
⽴⼭Craft2018 報告書

開催⽇ 平成 30 年 5⽉ 26 ⽇（⼟）10:00〜17：00
27 ⽇（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Craft2018 実⾏委員会
後 援 ⽴⼭町
特別協賛 前⽥薬品⼯業／株式会社株式会社リライト
ご協賛
アルペン交通㈱ 富⼭スガキ株式会社 Connect Home 丸新志鷹建設 渡辺⼯業株式会社
釈永⽡⼯務店 ⾷堂MARUKO ㈱⻲⼭⽯材 ⽴⼭製紙株式会社 ⽴⼭カントリークラブ
福来⽼ ⼀般社団法⼈ほまれ ⽊の⾹株式会社前川建築 湯めごこち療術院 MK-KIKAKU
株式会社⼤観峰 クレープレイヴル 和洋菓⼦処榎屋 ㈲岩⽥⽯油 ㈱古川興業 坂井⽯油㈱
東洋防災設備㈲ 匿名⼀社

(敬称略、順不同)

=========================================================
⽴⼭Craftは、雄⼤な⽴⼭連峰に抱かれ豊かで穏やかな⽥園が広がるこの⼟地の魅⼒を感じ

てほしい、クラフトという⽂化が根付いて欲しいという想いから始まりました。
年に⼀度の会場で、新たな出会い、久しぶりの再会、賑わいの中、新しい可能性が⽣まれ

る場にしていきたいと考えています。
 クラフトフェアの開催は今年で４年⽬となりました。より良い形で皆さまから愛されるイ
ベントになりますよう、５年後、10年後、そしてもっと先にも、このクラフトの輪が広がり
地域の活性化に繋がりますようにと願っています。

開催にあたりましてご⽀援、ご協⼒頂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 85 ブース
北は岩⼿県、南は熊本県まで、全国から陶磁器・⽊⼯・ガラス・⾰・⾦属など、オリジナル
の作品を作る作家やユニットなど 85 組が出店しました。（内 20 組が県内）
また、制作の実演やワークショップを開催されるブースもあり、来場者さん⾃⾝も制作をし
てもの作りに触れられていました。

○ フードブース 22 組
県内のそれぞれ味や素材にこだわる⽅々が出店されました。

⽴⼭ Craft2018 クラフト出店の応募総数は 203 組
この中から会場の雰囲気に合う 85 組を実⾏委員 6名によって選考致しました。
※フードブースは⾷品を扱う難しさから公募はせずにお声がけのみで決定いたしました。



○ 地域紹介ブース 5ブース
昨年に引き続き地域の⽅々のご協⼒の下ご出店頂いた地域紹介ブースでは、地元「⽇中上
野」、「東⾕」、「新瀬⼾」の３エリアの他、「芦峅寺」、「移住定住」のご出店を頂きま
した。この地域紹介ブースは開催に向けた思いの中でとても⼤切な要素。地元のお⺟さん⽅
とお話をして頂いたり、移住定住に向けた取り組みを知って頂く機会となりました。

〇 特別協賛ブース １ブース
総合公園前の⼟地の開発を進められている前⽥薬品⼯業様のブース出店もあり、今後のこの
⼟地にどの様な要素が出来ていくのかを⾒せて頂く機会となりました。

〇ライブステージ
⼊り⼝正⾯に設置したドームテント内で⾳楽の⽣演奏をランチを楽しみながら、芝⽣でくつ
ろぎながら、会場を回りながら、皆さん思い思いに楽しまれていました。

〇遊びのコーナー
今年も富⼭を拠点に活躍される TTT（Toyama Tsuna Team）の皆さんのご協⼒の下、スラ
ックラインの体験、トランポリンやけん⽟、フラフープなど、⼦供たちも楽しめる空間作り
をして頂きました。



■今年度実施した新たな要素
〇⼊場料 1⼈ 300 円（中学⽣以下無料）の実施
※事前チケットも含め、8187 ⼈の⽅がチケットをご購⼊下さいました。

〇無料配布冊の制作
なぜこの⼟地でクラフトフェアを開催するのか、どのような想いや期待を込めて開催してい
るのかをより理解して頂きたいと思い、誕⽣ストーリーやインタビューなどを盛り込んだ冊
⼦を制作し、⼊場時に配布致しました。（カラー A5サイズ / 24 ページ / 4,000 冊）

■昨年から引き継続く要素
〇シャトルバス
発着所を⽴⼭町役場から五百⽯駅⻄⼝からに変更し、五百⽯駅↔⽴⼭町総合公園間の無料シ
ャトルバスを中型バス 2台で運⾏しました。

〇インスタグラムへの掲載
FacebookからインスタグラムにSNS利⽤者が移って⾏っている現状を踏まえ、イベント当⽇
は 1⽇平均約 100 件の投稿を⾏いました。

