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　高校生ファッション№１を競う第２０回全国

高等学校ファッションデザイン選手権大会「フ

ァッション甲子園２０２１」が８月２２日に開催さ

れました。

　今回は新型コロナウイルス感染症の流行状況

を考慮し、出場チームの弘前への招聘は見送り、

期日までに各チームが提出した作品（マネキン

着せ付け）、ウォーキング動画、写真にて審査を

行いました。審査結果の発表は、リモートで全

国の参加チームをつないでの実施となりました。

　デザイン画による一次審査を通過した３４チ

ームの中から、厳正なる審査の結果、五所川原

第一高等学校の「不安」が見事優勝となりまし

た。準優勝は山本学園情報文化専門学校（愛知

県）の「Re ．．．」、第３位は愛媛県立松山工業高

等学校の「nostalgic strings」が受賞となりま

した。

〈優勝〉

五所川原第一高等学校

　「不 安 」

〈準優勝〉

山本学園情報文化専門学校

　「Ｒｅ．．．」

〈第３位〉

松山工業高等学校

　「nostalgic strings」
受賞チーム一覧

賞　　　名 都道府県 学　　校　　名 作　品　名

優 勝 青森県 学校法人舘田学園　五所川原第一高等学校 不安

準 優 勝 愛知県 山本学園情報文化専門学校 Re ．．．

第 ３ 位 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 nostalgic strings

審 査 員 長 特 別 賞 東京都 学校法人古屋学園　二葉ファッションアカデミー高等課程 つなぐ

審 査 員 特 別 賞（ 原 由 美 子 賞 ） 富山県 富山第一高等学校 地球の息吹き

審 査 員 特 別 賞
（ガッツダイナマイト

キャバレーズ賞） 山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 コロナ禍の飛び出す絵本

ゲスト審査員特別賞（ 天 津 憂 賞 ） 長野県 長野県屋代南高等学校 試煉
第 20 回 大 会 記 念 特 別 賞
海外ファッションブランド協会賞 愛知県 山本学園情報文化専門学校 Re ．．．

当所主催イベントへのご協賛ありがとうございます
　当所実施の「ファッション甲子園２０２１」にご協賛いただいた方ならびに事業所の皆様、ご
協力ありがとうございました。
【協賛企業 ・個人のご氏名】
 （順不同・敬称略）
㈱エクラン一級建築士事務所、弘前糖業㈱、北星交通㈱、㈱ラグノオささき、㈱アルク、㈱エ
スケーケー、弘前銘醸㈱、みちのくホテル㈱、弘前パークホテル

※８／３１現在　

〈
集
合
写
真
〉

◇「大学発 地域振興券」

利用店舗募集のお知らせ

◇弘前市飲食業事業継続

支援金のお知らせ

◇セミナー・研修延期のお知らせ

…２面

…３面

…３面

【大塚審査員長総評】
　ファッション甲子園開催１年目のころの作
品は、みんな手探りで、自分自身とファッシ
ョンをどのように結び付けたらよいかがむし
ゃらだった。
　今回の２０回目では、それぞれのチームが
テーマをはっきり持ち、テーマに沿ったデザ
イン画を描き、そのデザイン画に忠実に衣装
を製作していた。これはとても大変なことで
ある。
　今回賞に入らなかった方々も、落ち込まず
にこれからもっともっとファッションに取組
んでいってほしい。
　中には荒削りな作品もあったが、一番大切
なことは、自分たちが作った１つの作品が、
どういうシーンで、どういう人が着れば素敵
に見えるのかを想像しながら製作すること。
そうすればよりクリエイションが豊かになる。
　色や素材選びに関して、どういう風にまと
めれば素敵に見えるかをもっと追及していけ
ば良いと感じる。

