
⽴⼭Craft2019 報告書

開催⽇時 2019 年 5 ⽉ 25 ⽇（⼟）・ 26 ⽇（⽇）
25 ⽇ 10:00〜17：00 26 ⽇ 9:00〜16：00

会場 ⽴⼭町総合公園 （富⼭県中新川郡⽴⼭町野沢１）
主催 NPO法⼈⽴⼭クラフト舎
運営 ⽴⼭ Craft2019 実⾏委員会
後援 ⽴⼭町
協賛
株式会社リライト/⽊の⾹ 株式会社前川建築（niwanoso）/細川機業株式会社/株式会社サンリツ
アルペン交通株式会社/たてやま整体/⽊村商店/⽴⼭製紙株式会社/⽴⼭カントリークラブ
NPO法⼈わくわくファームきらり/釈永⽡⼯務店/⾷堂MARUKO/そば処おきな/株式会社松⽥⽊材
和洋菓⼦処 榎屋/クレープレイヴル/東洋防災設備㈲/株式会社⼤観峰/前⽥薬品⼯業株式会社
㈲岩⽥⽯油/ささら屋⽴⼭本店/Glass Studio Cullet 秋友 伸隆/匿名希望 1名

(敬称略・順不同)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2015 年にはじまった⽴⼭ Craft。
クラフトフェアを通じて、豊かで穏やかなこの⼟地の魅⼒を感じてほしい。
より豊かな⼟地になるきっかけが⽣れる場所にしたい。そんな願いを込め、⽴⼭ Craft は⽣れました。
「5年後、10 年後、クラフトの輪が広がり、地域の活性化につながりますように」、そう願ってから早
くも 5年が経とうとしています。
⽴⼭ Craft で出会った沢⼭の温もりが、⽣活に彩りを与え、⼦どもたちの⼼を豊かにしていることを期
待しています。
開催にあたり、ご⽀援ご協⼒いただきました皆様に⼼よりお礼申し上げます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



■イベント内容

クラフトブース 95 組
北は岩⼿県、南は熊本、当イベント初の四国（⾼知県）まで、全国から陶磁器・⽊⼯・ガラス・⾰⽪・
ガラス・⾦属など、オリジナルの作品を作る作家が 95 組出店しました。（内 21 組が富⼭県内の作家）
また、作品の実演やワークショプもあり、来場者さん⾃⾝も制作を楽しんでいただきました。

⽴⼭ Craft2019 クラフト出店応募総数は 250 組
この中から会場の雰囲気に合う 97 組を運営メンバーによって選考いたしました。
※都合により 2組がキャンセル

フードブース 23 組
今年は公募という形をとり、県内外の 23 組の出店を決定、ご出店頂きました。



地域紹介ブース 6組
昨年に引き続き地域の⽅々のご協⼒の下、地元の「⽇中上野」「新瀬⼾」「東⾕」「芦峅寺」の各集落
の特⾊を⽣かした出店と、⽴⼭町と富⼭県の「移住定住ブース」の出店がありました。
また、今年度新たに「⽴⼭町観光協会」のご出店をいただきました。
⽴⼭町観光協会様のブースでは地域サポーターの⼤学⽣や⾼校⽣が販売を⾏い、⼊場受付や遊びのブー
スの補助など運営サイドにもご協⼒いただきました。

特別協賛企業様ブース出店 2組
⽊の⾹ 株式会社前川建築（niwanoso）様/オリガミクス by 細川機業株式会社様
⽴⼭町、上市町の企業様の新しい取り組みを知る機会となりました。ありがとうございました。

ライブステージ
2⽇間で 6組の⽅にご出演いただき、今年も会場の雰囲気を盛り上げて頂きました。

遊びのコーナー
今年も富⼭を拠点に活躍する TTT(Toyama Tsuna Team)の皆さんのご協⼒の下、スラックラインの体
験やデモンストレーション、トランポリンなどを⽤意。今年も沢⼭の⼦供たちで賑わいました。



今年度実施した新たな要素

〇今年は新たに⽴⼭クラフト舎の新事業DIY ワークショップ「dit³」の紹介の意味も込め、会場内にブ
ースを⽤意。来場者の⽅々に⽴⼭ Craft 常設⽤のベンチ作りやお持ち帰り⽤のイス作りを⾏っていただ
きました。

