
COMPASS
大分県の中小企業と組合のための情報誌 

●特集・・・・・p2
大分県中小企業団体中央会 第67回通常総会 開催
大分県物価高騰対応中小企業等業務改善支援事業

●がんばる組合探訪記・・・・・p6
Living協同組合

●業種別専門委員会開催・・・・・p8
●第74回中小企業団体全国大会案内・・・・・p8
●悩まずどんとこい労働相談週間・・・・・p9
●点と線・・・・・p10

おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組合
●情報組合員レポート・・・・・p11
●ニュースフラッシュ・・・・・p12
●事務局紹介・・・・・p13
●インボイス登録申請について・・・・・p13

VOL.402
2022年

特
集大

分
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

第
６７
回
通
常
総
会 

開
催

8月号

大分県中小企業団体中央会
〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号（大分県中小企業会館4階）

TEL.097-536-6331　FAX.097-537-2644
URL: http://www.chuokai-oita.or.jp

広  告

20    COMPASS



去る６月29日（水）、ホテル日航大分オアシスタワーに
おいて、第67回通常総会が開催されました。会員組合の
代表など308人（委任状含む）が出席、全７議案が原案通
り承認されました。

開催に先立ち、優良組合・組合功労者・組合優良職員に
対し、中央会会長表彰が行われました。表彰は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年・一昨年は行わ
れていなかったことから実に３年ぶりの開催となりました。

総会では、田口芳信副会長の開会宣言に続いて、戸髙有
基会長が挨拶し、「長期化する新型コロナウイルス感染拡

大・原油価格の高騰・円安の影響など中小企業にとって大変厳しい状況が続いています。中央会としては、様々な支援
策を講じて組合及び組合員企業に寄り添った支援を今後も継続していく所存です。」と述べました。また、来賓を代表し
て、広瀬勝貞大分県知事からご祝辞をいただきました。

議長には、安部省祐副会長が選出され、議案審議に入り、上程された全議案が原案通り承認されました。本年度事業
計画において、長期化する新型コロナウイル
ス感染症や原材料価格の高騰など、喫緊の課
題へ対応するべく様々な支援を展開すること
を基本方針としました。具体的には、新型コ
ロナウイルスについては、経営相談窓口の設
置や巡回指導を通じての情報把握を徹底し国
や県に対して施策の実施を働きかけていくこ
ととし、企業組合に重点を置いた「企業組合
経営体質強化事業」、多発する自然災害への対
応を支援する「組合等連携ＢＣＰ対策支援事業」、技能実習事業の適正運営を支援する「大分県外国人技能実習生等入国
時滞在費等補助事業」等の事業を展開し、組合の支援を行っていくことを基本方針としました。また、追加施策として、
原材料価格高騰に対応するための「大分県物価高騰対応中小企業等業務改善支援事業」の実施も盛り込まれました。

なお、本年度は役員改選年であり、任期満了に伴う役員改選により、戸髙有基会長が再選され、副会長には新たに山
田耕司氏、栗屋しのぶ氏が、専務理事には神昭雄氏が選任され、新執行部が決定しました。（※）
※今回、新たに就任した役員の一覧は次ページに掲載

審議された議案、本年度の重点目標は以下のとおりです。
第１号議案　令和３年度事業報告、決算関係書類承認の件
第２号議案　令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）決定の件
第３号議案　令和４年度経費の賦課及びその徴収方法決定の件
第４号議案　役員報酬決定の件
第５号議案　借入金残高の最高限度額決定の件
第６号議案　役員改選の件
第７号議案　字句の一部修正委任の件

