
第１回秋田県伝統的工芸品月間推進協議会運営委員会

日 時 令和４年６月２４日（金）

１３時３０分 ～ １５時３０分

場 所 秋田県議会棟 １階 大会議室

次 第

１ 開会

２ 挨拶

３ 議題

（1）報告事項

ア 「第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」開催運営業務

企画提案選考委員会の審査結果について【資料１】

イ 企画提案書の概要について【資料２】

ウ 地元催事の出展者募集状況について【資料３】

（2）協議事項

「第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」に係る検討事項等について

【資料４】

（3）その他

ア 広報への協力について【資料５】

イ 今後のスケジュールについて【資料６】

ウ 市町ＰＲブースの設置について【資料７】

エ メディア広報に係る各産地の若手職人の推薦依頼について

４ その他

令和４年度伝統的工芸品月間関連催事支援事業の積極的な活用について【資料８】

５ 閉会



第１回秋田県伝統的工芸品月間推進協議会運営委員会 出席者名簿

【委員】

【顧問】

【第 39回伝統的工芸品全国大会共同事業体（委託候補者）】

【事務局】

所 属 役 職 氏 名 備 考

1 秋田県産業労働部 部長 佐藤 徹

2 秋田市産業振興部 次長 髙橋 和也 代理出席

3 能代市環境産業部 部長 宮野 弘幸

4 横手市商工観光部横手の魅力営業課 課長 松井 尊臣 代理出席

5 大館市産業部商工課 課長 大森 泰彦 代理出席

6 湯沢市産業振興部商工課 班長 伊藤 孝道 代理出席

7 由利本荘市観光文化スポーツ部観光振興課 班長 斉藤 伸明 代理出席

8 大仙市経済産業部商工業振興課 主事 佐々木 菜摘 代理出席

9 北秋田市産業部商工観光課 係長 畠山 英利 代理出席

10 仙北市農林商工部商工課 参事 鈴木 匡尚 代理出席

11 五城目町商工振興課 課長補佐 北嶋 友香 代理出席

12 角館工芸協同組合 理事長 田口 宗平

13 秋田県漆器工業協同組合 理事長 佐藤 公

14 大館曲げわっぱ協同組合 理事長 柴田 昌正

15 秋田杉桶樽協同組合 専務理事 柳谷 浩二 代理出席

16 秋田県商工会議所連合会総務企画部 部長代理 佐藤 太郎 代理出席

17 秋田県商工会連合会事業振興部 部長 門脇 裕彰 代理出席

18 秋田県中小企業団体中央会 専務理事 土田 元

所 属 役 職 氏 名 備 考

19 東北経済産業局産業部地域ブランド連携推進室 室長補佐 菅野 祥大

所 属 役 職 氏 名 備 考

20 株式会社アートシステム 第１営業企画部 部長 塩田 蔵人

21 株式会社秋田放送 企画事業部 部長 若林 崇一

22 〃 主任 武藤 梓

所 属 役 職 氏 名 備 考

秋田県産業労働部地域産業振興課 課長 齊藤 大幸

班長 髙坂 聡

副主幹 佐々木 康人

副主幹 小野 雅志

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」

開催運営業務企画提案選考委員会の審査結果について

令和４年５月 30 日（月）、「第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」開催運営業務企画提案選考

委員会を開催し、委託候補者を決定しました。

１ 開催日時・場所

・令和４年５月 30 日（月） 13 時 30 分～15 時 30 分

・秋田県庁第二庁舎３階 31 会議室（秋田市山王三丁目１番１号）

２ 企画提案書提出事業者

・提案者数 １者

・提案者名

第 39 回伝統的工芸品全国大会共同事業体 代表者 株式会社アートシステム

代表取締役 大渕 宏見

３ 審査方法

次のとおり選考委員会委員を選任し、企画提案審査要領に基づき審査を行った。

委員名簿

４ 審査結果

企画提案の内容や期待される効果、業務遂行能力など、選考委員会において一定の評価を得たこと

から、次のとおり意見を付した上で「第 39 回伝統的工芸品全国大会共同事業体」を委託候補者として

決定した。

（付帯意見）

全国大会開催運営業務の推進に当たっては、共同事業体の中で役割分担を明確にし、迅速に業

務を遂行できる体制を構築すること。

また、伝統的工芸品等の魅力が効果的かつ十分に伝わる大会となるよう、秋田県伝統的工芸品

月間推進協議会等との協議・調整を密に行うこと。

５ 今後の流れ

本日の運営委員会の協議等を踏まえ、業務委託の契約手続を行う。

所属 職 氏名

委員長 秋田県産業労働部地域産業振興課 課長 齊藤 大幸

委 員 秋田市産業振興部産業企画課 六次産業担当課長 小原 千良

委 員 角館工芸協同組合 理事長 田口 宗平

委 員 秋田県漆器工業協同組合 理事長 佐藤 公

委 員 大館曲げわっぱ協同組合 理事長 柴田 昌正

委 員 秋田杉桶樽協同組合 理事長 清水 康孝

委 員 と･き･ど･きデザイン研究所 代 表 五十嵐 潤

資料１



開催運営業務　企画提案書

第39回伝統的工芸品全国大会共同事業体

令和４年６月２０日（月）提出

資料２
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3ご提案にあたっての基本方針

※「第39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会 基本計画」秋田大会の開催目的より

上記、基本計画を尊重し、

過去開催の伝統的工芸品月間国民会議全国大会を見ても珍しい

「街歩き」と一体となった大会の成功に向け、

県内市町村・関係団体・民間事業者の力を結集して事業を推進して参ります。



4事業全体概要

　 　　 開催日　　　　　　　時間　　　　　　　　　　　　会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　催事名称　　　　　　　　　　

11月17日(木)

13:30-14:30 ❶伝統的工芸品月間国民会議全国大会・記念式典
あきた芸術劇場ミルハス

参加者数
（見込）　　　　　　　　　

約800人
14:45-16:00 ❷全国伝統工芸士大会

17:30-19:30 ❸全国伝統工芸士大会懇親会秋田キャッスルホテル

19:45-20:00 ⓴大曲の花火PRエリアなかいち

9:30-10:00 ➍伝統的工芸品月間国民会議全国大会
　 合同開会式あきた芸術劇場ミルハス

11月18日(金)

-

11月20日(日)

