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１ 開催概要



4  基本計画について1 開催概要

 

１．日　程　　　　　2022年11月17日（木曜日）から11月20日（日曜日）まで
　　　　　　　　　　　　※11月17日（木曜日）は国等が主催する式典が開催される予定です。

　
２．主　催　　　　　経済産業省、伝統的工芸品月間推進会議、（一財）伝統的工芸品産業振興協会、
　　　　　　　　　　　　日本伝統工芸士会、秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

３. 会　場　　　　　 あきた芸術劇場ミルハス、秋田市文化創造館、
                        秋田市にぎわい交流館Au、秋田県立美術館、
                        秋田アトリオン 等

４. 実施コンテンツ
　(1) 全体事業

 催事名称 主催者

① 伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典 共催事業（※１）

② 全国伝統工芸士大会 日本伝統工芸士会

③ 全国伝統工芸士大会懇親会 日本伝統工芸士会

④ 伝統的工芸品月間国民会議全国大会合同開会式 共催事業（※２）

 ⑤ 伝統工芸ふれあい広場・特別展示 （一財）伝統的工芸品産業振興協会

⑥ 全国くらしの工芸展 （一財）伝統的工芸品産業振興協会

⑦ 日本伝統工芸士会作品展 日本伝統工芸士会

⑧ TOHOKU CRAFT事業「若手職人×学生」コラボプロジェクト 経済産業省東北経済産業局

 催事名称 主催者

⑨ 秋田の伝統的工芸品展

  秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

⑩ 秋田の郷土工芸品展

⑪ 工芸品ワークショップ

 ⑫ 工芸クラフト作家展

⑬ 秋田公立美術大学の企画展示会

⑭ 販路開拓支援（バイヤーとの商談会）

⑮ 産地工房訪問ツアー

⑯ 同業種・異業種と連携した食のイベント

⑰ 小中学生の大会参加

⑱ 市町村ＰＲブースの促進
⑲ KOUGEIスタンプラリー

⑳ 「大曲の花火」のＰＲ

　                                        ※１･･･経済産業省、伝統的工芸品月間推進会議、（一財）伝統的工芸品産業振興協会、秋田県伝統的工芸品月間推進協議会
　                                        ※２･･･（一財）伝統的工芸品産業振興協会、日本伝統工芸士会、秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

     (2) 県地元催事



5  秋田大会の開催目的1 開催概要

目的達成に向けた“３つの視点”

全国各地の伝統的工芸品が一同に集まる"千載一遇"の大チャンス
全国の伝統的工芸品がはじめて秋田に集結する絶好の機会を捉え、全国各地の伝統的工芸品ファン、これまで秋田県を訪れたこ
とのない県外の方々、伝統的工芸品に触れる機会が少なかった地元の方々に対し、本県をはじめとする伝統的工芸品の魅力を伝
えます。　

視点①

“まちなか”に秋田県の魅力が集結
秋田駅前の“まちなか”で、交通の便、地の利を活かした集客力に富むイベントを繰り広げます。本県の伝統的工芸品、地域を代表
する工芸品、豊かな食文化など「秋田ならではの魅力」を“まちなか”に集めて「秋田らしいおもてなし」で、賑わいを創出します。

視点②

新たな出会い、ふれあい空間の創造
伝統的工芸品等の作り手、使い手のほか、生徒・学生、子どもなど、ひとりでも多くの方々に参加していただき、伝統的工芸品を軸
に“人とのつながり”や“人との交流”を築くことができる空間をつくります。

視点③

秋田の“まちなか”に賑わいが生まれ、伝統的工芸品の輪が広がる大会

秋田大会の目的

１　全国に向けた伝統的工芸品の魅力発信
　　　　　全国各地の伝統的工芸品の魅力と職人の姿を国内外に発信します。

２　伝統的工芸品の価値を見つめ直す好機
　　　　　秋田の地理的特性や日常生活の中で培われてきた伝統的工芸品の価値を見つめ直し、人々の感性に
　　　　　働きかけます。

３　地域資源との連携による地域経済の活性化　　　

　　　　 秋田に根ざした農林水産物・地酒・観光資源と連携し、地域経済の活性化を図ります。

４　次代を担う若者への理解促進
        伝統的工芸品産業に対する若者の理解を促進するため、小中高校や大学等と連携し、生徒・学生の大
　　　　会参加を進めます。
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美の国  美の技  美のくらし
～ 工芸の魅力を“まちなか” から～

美しい工芸品に恵まれたこの国、それを支える職人の技、世代を超えた継承、

それらの美しいモノ・ワザ・人の思いを普段の生活に取り入れたくらしの

豊かさを伝えるための全体テーマとしました。

また、秋田駅前の中心市街地で開催する秋田大会の特徴を

”まちなか”と表現してサブコピーとして添えました。

  全体テーマ1 開催概要

全体テーマ

タイトルロゴデザイン案

第39回 伝統的工芸品月間国民会議全国大会



7  全体事業計画1 開催概要

▶全体事業
催事名称 主催者 開催日時 会場

❶ 伝統的工芸品月間国民会議全国大会
記念式典 共催事業（※1）

11/17(木)
13:30-14:30

あきた芸術劇場ミルハス
「中ホール」

❷ 全国伝統工芸士大会
日本伝統工芸士会

14:45-16:00

❸ 全国伝統工芸士大会懇親会 11/17(木) 17:30-19:30 秋田キャッスルホテル
「放光の間」

➍ 伝統的工芸品月間国民会議全国大会
合同開会式 共催事業（※2） 11/18(金) 9:30-10:00 あきた芸術劇場ミルハス

「エントランスホール」

➎ 伝統工芸ふれあい広場・特別展示
(一財)伝統的工芸品
産業振興協会 11/18(金)

-
11/20(日)