令和４年度重点目標
1．巡回指導の充実による組合及び組合員への伴走型支援の強化
2．中小企業の経営基盤強化のための組織化推進
3．連携による企業組合の経営体質強化支援
4．ＢＣＰ策定支援及び連携事業継続力強化計画の推進
5．中小企業の事業再構築、デジタル化、生産性向上の推進
6．外国人技能実習生受入組合（監理団体）の適正化指導及び運営支援
7．専門委員会等による政策提言活動の強化
8．中小企業組合関係団体に対する支援の強化
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■副 会 長
山田　耕司　　大分県ＬＰガス商工組合
栗屋しのぶ　　大分県中小企業団体中央会女性部会

■専務理事
神　　昭雄　　大分県中小企業団体中央会

■常任理事
織戸　和彦　　大分県管工事協同組合連合会
野々下慎一　　佐伯鉄工業協同組合
永岡　壯三　　大分県石油販売協同組合

■理 　 事
赤嶺　リサ　　別府社交飲食協同組合
梅田　一弘　　大分県菓子工業組合
尾倉　重貴　　別府速見自動車整備協業組合

小野　秀幸　　いとふく事業協同組合
笠木　広昭　　大分市水産物仲卸協同組合
川野　大成　　協同組合大分県鉄構工業会
吉良　五男　　大分県コンクリートポンプ工業組合
郡　　尚司　　大分県室内装飾事業協同組合
田邉　　彰　　大分県屋根工事業協同組合
野田　光広　　大分県柔道整復師協同組合
平岩　照正　　大分県印刷工業組合
藤井　俊之　　大分県中小企業団体中央会青年部会
藤田　敬治　　大分県中小企業組合事務局連絡協議会
矢川　政人　　企業組合大分電気サービス
山内　啓嗣　　大分県学校給食パン米飯協同組合

■監 　 事
宮﨑　省三　　企業組合別府おもてなし会議
山本　貴史　　大分県自動車車体整備協同組合

会長表彰
■優良組合（６組合）

高田エルピーガス協同組合　　　　　理事長　在永　　恵
大分中央生コンクリート協同組合　　理事長　渡邉　忠幸
大分県柔道整復師協同組合　　　　　理事長　野田　光広
企業組合あじさい加工所　　　　　　理事長　朝見　智代
大分県央運輸事業協同組合　　　　　理事長　中島　茂樹
おおざい地域振興協同組合　　　　　理事長　長野　辰生

■組合功労者（５名）
木許　直樹　　蒲江船主事業協同組合　理事長
為成玄一郎　　二豊液化ガス協同組合　理事長　
諌山　信嗣　　企業組合アイエスケー　理事長
濱永　章子　　大分県屋根工事業協同組合　理事
東雲　朝則　　大分県板金工業組合　理事長

■組合優良職員（５名）
脇谷　　圭　　大分県中古自動車販売商工組合
橋本　朱利　　協同組合大分県塗装防水仕上工業会
椎原　明宏　　大分県火災共済協同組合
藤澤　百合　　下ノ江造船協力事業協同組合
谷口　浩二　　大分県食糧集荷協同組合

（敬称略、順不同、役職等は総会時の役職）

大分県中小企業団体中央会

第67回通常総会 開催

戸髙有基　会長

山田副会長　就任挨拶

栗屋副会長　就任挨拶

広瀬勝貞　大分県知事

今回新たに就任した役員一覧（重任は除く）

大分県柔道整復師（協）　野田光広　氏

蒲江船主事業（協）　木許直樹　氏

大分県火災共済（協）　椎原明宏　氏

（五十音順・就任年順）
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大分県物価高騰対応中小　企業等業務改善支援事業
特　
集　
2
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組合概要

［理 事 長］ 植山　拓也
［設　　立］ 令和３年４月15日
［組合員数］ ５名
［出 資 金］ 15万円
［主な事業内容］①　組合員の取り扱う建築工事等の共同受注

②　組合員の取り扱う資材及び消耗品等の共
　同購買
③　組合員の事業に必要な資材等の共同生
　産及び加工
④　組合員の事業に関する経営及び技術の改
　善向上又は組合事業に関する知識の普及を
　図るための教育及び情報の提供
⑤　組合員の福利厚生に関する事業

