造船鉄工㈱ ▽越田電機商会

☆㈲椿鉄工所 ▽(有)川原無線

▽㈲共栄無線

▽㈱千葉電業舎 釜石市 3

川田鉄工所 セイカダイヤエンジン(株)岩手営業所

　東北内燃機(株)

▽(有)豊田電機

潟上市 1

☆東北産業㈱

大船渡市 7

横手市 1 ☆㈱浦島鐵工所 ☆(株)互洋大船渡マリーナ

☆㈱増田鉄工場秋田工場 ☆ヤンマー舶用システム㈱大船渡営業所 ☆GOYOU(株)

☆遠藤機械

酒田市 7 ☆（有）あずさマリン

☆共栄エンジニアリング㈱ ☆（有）細浦鉄工所

○㈲ボートショップ酒田

☆テック両羽㈱

☆㈱サンライズ機工 陸前高田市 2

▽(有)アベ電業社 ▽村上電装

☆(株)田越海洋建設 ☆（有）金野機械店

☆(有)シンドーマリーン

鶴岡市 3 気仙沼市 21

☆㈱ササノ 丸竹造船所 (株)サイペン

☆㈱山伝製作所 三冷電機工業(株)

▽(有)温海船電商会 ▽石川電装㈱

▽大嶋電気工業㈲

☆㈱小野寺鐵工所

朝日町 1 ▽小野寺電気㈱新浜工場

(株)ニクニアサヒ本社工場 ●㈱東京ノッズル製作所

☆㈱新和エンジンサービス

□日新興業㈱気仙沼出張所

伊達市 1 ◆フジイ工機㈱

●三井ミーハナイト・メタル㈱伊達製鋼所 ☆フジタ工業㈱

(株)日本無線電業社

▽熊谷電機工業所

相馬市 4 ▽小高電気

☆㈲林機械工業所 ▽気仙沼東亜無線商会

▽相沢電機商会 ▽TMK無線

▽(有)大川電機工業所 ▽北洋無線(株)気仙沼営業所

▽(株)管野電機 澤淳工業所

(株)新和機械

(株)萩野谷塗装店

福島市 1

◆㈱福島製作所

南三陸町 2

(有)今野鉄工所

西白河郡 1 (有)カトーディーゼル

ムサシノ機器(株)白河工場

石巻市 24

☆宮城ヤンマー㈱ ▽大野電装(株)本社

いわき市 11 仙台市 2 △及川電機㈱ ▽(株)協和産業

◆㈱江名製作所 ☆ヤンマー舶用システム㈱東北営業部 ▽㈱木村電装 ▽(有)ウスイ電機工業

◆㈱興洋 ☆ヤマハ発動機（株）東日本営業所東日本サービス仙台 ☆ワイデーエス㈱ ▽(株)千葉電装工業

△㈲三共無線電機商会 ☆㈲三揚鉄工所

☆㈱常磐製作所 塩釜市 9 ▼㈱聖人堀鉄工所

☆㈱新江メンテック ▲東北ドック鉄工㈱ ▼㈱ヤマニシ

□ナニワ造機㈱ ▽塩釜船舶無線㈱ ▽昭和電装㈱

▽(有)高電船舶電機 ☆㈱鈴木ノッズル精器製作所 ☆㈱石巻金剛コルメット

▽(有)佐藤電機工業所 ☆大和ヂーゼル精器㈱ ☆㈱関口商会

★(株)いわきヤンマー工業所 ▽萩田電機㈱ △東亜無線電機工業所

☆(株)ミサキエンジニアリング △㈱東北電技工業 ☆東邦エンジニアリング㈱

☆(有)マリンサービスいわき □㈱三亥 ☆セイカダイヤエンジン㈱石巻営業所

☆(有)木村造機 ■㈲佐々木工業所

☆(株)くろしお ☆㈱石巻内燃機工業

▽森田電機産業㈱石巻出張所
☆古野電気㈱石巻支店

東松島市 2 ☆㈲青木エンジニアリング

▲大野電子開発㈱ ☆㈲阿部製缶鉄工

宮城県船舶無線工事協同組合 ☆㈱石巻水産鉄工

※舶用関係の事業所（令和4年11月現在） 全

【資料２】管内船舶関連工業事業所分布図
153 社



【資料３】

ボートピアなんぶ
青森県三戸郡南部町大字沖田面字
荒田13-1

・窓口 15（発売3 発売払戻12）
・駐車場 408台
・ファン用モニター
240インチマルチビジョン1台ほか

管内ボートピア・ミニボートピア（ボートレースチケットショップ）分布図
（モーターボート競走の場外発売場） （令和４年11月現在）

ボートピア大郷
宮城県黒川郡大郷町中村字
屋敷前80

・窓口 19（発売2 発売払戻17）
・駐車場 635台
・ファン用モニター
大型LEDビジョン2台ほか

ボートピア玉川
福島県石川郡玉川村大字岩法寺字
新屋敷116-2

・窓口 23（発売12 発売払戻11）
・駐車場 1,120台
・ファン用モニター

230インチマルチビジョン1台ほか

ボートピア河辺
秋田県秋田市河辺北野田高屋字
前田52-1

・窓口 20（発売8 発売払戻12）
・駐車場 1,100台
・ファン用モニター
220インチプロジェクター3台ほか

ボートピア川崎
宮城県柴田郡川崎町大字支倉字
鳥屋沢山25-6

・窓口 20（発売2 発売払戻18）
・駐車場 1,881台
・ファン用モニター
200及び164インチマルチビジョン
各1台ほか

ミニボートピア黒石
青森県黒石市追子野木町3-530

・窓口 12（発売4 発売払戻8）
・駐車場 335台
・ファン用モニター
70型液晶8台ほか

ミニボートピア福島
福島県福島市瀬上町字北中川原6－１

（サテライト福島2階）

・窓口 8（発売2 発売発戻6）
・駐車場 544台
・ファン用モニター
183インチLED大型映像1台ほか