10:00-17:00
（最終日
16:00）

秋田市にぎわい交流館Au
3F「多目的ホール」他

➏ 全国くらしの工芸展 秋田市にぎわい交流館Au
2F「展示ホール」他

➐ 日本伝統工芸士会作品展 日本伝統工芸士会 秋田アトリオン
2F「美術展示ホール」

➑ TOHOKU CRAFT事業
「若手職人×学生」コラボプロジェクト

経済産業省
東北経済産業局

11/19(土)又は
11/20(日) 13:00-16:00 秋田県立美術館

1F「県民ギャラリー」他

▶地元催事

催事名称 主催者 開催日時 会場

➒ 秋田の伝統的工芸品展

秋田県伝統的工芸
品月間推進協議会

（仮称）

11/18(金)
-

11/20(日)

10:00-
17:00

（最終日
16:00）

秋田市文化創造館
２F「スタジオA」➓ 秋田の郷土工芸品展

⓫ 工芸品ワークショップ 秋田市文化創造館
3F「スタジオA3」

⓬ 工芸クラフト作家展 秋田市文化創造館
1F「コミュニティースペース」

⓭ 秋田公立美術大学の企画展示会 秋田市文化創造館
2F「スタジオB」

⓮ 販路開拓支援 あきた芸術劇場ミルハス
1F「研修室」他

⓯ 産地工房訪問ツアー 11/2（水）-
11/19（土） ー 県内各産地

⓰ 同業種・異業種と連携した食のイベ
ント

11/18（金）-
11/20（日）

未定 エリアなかいち にぎわい広場

⓱ 小中学生の大会参加促進 10:00-
16:00       ―

⓲ 市町村PRブース

10:00-
17:00

（最終日
16:00）

あきた芸術劇場ミルハス
「エントランスホール」

⓳ KOUGEIスタンプラリー

10:00-
17:00

（最終日
16:00）

あきた芸術劇場ミルハス
「エントランスホール」

⓴ 「大曲の花火」のPR 11/17（木） 16:30-
16:45 なかいち にぎわい広場

※1…経済産業省・伝統的工芸品月間推進会議・(一財)伝統的工芸品産業振興協会・秋田県伝統的工芸品月間推進協議会
※2…(一財)伝統的工芸品産業振興協会・日本伝統工芸士会・秋田県伝統工芸品月間推進協議会（仮称）



8  全体会場配置1 開催概要

あきた芸術劇場ミルハス

❸全国伝統工芸士大会懇親会

❶伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典

❷全国伝統工芸士大会

➍伝統的工芸品月間国民会議全国大会合同開会式

⓮販路開拓支援

⓲市町村PRブース

⓳KOUGEIスタンプラリー

秋田キャッスルホテル

➎伝統工芸ふれあい広場・特別展示

➏全国くらしの工芸展

➒秋田の伝統的工芸品展

➓秋田の郷土工芸品展

⓫工芸品ワークショップ

⓬工芸クラフト作家展

⓭秋田公立美術大学の企画展示会

⓯産地工房訪問ツアー

⓱小中学生の大会参加促進

秋田市にぎわい交流館Au

秋田市文化創造館

その他

➑TOHOKU CRAFT事業

「若手職人×学生」コラボプロジェクト

秋田県立美術館

⓰同業種・異業種と連携した食のイベント

⓴「大曲の花火」のPR

エリアなかいちにぎわい広場

 秋田駅前中心市街地の複数施設で、各種催事を分散開催。各催事会場の導線上に飲食ブースを出店させた
り、会場間スタンプラリーを実施するなどして、千秋公園や周辺飲食店や周辺イベントと併せて、街歩きの
楽しみを演出します。

➐日本伝統工芸士会作品展

秋田アトリオン

至秋田駅

千秋公園

秋田駅前中心市街地

イベント名称 主催者 開催日 開催場所 イベント内容

秋田だよ！観光と物産
展2022全員集合！

（仮称）

秋田県の観光と物産展実
施協議会 11/17 - 11/20

アトリオンB1F
イベント広場・多目的
ホール

「秋田県の観光と物産展実施協議会」が開催す
る観光物産展。県内25市町村と食品事業者が出
展予定。

おもてなし茶寮
おもてなし茶屋 （株）せん 11/18 - 11/20 舞妓茶屋「松下」

舞妓の踊りと伝統的工芸品の器を利用したお弁
当やお茶をセットにした期間限定のおもてなし
キャンペーンを実施

KOUGEI EXPO
歓迎キャンペーン

なかいちビル管理組合
なかいちテナント会
秋田まちづくり株式会社

11/1 – 11/30 エリアなかいち商業棟
飲食店

①なかいち商業棟内の飲食店による伝統的工芸
 品の食器を使用した飲食キャンペーン
②なかいち商業棟内の飲食店によるKOUGEI 
 EXPO来場者への割引キャンペーン

なかいち銘品館
×

KOUGEI EXPO

なかいちビル管理組合
秋田まちづくり株式会社 11/1 – 11/30

エリアなかいち商業棟
なかいち銘品館

秋田の若手作家と工芸品の担い手による作品展
示・販売

JAPAN LIVE YELL 
project

(申請予定)

公益社団法人日本芸能実
演家団体協議会 11/18-11/20 あきた芸術劇場ミルハス

文化庁の支援を受け、コロナ禍で奮闘する全国
の芸術関係者やライブ関係者を応援するプロ
ジェクト。

周辺の同時開催イベント（予定）

秋田県立美術館





   ❶伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典２ 全体事業

概要

 日時：令和４年１１月１７日（木）１３：３０～１４：３０

 会場：あきた芸術劇場ミルハス「中ホール」

 共催：経済産業省・伝統的工芸品月間推進会議・(一財)伝統的工芸品産業振興協会・

    秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

文化・芸術の拠点ミルハスで伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典を開催

 経済産業省が伝統的工芸品に対する国民の理解とその一層の普及を目指し、昭和59年から、毎年11月を伝統

的工芸品月間と定めて全国各地で開催しているもので、2022年度は秋田県で初開催されます。この記念式典は、

その国民会議の開催記念式典にあたります。

POINT

■会場施設概要

組子細工の壁面で秋田らしさを演出

あきた芸術劇場ミルハス「中ホール」

［客席］ 800席（1階500席 2階300席）

［車いす］常時2席

［多目的］4席

［楽屋］ 収容人数約80名

     7室（大1室 中4室 小2室）

■催事構成

進行

（１）主催者挨拶

（２）来賓紹介

（３）来賓挨拶

（４）主催者紹介

（５）歓迎の言葉

（６）伝統的工芸品産業功労者等 経済産業大臣表彰

（７）伝統的工芸品産業功労者等 東北経済産業局長表彰

（８）受賞者代表挨拶

（９）祝電披露

（１０）大会宣言

（１１）次期開催地挨拶

伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典（予定）

愛知大会会場看板 愛知大会受付コーナー
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11   ❷ 全国伝統工芸士大会 ２ 全体事業