〇ハンモックドームテントや積み⽊スペース、消しゴムはんこを⽤意し、来場者が思い思いに楽しめる
空間作りを⾏いました。

〇熱気球
株式会社サンリツ様のご協⼒の下、野球場を会場に熱気球の試乗体験が⾏われました。
サンリツバルーンクラブらいじぃ号のお披露⽬は⽴⼭町では初めてとなり、会場を⼤いに盛り上げてい
ただきました。（2⽇間で約 420 ⼈が試乗）

〇blog
出店者さんの情報やご案内が検索しやすいようにと、⽴⼭ Craft としてブログをはじめました。

〇動画の制作
⽴⼭ Craft2017 の際に制作して頂いたMust films さんのご協⼒の下、今年の動画を制作しています。

〇前売チケットの本格導⼊
受付前での混乱を改善するために、今年から本格的に前売チケット（紙チケット、ウェブチケット）
を導⼊しました。



⼊場者数（⼊場料１⽇券 300 円/2 ⽇通し券 500 円）
〇紙の前売チケット/県内の出店者さんを通じて販売しました。購⼊数 361 枚（内 351 ⼈が来場）
〇ウェブチケット「passmarket」/スマートフォン専⽤チケット。購⼊数 939 枚（内 895 ⼈が来場）
〇ご協賛者様に配布した招待チケット＋⽴⼭クラフト舎からの招待チケット（155 ⼈が来場）
〇当⽇チケット/25 ⽇ 2,886 枚、26 ⽇ 3,713 枚のチケットを販売

5⽉とは思えない暑い 2⽇間ではありましたが、中学⽣以下のお⼦様を含め、2⽇を通して約 15,000 ⼈
のご来場者数となりました。

シャトルバスと駐⾞場の状況
例年は半⽇や⼀⽇、会場で過ごしていかれるお客様も多いのですが、今年は両⽇とも30度を超える気
温が影響し、2時間ほどの滞在で帰られる⽅が多かったように思います。そのことで駐⾞場の回転率が
上がり、例年頭を悩ませていた駐⾞場までの渋滞が 2・ 3時間程で解消されていました。
また、五百⽯駅周辺の役場駐⾞場やJAアルプスたてやまさんの駐⾞場を臨時駐⾞場として利⽤させて
いただけたこと、シャトルバスを⼤型にして運⾏したことなどから今年は例年よりもスムーズにご来場
いただけたのではないかと思います。
シャトルバス利⽤者様のカウントの意味もあり、ステッカーと会場マップを配布しました。

2⽇間のシャトルバス利⽤者数約 2000 ⼈

⽴⼭ Craft2019 交流会
今年も⽴⼭町四⾕尾にある古⺠家再⽣ギャラリー「埜の家」にて、出店者と関係者での交流会を開催し
ました。
地元の⾷材を盛り込んだ料理を楽しみながら、今年の 2⽇間に集まって下さった⽅々の縁が深まる場と
なりました。（67 ⼈が参加）



掲載頂いた媒体
〇冊⼦ 新⼊学⽣配布「ようこそ富⼭へ」、Favo 富⼭版（5⽉号）、読売新聞フリーマガジン 「みん
と」（5 ⽉号）、広報⽴⼭（5 ⽉号・ 7 ⽉号）、Kids Do（5 ・ 6 ⽉号）、Takt（6 ⽉号）、富⼭情報
（5/15 版）、JOJOJO（5⽉号）、「ふくいで暮らすを楽しむ」⽉刊 fu（5 ⽉号）、Clubism（5⽉号）、
はっぴーママ富⼭版（2019SUMMER）
〇テレビ net3（5 ⽉ 6⽇〜、6⽉ 7 ⽇〜）、NHK富⼭（6⽉ 6 ⽇）
〇ラジオ 富⼭シティー FM（5⽉ 17 ⽇）
〇WEB BonNo、福井の情報サイト「ふーぽ」、TOY LIFE、⾦沢⽇和、富⼭の遊び場

5年間の変化
「⽴⼭Craft」2015 年 5⽉ 30 ⽇、31 ⽇ 出店総数 65組（クラフト 50、フード 10、地域紹介３）
来場者数 8000 ⼈ SNS/facebook フォロー数 1037 ⼈

「⽴⼭Craft2016」2016年 5⽉ 28⽇、29⽇ 出店総数94組（クラフト65、フード20、地域紹介4、他4）
来場者数 14,000 ⼈ SNS/facebook フォロー数 2395 ⼈