10:00-17:00
（最終日-16:00）

➒秋田の伝統的工芸品展

秋田市文化創造館 ⓫あきたの工芸品ワークショップ

11月18日(金) 約100人

➓秋田の郷土工芸品展

中ホール

なかいち
広場

放光の間

2F
スタジオA

3F
スタジオ

A3

⓬工芸クラフト作家展1F
コミュ二ティー

スペース

⓭秋田公立美術大学の企画展示会2F
スタジオB

あきた芸術劇場ミルハス

⓮販路開拓支援（商談会）

⓳KOUGEIスタンプラリー

1F
創作室

1F
エントランス

ホール

1F
エントラン
スホール

会期外 ⓯産地工房訪問ツアー

⓰同業種・異業種と連携した食のイベント

⓱小学生の大会参加

秋田市にぎわい交流館AU
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

➐日本伝統工芸士会作品展

➑TOHOKU CRAFT事業「若手職人×学生」コラボプロジェクト

2F
展示ホール

3F
多目的ホー

ル

秋田アトリオン

2F
美術展示

ホール

秋田県立美術館
1F

県民ギャラ
リー

エリアなかいち
商業棟 　 KOUGEI EXPO歓迎キャンペーン・

　 なかいち銘品館×KOUGEI EXPO

　 秋田だよ！観光と物産展2022全員集合！

にぎわい
広場

   おもてなし茶寮・おもてなし茶屋

2F
美術展示

ホール

会場全体

県内各地

   JAPAN LIVE YELL project23

21

22

24

⓲市町村PRブース

●・・・全体事業　　　　●・・・秋田県地元催事　　　●・・・周辺催事

千秋公園 舞妓茶屋
「松下」

約91,000人



1 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

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

▶催事進行

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）

6❶第39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会・記念式典

会場入口

受付 記名
検温
消毒

3Fへご案
内

２Fへご案
内

受付イメージ

受付・誘導

ホールは３F・４Fにそれぞれ入場口があるため、１Fで記名・検温・消毒・受付後、
それぞれ３F・４Fに分けて、来場者を誘導します



7

A4判  マットコート　16頁  中綴じ

H350×W260×D100mm マットコート紙

❶第39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会・記念式典

プログラムデザイン案

紙袋デザイン案

表紙 裏表紙

※デザイン案は今後修正します



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

顕彰式▶懇親会▶花火ショー　一連の流れで秋田らしい演出
年に一度全国の伝統工芸士が集い、交流を深めるにあたり、顕彰式から懇親会、そして大曲の花火のショーへと、秋田らしい演
出で、来秋を歓迎します。それぞれの会場へ自然に誘導できるよう、適切なご案内と誘導動線の確保を行います。

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

8❷ 第40回全国伝統工芸士大会秋田大会　

次会場への誘導

誘導ポイント

誘導ポイント

誘導ポイント 懇親会会場

誘導ポイントへの案内人の配置 懇親会場案内図の事前送付 視認性の高いサインの導入

事前送付の懇親会のご案内に会場案内図を同
封します。

車両とのクロスポイントに誘導員を配置して安全
な会場移動を実施します。

懇親会会場への誘導のため、視認性の高い手
持ちプラカードを使用して、スムーズに誘導します。

第40回全国伝統工芸士大会秋田大会

秋田キャッスルホテル



秋田の郷土芸能「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

▶実施会場

▶郷土芸能出演

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。

9❸全国伝統工芸士大会懇親会

次会場への誘導

花火ショー会場

誘導ポイントへの案内人の配置 花火ショー案内図の事前送付 視認性の高いサインの導入

事前送付の懇親会のご案内に花火ショー会場案
内図を同封します。

車両とのクロスポイントに誘導員を配置して安全
な会場移動を実施します。

花火ショー会場への誘導のため、視認性の高い
手持ちプラカードを使用。スムーズに誘導します。

第40回全国伝統工芸士大会秋田大会

なかいち広場
誘導ポイント

誘導ポイント



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

POINT

▶式典進行

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

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。

10➍伝統的工芸品月間国民会議全国大会合同開会式

▶テープカットイメージ

ミルハス１Fエントランスホール

合同開会式
オープニングアトラクション
テープカット実施スペース

会場入口

来賓受付

秋田県への来訪に感謝の意を表し、
秋田の魅力を紹介する意味で、セレ
モニーアシスタントとして「あきた観光
レディー」を起用。セレモニーに華やか
さを添えていただきます。

ミルハスエントランスホールの２基のエスカレーターの間に会場を設置。ミルハスの顔とも言うべき場所でセレモニーを行います会場レイアウト



11ミルハスの装飾

▶ミルハス受付

▶エントランスホールタペストリー▶ミルハス入口ガラス面装飾

樺細工、川面漆器、まげわっぱを組合わせた「あきた芸術劇場ミルハス」の総合案内カウンター。秋田の伝統的工芸品をPRしてくれます。

ミルハスの入口の自動ドアガラス面にデザイン出力シートを張ります。人の出入
りがあるたびに動く広告です。

エントランスホールのエスカ
レーターの間、３Fから１Fに
抜ける吹き抜けに、タペスト
リーを設置します。

※デザインは今後修正
 します



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体験・
体感いただきます。

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：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

愛知大会の様子

12➎伝統工芸ふれあい広場・特別展示

会場レイアウト

サインボックス

サインボックス

エレベーターからの来場者動線 階段からの来場導線

記名・検温・消毒

展示イメージ サインボックス

エレベーター・階段の両方の来場導線上に大型サインボックスを設置。
検温消毒も含め、確実な運営を実施します。

搬入経路



普段の暮らしに伝統的工芸品を
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。来
場者は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られる、人気コーナーです。

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

➏全国くらしの工芸展 13

会場レイアウト 会場を覆う稼働壁を全て撤去。
廊下スペースも含めた開放感のある会場で展示販売をおこないます。

サインボックス

サインボックス
記名・検温・消毒

搬入経路

展示イメージ サインボックス

稼働壁を全撤去



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

➐日本伝統工芸士会作品展 14

会場レイアウト 会場導線を一方通行化。美術展の雰囲気を演出します

記名・検温・消毒

入場口

Close Close Close Close

退場口

展示イメージ サインボックス



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」
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。

トークショースペース

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
■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　　　
                                           

