令 和 ４ 年 度 「 い ずも 産 業 未 来 博 ２ ０ ２ 2 」
開 催 要 項
１

名称
令和４年度 「いずも産業未来博２０２２」

２

開催目的
出雲市内及び島根県内の企業・団体の製品・技術・研究内容を一堂に集め、出雲の産業
の魅力を「見て」、「触って」、「体感」することにより広く情報発信する。
また、未来の産業を担う子どもや学生など若者と、地元企業・団体・学校が交流する場
を創出し、将来の雇用確保と定住促進を図る。

３

主催
いずも産業未来博実行委員会、ＮＰＯ法人２１世紀出雲産業支援センター

４

共催
出雲市

５

協賛
調整中
〔参考〕R3 年度 実績
株式会社 山陰合同銀行、株式会社 島根銀行、株式会社 鳥取銀行、島根中央信用金庫、
しまね信用金庫、島根県農業協同組合 出雲地区本部、出雲商工会議所、平田商工会議所、
出雲商工会、斐川町商工会 (順不同/敬称略)

６

後援
調整中
〔参考〕R3 年度 実績
島根県、出雲市教育委員会、国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学出雲キャンパス、
独立行政法人国立高等専門学校機構松江工業高等専門学校、公益財団法人しまね産業振興財団、
出雲公共職業安定所、公益財団法人ふるさと島根定住財団、中海・宍道湖・大山圏域市長会、
出雲の國・斐伊川サミット、出雲地区森林組合、NPO 法人ビジネスサポートひかわ、
いずも創業・第二創業・事業承継に係る連携支援「御縁」 (順不同/敬称略)

７

開催日時
１日目

令和４年１０月２９日（土）

１０：００～１６：００

２日目

３０日（日）

１０：００～１６：００

10/26(水)

10/27(木)

10/28(金)

10/29(土)

会場設営
会場設営
搬入･準備
《委託業者》 《委託業者》 《出展者》

いずも
産業未来博
2022

午前

午後

８

会場
出雲ドーム（島根県出雲市矢野町９９９）
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10/30(日)

10/31(月)

いずも
産業未来博
2022

搬出･撤収
《出展者》

搬出･撤収
《出展者》

-

９

来場者

（１）来 場 対 象 者：①出展者(企業･学校等)の製品･技術･サービス･事業等に関心のある方
②出雲市内企業･学校への就職･進学に興味関心のある学生と保護者
（２）来場者数(推計)：１１,０００人（１日目 ５,０００人、２日目 ６,０００人）
[参考：過去来場者数 R3 10,500 人 / R1 13,800 人 / H30 13,700 人]

10 出展者
（１）出展者数(最大)：１００社・団体（対面出展 ９２社・団体、非対面出展 ８社・団体）
[参考：過去出展者数 R3 55 社･団体 / R1 110 社･団体 / H30 106 社･団体]
（２）出展対象者：①～③のいずれかに該当するもの
①出雲市内に事業所を有する企業、団体、学校、研究機関、公的機関 等
②島根県内に事業所を有する企業、団体、学校、研究機関、公的機関 等
③飲食料品販売・提供は、出雲市内に事業所を有する企業、団体等、且つ「出雲の特産
品」や「特色ある商品･メニュー」を自社で生産･製造･販売･提供しているものに限る。
企業

法人、個人事業主 等 （業種：製造業･建設業･情報通信業･小売業･サービス業 等）
国･地方公共団体及び学校法人が設置する学校

学校

（小･中学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学（短大･大学院含む）等）

研究機関

大学、高等専門学校が設置する機関、文部科学大臣が指定する機関 等

11 開催内容
（１）出展者による製品、技術等の紹介、販売（※予定。内容、社･団体数は、変更になる場合あり）
ゾーン名

社･団体数

内容

見込 (R3)

①職業体験

来場者へ自社の技術など活かした体験を提供するゾーン

15

(6)

②展示ＰＲ

来場者へ企業ＰＲや産業技術･製品･サービス等を展示するゾーン

55

(33)

③特産品･飲食

出雲市特産品、飲食料品(ﾃｲｸｱｳﾄ、持ち帰り品)を販売するゾーン

22

(12)

④非対面

Web や映像等を活用した非対面による出展ゾーン

8

( 4)

100

(55)