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

 ＜地域・産業振興課＞



令和３年度屋外広告物の
除却への補助金のお知らせ

弘前かいぎしょ TODAY
2 令和３年９月１５日第770号

ニッカウヰスキー株式会社
　弘前工場

　工場長

　　瀧瀬　　生

　市民や観光客が訪れたくなる魅力あるまちづくりを推進するため、景観を

阻害する屋外広告物（古くなった店舗の看板など）の除却や改善に要する経

費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

▼補助対象となる屋外広告物

　街なみ環境整備促進区域及び街なみ環境整備事業地区（別図参照）で、

①弘前市屋外広告物条例に基づく許可を受けているもの、②適用除外に該当

する広告物で許可不要となっているもの

▼補助対象者

　対象広告物の所有者または管理者（市税等を滞納していない者）

▼補助対象経費

　対象広告物の除却または改善に係る工事費

▼補助金の額

　補助対象経費の実支出額の２分の１に相当する額または８００，０００円のい

ずれか少ない額（１，０００円未満切捨て）

▽手続きの方法など、くわしくは市ＨＰをご覧ください

▽問い合わせ・申請先

都市計画課（前川新館３階、３４−３２１９）

（別図）街なみ環境整備促進区域及び街なみ環境整備事業地区

　弘前大学、弘前学院大学、柴田学園大学、弘

前医療福祉大学、放送大学青森学習センターの

市内高等教育機関で構成する「大学コンソーシ

アム学都ひろさき」では、新型コロナウイルス

感染症拡大により、経済的に影響を受けている

学生の生活支援と、地元弘前の店舗の売上貢献

による地域経済の活性化を目的として、下記の

とおり地域振興券（プレミアム商品券）を発行

します。

　本振興券は大学コンソーシアムの学生対象に

額面金額５，０００円の振興券が２，０００円で５，０００

冊（総額２千５百万円分）販売されます。差額

のプレミアム分については、弘前市からの補助

金や各学校の負担金のほか、クラウドファンデ

ィングにて資金調達します。

　日頃から学生が多く訪れるお店や、今後学生

に利用してもらいたいお店、また学生を応援し

たいお店は、是非ご参加ください。

　青森県では、新型コロナウイルス感染症の影

響を受ける県内事業者を支援するため、委託先

である㈱あおもり北彩館のオンラインショップ

を活用して、「総額１億円分ポイント還元キャ

ンペーン」を実施しています。下記のとおり、

サイト内に掲載（販売）する商品を募集してい

ますので、コロナ禍、大変厳しい状況ですが販

路拡大の一つとして、是非お申込みください。

＜キャンペーン期間＞　令和４年１月３１日まで

を予定※ポイント原資がなくなり次第終了します。

＜費用等＞　掲載料無料・手数料なし

＜掲載商品＞（ポイント還元対象商品の要件）

①加工食品、工芸品、繊維製品、電子電気機械

製品等

②青森県内事業者が企画または製造もしくは販

売した商品等

③発注への対応（梱包、一定期間内での発送、

問合せ等）が可能

④食品衛生法、食品表示法等、その他法令に定

める規定に違反していない

＜ポイント還元率＞

対象商品購入者に税込販売価格の３０％を次回以

降利用できる割引ポイントとして還元

＜利用期間＞

令和３年１０月１日～令和４年１月３１日

＜募集店舗＞

・弘前市内の生活物資販売店（食材・生活雑貨等）

・弁当及び宅配、テイクアウト店（店内飲食は不可）

・その他、理美容店等学生の生活に必要とされ

る店舗

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から飲食店の参加は不可（飲食店であってもテ

イクアウトのみの参加は可能）

※弘前市内の新型コロナウイルス感染拡大防

止対策を講じている店舗

＜参加料＞

無料（換金などの手数料もかかりません）

＜問い合わせ・申し込み＞

ＦＭアップルウェーブ　℡３８−０７８８

ホームページ　http://www.applewave.co.jp/

 ＜地域・産業振興課＞

＜規格等＞

３辺の合計が１６０cmかつ重量２５kg以内

＜募集期間＞　令和４年１月まで

■問い合わせ先■

商品掲載について

株式会社あおもり北彩館営業部

 ℡０１７−７５２−１０２０

キャンペーン事業について

青森県商工労働部地域産業課

地域資源活用推進グループ ℡０１７−７３４−９３７５

詳しくは、ホームページをご確認ください。

https://www.hokusaikan.com/

 ＜地域・産業振興課＞

「大学発　地域振興券」利用店舗募集のお知らせ

【ＥＣサイト掲載商品募集】青森県「メイドインあおもり」応援事業

〈㈱ラグノオ　パティシエのりんごスティック〉

〈㈲津軽工芸社　すべらない箸〉
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〜知っててよかった法律知識〜
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　当所では、日常、業務を行う中での困りごと、
許認可の必要性や商取引でわからないことにつ
いて行政書士による相談会を開催しております。
開 催 日：令和３年１０月１３日㈬・１１月１０日㈬
時　　間：１３：００～１７：００
場　　所：弘前商工会議所会館５階相談コーナー
相 談 員：桔梗行政書士事務所
　　　　　行政書士　竹内知弘氏
相 談 内 容 の 一 例：
☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関

