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︻優 勝︼岐阜県立大垣桜高校 作品名﹁バーコード﹂
白黒の電気コードを編み込み︑バーコード模様を表現︒日常生活にある︑あり
ふれたものをファッションに昇華させた点が評価され７年ぶり２回目の優勝に
輝きました︒

第１３回全国高等学校ファッションデザイン

FAX 0172(35)1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

じる親や周囲からの期待を衣装に表現した弘前

選手権大会（ファッション甲子園２０１３）が、 実業高校の「親のキタイとか」が観客の投票に
８月２５日弘前文化センターで開催され、デザ

より観客賞を受賞しました。

イン画による一次審査を勝ち抜いた３５チーム 【審査員講評】

（２７都道府県・３４校）がファッションショー

毎年レベルが上がっているように感じます。

形 式 の 最 終 審 査 会 に 出 場 し、 衣 装 の ク オ リ

これまではデザイン画と作品に少なからず差異

ティーやパフォーマンスを競いました。

がありましたが、今年の作品は平面に描かれた

優勝は、白と黒のコードを使用し、バーコー

作品が見事に立体化されており、高校生たちの

ドのイメージを見事に表現した岐阜県立大垣桜

描くアイデアに技術が追いついてきたように感

高校の「バーコード」が受賞しました。副賞と

じます。

してパリ派遣招待が贈られ、３月初旬、パリコ

厳しい一次審査を勝ち抜き、最終選考に勝ち

レクション見学・アトリエ訪問を行う予定です。 残っていること自体が素晴らしいこと。惜しく
青森県からは、一昨年優勝に輝いた弘前実業

も入選を逃した作品も、その差は非常に僅かで

︻観客賞︼青森県弘前実業高校 作品名﹁親のキタイとか﹂
レザーとニットの異なる素材を合わせることや︑襟の高さを出すのに苦労し︑
制作に一カ月ほどかかったそうです︒出場生徒は３年連続応募し︑初めての最
終審査会出場となりました︒

高校（２チーム）、八戸工業大学第二高校、む

した。

つ工業高校の３校４チームが出場。高校生が感

ファッション甲子園実行委員会事務局担当＜まちそだて課＞

第１３回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会
都道府県
優

勝（キラリ賞とダブル受賞）

高

校

受賞チーム一覧

名

フリガナ

作品名

岐阜県

県立大垣桜高等学校

バーコード

愛知県

県立愛知工業高等学校

Manta

第３位（キラリ賞とダブル受賞）

岩手県

県立盛岡第一高等学校

ヘモグロビン

審査員長特別賞

埼玉県

山村国際高等学校

ガッツダイナマイトキャバレーズ賞

鹿児島県

鹿児島城西高等学校

ミナ ペルホネン賞

東京都

バンタンデザインハイスクール

準

審査員特別賞

優

勝

メルシーボークー賞
観
客
賞
（来場者の人気投票で票数が１番多かった作品に提供）

青森県

県立むつ工業高等学校

青森県

県立弘前実業高等学校

マンタ

ガイトウ

外套
ロリ・ポップ・キャンディ

Lolli pop candy
モノクロ
トゲトゲアルファ

トゲトゲα
親のキタイとか

※キラリ賞（大会出場教員が選ぶ１番輝いていた高校に提供する賞）は同点で２校選出されました。
※今回は、４４都道府県１５１校、１，
６４９チーム、３，
１１８点の応募の中から一次審査を突破した、２７都道府県３４校３５チー
ムの入選校が最終審査会へ出場しました。
※今回の大会の入場者数は６００名（パブリックビューイング入場者含む）となりました。
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希望
職種

８月２０日、当所６階サロンにて生活商業部
会（鎌田興治部会長）の勉強会・藤崎町花火大
会観賞会が開催されました。
勉強会講師には、弘前市商工振興部理事鵜
野昌男氏をお迎えし、『弘前に来て感じること、
思うこと〜最近の経済・エネルギー・地域活性
化等について〜』というテーマで講演していた
だきました。
商社ご出身の経験を踏まえ、
「弘前には雪国な
らではの経済対策が不可欠である」という鵜野 た。その後の藤崎町花火大会観賞会では、夏の
氏の講演には参加者も非常に興味を持ち、時折 夜空に咲く大輪の花を満喫しながら、参加者相
質問を投げかけながら熱心に聞き入っていまし 互の懇親を深めていました。＜まちそだて課＞

