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令和1年6月21日

一般社団法人日本中小型造船工業会

NO. 実施事業所 内容 備考

1  7月2日(火) PM 福山市 （広島県） 福山市立光小学校 出前講座

2 09:10～09:50 常石造船（株） 進水式

3 10:00～10:45 福山市立藤江小学校 出前講座

4 14:00～14:45 福山市立桜ケ丘小学校 出前講座

5 09:00～15:40 下関市 （山口県） 三菱重工業(株)下関造船所 他 工場見学・港見学

6 10:00～15:00 今治市 （愛媛県） BEMAC(株)みらい工場/今治造船(株)本社工場 工場見学

7 10:00～15:30 今治市 （愛媛県） 潮冷熱(株)/(株)新来島どっく大西工場 工場見学

8 10:00～11:00 広島市 （広島県） 警固屋船渠(株) 進水式

9 11:00～12:00 丸亀市 （香川県） 興亜産業(株) 進水式

10  7月8日(月) 10:00～11:30 今治市 （愛媛県） 今治造船(株)本社工場/(株)新来島どっく大西工場 工場見学

11  7月9日(火) 10:00～15:00 倉敷市・玉野市 （岡山県） 三井E&S造船（株）玉野事業所/ナカシマプロペラ（株） 工場見学

12  7月11日(木) 15:00～16:00 高知市 （高知県） 新高知重工（株） 進水式

13  7月12日(金) AM 尾道市 （広島県） ツネイシクラフト＆ファシリティーズ 工場見学

14  7月14日(日) 15:00～ 塩竃市 （宮城県） 東北ドック鉄工（株） 祭イベント

15  7月17日(水) PM 江東区 （東京都) 墨田川造船（株） 進水式/イベント

16  7月18日(木) 11:20～12:00 尾道市 （広島県） 内海造船(株)瀬戸田工場 進水式

17  7月20日(土) 13:00～21:00 玉野市 （岡山県） 三井E&S造船(株)玉野事業所 工場見学/イベント

18  7月22日(月) 11:00～12:00 福岡市 （福岡県） 福岡造船（株）福岡事業所 進水式

19 終日 鳥羽市 （三重県） 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

20 14:00～15:30 福山市 （広島県） 常石造船（株） 工場見学

21 10:30～12:30 臼杵市 （大分県） （株）臼杵造船所 工場見学

22 12:30～13:30 小松島市 （徳島県） 井村造船（株） 進水式

23 15:30～ 佐伯市 （大分県） （株）三浦造船所 進水式

24  7月29日(月) 07:30～ 今治市 （愛媛県） 檜垣造船（株） 進水式

25 09:00～ 今治市 （愛媛県） しまなみ造船（株） 進水式

26 10:00～11:30 西条市 （愛媛県） 今治造船（株）西条工場 工場見学

27 終日 鳥羽市 （三重県） 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

28 10:00～ 呉市 （広島県） （株）神田造船所 進水式

29 09:00～11:30 福山市 （広島県） 常石造船(株) 工場見学

30 09:00～11:30 今治市 （愛媛県） 伯方造船（株） 進水式/工場見学

31 工場見学/体験乗船

 8月3日(土) 海技研講演/体験乗船

 8月4日(日) 体験乗船

32  8月5日(月) 10:00～ 八代市 （熊本県） 熊本ドック（株） 祭イベント/進水式/講演

33 09:00～11:00

34 13:30～15:00

35  8月8日(木) 高松市 （香川県） 四国ドック（株） 進水式

36  8月9日(金) 10:00～15:30 今治市 （愛媛県） BEMAC(株)みらい工場/今治造船(株）本社工場 工場見学

37  8月17日(土) 10:00～15:00 伊万里市 （佐賀県） (株)名村造船所 工場見学

38 08:30～ 佐伯市 （大分県） （株）三浦造船所 進水式

39 終日 四日市他 （三重県） 四日市港・川越火力発電所 他 工場見学

40  8月22日(木) 9:00～10:00 松江市 （島根県） （有）福島造船鉄工所 工場見学

41  8月23日(金) 下関市 （山口県） 旭洋造船（株） 引渡式

42 福山市 （広島県） 本瓦造船（株） 進水式

43 今治市 （愛媛県） 村上秀造船（株） 進水式

※上記以外にも見学会等の実施を調整中

44 調整中 函館市 （北海道） 函館どつく（株） 進水式or工場見学

45 八戸市 （青森県） 北日本造船（株） 引渡式or工場見学

46 尾道市 （広島県） ツネイシクラフト＆ファシリティーズ 工場見学

47 三原市 （広島県) 今治造船（株）広島工場 工場見学

48 江田島市 （広島県） 中谷造船（株） 進水式

49 長崎市 （長崎県） 三菱重工業（株）長崎造船所 工場見学

50 佐世保市 （長崎県） 佐世保重工業（株）他 工場見学/フェリー・港見学

51 鹿児島市 （鹿児島県） 鹿児島どっく鉄工（株）他 工場見学/フェリー・港見学

52 長崎市 （長崎県） （株）井筒造船所 工場見学祭

工場見学会

 7月3日(水) 福山市 （広島県）

 7月5日(金)

 7月4日(木)

 7月31日(水)

 8月1日(木)

新糸満造船（株）
ツネイシクラフト＆ファシリティーズ（株）

常石造船（株）

 7月26日(金)

 8月30日(金)

 8月20日(火)

 8月2日(金)

 8月6日(火)

（沖縄県）

福山市 （広島県）

令和元年度　海と日本PROJECT　「この地球で一番大きな工業製品『船』を見に行こう!!」
見学会実施一覧（予定）

08:30～15:30

色付きは実施が決定しているもの

日時 地区

 7月25日(木)

糸満市


	実施予定一覧

