
第２回秋田県伝統的工芸品月間推進協議会

日 時 令和４年１１月１日（火）

午前１０時３０分～１１時３０分

場 所 秋田市・パーティギャラリーイヤタカ

次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 事

(1) 第１号議案

大会記念式典及び催事内容等について

(2) 第２号議案

広報の取組について

４ その他

(1)協議会予算の執行状況について

(2)今後のスケジュール等について

５ 閉会



第２回秋田県伝統的工芸品月間推進協議会 出席者名簿

所 属 役 職 氏 名 備 考

1 秋田県 知事 佐竹 敬久

2 秋田市産業振興部 部長 新出 康史

3 能代市環境産業部 部長 宮野 弘幸

4 横手市商工観光部 次長 藤倉 幹夫

5 大館市産業部商工課 課長補佐 菅原 達也

6 湯沢市産業振興部商工課 課長 阿部 透

7 大仙市経済産業部 部長 冨樫 真司

8 北秋田市 市長 津谷 永光

9 仙北市 市長 田口 知明

10 五城目町商工振興課 課長補佐 北嶋 友香

11 角館工芸協同組合 理事長 田口 宗平

12 秋田県漆器工業協同組合 理事長 佐藤 公

13 大館曲げわっぱ協同組合 事務局長 黒澤 功

14 秋田杉桶樽協同組合 理事長 清水 康孝

15 秋田県商工会議所連合会 常任幹事 水澤 聡

16 秋田県商工会連合会 専務理事 柳田 高人

17 秋田県中小企業団体中央会 専務理事 土田 元

18 経済産業省東北経済産業局産業部 部長 鈴木 光弘

19 日本伝統工芸士会 副会長 躑躅森 健

事務局

20 秋田県産業労働部 部長 佐藤 徹

21 秋田県産業労働部地域産業振興課 課長 齊藤 大幸

22 班長 髙坂 聡

23 副主幹 佐々木 康人

24 副主幹 小野 雅志

25 主事 伊藤 卓也

26 主事 長石 海



大会記念式典及び催事内容について

令和４年11月1日（火）

第１号議案



2事業全体概要

　 　　 開催日　　　　　　　時間　　　　　　　　　　　　会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　催事名称　　　　　　　　　　

11月17日(木)

15:00-16:00 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
16:15-17:00 ❷全国伝統工芸士大会

18:00-20:00 ❸全国伝統工芸士大会懇親会秋田キャッスルホテル

20:10-20:25 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

2F
スタジオA

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）　※11/18(金)のみ

⓳KOUGEIスタンプラリー

1F
研修室

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美の国秋田うまいもの広場

⓱小学生の大会参加　※11/18(金)のみ

秋田市にぎわい交流館AU
➎TEWAZA LIVE　～伝統工芸ふれあい広場～

➏CRAFT MARKET　～全国くらしの工芸展～

➐日本伝統工芸士会作品展

➑TOHOKU CRAFT
　　学生コラボプロジェクト発表会　※11/19(土)のみ

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来場者への来場特典・

　 暮らしを彩る工芸展

　 秋田だよ！観光と物産展2022大集合

にぎわい
広場

   あきた舞妓「おもてなし茶屋」

B1F
イベント
広場

会場全体

県内各地

   JAPAN LIVE YELL project　　※11/20(日)のみ23

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

3F
スタジオ

A3

中ホール



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（商談会）

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

➎TEWAZA LIVE　～伝統工芸ふれあい広場～

➏CRAFT MARKET　～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小学生の大会参加

秋田市にぎわい交流AU

秋田市文化創造館

その他

➑TOHOKU CRAFT 学生コラボプロジェクト発表会

秋田県立美術館

⓰美の国秋田うまいもの広場

⓴「大曲の花火」のPR

エリアなかいちにぎわい広場
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大集合！

秋田県の観光と物産展実
施協議会 11/18 - 11/20 アトリオンB1F

イベント広場
「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。

あきた舞妓
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
来場者への来場特典

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

11/18 – 11/20 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

暮らしを彩る工芸展 なかいちビル管理組合
秋田まちづくり株式会社 11/10 – 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 公益社団法人日本芸能実
演家団体協議会 11/20

あきた芸術劇場ミルハス
中ホール

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。

周辺開催イベント（予定）

秋田県立美術館

3開催事業配置



概要

　日時：令和4年11月17日(木) 15:00 ～16:00
　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
経済産業省（調整中）
秋田県伝統的工芸品月間推進協議会会長
秋田県知事
佐竹 敬久

（２）来賓紹介 ※来賓調整中

（３）来賓挨拶 ※来賓調整中

（４）主催者紹介

・経済産業大臣政務官
・製造産業局審議官
・東北経済産業局長
・秋田県知事
・伝統的工芸品産業振興協会代表理事

（５）歓迎の辞 秋田市長
穂積 志（調整中）

（６）表彰、賞状授与 伝統的工芸品産業功労者等 経済産業大臣表彰
伝統的工芸品産業功労者等 東北経済産業局長表彰

（７）受賞者代表挨拶 ※受賞者決定後調整

（８）祝電披露

（９）大会宣言
伝統的工芸品月間推進会議委員
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会代表理事
原田 元