概要

 日時：令和４年１１月１７日（木）１４：４５～１６：００

 会場：あきた芸術劇場ミルハス「中ホール」

 主催：日本伝統工芸士会

全国伝統工芸士の式典を開催
 日本の誇りである伝統的工芸品という生活文化の担い手である日本伝統工芸士会は、全国77工芸品、358の

伝統工芸士会から成り立っています。全国伝統工芸士大会は一年に一度、一堂に会して我が国のかけがえのな

い財産を受け継ぎ、次世代に継承する人々を顕彰し、称えます。

POINT

進行

（１）歓迎挨拶

（２）主催者挨拶

（３）来賓等紹介

（４）参加工芸士会紹介

（５）総会報告

（６）叙勲受章者紹介

（７）日本伝統工芸士会功労者表彰

（８）受賞者謝辞

（９）次期開催地挨拶

（１０）閉会挨拶

全国伝統工芸士大会式典（予定）

▶催事構成

第39回全国伝統工芸士大会の参加産地

青森 津軽塗

岩手 岩谷堂箪笥 南部鉄器

秋田 川連漆器 樺細工

茨城 真壁石灯籠

村山大島紬 多摩織 東京手描友禅 江戸指物

東京銀器 江戸切子 江戸木版画 江戸べっ甲

神奈川 箱根寄木細工

新潟 加茂桐箪笥 新潟・白根仏壇

長野 木曽漆器

山梨 甲州水晶貴石細工

富山 高岡漆器 井波彫刻 高岡銅器

石川 九谷焼 輪島塗 山中漆器 金沢仏壇 金沢箔

岐阜 美濃焼

有松・鳴海絞 名古屋友禅 名古屋黒紋付染 常滑焼

赤津焼 瀬戸染付焼 名古屋仏壇 三河仏壇 尾張仏具

福井 越前漆器 越前打刃物 越前和紙

滋賀 近江上布 信楽焼 彦根仏壇

西陣織 京鹿の子絞 京友禅 京小紋 京繍 京くみひも

京焼・清水焼 京漆器 京指物 京仏壇 京仏具

京石工芸品 京人形 京扇子 

浪華本染め 大阪泉州桐箪笥 堺打刃物 大阪浪華錫器

大阪仏壇

奈良 奈良筆

和歌山 紀州箪笥 紀州へら竿

岡山 備前焼

広島 広島仏壇 熊野筆

山口 萩焼

四国 香川 香川漆器

福岡 八女提灯

佐賀 伊万里・有田焼

長崎 波佐見焼

熊本 肥後象がん

鹿児島 本場大島紬 川辺仏壇

沖縄 沖縄 久米島紬

中国

九州

東京

愛知

京都

大坂

東北

関東

中部

近畿

愛知大会受付コーナー



   ❸全国伝統工芸士大会懇親会２ 全体事業

秋田郷土芸能「なまはげ太鼓」を披露
 全国の伝統的工芸品づくりに携わる人々が一年に一度集い、懇親を図る大事な機会です。秋田らしいおもて

なしで会場を盛り上げるとともに、秋田観光にも興味を持っていただく機会にしたいと考えます。

概要

日時：令和４年１１月１７日（木）１７：３０～１９：３０

会場：秋田キャッスルホテル 放光の間

主催：日本伝統工芸士会

POINT

■会場／秋田キャッスルホテル ４F放光の間

■郷土芸能ステージイメージ

■出演候補

和太鼓団体 なまはげ恩荷［おんが］

男鹿温泉郷を中心に活動している和太鼓団体。
その昔、秋田に住んでいた蝦夷(えみし・えぞ)の酋長の

名で、男鹿(おが)の地名の由来であるとも云われていま

す。古き良きものを大事にしつつ、新しいものを築いて

いければ!!という思いで、男鹿温泉でしか見れないナマハ

ゲを伝承していく活動をしています。
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   ➍伝統的工芸品月間国民会議全国大会合同開会式２ 全体事業

おめでたい時に唄われる秋田民謡「秋田音頭」でおもてなし
 KOUGEI EXPOの開幕を飾るオープニングテープカットセレモニー。オープニングアトラクションとして、

秋田のお祝いごとに唄われてきた「秋田音頭」をご用意しました。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）９：３０～１０：００

会場：あきた芸術劇場ミルハス エントランスホール

共催：(一財)伝統的工芸品産業振興協会・日本伝統工芸士会・秋田県伝統工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

■催事構成

進行 内容

オープニングアトラクション 秋田民謡「秋田音頭」他

主催者挨拶 主催者代表よりご挨拶

来賓紹介 開会式に参列するご来賓の紹介

ご祝辞 ご来賓代表よりご祝辞

テープカットセレモニー 代表者10名によるテープカット ※代表者については後日検討

■オープニングアトラクション出演候補

秋田民謡 日本民謡梅若流梅若会
秋田を代表する民謡団体で、国内外の多くの民謡コンテ

ストで受賞歴多数。初代浅野梅若の培ってきた秋田の唄、

三味線、郷土芸能を基に古くから伝わる歴史や伝統芸能

を守りまた、研究しその発展を目指しより多くの方々に

知っていただき民謡が生活の一部となるよう活動をして

います。

■テープカットイメージとレイアウト
ミルハス１Fエントランスホール

ミルハス入口

愛知大会のテープカットの様子
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   インフォメーションの設置２ 全体事業

