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〔秋田〕能代商工会議所月報

３月27日　新入社員合同入社式および研修講座を開催。新入社員たちが新たな
スタートを切った。
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　国内経済は、マイナス金利による個人消費や設備投資の増加により穏やかな回復基調にあるものの、多発す
る自然災害や新興国の経済の減速、最近の米国の長期金利上昇による、株価・為替の大きな変動等不安要素を
抱え予断を許さない状況にあります。
　そうしたなか、地域、中小企業にとりましては、人口減少による消費の低迷や後継者問題に起因する廃業に
よる厳しい経営環境が続いており、さらに雇用情勢は堅調に推移しているものの、県内他地域より低い若年労
働者の地元への就職率、小売業界を取り巻く社会環境の変化等々克服すべき課題が山積し、地域課題への対応
を迫られております。
　このような状況ではありますが当商工会議所は、地域の活力を担っている中小、小規模企業の経営力向上の
ため、一昨年に経済産業大臣の認可を受けた｢経営発達支援計画｣に基づき、小規模事業者の販路拡大、経営計
画の策定など、伴走型経営を支援しており、引き続き、巡回指導や窓口相談、セミナー開催などを通じて小規
模事業者の経営課題等を把握し、よりきめ細やかな伴走型による経営支援を実施してまいります。
　特に、創業支援の一環として昨年９月に商工会館に開設した｢女性創業支援室オフィス・フォー｣を活用し、
能代に来れば ｢何かがある｣ ｢新しいことが出来る｣ と思っていただけるよう、創立70周年を契機に関係機関と
協力して次世代の産業人材を育成する事業に取り組みます。
　次に、地域の賑わいづくりについてですが、以前は中心市街地には人々を引きつける多様な要素が集積して
おり、賑わいは人々を街に引きつける魅力でありました。
　しかし、医療、文教施設、商業施設等が郊外へ移転するとともに、地域の大きな課題であります少子・高齢
化と人口減少が急速に進展するなか、今後の魅力ある「まちづくり」 については、居住の促進や賑わいの創出
を図る必要があります。そのため、部会活動を通して産業界ごとの課題を具体的に抽出し、地域及び各関係機
関に働きかけをしてまいります。
　このような大変厳しいときにこそ、会議所活動の原点に立ち返り、 ｢会議所は、会員のためにある｣ というこ
とを念頭に置き、会員の意向が反映される取り組みを進めるため、行政はもとより関係機関団体等との連携強
化を図り、地域総合経済団体である商工会議所が標榜する経済の活性化に向けて、既成概念に捉われること無
く、引き続き、役職員一丸となり、変化に即応した新しい時代に対応する、積極的な事業運営に努めて参りま
す。

平成30年度事業計画

　１地域産業振興策の推進
❶地域産業の活性化に向けた取組み
・起業家育成の支援　　　　　　　　　　　　・日本海沿岸東北自動車道の早期開通要望
・能代港の積極的な利活用への取組み　　　　・エネルギー産業等の推進
・雇用の機会創出　　　　　　　　　　　　　・貿易証明発行業務

❷地域の活性化と賑わいの創出
❸観光振興による経済活性化に向けた事業の取組み
・第16回「港まつり能代の花火」の開催　　 ・能代七夕「天空の不夜城」運行の支援
・インバウンドに向けた環境整備対策　　　　・その他イベント等への協力

　２ 中小企業の経営力の強化
❶中小企業の経営力の強化
・経営支援体制の強化　　　　　　　　　　　・会員サービスの充実
・消費税増税に向けた支援事業の実施　　　　・各種講演会、研修会の開催
・記帳指導の充実と記帳機械化の推進　　　　・小規模企業・セーフティ共済の普及推進
・各種調査の実施、情報の提供

❷企業再生支援の促進
❸創業、経営革新に向けた取組み
❹事業承継に向けた取組み
❺国・県等の中小企業振興施策の推進
❻金融支援の推進

　３ 会議所運営の活性化と組織拡充
・正副会頭会議、常議員会、部会長会議及び議員総会の定期的開催
・各部会の開催による活動、運営強化　　　
・行政及び商工団体等との情報交換・連携強化
・小規模企業振興委員会の開催　　　　　
・移動商工会議所の開催
・会員増強対策と各種共済の普及拡大　　
・各種検定試験の実施
・景況調査及びＬＯＢＯ調査等各種調査の実施
・次代を担う青年部、経営を担う女性会活動の支援と連携の強化
・受託団体の運営
・商工会館の管理・運営