（10）次期開催地挨拶 岡山県副知事
横田　有次（調整中）

伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典（予定）

4❶第39回伝統的工芸品月間国民会議全国大会・記念式典

愛知大会の様子

秋田市産のダリアをＰＲするため、記念式典
会場の壇上にダリアを装飾する。
【参考】　
　あきた芸術劇場ミルハスグランドオープン
（R4.9.23）において、エントランスホール内
に展示した秋田市産ダリア

3F　中ホール前ホワイエで来場者の受付予定



概要

　日時：令和4年11月17日(木)16:15～17:00
　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、(一財)伝統的工芸品産業振興協会

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）次期開催地挨拶

（９）閉会挨拶

全国伝統工芸士大会式典（予定）

▶催事構成
(参考)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

5❷ 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



秋田県指定伝統的工芸品の「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により懇親会参加者
をおもてなしします。
 

日時：令和4年11月17日(木)　20:10 ～ 20:25
会場：エリアなかいち なかいち広場

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)　18:00 ～20:00
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、(一財)伝統的工芸品産業振興協会

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。

6❸全国伝統工芸士大会懇親会

懇親会終了後は大曲の花火でおもてなし

▼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）

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



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

来賓挨拶 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。

7➍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

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総合受付前に会場を設置。秋田の伝統工芸品で装飾された総合受付前でセレモニーを行います会場レイアウト

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

50席程
度



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」
主催：(一財)伝統的工芸品産業振興協会

POINT

愛知大会の様子

8➎TEWAZA LIVE ～伝統工芸ふれあい広場～

会場レイアウト案

展示イメージ

宮城 体験仙台箪笥 岐阜 実演岐阜和傘

秋田

実演樺細工

実演川連漆器

実演大館曲げわっぱ

実演秋田杉桶樽

滋賀 実演彦根仏壇

山形 体験天童将棋駒 京都 実演西陣織

福島 体験会津塗 奈良 体験奈良墨

茨城 実演笠間焼 和歌山 体験紀州へら竿

埼玉 体験江戸木目込人形 山口 体験大内塗

東京
体験江戸押絵

実演東京手描友禅
福岡 体験博多人形

新潟 体験三条仏壇 長崎 実演三川内焼

富山 体験高岡銅器 大分 体験別府竹細工

石川 実演輪島塗 鹿児島 体験本場大島紬

出展工芸品
各ブースパネルにより展示品のルーツや豆知識を紹介
詳細はQRコードでWEBサイト等へ誘導



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
主催：(一財)伝統的工芸品産業振興協会

➏CRAFT MARKET ～全国くらしの工芸展～ 9

会場レイアウト案

展示イメージ
青森 津軽塗 岐阜 一位一刀彫

岩手
岩谷堂箪笥、

南部鉄器
愛知 豊橋筆、尾張七宝

宮城 仙台箪笥 滋賀 近江上布

山形 天童将棋駒 京都
西陣織、京友禅、
京指物、京仏壇、

京仏具、京石工芸品

福島 奥会津編み組細工 大阪

大阪欄間、
大阪泉州桐箪笥、
大阪唐木指物、
大阪浪華錫器、

茨城 真壁石燈籠 兵庫
播州三木打刃物、
播州そろばん、

播州毛鉤

東京
  東京銀器、村山大島紬、

江戸木版画
山口 赤間硯

神奈川 鎌倉彫 佐賀 伊万里・有田焼

石川 山中漆器 長崎 波佐見焼

山梨 甲州印伝 宮崎 都城大弓

出展工芸品



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 10

会場レイアウト案

展示イメージ



概要

日時：令和４年１１月１９日（土） １３：００～１６：３０
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「産地×学生」のコラボプロジェクト
TOHOKU CRAFT産地と学生によるグループが、サポーターや知財専門家のアドバイスを受けながらワークショップや産地への取
材、ミーティングを通じて新たな商品開発のアイデアと知的財産権の活用を検討し、発表会でプレゼンテーションを行います。
東北地域には確かな技術や歴史に裏付けされた魅力的な工芸品が多い一方で、消費者のライフスタイルやニーズの変化により、
商品開発に悩みを抱えている産地もあります。また、国内外へと販路が拡大している現代では、新しい技術やデザイン等を保護
する知的財産権制度の活用は模倣品排除だけではなく、ブランド価値の形成にも繋がります。
本事業は、若い世代による新たなアイデアを取り入れた商品開発や、当該商品等の知財を活用したブランドの構築を行うことで、
事業創造活動の活性化に貢献することを目的としています。

