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８ アパレル産業育成事業 

縫製企業の集積といった地域の特性を活かし、地域繊維産業のより一層の進行を図り、当地域の特色

ある産業の一つとして成長、発展させ、雇用の確保と地域経済の活性化を推進するもの。 

 

（１）アパレル産業振興事業費補助金 

   アパレル産業の振興を図るための取り組みとして、縫製企業により構成された団体が行う技術向上、

人材育成、先進企業の視察など、業界の活性化に資する事業に要する経費の一部を補助する。 

     ※補助金額 上限４００千円（総事業費の２分の１を補助）×２件 

年度 番号 対象者 対象事業 

25 

１ 

有限会社サッシュ弘前 

株式会社ワークス代表取締役 

株式会社センチュリーテクノコア 

ＣＡＤ／ＣＡＭメーカーである、島精機製作所の本社工

場を見学し、最新鋭の機器を見学、また、メーカー技術

者から技術的な指導を受けるなど研修を実施。 

2 
株式会社センチュリーテクノコア 

有限会社サッシュ弘前 

ジューキ株式会社が主催し、栃木県那須研修センターで

実施している「第６３回基礎Ａコース５日間」に参加し、

メンテナンスの基本である本縫いミシン２機種のメンテ

ナンス技術、知識を習得。 

26 1 
株式会社センチュリーテクノコア 

株式会社ワークス 

秋田県横手市で開催された「東北アパレル産業機器展（東

北ミシンショー）」に参加し、ミシンメーカー各社の最

新機器の視察を行い、最新技術の習得を図るなど、技術

レベルの向上と製品品質アップへ繋げる取り組みを実

施。 

27 

1 
株式会社センチュリーテクノコア 

有限会社サッシュ弘前 

東北ミシンショーに参加し、ミシンメーカー各社の最新

鋭の機器を見学、最新技術の性能と知識を習得。 

2 有限会社サッシュ弘前 

ジューキ株式会社が主催し、栃木県那須研修センターで

実施している「第 72回基礎Ａコース 5日間」に参加し、

メンテナンスの基本である本縫いミシン２機種のメンテ

ナンス技術、知識を習得。 

28 

1 

有限会社サッシュ弘前 

株式会社ワークス 

株式会社センチュリーテクノコア 

3 年に 1 度開催される「国際アパレル機器＆繊維産業見

本市」を見学し、新時代のモノづくり生産システムの視

察を実施したほか、最先端の繊維技術やトレンドを発信

するセミナーや展示などを見学・受講し、知識を習得。 

2 

有限会社サッシュ弘前 

株式会社ワークス 

株式会社センチュリーテクノコア 

世界的ファッション教育機関である株式会社エスモード

と新商品開発に向けての意見交換及びファッション業界

の現状について意見交換を実施。 

3 

有限会社サッシュ弘前 

株式会社ワークス 

株式会社センチュリーテクノコア 

業界トップクラスの国内縫製企業の視察及び情報交換会

を実施。 

4 有限会社サッシュ弘前 

ジューキ株式会社が主催し、栃木県那須研修センターで

実施している「第 77回基礎Ａコース 5日間」に参加し、

メンテナンスの基本である本縫いミシン２機種のメンテ

ナンス技術、知識を習得。 
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28 

5 
有限会社サッシュ弘前 

株式会社センチュリーテクノコア 

世界的ファッション教育機関である株式会社エスモード

の学生がデザインし、縫製企業協議会が縫製して製作し

た商品が販売されている店舗を訪問。 

6 有限会社サッシュ弘前 

ジューキ株式会社が主催し、栃木県那須研修センターで

実施している「第 78回基礎Ａコース 5日間」に参加し、

メンテナンスの基本である本縫いミシン２機種のメンテ

ナンス技術、知識を習得。 

 

（２）国際化推進アドバイザー活用事業 

   アパレル・ファッション分野をはじめ、幅広い分野に精通したアドバイザーによる、地元産業界と情

報交換会等を実施し、市の産業の活性化をはじめ、市の施策への反映を図るもの。 

  ・アドバイザー：仁野覚（エスモードインターナショナル代表） 

  ・内容 

   ①アパレル産業イノベーションプロジェクト実施にあたってのアドバイス 

        ②平成 29年 1月にフランス・パリで開催された「弘前工芸品展」について工芸品のセレクション及び

アドバイス 

  

（３）アパレル産業イノベーションプロジェクト 

   若手デザイナーと市内縫製企業との「小ロット製品製作」のマッチングに取り組み、若手デザイナー

の活躍の場の創造、地域オリジナルブランド、新たなビジネスモデルの構築等を目指すためのテストモ

デルを実施。 

  ・業務委託契約額 

５，０００千円（委託先：株式会社エスモード） 

  ・参画縫製企業 

有限会社サッシュ弘前、株式会社アルファーソーイング、株式会社センチュリーテクノコア、 

株式会社ワークス 

  ・販売場所 

ラフォーレ原宿 

  ・販売期間 

平成２９年３月１日～３月６日（６日間） 

  ・販売実績 

５９着    

 

