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総 会 次 第 
 

 

 
1. 開 会   

2. 資格審査報告 

3. 会長挨拶 

4. 来賓挨拶 

5. 議長及び議事録署名人選出 

6. 議長就任挨拶 

7. 議  事 

（1） 第１号議案 令和２年度（2020 年度）事業活動報告に関する件 

（2） 第２号議案 令和２年度（2020 年度）一般会計決算報告に関する件 

（3） 第３号議案 令和２年度（2020 年度）監査報告に関する件 

（4） 第４号議案 令和３年度（2021 年度）事業計画に関する件 

（5） 第５号議案 令和３年度（2021 年度）一般会計予算に関する件 

（6） 第６号議案 役員改選に関する件 

 

8. その他 

9. 議長退任挨拶 

10. 閉 会 
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令和３年度特定非営利活動法人石狩市文化協会表彰 

 

「文化奨励賞」（10 年以上の活動） 

 

水彩画ノースポール（代表者：今堀冷子） 
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第 1 号議案 令和２年度（2020 年度）事業活動報告に関する件 
 

令和 2 年度事業活動報告書（令和 2 年 4 月 1 日～令和３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

た文化活動の推進を目的に準備を進めましたが、新型コロナウィルス感染症の

流行を考慮し、中止といたしました。しかしながら、12 月 27 日（日）、舞台部門

6 団体の参加による D V D 収録事業を実施しました。 

l 鑑賞事業として、「上方落語の会」の公演を予定していましたが、市民文化祭同

様新型コロナウィルス感染症の流行を考慮し、中止といたしました。 

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

16 回俳句コンテストを実施、114 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 15 回（こども俳句コンテスト）を開催し、小中学校併せて 2,334 句

の応募がありました。 

l 文化講座事業として「ウォーキングレッスン」「俳句教室」「歌声ひろば」「篆刻」

「チョークアート」「お正月飾り」の６講座を開催しました。 

l 文化振興事業（春の公演）は新型コロナウィルス感染症の流行を考慮し、中止と

いたしました。 

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「石狩太鼓同好会」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「石狩大谷子供劇団碧い海」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 36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、２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。 
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５） 市民文化に係る研修及び交流事業 

l 例年開催している新年交流会は新型コロナウィルス感染症の流行を考慮し、中

止といたしました。 

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

16,093,000 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」を締結してい

る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行いまし

た。 

７） 他団体・関係機関との連絡調整及び連携事業 

l 10 月１日から５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６名、写真の部に、「トリムフォトクラブ」から４

名が出展しました。  

l 11 月７日、８日にはアートウォーム（石狩市）で第 44 回道民芸術祭兼第 47 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」、写真部門に「石

狩写真クラブ」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２年度（2020 年度）一般会計決算報告について 
令和２年度（2020 年度）一般会計決算書 

 

科目 金額
Ⅰ�経常収益

1.�受取会費
正会員受取会費 82,500
賛助会員受取会費 20,000 102,500 

2.�受取寄付金
受取寄付金 835,851 835,851 

3.�受取助成金等
受取民間助成金 150,000
受取国庫補助金 5,555,000 5,705,000 

4.�事業収益
鑑賞事業 0 
俳句のまち事業 114,000 
文化振興事業 30,000 
受託等管理事業 28,422,250 28,566,250 

5.�その他収益
受取利息 3,208 
雑収益 76,248 79,456 

経常収益計 35,289,057 
Ⅱ�経常費用

1.�事業費
人件費

給料手当 5,178,918
法定福利費 264,906
福利厚生費 0

人件費計 5,443,824 
人件費以外の経費

業務委託費 6,633,552
謝金 271,400
印刷製本費 286,550
会議費 �
旅費交通費 296,400
通信運搬費 241,578
消耗品費 1,775,597
修繕費 703,030
水道光熱費 9,734,637
賃借料 532,809
租税公課 89,300
支払手数料 18,790
支払助成金 272,000
雑費 1,723

人件費以外の経費計 20,857,366 
事業費計 26,301,190 

2.�管理費
人件費

給料手当 3,799,200
法定福利費 647,614

人件費計 4,446,814 
人件費以外の経費

謝金 3,300
会議費 600
交際費 0
旅費交通費 85,900
通信運搬費 144,149
消耗品費 348,510
賃借料 210,032
諸会費 20,000
支払手数料 1,470
雑費 80

