
秋田県伝統的工芸品月間推進協議会設立総会

日 時 令和４年４月 28 日（木）

10 時 30 分から

場 所 ルポールみずほ ふようの間

次 第

１ 開会

２ 挨拶

３ 議事

(1) 第１号議案

秋田県伝統的工芸品月間推進協議会 規約（案）について

４ 閉会



秋田県伝統的工芸品月間推進協議会設立総会 出席者名簿

所 属 役 職 氏 名 備 考

1 秋田県 知事 佐竹 敬久

2 秋田市 副市長 鎌田 潔

3 能代市 市長 齊藤 滋宣

4 横手市 市長 髙橋 大

5 大館市 市長 福原 淳嗣

6 湯沢市 副市長 東海林 亮二

7 大仙市 市長 老松 博行

8 北秋田市 市長 津谷 永光

9 仙北市 市長 田口 知明

10 角館工芸協同組合 専務理事 八柳 良太郎

11 秋田県漆器工業協同組合 理事長 佐藤 公

12 大館曲げわっぱ協同組合 理事長 柴田 昌正

13 秋田杉桶樽協同組合 専務理事 柳谷 浩二

14 秋田県商工会議所連合会 常任幹事 水澤 聡

15 秋田県商工会連合会 専務理事 金子 治生

16 秋田県中小企業団体中央会 専務理事 佐藤 満

17 経済産業省東北経済産業局産業部 部長 鈴木 光弘

18 日本伝統工芸士会 副会長 躑躅森 健 川連漆器

事務局

19 秋田県産業労働部 部長 佐藤 徹

20 秋田県産業労働部地域産業振興課 課長 齊藤 大幸

21 班長 髙坂 聡

22 副主幹 佐々木康人

23 副主幹 小野 雅志

24 主事 伊藤 卓也



第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会の概要について

１ 伝統的工芸品月間国民会議全国大会について

(1) 国では「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」制定 10 周年に当たる昭和 58 年に毎年 11

月を伝統的工芸品月間と定め、全国大会をはじめ、伝統的工芸品に関する各種の普及啓蒙事

業を推進。

(2) 全国大会では、経済産業省、（一財）伝統的工芸品産業振興協会、日本伝統工芸士会、開催県

で設置する協議会が連携して、全国の伝統的工芸品が一堂に会した展示・販売・製作実演・製

作体験等を開催。

２ 第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会について

(1) 会期

2022 年 11 月 17 日（木）～11 月 20 日（日）

(2) 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

(3) 開催内容（予定）

①全体事業

（※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

催事名称 主催者 開催日 会場

伝統的工芸品月間国民会議

全国大会記念式典
共催（※1）

11 月 17 日（木）

あきた芸術劇場

ミルハス

全国伝統工芸士大会・懇親会 日本伝統工芸士会

あきた芸術劇場

ミルハス

秋田キャッスル

ホテル

合同開会式
共催（※2） 11 月 18 日（金）

あきた芸術劇場

ミルハス

伝統工芸ふれあい広場

（全国伝統的工芸品の実演・体験） (一財)伝統的工芸

品産業振興協会 11 月 18 日（金）

～20 日（日）

秋田市にぎわい

交流館Ａｕ
全国くらしの工芸展

（全国伝統的工芸品の展示・販売）

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



②主な開催県催事

催事名称 主催者 開催日 会場

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

11 月 18 日（金）

～20 日（日）

秋田市文化創造館

秋田の郷土工芸品展

工芸品ワークショップ

工芸クラフト作家展

秋田公立美術大学の企画展示展

販路開拓支援

（バイヤーとの商談会）

あきた芸術劇場

ミルハス

産地工房訪問ツアー
11 月 2 日（水）

～19 日（土）
県内各産地

同業種や異業種と連携した食イベ

ント

11 月 18 日（金）

～20 日（日）

エリアなかいち

にぎわい広場

大曲の花火ＰＲ 11 月 17 日（木）
エリアなかいち

にぎわい広場



秋田県伝統的工芸品月間推進協議会規約（案）

（名称）

第１条 本会は、秋田県伝統的工芸品月間推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 協議会は、県内の伝統的工芸品をはじめとする伝統工芸品等に対する県民の関心を

高め、その一層の普及と県内伝統工芸産業の振興を図るため、本県で開催される第 39 回

伝統的工芸品月間国民会議全国大会（以下「全国大会」という。）に係る各種事業を実施

することを目的とする。

（事業）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(１) 全国大会記念式典
(２) 合同開会式
(３) 協議会主催催事
(４) その他協議会の目的達成に必要な事業

（組織）

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって組織する。

（役員）

第５条 協議会に、次の役員を置く。

(１) 会長 １名

(２) 副会長 ２名

(３) 監事 ２名

２ 会長は、秋田県知事をもって充てる。

３ 副会長は、秋田市長、角館工芸協同組合理事長をもって充てる。

４ 監事は、会長が指名する。

（役員の職務）

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

３ 監事は、協議会の財産、会計、業務の執行状況を監査する。

（顧問）

第７条 協議会の運営について意見を聴くため、顧問を置く。

２ 顧問は、経済産業省東北経済産業局長、日本伝統工芸士会副会長（川連漆器）をもっ

て充てる。

（会議）

第８条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決定による。

３ 議長は、必要に応じて、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

第 1号議案



（運営委員会）

第９条 協議会が行う業務の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

２ 運営委員会は、別表２に掲げる委員をもって組織する。

３ 運営委員会に次の役員を置く。

(１) 委員長 １名

(２) 副委員長 ２名

４ 委員長は、秋田県産業労働部長をもって充てる。

５ 副委員長は、秋田市産業振興部長、秋田県漆器工業協同組合理事長をもって充てる。

６ 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

８ 議長は、必要に応じて、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

（事務局）

第 10 条 協議会の事務を処理するため、事務局を秋田県産業労働部地域産業振興課に置く。

（経費）

第 11 条 協議会の経費は、構成団体の負担金その他の収入をもって充てる。

（解散）

第 12 条 協議会は、第３条に掲げる業務の終了後、解散する。

（その他）

第 13 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。



別表１（第４条関係）

別表２（第９条関係）

構成団体 役職

秋田県 知事

秋田市 市長

能代市 市長

横手市 市長

大館市 市長

湯沢市 市長

由利本荘市 市長

大仙市 市長

北秋田市 市長

仙北市 市長

五城目町 町長

角館工芸協同組合 理事長

秋田県漆器工業協同組合 理事長

大館曲げわっぱ協同組合 理事長

秋田杉桶樽協同組合 理事長

秋田県商工会議所連合会 会長

秋田県商工会連合会 会長

秋田県中小企業団体中央会 会長

構成団体 役職

秋田県産業労働部 部長

秋田市産業振興部 部長

能代市環境産業部 部長

横手市商工観光部 部長

大館市産業部 部長

湯沢市産業振興部 部長

由利本荘市観光文化スポーツ部 部長

大仙市経済産業部 部長

北秋田市産業部 政策監

仙北市農林商工部 部長

五城目町商工振興課 課長

角館工芸協同組合 理事長

秋田県漆器工業協同組合 理事長

大館曲げわっぱ協同組合 理事長

秋田杉桶樽協同組合 理事長

秋田県商工会議所連合会 常任幹事

秋田県商工会連合会 専務理事

秋田県中小企業団体中央会 専務理事