　４ 関係機関との連携強化
・日本商工会議所　　　　　　　　　　　　　・東北六県商工会議所連合会
・秋田県商工会議所連合会・各地商工会議所、商工会　　・東北経済団体連合会

　５ 内部牽制
・職員のコンプライアンス徹底や職員会議の定例化　　　・監事による内部監査の実施（年２回）
・外部講師を招いてのコンプライアンス研修

　６ その他
・会員に適切な助言を行うため職員の資質向上に努めます。
・会員に必要とする事業については、年度途中においても柔軟に対応します。

能代商工会議所能代商工会議所

～事 業 活 動 方 針～

～事 業 計 画～
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珠算優良生徒表彰状伝達式
　３月26日(月)、日頃から珠算技能の習得に努力している生徒を表彰する珠算優良生徒表彰式を能代商工
会館で開催した。対象者は、各教室１年以上の皆勤者、珠算能力検定試験１級合格者、その他生徒の模範
となる者等に該当する生徒となっており、今年度は22名の生徒が表彰された。

〈荒川そくさん教室〉
栗　田　翔　太
後　藤　蒼　羽
佐　藤　滉　太
平　川　魁　倫
中　嶋　梨　乃
長谷川　　　新
相　澤　真　帆
牧　野　琴　子
〈開明そろばん教室〉
菊　池　仁之介
成　田　樹　佳
松　岡　璃　音

〈石川珠算教室〉
川　村　泰　生
田　村　治　豊
田場川　昇　希
加賀谷　　　音
鎌　田　凛　音
藤　嶋　怜　菜
〈なりた珠算教室〉
工　藤　幸　輝
渡　部　　　葵
中　村　胡　音
大　村　彩　華
成　田　　　奏

珠算優良生徒表彰状伝達式平成29年度

受賞者

労働保険年度更新のお知らせ
◆会議所に事務委託をしている事業所

どんなメリットが
あるの？

問い合わせ　　　TEL：0185－52－6341　能代商工会議所 労働保険事務組合担当

4/16㈪まで 6/1㈮～7/10㈫まで
◆事務委託をしていない事業所

あらかじめお送りしている年度更新の書類に
必要事項を記入し、期日までに能代商工会議所へ
お持ちいただくかお送り下さい。

　能代商工会議所では事業主の方から委託を受けて、労働保険の事務を代行しています。
　ハローワークへ行く時間がなかなか作れない、人手不足のための事務処理に困っている等、労働保険の対
応に苦慮している中小事業主のみなさんは、当事務組合をご利用ください。

期日までに最寄りの監督署でお手続きください。

●事業主の事務の手間が省けます。
●労働保険料の金額に関わらず３回に
分割納付できます。

●労災保険に加入することができない事業主や
家族従業員等も、労災保険に特別に加入する
ことができます（特別加入制度）。

通常議会総会を開催能代商工会議所

　３月27日（火）、当所通常議員総会を開催し、平成30年度事業計
画（案）並びに一般会計、特別会計の収支予算（案）が承認されまし
た。広幡会頭より「地域を支える経済団体として、創業や事業承継、
地域のにぎわいの創出などを多くの経済活性化につながる取り組みを
積極的に展開していきたい」と述べました。
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（１口につき１マスを進呈致します）
※参考：前売マス席一般販売価格10,000円（税込）

第16回「港まつり能代の花火」の
ご協賛について（お願い）

雨天決行・荒天順延　翌22日,23日
打上げ場所／能代港下浜ふ頭

　「港まつり能代の花火」は７月21日（土）に能代港下浜ふ頭を会場に開催します。
　時節柄、出費多端な折ではございますが、個人並びに企業の皆様方からのご協賛を頂きながら、さらなる
内容の充実を図り、地域の活性化に寄与してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
◆ご協賛いただいた皆様には、プログラムへの掲載と花火観覧マス席（１口につき１マス）を進呈いたします。
また、マス席追加ご希望の方は事前にご連絡をお願いいたします。なお、ご協賛１口あたりの追加マス席は
２マスまでとさせていただきます。

◆プログラム作成の都合上、プログラムの掲載は５月25日までの協賛企業となりますのであらかじめご了承
ください。

〔お問い合わせ先〕／能代の花火実行委員会（能代商工会議所内）　TEL0185-52-6341　FAX0185-55-2233

http://www.noshirohanabi.com

広告効果抜群のスポンサー花火も併せて募集しておりますので、スポンサー花火をご希望の方はお問い合わせ下さい。
ご説明にお伺い致します。（２社以上の合同によるスポンサー花火（30万円～）も可能です。）