〇「どこから来ましたか？MAP」の実施
※多くの⽅々に張って頂き、広い範囲からご来場頂いた事がよく分かりました。



■⽴⼭Craft2018 交流会
今年も東⾕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

催いたしました。
お料理は地元の⾷材を盛り込んだお弁当を楽しみながら、この 2⽇間だけ集う⼈々の縁を

より深めてもらえたかと思います。
この会も⽴⼭Craftや富⼭、⽴⼭町により愛着を持っていただくた為に⼤事な要素の⼀つで

す。

■掲載頂いた媒体

〇WEB：「マイ・フェイバリット北陸」、「つづく富⼭、えがく未来」、他

〇雑誌：Clubism（5 ⽉号）、みんと（5⽉号）、02（ゼロニィ）（5⽉号）、ＤＩＹマガジン
『ドゥーパ！』（№124）、はっぴーママ富⼭版（ ）、広報たてやま（5⽉号）、Kids Do（5⽉
15 ⽇）、富⼭情報（5/16 号）、Takt（6 ⽉号）
〇TV：富⼭ TV(5 ⽉ 25 ⽇ 16:30〜⽣放送)、Net3

■4 年間の変化
「⽴⼭Craft」（2015 年 5 ⽉ 30 ⽇、31 ⽇）
出店総数 65 ブース（クラフト 50、フード 10、地域紹介３）
来場者数約 8,000 ⼈、facebook ページいいね数 1037 ⼈

「⽴⼭Craft2016」 （2016 年 5 ⽉ 28 ⽇、29 ⽇）
出店総数 94 ブース（クラフト 65、フード 20、地域紹介 5、その他 4）
来場者数約 14,000 ⼈、facebook ページいいね数 2395 ⼈

「⽴⼭Craft2017」(2017 年 5 ⽉ 27 ⽇、28 ⽇)
出店総数 104 ブース（クラフト 78、フード 18、地域紹介５、その他３）
来場者数約 15,000 ⼈
facebook ページいいね数 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 ブース（クラフト 85、フード 22、地域紹介 5、その他 2）
来場者数約 14,000 ⼈
facebookページフォロー数3765⼈、Instagramフォロー数1323⼈（2018年 6⽉22⽇時点）

※来場者数は昨年までは会場マップの配布枚数を元に、今年度はチケットを購⼊された枚数、
お⼦様の割合等を元に算出しています。



■運営メンバーについて
⽴⼭ Craft2018 に関わってくれた⼈々をご紹介します
〇⽴⼭Craft2018 実⾏委員
佐藤みどり、村上和博、松崎郁穂、佐伯敏哉、川端⾥枝、百瀬⼀郎、⾼江航、林勇治郎、
和泉寛⼦、⼩澤博
〇⽴⼭Craft サポーター：20 ⼈
〇写真：釈永聡、⾼瀬忠良
〇印刷物デザイン：ナミエミツヲ（スカビ sky visual works)
〇協⼒：⻑⽥進教授（慶応義塾⼤学）

※内NPO法⼈会員 12 名

■⽴⼭Craft2018 を終えて

4年⽬の開催となった⽴⼭Craft は、今年も両⽇ともにお天気に恵まれ、公園の⽊々の若葉
と⻘空の下、無事滞りなく開催することが出来ました。
作り⼿の顔や想いを⾒る事が出来る作品に触れてもらう事で、クラフトフェアを通して、

もの作りの⽂化がより⾝近に感じて欲しいという事。そして、イベントを通して沢⼭の⽅々
がこの⼟地を訪れる中で、地域に関⼼を持つ⼈が⼀⼈でも多く増える事が何よりも⼤切だと
考えています。その中で新たな作家や地域に関⼼のある⽅の移住定住、地元の⽅々と共に地
域を盛り上げるきっかけ作りの場になればと考えています。

規模が⼤きくなる中でかさむ運営費の問題、NPO法⼈として継続して今後も開催していく
ことを考え、何度も話し合う中で、今年から⼊場料をいただく形を取らせて頂きました。
4年に渡りお天気に恵まれていますが、⾬であった時の対策や、例年渋滞が発⽣してしま

う事への解決策、NPO法⼈の⽴⼭ Craft 以外の活動内容など、まだまだ課題は多くあります。
今年度の反省を踏まえ、課題を解決しながら、⼀年⼀年を積み重ねていきたいと思ってお

ります。

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
Craft2018」を開催することが出来ました。これだけ多くの⽅々が会場に集まる中で、⼤きな
事故やけがなどがなく終える事が出来ました事、今年も沢⼭の笑顔が溢れる会場となりまし
た事に⼼より感謝いたします。

2018 年 7 ⽉
NPO法⼈⽴⼭クラフト舎
⽴⼭Craft2018 実⾏員会