［住　　所］ 大分県中津市大字福島2372-1
（㈱いろは建築技巧内）

［Ｔ Ｅ Ｌ］ 0979-64-7070
［ F A X］ 0979-64-6286
［Ｅｍａｉｌ］ living.coop.nakatsu@gmail.com

植山　拓也 理事長

ため、Ｌｉｖｉｎｇ協同組合の設立に至りま
した。

■組合事業について

　組合の主な事業である共同受注事業は、
令和３年度においては受注件数10件・受
注高約460万円の成果をあげることがで
きました。新型コロナウイルス感染症の
影響もあり、営業活動が難しく、予想し
ていた受注高を下回りましたが、今後継
続して官公庁や民間に営業活動を行うこ
とで、事業の拡大に努めていきたいと考
えています。その他の事業に関しても、
思うように実施できていないものもある
ため、今年度は力を入れていきたいと
思っています。教育事業や福利厚生事業
に関しては、待遇改善という当初組合の
設立の経緯になった大きな部分でもある
ので、より一層組合員全員で力を合わせ、
事業に励んでいきたいと考えています。

■植山理事長より

　現在、組合員は中津市の法人２社・個
人３名でありますが、組合の趣旨に賛同
していただける方を募集しています。組

合員というよりも仲間という形で、堅苦
しくなく捉えてもらえればなと思います。
多くの仲間が集まることで出来ることも
増え、「組合があってよかったな」と思っ
てもらえるのではないでしょうか。少し
でも興味を持ってもらえたら嬉しいです。
次世代を担う大工が集う場所がここには
あります！ご連絡お待ちしております。

■設立経緯

　大工という職業は「危険・きつい・汚
い」の３Kと共に、「休みが少ない、下請
け賃金が安い」など旧態依然とした状態
が続いています。職人の高齢化や若者の
減少など人手不足も深刻であり、業界全
体での環境改善が急務となっています。
　さらに、深刻な人手不足に加え元請建
設会社の短工期化、工具の維持費上昇、
資材や材料の価格も依然として高値で推
移しています。ロシアのウクライナ侵攻
による原油高等の高騰も拍車をかけ、中
小大工事業者の経営は引続き厳しい状況
です。
　私たち中小の大工事業者は人材の確保
や賃金交渉、経費削減に積極的に取り組
み、環境改善に努めてまいりましたが、
個々の企業努力は限界があり、先が見通
せません。
　そこで私たち組合員一同は、組合員の
経営の合理化、取引条件の改善等を図る
こと等を目的に、組合員の取り扱う建築
工事の共同受注を主たる事業とする事業
協同組合を設立しました。その他、後継
者の育成や資材・消耗品の共同購入など、
業界が抱える諸問題に積極的に取り組む

ワークショップの様子計５名の組合員
Ｌ
ｉｖ
ｉｎｇ
協
同
組
合

がんばる組合探訪記
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委員会名 開催日時 開催場所

製造業専門委員会 令和４年７月27日（水）
10：00～11：30

中小企業会館６階

商業専門委員会 令和４年７月28日（木）
13：30～15：00 中小企業会館６階

サービス業専門委員会 令和４年８月４日（木）
13：30～15：00 ホルトホール大分

建設・建設関連専門委員会 令和４年８月９日（火）
13：30～15：00 ホルトホール大分

令和４年度中央会専門委員会開催日程

業種別専門委員会を開催
７月27日（水）～８月９日（火）にかけて中央会専門委員会を開催いたしました。
専門委員会は、製造業、建設・建設関連、商業、サービス業の４部門で構成され、本会
役員が委員となり、各業界から提出された県政・国政への要望事項について審議をす
るとともに、出席委員からの意見・要望等を取りまとめるものです。今回開催された
４部門の委員会での貴重なご意見は、令和５年度の国政・県政予算に関する要望とし
て取りまとめ、今後の中小企業施策に反映されるよう各方面に陳情・要望して参ります。

