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総 会 次 第 
 

 

 
1. 議  事 

（1） 第１号議案 令和元年度（2019 年度）事業活動報告に関する件 

（2） 第２号議案 令和元年度（2019 年度）一般会計決算報告に関する件 

（3） 第３号議案 令和元年度（2019 年度）監査報告に関する件 

（4） 第４号議案 令和 2 年度（2020 年度）事業計画に関する件 

（5） 第５号議案 令和 2 年度（2020 年度）一般会計予算に関する件 

2. その他 

3. 閉 会 
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第 1 号議案 令和元年度（2019 年度）事業活動報告に関する件 
 

令和元年度事業活動報告書（平成 31 年 4 月 1 日～令和２年 3 月 31 日） 

 

特定非営利活動法人石狩市文化協会 

      

1. 特定非営利活動に係る事業 

１） 市民文化祭等文化事業の開催及び協力に係る事業 

l 石狩市、石狩市教育委員会並びに当文化協会の共催による市民文化祭は、

当文化協会の会長が実行委員長を務め、市民の文化活動の意識啓発を図ると

ともに、文化活動の発表及び鑑賞の場を提供し、市民手作りの、地域に根差し

た文化活動の推進に努めました。 

l 鑑賞事業として、「新田親子２０周年記念コンサート」の公演を行い、構成団体

の会員及び市民へ、優れた芸術・文化に直接触れる機会を提供しました。 

開催日 令和元年 8 月 25 日  

花川北コミュニティセンター  

来場者 469 名 

l 「俳句のまち～いしかり～」事業として、石狩市との共催により全国公募による第

15 回俳句コンテストを実施、107 名の応募がありました。併せて市内の小中学

生を対象に第 14 回（こども俳句コンテスト）を開催し、小中学校併せて 2,685 句

の応募がありました。 

l 文化講座事業として「石狩河口橋音頭を踊ってみませんか」「俳句実践教室」

「歌声ひろば」「書」「お琴」「百人一首」の６講座を（2 回～4 回）を開催し、６講座

併せて延べ 125 名が参加しました。 

l 文化振興事業として、ギター奏者戎屋聖一郎さんによる「ギターを横に弾く人」

コンサート」を企画しましたが、新型コロナウィルス感染症対策として中止しまし

た。 

２） 文化振興への貢献・功績に対する顕彰に係る事業 

l 文化振興への振興・発展に貢献された「石狩アマチュア無線クラブ」が石狩市

表彰：教育文化功労を受賞、石狩市教育委員会表彰に「望来獅子舞保存会」

が教育功労章を受賞しました。 

３） 市民文化振興に係る情報発信事業 

l 当文化協会の活動及び文化振興に関する情報機関紙として、広報「かがやき」

第 35号を発行し、構成団体会員、市民及び関係団体・機関に配布するとともに、

広く情報提供に努めました。 

４） 市民文化団体の育成及び活動促進に係る事業 

l 当文化協会の構成団体が行う芸術・文化活動を支援するため、６団体に助成

金を交付するとともに 11 団体に名義後援を行いました。 

l 石狩市が行うロビー展・ロビーコンサートに、構成団体からロビー展に 1 団体、

が参加して作品を披露しました。 
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５） 市民文化に係る研修及び交流事業 

l 茨戸ガーデンにて新年交流会を開催。18 名の来賓を含め、参加者 77 名が、相

互の会員同士の交流と親睦を深めるとともに、関係団体・機関との連携・強化に

努めました。 

６） 文化教育施設の管理・運営事業 

l 石狩市から「石狩市学び交流センタ―（学校教育施設棟）管理運営業務」を

16,350,000 円で受託し、石狩市学び交流センタ―の学校教育施設棟部分（星

置養護学校紅葉山校舎）の管理運営業務を行いました。 

l 石狩市と「石狩市学び交流センターの管理運営に関する協定書」を締結し、こ

れまで単年度契約だった石狩市学び交流センタ―の社会教育施設棟部分の

管理運営業務を、指定管理者として４年間行うことといたしました。 

７） 他団体・関係機関との連絡調整及び連携事業 

l 令和元年 8 月 18 日、石狩市花川北コミュニティセンターで当協会主管による

「第 39 回石狩管内文芸交流大会」を開催しました。会場には、管内の文芸関係

団体から約百名が参加し、交流を深めていました。基調講演は石黒隆一氏(石

狩市郷土研究会事務局長)による「過去から未来に、寄港地の絆をつむぐ北前

船」。歓迎アトラクションには、泉流恵千翔会並びに新コスモス会演芸部の方々

による石狩河口橋音頭。事例発表には、石の花俳句会代表の赤繁忠弘氏によ

る「俳句のまち〜いしかり〜を通じて」が行われました。 

l 九月八日に新篠津村自治センターで第 43 回道民芸術祭兼第 46 回石狩管内

郷士芸術祭舞台部門が行われ、当協会から「コル・ソナーレ」、「カラオケサーク

ル花音」が出演しました。  

l 10 月 27 日から 31 日、かでる２・７にて全道シルバー作品展が行われ、当協会

から短詩型の部に「石の花俳句会」から４名、絵画の部に、防風林が出展しまし

た。  

l 11 月９日、10 日には新篠津村自治センターで第 43 回道民芸術祭兼第 46 回

石狩管内郷土芸術祭展示部門が行われ、当協会から書道部門に「書の研究石

狩市書道協会」、文芸部門に「石の花俳句会」、「石狩憩吟社」が出展しました。 

2. その他の事業 

 該当なし  
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第２号議案 令和元年度（2019 年度）一般会計決算報告について 
令和元年度（2019 年度）一般会計決算書 
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特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 
 