産地×学生

TOHOKU CRAFT 学生コラボプロジェクト発表会
■企画概要　　　　　　　東北地域の大学生と伝統工芸品の産地がコラボ。若者ならではの自由な発想で新商品企画に取り組みました。
　　　　　　　　　　　　　　伝統工芸に新たな風を吹き込むアイデアを発表します。また、会場ではコラボ商品を含む参加産地の作品を展示します。　　
　
■発表会プログラム　　　１．基調講演　「未来のための伝統工芸」　
                                  TIMELESS　代表 / 合同会社ててて協働組合 共同代表　永田　宙郷氏
　　　　　　　　　　　　 　  ２．学生による商品企画プレゼンテーション・講評（全6グループ）
　　　　　　　　　　　　　 　３．東北の産地によるトークセッション　「伝統工芸の商品開発と未来」　　　　
　
■ファシリテーター　　   　TIMELESS　永田　宙郷氏
　　　　　　　　　　　　　　　合同会社casane tsumugu　田宮　慎氏　　
                                           

KOUGEI EXPOでの実施内容

会場使用イメージ 

11➑TOHOKU CRAFT　学生コラボプロジェクト発表会

６月
　

TOHOKU CRAFT産
地と学生のグループ
形成

8月2日
セミナー、キックオフ
ミーティングをオンラ
イン実施

8月～10月
グループ毎に商品
開発ワークショップ
を実施

11月19日

全国大会において
関係者・一般来場
者の前で新商品企
画プレゼン

展示
スペース 秋田県使用スペース

発表会
スペース控え室、物置

スクリーン

座席

受

付

座席

座席 座席

座席 座席

参加産地

県 団体等名 工芸品名

青森 テキスタイルスタジオ村上 津軽裂織

宮城 仙台箪笥協同組合 仙台箪笥

秋田
有限会社柴田慶信商店 大館曲げわっぱ

有限会社冨岡商店 樺細工

山形 有限会社永井家具店 米沢箪笥

福島 奥会津三島編組品振興協議会
奥会津

編み組細工

事業の流れ



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）

12➒秋田の伝統的工芸品展

展示内容

会場レイアウト案

展示イメージ

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。

出展者一覧

　 工芸品名 事業者名 展示販売希望商品例

A-1

国指定

樺細工 角館工芸協同組合 茶筒、トレイ　など

A-2 川連漆器 秋田県漆器工業協同
組合 椀、箸、重箱　など

A-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

A-4 秋田杉桶樽
秋田杉桶樽協同組合

（樽冨かまた、日樽、桶
樽工房・あき）

桶樽

B-1

県指定

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

B-2 イタヤ細工 民芸イタヤ工房 丸カゴ、手提げカゴ

B-3

秋田銀線細
工

（株）竹谷本店 アクセサリー等

B-4 矢留彫金工房 アクセサリー等

B-5 房工房 アクセサリー等

B-6 大曲の花火 大曲の花火協同組合 模型玉の展示

B=7 中山人形 樋渡人形店 中山人形（販売なし）、モニ
ター等



13

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、杢目銅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3F「スタジオA-3」
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。

➓秋田の郷土工芸品展

展示内容

会場レイアウト案

展示イメージ

　 市町村名 工芸品名 事業者名 展示販売希望商品例

D-1 大仙市 楢岡焼 有限会社 楢岡陶苑 茶碗、湯呑み、マグカップ等

D-2 秋田市 杢目銅 千貝工芸 アクセサリーなど

D-3 　 漆芸
（秋田塗） 漆芸工房齋藤 皿、汁椀、箸など

D-4 　 秋田蕗摺 宮越　力 ふすま紙

D-5 　 八橋人形 八橋人形伝承の会 土人形

D-6 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

D-7 　 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

D-8 湯沢市 曲木家具 秋田木工株式会社 曲木椅子　など

D-9 　 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）

D-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、
ネクタイ等

D-11 　 打刃物 西根鍛冶店 山刀、ナタ、包丁等

D-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

D-13 　 竹矢・箆 御矢師　永澤明久 竹矢・箆

D-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

D-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

D-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

出展者一覧



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 2F「スタジオA-2」

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

工芸品ワークショップ体験メニュー

14⓫工芸品ワークショップ

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。

　 事業者名 体験内容

C-1 秋田県漆器工業協同組合 漆器への蒔絵体験

C-1 Ｅ０８ （イーワッパ） 弁当製作体験
C-1 清水桶屋 桶組体験

C-1 川連こけし工人会 こけし絵づけ体験
C-2 民芸イタヤ工房 イタヤ馬作り体験

C-2 大曲の花火協同組合 花火模型玉づくり体験

C-2 千貝工芸 杢目銅指輪作り体験
C-2 漆芸工房齋藤 塗り箸作り体験

C-3 八橋人形伝承の会 人形の絵付け体験

C-3 十文字和紙愛好会 和紙はがきづくり体験
C-3 阿部　登志子 本荘ごてんまり制作体験（一部）

C-3 小玉建具店 組子コースター製作体験

実施タイムテーブル

場
所 日時 10:00-

11:00
11:00-
12:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

C-1

11/18(金)

11/19(土)

11/20(日)

C-2

11/18(金)

11/19(土)

11/20(日)

C-3

11/18(金)

11/19(土)

11/20(日)

