
【事業名・実施主体・実施期間】  
平成 29年度伝統的工芸品応援プロジェクト事業 事業報告書 

伝統的工芸品応援プロジェクト実行委員会 

（NPO法人グリーンクラフトツーリズム研究会× 

                 長崎県食品産業・産地振興室） 

平成 27年 12月～平成 30年 3月 

 

１．協働のきっかけ・事業実施前の関係 

（１）NPOはなぜこの事業を提案したのか 

    主フィールドである波佐見町においても、主要産業「波佐見焼」の振興とりわけ後継者 

問題が喫緊の課題となっており、また地域の活性化の観点からも地域特有の伝統的工芸品 

の振興が必要であると考えたため。 

 

（２）県担当課はなぜ、NPOの提案に取り組もうとしたのか 

     当室は県内伝統的工芸品産業の振興業務を所管している。日頃業務を行う中で、伝統的 

工芸品の認知度不足や後継者不足等共通の課題を抱えていることが分かった。 

品目によっては、生産が途絶えてしまうことが危惧される中、波佐見焼を活用した地域 

づくりや、後継者対策にも意識が高い当該ＮＰＯの知見や経験を取り込むことで伝統的工 

芸品の振興に繋がると考え協働事業を行っている。 

 

（３）これまでの、NPOと県担当課とのつながり・事業実績 

    ＮＰＯ主催の講演会やイベントへの出席。事業実績は特になし。 

 

 

２．事業目的・目標 

（１）事業目的 

（何のために行う事業か、解決したい課題は何か、その課題の現状分析） 

   県内の伝統的工芸品産業における認知度不足及びそれに起因する後継者不足の解消ひいては 

   産業の活性化を図る。 

（２）事業目標 

 （2年半の協働事業の結果、①の解決したい課題を、どのような現状にしたいのか） 

 （具体的数値で表せるものは、できるだけ数値で記載） 

   ・職業選択肢のひとつとして認知が高まる。 

   ・新規就業者が現状以上に増加する。 

別紙２ 



伝統的工芸品応援プロジェクト実行委員会 

   ・生産者間交流による新たな商品開発や共同事業等の連携が図られる。 

   ・産地への呼込みや生産者間交流が定着し、生産者と地域が連携して自走できる体制が 

    構築される。 

 

３．事業内容 

（上記、「事業目標」達成のために、協働事業期間内に何をしましたか。事業毎に具体的な内容や成果を
記載してください。） 

（１）職業ＰＲ事業 

○事業内容（何をどのように行いましたか） 

職業体験提供サイト「仕事旅行」における県内伝統的工芸品体験５商品の体験者受け入れ。 

※５商品「波佐見焼生地職人になる旅」 

    「三川内焼職人になる旅」 

    「長崎べっ甲職人になる旅」       

     「佐世保独楽職人になる旅」 

     「若田石硯職人になる旅」 

○実施場所（どこで行いましたか） 

  各工芸品製造所 

○対象者（誰に対して行いましたか） 

 生産者に対して、職業ＰＲ及び認知度向上機会の提供を行った。 

○時期・頻度（いつ、どの程度、どれだけの時間をかけて行いましたか） 

「波佐見焼生地職人になる旅」8名（H29年 6月、7月、11月、H30年 1月、2月、3月／5時間） 

「三川内焼職人になる旅」2名（H29年 10月／4時間） 

「長崎べっ甲職人になる旅」5名（H29年 4月、7月、8月、9月、10月／4時間）      

 「佐世保独楽職人になる旅」1名（H29年 6月／5時間） 

  「若田石硯職人になる旅」4名（H29年 6月、8月、H30年 3月／5時間） 

○役割分担 

（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト「仕事旅行」長崎ページ画像 

NPO 法人ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾄ 

ﾂｰﾘｽﾞﾑ研究会 

・「仕事旅行社」との調整 

・波佐見焼事業所との連絡 

長崎県 

食品産業・産地振興室 

・県内事業者への周知 

及び参加依頼 

・広報・PR 

 

 

波佐見焼振興会 

三川内陶磁器工（協） 

長崎べっ甲協会 

佐世保独楽本舗 

若田石硯匠会 

 

 

 

㈱仕事旅行社 

体験旅行商品の造成 

委託・受託 



 ○成果・効果 

（事業実施回数・参加人数等、具体的数値でわかるものも記載） 

 体験人数：20人 

  《その他の効果》 

・全国の伝統工芸品分野に興味ある方に対して強力にリーチでき、コアなファン獲得に繋がる。 

 さらにＳＮＳ発信による 2次的なＰＲ効果も期待できる。 

・当サイトを職業選択（転職）に活用する方に対して訴求を図ることができ、就業希望者の掘り起こ  

 しに繋がる。  

・生産者の意識向上が図られる。 

 

（２）生産者交流事業  

 ○事業内容（何をどのように行いましたか） 

①共同イベント（5月） ※波佐見陶器まつり会期中 

  ○事業内容 

  ・会期 5/3（木）～5/4（金）2日間 

   ・会場 波佐見町西の原「８３３スタヂオ」 

   ・内容 県内伝統工芸品のＰＲ 

   （実演、販売、ワークショップ、長崎県内の伝統的工芸品パネル「NAGASAKI13CRAFTS」展示） 

   ・参加 2事業者 波佐見焼・長崎べっ甲 

 

 

