
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭物産株式会社 大山建設株式会社 小川組土建株式会社 株式会社小倉組 北垣建設工業株式会社 

光栄建設工業株式会社 株式会社廣進設備 株式会社サトー建設 坪田電気株式会社 有限会社寺内組 

寺岡工務株式会社 道央開発株式会社 富岡産業株式会社 中本土建株式会社 株式会社西口電気 

日東興業株式会社 株式会社樋口組 ヒロノ株式会社 富士電機工業株式会社 北邦建設工業株式会社 

ホッコン建設工業株式会社  ミツワハウス株式会社 株式会社金山若林 北空知信用金庫 空知商工信用組合 

北洋銀行株式会社深川支店  北空知農業共済組合 きたそらち農業協同組合  神竜土地改良区 多度志土地改良区 

深川市農民協議会 深川市緑化木生産組合 深川土地改良区 株式会社ルーラルエンジニア  木村きよし歯科 

斎藤整形外科医院 中澤歯科整形外科医院 成 田 医 院 深 川 第 一 病 院 深川内科クリニック 

北海道中央病院 安岡顕歯科医院 吉 本 病 院 青木鉱業株式会社 北空知木材工業株式会社 

北日本運輸株式会社 深川砂利工業株式会社 深川油脂工業株式会社 ホッコン株式会社 丸利佐藤製麺工場株式会社  

有限会社三上石材 有限会社あさの商事 大谷種苗株式会社 株式会社笠松自動車整備工場  北空知森林組合 

北村幸雄司法書士事務所  日東石油株式会社 株式会社セキ総業 空知ガス株式会社 株式会社中島自動車 

株式会社深川ゴルフ倶楽部  株式会社能登家具店 日 の 出 会 館 深川カーボデー株式会社  プラザホテル板倉 

株式会社深川自動車センター  株式会社深川振興公社 株式会社藤機工舎 有限会社モナコセンター  有限会社堀自動車整備工場  

松本印刷株式会社 株式会社美松商事 深川商工会議所 有限会社森脇モータース  有限会社菊地自動車工業  

有限会社リバー産業 深川地方卸売市場株式会社  社団法人深川青年会議所  深川測量設計業協会 深川地区自動車販売店協会  

深 川 婦 人 会 深川ライオンズクラブ 深川ロータリークラブ 佐 藤 竹 雄 岡 部 誠 二 

事  業  名 事業実施期間 

緑化に関する作品募集 ４月上旬～８月中旬 

花いっぱい講習会 １０月中旬 

緑の募金活動 ４月中旬～５月下旬 

スプリングフェスタ（緑の祭典） 5月下旬 

青空園芸教室 ６月中旬 

オープンガーデン FUKAGAWA  ６月～９月 

みどりの見学ツアー ７月中旬 

緑の体験学習 8月上旬 

校庭緑化花木支給事業 申込締切４月下旬 

地域環境緑化助成事業 申込締切５月下旬 

深川フラワーロード事業 ６月～１０月 

木育事業・市民植樹祭 １０月下旬 

その他緑化事業 随 時 
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「緑の祭典（ふかがわスプリングフェスタ）」 ５月２９日 文化交流ホール み・らい 

 
深川市の春の恒例行事となりました「ふかがわスプリングフェスタ」には、緑化思想の普及啓発活動の一環と

して、当会も実行委員会の一員として運営に携わっています。 

当日は天候に恵まれ、来場者は約２,３００人を数えました。 

（花苗プレゼント） （ハンギングバスケット講習会） （セラピー犬） 

（演奏会） （フリーマーケット） （縁日コーナー） 

大人気で長蛇の列ができました ステキなバスケット発見！ ワンちゃんで癒しを 

深川中学校の皆さんによる演奏 ♪ どれにしようかな… ちゃんと釣れるかな？ 

「オープンガーデン FUKAGAWA」 ６月～９月 

 
平成２８年度は １５件 の応募があり、市民のみなさんの目を楽しませていました。 

どの庭も丹精こめて手入れされた素晴らしい庭ばかりでした。 

 

平成２８年度賛助会員の皆様 平成２８年１２月 

（順不同 敬称略） 

～平成２８年度決算報告～ ～平成２９年度事業予定～ 

昨年もみなさまのご協力により、充実した一年となりました。ありがとうございました！ 

 

   江崎邸      拓殖大学      岡田邸      深川市商連     前田邸       梅木邸       前川邸 

 

 

   堀邸        鈴木邸       米澤邸       野澤邸       楪邸     深川市立病院      深川東高 

 

 

  道の駅  

 

 