漆器蒔絵体験

曲げわっぱ弁当箱製作

イタヤ馬づくり

杢目銅指輪づくり 大曲花火玉づくり

漆塗り箸づくり

組子コースター ごてんまり制作

十文字和紙はがき

八橋人形絵づけ

杉桶組体験

杢目銅指輪づくり

杢目銅指輪づくり

組子コースター

組子コースター

川連こけし絵づけ

曲げわっぱ弁当箱製作

曲げわっぱ弁当箱製作



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

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いたしました。

出展内容

愛知大会の若手職人作品展の様子

15⓬工芸クラフト作家展

会場レイアウト案

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。

　 市町村 事業者名 主な出展商品名

E-1 秋田市 工房ジュエル
（澤田石みき）

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、七宝焼、ネックレス、鍛金トレー、小皿　ほか

E-2 秋田市 ガラスアートつな ステンドグラス風絵画

E-3 秋田市 中嶋窯 お皿、鉢、湯呑み、マグカップなど

E-4 秋田市 出羽和紙
（高橋　朋子） 手漉き和紙、和紙製品（はがき等）

E-5 秋田市 染織工房Weaver
（齋藤　るみ子） 糸のネックレス、スカーフ、タペストリー

E-6 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

E-7 秋田市 湊七宝工房
（湊　征子） 七宝アクセサリー・生活小物など

E-8 秋田市 まとい工房南天
（渡部　顕）

大江戸いろは４８組本所深川１６組纏装束消
札飾

E-9 秋田市 畠本　玲子 バッグ ・財布・メガネケース・ペンケース・キーリング等

E-10 秋田市 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）

E-11 秋田市 工房ぬくもり
（鈴木美保子）

絹、ウールストール、手紡ぎ、手編み製品、草木染
絹糸ほか

E-12 秋田市 瑠璃窯
（安藤るり子） 飯碗、マグカップ、酒器、花器など

E-13 潟上市 ART STUDIO RIN 蒔絵

E-14 秋田市 創作工房TERA
（小寺　正） 木製ブローチ、木箱絵、うちわ、干支ダルマ　等

E-15 秋田市 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

E-16 男鹿市 陶房つるかま 辰砂釉鶴紋様壺

E-17 秋田市 染色工房　雲
（伊藤　祐彩） 秋田四季手拭い

E-18 潟上市 FUJITAMIHO 耳飾り、ブローチ

E-19 大仙市 坂本　喜子 アクセサリー、
お茶道具　等

E-20 五城目町 三温窯 陶器の日常食器
（皿、鉢、カップ）

E-21 五城目町 すずなり 皮革鞄、皮革小物

E-22 五城目町 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

E-23 五城目町 佐藤木材容器 KACOMI　他

出展者一覧

出展料　　　：出店に係る小間料として1日当たり3,000円。
　　　　　　　　　ただし、秋田県伝統的工芸品月間推進協議会
　　　　　　　　　参画市町村に居住又は本社を置く出展者に対して
　　　　　　　　　は徴収しない。

補足



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

16⓭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



17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工芸品
ワークショップ

工芸クラフト作家展

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動線づくり

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で実施されている秋田の郷土工芸品
展・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
秋田の郷土工芸品展

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

秋田の郷土工芸品展
出展者・関係者 

休憩・飲食スペース

Staff Only

Staff Only

会場案内・検温消毒・受付

秋田県伝統的工芸品月間推進協議会
運営本部



18秋田市文化創造館会場装飾

2Fエントランス歓迎装飾

▶配置図▶設置イメージ

▶施工スケジュール
［設置］11/16(水)　
［展示］11/17(木)～11/20(日)
［撤去］11/20(日)　18:00～21:00

本荘ごてんまりと能代べらぼう凧のお出迎え

2FスタジオA吹き抜け天井吊りバナー 秋田の伝統的工芸品の職人の姿を展示

吊りバトン

▶配置図▶設置イメージ

▶施工スケジュール
［設置］11/14(月)　
［展示］11/17(木)～11/20(日)
［撤去］11/21(月)



19秋田市文化創造館会場装飾

屋外ノボリ旗設置

▶配置図▶設置イメージ

3色のノボリ旗で歓迎と誘導に利用

文化創造館壁面バナー 式典会場ホワイエからも見える３連大型バナー
▶配置図▶設置イメージ

▶設置概要
11/14(月)～11/20(日)　　
屋外設置23本+屋内用7本＝合計30本

▶施工スケジュール
［設置］11/14(月)　
［展示］11/15(火)～11/20(日)
［撤去］11/21(月)



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)
会場：あきた芸術劇場ミルハス　1F「研修室１」
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。

商談会参加予定事業者

■(株)三越伊勢丹

■(株)大丸松坂屋百貨店

■(株)あいづ陶苑

■(株)大丸百貨店

参加予定国内バイヤー

⓮販路開拓支援（商談会） 20

商談支援体制

　 参加事業者名 指定種別 工芸品名

1 大館曲げわっぱ協同組合 国 大館曲げわっぱ

2 秋田杉桶樽協同組合 国 秋田杉桶樽

3 （有）冨岡商店 国 樺細工

4 （株）八柳 国 樺細工

5 （株）藤木伝四郎商店 国 樺細工

6 秋田県漆器工業協同組合 国 川連漆器

■エスビージャパン（台湾）

■綠盛達實業有限公司（台湾）

参加予定国外バイヤー



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(水) ～ 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 18,000円