大規模催事の総合インフォメーションブース
 KOUGEI EXPOに係る総合インフォメーションブースをミルハス１Fに設置。来場者への的確な情報提供を

実現します。

概要
日時：令和４年１１月１８日（金）～１１月２０日（日） ９：００～１７：００（最終日16:00）

会場：あきた芸術劇場ミルハス エントランスホール

POINT

愛知大会インフォメーションブース

インフォメーションブースイメージ

ミルハス１Fエントランスホール

ミルハス入口

※会場レイアウトは変更の可能性があります
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   ➎伝統工芸ふれあい広場・特別展示２ 全体事業

   ➏全国くらしの工芸展２ 各事業の実施内容

   ➐日本伝統工芸士会作品展２ 各事業の実施内容

職人の「TEWAZA」を身近に体感
 職人の手ほどきで実際にものづくりを体験できるワーク

ショップや、磨き抜かれた技を間近に見ることのできる実演、

伝統的工芸品のあるライフスタイルの提案など、あらゆる角

度から日本各地の伝統的工芸品の魅力をご紹介します。作り

手の想いや手仕事の素晴らしさをぜひ体験・体感してみてく

ださい。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田市にぎわい交流館 ３F 「多目的ホール」他

主催：(一財)伝統的工芸品産業振興協会

POINT

普段の生活に伝統的工芸品を
 日本各地の伝統的工芸品を一堂に集め、展示・販売いたし

ます。作り手との対話を楽しみながら、暮らしの中で長く使

い続けられる、お気に入りの工芸品を見つけましょう。POINT

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～１１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田市にぎわい交流館 ２F「展示ホール」他

主催：(一財)伝統的工芸品産業振興協会

伝統工芸の技が光る至極の作品展
 伝統的技術を保持する職人である伝統工芸士の技量を存分

に発揮した作品の展示会を開催することによって、競い合う

機会を設け、伝統工芸士の更なる技術・技法の向上を図ると

ともに、質の高い作品を展示することによって世の評価を得、

伝統工芸士の社会的地位の向上を図ります。

POINT

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～１１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田アトリオン２F「美術展示ホール」

主催：日本伝統工芸士会

愛知大会の様子

愛知大会の様子

愛知大会の様子
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   ➑TOHOKU CRAFT事業「若手職人×学生」コラボプロジェクト２ 全体事業

概要

日時：令和４年１１月１９日（土） または  １１月２０日（日）  １３：００～１６：００（未定）

会場：秋田県立美術館 １F 「県民ギャラリー」または、あきた芸術劇場ミルハス「小ホール」  

主催：経済産業省 東北経済産業局

POINT

伝統工芸品をテーマに「若手職人×学生」のコラボプロジェクト
 東北地域のTOHOKUCRAFT産地（若手職人を中心に参加を募る）と学生をマッチングし、「新しいモノやコ

トを生み出し、守る」ことをテーマに学生と産地が一体となって、課題解決に向けた企画開発を行います。伝

統工芸に関わりたい思いを持つ学生が、産地でのワークショップを通じて、産地を救う新しいアイデアを考え、

形にします。また、産地等への知的財産の意識醸成も図りながら、最終的に秋田県で開催される令和4年度伝

統的工芸品月間国民会議全国大会において、成果発表を行います。全国の伝統的工芸品産業従事者が集まる本

大会において企画発表を行うことにより、全国の産地にとって参考事例となるとともに、全国大会に来場する

幅広い世代への伝統工芸の魅力発信、若手職人のPRにつなげます。

TOHOKU CRAFT 事業とは 

トークショー
スペース

■国指定の伝統的工芸品に加え、県指定の伝統的工芸品や地域資源としての工芸品等を含め「TOHOKU CRAFT」を称し、ネットワーク 

 形成や新規案件発掘、需要開拓及び産地情報の発信等を目的とした、東北経済産業局の事業です。

■東北６県伝統的工芸品等産業振興連絡協議会でも事業を実施しています。

TOHOKU CRAFT 事業の取組 

企業や産地の枠を超えた魅力発信や新商品開発を実施することで、新たな消費者への販路開拓のみならず、観光商材としてのTOHOKU 

CRAFTの活用可能性調査や人材確保の成功事例調査等、複合的な取り組みを進めています。

若手職人×学生

学生による商品企画プレゼンテーション等
■企画概要      東北６県の国指定・県指定伝統的工芸品や地域資源としての工芸品等の産地と学生によるグループで検討した  

           新商品のアイデア等について、各グループがプレゼンテーションを実施します。              

■プログラム     基調講演、学生によるプレゼンテーション、若手職人によるトークセクション 等    

■開催場所          秋田県立美術館 １F 「県民ギャラリー」または、あきた芸術劇場ミルハス「小ホール」 

■ファシリテーター  伝統的工芸品産業に携わる関係者を予定   

                                           

※秋田県立美術館の場合

８～10月頃
 産地でのワークショップ
  （グループ検討） 

11月19～20日
 全国大会にて、新商品企画の
 プレゼンテーション 等

KOUGEI EXPOでの実施案

会場使用イメージ 
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１ 開催概要



    ➒秋田の伝統的工芸品展３ 秋田県地元催事

国指定・県指定の県内伝統的工芸品を一堂に展示・販売・実演
 「秋田の伝統的工芸品展」では、本県の国及び秋田県指定伝統的工芸品を一堂に展示するほか、製作実演及

び販売会を行います。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田市文化創造館２F「スタジオA」

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

経済産業大臣指定伝統的工芸品

樺細工

（仙北市）
川連漆器

（湯沢市）

大館曲げわっぱ

（大館市）

秋田杉桶樽

（大館市、北秋田市、能代市）

 秋田県指定伝統的工芸品

川連こけし
（湯沢市）

イタヤ細工
（仙北市）

秋田銀線細工
（秋田市）

大曲の花火
（大仙市）

中山人形
（横手市）

■愛知大会の様子
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    ➓秋田の郷土工芸品展３ 秋田県地元催事

