
NO. 開催日 実施事業所 内容 参加人数
1  7月15日(土) 神奈川県 横浜市 ジャパンマリンユナイテッド（株）横浜事業所 工場見学祭 3,869名
2  7月16日(日) 宮城県 塩竃市 東北ドック鉄工（株） 工場見学祭 524名
3  7月17日(月) 愛知県 豊橋市 新来島豊橋造船（株） 工場見学 182名
4  7月18日(火) 広島県 三原市 今治造船（株）広島工場 工場見学 64名
5 〃 大分県 佐伯市 （株）三浦造船所 進水式 58名
6  7月19日(水) 広島県 福山市 常石造船（株） 工場見学 41名
7  7月20日(木) 神奈川県 横須賀市 住友重機械マリンエンジニアリング（株） 工場見学 16名
8  7月21日(金) 岩手県 山田町 （株）ティーエフシー 工場見学祭 57名
9  7月22日(土) 岡山県 玉野市 三井造船（株）玉野事業所 工場見学 600名
10 〃 岩手県 山田町 （株）ティーエフシー 工場見学・体験乗船 286名
11  7月23日(日) 岩手県 山田町 （株）ティーエフシー 工場見学・体験乗船 379名
12  7月24日(月) 長崎県 長崎市 （株）井筒造船所 進水式 58名
13 〃 今治市 愛媛県 （株）新来島どっく大西工場 工場見学 10名
14 〃 広島県 福山市 常石造船（株） 工場見学 87名
15  7月25日(火) 神奈川県 横浜市 京浜ドック（株） 工場見学 25名
16 〃 東京都 江東区 墨田川造船（株） 進水式・工場見学祭 305名
17 〃 愛媛県 今治市 浅川造船（株） 進水式 151名
18 〃 愛媛県 今治市 山中造船（株） 命名式・工場見学 36名
19 〃 大分県 佐伯市 佐伯重工業（株） 進水式 343名
20 〃 広島県 呉市 （株）神田造船所 進水式 90名
21 〃 愛媛県 今治市 （株）新来島どっく大西工場 工場見学 7名
22 〃 広島県 福山市 常石造船（株） 工場見学 74名
23  7月26日(水) 香川県 丸亀市 今治造船（株）丸亀事業本部 工場見学 107名
24  7月27日(木) 三重県 津市 ジャパンマリンユナイテッド（株）津事業所 工場見学、体験乗船 78名
25  7月28日(金) 香川県 高松市 四国ドック（株） 工場見学
26 〃 香川県 高松市 （株）マキタ 工場見学
27 〃 岡山県 倉敷市 サノヤス造船（株）水島製造所 工場見学 21名
28 〃 宮城県 石巻市 （株）ヤマニシ 工場見学・進水式 77名
29 〃 広島県 福山市 常石造船（株） 工場見学 63名
30  7月29日(土) 青森県 八戸市 北日本造船（株） 工場見学 73名
31  8月1日(火) 佐賀県 伊万里市 （株）名村造船所 工場見学 41名
32 〃 熊本県 八代市 熊本ドック（株） 工場見学 26名
33  8月2日(水) 千葉県 市原市 三井造船（株）千葉事業所 工場見学 44名
34  8月3日(木) 徳島県 鳴門市 神例造船（株） 工場見学 43名
35 〃 神奈川県 横須賀市 京浜ドック（株） 進水式 51名
36  8月4日(金) 徳島県 小松島市 井村造船（株） 工場見学 33名
37 〃 大分県 臼杵市 （株）臼杵造船所 工場見学 32名
38 〃 長崎県 佐世保市 佐世保重工業（株） 工場見学 27名
39  8月7日(月) 熊本県 八代市 熊本ドック（株） 工場見学 28名
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40  8月7日(月) 神奈川県 横浜市 京浜ドック（株） 工場見学 26名
41  8月8日(火) 佐賀県 伊万里市 （株）名村造船所 工場見学 42名
42  8月9日(水) 新潟県 新潟市 新潟造船（株） 工場見学 38名
43 〃 広島県 尾道市 向島ドック（株） 工場見学 32名
44 〃 岡山県 倉敷市 サノヤス造船（株）水島製造所 工場見学 47名
45 〃 広島県 尾道市 尾道造船（株） 進水式 75名
46 〃 広島県 呉市 警固屋船渠（株） 進水式 52名
47  8月11日(金) 熊本県 八代市 熊本ドック（株） 安全祈願祭 453名
48  8月17日(木) 兵庫県 相生市 （株）JMUアムテック 工場見学 37名
49 〃 沖縄県 糸満市 新糸満造船（株） 工場見学・出前講座 81名
50  8月18日(金) 広島県 福山市 常石造船（株） 工場見学 128名
51  8月19日(土) 北海道 函館市 函館どつく（株） 工場見学 22名
52  8月21日(月) 高知県 高知市 新高知重工（株） 工場見学 27名
53 〃 静岡県 清水市 （株）三保造船所 進水式 172名
54  8月22日(火) 愛媛県 西条市 今治造船（株）西条工場 工場見学 41名
55 〃 愛媛県 今治市 しまなみ造船（株） 進水式 89名
56  8月23日(水) 愛媛県 今治市 檜垣造船（株） 進水式 171名
57 〃 愛媛県 西条市 眞鍋造機（株） 工場見学 38名
58 〃 広島県 尾道市 内海造船（株）因島工場 進水式 46名
59 〃 広島県 福山市 常石造船（株） 工場見学 30名
60 〃 愛媛県 今治市 （株）新来島波止浜どっく 進水式 133名
61  8月24日(木) 大分県 佐伯市 佐伯重工業（株） 工場見学 34名
62 〃 大分県 佐伯市 共栄船渠（株） 工場見学 56名
63  8月25日(金) 大分県 佐伯市 佐伯重工業（株） 工場見学 54名
64 〃 青森県 八戸市 北日本造船（株）豊洲工場 工場見学 49名
65  8月28日(月) 香川県 坂出市 川崎重工業（株）坂出工場 工場見学 43名
66 〃 広島県 呉市 （株）神田造船所 工場見学 32名

参加人数合計 10,079名開催回数：66回　　　　　開催事業所数：48事業所
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