する相談
・許可取得の要件など

☆農地の売買などに関する相談
・農家同士の売買や、農地転用の要件など

☆遺言・相続・成年後見に関する相談
・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年

後見に関する説明など
（ご予約はＴＥＬ：３３−４１１１経営一課まで）

 ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！
『行政書士相談日』

第５８回：防犯カメラ設置について

Q　防犯上の理由から、弊社事業所内に防犯

カメラを設置しようと思いますが、何か問

題ありますか。

A　防犯カメラは、公共施設や商業施設等に

多く設置されていて、犯罪を抑止する効果

があり、かつ犯罪が発生した場合の犯人の

特定や犯罪の証拠となり得るもので、大変

有益です。設置場所は、人が出入りする

場所、例えば店舗の外（出入口や駐車場

など）、店内（売り場、事務室、待合室、

応接室など）、通路、階段、エレベーター

内、倉庫などは問題ありませんが、トイ

レ、更衣室、脱衣場、浴室、客室内といっ

たプライバシー性が高い場所への設置はで

きません。従業員の休憩室は、プライバシ

ー性を有する場合がありますので、更衣室

や仮眠室を兼ねている場合は避け、かつ

「防犯カメラ設置」の貼り紙などで周知さ

せた上で設置した方が無難です。

　　録画したデータは、顧客や従業員のプラ

イバシーや肖像権が関連してきますので、

厳重に管理してください。捜査機関や裁判

所からデータ提出の要請を受けた場合には

提出しても構いません。

　　設置場所や管理・運用方法等について疑

問がある場合には、顧問弁護士に相談して

下さい。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　弘前市では新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響により、飲食店において極めて厳し

い経営環境が続いていることから、事業継続に

取り組む飲食事業者に対し、支援金を交付して

います。

＜支援金の額＞市内の飲食店１店舗につき２０

万円（最大６０万円）

＜申請期限＞令和３年１０月３１日㈰必着

＜交付対象＞飲食店営業の許可を有しているこ

とや、年間の事業収入が減少していること等の

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

により、１年以上にわたり幅広い業種において

極めて厳しい経営環境が続いていることから、

青森県では、事業継続に意欲的に取り組む県内

中小企業者等に対して、支援金を給付してい

ます。

支援金額

　法人６０万円、個人事業主３０万円（定額）

対象者

　県内に事業所を有する中小企業をはじめとし

た大企業以外の法人及び個人事業主であって、

事業継続に取り組む者。（２０２１年３月３１日以前

より事業を営んでいる方）。

主な支給要件

　新型コロナウイルス感染症の影響により、

２０２１年１月から６月の間で連続する２か月の

合計事業収入が前年又は前々年のいずれかの同

期比で３０%以上減少していること。（他特例あり）

要件があります。また、青森県が実施する「青

森県中小企業者等事業継続支援金」の交付を受

けている方は申請手続きを簡略化できる場合が

あります。詳細や申請書類などは市のホームペ

ージをご覧ください。

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/

syogyo/2021-0819-innsyoku.html

■問い合わせ先　商工労政課商業振興係

　　　　　　　　 ０１７２−３５−１１３５

申請方法

　申請書及び指定された提出書類を、感染リス

クの低減を図るため、下記申請書先に原則郵送

にて提出してください。

＜旧弘前市内に本店等を有する事業者＞

弘前商工会議所
〒０３６−８５６７　弘前市上鞘師町１８−１

＜旧岩木町・相馬村地区に本店等を有する事業

者＞

青森県商工会連合会
〒０３０−０８０１　青森市新町２−８−２６青森県火
災共済会館５階

受付期限

２０２１年１０月３１日㈰まで（当日消印有効）

■問い合わせ先■
青森県中小企業者等事業継続支援金電話相談
窓口　℡０１２０−７４０−３６１（平日９：００～１７：００）

 ＜経営二課＞

【市内で飲食店を営む皆様へ】 弘前市飲食業事業継続支援金のお知らせ

青森県中小企業者等事業継続支援金の申請を受付ています！

セミナー・研修 延期のお知らせ
インボイス制度の概要実務上対応のポイントセミナー 新入社員フォローアップ研修

　各地の緊急事態宣言措置等の期間延長に伴い、月次支援金の支給対象月に「９月分」が追
加になりました。また、７月分の受付締切が迫っています。各対象月の申請受付期間は下記
のとおりです。
　●７月分　２０２１年　８月１日～　９月３０日
　●８月分　２０２１年　９月１日～１０月３１日
　●９月分　２０２１年１０月１日～１１月３０日

【支援金給付要件】
月次支援金は東京をはじめとする各地域の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を大
きく受けた事業者向けの制度です。給付要件は下記のとおりです。