地域を代表する県内伝統工芸品を一堂に展示・販売
 「秋田の郷土工芸品展」では、秋田八丈、組子細工、本荘ごてんまりなど地域を代表する工芸品を一堂に展

示するほか、販売会を行います。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田市文化創造館２F「スタジオA」

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

▶概ね100年の歴史を有する技術・技法が用いられ、今後市町村が地場産業として振興することが必要であると認識している工芸品

▶県指定伝統的工芸品の要件に倣い、①主として日常生活の用に供されるものであること ②その製造過程の主要部分が手工業的で 

 あることを要件とする。

 対象となる工芸品

■出展工芸品（例）

市町村名 工芸品名

北秋田市 秋田八丈

五城目町

打刃物

弓具

五城目民芸家具

組子細工

秋田市 八橋人形

由利本荘市 本荘ごてんまり

大仙市 楢岡焼

仙北市 白岩焼

横手市
浅舞絞り

十文字和紙

湯沢市
湯沢凧

曲木家具
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    ➒秋田の伝統的工芸品展

    ➓秋田の郷土工芸品展
３ 秋田県地元催事

愛
知

大
会

の
様

子
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21    ⓫工芸品ワークショップ３ 秋田県地元催事

秋田の伝統工芸品の製作体験ワークショップ
 種類豊富な秋田の伝統工芸品に直接触れ合う機会として、大人から子供まで楽しめる製作体験ワークショッ

プを開催。体験を通じて地域の伝統工芸品への理解と愛着と誇りを醸成します。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田市文化創造館 ３F 「スタジオA３」

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

会場レイアウト案

■愛知大会KOUGEI体験教室の様子

市町村名 指定区分 工芸品名 体験内容

大館市 国・県
大館曲げわっぱ 丸弁当箱製作体験

秋田杉桶樽 桶組体験

能代市 ー 組子細工 組子細工のコースター製作
体験

秋田市

ー 漆芸 食器等への漆塗り

ー 陶芸 陶芸

ー 杢目銅 指輪等の加工

由利本荘市 ー 本荘ごてんまり ごてんまりの製作

大仙市 県 大曲の花火 花火の模擬玉づくり

湯沢市

国・県
川連漆器 コースター等への絵付け体

験（蒔絵）

川連漆器 コースター等への絵付け体
験（沈金）

県 川連こけし 絵付け、木地挽き体験

ー 湯沢凧
（まなぐ凧） 凧絵描き、骨付け、糸付け

工芸品ワークショップ体験メニュー(例)



22    ⓬工芸クラフト作家展３ 秋田県地元催事

秋田のクラフト作家を一堂に紹介
 陶芸、ガラス、編組品など工芸品以外のモダンで意欲的なクラフト作家を一堂に招集し、展示販売ブースを

設けることで、ものづくりに携わる若い人材をPRします。

概要

日時：令和４年11月18日（金）～ 11月20日（日）

会場：秋田市文化創造館 １F「コミュニティースペース」

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

■出展者の募集について

 ホームページ等を通じて出展者を広く募集する予定。

市町村等と協議しながら将来的に技術・技能の継承や人

材交流など本県の伝統的工芸品産業の振興に寄与すると

見込まれる団体及び事業者を選定します。

会場レイアウト案

愛知大会の若手職人作品展の様子

陶器・彫金・ガラス工芸・木製品

出展者20名程度を予定

※会場スペースに余裕があれば「➓秋田の郷土工芸品展」を併設します

■主な作品例



23    ⓭秋田公立美術大学の企画展示会３ 秋田県地元催事

未来の秋田のアーティスト・クリエイターによる展示発表
 ものづくりデザイン専攻の学生、教員等が中心になり、教育成果の作品展示、技法・教育研究活動の紹介な

どの企画展示会を開催。来場者との交流とモノづくりに携わる人材育成を図ります。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：秋田市文化創造館 ２F「スタジオB」

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

■スタジオBの展示イメージ

展示構成案



24    ⓮販路開拓支援３ 秋田県地元催事

オンライン対応 販路拡大のマッチング商談会
 秋田県内の工芸品事業者と首都圏流通事業者または海外バイヤーとのマッチング商談会を実施。会場内はオ

ンライン対応ブースを設けるほか、海外バイヤーとの商談のために通訳も常駐してもらいます。

概要

日時：令和４年11月18日（金）～ 11月20日（日）

会場：あきた芸術劇場ミルハス 1F「研修室」他

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

■商談ブースイメージ

オンライン商談への対応

PC・オンラインミーティングツール・WiFi環境など、オンライン商談に必要なインフラを整備して提供。オンライ

ン・オフライン両方に対応可能な商談会にいたします。またシステムのサポートスタッフも常駐いたします。

海外バイヤーへの対応

会場内に必要性が考えられる言語の通訳担当者を配置。海外バイヤーとの商談のサポートをおこないます。もちろんオ

ンライン・オフラインともに対応いたします。

■支援体制

事前の商談セッティングサポート

オンライン・オフラインともに、商談当日前の商談セッティングから当日フォローまで、参加者が安心して参加できる

対応を行います。

愛知大会の商談ブース

樺細工

川連漆器

大館曲げわっぱ

秋田杉桶樽

商談会参加予定工芸品

株式会社髙島屋

丸善　日本橋店

株式会社 三越伊勢丹

株式会社小田急百貨店

主な国内バイヤー(例)
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秋田の伝統工芸＋観光を製作体験込み３ルートで紹介
 伝統的工芸品の製作体験を通じて、産地工房の職人との交流を図り、同時に地域資源の「食」や「観光」を