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 16,000円

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 14,000円

※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　「曲げわっぱ体験」　ー　昼食（北秋くらぶ きりたんぽ鍋）ー
　　8:00　　　　　　　10:30～12:00　　　　　　12:15～13:30　　　　　　　
ー 秋田犬の里　ー　秋田駅東口
13:45～14:30　　　16:30

秋田駅東口　ー　角館「樺細工制作体験」　ー　昼食（料亭いなほ「角館懐石」）ー
　　　8:30　　　　　10:00～12:00　　　　　     12:15～13:30　　　　　　　
ー　角館武家屋敷　ー　安藤醸造・北浦本館　ー　秋田駅東口
　　13:35～14:15　　　14:30～15:00            16:00

秋田駅東口　ー　湯沢「川連漆器制作体験」　ー　昼食（寛文五年堂「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
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

大館・曲げわっぱ制作体験と秋田犬の里

角館・樺細工製作体験と紅葉の角館武家屋敷散策

湯沢・川連漆器蒔絵製作体験と小安峡

⓯産地工房訪問ツアー 21

催行決定

まもなく催行決定見込

催行決定



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

秋田名物のきりたんぽをはじめ、サキホコレの新米を味わえるブースや、伝統工芸品の酒器を用
いて県内蔵元の美酒を味わう日本酒ブース、ご家族連れで楽しめるスイーツ販売、周辺飲食店
とのタイアップメニューの提供などをご用意しておもてなします。

秋
田
県
立
美
術
館

あ
き
た
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

出店予定
・アメヤ珈琲
・パティスリー　ラトリエグーテ
・春巻き専門店  まきや
・秋田屋台村田舎料理なかや
・Kitchen５５１
・佐藤養助商店 テント屋台村エリア

出店予定
・御厨光琳
・和Ｄining光琳
・酒丸
・セジョンの食卓
・関根屋
・チキチキチキンキッチン
・つるべゑ
・ＢＯＸ　ＣＯＦＦＥＥ

秋田の食と伝統工芸品を共に楽しむ

⓰美の国秋田うまいもの広場 22

会場造作イメージ
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 おもてなしとPRの市町村ブースと県ブース
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市町のPRブース＋秋田県ブースをミルハス

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

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

大会総合案内
スタンプラリー受付

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

令和4年11月1日現在
市町村名 展示・販売 主 な 内 容 出展事業者

秋田市 展 示 ・観光パンフレット

・工芸品パンフレット

・移住ガイドブック 等

－

販売 【調整中】 【調整中】

能代市 展 示 ・観光パンフレット

・観光ガイドブック 等

―

販 売 ・翁飴

・東雲羊かん

・宇宙なんちゃらこてつくんグッズ

（ぬいぐるみ､ポーチ等）

・酒類（清酒、焼酎）

NPO 法人

能代観光協会

横手市 展 示 ・風景画

・工芸パンフレット

・観光パンフレット類

・よこて 通信fun

―

大館市 展 示 ・観光パンフレット

・ふるさと納税パンフレット

・100年プロジェクトパンフレット

・秋田犬のぬいぐるみ等

―

販 売 ・ハチ公生誕100年プロジェクト

グッズ

・枝豆スナック

一般社団法人

秋田犬ツーリ

ズム

湯沢市 展 示 ・観光パンフレット類

・ふるさと納税パンフレット

・秋田市内稲庭うどん店マップ

販 売 ・稲庭うどん

・清酒等

湯沢市観光

物産協会

由利本荘市 展 示 ・観光ＰＲパンフレット各種

・イベントチラシ

―

大仙市 展 示 ・観光パンフレット類

・タペストリー

・模擬花火玉

―

販 売 ・いぶりがっこ

・三杯もち

・せんのかゆ

・嶋田ハムレトルト食品 等

大仙市観光

物産協会

北秋田市 展 示 ・観光パンフレット類

・特産品パンフレット

・伊勢堂岱遺跡パンフレット

販 売 ・特産品（加工食品､工芸品等）

・伊勢堂岱遺跡発掘スイーツ等

北秋田市観光

物産協会

仙北市 展 示 ・観光パンフレット類 ―

販 売 ・県産はちみつ 黒澤屋

五城目町 展 示 ・観光ＰＲパンフレット

・観光マップ

―



1

広報の取組について

１ 広報活動について

全国大会に先駆け早くから開催に向けた気運を醸成し、本番での十分な集客を図る

ため、協議会及び各構成団体において、様々な広報活動に取り組んできた。その主な

内容は次のとおり。

項目 主な内容等

ポスター・

チラシ等の

配布・掲示

[協議会（県）]

