
　（３）造船業・舶用工業に対する支援

　　　　平成３０年度　造船業・舶用工業経営技術講習会

年　月　日 場　　所

　（４）管内造船所分布図

（資料１のとおり）

　（５）管内舶用工業事業所分布図

（資料２のとおり）

１９　舟艇関連の現況

　第23回東北地区舟艇利用振興対策連絡会議

年　月　日 場　　所

・プレジャーボートの利用振興施策について

出　席　機　関

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

・プレジャーボート海難の現状について

・港湾におけるプレジャーボート行政の
動向について

・FRP船リサイクルについて

・プレジャーボートの普及推進活動について

議　　事　　内　容

平成31年3月18日

・各自治体のプレジャーボート利用振興施策
及び放置艇対策等に係る報告及び意見交換

・海の駅の活動報告について

宮城県仙
台市（東北
運輸局２F
専用会議
室）

講　習　内　容 講　　師

平成31年3月15日

宮城県仙
台市（東北
運輸局２F
専用会議
室）

国土交通省海事局船舶産業課
課長補佐（総括）　小川幹一郎

国土交通省海事局検査測度課
統括船舶検査官　神谷和也

新たな外国人材の受け
入れ制度について

新たな船舶検査・測度制
度の構築に向けた取り組
みについて

自動運航船の開発・普
及に向けた取り組みとデジ
タライゼーション

国土交通省海事局海洋･環境政策課
技術企画室長　田村顕洋



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：６（休止２））
□○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㈱ ○麥澤造船所
○㈲タナカ造船工業（休止） ○㈲木下造船所（休止）

宮古市（登録：２）

○中屋造船所

○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：３ 登録：３ 届出：１）
□㈱みらい造船本社
◎○㈱みらい造船木戸浦工場
◎○㈱みらい造船吉田工場
◎○宮城県造船鉄工㈱
○㈱みらい造船澤田工場
○㈱みらい造船小鯖工場
○大市造船㈱
△ （有）丸竹造船所

石巻市（大臣許可：１
局長許可：１ 登録：１
届出：２）
□○㈱ヤマニシ
◎○㈱鈴木造船所
○佐藤造船所
△㈱聖人堀鉄工所
△鈴木造船所

塩釜市（局長許可：１
登録：４（休止１））
◎東北ドック鉄工㈱
○東北重機工事㈱
○宮城造船鉄工㈱
○伸宏造船
○三陸造船鉄工㈱（休止）

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）
(平成３１年３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

◎局長許可造船所 ８ ○兼業６

○登録造船所 ３０ △兼業６
（休止３）

△届出造船所 １４

計 ５６
（休止３）

【 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

小泊村 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 ▲横河電子機器㈱盛岡事業所
　ヤンマー舶用システム(株)青森支店
☆三菱重工エンジンシステム(株)東日本支社北東北支店
☆(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 　三菱重工エンジンシステム(株)東日本支社北東北支店岩手営業所

　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
☆㈱新江鉄工所 ▲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 ☆三菱重工エンジンシステム㈱石巻(営)

☆(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（平成３１年３月現在） 全

【資料２】管内船舶関連工業事業所分布図
153 社