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う地域の飲食
店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。さら
に、２０２１年の月間売上が、２０１９年、２０２０年の同月比で５０％以上
減少していること。

＜給付額＞
中小法人等　　（上限）２０万円／月 
個人事業者等　　（上限）１０万円／月 

　詳しくは、月次支援金のポータルサイト等をご覧になってください。
 ＜中小企業相談所＞

月次支援金について　【新着情報】

　既にお申込みをされた方につきましては、再度参加のご連絡は不要ですが、これから参加申込みを

される方は担当宛てまでご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。 ＜経営一・二課＞

■延期後日程等
　日　時：令和３年　９月１５日㈬
　　　　　　　　　　 ↓
　　　　　令和３年１０月２８日㈭
　　　　　１４：００～１６：００
　場　所：弘前商工会議所２階
　連絡先：０１７２−３３−４１１１
　担　当：経営二課

■延期後日程等
　日　時：令和３年　９月１６日㈭
　　　　　　　　　　 ↓
　　　　　令和３年１０月１３日㈬
　　　　　１３：３０～１７：００
　場　所：弘前商工会議所２階大ホール
　連絡先：０１７２−３３−４１１１
　担　当：経営一課
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弘前ストーブまつりで冬の備えを！
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令和３年９月１５日第770号

　９月４日、陸上自衛隊弘前駐屯地に

て、ひろさき市民花火の集い実行委員

会（ユースサミット弘前等で構成）主

催により『希望の光』プロジェクトが

開催されました。

　今年も新型コロナウイルスの影響に

より、９月に開催を予定していた『第

１５回古都ひろさき花火の集い』は中

止となりましたが、当実行委員会では

「コロナで落ち込んでいる弘前市民に

感動と興奮を届け、元気になっていた

だきたい！」との想いから『希望の

光』プロジェクトと題し、無観客での

花火打ち揚げを行いました。

　当日は、打ち揚げ場所となった陸上

自衛隊弘前駐屯地特別協力のもと、弘

前の夜空へ１，６００発超の花火が打ち

揚げられ、その模様はＦＭアップルウ

ェーブの生中継とインターネットでの

ライブ配信により市民に届けられまし

た。また今年は、クラウドファンディ

ングを活用しており、返礼品である地

元特産品も併せ、自宅での花火鑑賞を

楽しんでいただきました。

　このたび本事業実施に際し、ご協賛

をいただいた各企業はじめ、クラウド

ファンディングにご協力いただいた皆

様には改めて感謝申し上げます。誠に

ありがとうございました。

 ＜経営一課＞

　毎年秋の恒例行事として弘前市立観光館追手

門広場で開催していた弘前ストーブまつりです

が、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、広場での開催を中止いたし

ます。

　なお、「第６２回弘前ストーブまつり」とし

まして、９月２５日㈯～１０月１０日㈰まで参加

店舗にて特売会を行います。お値打ち品満載の

新型暖房用品を多数取り揃えております。また、

まつり開催後に最大１０万円の商品券が当たる

抽選会も開催いたします。９月末の東奥日報、

陸奥新報の折り込みチラシをご覧の上、是非お

近くの店舗へ足をお運びください！

日　　時：９月２５日㈯～１０月１０日㈰

参加店舗：㈱城東食糧、さいとう金物店、㈱三

栄商会、㈱石岡住設、北興液化ガス㈱、㈱大高

住設、冨士見総業㈱、ミライフ東日本㈱弘前支

店、㈱岩木ガス ＜経営二課＞

弘前商工会議所

ゴルフハーフ
コンペ中止の
お知らせ

　９月２５日に開催を予定しておりました
弘前商工会議所ゴルフハーフコンペにつ
いて、新型コロナウイルスの感染状況を
鑑み、開催中止を決定いたしました。
　楽しみにされていた方々には誠に申し
訳ございませんが、ご理解ご了承の程
よろしくお願いいたします。
� ＜総務財政課＞

　９月１８日に当所青年部（奈良会長）主催に

より開催を予定しておりました「第１回 ＨＩＲＯ

ＦＥＳ．２０２１ ＨＩＲＯＳＡＫＩ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」は、

青森県内の新型コロナウイルス感染拡大を受け、

当日は無観客・オンライン配信のみでの開催と

なりました。

　当日は以下のＱＲコードからご視聴ください。

日時：令和３年９月１８日㈯１０：００～１６：００

URL:https://www.youtube.com/watch?v=KMPx

qyqbB_o

 ＜経営一課＞

ＨＩＲＯＦＥＳ オンライン開催
のお知らせ