専門委員会の様子

第74回
中小企業団体全国大会
 長  崎  大  会 
令和４年（2022）11月10日 木 開催
　　　　　　　　　　　　　　14:00～16:30（予定）
■開催場所／出島メッセ長崎（長崎県長崎市尾上町4-1）
■主　　催／全国中小企業団体中央会・長崎県中小企業団体中央会

開催の地は、未来に向けてさらなる進化を見せる「長崎」
第74回長崎大会の会場となるのは、長崎の歴史を代表する出島をイメージした「出島メッセ長崎」。
新長崎駅から直結した生まれたての複合MICE施設。
さらに令和４年（2022年）秋に長崎と佐賀の新しい新幹線が開業します。
他県からのアクセスも便利になり、進化し続ける長崎に、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

　大分県労働委員会では、解雇、賃金未払い、労働条件などの労使間トラブルについて、電話、
来所での相談を無料でお受けします。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

【労働委員会は、労使紛争を解決するための専門的な行政機関です。】
　1　期間
　　　令和 4 年 10 月 1 日（土） ～10 月 7 日（金）

　2　受付時間
　　　平　日　9 時 ～ 20 時（来所の受付は19時まで）
　　　土・日　9 時 ～ 17 時（来所の受付は16時まで）
　　　※土・日曜日の来所の場合の出入り口は県庁舎本館東側通用口。

　3　相談の方法　
　　　（ 1 ）電話相談 0 9 7 －5 3 6－3 6 5 0（相談専用ダイヤル）
　　　　  0 9 7－5 0 6－5 2 5 1
　　　　　　　　 0 9 7－5 0 6－5 2 4 1

　　　（ 2 ） 来所相談 大分県労働委員会事務局（大分県庁舎本館３階）
	 	 	 	 ※来所相談の場合は事前にご連絡ください。
	 	 なお、この期間以外でも、平日（９時～17時）であれば、随時労働相談を受け付けています。

『悩まずどんとこい労働相談週間』
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点と線
情報連絡員レポート

【６月の景況】
　６月のＤＩは、９指標中、７指標が好転、２指標が
悪化という結果となった。
　景況感DI値は、△１０．９となり先月から８．７ポイン
ト好転。また、売上高DIが１１ポイント好転し、収
益状況DIも１５ポイント好転している。
　一方、販売価格DIも＋２４と、先月より２ポイント
好転しており、エネルギー関係や石油製品、食品
等の原材料費高騰を受けて、販売価格への転嫁が
進みつつあることがうかがえる。ただし、一部調査
員のコメントには、「材料費高騰への対応策として
労務費の圧縮が懸念される」との記載もあり、事
業者の苦しい実態も存在している。
　全体としては、多くの指標が、平成３１年度第
１四半期と同水準まで回復してきており、経済活動
が本格化しているもようだが、大分県内における新
型コロナ陽性者数は６月２０日に４３名まで減少した
ものの、その後は急拡大し７月１０日には６６８名に
到達。市況への影響が懸念される。