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 

15➑TOHOKU CRAFT事業「若手職人×学生」コラボプロジェクト



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

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）

指定工芸品産地組合を通じて出展事業者を募集予定

16➒秋田の伝統的工芸品展

展示内容

会場レイアウト

展示台イメージ

出展者の要望に応じて様々な展示台を準備。
吹き抜け会場を活かした開放的な空間づくりを目指します。



17

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

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。

市町村を通じて出展事業者を募集（20品目程度を想定）

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

➓秋田の郷土工芸品展

対象となる工芸品

出展内容（例）



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

POINT

会場レイアウト案

※原則、材料費をはじめとする
体験料は、各事業者が設定して
徴収予定

▶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)

18⓫あきたの工芸品ワークショップ

スタジオA3の様子

事業実施フロー

ワークショップ事業者募集 体験メニューの決定
告知・参加者募集・

予約受付
実施

産地組合や市町村を通じて
参加事業者を広く募集しま
す。

協議会事務局様とご相談し
て、体験メニューと実施要領
を作成いたします。

WEB・SNSのほか、ワーク
ショップ専用のチラシを制作し
て事前申込いただけるように
いたします。

実施運営マニュアルを制作し、
各日予約者の確実なスケ
ジュール管理のほか、空き枠
があれば当日受付にも対応
いたします。



お洒落なカフェ風の空間を活かした展示会場づくり

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

POINT

ホームページ等を通じて出展者を広く募集し、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。

出展内容

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「秋田の郷土工芸品展」を併設します

▶主な作品例 ※出展料、販売手数料は別途協議の上定めます

19⓬工芸クラフト作家展

会場レイアウト案

展示イメージ

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。

記名
検温
消毒



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

POINT

※具体的な企画内容は秋田公立美術大学を中心に検討します

20⓭秋田公立美術大学の企画展示会

スタジオBの使用イメージ

会場レイアウト案

展示イメージ

大学生の自由な発想を活かすために様々な形の展示台を用意します

展示内容  ：❶学生による作品展示　❷熊谷准教授による作品展示
サイン　　　 ：展示紹介パネル・大学紹介パネルは大学側で用意
運営　　　　：学生が常駐して運営（イス２脚）
その他　　  ：JVは展示台（白希望）および企画展タイトル（バナースタンド）の制作を担当

補足



21秋田市文化創造館来場者誘導動線

2F

3F

1F

❷
秋田公立美術大学

企画展示

秋田の伝統的工芸品展

クラフト作家展

秋田の郷土工芸品展

❸

❶

▶誘導ポイント❶　来館者を２Fへ誘導
外階段を使用して来場者を２Fロビーへ誘導します。

来場者誘導方針

サインと階段使用規制で、来場者が
館内を自然に回遊する導線づくり

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

▶誘導ポイント❷　検温・消毒・観光案内
来場者の検温・消毒の実施の他、秋田市文化創
造館内のご案内・観光案内も行います。

▶誘導ポイント❸　1F・３Fへ誘導
来場者を２Fで実施する秋田の伝統的工芸品展
会場から、３Fで実施されている工芸品ワークショッ
プ・１Fで実施されているクラフト作家展に誘導する
ため、施設内の階段利用を1ヶ所に限定し、会場内
の一体感を作り出します。

入場口

KOUGEI EXPO in AKITAへ
ご来場のお客様は、

外階段を上り
２F入口よりご入場ください。

3F
工芸品ワークショップ

1F
クラフト作家展

凡例

来場者導線

Close 関係者以外
入場禁止

工芸品ワークショップ

誘導サインイメージ

誘導サインイメージ



県内最大手地方銀行がフォローアップするマッチング商談会
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。商談会のマッチ

ング・運営については、県内最大の地方銀行とそのグループ会社が全面バックアップいたします。

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「創作室」他
主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会

POINT

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。

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。

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)

⓮販路開拓支援（商談会） 22

商談支援体制

商談会場



忠犬ハチの故郷で秋田犬とふれあい、本場きりたんぽを堪能

概要

日時：令和4年11月２日(木) ～ 令和4年11月19日(土)

会場：県内各工芸品産 地

主催：秋田県伝統的工芸品月間推進協議会

POINT

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

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

※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。

秋田駅東口　ー　「曲げわっぱ制作体験」　ー　昼食（きりたんぽ鍋）ー
　　8:00　　　　　　　10:30～12:00　　　　　　12:15～13:30　　　　　　　
ー「秋田犬ふれあい体験」秋田犬の里　ー　秋田駅東口
　　　　　　13:45～14:30　　　　　　　　　　　17:00

秋田駅東口　ー　「樺細工制作体験」　ー　角館武家屋敷見学ー
　　　8:45　　　　　10:00～11:20　　　　　11:30～13:00　　　　　　　
ー昼食（御狩場焼き）安藤醸造北浦本館　ー　秋田駅東口
　　　　　　　　13:15～14:30　　　　　　　　　　　　16:00

秋田駅東口　ー　「川連漆器制作体験」　ー　昼食（稲庭うどん）ー
　　8:30　　　　　　　10:00～12:00　　　　　　12:15～13:15　　　　　　　
ー小安峡大墳湯　ー　道の駅十文字　ー　秋田駅東口
　13:40～14:40　　15:30～16:00　　　17:15

秋田の伝統工芸＋観光を体感する３コースのツアーを用意いたします
本県を代表する伝統的工芸品の製作体験を通じ、産地工房の職人との交流を図るとともに、本県の秋冬季の観光資源である
「食」や「名所」等を堪能する「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
ある秋田魁新報社グループ「 東北iツアーズ」で実施します。

東北を代表する武家屋敷の紅葉と藩政期の再現料理

紅葉に囲まれた大迫力の大墳湯と稲庭うどん

曲げわっぱ製作体験ときりたんぽ鍋コース

樺細工製作体験と紅葉の角館武家屋敷コース

漆器製作体験と稲庭うどんコース

⓯産地工房訪問ツアー 23



秋田の食資源＋道具としての伝統工芸品の魅力発信
秋田の豊かな食を会場の中心地であるにぎわい広場に集め、県内外からの来場者をおもてなし致します。
展示装飾や提供する器に本県の伝統工芸品を積極的に用いることで、来場者に対し伝統工芸品の道具としての機能ＰＲを
おこない、生活シーンへの取り込みを図ります。

概要

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

POINT

美の国秋田うまいもの広場

平鹿りんごや西明寺栗を杉桶樽に並べ販売する農産品販売ブースや、曲げわっぱぐいのみや楢
岡焼のお猪口で県内蔵元の美酒を味わう地酒BARブース、周辺飲食店との川連漆器で味わう
タイアップメニューの提供や樺細工を用いた会場案内プレートの設置等の展開を予定しています。