堪能する「伝統工芸品の里の出会い旅」を企画・実施。商品造成から販売・運用は県内旅行商品実績のある旅

行会社で実施します。

概要

日時：令和４年１１月２日（水）～ １１月１９日（土）

会場：県内各地

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

   ⓯産地工房訪問ツアー３ 秋田県地元催事

方面 催行日 形式 定員 最少催行人数 参加費/1名

大館 11/19(土) 日帰りバスツアー 大型バス1台/30名 12名 10,000円程度

大館曲げわっぱ製作体験ときりたんぽ鍋コース

方面 催行日 形式 定員 最少催行人数 参加費/1名

湯沢コース 11/2(木)・11/5(土) 日帰りバスツアー 大型バス1台/30名 12名 10,000円程度

方面 催行日 形式 定員 最少催行人数 参加費/1名

仙北 11/9(水)・11/12(土) 日帰りバスツアー 大型バス1台/30名 12名 10,000円程度

樺細工製作体験と角館武家屋敷コース

川連漆器製作体験と稲庭うどんコース

※催行日、ツアー数は別途協議となります。
※最少催行人数や各コースの内容・参加費は変更となる場合があります。



エリアなかいちにぎわい広場
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秋田の食の魅力＋伝統工芸品
 伝統工芸品を如何に日常生活に取り込んでいくか、使う人にプラスアルファのライフスタイルを提案す

「食」イベントと県外客へ秋田の食の魅力をPRする催事です。

       ⓰同業種・異業種と連携した食のイベント３ 秋田県地元催事

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：中土橋・エリアなかいちにぎわい広場

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

美の国秋田うまいもの広場

 秋田の食の魅力を一堂に集めた屋台村。秋田の冬の味覚を中心に、全国に誇れる秋田の食の魅力を味わっていただけま

す。

キッチンカーエリア テント屋台村エリア

出店候補

・稲庭うどん

・みそたんぽ

・肉巻きたんぽ

・由利牛串焼き

・カレーライス

 他

出店候補

・きりたんぽ鍋

・かやき鍋

・横手やきそば

・サキホコレPR

・秋田の地酒

・農産加工品

コラボイメージ(例)

サキホコレ×秋田杉桶樽 サキホコレ×曲げわっぱ 秋田地酒×楢岡焼 稲庭うどん×川連漆器



       ⓰同業種・異業種と連携した食のイベント３ 秋田県地元催事

おもてなし茶寮

 松下１Fにある「松下茶寮」でお茶とお茶菓子の

セットを販売。器は秋田の伝統的工芸品を使って、

選べるセットメニューを数種類用意する予定です。

おもてなし茶屋

 松下本館で簡単なお食事とあきた舞妓さんの唄

と踊りを楽しめます。食事を提供するお膳や器は

秋田の伝統的工芸品を利用します。一日数回の実

施を予定しています。

秋田市旭川沿いに位置する繁華街・川反。かつて料亭が軒を連ね、

200人近くの川反芸者衆がその街の賑わいを支えていたと言われて

います。その華やかな時代を彷彿させるように現代に復活した「あ

きた舞妓」。会える秋田美人として、秋田の魅力をお伝えします。

あきた舞妓

松下
大正初期に創業され、歴史的建造物としても価値がある「旧割烹松

下」を再活用した「あきた舞妓劇場」をはじめ、あきた舞妓の唄や

踊りをお楽しみいただける様々なサービスをご用意しています。あ

きた舞妓とともに、秋田の歴史、そして文化をご堪能ください。

秋田舞妓×伝統工芸品のコラボでおもてなし
 秋田市千秋公園の舞妓茶屋「松下」の協力で、様々な全国様々な茶器を利用した、おもてなし茶屋を期間限

定で実施します。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ 令和４年１１月２０日（日） ※時間は今後調整

会場：秋田市千秋公園 松下

主催：株式会社せん

POINT

松下とあきた舞妓

松下
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    ⓱小中学生の大会参加促進３ 秋田県地元催事

小中学生とKOUGEIのふれあい創出
 県教育庁等と連携し、小中学生による大会見学とともに職人を交えた意見交換会などを実施。大会参加に

よって伝統的工芸品への興味・関心を深めてもらいます。

概要
日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１６：００

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

全国大会会場周辺の小学校に対し、11月18日（金）を中心に大会参加を呼びかけます。参加意向のある学校を

取りまとめ見学タイムテーブルを作成し、出展者と各学校との調整を行います。

愛知大会の様子

検討案

県教育庁と連携し、県内すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校へ参加を呼びかけます。

■見学・体験ツアーの実施

■大会参加の呼びかけ
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    ⓲市町村PRブース３ 秋田県地元催事

おもてなしとPRの市町村ブース
 秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）の構成団体として参画する10市町村のPRブースをミルハスエン

トランスホールに設けます。観光PRに利用されても良し、市町村ごとの特産品の販売にも利用できます。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）

   １０：００～１７：００（最終日～１６：００）

会場：あきた芸術劇場ミルハス １F「エントランスホール」

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

■ブースレイアウト

ミルハス１Fエントランスホール

ミルハス入口

愛知大会の様子

※会場レイアウトやブースデザインは変更の可能性があります
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    ⓳KOUGEIスタンプラリー

