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総 会 次 第 
 

 

 
1. 議  事 

（1） 第１号議案 令和３年度（2021 年度）事業活動報告に関する件 

（2） 第２号議案 令和３年度（2021 年度）一般会計決算報告に関する件 

（3） 第３号議案 令和３年度（2021 年度）監査報告に関する件 

（4） 第４号議案 令和４年度（2022 年度）事業計画に関する件 

（5） 第５号議案 令和４年度（2022 年度）一般会計予算に関する件 
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令和４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） 

 

石狩写真クラブ（代表者：進藤五郎）様 
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第 1 号議案 令和３年度（2021 年度）事業活動報告に関する件 
 

令和３年度事業活動報告書（令和３年 4 月 1 日～令和４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。しかしながら、新型コロナウィル

ス感染症の流行に伴い、展示部門の会場として予定していた花川南コミセンが

ワクチンの集団接種会場となったことから、会場をアートウォームに変更し、１ヶ

月間の長期開催といたしました。また、花川北コミセンを会場とした舞台部門

は、これも新型コロナウィルス感染症の影響のため会場利用が制限を受け、１日

間へ短縮して開催いたしました。 

l 鑑賞事業として、「札幌ジャズアンビシャス」の公演を実施いたしました。開催に

あたっては、感染症防止対策を勘案した中で、来場者の動線を考慮し、会場の

設営と誘導を行い事業の安全な開催に努めた。入場者数は２６２人。 

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

17 回俳句コンテストを実施、１５８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 16 回（こども俳句コンテスト）を開催し、小中学校併せて 2,444 句

の応募がありました。 

l 文化講座事業として「季節のアロマグッズ作り」「消しゴムはんこと楽しいカード

作り」「レザークラフト」「オリジナルハーバリュウム」の４講座を開催しました。 

l 文化振興事業（春の公演）は「戎屋聖一郎ギターコンサート」を学び交流センタ

ーで開催しました。入場者数は５０人。 

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「石の花俳句会（代表：赤繁忠弘）」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「石狩混声合唱団

（代表：池田寿男）」が教育功労章、浅野玉城さんが芸術文化功績章を受賞さ

れました。 

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 37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３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 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、令和３年度も中止と

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

16,500,000 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。金額は、11,235,000 円。 

７） 他団体・関係機関との連絡調整及び連携事業 

l 10 月 22 日から 26 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名が出展しました。  

l 11 月 27 日、28 日には当別町西当別コミュニティセンターで第 45 回道民芸術

祭兼第 48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３年度（2021 年度）一般会計決算報告について 
令和３年度（2021 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 78,500
賛助会員受取会費 25,000 103,500 

2.�受取寄付金
受取寄付金 340,000 340,000 

3.�受取助成金等
受取民間助成金 980,000
受取国庫補助金 5,635,000 6,615,000 

4.�事業収益
鑑賞事業 265,000 
俳句のまち事業 158,000 
文化振興事業 18,000 
受託等管理事業 29,049,600 29,490,600 

5.�その他収益
受取利息 109 
雑収益 74,842 74,951 

経常収益計 36,624,051 
Ⅱ�経常費用

1.�事業費
人件費

給料手当 5,211,884
法定福利費 265,191

人件費計 5,477,075 
人件費以外の経費

業務委託費 8,260,728
謝金 128,500
印刷製本費 443,585
交際費 20000
旅費交通費 292,840
通信運搬費 203,916
消耗品費 1,425,828
修繕費 419,880
水道光熱費 11,650,628
賃借料 756,388
租税公課 205,700
支払手数料 42,315
支払助成金 109,000
雑費 248,230
広告宣伝費 66,000

人件費以外の経費計 24,273,538 
事業費計 29,750,613 

2.�管理費
人件費

給料手当 3,799,200
法定福利費 697,393

人件費計 4,496,593 
人件費以外の経費

業務委託費 39,600
謝金 8,000
会議費 0
交際費 24,000
旅費交通費 90,400
通信運搬費 154,115
消耗品費 429,036
賃借料 232,300
諸会費 20,000
支払手数料 17,330
雑費 0

人件費以外の経費計 1,014,781 
管理費計 5,511,374 

経常経費計 35,261,987 
税引前当期純損益金額 1,362,064 
未払法人税等 531,500 
当期正味財産増減額 830,564 
前期繰越正味財産額 7,538,529 
次期繰越正味財産額 8,369,093 
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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４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 13,918,434
立替金 -18,768
未収入金 1,485
流動資産合計 13,901,151

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 13,901,151

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金 4,927,804
freee MasterCardワイド 890
未払法人税等 531,500
前受金 12,150
預り金 59,714
流動負債合計 5,532,058

2. 固定負債
固定負債合計 0

負債合計 5,532,058
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 7,538,529
当期正味財産増減額 830,564
その他利益剰余金 計 8,369,093