合計

（２）「輝く出雲の企業･製品」紹介パネル・ブース （※予定。内容は、変更になる場合あり）
パネル・ブース名

内容

①出雲ブランド商品

全国へ流通するに値する「出雲ブランド商品」の紹介

②出雲推奨商品 おいしい出雲

出雲市で生産･製造される「出雲推奨商品おいしい出雲」の紹介

③世界へ羽ばたく！出雲の製品･技術 出雲市から世界へ輸出･取引されている製品･技術の紹介
④ふるさと就職情報コーナー

将来出雲で働きたい若者やその保護者に対し、出雲で働くために
役立つ情報提供

（３）企画展示 （※予定。内容、社･団体数は、変更になる場合あり）
企画名

内容

①出雲市内新規創業者

出雲市創業支援事業によって創業した企業･店舗の紹介

②警察・消防･自衛隊･防災コーナー

特殊車両展示、制服着用・防災技術紹介 等

③出雲市内高校生

出雲市内高校の生徒による出展

④多文化共生

通訳の配置、会場内多言語表示等
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（４）イベント （※予定。イベント名･内容は変更になる場合あり）
イベント名

イベント概要

地元企業の仕事・技術など、体験を通じて出雲の産業を学ぶワー
①ものづくり体験
クショップ
ワークショップ ⅰ) 鋳造体験【協力：㈱ﾀﾞｲﾊﾂﾒﾀﾙ】
ⅱ) プログラミングでゲームづくり【協力：ﾁｰﾑ出雲ｵｰﾌﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会 】
②企業見学
参加者自身のモバイル端末を利用し、出展者の技術や製品に関す
ウルトラクイズラリー るクイズで楽しく学ぶ、クイズツアー
③笑顔と技術の
出雲工業高校生が、学習成果を活かして製作した『茶屋』の展示
“おもてなし茶屋”
④音色で幕開け！
出雲市内高校の吹奏楽部による、オープニングライブ
オープニングライブ 【出演】出雲北陵高校、出雲商業高校（調整中）
⑤あなたが選ぶ
出展コンセプトや展示・表現方法、演出、来場者応対などの基準
“№１ブース選挙” で来場者が投票し、出展者の人気 No.1 ブースを決定
⑦未来博 e スポーツ Day

⑧ドローン操縦･VR 体験

12

電子機器、コンピューターゲーム、ビデオゲーム等による対戦型の
「e スポーツ」の大会
【協力】(一社)島根県 e スポーツ連合
ドローンカメラマンの指導によるドローンの操縦、撮影体験

新型コロナウイルス感染症拡大予防対策について
「いずも産業未来博 2022」開催にあたり出展者・来場者の皆様には新型コロナウイルス
感染症拡大予防対策のご協力をお願いします。

（１）感染症予防対策へのご協力をお願いします。
（マスク着用、手指消毒、検温、他の人との間隔を空ける 等）
（２）出展者は、感染症予防対策を徹底します。
（飛沫感染予防対策、接触感染予防対策、体調管理 等）
（３）出展ブースは間隔を広げて配置します。
（４）飲食・特産品は持ち帰り品のみ、会場内での飲食は不可とします。
（５）会場内は、こまめに換気します。
（６）会場内が密にならないよう入場者数を管理・制限します。
（７）会場入場時に、来場者登録をお願いします。
※感染症拡大予防対策は追加、変更になる場合があります。
13 開催広報 （※予定。内容は変更になる場合あり）
（１）ポスターの掲示
掲示先：出展者、協賛･後援者、市内小中学校、出雲市役所、市内図書館･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 等

（２）チラシの配布
①小中学生、保護者、一般来場者向けチラシ
予定配布先：出展者、出雲市内小･中学生、新聞折込、協賛･後援者、出雲市役所 等
②高校生、高専生、専門学校生、大学生向けチラシ
予定配布先：出雲市内高校・専門学校、島根県内高等専門学校、大学

（３）業界誌、関係団体会報誌への記事掲載
（４）出雲市広報紙「広報いずも」 (11 月号(10/20 発行))への記事掲載
（５）ホームページ、SNS(出雲市公式 Facebook、Twitter 等)による情報発信
（６）マスメディア(新聞･テレビ･ラジオ等)への報道依頼
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14

その他

（１）開催中止等について
主催者は、天災、病原菌感染拡大（新型コロナウイルス感染症含む）、その他不可抗力等
を原因に、来場者または出展者の利益にとって必要かつ望ましいと判断した場合、開催中
止、早期閉会、開催延期、会場の移転等をすることがあります。
［新型コロナウイルス感染症拡大に伴う開催中止基準、開催中止時期］
判断時期

月日

開催
1 ヶ月前

9/29(木)

中止基準
島根県に緊急事態宣言が発出
又は島根県(又は出雲市)にまん延防止等重点措置が適用
以下①②のいずれかの場合

～

9/30(金)
以降、随時

10/30(日)

①島根県に緊急事態宣言が発出
又は島根県(又は出雲市)にまん延防止等重点措置が適用
②出雲市内における感染状況が拡大傾向にあるとき
・出雲市内で連日、感染経路が特定出来ていない、または感染経路
が不明等、いわゆる市中感染が拡大している。
・出雲市内で大規模にクラスターが発生し、感染が拡大している。
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