会場周遊のお楽しみを提供
 会場を周遊してスタンプを集めるスタンプラリーを開催。公式パンフレットにスタンプスペースを作り、全

てのスタンプを集めると、抽選で秋田の伝統工芸品や特産物の景品がもらえます。秋田大会は、会場が分散し

ているので、街歩き的な楽しさを大会に加味して、各会場を回っていただくための企画です。

概要

日時：令和４年１１月１８日（金）～ １１月２０日（日）１０：００～１７：００（最終日16:00）

会場：あきた芸術劇場ミルハス １F エントランス 

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

■スタンプラリータイトル

KOUGEI de スタンプラリー
会場を周って秋田の特産物をもらっちゃおう

■スタンプラリー景品案

川連漆器夫婦箸

稲庭饂飩 袋入り

サキホコレ 3合いぶりがっこ 1本

秋田地酒 300ml 1本

※出展者が決まり次第、出展者の製品も加えます

３ 秋田県地元催事

愛知大会抽選会場の様子

バター餅 一袋 
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    ⓴「大曲の花火」のPR

秋田の伝統工芸 大曲の花火でおもてなし
 秋田県指定伝統的工芸品でもある「大曲の花火」の花火師による音楽と花火のコラボレーションショーを実

施。11/17(木)の懇親会開始前に、秋田らしいおもてなしの意味で、秋田キャッスルホテルに向かう大会関係

者がちょうど見られる時間帯に実施します。 

概要

日時：令和４年１１月１７日（木） １６：３０～１６：４５

会場：エリアなかいち なかいち広場

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（仮称）

POINT

秋田県指定伝統的工芸品

大曲の花火
「大曲の花火」は、１９１０年（明治４３年）に諏訪神

社の祭典の余興として開催された「奥羽六県煙火共進

会」から始まり、１００年以上の歴史を誇ります。

 ２００１年（平成１３年）には、内閣総理大臣賞が夜

花火の部の最優秀賞として加わり、今現在では、経済産

業大臣賞・中小企業庁官賞・文部科学大臣賞・観光庁長

官賞も授与されています。

 また、季節ごとに異なるテーマで花火の魅力をご堪能

していただけるよう「四季の花火」を展開。秋田の魅力

と日本の花火を世界に発信しています。

■実施会場

なかいち年越し花火ショー（小松煙火工業提供）

３ 秋田県地元催事

県立美
術館

秋田県立美術館

なかいち屋外大型ビジョンで「大曲の花火」の映像放映も実施検討中
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１ 開催概要



       関連プレイベント４ 広報・運営計画

イベント名称 主催者 開催日 開催場所 イベント内容

大館曲げわっぱ作品展 大館曲げわっぱ協同組合
大館曲げわっぱ伝統工芸士会

11月中旬
-

11月下旬

大館市観光交流施設
秋田犬の里

大館曲げわっぱの作品
展示会

本場大館
きりたんぽまつり 大館食の祭典協議会

10月8日
-

10月10日 大館市
ニプロハチ公ドーム

会場内で大館曲げわっ
ぱ協同組合による曲げ
わっぱ製作体験あり

大館圏域産業祭 大館圏域産業祭運営委員会
10月22日

-
10月23日

能代産業フェア 能代産業フェア実行委員会 10月上旬 能代市内（未定）

地元事業者による事業
の紹介や産品の展示・
販売等を行い、能代市
の産業をPRする。
伝統的工芸品の製作体
験あり。

秋の工芸品まつり 秋田市工芸振興協議会 10月 秋田市
にぎわい交流館AU

工芸品の展示販売、
※大会に合わせた開催
日程を検討中

由利本荘市民まつり 由利本荘市 10月 本荘鶴舞会館
工芸品展
全国ごてんまりコン
クール

第50回角館町樺細工伝
統工芸展 角館樺細工振興育成協会

10月20日
-

10月26日

仙北市角館樺細工伝
承館

審査会による入賞作品
と一般作品の展示即売
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■概要

 県内工芸品の担い手の方々に焦点を当てた広報を中心に展開します。

地元放送局をはじめ地元新聞社なども独自キャンペーンを展開。秋田県民

の皆様と共に本大会の開催機運を盛り上げるとともに、大会終了後も余熱

が続くよう担い手の方々のモチベーションを高めます。

広報ターゲットは工芸品との接点が希薄な若年ファミリー層と主要購買層

（50代以上）、本大会を契機に新規購入者の開拓、更なる購入促進を図り

ます。

県内工芸品の担い手（職人=ひと）に焦点を当てる

地元放送局が県内の工房でＣＭ撮影をおこないます。令和4年10月11月の2か月間、秋田
の代表的工芸品キャンペーンＣＭを展開し、担い手のモチベーションを高めるとともに、県民の皆
様に普段目にしない職人さんの表情、工房の熱気を伝えます。

       広報計画４ 広報・運営計画

■広報方針（テーマ）

■実施内容案

➁広報展開（地元放送局）

➂広報展開（地元新聞社）

地元新聞社が秋田の伝統的工芸品を中心に紹介する特集記事を展開します。工芸品の主
要購買層である新聞読者に対する大会機運の盛り上げと購買促進を図ります。

➃印刷物（ポスター、チラシ）

大会テーマを表現したメインビジュアルによる印刷物に加え、若手フォトグラファーによる県内伝統
的工芸品の職人さんを撮影したポスターを制作します。工房における作り手の表情をみずみずし
い感性でとらえたポスターで若年層へのＰＲを図ります。

➄大会動画の配信

国内外のインフルエンサーや県内で美術、工芸を学ぶ学生を大会に招待し、伝統工芸品の産
地訪問ツアーの様子、製作体験や使用体験などをＳＮＳ等で発信していただきます。 大会LPイメージ

①大会用HPの立ち上げ

大会で使用するホームページの企画制作
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       広報計画４ 広報・運営計画

■広報の例

8月～9月 各協議会や組合から推薦頂き、若手職人を取り上げ県内各工房でCM撮影。

10月～11月 キャンペーンＣＭ放送（目標投下TV：60本以上 RD：100本以上）

 キャンペーンテーマ ：「（仮）未来を創る」など。

 キャンペーンCM尺  ：15秒・30秒

 目的        ：担い手のモチベーションを高めるとともに、工房の熱量や

                                       空気を伝え、伝統的工芸品への注目度を上げる。

   出演候補       ：樺細工・川連漆器・大館曲げわっぱ・秋田杉桶樽

            ※上記以外も追加の可能性があります

 CMの基本要素   ： １）伝統的工芸品紹介１カット

              ２）若手職人の真剣な眼差しや作業風景

                                         ３）周囲の環境

                                         ４）インタビュー（創作意欲や伝統的工芸品への想い）

                                         ５）若手職人の作品
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       屋外装飾計画４ 広報・運営計画

■概要

 県外から多くの方が来県される催事であり、会場が秋田市中心市街地であることから、秋田駅～メイン会場

となるあきた芸術劇場の間は、多くの人が通ることになります。来場導線上をタペストリーやノボリで装飾し、

街全体を挙げての歓迎ムードを演出します。

③仲小路アーケード
大屋根下大バナー

①秋田駅改札前大看板

■装飾ポイント

②ポポロード駅構内バナー

④広小路バナー

⑤仲小路バナー

⑦エリアなかいちバナー

⑥エリアなかいちノボリ

秋田駅周辺

秋田空港内
⑧空港出入口グラフィック

シート
⑨空港内全体

のぼり旗
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       屋外装飾デザインのイメージ４ 広報・運営計画