令和4年６月分

※ＤＩ（ディフュージョン・インデックス）値とは景気の動きを捉えるための指標です。
　計算方法　［（増加・好転組合数－減少・悪化組合数）／調査対象組合］×100

景況感DI値

全国景況感 売上高 収益状況

R1.6 R2.6 R3.6 R4.6

20.0

0.0

－20.0

－40.0

－60.0

－80.0

－100

「材料費高騰の影響大、コロナ再拡大も懸念される」

好　　転 やや好転 変わらず やや悪化 悪　　化

売上高 在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人数 業界の景況

製　
　

造　
　

業

食 料 品

繊 維 工 業

木 材・ 木 製 品

印 刷

窯業・土石製品

鉄 鋼・ 金 属

輸 送 機 器

そ の 他

非　

製　

造　

業

卸 売 業

小 売 業

商 店 街

サ ー ビ ス 業

建 設 業

運 輸 業

おおいたビジネスプラットフォーム
事業協同組合　理事長
社会保険労務士　工藤 和義 氏

増大するカスタマーハラスメント！

　コロナの新たな株の台頭により、感染の落ち着きが見え
ない中で、ただでさえストレスの多い現代社会において、
かなりのストレスが心や言動に大きな影響を与えることに
なっています。
　今回は、ストレス発散等（その他の要因もありますが、
主として）によるカスタマーハラスメントについてご案内
します。
　カスタマーハラスメントは、従業員へ過度の精神的スト
レスを与え、また業務に支障が出るなどのケースもあり、
会社にとっても対応における人員的、金銭的、時間的な損
失の発生や従業員の休職や退職などの戦力的損失なども考
えられます。そのため、会社としても従業員を守るという
ことからパワハラやセクハラとともに対外的な面でのカス
タマーハラスメントへの対応も考えていかなければなりま
せん。
　令和２年度厚生労働省の職場のハラスメントに関する実
態調査で、過去３年間に職場で受けた経験のあるハラスメ
ントについての割合をみると、パワハラ31.3％、セクハラ
10.2％、カスタマーハラスメント15.0％となっていて、
セクハラよりも割合が多い状況となっています。
（※社会保険労務士法人ウインツ　カスハラセミナーレジュメより）

　このカスタマーハラスメントというのは、「顧客等からの
クレーム・言動のうち、その求める内容を満たすための手
段やあり方が常識的に考えても不相応であって、その手段
やあり方が労働者の就業環境を害するもの」となります。
　例えば、「会社の商品やサービスに落ち度がない場合」や
「求める内容が本来の商品やサービスの内容とは関係ない
場合」のに、「暴行・暴言」「威圧的な言動」「土下座の要求」
「個人攻撃」「居座り」などや「金銭補償の要求」「商品交
換の要求」などです。
（※令和３年度厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュア
ル作成事業検討委員会より）

　このようなカスタマーハラスメントが与える影響として
は次のようなものがあるとされています。
【従業員にとって】
・業務に対しての影響（集中できない、不安など）
・体調不良や対応への恐怖などによる配置転換・休職・退
　職など
【会社にとって】
・対応等の時間浪費
・従業員の業務時間のロス（通常業務への時間が減少）
・金銭的損失（値下げその他和解などでの金銭や商品の提

　供など）
・会社イメージの低下

　また、状況によっては、カスタマーハラスメントが度を
超えるような場合には、刑法などで脅迫罪や恐喝罪、強要
罪や威力業務妨害罪などにも該当することがあります。継
続的に若しくは要求が理不尽にエスカレートしてくる場合
には警察等への相談も必要となるかもしれません。
　会社が、カスタマーハラスメントに対して適切な対応を
していない場合に、従業員から損害賠償を求められること
もあります。
　また、顧客トラブルに対して、初期対応からトラブルへ
の相談体制をしっかりと行っていたため、会社の責任はな
いとした裁判例もあります。
　今後に向けて、企業競争において「真の顧客主義」を社
会の趨勢の中で、認識を新たにするとともに、理不尽な顧
客からの要求に対して適切な対応を取ること、そのことが
人的資産である従業員を守る企業の責務となることを考え
対処することが必要となります。
　カスタマーハラスメントへの取り組みとしては以下の準
備を進めます。
①企業の方針や対応への姿勢を明確にして、従業員への周
　知を図る。
②従業員のための相談体制の整備
③ハラスメント行為への対応方法と手順の作成
④従業員へのクレーム等への対応の教育を実施
実際に起こった際の対処として
①事実関係の確認と対応
②従業員への配慮（個人での対応から組織への対応への切
　り替え）
③再発防止のための取り組み