ご 協 賛 金 は 、 お振込先 金融機関
1口 13,000円
複数の口数をお受け致します。複数の口数をお受け致します。

口座名義　能代商工会議所
※集金をご希望の場合は、ご連絡いただければ担当職員がお伺いいたします。

秋田銀行能代市支店
北都銀行能代支店
羽後信用金庫能代支店

普通預金
普通預金
普通預金

599991
6134807
1093322

前売券販売は

６月13日㈬から
インターネット先行予約販売は

販売ページURL
http://noshironohanabi.cart.fc2.com/

（6月29日㈮17：00まで）

4月10日㈫13：00～ 販売場所　能代商工会館１F
販売時間　９：00～17：00
　　　　　（※土日祝日も販売）

販売開始
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　昨年の第５回「天空の不夜城」運行に際しましては、ご協賛を賜り誠にあ
りがとうございました。
　今年も８月３日・４日、イオン能代店前の国道101号で開催いたします。
昨年は東京ドーム出演効果もあり、県内外から多くのお客様にお越しいただ
きました。今年は、更に観客の皆様に喜んでいただけるための企画に取り組
んでおります。
　運行に際しましては観客の皆様の安全確保を第一優先に進めてまいります。
　ご協賛のご支援をいただきたく、お願い申し上げます。

※能代市内の金融機関窓口では記念品として、お一人様につき１本、今年新規製作の「オリ
ジナル手ぬぐい」を差し上げております。ＡＴＭ、インターネット等でお振込の場合は郵
送いたしますので、お手数でも事務局までご連絡くださいますよう、よろしくお願い致
します。（直接、窓口（商工会議所２F）にても受付けております。）

※協賛企業名は七夕ＰＲチラシ等に掲載しますが、個人協賛のお名前は掲載しませんので
ご了承ください。

運行に伴う協賛のお願い

◉広告協賛金額
　1、大型田楽 1基金 5万円
　2、一般田楽 1基金 2万円
　3、企業協賛 1口金 1万円より
◉個人協賛 1口金 2千円より

お振込先　金融機関

能代七夕「天空の不夜城」協議会

秋 田 銀 行 能 代 支 店
北 都 銀 行 能 代 支 店
青 森 銀 行 能 代 支 店
み ち の く 銀 行 能 代 支 店
羽 後 信 用 金 庫 能 代 支 店
秋田県信用組合能代支店
あきた白神農業（協）本店

普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通貯金

1029930
6146226
3007307
2621441
1097897
0332599
0011442

口座名義

3　・4㊎
日

㊏
日

8月

運行

［お問い合わせ先］能代七夕「天空の不夜城」協議会事務局
TEL  0185－52－6344
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ワンストップ移動相談所

〒016－0822　秋田県能代市東町8－9　 TEL             0185－53－5243／FAX 0185－52－3708
URL      　h t t p : / /www . sh i r a k am i . o r . j p / ̃ i k i /　携帯090－1060－8275

お料理
￥2,500～￥5,000

☆御予算など詳細はお気軽にご相談下さい。☆御予算など詳細はお気軽にご相談下さい。

飲み放題
￥1,500（2時間）＋

但し、月曜日～木曜日までは飲み放題3時間です。
【例】お料理　2,500円の場合
　　お刺身、盛り皿、サラダ、カルパッチョ、漬物、その他タイ飯や鍋物、ピザなど
　　その日の仕入れで変わる場合も有り。

2次会などお一人様3,000円で飲み物、料理付きもございます。お膳料理もございます。お一人様4,000円～

「商工会議所福祉制度キャンペーン」
実施のお知らせ

「商工会議所福祉制度キャンペーン」
実施のお知らせ

［お問い合わせ］　能代商工会議所　TEL ： 0185－52－6341

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を４/16～６/30に実施いたします。本キャンペーン
は『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただく
ことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な
保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただきます
ようお願い申し上げます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所および
アクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

