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【国内】

イベント等名称 時　　期 場　　所 イベント等の概要 主催者 参加予定企業等の状況 出席者 担当課

「WEST EXPRESS　銀河」初便到
着セレモニー（仮称）

延期（未定） JR出雲市駅
「WEST EXPRESS　銀河」の初便が出雲市駅へ到
着するのに合わせ、セレモニーを開催

山陰観光連盟 ＪＲ西日本米子支社、出雲市 知事等 観光振興課

就職フェアしまね R2.8月（予定） 県内（会場未定）
2021年3月大学等卒業予定者を対象とした、県内
企業の合同面接会

島根労働局、島根県、委託先事業者（未
定）

県内に事業所等のある企業 関係者 雇用政策課

首都圏メディア向け島根県観光情
報説明会

R2.9月（予定） 東京都
首都圏メディアに対して、県、市町村、観光協会
等による観光情報の提供・意見交換を実施

島根県 首都圏メディア 関係者 観光振興課

名古屋機械要素技術展
航空・宇宙機器開発展

R2.9.9（水）
　～11（金）

愛知県国際展示場
機械加工技術、航空機、宇宙機器の開発・製造
技術PR向け展示会

リードエグジビションジャパン（株）
県内に事業所等のある製造
業者

担当者
産業振興課

（産業振興財団）

中国5県合同商談会 R2.9.11(金) 岡山県内予定 中国5県で開催する広域商談会 中国5県の産業振興財団　他
県内に事業所等のある製造
業者

担当者
産業振興課

（産業振興財団）

ＧＯ島根！ＩＴエンジニア転職フェア
（島根県ＩＴ企業との交流会）

R2.9.12（土）
R3.1月予定

東京都・大阪府予定
UIﾀｰﾝを希望するITｴﾝｼﾞﾆｱと島根県IT企業等との
交流会（リモート開催を予定）

島根県
県内に事業所等のあるＩＴ企
業

担当者 産業振興課

関西機械要素技術展
R2.10.7(水)
　　　～9（金）

インテックス大阪 機械加工技術ＰＲ向け展示会 リードエグジビションジャパン（株）
県内に事業所等のある製造
業者

担当者
産業振興課

（産業振興財団）

島根県観光情報説明会　　※中止  R2.10.7（水）  大阪市内  旅行会社向け説明会、商談会  島根県  観光施設、宿泊事業者など  関係者  観光振興課

エンジンフォーラム神戸2020
R2.10.20（火）
　　～21（水）

神戸国際展示場
エンジン（航空エンジンなど）やガスタービンエンジ
ン分野に特化した国際的な展示商談会

advanced business events
(BCIエアロスペース）

県内に事業所等のある製造
業者

担当者
産業振興課

（産業振興財団）

障がい者雇用促進フォーラム
R2.10.6（火）
R2.10.13（火）

出雲合同庁舎
益田合同庁舎

障がい者雇用の促進を目的とした企業向けのセミ
ナー等を開催

島根県、島根労働局、（独）高齢・障害・求
職者雇用支援機構、障害者就業・生活支
援センター

県内企業等 関係者 雇用政策課

第５８回技能五輪全国大会
R2.11.13（金）
　～11.16（月）

愛知県
建築や機械組み立てなど多様な職種における23
歳以下の技能者の技能レベルを競う大会

厚生労働省、愛知県 未定 担当者 雇用政策課

第40回全国障害者技能競技大会
（アビリンピック）

R2.11.13（金）
　～11.15（日）

愛知県
満15歳以上の障がい者による技能競技大会。
障がい者の職業能力の情報発信と、雇用促進を
目的に、昭和47年から開催

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、愛
知県

未定 担当者 雇用政策課

しまね技能フェスティバル2020 R2.11.22（日） くにびきメッセ
技能の重要性を県民にアピール
職人、職人団体等の製作した作品の展示及び技
能の実演等

島根県職業能力開発協会、
島根県技能士会連合会

県内各技能士会、高等技術
校、ポリテクカレッジ島根 他

部長 雇用政策課

RubyWorld Conference2020
R2.12.17(木)、
18(金)

