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新年経済懇談会　牧田 和樹会頭挨拶

新年経済懇談会　三浦 瑠麗氏による講演会
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先月の事業Pick Up
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新年経済懇談会

市内6団体 新春懇談会

第一イン新湊において、本所が主催する新年経済懇談
会を開催しました。

第一部に国際政治学者の三浦 瑠麗氏をお迎えし「最
近の国際政治情勢」と題して、ご講演いただきました。
講演会には約160名が聴講し、2020年11月に控えた、ア
メリカ大統領選挙についてお話しいただき、民主党・共
和党の各候補者の動向をお話しいただきました。

第二部では、夏野市長、橘衆議院議員をはじめ、官公
庁、 国、県、市議会
や関係機関、本所役員・議員など、142名が参加し、新春懇談会が開
催されました。乾杯後には射水市指定文化財 祝謡「新湊めでた」を参
加者全員で謡い開宴。地域経済の発展や、当地域の将来について活発
な意見交換が行われ、大いに盛り上がりました。

射水市の6団体主催の新春懇談会が、第一イン新湊で開かれました。
各団体間の連携を深めるため、市と市議会、市商工会、いみず野

農協、新湊漁協と本所の6団体より約130名が出席しました。夏野市
長、牧田 和樹会頭他、団体の長よりあいさつをいただき、吉野市議
会議長の乾杯のあと、出席者は今年も相互の連携と射水市の更なる
飛躍を誓い懇親を深めました。

▲夏野市長 ▲橘衆議院議員 ▲（左）永森県議会議員
（右）八嶋県議会議員

1月21日に入所した経営支援課 主事　磯部 和佳奈と申します。十数年ぶりに
射水に戻り、地元で働けることに喜びを感じています。皆様のお手伝いができる
よう、一つ一つの業務に取り組んでいきたいと思います。よろしくお願い致します。

経営支援課 主事　磯部 和佳奈挨拶新 入 職 員
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1/21 新湊青色申告会  福祉施設への訪問

生活関連部会 部会員交流事業

新湊青色申告会は万葉苑・七美ことぶき苑を訪問し、鉢花を贈りまし
た。この事業は、新湊青色申告会が身近な福祉事業として、平成13年より
毎年開催しています。門嶋会長より鉢花を手渡され、入居者の皆さんは嬉
しそうに微笑んでいらっしゃいました。

生活関連部会主催の視察研修を1泊2日にて参加者38名で実施
しました。当部会では「選ばれる街・店を目指す～未来に活力
を～」をテーマとし活動しており、これまで平成29年度は『八尾
町散策』、平成30年度は『内川再発見ツアー』を実施してきまし
た。今年度は、小江戸として知られる『川越』『首相官邸』の視察
研修と大相撲初場所国技館での相撲観戦を行いました。

『川越』での散策は、月曜日でしたが多くの観光客で賑わって
いました。蔵造りの重厚な町並みを着物姿で観光するカップルやスイーツを片手に観光する女性グルー
プ等で賑わっていました。大正モダンな洋風建築や、懐かしの菓子屋横丁、隠れ家的古民家カフェな
ど、さまざまな時代へタイムスリップしたような街並みに、参加者の皆さんは内川周辺をどうしたら
多くの観光客が訪れる観光地となるのか？何が違うのか？と熱心に語り合いながら街歩きを楽しんでい
らっしゃる姿が多く見受けられました。

首相官邸は、通常のツアーでは訪問することができない国の中枢機関を見学しました。また、二桁の勝
ち星がかかった、初場所千秋楽の相撲観戦では、地
元力士の朝乃山を参加者全員で声援してきました。

1泊2日のバス旅行を通じて部会員同士の交流が深
まりました。そして今後本所が実施するセミナーや
視察等に積極的な参加に繋がれば幸いです。

1/26.27

会議所

2/12

3/32/12

3/62/14

2/20

3/1

2/21

2/23

2/25

2/20

主な今後の動き
女性会新年会
視察研修会（13日まで）

正副会頭会議青年部理事会

射水市雇用対策推進協議会
いみず企業見学バスツアー

宿泊飲食部会
「視察研修会」

経営セミナー「強い
職場をつくる！」

射水市雇用対策推進協議会 
射水市合同企業説明会

青年部全国大会
（22日まで）

簿記検定試験

総務委員会

小規模事業者経営
改善資金審査会（水）

（火）（水）

（金）（金）

（木）

（日）

（金）

（日）

（火）

（木）

先月の事業Pick Up
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■　主な公的融資制度の利率
金 融 関 係

■　日本政策金融公庫
   定例相談会

◎ご利用の方は、事前に本所(TEL.84−5110)
　までご予約をお願いします。

資 金 名 利率（年）

日本政策
金融公庫

（国民生活事業）

マル経融資 1.21%

普通貸付 1.21〜2.85%

富山県 小口事業資金 1.80%以内

射水市 中小企業
振興資金 1.80%以内

アドバイザー等 開催日時

高岡支店国民生活事業
　・小口の事業資金融資
　・創業支援・地域活性化支援
　・国の教育ローン、
　　恩給・共済年金等を
　　担保とする融資 随時受付中
富山支店中小企業事業
　・中小企業への
　　長期事業資金の融資
　・国の中小企業政策に
　　基づいた支援