（円）

予算内訳 （ｃ） 決算内訳（d） 差額（d）-（c）

会　費 440,000 435,000 ▲ 5,000 440,000 435,000 ▲ 5,000

緑の募金活動 900,000 898,326 ▲ 1,674

35,000 25,000 ▲ 10,000

141,000 141,000 0

40,000 20,000 ▲ 20,000

0 0 0

200,000 200,000 0

150,000 150,000 0

0 0 0

繰越金 181,823 181,823 0 181,823 181,823 0

雑収入 2,177 451 ▲ 1,726 2,177 451 ▲ 1,726

その他収入 0 0 0 0 0 0

収入合計 2,090,000 2,051,600 ▲ 38,400 2,090,000 2,051,600 ▲ 38,400

【支出の部】 （円）

予算内訳 （ｃ） 決算内訳（d） 差額 （ｃ）-（d）

会議費 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000

旅　費 100,000 76,000 24,000 100,000 76,000 24,000

1,121,620 1,019,015 102,605

100,000 92,340 7,660

65,000 64,220 780

330,000 321,200 8,800

80,000 67,505 12,495

80,000

4,506

100,000 84,672 15,328

150,000

▲ 17,886

30,000 4,131 25,869

773,380 616,980 156,400

300,000 225,600 74,400

300,000 218,000 82,000

40,000 40,000 0

90,000

8,820

30,000

4,560

積立金 0 100,000 ▲ 100,000 0 100,000 ▲ 100,000

支出合計 2,090,000 1,855,043 234,957 2,090,000 1,855,043 234,957

収入 2,051,600 円　　　　－ 支出 円

円

【周年事業及び財務調整基金】

区　分 25年度末現在高 26年度増減額 26年度支出 ２７年度増減額 ２７年度残高 ２８年度増減額 ２８年度残高

財務調整基金 1,504,515 100,222 1,459,134 450,080 595,683 100,018 695,701

科　目 予算額（ａ） 決算額（ｂ） 差額（ｂ）－（ａ）
科目内訳

内訳

賛助会費85団体（87口）

事業収入 1,116,000 1,084,326 ▲ 31,674

緑化推進事業収入（緑の祭典）

緑化推進事業収入（緑の見学ツアー）

緑化推進事業収入（緑の体験学習）

市民植樹祭委託料

助成金 350,000 350,000 0

深川市交付金

緑と水の森林ファンド助成金

その他助成金

前年度繰越金

木工作販売･預金利子

科　目 予算額（ａ） 決算額（ｂ） 差額（ａ）－（ｂ）
科目内訳

内訳

会場使用料

役員日当

緑化事業費 1,895,000 1,635,995 259,005

緑化思想の普及事業

会報印刷

緑化に関する作品募集

緑の募金事業

緑の祭典

オープンガーデン

緑の見学ツアー 199,480200,000

青空園芸教室 84,506

事務費 43,048 36,952

31,153

花いっぱい講習会

環境緑化整備事業

緑の体験学習 100,961

80,000

募金還元事業(学校緑化)

予備費 0 10,000 慶弔費等 0 10,00010,000

26年度末残高

145,603

43,048事務用品・通信費・振込手数料

10,000

80,000

1,855,043

36,952

34,560 0

520

収支差引額 196,557

募金還元事業(地域緑化)

フラワーロード事業

0

記念植樹

木育事業 98,820 0

次年度へ繰越＝



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑化活動啓発作品コンクール」に入賞 （主催：公益社団法人北海道森と緑の会） 

 

「緑化に関する作品募集」に入選作品 （主催：深川市を緑にする会） 

 
緑の大切さ、緑化活動への参加などを広く啓発することを目的に、緑化に関する作品として、ポスター

原画・標語を各学校に募集しました。 

平成２８年度は、ポスター原画２７点と標語６５点の応募があり、優秀賞と佳作を下記のとおり選出し

ました。また、優秀賞と佳作の作品を北海道森と緑の会主催の「緑化活動啓発作品コンクール」に推薦応

募したところ、上記のとおり、ポスター原画の部の最優秀賞に加藤愛実花さん、優秀賞に菊地芽依さん、

奨励賞に村田宗一郎さん、標語の部の奨励賞に神尾美怜さんが入賞されました。 

 

≪ポスター原画の部 ≫ 

【最優秀賞】（北海道森林組合連合会会長賞） 

加藤 愛実花さん （深川小学校６年）「自然を大切に」 

【優秀賞】菊地 芽依さん  （深川小学校６年）「木が大きくなるまでの自然」 

【奨励賞】村田 宗一郎さん （深川小学校６年）「増やそう自然を。」 

≪標語の部≫ 

 【奨励賞】神尾 美怜さん （深川東高等学校３年）「つなげよう 地球に広がる 緑の輪」 

【最優秀賞】 → 

加藤 愛実花さん 

 