　従業員同士や組織内でのハラスメントも大きな問題では
ありますが、対外的な相手の「顧客という立場」が、勘違
いの客意識として「優位、権力」のような圧力姿勢を生み、
片や従業員は「組織への影響や個人の業績、評価、担当者
意識」など板ばさみ的な状態でハラスメントの矢面に立つ
ことで、「相談できず、逃げることもできない」状態に追い
込まれることもあります。
　人手不足の折、その中で頑張っている従業員が、「何か
あっても“組織が支えてくれる”という安心感」を持てる
ことが企業としての存在価値として見られるようになるの
ではないかと思います。

以上

全体（n=1200） 一度だけ経験した（n=440） 時々経験した（n=590） 何度も繰り返し経験した（n=170）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％

特に影響はなかった

その他

入院した

通院したり服薬をした

会社を休むことが増えた

眠れなくなった

職場でのコミュニケーションが減った

仕事に対する意欲が減退した

怒りや不満、不安などを感じた

4.5

4.9

0.8

0.9

67.6

46.2

12.4

13.8
14.1

11.4
21.2

5.5
4.2
5.9
4.3

2.7
8.8

1.1
0.7
0.6
1.7

1.2
5.3

11.6
13.0
10.7
11.2

16.6
8.0

17.1

34.8
51.5

57.1

54.3
74.1

79.4

令和2年度厚生労働省
職場のハラスメントに関する実態調査より
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ニュース フラッシュNews
flash

■全国中小企業青年中央会令和４年度通常総会及び創立30周

年記念式典開催

　去る６月３日（金）、東京都「明治記念館」において、全

国中小企業青年中央会（全国UBA）令和４年度通常総会及

び創立30周年記念式典が開催されました。

　式典では優良組合青年部として、全国中小企業団体中央会

会長表彰を大分市管工事協同組合青年部会（小野剛会長）が

受賞しました。栄えある受賞おめでとうございます。

………………………………………
■豊の国商人塾・35期生の卒塾式が行われました

　７月15日（金）に大分センチュリーホテルにおいて豊の

国商人塾の卒塾式が開催され、35期生31名が卒塾しまし

た。

　卒塾式では、佐々木茂塾頭より卒塾生代表に卒塾証書が授

与された後、名誉塾長である広瀬勝貞大分県知事に代わり、

吉田一生副知事が当日出席し、名誉塾長の祝辞を代読されま

した。

　卒塾式終了後には、塾長をはじめ塾生OBらとともに記念

撮影が行われました。

　豊の国商人塾では、36期生の募集も行っております。ご

興味のある方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先：大分県商店街振興組合連合会　事務局
　　　　　　　　TEL　097-536-3056

………………………………………
■大分県中小企業組合士協会の通常総会が開催されました

　７月27日（水）にアートホテル大分において大分県中小

企業組合士協会の通常総会が開催されました。当日は、総会

開催にさきがけて昨年度の組合士検定試験合格者７名の表彰

式が行われ、伊藤良文会長より合格代表者に表彰状が贈呈さ

れました。

　総会終了後の研修会では、大分県商工観光労働部 先端技

術挑戦課 課長 佐藤元彦氏をお招きし、「宇宙への挑戦」とい

うテーマで宇宙ビジネスについてご講演いただきました。

　なお、当協会では新たな会員を募集しています。当協会で

は、会員の資質向上を目的に、検定試験の開催、スキルアッ

プ研修・視察研修会への参加、各種情報提供など様々な取

り組みを実施しております。本年度の組合検定試験について

は、下記の記事をご確認ください。

………………………………………
■組合士検定試験のご案内

　中小企業組合士制度とは、中小企業組合の役職員等として

一定の実務経験を重ねた方を対象に職務の遂行及び指導に必

要な知識に関する試験を行い組合士の称号を与える資格制度

で、組合に関わる者としての資質向上、組合の健全な発展を

図ることを目的として昭和49年より中小企業庁の後援を得

て実施しています。本年度は大分県で下記日程にて開催しま

すので皆様のご応募をお待ちしております。

試験日時：令和４年12月４日（日）
試験場所：大分県中小企業会館６F　中会議室
※申込書は中央会にご用意しておりますのでお問い合わせ
ください。
　また、受験者を対象に事前講習会も予定しております。
お問い合わせ先：大分県中小企業団体中央会
　　　　　　　　（組合士担当）阿南（岳）
　　　　　　　　TEL　097-536-6331