８月３０日の早朝、医療福祉・専門サービス

希望
住所
月収

職歴・経験等

＜総務財政課＞

希望勤務地
時間

高卒
普通運転免許
宅地建物取引主任証
管理業主任者
ファイナンシャル・プラ
ンニング技能（２級）

弘前市・
青森市
時間不問

１

ファイナンシャル
郵便窓口 １年半
プランナー
２０ 平川市 郵便局貯金保険
不動産
２５年
取引

２

営業
店舗管理
web ２０ 弘前市
接客
デザイナー

３

大学院卒
システム
システムの設計・
弘前市内
普通運転免許
開発・ ２５ 弘前市 開発・運用・保守
９時〜
第二種情報処
管理
２１年
１８時
理技術者

４

製造

１５ 平川市 部品組立

１０年 高卒
弘前市内
１年 普通運転免許 時間不問

高卒
弘前近郊
４年 普通運転免許 ８時〜
日商簿記２級
１７時

５

高卒
弘前市内
ケアマネ
普通運転免許
１８ 弘前市 高齢者介護 ２０年
８時〜
ージャー
介護福祉士
１７時
介護支援専門員

６

事務

１８ 藤崎町 診療助手

大卒
弘前
普通運転免許
２年 中・高教育職 ８時半〜
員免許
１８時
ＭＯＳエクセル

７

調理

１６ 弘前市

中華
和食

高卒
１３年
弘前近郊
普通運転免許
半年
時間不問
調理師免許

８

営業

１５ 弘前市

営業
接客

弘前市内
１年 大卒
・近郊
３年 普通運転免許
時間不問

９

配達

弘前市内
販売（カーディー
高卒
・近郊
１８ 弘前市 ラー）
３８年
普通運転免許 ９時〜
営業
２年
１８時

るような、さわやかな朝となりました。

部会（阿保鉄幸部会長）では、毎年の恒例行事

学歴・免許
・資格等

である坐禅会を、西茂森町の盛雲院にて開催し
ました。始めに、三浦住職から手や足のくみ方
などのレクチャーを受け、その後坐禅堂に場所
を移して、曹洞宗様式の坐禅を約４０分間行い
ました。当日は１４名の参加があり、終了後に
は皆でお粥の朝食をいただきました。日頃とは

電気設備
電気設備工事施工
１０ 工事施工 ２０ 弘前市 管理
１３年
管理・保守
電気設備保守７年

違った一日の始まりを過ごし、身も心も洗われ

高卒
普通運転免許
エネルギー管理士
第３種電気主任技術者
第２種放射線取扱主任者
１種電気工事士
甲種第４類消防設備士

弘前市内
９時〜
１７時

当所実施の「ファッション甲子園２０１３」、
当所では、平成２５年度青森県地域ぐるみ型
農商工連携推進事業採択を受け、最先端技術マ
イクロ・ナノバブル水を活用した農商工連携事
業を実施します。
本事業では、産業技術総合研究所環境管理技

マイクロ・ナノバブルとは

「ひろさきりんごハロウィン」「２０１３津軽の
食と産業まつり」、「The

津軽三味線」にご協

マイクロバブルと呼ばれる小さな泡は、毛髪

賛いただいた方、ならびに事業所の皆様、ご協

の半分以下の大きさしかありませんが、水や環

力ありがとうございました。
（順不同・敬称略）

術研究部門研究主幹高橋正好氏を専門家とし

境をきれいにしたり、洗浄剤等を使用すること 【協賛企業・個人協賛のご氏名】
なく半導体などの電子部品を洗浄したりする効 ㈱ムジコ・クリエイト、㈱エスケイケイ総合研