②共同イベント（2月）「出現！出島出現町」※単独開催 

  ○事業内容 

  ・会期 2/4（日）1日間 

   ・会場 長崎市「出島和蘭商館跡」 

   ・内容 県内伝統工芸品のＰＲ ※スタンプラリー形式 

  （販売、ワークショップ、実演、やきもの茶屋） 

  ・参加 5事業者 波佐見焼・長崎べっ甲、佐世保独楽、長崎手打刃物、 

          壱岐鬼凧 

 

 

 

 

 

 

イベント風景 

イベントチラシ 



伝統的工芸品応援プロジェクト実行委員会 

③生産者交流会（2月） 

  ○事業内容 

  ・会期 2/17（土）13：30～15：30 

   ・会場 長崎県庁内 

   ・内容 専門家による講演 

 意見交換 

・参加 4事業者 波佐見焼・長崎べっ甲、佐世保独楽、長崎手打刃物、三川内焼 

○対象者（誰に対して行いましたか） 

 来場者 生産者・関係市町 

○時期・頻度（いつ、どの程度、どれだけの時間をかけて行いましたか） 

 ①共同イベント（5月）     ②共同イベント（2月）  ③生産者交流会（2月） 

・企画協議   4月         12月                    10月 

 ・参加募集   4月         1月            2月 

 ・会場打合せ  4月         1月                       － 

 ・チラシ等制作 －             12月                 －            

 ・広報活動   4月             1月                        － 

 ・開催     5/3～5/4          2/4                       2/17  

  ○役割分担 

（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

 

 

 

 

 

 

○概要 

 
実施日 場所 対象者 参加者数 

アンケート
満足度 

備考 

① 
5/3（木）～ 
5/4（金） 

波佐見町 
「883 スタヂオ」 

県民 5,765人 概ね好意的 アンケート実施 

② 2/4（日） 
長崎市 

「出島和蘭商館跡」 
県民 1,199人 概ね好意的 アンケート実施 

③ 2/17（土） 長崎県庁内 
生産者・ 
関係市町 

   20人 概ね好意的 意見交換の発言 

計 6,984人 概ね好意的  

  

○特に力を入れた点、苦労した点 

（目標達成のため特に力を入れた点や、事業実施にあたって苦労した点を記載） 

NPO 法人ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾄ 

ﾂｰﾘｽﾞﾑ研究会 

・開催日調整、会場手配 

・講師との連絡調整 

・資料作成、アンケート集計 

長崎県 

食品産業・産地振興室 

・県内事業及び市町への 

 開催案内 

・広報、ＰＲ 

 

 

波佐見焼振興会 

県内生産事業者 

県内市町 

情報提供・募集 

会議風景 



・5月に開催した共同イベントでは広報が不十分であった反省を踏まえ、2月に共同イベントを開催した
際には、積極的に広報を行った。 

【広告】・ラジオ放送（「県からのお知らせ」） 

・新聞広告（長崎新聞・西日本新聞の「県からのお知らせ」欄） 

・新聞広告（長崎新聞「とっとって」イベント欄） 

・特集記事（長崎新聞※長崎べっ甲の現状と絡めて） 

【取材依頼】 

・NBC（「世界一の九州が始まる」蚊焼刃物取材と絡めて） 

・NIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業費 

 27 年度（決算） 28 年度（決算） 29 年度（決算見込） 計 

県負担額 640,338 818,685 512,279 1,971,302 

NPO負担額 71,149 90,966  56,920 219,035 

参加費収入等   0   0       0      0   

計 711,487 909,651 569,199 2,190,337 

 

 

 

 

 

 

 

「長崎新聞」特集記事 



５．協働事業のメリット・成果（協働ならでは） 

（１）お互いの特性を発揮して実現した直接的な成果・効果 

（※具体的に数値で表せるものは数値も記載。本事業の直接的効果とその要因分析。NPO、県単独ではこう
いう成果・効果は生まれなかった。） 

・県が有する生産者及び市町、関係団体とのネットワークを活かし、県全体としてインパクトある取組み 
が可能となった。ＮＰＯでは、元来ネットワークを有していなかったため、県が関与することで生産事
業者や市町との理解や事業の巻き込みに繋がった。 

 

（２）副次的な効果（想定外の効果） 

・県内関係者以外の事業者の事業参画 
「仕事旅行者」が企画に関わった、2018年伊藤園の「お～いお茶」 日本の匠から学ぶ体験ご招待キャ
ンペーンにて、波佐見焼の生地職人になる旅のツアーをアレンジし、15組 30名の方々に、波佐見職人
の仕事に触れていただく機会を得ることができた。（2018年 6月実施予定） 

 

６．協働で苦労した点・工夫した点 

 （お互いに意思疎通等で苦労した点、工夫した点）。 

・お互いに別用務で訪問する際にも、打合せを実施した。 
また、メールや電話での連絡も密に行った。 

 

 

 

 

 

 

７．担当者の声 

 （担当者の声、感想や意見、うれしかったこと、苦労したこと） 

（１）ＮＰＯ担当者 

・折れずに協議を重ねることで、それらを理解でき、少しずつであるが、言わなくても県の考えているこ
と、要求しているレベルがわかるようになった。 

 

（２）県担当者 

・伝統的工芸品のブランド化に成功している「波佐見焼」の NPOのメンバーを連れ立って産地との意見交
換を行ったことで、生産者からより深い内容の現状の聞き取りを行うことができた。 

 

８．事業終了後（平成３０年度以降）の展開 

 

・本事業を通して、生産者及び関係市町が主体的かつ発展的に継続実施する体制構築を図り、伝統的工芸
の就業者確保、産業振興を目指す。また県及び NPOについても本来の業務の中において積極的に工芸品
の振興に努め生産者の取組をバックアップしていく。 

打合わせ風景 