………………………………………
■おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」認証を

取得してみませんか

　おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」とは、

自社の従業員の仕事と子育ての両立を支援していただく企

業・事業所です。大分県が、子育てをサポートする企業とし

て認証することにより、認証企業のイメージアップや社会的

評価の向上を図り、多くの企業に認証を受けていただくこと

で、子育て応援社会の実現を目指す制度です。認証・登録さ

れると、大分県のホームページなどで広く県民に紹介され、

認証マークを名刺等で使用することで企業イメージの向上が

図れます。また、企業の社会的評価が向上し、優秀な人材が

確保しやすくなる、連携した金融機関の融資金利の優遇を受

けることができます。詳しくは当会へご相談ください。

………………………………………
■機関誌で紹介する組合を募集しています

　本誌に登場していただける組合を募集しています。組合の

活躍状況や業務PRなど、他組合の参考事例とさせていただ

きます。組合の情報発信、組合員間相互の連携に向けた一助

として、ぜひご協力ください。

表彰式の様子

インボイス発行事業者の登録申請を検討するためのフローチャート

現在、消費税の申告をしていますか？
（課税事業者ですか？免税事業者ですか？）

問い合わせ先　軽減 ・インボイスコールセンター　☎0120-205-553

　インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組み（簡易課税制度や仕入税額控除に関する経過措置
等）について正しく理解する必要があります。詳しくはお近くの税務署、または顧問税理士、軽減・インボイス
コールセンター等にお問い合わせください。
　商工会議所では、インボイス制度に関する情報提供や講習会の開催等を検討しています。

販売先は事業者ですか？一般消費者ですか？

2023年10月１日からイ
ンボイスを発行したい場
合、原則として2023年
３月31日までに登録申請
をする必要があります。

基本的に登録不要と考えられます。
ただし、少しでも事業者への販売
（例：飲食店における法人利用等）
がある場合は、登録申請をご検討い
ただいた方がよいかもしれません。

インボイスの発行を
希望する場合（免税
事業者は発行不可）、
① 消費税の課税事業

者への転換
② インボイス発行事

業者の登録申請
を検討する必要があ
ります。

はい
（課税事業者です）

事業者 一般消費者

いいえ
（免税事業者です）

検討するに
あたって

メッセージ
　「大分県飲食業生活衛生同業組合」、最初に聞いたときは、長い難しい名前の組織だなと、思っていました。
平成21年３月に入職したので、早いもので13年が過ぎてしまいました。日々を積み重ねて、多くの方のお
知恵とお力をお借りして、ここまで来ることができました。
　「食」に係る人たちを縁の下の力持ちとして支える仕事は、とても楽しくやりがいがあります。日々の業
務の中で、組合員さんから「ありがとう」と感謝の言葉を頂くと、本当に嬉しいです。事務局の業務内容は
多岐にわたっていて、大変なこともありますが、私はこの仕事に就いてい
ることに誇りをもって、頑張っています。
　ここ３年ほどは、コロナウイルス感染症の影響で、飲食店を取り巻く状
況は厳しいですが、こんな時こそ、組合組織がよろず相談所として頑張っ
ています。組合員さんが毎日笑顔で過ごせるお手伝いをする為に、これか
らも精進していきたいです。