 

「緑の募金」 ４月１５日～５月３１日 

 
例年実施しております街頭募金をいたしま

して、みなさまのご協力により８９８，３２６

円の募金が集まりました。この募金の一部は

北海道森と緑の会により、国土緑化に使われ

るほか、本会の活動の貴重な財源として有効

に活用しています。 

 

街頭募金・職場募金 47,448円 

町内会募金（125町内会） 694,070円 

学校募金（８校） 74,908円 

その他 900円 

緑化バッチ 81,000円 

合計 898,326円 

 
学校募金（一已小学校） 

 

「地域緑化（募金還元事業）」 

 
「道路・広場に緑を、潤いを」と頑張っている町

内会に対して、花苗の一部を助成する、緑の募金

の還元事業です。２２町内会に助成しました。 

心豊かな環境になることを願い、小中学校へ花苗

を贈る、緑の募金の還元事業です。 

市内小中学校全校に、合計３,０６０本の花苗を贈

りました。 

「学校緑化（募金還元事業）」 

 

「青空園芸教室」 ６月１０日、１７日 深川東高校 

 深川東高等学校の生徒が講師

となり、深川小学校、一已小学

校の児童（総勢９８名）を対象

に、「花と緑のクイズ大会」のあ

と、花と野菜などの寄せ植え教

室を開催しました。 

お兄さん・お姉さんに優しく

教えてもらいながら、子供たち

はきれいなフラワーポットを作

りました。 

 

 

 

 

「この花の名前 

わかる人？」 

 

「は～い！」 

「先生これでいいですか？」 

きれいな作品ができました！ 

「緑の体験学習」 ７月２８日 カムイの杜公園、科学館サイパル 

 
市内の小学生２０名が

参加しました。   

木の遊具で体を使った

遊びや地球環境について

の学習をしました。 

「上手にできるかな？」 「完成！」 「こんなに高く登れたよ！」 「はいっ、チーズ！」 

「深川フラワーロード」 ６月～１０月 

 
国道２３３号線沿道 

（道の駅～プラザ深川、ＪＡきたそらち本所） 

 深川フラワーマスターの会・深川土木技士会・深
川市を緑にする会の共催事業です。 

国道２３３号沿い（道の駅～プラザ深川、陸橋～

JAきたそらち本所）に、地域住民・地元町内会の協

力を得て、プランター（コリウス）を３４０個と木

樽風ポット(ゼラニューム)１６個を設置しました。 

 今回はアンケートで

要望が多かった江別市

「えこりん村」、「いわみ

ざわ公園バラ園」の2会

場を視察しました。 

「花いっぱい講習会」 １１月１２日 

 
経済センター 

 花と緑を生かした豊かな環境づくりを目的に開催。 

２０名が参加し、清香園山田植木㈱代表取締役社長 

内田則彦氏から「春から秋まで楽しめる庭づくりと越

冬にに向けた準備」と題した講演で、緑を身近に楽し

むことについて学びました。 

《ポスター原画の部》 

【優秀賞】 ・深川小学校 ６年：加藤 愛実花さん、菊地 芽依さん  

        ・深川中学校 １年：沖野 倫彦さん、太田 早紀さん 

【佳 作】 ・深川小学校 ６年：松下 雅治さん、白崎 みかさん、美口 裕武さん、 

村田 宗一郎さん 

          ・深川中学校 １年：大道 ひなさん、久恒 陽菜さん、田巻 友莉梨さん 

                 ３年：遊佐 歩未さん、 

《標語の部》  

【優秀賞】 ・深川東高等学校 ３年：増田 瑠海さん、江田 惟織さん 

【佳 作】 ・深川東高等学校 １年：堀米 絵里さん、２年：藤枝 健さん、 

３年：神尾 美怜さん 

 

 

講習会の様子です→ 

「木育事業」 １０月２４日、２５日 

 
総合運動公園 

 平成２８年度は総合運動公
園南側で枯れている樹木５本

の植え替えを行いました。 

「緑の見学ツアー」 7月１３日 

 
えこりん村、いわみざわ公園バラ園 

 
すぐれた緑化事例の

視察研修をとおして、緑

や花を使った環境整備

に対する意識向上につ

なげることを目的とし

て開催し、４６名が参加

しました。 

また東高の協力を得

て、プラザ深川にハンギ

ングバスケット１１個

を飾りました。 

←協力していただいた

東高のみなさん 