（４）全国高等学校ファッションデザイン選手権大会等事業負担金 

   ファッションを通じた地域活性化及びアパレル産業の振興を図るため、全国高等学校ファッションデ

ザイン選手権大会の開催及び「ファッションによるまちづくり」を視野に入れた事業を展開するもの。 

   負担金：５，０００千円 

   （支払先：ファッション甲子園実行委員会 会長 永澤 弘夫） 

 ①第 16回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会 

・開催日 平成 28 年 8月 21 日（日） 
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（1次審査は平成 28年 5月 20・21日に弘前商工会議所内で開催） 

・開催場所 弘前市民会館 

・応募数 141校、3,190作品 

（うち 28都道府県 32校、35作品が最終審査会へ）※全国の高等学校へ募集要項を郵送 

・県内出場校 4校・5チーム 

弘前実業高等学校、柴田女子高等学校、五所川原第一高等学校、八戸工業大学第二高等学校 

・来場者 980名（弘前、青森、五所川原、八戸市内で入場券を販売） 

※入場券販売 500円×494枚 

・審査員 委員長 大塚 陽子氏（ファッションジャーナリスト） 

           原 由美子氏（ファッションディレクター） 

ＡＫＩ氏（ファッションデザイナー） 

 ゲスト審査員 中島 篤氏（ファッションデザイナー） 

        麥田 俊一氏（ファッションデザイナー） 

※ゲスト審査員は最終審査会のみ 

（備 考） 

・H23 よりアップルウェーブ㈱の協力のもと、最終審査会の模様をアップルストリームでライブ配信を

実施 

「ファッション甲子園 2016」ライブ動画再生回数：1,245回（※前年は 611回） 

②広報事業 

a)百石町夜店まつりストリートファッションショー 

   ・開催日 平成 28年 7月 22日（金） 

   ・場 所 百石町路上 

・内 容 白銀学園サンモードスクールオブデザインの協力のもと、路上ファッションショーを実施。 

b)ファッション甲子園デザイン画展 

  ・開催日 平成 28年 8 月 29日（月）～10月 2日（日） 

・場 所 イトーヨーカドー弘前店地下連絡通路 

・内 容 第 16 回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会において応募された県内校のデザイ

ン画、最終審査会選出デザイン画及び受賞作品写真等を展示 

c)白銀学園サンモードスクールオブデザインファッションショー視察 

   ・開催日 平成 28年 11 月 12日（土） 

   ・場 所 弘前中三 8 階スペースアストロ 

・内 容 白銀学園サンモードスクールオブデザインファッションショー視察 

d)青森中央文化専門学校展示 

  ・開催日 平成 28年 12 月 17日（土） 

  ・場 所 アウガ 5階ＡＶ多機能ホール 

・内 容 青森中央文化専門学校が主催するファッションショー会場にて、大会優勝、準優勝、第 3

位作品ならびに県内出場作品を展示 

 

③まちづくり振興事業 

a)ファッション甲子園ＰＲ展示（1）（H28 より実施） 
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・開催期間 平成 28年 7月 1日（金）～8月 21 日（日） 

・場  所 弘南鉄道運行車両（大鰐線・弘南線 各 4 輌） 

   ・内  容 ファッション甲子園入選チームデザイン画展示等 

b)ファッション甲子園ＰＲ展示（2） 

・開催期間 平成 28年 6月 9日（木）～6月 14 日（火） 

・場  所 中三青森本店 8 階 美術工芸サロン 

   ・内  容 ファッション甲子園入選チームデザイン画展示等 

c)ファッション甲子園ＰＲ展示（3） 

・開催期間 平成 28年 7月 29 日（金）～8月 21日（日） 

・場  所 さくら野百貨店弘前店、ルネスアベニュー、まちなか情報センター、ヒロロ 

   ・内  容 ファッション甲子園入選チームデザイン画展示等 

ｄ)ファッション甲子園ＰＲ展示（4） 

・開催期間 平成 28年 8月 1日（月）～8月 16 日（火） 

・場  所 中三弘前店 6階 

   ・内  容 ファッション甲子園入選チームデザイン画展示等 

c)ヒロコレ～ひろさきコレクション～vol.8 

   ・開 催 日 平成 29 年 2月 26日（日） 

・場   所 さくら野百貨店弘前店 1 階特設会場 

・内   容 アパレルショップによる春夏物を中心としたファッションショー 

・来 場 者 計 600名（2回） 

  ・登場店舗 8 店舗 

 

④アパレル産業振興事業 

アパレル講演会事業 

「第 12回ファッションのお仕事最前線～夢を実現するための基礎知識講座～」 

  ・開催日 平成 28年 5 月 16日（月） 

  ・場 所 弘前商工会議所 2階大ホール 

  ・受講料 無料 

  ・内 容 「デザイナーになるためには」  

  ・講 師 中島篤（「ATSUSHI NAKASHIMA」ファッションデザイナー） 

  ・参加者 76名 

 

 

 

 


