
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭物産株式会社 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 深 川 支 店 

北海道中央農業共済組合  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  一般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 （順不同 敬称略） 

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月下旬 

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  ５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 １０月下旬 

その他緑化事業 随 時 

平成２９年度賛助会員の皆様 平成２９年１２月 

 

～平成３０年度事業予定～ 

No. 42 
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！ 

編集・発行：深川市を緑にする会     事務局／深川市建設水道部都市建設課内 ℡26-2304 

 

「緑の祭典（ふかがわスプリングフェスタ）」 ５月２８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。 

当日は時折雨の降る中、来場者は約１,９００人を数えました。 

（オープンセレモニー） 
大迫力のイルム太鼓 

（花苗プレゼント） 
大人気で長蛇の列ができました 

（演奏会） 
市民吹奏楽団の皆さんによる演奏♪ 

（ミニサーカスショー） 
バルーンアート、プレゼント！ 

（お米の重量当てクイズ） 
重さピッタリ、景品ゲット！ 

（エプロンシアター） 
その続きはどうなるの？ 

「オープンガーデン FUKAGAWA」 ６月～９月 

平成２９年度は １６件 の応募があり、市民のみなさんの目を楽しませて 

くれました。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。 

 

キルティングビー   深川市商連      梅木邸       前川邸            堀邸        鈴木邸       米澤邸 

   玉井邸       野澤邸           道の駅      東ヶ丘病院           楪邸      深川市立病院     深川東高 

 

   江崎邸      拓殖大学  

～平成２９年度決算報告～ 
【収入の部】 （円）

予算内訳 （ｃ） 流用額 決算内訳（d） 差額（d）-（c）

会　費 430,000 425,000 ▲ 5,000 430,000 0 425,000 ▲ 5,000

緑の募金活動 900,000 0 894,992 ▲ 5,008

25,000 0 26,000 1,000

141,000 0 135,500 ▲ 5,500

40,000 0 27,000 ▲ 13,000

396,000 0 396,000 0

200,000 0 200,000 0

200,000 0 0 ▲ 200,000

0 0 0 0

繰越金 196,557 196,557 0 196,557 0 196,557 0

雑収入 1,443 6,001 4,558 1,443 0 6,001 4,558

その他収入 0 0 0 0 0 0 0

収入合計 2,530,000 2,307,050 ▲ 222,950 2,530,000 0 2,307,050 ▲ 222,950

【支出の部】 （円）

予算内訳 （ｃ） 流用額 決算内訳（d） 差額 （ｃ）-（d）

会議費 5,000 0 5,000 5,000 0 0 5,000

旅　費 100,000 85,000 15,000 100,000 0 85,000 15,000

1,250,000 4,360 1,067,898 186,462

100,000 0 92,421 7,579

65,000 4,360 69,360 0

330,000 0 323,170 6,830

70,000 0 62,684 7,316

85,000 0 78,213 6,787

250,000 0 140,372 109,628

200,000 0 169,000 31,000

120,000 0 112,678 7,322

30,000 0 20,000 10,000

1,110,000 ▲ 4,360 1,002,592 103,048

240,000 0 218,640 21,360

280,000 23,885 303,885 0

40,000 0 40,000 0

500,000 ▲ 28,245 398,520 73,235

50,000 0 41,547 8,453

事務費 55,000 47,348 7,652 55,000 0 47,348 7,652

積立金 0 0 0 0 0 0 0

予備費 10,000 0 10,000 10,000 0 0 10,000

支出合計 2,530,000 2,202,838 327,162 2,530,000 0 2,202,838 327,162

収入 2,307,050 円　　　　－ 支出 円

円

【周年事業及び財務調整基金】

区　分
平成25年度末

現在高
平成26年度

増減額

平成26年度
支出

（30周年事業）

平成27年度
増減額

平成28年度
増減額

平成29年度
増減額

平成29年度
残高

財務調整基金 1,504,515 100,222 1,459,134 450,080 100,018 6 695,707

平成26年度末
残高

145,603

環境緑化整備事業

募金還元事業(学校緑化)

募金還元事業(地域緑化)