て迎え、参画事業所・農業者・支援機関と当所

果があります。

究所、アクサ生命保険㈱弘前営業所、ＮＴＴ東

食品・農産物部会（櫛引利貞部会長）で研究会

さらに小さなナノバブルでは、眼に見えない

を発足し、マイクロ・ナノバブル水を活用し試

ほどのサイズでありながら、封じ込める気体に

験結果の分析、ノウハウを蓄積し、商品開発を
目指します。
なお、実施にあたっては、当所が支援機関と
して弘前地域研究所に本年７月末にマイクロ・
ナノバブル発生装置をレンタル設置しました。

イー㈱東北支店、㈲あるふぁ萢中
※８月２１日現在

よって様々な能力を発揮する「機能水」的な働
きをするものがあります。
例えばオゾンのナノバブル水には強力な殺菌
効果があり、酸素のナノバブル水は、愛知万博
でも紹介されたような淡水魚と海水魚が共存で
きる環境を作る事ができます。
これら工学や医療、農業など様々な分野での

マイクロ・ナノバブル発生装置の説明をする担当職員

日本弘前支店、ブナコ漆器製造㈱、ケーアンド

今年度のねぷたまつり期間中（８／１〜８／
７日）皆勤、精勤でご参加いただいた当所議員
をご紹介いたします。
＜皆勤賞＞
永澤弘夫会頭、清藤哲夫副会頭、前田賢治副会

応用が期待されているマイクロバブルやナノバ

頭、阿保鉄幸常議員、下山清司常議員、小山悟

ブルですが、産業技術総合研究所では、これら

常議員、鈴木長成議員

の基礎物性について研究を進めるとともに、多

＜精勤賞＞

くの企業と共同でその実用化に向けた取り組み

工藤順巳名誉副会頭、菊池清二副会頭、西谷洌

を実施しています。

常議員、北村裕志常議員、南直之進常議員、斎

（以上７名）

〈まちそだて課〉 藤良雄議員、中桐正議員、工藤由蔵議員、三上
美知子議員、小笠原潤議員、工藤茂起専務理事
（以上１１名）
今年のねぷたまつり出陣団体数は 81 団体で
した。７日間、どうにか天候にも恵まれ、観衆
は弘前ねぷたを存分に楽しんでいました。
連日ご参加いただいた議員の皆様大変お疲れ
さまでした。

＜まちそだて課＞
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̳ 消費税率引上げに向けての経過措置の対応（第３回）

ఱম́

【はじめに】
消費税法改正に伴う改正後の税率は、原則として、施行日以後に国内において事業者が行う「資
産の譲渡等」及び「課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物」（以下「課税仕入れ等」）
に係る消費税について適用されます。
しかしながら、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、一定のものは
例外的に改正前の税率（５％）を適用することとされています。これが「経過措置」といわれるも
のです。
今回は本シリーズの最終回として、前２回で取り上げなかった経過措置の内容や対応について解
説いたします。

※ 尚、本文において、「施行日」は、平成２６年４月１日、「施行日前」は、平成２６年
３月３１日以前を指しています。
１．「旅客運賃等」に関する経過措置

３．「予約販売に係る書籍等」に関する経過措置

できる旨の定めがないものに基づき、施行日前

事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所

事業者が指定日前に締結した不特定かつ多数

から施行日以後引き続き介護に係る役務の提供

等への入場料金を施行日前に領収している場合

の者に対する定期継続供給（注）契約に基づき

を行っている場合には、施行日以後に行われる

において、その対価の領収に係る課税資産の譲

譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部

入居一時金に対応する役務の提供については改

渡等が施行日以後に行われるときは、その課税

又は一部を施行日前に領収している場合にお

正前の税率（５％）が適用されます。

資産の譲渡等については、改正前の税率（５％）

いて、その書籍等の譲渡を施行日以後に行うと

が適用されます。

きは、その領収した対価に係る部分の書籍等の

この経過措置の適用対象となる旅客運賃等の
範囲は、以下のとおりです。
①汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に
係る旅客運賃（料金を含む。）
②映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ
物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせ
る場所への入場料金