・ 大会関係者に加え、県内道の駅、関係大学、各

小中学校のほか、県外のアンテナショップ、関係

都府県等へ配布。【９月上旬、10 月中旬】

・ 県との包括連携協定先のスーパー・コンビニ各

社へポスター掲示を依頼。【11月１日～】

・ 一部ＪＲ駅（秋田駅、大曲駅、東能代駅）にポ

スター掲示を依頼。【10 月上旬～】

・ 県観光連盟会員へチラシを配布。【９月、10月】

[各構成団体共通]

・ 各庁舎等や関係施設（公民館、市内小売店、観光施設など）に掲示。

・ 各種イベントや関係者の会合等での掲示・配布。

[商工会議所]

・ 秋田市中心市街地商店街へのポスター配布、掲示依頼（300 枚）【10 月

中旬～】

[秋田県中小企業団体中央会]

・ 会員組合（約 300）へチラシを会報「中小企業あきた」と同送。

公式ホーム

ページ・Ｓ

ＮＳ等での

情報発信

[協議会（県）]

・ 大会公式ホームページを立上げ【９月中旬】

・ 大会公式ＳＮＳアカウントを作成。製作体

験等の参加者や出展者にＳＮＳ等で発信して

いただく。【今後作成】

・ 県公式ツイッターや秋田県人会ＨＰ「あき

たじん」等へ全国大会情報を随時投稿。

[各構成団体共通]

・ 各団体ホームページで公式ホームページへのリンクを掲載。伝統工芸品

の紹介ページを立ち上げ。

・ 各団体ＳＮＳに大会情報を随時投稿（予定）。

[東北経済産業局]

・ 局インスタグラムに全国大会情報を投稿。

第２号議案
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項目 主な内容等

テレビ・ラ

ジオでの展

開

[協議会（県）]

・ ＡＢＳ秋田放送において、10～11 月の２か月間、「未来に、紡ぐ。」をキ

ャンペーンテーマに秋田の伝統工芸品キャンペーンを展開。テレビＣＭ

100 本以上、ラジオＣＭ100 本以上、ニュース番組での取材を予定。

・ 県政テレビ番組「あきたびじょん

ＮＥＸＴ」で樺細工及び大会につい

て紹介。【11月５日、12 日放送】

・ 県政ラジオ番組で全国大会につい

て紹介。【８月 26日放送】

[横手市]

・横手市コミュニティ FM 横手かまくら FM の情報コーナーでお知らせ予定

【11/1～11/20】

広報紙等へ

の掲載

[協議会（県）]

・ 県広報紙あきたびじょん 11・12 月号において

伝統工芸品及び全国大会の情報を掲載。【10 月

24 日配布開始】

・ 県観光パンフレット「Akita fun」2022 秋・

冬号において伝統工芸品及び全国大会の情報を

掲載。【10 月上旬発行】

[各構成団体共通]

・ 各市町広報紙において大会の特集記事や情報

紹介を掲載。

県内新聞社

での展開

[協議会（県）]

・ 推進協議会、記念式典、各会場の紹介など、KOGEI EXPO を積極的に取り

上げるよう、地元新聞社へ協力を要請。

[秋田市]

・ 市政記者クラブに対する取材依頼予定。

・ 「秋の工芸品まつり」に関連して秋田魁新報に記事掲載。【９月下旬】

[大館曲げわっぱ協同組合]

・ 大会を積極的に取り上げるよう、地元新聞社へ協力を要請。
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項目 主な内容等

秋田駅周

辺・秋田空

港内の装飾

[協議会（県）]

11 月から次のとおり装飾を行い、市街地と一体となった歓迎ムードを演出。

・秋田駅中央改札前【歓迎看板】

・ポポロード【のぼり】 のぼり バナー

・仲小路大屋根下【大バナー】

・広小路【バナー】

・仲小路【バナー】

・エリアなかいち【のぼり】

・エリアなかいち【バナー】

・秋田空港内２階【バナー】

その他 [協議会（県）]

・ スターバックス秋田駅店で工芸品展示やフォトス

ポットを設置。【７月１日～９月 30 日】

・ 会場周辺の小学校の生徒約 150 名が 11月 18 日

（金）午前中にブース見学や職人へのインタビュ

ーを実施することとして調整。

[各構成団体共通]

・ 工芸関連イベント（秋の工芸品まつり、のしろ産

業フェア、大館圏域産業祭、北秋田市産業祭、第 50

回角館町樺細工伝統工芸展、てしごと学校川連分校

など）でポスターやチラシによる大会ＰＲを実施。

[東北経済産業局]