公益財団法人あきた企業活性化センター　総合企画部　総合相談課　　TEL 0185-860-5610　FAX 018-863-2390

企業経営や創業に関する課題解決にご利用ください！

　あきた企業活性化センターでは、県内各地域で移動相談所を開設しております。課題解決にお悩みの方は、是非ご相談ください。

相談対象者 　現在県内で事業を行っている個人及び法人、県内での創業を検討している個人が対象です。

相 談 内 容 　　●経営全般　●資金関係　●設備関係　●技術関係　●人材育成　●新商品開発
  　　●新分野進出　●創業　●その他

開設日時及び開催場所 【開 設 日】　毎週火曜日（8月14日並びに12月25日～1月3日は開設しません。）
    【開設時間】　10：30～15：00

月 日 ４月

 山本地域振興局  15日 19日  7日  2日 20日  15日  12日 

 北秋田地域振興局 10日 29日  10日  4日  6日 11日  19日

▶　山本地域振興局 能代市御指南町１－10 総務企画部地域企画課 0185－55－8004
▶　北秋田地域振興局 北秋田市鷹巣字東中岱76－１ 総務企画部地域企画課 0186－62－1251

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月場 所

※相談を希望される場合は、できるだけ開催日の３日前までにお申し込み下さい。（３日前が土・日・祝日の場合はその前日までとなります。なお、事前のお申し込みは、開設日当日
　の相談を効率的に行うためのものであり、事前のお申し込みがなくとも当日の相談は可能です。）

開設場所の住所及び連絡先

平成30年度　ワンストップ移動相談所
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あらゆる印刷物お気軽にご相談下さい。
●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●飲食店用メニュー　●カード（ポイント・メンバーズ等）
●パンフレット　●シール　●包装紙　●チラシ　●ポスター（B2：515mm×728mmまで）
●大判ポスター（最大1.2m×20mまで　少ロット用）

〒016-0806　能代市清助町2-2　tel.0185-54-6633　fax.0185-54-6606
URL  http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail  ogp@hamanasu.co.jp

平成29年度補正予算　小規模事業者持続化補助金平成29年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
日本商工会議所

お問い合わせ先　能代商工会議所　中小企業相談所　0185－52－6342

・経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金（補助率2／3）が出
ます。

・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
・小規模事業者が対象です。

申請にあたっては、作成された「経営計画書」（様式２）・「補助事業計画書」（様式３）の写しを地域の商工会議所
に提出のうえ、上記の「事業支援計画書」（様式４、すべての事業者）・「事業承継診断票」（様式６、代表者が60歳
以上のすべての事業者）の作成・交付を依頼してください（これら「事業支援計画書」・「事業承継診断票」も申請
に必要な書類です）。　締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早目に（できる
だけ締切の一週間前までに）お願いいたします。

◆応募スケジュール
1.申し込み受付開始　平成30年３月９日（金）
2.当所への申請書類一式の送付締切　平成30年４月27日（金）必着
3.採択結果公表　平成30年７月中旬（予定）
4.補助事業実施期間　「交付決定通知書」記載の交付決定日後から平成30年12月31日（月）まで

◆補助対象者
 卸売業・小売業 常時使用する従業員の数　５人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数　20人以下
 サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数　５人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数　20人以下

◆対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であ
ること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための取組であること。
＜補助対象となり得る取組事例＞
・新商品を陳列するための棚の購入…【機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付…【広報費】
・ネット販売システムの構築…【広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加…【展示会出展費】
・新商品の開発…【開発費】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言…【専門家謝金】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

◆補助率・補助額
・補助率　補助対象経費の2/3以内
・補助上限額　50万円 ○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
   ○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。

◆補助事業終了後の実績報告書の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書
および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。
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会員の窓

あらゆる印刷物お気軽にご相談下さい。
●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●飲食店用メニュー　●カード（ポイント・メンバーズ等）
●パンフレット　●シール　●包装紙　●チラシ　●ポスター（B2：515mm×728mmまで）
●大判ポスター（最大1.2m×20mまで　少ロット用）

〒016-0806　能代市清助町2-2　tel.0185-54-6633　fax.0185-54-6606
URL  http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail  ogp@hamanasu.co.jp

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）

●事業内容…
　ステップワールド英語スクール（元ＬＬ英語教室）
は、今年で開設11年目となります。
　現在、約50名の小学生、中学生、高校生、社会人が
在籍しています。40年に渡るＬＬ英語教室の実績を基
に、試験や入試だけではなく、コミュニケーションの
手段として英語を学べる授業を行っています。
●力を入れている事…
小学生クラス：英語の発音、リズム、「聞く、話す、
読む、書く」の基礎をバランスよく身につけます。
中学クラス：中学レベルの語彙、文法、構文などの総
合力を身につけます。
高校クラス：文法、語彙、読解、作文など様々な角度
から英語を学び、受験と実用に役立つ英語力を身に
つけます。
社会人会話クラス：日常的な英語を聞き話せる力と、
海外旅行に役立つ表現を身につけます。