（令和2年2月1日現在）

【相談会場】射水商工会議所1階相談室

公益社団法人 高岡法人会
公益社団法人 高岡法人会

公益共催セミナー
■日　時／

■場　所／
■演　題／

■講　師／

令和2年2月26日（水）
14：00〜15：30
高岡商工ビル 4F
健康経営実践の為のホワイト企業
認定資格の必要性について
ティーぺック株式会社
特別認定講師　平山 貴之 氏

事前に必ず電話にて申し込みお願いします

〈申込･お問い合わせ先〉
公益社団法人 高岡法人会
TEL.23−8855  FAX.26−1216

入場
無料

インフォメーション

決算の方法、決算書・確定申告書の書き方、消費税申告
書の書き方、その他の納税申告についての税務相談を
無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

●税務署から送付されてきたハガキまたは決算申告書類
●昨年分の決算書確定申告書控え
●前年中の収入や必要経費が分かる帳簿類
・現金出納帳、経費帳、買掛帳、売掛帳 等
・給与、公的年金所得の場合
　源泉徴収票（または給与支払証明書）
●各種控除証明書
・国民年金、健康保険、生命保険、地震保険、小規模企業共済 等
・住宅借入金等特別控除を受ける方は関係書類
・配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得が分かる書類
●マイナンバーカードまたは通知カードおよび身分証明書
●預貯金口座番号（還付を受ける方）
●印鑑

相談は無料です。一切の費用はかかりません。
税理士および経営指導員等が各種相談に応じます。

2月17日（月）～3月13日（金）
9：00～16：30（土日・祝日は除きます。）
※消費税および地方消費税（個人事業者）の
　ご相談は3月31日（火）まで
※本所での相談期間は3月13日（金）までです
　が、申告納税締切日の3月16日（月）まで
　受付を行います。
射水商工会議所 1階 確定申告相談室

［税務相談員による相談日程］時間／13：30～16：00

［申告相談に必要な主な書類］

本所受付

会 場

月　日 相談員
2月18日（火） 中野　岳　税理士

2月19日（水） 加治　功　税理士

2月25日（火） 荒谷　進　税理士

2月27日（木） 北山　勲　税理士

3月  4日（水） 姫野 拓雄　税理士

3月  5日（木） 北山 　剛　税理士

3月11日（水） 後谷 誠二　税理士

3月13日（金） 福田 千尋　税理士

決算・確定申告
相談窓口のお知らせ

※相談は随時受け付けておりますが、事前相談予約により待ち時間
なくスムーズに税務相談が行えます。（相談時間は1回30分程度）
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創業時は「関原商会」として海老江地区を中心とし
た地域で、バケツやジョーロ、長持ち等のブリキ製品
を製造販売しておりました。その後、時代の変化に伴
い、屋根・外壁・雨どい等の施工を行う建築関連の業
種に転換した際に、屋号を「関原板金工業所」に改名
し、今に至ります。
昨年創業100周年の節目を迎えられたのは、地域の皆

様のおかげであり、とても感謝してお
ります。皆様に恩返しをしたいという
思いから、100周年を機に、射水市へ
金一封を寄付させていただきました。

これまで培ってきた技術を磨きつつ、時代の変化に合わせてお客様の要望にも
柔軟に応えていきたいと思っております。特に若い世代の方々にもっと建築板金
の仕事を知っていただきたいという思いが強く、今後はHPをはじめSNS等の媒体
を活用したPRを行い、仕事の幅を増やしていきたいです。
また、自社独自の立体的なCG図や設計図を提案することで、お客様に施工後の

イメージが伝わりやすくするよう工夫をしたり、目視
できない高所の屋根や外壁の点検にドローンを活用し
たりするなど、デジタル化によるアフターフォローに
も取り組んでまいります。
これからも創意工夫を重ね、お客様から感謝され、

必要とされる事業所を目指していきたいと思います。

どこにでも取材に行きます。お気軽にお問い合わせ
ください。 〈TEL.84−5110／担当 宮垣 まで〉

掲載企業を募集しています

■　このコーナーでは、本所会員事業所の新しい取り組みを広くご紹介します。

関原　範之さん

関原板金工業所

代　表

　第11回目は、昨年創業
100周年の節目を迎えら
れた関原板金工業所の
関原 範之さんにお話を
伺ってきました。
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私たちの仕事は、衣食住のうちの「住」を担う大切な仕事です。私た
ちが関わった住宅は、家族とともにその家庭にとって何十年も長い間、
かけがえのない存在となります。その住宅に私たちの仕事が息づいてい
ると感じることこそ、私たちの仕事の醍醐味であります。若い世代の職
人さんにももっとそうした仕事を通じた喜びを知ってもらいたいと思い
ます。また私は射水商工会議所青年部の会員としての活動も行っていま
す。青年部活動で得た人脈や経験を社業の発展に繋げていきたいです。

事業所名
代表者名
所 在 地
電 話
e - m a i l
創業年月
事業内容

：関原板金工業所
：関原 範之（4代目）
：射水市海老江848
：0766−86−0064
：info@hikiyama.net
：大正8年1月
：建築板金業

お店の特色は？

これからの展望は？

アピールポイントは？

▲射水市より贈られた感謝状

▲代表の範之さん（左）と先代の茂さん（右）

▲独自のCG図（左）と設計図（右）