譲渡については改正前の税率（５％）が適用さ
れます。
（注）「定期継続供給」とは、週、月、年その他一定の
周期を単位とし、おおむね規則的に継続して供給す
ることをいいます。

４．「通信販売等」に関する経過措置
通信販売（注）の方法により商品を販売する

（注）終身入居契約とは、その契約に基づき、契約の相
手方が有料老人ホームに入居する際に一時金を支払
うことにより、有料老人ホームに終身居住する権利
を取得するものをいいます。

７．経過措置を理解するために！
経過措置を間違えることなく活用しないと、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」）の
負担が重くなると聞きましたが、本当ですか？
回答

事業者が、指定日前にその販売価格等の条件を

あなたが消費税の課税事業者で、本来の「本

提示し、又は提示する準備を完了した場合にお

則課税計算」を行っている限り、経過措置の適

いて、施行日前に申込みを受け、提示した条

用不適用で、消費税等の負担は変わりません。

④美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その

件に従って施行日以後に商品を販売するとき

課税事業者が消費税等の申告をする場合の計算

他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場

は、その商品の販売については改正前の税率

方法としては、「本則課税制度」と「簡易課税

所でこれらに類するものへの入場料金

（５％）が適用されます。

制度」があります。

③競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモー
ターボート競走場への入場料金

供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及

（注）通信販売とは、一般に、新聞、テレビ、チラシ、
カタログ、インターネット等の媒体を通じて購読者
又は視聴者等に対して販売条件を提示し、郵便・電
話その他の方法により売買契約の申込みを受けてそ
の提示した条件に従って行う商品の販売をいい、前
。
述の３．に該当するものを除きます。

び電気通信役務で、施行日から平成２６年４月

５．「特定新聞等」に関する経過措置

２．「電気料金等」に関する経過措置
事業者が継続的に供給し、又は提供すること
を約する契約に基づき、施行日前から継続して

（注）本来は、消費税の計算を行い、それに一定の率を
乗じて地方消費税を算出しますが、ここでは便宜的
に消費税と地方消費税を合算した「消費税等」の額
で解説いたします。

本則課税の税負担は、次のように計算されます。

３０日までの間に料金の支払いを受ける権利が

事業者が、不特定かつ多数の者に週、月その

確定するものについては、改正前の税率（５％）

他の一定の期間を周期として定期的に発行され

が適用されます。ただし、平成２６年４月３０

る新聞又は雑誌で、その発行者が指定する発売

この方法で消費税の計算をした場合、経過措

日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定す

日が施行日前であるもの（特定新聞等）を施行

置の適用の有無によって事業者にどのような影

るものにあってはその確定したもののうち一定

日以後に譲渡する場合、その譲渡については改

響が発生するのかを、簡単な条件の例示で計算

部分に限ります。

正前の税率（５％）が適用されます。

してみました。

この経過措置の対象となるのは、次に掲げる

６．「有料老人ホーム（介護サービス）」に関する経過措置

課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類

事業者が、指定日前に締結した有料老人ホー

する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確

ムに係る終身入居契約（注）で、入居期間中の

定するものです。

介護料金（消費税が非課税とされるものを除き

①電気の供給②ガスの供給③水道水や工業用

ます）を入居一時金として受け取っており、か

水の供給、下水道を使用させる行為④電気通

つ、その一時金について事業者が事情の変更そ

信役務の提供⑤熱供給及び温泉の供給

の他の理由によりその額の変更を求めることが

【前提条件】売上１，
０００円、仕入７００円（どち
らも税抜価格）
[ 単位：円 ]

上の表からも分かるように、課税売上げ・課
税仕入れのそれぞれで経過措置を活用する場合
としない場合では、消費税の納付・還付税額で
は差が発生しますが、消費税を納付・還付後の
事業者の最終利益は全て同じ３００円になります。
つまり、消費税は預かったものから支払っ
たものを差し引くものなので事業者にとっての
利益には影響を及ぼさないということになりま
す。