●お客様へのメッセージ…
　聞けて話せる英語を学び、正しい発音を身につけた
い。英語の読み書きと文法をしっかり習得したい。テ
スト、英検、入試にも役立つ英語を身につけたい。こ
のような人にステップワールド英語スクールをお勧め
します！

●事業内容…

　能代に移転して８年、様々な方々に支えられ

て営業しています。カウンター６席、小上がり

３部屋、完全個室１部屋を、利用状況によりお

選び頂けます。

●力を入れていること…

　お客様の要望にお応えするコース等、色々用

意しています。フグやあんこう、八つ目や鯨な

どの特別なコースも満足いただけるよう、心を

込めて料理させていただきます。また、地産地

消を県外の方にも地元の方にも楽しんでもらえ

るように用意しております。

●お客様へのメッセージ…

　一度利用していただければ二度、三度と来た

くなるようなサービス提供に勤めてまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ステップワールド英語スクール
（代表者　佐藤直人）
能代市富町13-25
TEL 090－1065－6585
E-mail honests31@nexyzbb.ne.jp

肴の市場　満月
（代表者　五十嵐翼）
〒016－0871　能代市柳町6－13
TEL 0185－55－3699
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Information

編集／発行所　〔秋田〕能代商工会議所　秋田県能代市元町11-7　電話0185-52-6341（会員の購読料は会費に含まれております）

業　種：保険業
住　所：能代市元町11－7
　　　　能代商工会館3F
ＴＥＬ：0185－55－2580
ＦＡＸ：0185－52－3249

アクサ生命保険㈱
大館営業所能代分室

に勤務する

「永石　悠真」
です。

　能代市出身で、東京に10年間暮らしたのち、昨年

能代に戻ってきたことを機に、アクサ生命で勤め始

めました。

　アクサ生命の持つ商品の魅力、そして地元の福

祉・共済制度の推進という業務に、とてもやりがい

を感じております。自分の故郷であるこの能代の地

にて、商工会議所の共済制度を通じて少しでもお役

にたてるように誠心誠意がんばってまいりますので、

宜しくお願いいたします。

会員短信

　４月に入り暖かい陽気に包まれる
日々が多くなり、４月は新しい生活や
出会いが始まる季節でもあります。み
なさまにはどんな春が訪れていますか？
　私は毎年この季節がくると、昨年の

春を必ず思い出します。そして「前より成長できたか」
「自分はどう変わったか」、去年と今の自分を比較する
とともに、１年を通して様々なことがあり、色々な人に
支えられながら今の自分があることを痛感します。
　支えられるありがたさを噛みしめながら、自分も１人
でも多くの人を支えられるよう、さらに励んでいきたい
と改めて思いました。
　みなさまもこの春を起点に新しい１年が始まると思い
ます。新たな目標・夢に向かって進む全てのみなさまに
エールを送ります。　　　　　　　　　（松橋　大地）

〔住所・TEL・FAX変更〕
◇畑クリーンサービス㈱
　新　能代市扇田字扇渕4－13
　　　TEL 74－6203　FAX 74－6204
　旧　能代市浅内字玉清水73
　　　TEL 52－5203　FAX 52－5204
〔代表者変更〕
◇㈱綜合通信
　新　代表取締役　佐藤　憲子
　旧　代表取締役社長　西方　善憲
◇㈱佐藤ファーム 
　新　代表取締役社長　佐藤　雄樹
　旧　代表取締役社長　佐藤　雄幸
◇北日本建設㈱ 
　新　代表取締役　石田　時夫
　旧　代表取締役　原田　新栄
〔事業所名変更〕
◇新　らーめん　えびす
　旧　STAR　BAR

新入会員の紹介
◇㈱能代水産
　代表者　遠藤　誠司
　部会：商業
　住所：能代市字鳥小屋36－1
　TEL：52－1101　FAX：52－1100

４月４月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 
17日㈫

 金融相談 能代商工会館 10：30

  青年部通常総会 プラザ都 18：00

 
• 能代商工会議所では 
 独占禁止法 
 下請法 
 消費税転嫁対策 
 特別措置法 

 の相談を 
 受け付けています。  
 
• 内容・御希望により
公正取引委員会の 

 窓口を紹介します。 
 
【お問合せ】能代商工会議所 中小企業相談所（ＴＥＬ0185-52-6342） 

御利用ください！ 
 独占禁止法相談ネットワーク 

こんなときは・・・ 
 下請取引のトラブル 

 
 消費税の転嫁拒否 

 
 取引先の販売価格へ

の関与 