秋
田
県
立
美
術
館

秋
田
芸
術
劇
場

秋田市にぎわい交流館

秋田キャッスルホテル

キッチンカーエリア

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　等

テント屋台村エリア
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BAR
・農産品販売

秋田の食と伝統工芸品を共に楽しむ

⓰同業種・異業種と連携した食のイベント 24

会場造作イメージ



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

POINT

※具体的な内容は県教育庁、市町村教育委員会、各学校との協議により進めます
※参加する学校側で何らかの経費が発生する場合は別途協議します

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

実施内容案

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

25⓱小中学生の大会参加促進

運営について

タイムスケジュールの
策定・運営

バス送迎の
計画立案・運行

その他、
市・県広報誌を通じ
て参加者増を促す

下記３つを目標に積極的に業務を推進します
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 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

POINT

愛知大会の様子

⓲市町村PRブース

会場レイアウト案

エントランスの滞留スペースを活かしたブースレイアウト

会場入口

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

滞留スペース

滞留スペース



会場周遊と街歩きのお楽しみを提供。
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

POINT

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

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

バター餅 一袋 

スタンプラリータイトル

27⓳KOUGEIスタンプラリー

スタンプラリー景品案

スタンプラリーの流れ

応募用紙の
入手

スタンプ
集め 応募 抽選 景品入手

各会場入口に設置
されている応募用紙
を入手

各会場に各1個設
置されているスタンプ
を入手

スタンプを5種類集め
たら、ミルハスインフォ
メーションに併設され
ている抽選会場へ

運営スタッフにスタン
プラリー完成を確認
してもらい、抽選に参
加

抽選結果に応じて
景品を獲得
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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)の懇親会後に、秋田らしいおもてなしの意味で、懇親会会場のすぐ近くで実施します。また、大会

会期中は、各会場導線上にある、なかいち大型ビジョンで、花火大会の映像を放映して、「大曲の花火」のPR

に努めます。 

概要

日時：令和4年11月17日(木)　19:45 ～ 20:00
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

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。昼花火の部・夜花火の部を審査
対象として、最も優秀な花火師には内閣総理大臣賞が贈られるほか、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。

▶実施会場と実施イメージ

なかいち年越し花火ショー（小松煙火工業提供）

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

⓴大曲の花火PR

次会場への誘導



29　　「KOUGEI EXPO 歓迎キャンペーン」21

　　 秋田だよ！観光と物産展2022全員集合！22

　　 JAPAN LIVE YELL project 23

概要

日時：令和4年11月18日(金)～11月19日(土)
会場：エリアなかいち 商業棟
主催：あきたまちづくり株式会社（調整中）

エリアなかいち10周年事業として、KOUGEI EXPO歓迎イベントを実施
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
事業

1

なかいち商業棟内の飲食店による

KOUGEI EXPO来場者への飲食割引キャンペーン
事業

2

なかいちの飲食店舗での伝統的工芸品を器とした期間限定の特別メニューを提供

なかいちの飲食店舗でKOUGEI EXPOのパンフレットを提示すると、期間中、●●％割引で飲食提供が受けられます

実施
検討中

概要

日時：令和4年11月17日(木)～11月20日(月)
会場：アトリオン　B1　イベント広場・多目的ホール
主催:　秋田県の観光と物産展実施協協議会

概要

日時：令和4年11月17日(木)～11月20日(日)
会場：アトリオン B1F イベント広場・多目的ホール
主催：秋田県の観光と物産展実施協議会

県内25市町村と食品事業者が出展予定の観光物産展

イベント広場 多目的ホールイベント広場

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

概要

日時：令和4年11月17日(木)～11月20日(月)
会場：アトリオン　B1　イベント広場・多目的ホール
主催:　秋田県の観光と物産展実施協協議会

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
主催：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会



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。千秋城下町の香り高い畳敷きのお部屋と舞妓と伝統工芸品のコラボレーションで、来県者をおもてなしします。

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

30　  おもてなし茶寮・おもてなし茶屋24



2 広報



「伝統的工芸品」×「街歩き」の魅力発信
秋田市中心市街地の街歩きの魅力をフックに、伝統的工芸品等の魅力を発信。

早期の広報展開で大会のブームアップを図ります。

32広報について

広報方針

広報スケジュール

POINT

1 早期の情報発信スタートによる認知促進
POINT

2 市街地と一体となった歓迎ムードの演出
POINT

3 ティザー的な伝統的工芸品の魅力発信による集客

６月 7～9月 10月頃 直前・会期中

リアルタイム
情報発信来場促進強化期待感醸成

興味喚起早期の周知

ホームページ［総合情報集約］

SND［魅力コンテンツ発信］

テレビ・新聞 等［来場促進］

メディア ［報道取材］メディア［ティザー］

市街地装飾
［ブームアップ］



33広報について

事前告知チラシ

POINT

1 早期の情報発信スタートによる認知促進

■仕様
　A4判 両面フルカラー　コート90k　10,000部
　　・8,000部／協議会指定配布場所
　　・2,000部／県内事業以外のPR効果の高い場所への設置
　　　　　　　　　　各種関連イベントでの配布　等
■記載内容
　  ・基本情報［タイトル、日程、会場、キャッチコピー、メインビジュアル］
　　・概要［公式HPアドレス、アクセス図、会場案内図、お問い合わせ］
　　・伝統的工芸品について　他

・契約直後からのチラシ作成・配布による早期の認知促進
・早期の公式ホームページの立ち上げと、段階的な情報更新による情報発信

公式ホームページ

公式ホームページ

PC・スマフォ対応

市町村関連

出展事業者

伝産協会

県内外関係各所

SNSによる情報拡散

本イベント専用アカウントの開設

■公式ホームページデザインイメージ

■事前告知チラシデザインイメージ

※デザインは今後修正します



34広報について

POINT

2 市街地と一体となった歓迎ムードの演出

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

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

秋田駅周の装飾

秋田空港内の装飾

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



■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］

35広報について

周辺装飾デザイン案

※デザイン案は今後修正します



36広報について

POINT

3 ティザー的な伝統的工芸品の魅力発信による集客

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。

▶展開スケジュール
　　8～　9月　　各協議会や産地組合様と出演者の人選調整を行い、各工房で撮影
　10～11月 　  県内各媒体で広報展開。　

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、秋田の伝統工芸品キャンペーンを展開、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することが出来ない職
人の方々の手仕事、工房の熱気を伝えます。