■看板［W8,860mm×H1,570mm］

■大型バナー［W6,500mm×H4,500mm］

■のぼり［W600mm×H1,800mm］

■バナー［W600mm×H1,000mm、W450mm×H900mm、W400mm×H900mm］
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        来場者誘導計画４ 広報・運営計画

▶来場者誘導の基本方針

ミルハス駐車場を必要数確保・区分して利用する。ご来賓

公共交通機関、有料駐車場が充実しているため。無料駐車場は設置せず、電車、バスなど公

共交通機関の利用を訴求する。また周辺有料駐車場の所在も併せて訴求する。
一般来場者

▶会場周辺駐車場状況

合計 2,145台 駐車可能

駐車場 駐車可能台数

① 三井リパーク  35台

② 三井リパーク  40台

③ アトリオン南駐車場  400台

④ パラカ 19台

⑤ パラカ 47台

⑥ Dパーキング  14台

⑦ 三井りぱーく  32台

⑧ なかいち駐車場 507台

⑨ Dパーキング 57台

⑩ タイムズ 15台

駐車場 駐車可能台数

⑪ フォートファイン秋田 17台

⑫ 三井リパーク 20台

⑬ パラカ 60台

⑭ 三井リパーク 28台

⑮ 三井リパーク 45台

⑯ パラカ 20台

⑰ 秋田市公営駐車場 537台

⑱ 駅前駐車場 40台

⑲ 秋田駅ビル・トピコ・アルス駐車場 200台

⑳ 三井リパーク 12台

ミルハス付属駐車場のほか、秋田ニューシティ跡地を関係者用無料駐車場として利用する。

ミルハス⇔秋田ニューシティ跡地：700m 徒歩9分
大会関係者

ミルハス
200台

＋
ニューシティ跡

地
70台

周辺有料駐車場
2,145台

①
②

③

④

⑤

⑦⑧
⑩⑨ ⑪

⑫
⑬ ⑭

⑮
⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

県立美術館

秋田ニューシティ跡地
(大会関係者用駐車場)
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５ その他



  作業及び事業実施スケジュール５ その他 40

令和4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

秋田県伝統
的工芸品月
間推進協議

会

運営委員会

▶秋田県伝統的工芸品月間推進協議会・運営委員会（仮称）

▶全国大会運営業務受託者

令和4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

運営業務

設営・撤去
業務

広報業務

第
39
回
伝
統
的
工
芸
品
月
間
国
民
会
議
全
国
大
会

第
39
回
伝
統
的
工
芸
品
月
間
国
民
会
議
全
国
大
会

第
1
回
推
進
協
議
会
の
開
催

第
1
回
運
営
委
員
会
の
開
催

第
2
回
運
営
委
員
会
の
開
催

第
2
回
推
進
協
議
会
の
開
催

新聞

テレビ

印刷物

WEB

制作 掲載

告知

配布

制作

デザイン・制作

デザイン・制作 露出

マニュアル制作 出
展
マ
ニ
ュ
ア
ル
配
布

運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
配
布

実施図面制作

屋外装飾
掲出

実
施
計
画
書
提
出

関係団体・協力会社との
調整・打ち合わせ

関係団体・協力会社との調整・打ち合わせ

関係団体・協力会社との調整・打ち合わせ



今後のスケジュール等について

時 期 会 議 等 備 考

2022 年 4月 28 日 秋田県伝統的工芸品月間推進協議会

設立総会
・協議会規約、事業計画、収支予算の確認

4月下旬 全国大会開催運営業務委託事業者の

公募開始

5月下旬 全国大会開催運営業務委託事業者の

選定委員会、委託契約の締結

6月中旬
第１回運営委員会

・受託者選定結果報告

・今後の進め方、役割分担等の確認

6月～9月
各催事の関係者で事業内容の協議・調整・準備

必要に応じ、運営委員会等を開催

8月下旬
全国大会公式ホームページ開設

9月上旬
第２回運営委員会 ・大会内容、準備状況の確認等

10 月下旬 第２回秋田県伝統的工芸品月間推進

協議会
・大会内容の最終確認

11 月 17 日～

20日
第 39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会（秋田大会）

12 月

事業実績の取りまとめ、報告書作成等
2023 年 1 月～2月

3月 第３回秋田県伝統的工芸品月間推進

協議会

・事業実績、収支決算の報告

・推進協議会の解散



　１ 収入の部 （単位：円）

区　分 予算額

 １ 負担金 37,643,000  秋田県 18,243,000

 秋田市 10,400,000

 能代市 700,000

 横手市 300,000

 大館市 700,000

 湯沢市 700,000

 由利本荘市 100,000

 大仙市 300,000

 北秋田市 700,000

 仙北市 700,000

 五城目町 100,000

 角館工芸協同組合 100,000

 秋田県漆器工業協同組合 100,000

 大館曲げわっぱ協同組合 100,000

 秋田杉桶樽協同組合 100,000

 秋田県商工会議所連合会 100,000

 秋田県商工会連合会 100,000

 秋田県中小企業団体中央会 100,000

（一財）伝統的工芸品産業振興協会 4,000,000

 ２ 雑収入 200,747  秋田県伝統的工芸品全国大会準備委員会より引き継ぎ

　　合　計 37,843,747

　２ 支出の部 （単位：円）

区　分 予　算　額

 １ 委託費 37,360,000  全国大会開催準備・運営業務委託 37,360,000

（記念式典、全国伝統工芸士大会、合同開会式、

　県催事運営費、屋外装飾費、広報宣伝費等）

 ２ 会議費 100,000  協議会、運営委員会開催経費

 ３ 事務費 340,000  物品郵送費、旅費、振込手数料

 ４ 予備費 43,747

　　合　計 37,843,747

秋田県伝統的工芸品月間推進協議会　収支予算（案）

備　考

備　考

第２号議案