くにびきメッセ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語「Ruby」に関する技術動向などの
情報交換を目的に国内外からｴﾝｼﾞﾆｱや企業が
集う国際会議（リモート開催を検討）

RubyWorld Conference開催実行委員会
Rubyに関心のある国内外の
ｴﾝｼﾞﾆｱや企業

知事等 産業振興課

Ruby bizグランプリ表彰式 R2.12.16（水） 松江市内予定
プログラミング言語Rubyの特徴を活かした
ビジネス事例の表彰式（リモート開催を検討）

Ruby bizグランプリ実行委員会 県内外の受賞企業等 知事等 産業振興課
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年末しまねジャンボ企業博 R2.12月（予定） 県内（会場未定）
大学等に在学中の学生を対象とした県内企業の
説明会

島根労働局、島根県、委託先事業者（未
定）

県内に事業所等のある企業 関係者 雇用政策課

島根ふるさとフェア2021 Ｒ3.1月 広島グリーンアリーナ 広島地区での観光情報発信、物産販売イベント 島根県 市町村、民間事業者ほか 関係者
観光振興課
（広島事務所）

中国地方インバウンドフォーラム R3.1月（予定） 岡山市内
アジア地域の旅行会社等を招請し、商談会・視察
ツアーを開催

中国地域観光推進協議会 アジア地域の旅行会社 関係者 観光振興課

機械要素技術展
R3.2.3（水）
　　　～5（金）

幕張メッセ 機械加工技術ＰＲ向け展示会 リードエグジビションジャパン（株）
県内に事業所等のある製造
業者

担当者
産業振興課

（産業振興財団）

優秀技能表彰式典 R3.2月上旬 松江市内
優秀技能者の表彰及び職業能力開発・人材育成
をテーマとした講演会

島根県、島根県職業能力開発協会、
島根県技能士会連合会

未定
知事、部長、委員
長

雇用政策課

第３１回技能グランプリ
R3.2.19（金）
　～2.22（月）

愛知県（予定）
熟練技能者（特級、１級及び単一等級技能士）が
技能の日本一を競い合う大会（隔年開催）

厚生労働省、中央職業能力開発協会、
（一社）全国技能士会連合会

未定 関係者 雇用政策課

スモウルビー・プログラミング甲子
園
決勝大会

R3.3予定 松江市内予定
若者のプログラミングへの興味・関心を高めるた
め、スモウルビーで作成したAIプログラムによる
競技会を開催（リモート開催を検討）

スモウルビープログラミング甲子園
開催実行委員会

島根県情報産業協会会員企
業など

知事等 産業振興課

しまね企業ガイダンス R3.3月（予定） 県内（会場未定）
2022年3月大学等卒業予定者を対象とした、県内
企業の合同説明会

島根労働局、島根県、委託先事業者（未
定）

県内に事業所等のある企業 関係者 雇用政策課

しまね女子就職フェア 未定
大阪（会場未定）
広島（会場未定）

大学等に在学中の女子学生を対象とした県内企
業との交流会

島根県 県内に事業所等のある企業 関係者 雇用政策課

【海外】

イベント等名称 時　　期 場　　所 イベント等の概要 主催者 参加予定企業等の状況 出席者 担当課

バンコク観光情報説明会・商談会 R2.11月（予定） バンコク（タイ） 観光情報説明会・商談会等 中国地域観光推進協議会 県内観光関連事業者 部長等 観光振興課

香港観光情報説明会・商談会 R2.10月（予定） 香港 観光情報説明会・商談会等 中国地域観光推進協議会 県内観光関連事業者 担当者 観光振興課

IFTM Top RESA 2020
R2.9.22（火）-25

（金）
パリ（フランス）

フランス最大のBtoB旅行博覧会
（観光説情報セミナー・商談会）

リード・エクスポジションズ・フランス 未定
現地レップ

（職員派遣なし）
観光振興課

メタレックス2020
R2.11.18（水）
　　　～21（土）

バイテック（バンコク）
金属加工・加工機械等の分野でアセアン地域最
大級の展示会

リード・トレーデクス社 未定 担当者
ブランド推進課
（産業振興財団）
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