正味財産合計 8,369,093
負債及び正味財産合計 13,901,151
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特定非営利活動に係る事業会計財産目録 

      令和４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４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 15,024
北海道信金（法人）一般 10,670,652
北海道信金（法人）記念事業積立 283,389
ゆうちょ（法人） 890,689
ゆうちょ（振替口座） 3,680
ゆうちょ（定期） 2,055,000

立替金 -18,768
未収金 1,485
流動資産合計 13,901,151

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 13,901,151

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払金 4,927,804

freee MasterCardワイド
freee MasterCardワイド 890

未払法人税等
未払法人税等 531,500

前受金
前受金 12,150

預り金
預り金 59,714

流動負債合計 5,532,058
2. 固定負債
固定負債合計 0

負債合計 5,532,058
正味財産 8,369,093
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その他部門収支 
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令和３年度（2021 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 273,387   

預金利息 2   

令和 3 年度積立金 10,000   

合   計 283,389   

 

○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 2,935,682   

 預 金 利 子 7   

令和３年度積立金 10,000   

    

合   計 2,945,689   
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第3号議案令和3年度(2021年度)監査報告に関する件

監査報 出
口

令和3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4年5月ﾉ7日
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第 4 号議案 令和４年度（2022 年度）事業計画に関する件 

 

令和４年度（2022 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) 会員事業への支援を行い、会員活動の発展に努める。 

(7) 国際文化交流の推進を図る。 

(8) 石狩市外の文化団体との連携に努め、芸術文化の底上げを図る。 

(9) 「俳句のまち～いしかり～」事業を通して、俳句文化の振興を図る。 

(10) 文化教育施設の管理・運営事業を確実に実施する。 

(11) 文化講座の開催を通して、会員の拡大を促進する。 

 

2. 重点目標 

（１） 文化施設建設のための基盤づくりを強力に推進する。 

 

3. 事業項目 

 

No. 事業種別 事業名 事業内容

1 独⾃事業 鑑賞事業 公演事業、毎年8⽉

2 独⾃事業 ⽂化講座 年間１０講座、100⼈

3 独⾃事業 春の公演 公演事業、毎年3⽉

4 独⾃事業 事業⽀援 会員開催事業への⽀援 10万円限度

5 共催事業 市⺠⽂化祭 ⽯狩市、⽯狩市教育委員会と共催

6 共催事業 俳句のまち〜いしかり〜 ⽯狩市、⽯狩市教育委員会と共催

7 啓発事業 広報かがやき 広報誌発⾏ 毎年3⽉発⾏

8 啓発事業 ⽂化協会ホームページ 随時更新

9 会員関係 新年交流会 毎年1⽉開催

10 会員関係 ロビーコンサート・ロビー展 参加希望会員の推薦

11 会員関係 総会・理事会 総会年1回、理事会年6回

12 会員関係 表彰 市、市教委、⽂化協会その他

13 公共施設管理 学び交流センター（公⺠館） 指定管理

14 公共施設管理 旧紅葉⼭⼩学校管理（星置） 業務委託

15 その他 管内⽂化団体協議会 ⽯狩管内７市町村⽂化団体の協議会
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第５号議案 令和４年度（2022 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 80,000
賛助会員受取会費 25,000 105,000 

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 1,124,000
受取国庫補助金 5,597,000 6,721,000 

4.�事業収益
鑑賞事業 683,000 
俳句のまち事業 150,000 
文化振興事業 46,000 
受託等管理事業 30,953,000 31,832,000 

5.�その他収益
受取利息 75 
雑収益 97,925 98,000 

経常収益計 39,056,000 
Ⅱ�経常費用

1.�事業費
人件費

給料手当 6,520,000
法定福利費 280,000
福利厚生費 0

人件費計 6,800,000 
人件費以外の経費

業務委託費 8,245,000
謝金 270,000
印刷製本費 661,000
旅費交通費 310,000
通信運搬費 275,000
消耗品費 960,000
修繕費 500,000
水道光熱費 12,000,000
賃借料 880,000
租税公課 770,000
支払手数料 28,000
支払助成金 500,000
雑費 163,000

人件費以外の経費計 25,562,000 
事業費計 32,362,000 

2.�管理費
人件費

給料手当 3,800,000
法定福利費 700,000

人件費計 4,500,000 
人件費以外の経費

謝金 10,000
会議費 40,000
交際費 60,000
旅費交通費 100,000
通信運搬費 150,000
消耗品費 150,000
賃借料 200,000
諸会費 20,000
支払手数料 20,000
雑費 10,000

人件費以外の経費計 760,000 
管理費計 5,260,000 

経常経費計 37,622,000 
税引前当期純損益金額 1,434,000 
未払法人税等 482,500 
当期正味財産増減額 951,500
前期繰越正味財産額 8,369,093 
次期繰越正味財産額 9,320,593 
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その他部門 

 