キャンペーンテーマ 　：　「（仮）未来を創る」など。
キャンペーン展開案  :　テレビＣＭ60本以上、ラジオＣＭ100本以上、
　　　　　　　　　　　　　　お天気フィラー60秒、ニュース番組取材など

地元新聞社が秋田の伝統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。

特集記事　：　「（仮）伝統工芸レポート」など。

 

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等で発信して頂きます。

秋田の職人が主役！県内複数媒体によるティザー告知
県内の伝統工芸品を担う職人の方々が続々登場。作り手の息づか

い、眼差しを取り上げていきます。KOUGEI  EXPO in AKITA 

一過性に終わらない担い手のモチベーションアップを図ります。

展開イメージ

広報展開

▶県内民放テレビ局での展開　

▶県内新聞社での展開　

▶SNSでの発信　



3 運営



38運営について

関係者への情報提供

想定記載事項　 ❶イベントの基本情報
　　　　　　　　　　 ❷出展スペース、展示に関するレギュレーション
　　　　　　　　　　 ❸搬入方法・スケジュール
　　　　　　　　　　 ➍アクセス方法（関係者駐車場）
　　　　　　　　　 　➎申請書類

POINT

1 各会場ごとの出展マニュアル制作

出展マニュアル

出展マニュアルの配布に合わせ、出展者説明会を実施。
主催者側からの連絡と、各出店事業者からの質問・検討事項を把握し、本番医向けて
い共通理解を図る場とします。オンラインでの参加も受付します。

POINT

2 出展者説明会の開催

出展販売に関わる検討事項

手配方法　：　▶事業者ごとに購入・レンタル対応の場合　➡　既存サービスの紹介
　　　　　　　　　 ▶全事業者に一括対応　➡　小売事業者仲介の検討
　　　　　　　　　　　※決済手数料の確認　

POINT

3 クレジット端末手配について

分散開催のため、各会場ごとに荷受・ストックスペースが必要になります。各会場運営事
業者と念入りな調整が必要です。

POINT

４ 荷受け・ストックヤードについて

マニュアル内に「売上報告シート」を準備し、最終日に回収。後日、ファックス等での回収
まで含め、対応いたします。

POINT

5 売上実績のまとめ



■新型コロナウイルス感染症対策として、各会場入口で手指消毒・検温・マスク着用・秋田県版新型コロナ安心システムおよび新型コロナ
　 ウイルス接触確認アプリ（COCOA)の登録を促します。
■会場分散形式での開催となるため、来場者にとってスムーズな入退場および再入場の体制を構築します。
■その他、秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部の協力要請を踏まえ、催事実現のために必要な対策を講じます。

来場者管理方針

再入場
リスバンド保有者

初入場

セルフ検温・消毒

【凡例】

リストバンド

プラスチック柵など

来場者

机（1800×450）

広報・案内

リストバンド確認

各場口レイアウトイメージ

啓発サイン

広報・案内

記名

初入場サイン 再入場サイン

リストバンド配布

検温証明リストバンドの配布
各会場で何度も検温したり、再入場の際に再
検温したりする必要のないように、初入場の際、
来場者にリストバンドを配布、着用いただきます。

入場確認書の記名記入
後日、感染者が発生した際の追跡ができるよう、
来場者には入場確認書に記名していただきます。

コロナ感染症対策啓発サインの設置

39来場者管理



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)

40来場者誘導計画

来場者誘導の基本方針



2021年10月27日更新版
表1 表22021年11月25日～当面秋田県のイベント開催基準

表3 感染防止策チェックリスト 2021年11月版

秋田県の新型コロナウイルス感染警戒レベル

　イベント開催時の、秋田県のイベント開催基準(表1)および秋田県の新型コロナウイルス感染警戒レベル(表2)に応じて、
感染防止策チェックリストに沿ったイベント運営計画を立案・実施いたします。

41新型コロナウイルス感染症対策について



42記録・案内について

インフォメーションブースの設置

■設置日時　　　　：令和4年11月18日(金)～11月20日(日)
　　　　　　　　　　　　　 9:00～17:00（最終日16:00）
■設置場所　　　　：あきた芸術劇場ミルハス　エントランスホール
■主な業務内容　：●公式パンフレットの配布
　　　　　　　　　　　　　●各会場配置のご案内
　　　　　　　　　　　　　●迷子・遺失物対応
　　　　　　　　　　　　　●通訳者の配置　
　　　　　　　　　　　　　   ※対応言語については主催者様とご相談
　　　　　　　　　　　　　●その他

IDアイテムの制作

ミルハス１Fエントランスホール

会場入口

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾌﾞｰｽ

■設置イメージ

報告書の作成

報告書

■仕様　　　  ：  A４判　24頁　表紙フルカラー　中面モノクロ　中綴じ
■作成数　　 ：  冊子2部およびDVDデータ2部
■記録写真　：　DVDデータ納品
■その他　　　：　経済波及効果調査を含む

■スタッフジャンパー ■各種関係者証

出展者



43会場設営スケジュール

分散開催のため、会場ごとに調整が必要になりますが、会場設営・搬入出・撤収作業については

概ね、下記のようなスケジュールを想定しています。

関係各団体との調整により最終的なスケジュールを決定させていただきます。

11月14日(月)

11月15日(火)

出展事業者搬入 11月16日(水)

11月17日(木)

11月18日(金)

11月19日(土)

出展事業者搬出

会場・装飾撤去 11月21日(月)

17 18 19 20

開催期間

基礎工事・施工・装飾

11月20日(日)

14 15 16 21 22 238 9 10 11 12 13

9:00～17:00
基礎工事・施工・装飾

9:00～17:00
出展事業者駒装飾及び展示販売物搬入

消防・保健所査察

合
同
開
会
式

10:00～17:00
一般公開

当
日
準
備

翌
日
準
備

10:00～17:00
一般公開

当
日
準
備

翌
日
準
備

合
同
開
会
式

10:00～17:00
一般公開

当
日
準
備

16:00～19:00
出展事業者

撤去及び搬出

9:00～17:00
搬出・撤去作業



44当JVの体制と実績

▶JV協力体制

綿密な計画実現力
高いデザイン制作力

大型イベント運営実績

県内民放視聴率No.1
映像制作・実績も豊富
大型イベント運営実績

協力団体
▶秋田魁新報社・・・・・・・催事告知
▶ユーアイ警備保障・・・・・会場警備
▶東北iツアーズ・・・・・・・・・ツアー造成
▶ワイズ・・・・・・・・・・・・・・・資材・設営補助
▶三浦印刷・・・・・・・・・・・ 各種印刷物
▶秋田キャッスルホテル・・・ 懇親会運営
▶秋田共立・・・・・・・・・・・・イベント保険
▶秋田銀行・・・・・・・・・・・・商談会