    令和２年 3 月 31 日現在  
（単位：円） 

 
 

その他の事業会計貸借対照表 該当なし 

科目 金額
I 資産の部
1. 流動資産
現金預金 10,055,253
未収金 118,000
流動資産合計 10,173,253

2. 固定資産
(1)有形固定資産
有形固定資産計 0

(2)無形固定資産
無形固定資産計 0

(3)投資その他の資産
投資その他の資産計 0

固定資産合計 0
資産合計 10,173,253

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金 5,245,074
未払法人税等 305,200
前受金 0
預り金 63,662
流動負債合計 5,613,936

2. 固定負債
固定負債合計 0

負債合計 5,613,936
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 4,014,953
繰越利益 -88,010
当期正味財産増減額 632,374
その他利益剰余金 計 4,559,317

正味財産合計 4,559,317
負債及び正味財産合計 10,173,253
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特定非営利活動に係る事業会計財産目録 

      令和２年 3 月 31 日現在 （単位：円） 

 

その他の事業会計財産目録 該当なし

科目 金額
I 資産の部
1. 流動資産
現金預金
現金 39,289
北海道信金（法人）一般 6,830,016
北海道信金（法人）記念事業積立 263,383
ゆうちょ（法人） 2,922,565

118,000
未収金
流動資産合計 10,173,253

2. 固定資産
(1)有形固定資産
有形固定資産計 0

(2)無形固定資産
無形固定資産計 0

(3)投資その他の資産
投資その他の資産計 0

固定資産合計 0
資産合計 10,173,253

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払金 5,245,074

未払法人税等
未払法人税等 305,200

前受金
前受金 0

預り金
預り金 63,662

流動負債合計 5,613,936
2. 固定負債
固定負債合計 0

負債合計 5,613,936
正味財産 4,559,317
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その他事業収支 
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令和元年度（2019 年度） 特別会計積立金決算書（３月 31 日現在） 
 

○50 周年記念事業積立金                     （単位：円） 

項   目 収  入 支  出 摘     要 

前年度繰越金 253,382   

預金利息 1   

30 年度積立金 10,000   

合   計 263,383   

 

○文化会館建設資金積立金                      （単位：円） 

項   目 収  入 支  出 摘     要 

前年度繰越金 2,912,565   

 預 金 利 子 
 

  

  30 年度積立金 10,000   

    

合   計 2,922,565   
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第３号議案 令和元年度（2019 年度）監査報告に関する件 

 

監 査 報 告 
 

 
令和元年度の一般会計並びに積立会計の収支にかかわる｢会計帳簿｣及び証拠書類

を監査した結果、それら関係書類は適正に処理されていることを確認しましたので、ご報

告いたします。 

 
 

        令和２年  月  日 

 
 

                監 事  太田 義弘 

 

 

                監 事  栗栖 妙子 
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第 4 号議案 令和２年度 (2020 年度)事業計画に関する件 
 

令和２年度 (2020 年度)事業計画（案） 
 

1. 事業活動方針 

 特定非営利活動法人石狩市文化協会は、構成団体との連携を図りながら組織の充実強化

と発展に努め、市民としての自覚のもと、郷土に根ざした文化・芸術活動を通して文化の香り

高き「まちづくり」に寄与することを目標に、次の事項を推進する。 

（１） 文化団体としての活動を促進し、組織の充実を図る。 

（２） 芸術文化の鑑賞及び発表の機会の拡充を図る。 

（３） 芸術文化に関する資料の収集と提供を推進する。 

（４） 郷土意識の高揚と郷土芸能の発掘普及を図る。 

（５） 文化施設の整備充実及び早期建設の機運醸成に努める。 

（６） 各部門の事業推進を図り、各団体の発展と助成に努める。 

（７） 国際文化交流の推進を図る。 

（８）「俳句のまち～いしかり～」事業の更なる充実発展に努める。 

（９） 文化教育施設の管理・運営事業を確実に実施する。 

（10） 文化協会主催の文化講座の開催と充実を図る。 

 

1. 重点目標 

（１） 各団体の発表会等を積極的に援助する。 

（２） 石狩管内及び北海道文化団体協議会の事業に積極的に参加する。 

（３） 石狩市民文化祭、公民館祭りに積極的に参加する。 

（４） 文化協会独自の鑑賞事業の開催と内容の充実に努める。 

（５） 「俳句のまち～いしかり～」事業の充実発展に努める。 

（６） 市民を対象とした文化講座の開催と内容の充実に努める。 

（７） 石狩市学び交流センターの指定管理および受託管理事業を確実に実施する。 

（８） 市役所ロビー展、ロビーコンサート参加による文化意識の高揚を図る。 

（９） 広報「かがやき」の充実に努める。（第 36 号の発刊） 
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第５号議案 令和元年度 (2019 年度)一般会計予算に関する件 
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他事業 

 