経　歴
平成21年３月　入職
平成24年６月　中小企業組合士　取得
平成28年４月　事務局長　就任
平成30年７月　大分県組合士協会　監事　就任

大分県飲食業生活衛生同業組合
事務局長　田邉幸子　氏

組合事務局職員の紹介
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大分県央運輸事業協同組合
代表理事　　　中　島　茂　樹

〒873-0025　大分県杵築市大字溝井1484番地20
TEL（0978）62-2320
FAX（0978）62-2736

津久見鉱業協同組合
代表理事　　　戸　髙　有　基

〒879-2471　津久見市合ノ元町５番18号
TEL（0972）82-3120
FAX（0972）82-3349

暑中お見舞い申し上げます 暑中お見舞い申し上げます広  告 広  告

電気の安全・安心をお届けいたします

企業組合大分電気サービス
理事長　崎　野　敏　彦

外　組合員一同

〒870-0835　大分市上野丘１丁目６番11号
TEL（097）578-8515　FAX（097）578-8518

協同
組合 大分県塗装防水仕上工業会

代表理事　 麻　生　英　治
協同
組合 大分県鋼橋塗装工業会

代表理事　 佐　藤　圭　介
〒870-0108　大分市三佐２丁目10番５号
TEL（097）521-5228　FAX（097）521-5087

災害時・緊急時の
ライフライン確保に貢献いたします

大 分 市 管 工 事 協 同 組 合
代表理事　織　戸　和　彦　　外　役員一同

協業組合大分管工事センター
代表理事　阿　部　善一郎　　外　役員一同

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）558-6976　FAX（097）556-1517

E-mail:kankouji@kk-center.or.jp

事業内容

■大分市管工事協同組合
●組合員の行う官公需の共同受注・資材の共同購買
●組合員に対する教育情報事業・福利厚生事業
●組合員のための共同労務管理・金融事業 他
■協業組合大分管工事センター（官公需適格組合）
●給水管接続工事・下水支管取付に関する業務
●漏水修理・漏水調査・管路調査業務
●貯水槽清掃業務・水道メーター検針業務 他

水道工事の事なら
豊富な経験・優れた技術・まかせて安心・安全な管工事協同組合加盟店へ

（組合員86社は全て大分市上下水道局指定工事事業者です）

大分市管工事協同組合加盟店が快適な暮らしをお手伝いします！
☆☆　水は限りある資源です　ムダをなくして節水を　☆☆

（ワイヤーメッシュ、鉄筋加工）
大分県佐伯市蒲江大字丸市尾浦1608番地

株式会社 愛 商 大 分
代表取締役　樺　島　　　榮

TEL 0972-44-0161　FAX 0972-44-0465

大分県鉄筋工事業協同組合
理事長　伊　藤　敏　宏

〒879-0105　大分県中津市大字犬丸2167番地１
㈱伊藤鉄筋工業内

TEL 0979-53-9513　FAX 0979-53-9514

大分県管工事協同組合連合会
会長　織　戸　和　彦

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）551-1637　FAX（097）556-9681

赤帽　緊急配送・単身引越し

「急な引越しが決まった」「一日貸切って配達したい」
など、ご相談ください。
ご利用の日時の限定など、お客様のご都合に合わせて
ご利用いただけます。

〇緊急配送　〇定期便　〇単身引越し

事務所/大分市花園１丁目７番76号
TEL　097-546-2030
FAX　097-546-5030
E-mail：oita@akabou.jp

赤帽大分県軽自動車運送協同組合

無邪気に遊べる川づくり　未来に託す浄化槽

大分県水処理事業協同組合
　　理 事 長　　　野見山　　　浩
　　副理事長　　　牧　　　真　志
　　副理事長　　　野　上　文　和

大分市水処理事業協同組合
　　理 事 長　　　牧　　　真　志
　　副理事長　　　森　口　和　也
　　副理事長　　　安　部　貴　弘

〒870-0883　大分市大字永興1481番地
 日商産業ビル201号
TEL （097）576-9655　FAX （097）576-9677
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