2,202,838

収支差引額 104,212

青空園芸教室

オープンガーデン

会場使用料

役員日当

事務用品・通信費・振込手数料

フラワーロード事業

木育事業・市民植樹祭

記念植樹

緑の体験学習

花いっぱい講習会

緑化事業費 2,360,000 2,070,490 289,510

緑化思想の普及事業

会報印刷

緑化に関する作品募集

緑の見学ツアー

緑の募金事業

緑の祭典

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

助成金 400,000 200,000 ▲ 200,000

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

賛助会費83団体（85口）

事業収入 1,502,000 1,479,492 ▲ 22,508

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

科　目 予算額（ａ） 決算額（ｂ） 差額（ｂ）－（ａ）
科目内訳

内訳

次年度へ繰越＝



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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２９年度は、ポスター原画５８点と標語５４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小塚桃さん、優秀賞に山崎望愛さん、奨励

賞に板倉桜士朗さんが入賞されました。 

 

 

 

「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において、

みなさまのご協力により８９４，９９２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 112,810円 

町内会募金（12２町内会） 665,123円 

学校募金（１１校） 71,059円 

緑化バッチ 46,000円 

合計 894,992円 

 
学校募金（北新小学校） 

 

「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。３７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８校に、合計３,０４４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１６日、２２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、音江小学校、

納内小学校の児童（総勢１２０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、子供たちは素敵なプランタ

ーを作りました。 

 

 

 

 

「この問題 

わかる人？」 

 

「は～い！」 

「先生これで 

いいですか？」 

「先生ありがとう 

ございました！」 

「緑の体験学習」 ８月２日 道民の森（神居尻地区） 

 

市内の小学生２７名が

参加しました。   

ネイチャゲームや、森の

素材を使って木工作づく

りを行い、自然に対する理

解を深めました。 

「上手にできるかな？」 「完成！掃除もがんばるぞ！」 「自然は大切にしないとね！」 「このクイズむずかしい！」 

「深川フラワーロード」 ６月～９月 

 
国道２３３号沿道 

（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

要望が多かった富良野

方面の「風のガーデン」、

「ファーム富田」など4

会場を視察しました。 

「花いっぱい講習会」 １１月１１日 

 

拓殖大学北海道短期大学 

 花と緑を生かした豊かな環

境づくりを目的に開催。 

１９名が参加し、拓殖大学北

海道短期大学の岡崎教授、生方

教授から「Let’s ガーデニン

グ 自慢の庭を作ろう！」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・小学生の部》 

【優秀賞】深川小学校 ６年：多田 悠理さん  

【佳 作】深川小学校 ６年：板倉 桜士朗さん、立石 愛織さん 

山崎 望愛さん  、横山 鈴さん 

羽野 結莉さん 

《ポスター原画・中学生の部》 

【優秀賞】深川中学校 ２年：小塚 桃さん  

【佳 作】深川中学校 ２年：久恒 陽菜さん 

１年：関口 奈桜さん、田村 桃夏さん 

《標語の部》  

【優秀賞】深川東高等学校 １年：小林 紗空さん 

【佳 作】深川東高等学校 ３年：川村 佳輝さん、山本 龍太さん 

２年：河村 裕介さん、 

１年：中村 光希さん、髙橋 実来さん、橋本 若葉さん 

 

 

「市民植樹祭」 １０月２９日 桜山公園 

 
市と共催で市民植樹祭を実施。深川ライオンズク

ラブのコーディネートにより旭川トヨペット㈱か

ら寄贈された木を含めエゾヤマザクラ２０本を植

樹しました。 

「緑の見学ツアー」 7月１２日 

 

風のガーデン、ファーム富田 他 

 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、４5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。 

「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） 

≪ポスター原画・小学生の部 ≫               ≪ポスター原画・中学生の部 ≫ 

【優秀賞】山崎  望愛さん   【奨励賞】板倉 桜士朗さん 【最優秀賞（北海道知事賞）】小塚 桃さん 

（深川小学校６年）            （深川小学校６年）          （深川中学校２年）  

「たくさん緑をつくろう」     「ご神木を守る子ども達」    「芽吹き」 

 

「記念植樹」 ４月２７日 緑町公園 

 
岡部名誉会長の退任に

伴い、感謝の意を記念植

樹として実施。チシマザ

クラ 2 本を植樹しまし

た。 