「⽴⼭Craft2017」2017年5⽉27⽇、28⽇ 出店総数104組（クラフト78、フード18、地域紹介5、他3）
来場者数 15,000 ⼈ SNS/facebook フォロー数 3320 ⼈、Instagram フォロー数 881 ⼈

「⽴⼭Craft2018」2018年5⽉26⽇、27⽇ 出店総数114組（クラフト85、フード22、地域紹介5、他2）
来場者数 15,000 ⼈ SNS/facebook フォロー数 3765 ⼈、Instagram フォロー数 1323 ⼈

「⽴⼭Craft2019」2019 年 5 ⽉ 26 ⽇、27 ⽇
出店総数 130 組（クラフト 95、フード 23、地域紹介 6、ご協賛ブース 2、その他４）
来場者数 15,000 ⼈ SNS/facebook フォロー数 4022 ⼈、Instagram フォロー数 1781 ⼈

※来場者数の計算は 2015 ・ 2016 ・ 2017 は会場マップの配布枚数を元に、2018 ・ 2019 はチケットを
購⼊された枚数、お⼦様の割合を元に計算しています。

運営メンバーについて
⽴⼭ Craft2019 実⾏委員/
佐藤みどり、村上和博、佐伯敏哉、松崎郁穂、川端⾥枝、⾼江航、百瀬⼀郎、林勇治郎
⾼畠⿇⾐、中島⼤地、鈴⽊久美⼦、⼩澤博、寺林賢司
⽴⼭ Craft サポーター/24 ⼈
印刷物デザイン/ナミエミツヲ（スカビ sky visual works）
写真撮影/釈永聡、⾼瀬忠良、⾼江航
動画撮影/森川将⼈（Must films）
協⼒/⻑⽥進教授 ※NPO法⼈⽴⼭クラフト舎会員 12 名



⽴⼭ Craft2019 を終えて

5年⽬という節⽬の年を迎え、⽴⼭Craftを開催する意味について改めて実感をする年となりました。
私事ではありますが、今年３⽉に富⼭県内で活動した地域おこし協⼒隊の中でグランプリという形で

表彰をしていただきました。これは⽴⼭ Craft の活動を⾼く評価していただいたことによるものです。
イベントの開催と受賞に伴い、各所でお話をさせていただく中で、改めて多くの⽅々に⽴⼭ Craft を

応援していただいていることを実感すると共に、このイベントの開催やその過程にあるものにこそ意味
があり、それが今回の評価に結びついたのだと感じています。

昨年配布した冊⼦にも書かせていただきましたが、開催地となる上東地区にはかつて中学校が 1校、
⼩学校が 4校がありました。中学校や保育園はすでになくなり、今年３⽉に地域に残る最後の⼩学校が
休校となりました。
⼦どもたちの数が減少し、地域の社会構造が変わらざるを得ない状況下で、全国から 1万 5千もの⼈

にこの⼟地を訪れていただいています。また、全国でもこれほど会場に⼦どもの姿が⾒られるクラフト
フェアは珍しく、⼦育て世代・ 20〜40 代の来場者が多いのが⽴⼭Craft の特徴です。
参加者の⽅々に楽しい記憶をこの⼟地に残して帰ってもらうこと、地域のイメージをより良い⽅向に

切り替えていくことが、10 年後、20 年後のこの⼟地のあり⽅に繋がっていくのではないかと思ってい
ます。

このイベントに関わる⼀⼈⼀⼈の想いと、それぞれの過程、⼀年⼀年の積み重ねが、2 ⽇間のイベン
トだけでなく、地域として、⽴⼭町として、富⼭県として、もっと⼤きな変化に繋がるようにと願わず
にはいられません。

最後になりましたが、ご協賛を賜りました⽅々をはじめ、地元の⽅々、ボランティアスタッフとして
参加して下さった⽅々など、今年も沢⼭の⽅々の⽀えがあったからこそ「⽴⼭ Craft2019」を無事に開
催する事が出来ました。
今年も沢⼭の笑顔があふれる会場になりました事に⼼より感謝いたします。

2019 年 6 ⽉

NPO法⼈⽴⼭クラフト舎
⽴⼭ Craft2019 実⾏委員会

代表 佐藤みどり