人件費以外の経費計 814,041 
管理費計 5,260,855 

経常経費計 31,562,045 
税引前当期純損益金額 3,727,012 
法人税等 0 
未払法人税等 747,800 
当期正味財産増減額 2,979,212
前期繰越正味財産額 4,014,953 
次期繰越正味財産額 6,994,165 
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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３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 13,623,493
未収金 1,762
流動資産合計 13,625,255

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 13,625,255

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金 6,008,644
未払法人税等 -747,800
前受金 31,050
預り金 47,032
流動負債合計 5,338,926

2. 固定負債
固定負債合計 0

負債合計 5,338,926
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 4,014,953
繰越利益 544,364
当期正味財産増減額 3,727,012
その他利益剰余金 計 8,286,329

正味財産合計 8,286,329
負債及び正味財産合計 13,625,255
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特定非営利活動に係る事業会計財産目録 

      令和３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

財産目録 　令和３年3月31日現在
科目 金額

I 資産の部
1. 流動資産
現金預金
現金 110,481
北海道信金（法人）一般 10,303,943
北海道信金（法人）記念事業積立 273,387
ゆうちょ（法人） 2,935,682

未収金 1,762
流動資産合計 13,625,255

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 13,625,255

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払金 6,008,644

未払法人税等
未払法人税等 -747,800

前受金
前受金 31,050

預り金
預り金 47,032

流動負債合計 5,338,926
2. 固定負債
固定負債合計 0

負債合計 5,338,926
正味財産 8,286,329
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その他部門収支 
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令和２年度（2020 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 263,385   

預金利息 2   

令和 2 年度積立金 10,000   

合   計 273,387   

 

○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 2,925,682   

 預 金 利 子 
 

  

令和 2 年度積立金 10,000   

    

合   計 2,935,682   
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第 4 号議案 令和３年度（2021 年度）事業計画に関する件 
 

令和３年度（2021 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 37 号の発刊） 
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第５号議案 令和３年度（2021 年度）一般会計予算に関する件 

 

科目 金額
Ⅰ�経常収益

1.�受取会費
正会員受取会費 87,000
賛助会員受取会費 20,000 107,000 

2.�受取寄付金
受取寄付金 300,000 300,000 

3.�受取助成金等
受取民間助成金 1,264,000
受取国庫補助金 5,555,000 6,819,000 

4.�事業収益
鑑賞事業 200,000 
俳句のまち事業 150,000 
文化振興事業 46,000 
受託等管理事業 28,630,000 29,026,000 

5.�その他収益
受取利息 75 
雑収益 107,925 108,000 

経常収益計 36,360,000 
Ⅱ�経常費用

1.�事業費
人件費

給料手当 5,200,000
法定福利費 265,000
福利厚生費 0

人件費計 5,465,000 
人件費以外の経費

業務委託費 6,747,000
謝金 320,000
印刷製本費 571,000
会議費 700
旅費交通費 316,000
通信運搬費 280,000
消耗品費 1,610,000
修繕費 800,000
水道光熱費 11,000,000
賃借料 560,000
租税公課 200,000
支払手数料 42,600
支払助成金 500,000
雑費 42,700

人件費以外の経費計 22,990,000 
事業費計 28,455,000 

2.�管理費
人件費

給料手当 3,800,000
法定福利費 600,000

人件費計 4,400,000 
人件費以外の経費

謝金 10,000
会議費 2,000
交際費 160,000
旅費交通費 120,000
通信運搬費 150,000
消耗品費 350,000
賃借料 210,000
諸会費 20,000
支払手数料 10,000
雑費 8,000

人件費以外の経費計 1,040,000 
管理費計 5,440,000 

経常経費計 33,895,000 
税引前当期純損益金額 2,465,000 
法人税等 0 
未払法人税等 900,000 
当期正味財産増減額 1,565,000
前期繰越正味財産額 4,014,953 
次期繰越正味財産額 5,579,953 
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その他部門 
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（6） 第６号議案 役員改選に関する件 

 

 

役員 氏名 新任・再任

理事 富木　須磨子 再任

理事 木村　峰子 再任

理事 進藤　五郎 再任

理事 二上　朋子 再任

理事 浅野　良子 再任

理事 宇野　博徳 再任

理事 金子　康幸 再任

理事 飯尾　亜紀仁 再任

理事 佐々木　ノブ子 再任

理事 栗谷　幸介 再任

理事 根本　壽夫 再任

理事 赤繁　忠弘 再任

理事 今堀　冷子 再任

理事 池田　幸夫 再任

理事 佐々木　大介 新任

理事 清水　雅季 新任

監事 安達　啓子 新任

監事 太田　義弘 再任