他多数

ミルハス指定管理事業者
運搬・設営力県内No.1

図面作成も担当

JV各社の強みを活かして、各協力団体とともに大会を成功に導きます

▶JV各社の実績

代表

ねんりんピック秋田2017総合開会式・閉会式 第15回全国農業担い手
サミットinあきた

第29回国民文化祭・あきた2014
ウェルカムイベント

日本女性会議2016秋田2019あきた水と緑の森林祭 FISフリースタイルスキーワールドカッ
プ秋田・田沢湖大会

あきた白神まつり2019

株式会社アートシステム

株式会社秋田放送

株式会社スペースプロジェクト

第29回国民文化祭・あきた2014フィナーレイベント・閉会式ねんりんピック秋田2017イベント



45業務運営体制

基本計画策定業務から参画しているスタッフを中心に本番に向けスタッフ増強の上、業務を遂行いたします

秋田県伝統的工芸品月間推進協議会事務局様

主催

担当窓口を中心に、実績のある社外スタッフとJV各社の総力をあげて推進チームを構成します

第39回伝統的工芸品全国大会共同事業体　業務推進チーム

部長う第

全体統括責任者 企画・運営管理 担当窓口

商談会 産地訪問ツアー

制作ディレクション グラフィックデザイン

企画・運営広報企画・運営

イベント保険

会場造作

株式会社アートシステム
代表取締役
大渕 宏見

株式会社アートシステム
第1営業企画部　部長

塩田 蔵人

株式会社アートシステム
第1営業企画部

高屋 尚人

株式会社秋田放送
企画事業部  部長

若林 崇一

株式会社アートシステム
クリエイティブデザイン部

齊藤 飛鳥

株式会社アートシステム
クリエイティブデザイン部　部長

奥田 毅

株式会社秋田放送
企画事業部

武藤 梓

会場装飾・会場造作

株式会社スペースプロジェクト
取締役

角田 志賀子

ワイズ株式会社
代表取締役
加藤　靖

秋田共立株式会社株式会社あきぎんリサーチ＆コンサルティング 株式会社東北iツアーズ

他　多数

申請・指導等の協力を仰ぐ関係監督所

消防所

警察署

保健所

救急医療機関



地元催事の出展者募集状況について

１ 地元催事の概要

①秋田の伝統的工芸品展

・国及び県指定伝統的工芸品を一堂に展示するほか､販売会等を行う。

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

・場所：秋田市文化創造館 ２階「スタジオＡ１」

②秋田の郷土工芸品展

・地域を代表する工芸品を一堂に展示するほか、販売会を行う。

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

・場所：秋田市文化創造館 ２階「スタジオＡ２」

③工芸品ワークショップ

・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行う。

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

・場所：秋田市文化創造館 ３階「スタジオＡ３」

④工芸クラフト作家展

・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、

展示販売を行う。

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

・場所：秋田市文化創造館 １階「コミュニティースペース」

２ 募集状況について

6月 10 日(金)を期限に各催事の出展者を募集した結果は次のとおり。

今後、出展者の意向等も考慮しながら会場のレイアウト・配置を調整していく予定。

①秋田の伝統的工芸品展（産地組合を通じて募集）

工芸品名 事業者名 展示販売予定商品例

1 樺細工 角館工芸協同組合 茶筒、トレイ など

2 川連漆器 秋田県漆器工業協同組合 椀、箸、重箱 など

3 大館曲げわっぱ 有限会社 柴田慶信商店 弁当箱、おひつ、酒器 など

4 秋田杉桶樽
樽冨かまた、日樽、

桶樽工房・あき
桶樽

5 川連こけし 川連こけし工人会 木地山系伝統こけし、えじこ など

6 イタヤ細工 民芸イタヤ工房 丸カゴ、手提げカゴ

7 秋田銀線細工
（株）竹谷本店、矢留彫金工房、

房工房
アクセサリー等

8 大曲の花火 大曲の花火協同組合 模型玉の展示

9 中山人形 樋渡人形店 中山人形（販売なし）

資料３



②秋田の郷土工芸品展（市町を通じて募集）

③工芸品ワークショップ（産地組合又は市町村を通じて募集）

市町名 工芸品名 事業者名 展示販売予定商品例

1

秋田市

杢目銅 千貝工芸 アクセサリー等

2 漆芸（秋田塗） 漆芸工房齋藤 皿、汁椀、箸 など

3 秋田蕗摺 宮越 力 ふすま紙

4 八橋人形 八橋人形伝承の会 土人形

5

横手市

十文字和紙 十文字和紙愛好会

十文字和紙の条幅、美濃判、はがき、

草木染め紙、十文字和紙の小物 な

ど

6 浅舞絞り 浅舞絞りクラブ
ストール、マフラー、Tシャツ、風呂

敷など

7

湯沢市

曲木家具 秋田木工株式会社 曲木椅子 など

8 湯沢凧 湯沢凧同好会
湯沢凧（まなぐ凧、武者絵凧、歌舞伎

絵凧）

9 大仙市 楢岡焼 有限会社 楢岡陶苑 茶碗、湯呑み、マグカップ

10
北秋田市

秋田八丈 ことむ工房
秋田八丈小銭入れ、名刺入れ、ネクタ

イなど

11 打刃物 西根鍛冶店 山刀、ナタ、包丁 など

12

五城目町

弓具 （有）永澤弓具
心円秋田的、合串（木製・竹製）秋田

杉粉入、神代杉粉入

13 竹矢・箆 御矢師 永澤明久 竹矢・箆

14 五城目民芸タンス 五城目木工（有） タンス（欅 85巾カンノン開 猫脚）