・ 東北の伝統工芸逸品展２０２２（エスパル

仙台１階）でポスター掲示・チラシ配置。

【９月２日～４日】

・ 仙台合同庁舎 B棟 1階行政情報プラザで
秋田県の国指定伝統的工芸品を展示。ポス

ター掲示・チラシ配置。【10月】
・ 局プレス懇談会において、東北管内報道機関

へチラシ配布等によるＰＲを実施。【10月 20日】



4

２ 関連イベントについて

協議会における広報の取組の一環として、全国大会の趣旨に合致する工芸関連イ

ベントについて、冠等の使用を承認することで相互にＰＲ連携する取組を実施した。

その認定状況は次のとおり。

イベント名称【主催者】 概要 期間 実施・販売場所

LOTUS FESTIVAL2022

【秋田商工会議所】

千秋公園お堀の蓮の花ライトアップに

合わせたアート色豊かなイベント。工

芸・クラフト作家等の出店による雑貨等

のナイトマーケットを実施。

R4.8.19

～

R4.8.20

秋田市文化創造

館 屋外エリア

第 7回秋の工芸品ま

つり

【秋田市】

秋田市の工芸品を一堂に集めた展示・販

売イベント。製作体験コーナーもあり。

R4.9.21

～

R4.9.25

にぎわい交流館

Ａｕ 2階展示

ホール

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】

仙北市特産品はもとより、日本唯一の伝

統工芸品「樺細工」の伝統と、技術の研

鑽によりもたらされた作品を一堂に展

示。

R4.10.20

～

R4.10.26

仙北市角館樺細

工伝承館

のしろ産業フェア

２０２２

【能代市】

能代市内の多様な産業が一堂に会する

イベント。 伝統工芸品の製作体験及び

実演を行う「ものづくりランド」も開催。

R4.10.22

～

R4.10.23

能代市総合体育

館

ＣＲＡＦＴ＆ＤＥ

ＳＩＧＮ つなぐ

－大いなる秋田－

【秋田市立赤れん

が郷土館】

秋田市美術工芸協会・秋田県デザイン協

会の連携企画展。今年度は、「秋田県民

歌」としてその雄渾なメロディと歌詞が

広く親しまれている「大いなる秋田」を

テーマに両会員が制作に挑む。

R4.10.22

～

R5.1.15

秋田市立赤れん

が郷土館

てしごと学校 川連

分校

【秋田県漆器工業

協同組合】

秋田県の国指定伝統的工芸品 4産地（樺

細工・曲げわっぱ・杉桶樽・川連漆器）

と、県指定伝統的工芸品・銀線細工を一

堂に展示販売。川連漆器への沈金・蒔絵

体験も実施する。

R4.10.22

～

R4.11.13

湯沢市川連漆器

伝統工芸館 2

階

秋田公立美術大学

附属高等学院 70 年

のあゆみ

【秋田公立美術大

学附属高等学院】

秋田公立美術大学附属高等学院の創立

70 周年記念事業の一環として行う作品

展。在校生のほか、卒業生や職員 OBな

ど関係者の作品を展示する。

R4.10.28

～

R4.10.31

秋田県立美術館

１階 県民ギャ

ラリー
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イベント名称【主催者】 概要 期間 実施・販売場所