４
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弘前かいぎしょ TODAY

「生産量日本一のりんごの街」をＰＲするために、昨年に引き続き９月末より約２ヶ月間、
「弘前りんご博覧会」が開催されます。

今年のひろさきりんごハロウィンでは、

当所でも昨年に引き続き様々な事業を実施します。なかでも「ひろさきりんごハロウィン」
は当所永澤会頭肝入りの事業で、近い将来１０万人規模の集客が見込める観光コンテンツに育
てることを目標としています。

今年はコンテスト形式のハロウィン仮装パ

Night」を開催します。
ハロウィンという普段とは異なる雰囲気
の中で、様々なお店を渡り歩き運命的な出

【当所が実施する主な事業】
ひろさきりんごハロウィン

仮装パーティ＆はしご酒企画「Halloween

逢いを求めたり、大勢でこだわりの仮装を

りんご生産者フォーラム

披露しあったりと様々な楽しみ方ができ

津軽地域のりんご産業の現状や課題を踏ま

ます。

レードを行います！

え、世界へ発信していく産業となるための方策

○１０月１３日㈰午後１時から

を探ります。

ートまで、奮ってご参加ください。

○駅前公園→えきどてプロムナード（遊歩道）

○９月２６日、１２月９日午後６時〜

●日

→上土手町→中土手町→蓬莱広場

※その他１２日㈯から様々なイベントが催され
ます。
はこだてスイーツフェスタ出店
〜「りんごの街のアップルパイ」出店〜
２年連続で、当所が連携を進める函館市の人
気イベント「はこだてスイーツフェスタ」に招
待出店します。昨年は連日完売となる盛況ぶり
で、フェスタ内でも一番人気のブースとなって
いました。今年も弘前市内人気のお店のアップ
ルパイを函館の皆様にお届けします。
○「はこだてスイーツフェスタ２０１３」
日時

１０月２５日㈮ 〜２７日㈰
１０時〜１９時（２８日のみ１６時まで）

場所

年度の各事業の様子﹂

○詳細やお申し込みは事務局まで

﹁平成

（コンテスト参加は事前申込をお願いします）

○弘前商工会議所会館２階大ホール
〈まちそだて課〉
︵上︶ひろさきりんごハロウイン︵中︶はこだてスイーツフェスタ
︵下︶りんご生産者フォーラム

○参加無料

２４

話題作りのプチ仮装から全身コーディネ
時：１０月１２日㈯１８：００〜

※受付時間は１６：００〜１７：３０となり
ます。
●集合場所：土手町コミュニティパーク
●参加資格：２０才以上６０才以下
●参 加 費：チケット制
【前売券】３，
５００円【当日券】４，
０００円
※仮装のレベル（部分仮装〜全身仮装）に
応じて特典があります。
※チケット１枚でドリンクまたはフードを
オーダーできます。
※チケットは弘前商工会議所、FMアップ
ルウェーブ、参加店舗で販売いたします。
※詳細は、
土手町コミュニティパークＨＰ
（http://dotemachi.com/web/index.html）
または、ポスター・チラシを御覧ください。
＜総務財政課＞

棒二森屋本館 7 階（函館市若松町１７−１２）

第１３回 弘前商工会議所『街づくり大賞』大募集！
今年も克雪トレーニングセンターで津軽の食
と産業まつりが開催されます。期間は１０月
１８日〜２０日の３日間。内容は地元生産品や
生活関連商品を一堂に紹介します。お馴染とな
った友好都市斜里町、
太田市コーナーでは海産物、
農産物などの特産品を販売します。また武道館
前エントランス広場の屋外テント村ではラーメ
ン、そば、肉料理
のほかたくさんの
津軽の味をお楽し
みいただけます。

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業）

その他保育園児の
演奏・演技、フラ
ダンスやバルーン
パフォーマンス、
そ ば 打 ち 体 験、
津
軽塗研ぎ出し体験
などの楽しい日替
わりイベントが盛
りだくさんとなっております。＜情報調査課＞