15 家具・木工品 木工興真
茶棚、キャビネット、くず入れ、卓袱

台

16 組子細工 小玉建具店
組子入りスクリーン（天然秋田杉埋

木）、組子入り名入り盾、コースター

工芸品名 体験内容 事業者名 体験時間目安、料金（税込）

1 川連漆器 漆器への蒔絵体験 秋田県漆器工業協同組合 30 分 2,750 円

2 大館曲げわっぱ 弁当製作体験 Ｅ０８ （イーワッパ） 90 分 8,000 円

3 秋田杉桶樽 桶組体験 清水桶屋 30 分 0 円

4 川連こけし こけし絵づけ体験 川連こけし工人会 60 分 1,200 円

5 イタヤ細工 イタヤ馬作り体験 民芸イタヤ工房
60 分（一人の場合 15 分程度）

1,000 円

6 大曲の花火 花火模型玉づくり体験 大曲の花火協同組合 40 分 2,200 円

7 金工 指輪作り体験 千貝工芸 30 分 1,000 円

8 漆芸 塗り箸作り体験 漆芸工房齋藤 30 分 1,000 円

9 八橋人形 人形の絵付け体験 八橋人形伝承の会 30 分 1,000 円

10 十文字和紙 和紙はがきづくり体験 十文字和紙愛好会 30 分 500 円

11 本荘ごてんまり 本荘ごてんまり制作体験（一部） 阿部 登志子 120 分 2,000 円～

12 組子細工 組子コースター製作体験 小玉建具店 15 分 500 円



④工芸クラフト作家展（ホームページ等を通じて募集）

市町名 事業者名 展示販売予定商品例 出展希望点数

1

秋田市

工房ジュエル
彫金一輪差し、シルバーアクセサリー、杢目銅ア

クセサリー など
70～100 点

2 ガラスアートつな ステンドグラス風絵画 1000 点

3 中嶋窯 お皿、鉢、湯呑み、マグカップ など 80 点

4 出羽和紙 手漉き和紙、和紙製品（はがき等） 50～80 点

5 染織工房 Weaver 糸のネックレス、スカーフ、タペストリー 約 40 点

6
秋田市新屋ガラス

工房

「竿燈の提灯グラス」、「あらやっしゅグレー」お

よび「あらや sea グリーン」の作品、工房所属作

家のオリジナル作品等

50 点

7 湊七宝工房 七宝アクセサリー、生活小物 など 約 80 点

8 まとい工房南天 大江戸いろは４８組本所深川１６組纏装束消札飾 10 点

9 畠本 玲子
バッグ、財布、メガネケース、ペンケース、キー

リング など
約 50 点

10 硝子工房窯硝

・いはひプレート（皿）

・白のうつわ（皿）

・アネスト（皿）

約 50 点

11 工房ぬくもり
絹、ウールストール、手紡ぎ、手編み製品、草木

染絹糸 など
約 30 点

12 瑠璃窯 飯碗、マグカップ、酒器、花器 など 約 50 点

13 伊藤 祐彩 秋田四季手拭い 春夏秋冬４点

14 創作工房 TERA
木製ブローチ、木箱絵、うちわ、干支ダルマ な

ど
約 100 点

15 横手市 KRAFT DORF

漆指輪、波唐草指輪、銀線細工イヤリング、銀線

細工ピアス、銀線細工ペンダント、蒔絵グラス、

漆器、革細工

約 100 点

16 男鹿市 陶房つるかま 辰砂釉鶴紋様壺 約 50 点

17
潟上市

ART STUDIO RIN 蒔絵 約 30 点

18 FUJITAMIHO 耳飾り、ブローチ 約 30 点

19 大仙市 坂本 喜子 アクセサリー、お茶道具 など 約 50 点

20

五城目町

三温窯 陶器の日常食器（皿、鉢、カップ） 約 100 点

21 すずなり 皮革鞄、皮革小物 約 10 点予定

22 WOOT 家具
カウホーンチェア、ダイニングチェア、スツー

ル、テーブル
10 点

23 佐藤木材容器 KACOMI（秋田杉製大皿） など

KACOMI 8 サイズ

他 7種

各 3～10 枚ほど



「第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」開催運営業務委託

企画提案書に係る検討事項等について

県地元催事にかかる出展事業者の応募状況等を踏まえ、委託候補者の企画提案書を基本としつつ、次

の項目について検討していきます。

項目 全国大会開催運営業務企画提案競技での
提案内容

検討事項

①記念式典の受付･誘導 【資料 2 P6参照】
・１階のエスカレーターの間で記名・検温・
消毒・受付し、それぞれ３階・4階に分けて
来場者を誘導する。

・受託事業者の提案を基本とし
ながら、今後、経済産業省、（一
財）伝統的工芸品産業振興協会
と協議し、必要に応じて修正す
る。

②記念式典プログラム
デザイン案及び紙袋
デザイン案

【資料 2 P7参照】
・デザイン案のとおり ・デザイン案をもとに、経済産

業省、（一財）伝統的工芸品産業
振興協会と協議し、必要に応じ
て修正する。

③合同開会式の会場レ
イアウト

【資料２ P10】
・ミルハスエントランスホールの２基のエス
カレーターの間に会場を設置する。

・ミルハスの顔と言うべき、本県の伝統的工
芸品が埋め込まれた総合案内壁が観賞で
きる位置にする。

・エスカレーターに囲まれ、や
や圧迫感がある。基本計画にあ
るレイアウト案を視野に入れ
て再度検討する。

基本計画のレイアウト案

資料４

エスカレーター



④秋田の郷土工芸品
展

【資料２ P17】
・秋田市文化創造館２階のスタジオＡ２に配
置する。（10 工芸品）

・郷土工芸品展においては、想
定以上の出展申込者（16 工芸
品）がおり、既存スペースで対
応できないことから、隣接する
秋田の伝統的工芸品展の会場
レイアウト（スタジオＡ１）を
見直し、スタジオＡ１・Ａ２内
に伝統的工芸品及び郷土工芸
品すべての出展申込者が展示
販売できる配置とする。