秋田銀線細工 髙橋

香澄 つむぎつむぐ

【NPO 法人アーツ
センターあきた】

矢留彫金工房の副工房長を務める髙橋

香澄を特集。秋田銀線細工の制作に新し

いデザインやアートの視点を融合して

制作する髙橋と矢留彫金工房の取組を

軸に、秋田公立美術大学附属高等学院の

生徒作品等を展示する。

R4.11.1

～

R4.11.23

フォンテあきた

６階サテライト

センター

横手市工芸品まつ

り

【横手市】

秋田県産品プラザ「あきたの」において、

横手市工芸品の展示販売を実施する。

R4.11.1

～

R4.11.30

秋田県産品プラ

ザ

暮らしを彩る工芸

展

【あきたまちづく

り株式会社】

県内の陶芸作家 8人と工芸作家 9人によ
る作品展示販売会。お茶を楽しめる茶席

や体験コーナーも実施する。

R4.11.10

～

R4.11.30

なかいち１階

秋田銘品館

漆椀制作体験展示

「作って楽しい

使って嬉しい漆椀」

【秋田公立美術大

学ものづくりデザ

イン専攻】

高校生と中学生を対象にした漆椀の制

作体験と制作したお椀を実際に使用す

るワークショップを開催し、その模様の

映像などをフォンテあきた６階の情報

発信コーナーで展示する。

R4.11.14

～

R4.11.22

フォンテあきた

６階サテライト

センター

秋田だよ！観光と

物産展 2022大集合
【秋田県の観光と

物産展実施協議会】

県内各地の食品と銘酒を一同に集めた

イベントを開催。

R4.11.18

～

R4.11.20

アトリオンビル

地下１階

イベント広場



協議会予算の執行状況について

令和４年 10月 28 日時点

１ 収入の部

（単位：円）

２ 支出の部

（単位：円）

区分 予算額（A） 収納額（B） A－B 備考

１ 負担金 37,643,000 33,643,000 4,000,000 ※残りは（一財）伝統的工芸品産業振興協会分

２ 雑収入 200,747 200,816 △69 ※利息分

合計 37,843,747 33,843,816 3,999,931

区分 予算額（A） 支出額（B） A－B 備考

１ 事業費 37,360,000 0 37,360,000

【今後の支出予定】

全国大会開催運営業務委託料

（記念式典、合同開会式、県催事、

屋外装飾費、広報宣伝費 等）

２ 会議費 100,000 80,654 19,346

【支出の内訳】

第 1回協議会開催費 60,982
第 1回運営委員会開催費 1,672
第 2回運営委員会開催費 18,000

【今後の主な支出予定】

第 2回協議会開催費 33,000
第 3回協議会開催費 未定

３ 事務費 340,000 33,044 306,956

【支出の内訳】

資料・案内状の郵送費等 32,714
振込手数料 330

【今後の主な支出予定】

ポスター増刷費 9,080
会場使用料（県立美術館） 100,000

４ 予備費 43,747 0 43,747
合計 37,843,747 113,698 37,730,049

その他（１）



今後のスケジュール等について

令和 4年 11 月 1 日現在

時 期 会 議 等 備 考

2022 年 11 月 1日 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 月上旬 全国大会スタッフ向け説明会

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（KOUGEI EXPO in AKITA）

17 日 第 39 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典

第 40 回全国伝統工芸士会式典・懇親会

18日 合同開会式

18～20 日 TEWAZA LIVE 伝統工芸ふれあい広場

CRAFT MARKET 全国くらしの工芸展

日本伝統工芸士会作品展

秋田の伝統的工芸品展

秋田の郷土工芸品展

工芸クラフト作家展

美の国うまいもの広場 等

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

その他 (2)

大会の運営体制は

別紙のとおり



大会の運営体制について

１ 運営体制の構築について

(1) 記念式典は、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の共催であり、式典運営にかかる必要なスタッフについては、

共催者間で役割分担し、それぞれで確保する。

(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が

主催する催事運営に必要なスタッフについては、それぞれの主催者で確保する。

(3) 開催地となる秋田県伝統的工芸品月間推進協議会においては、主催する催事に加え、会場周辺

での来場者案内等も行うことから、必要なスタッフを別途確保する。

２ 主な役割等について

秋田県伝統的工芸品月間推進協議会における主な用務と必要なスタッフ人員は次のとおり。

(1) 11 月 17 日（木） 記念式典・伝統工芸士式典等

(2) 11 月 18 日（金） 合同開会式・各種催事

(3) 11 月 19 日（土） 各種催事

班編成 主な用務 実人数

総括班 全体総括、VIP 対応、取材対応 9

会場班（式典） 来場者の席への誘導、後片付け 9

受付班 来賓案内、ブロック別受付 （※経済産業省等も対応します） 20

記録班 写真撮影等 1

県催事班 秋田市文化創造館等での催事搬入 8

会場誘導・交通班 誘導案内、大会関係者の臨時駐車場整理 16

合計 63

班編成 主な用務 実人数

【合同開会式】 9:30

総括班 全体総括、VIP 対応、取材対応（※時間により他班から応援） 8

入場整理班 開場前の一般客の整理 4

受付班 受付案内、来賓誘導 9 1

記録班 写真撮影等 1

会場誘導・交通班 誘導案内、大会関係者の臨時駐車場整理 15

【県催事】 10:00

県催事班 各種催事補助 14

会場案内班 案内所運営、来場者の誘導案内 11

合計 62

班編成 主な用務 実人数

総括班 全体総括、VIP 対応、取材対応（※時間により他班から応援） 6

入場整理班 開場前の一般客の整理 4

県催事班 各種催事補助 13

TOHOKU CRAFT 班 東北経済産業局の運営補助、県展示の運営管理 2

会場案内班 案内所運営、来場者の誘導案内 19

会場誘導・交通班 誘導案内、大会関係者の臨時駐車場整理 10

記録班 写真撮影等 1

合計 55

別 紙



(4) 11 月 20 日（日） 各種催事

３ 派遣依頼動員数について

令和 4年 11月 1日現在

【参考】秋田県とそれ以外の団体との動員数の比較

班編成 主な用務 実人数

総括班 全体総括、VIP 対応、取材対応（※時間により他班から応援） 6

入場整理班 開場前の一般客の整理 4

県催事班 各種催事補助 15

会場案内班 案内所運営、来場者の誘導案内 19

会場誘導・交通班 誘導案内、大会関係者の臨時駐車場整理 10

記録班 写真撮影等 1

合計 55

区 分 構成団体 11/17（木） 11/18（金） 11/19（土） 11/20(日) 合 計

事務局 秋田県地域産業振興課 ① 16 16 16 16 71

応援職員 秋田県産業労働部 ② 19 18 15 15 67

秋田市 12 11 11 11 45

能代市 2 2 1 1 6

横手市 0 1 1 1 3

大館市 1 1 1 1 4

湯沢市 2 2 1 1 6

大仙市 1 1 1 1 4

北秋田市 2 2 1 1 6

仙北市 2 2 1 1 6

商工会議所連合会 2 2 2 2 8

商工会連合会 2 2 2 2 8

中小企業団体中央会 2 2 2 2 8

応援職員合計 47 46 39 39 8

全体合計 63 62 55 55 242

11/17（木） 11/18（金） 11/19（土） 11/20(日) 合 計

秋田県 ①＋② 35 34 31 31 136

それ以外 28 28 24 24 106

63 62 55 55 242