⑤市町村ＰＲブースレ
イアウト

【資料２ P25】
・観光ＰＲまたは特産品販売を行えるブース
とする。

・エントランスの滞留スペースを確保する。

・提案された配置は、ガラス越
しで見通せるミルハス外から
の見栄えが良くない。
・基本計画にあるレイアウト案
を視野に入れて再度検討する。

基本計画のレイアウト案



広報への協力について

全国大会に向け、各構成団体におかれましても、可能な範囲での広報への協力をお願いします。

なお、県としては次のような広報活動を計画しています。

・庁舎内「ものづくり展示ホール」等への特設ＰＲスペースの設置

・県広報紙、テレビ、ラジオの県政情報コーナーにおける情報発信

・包括連携協定に基づくコンビニ各社等への店頭ポスター掲示依頼

・県観光連盟との連携（会員へのチラシ配布、スターバックス秋田駅店とのコラボ等） など

１ 各自治体、団体の広報誌、ウェブサイト等での告知について

・７月以降、チラシ配布や関連イベントでの告知協力をお願いします。

・10月頃に各自治体、団体の広報誌等で全国大会の告知協力をお願いします。

・媒体での告知を実施いただいた際は、１部提供をお願いします。

・全国大会公式ホームページ「KOUGEI－EXPO」を今後作成します。作成後、本ページへのリンク

協力をお願いします。

２ 広報誌等での告知事項概要について

(1)告知いただく場合は、次の事項について配慮をお願いします。

① 全国大会の表現は、「KOUGEI EXPO in AKITA」に統一ください。

② 本文中や表題の下（小さくて可）に、「第39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」と記

載ください。

(2)掲載概要雛型

以下を参考に、各自治体・団体において、出展事業者や伝統的工芸品の紹介等適宜変更して

掲載願います。

○KOUGEI EXPO in AKITA開催！

（日 時）令和４年11月17日（木）～20日（日）

（場 所）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 など

（アクセス）秋田駅から徒歩約５分

秋田県内の４つの国指定伝統的工芸品（樺細工、川連漆器、大館曲げわっぱ、秋田杉桶樽）をはじ

め、全国の伝統的工芸品が一堂に会し、展示・販売を行います。製作実演や製作体験も行います！エ

リアなかいちにぎわい広場では秋田の食と伝統工芸品をともに楽しむイベントも開催！本県では初開

催のKOUGEI EXPO（伝統的工芸品月間国民会議全国大会）にぜひ足をお運びください！

○KOUGEI EXPO in AKITA開催！

秋田県の伝統的工芸品をはじめ、全国の伝統的工芸品が一堂に会する「KOUGEI EXPO in AKITA（第

39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会）」が、令和４年11月17日（木）～20日（日）に開催され

ます！初日は、あきた芸術劇場ミルハスで記念式典を行い、２日目以降は秋田市文化創造館など秋田

駅前周辺の文化施設等を使用して、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

体験などを行います！エリアなかいちにぎわい広場では秋田の食と伝統工芸品をともに楽しむイベン

トも開催！工芸の魅力を“まちなか”から感じることができるこの機会に、ぜひ足をお運びください！

資料５



３ KOUGEI EXPO in AKITA 開催記念の冠等について

(1)市町村、産地組合、商工団体等がイベントの開催、リーフレットの作成等を行うに当たり、冠

及び大会ロゴマークを付していただけるよう御協力をお願いします。

※認定対象イベント等は、工芸品関連をＰＲする企画が含まれるものとし、祭典、展示会、講演会、キャンペー

ン等のジャンルは問いません。

(2)冠の名称は、次の３パターンとします。

・KOUGEI EXPO in AKITA 開催記念

・KOUGEI EXPO in AKITA 開催記念事業

・KOUGEI EXPO in AKITA 開催記念イベント

(3)ロゴマークは、次のとおりとします。

(4)使用する際は、取扱要綱に基づき使用承認の申請を行ってください。

ＵＲＬ：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/65674

※秋田県電子申請・届出サービスによる申請も可能。

＜参考：関連工芸イベント（R4.3.22準備委員会資料６から抜粋）

催事名 主催者 会 期 開催場所 備 考

本場大館きりたんぽ

まつり

大館食の祭典協議会 10/8(土)

～10(月)

大館市

ニプロハチ公ドーム

大館曲げわっぱ製作

体験

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

未定

秋田杉桶樽、組子細工

の製作体験

第50回角館町樺細工

伝統工芸展

角館町樺細工振興育成協会 10/20(木)～

26(水)

仙北市

角館樺細工伝承館

工芸展入賞作品展示

等

大館圏域産業祭 大館圏域産業祭運営委員会 10/22(土)～

23(日)

大館市

ニプロハチ公ドーム

大館曲げわっぱ製作

体験

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

市工芸品の作品展示

由利本荘市民まつり 由利本荘市 10月 由利本荘市

本荘鶴舞会館

全国ごてんまりコン

クール作品展

秋田ダヨ！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(木)

～20(日)

秋田市

アトリオンＢ１

県全域の観光物産展

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

～下旬

大館市

観光交流施設秋田犬の里

大館曲げわっぱ製作

体験



今後のスケジュール等について

令和 4年 6月 24 日現在

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 28 日 全国大会開催運営業務委託候補者の

公募開始

5月 30 日～ 全国大会開催運営業務の委託候補者

の審査等

・選定委員会(5 月 30 日)

・委託契約の締結(6 月下旬)

・参加１者

第 39回伝統的工芸品全国大会協同事業体

代表者 株式会社アートシステム

6月 24 日 第１回運営委員会 ・委託候補者選定結果報告

・今後の進め方等の確認

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

7月 19日 経済産業省等による事前視察 ・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

7月下旬 全国大会公式ホームページ開設 ・随時更新

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～

11月上旬

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

資料６



「第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」における

市町ＰＲブースの対応について

秋田県伝統的工芸品月間推進協議会の構成団体として参画する 10 市町のＰＲブースをあきた

芸術劇場ミルハスのエントランスホール内に設置します。

ブースは観光ＰＲや特産品販売に利用できることとします。

１ 設置日時・場所

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

・あきた芸術劇場ミルハス １階 エントランスホール

２ 市町ＰＲブースデザイン(案)

秋田大会のイメージ (参考)R3 愛知大会の様子

３ 市町ＰＲブースでの対応

(1)市町ＰＲブースでの展示または販売の内容をお知らせください。

（展示の場合）

（販売の場合）

※展示及び販売をあわせて行う場合、それぞれを記載してください。

(2)市町ＰＲブースに貴市町担当者を常駐配置する予定がありましたら、お知らせください。

※ＰＲブースへの物品搬入・搬出の日程調整は別途照会予定。

項目 主な内容 特記事項

展示テーマ

展示物品等

項目 主な内容 特記事項

販売物等

出展事業者

項目 主な内容 特記事項

常駐配置の有無 有 ・ 無

常駐予定日 11 月 日（ ）、 日（ ）、 日（ ） 最大 3 日間

（11/18～11/20）

配置予定人数 名程度

主な役割

資料７



(3)上記の展示または販売に伴うあきた芸術劇場ミルハスへの送付予定物をお知らせください。

物品名 部数等 発送元 備 考

(記載例) 観光ポスター 2 ○○市観光課

(記載例) 観光パンフレット 300 同上

(記載例) 工芸品マップ 200 同上

(記載例) △△△△△ 100 ○○会社

(記載例) □□□□□ 30 △△△商店






















