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特定非営利活動法人水・環境ネット東北  
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 私たち、水・環境ネット東北は、NPO法人として第16期の活動を迎えることになりました。

この15年の間に、水や環境を取り巻く状況は大きく変化してきました。気候変動やそれがも

たらす身近な水環境の変化には著しいものがあり、水環境問題への関心が広く深くなって

いるように思います。それに合わせるかのように、今年は、水循環基本法が成立した年でも

ありました。その一方で、未曽有の被害があった東日本大震災については、被災後4年近く

経過しようとしています。日本全体でみれば、この大災害を忘れがちになっているように思

えてなりません。しかし実際にその復興はようやく緒に就いたばかりです。それは東北の水

環境についても同様です。この地で活動する私たちにとっても、震災後の水環境を考え直

すという大きな課題を突き付けられていると考えていますし、そのための活動を起こし続け

ていかなければならない状況にあるとも考えています。 

 さて、この1年間、水・環境ネット東北は、水や環境に関する情報交換や他の団体等との

交流を、東北でもまた全国でも進めてきました。また、様々な市民団体や行政機関などの

活動に参加し協力をすることもしてきました。自主事業として、いい川づくりを目ざした研修

会や川あるき、河川清掃の活動をしてきました。受託事業として、河川や水環境に関する

イベントの企画・実施、講師派遣などもありました。加えて、水や環境に関する市民活動の

事務局のお手伝いをし、それぞれの団体の応援ができたのではないかと思います。私たち

の活動の中でも、実は、震災復興とのかかわりで、活動内容が徐々に変化してきました。

例えば、「つながりぬくもりプロジェクト東北」は、その緊急支援的な性格から、これまでの活

動をいったん整理して、活動成果の評価をする段階に来ているのではないかと思います。

その一方では、インフラ整備を中心に急速に進む復興建設の陰で忘れられがちな水環境

問題に焦点を当てることが、改めて重要だと考えてきました。 

 水・環境ネット東北は、15期を終えて16期に入ります。漫然とこれまでの活動を継続する

のではなく、これからの一年を、その次の未来の東北につないでいく、東北のすぐれた水・

環境の保全と創造に結びつく、そのような活動展開を進めていきたいと考えています。多く

の仲間の皆様方とともに、私たちの夢に向かって、着実な一歩を進めたいと考えています。

これまで以上に皆様のご支援、ご協力を賜ることができますれば幸いに存じます。  

2014年11月2日 



参加委員会など 

五間堀川河川整備懇談会 

宮城県流域水循環計画推進会議 

宮城県森林審議会 

宮城県自然環境保全審議会 

釜房ダム水源地域ビジョン推進委員会    

環境フォーラムせんだい実行委員会 

いのちを守る森の防潮堤推進 東北協

議会役員会 

NPO法人全国水環境交流会 

NPO法人水の旅人 

公益社団法人日本河川協会 

をんな川会議 

浄化槽フォーラム 

NPO法人シビルNPO連携プラットフォーム（CNCP） 

杜の都の市民環境教育・学習推進会議（FEEL Sendai） 

仙台広域圏ESD・RCE運営委員会 

貞山運河研究所 

貞山運河魅力再発見協議会 

いのちを守る森の防潮堤推進東北協議会 

いい川・いい川づくりワークショップ実行委員会 

雨水ネットワーク東北 

広瀬川中流域景観まちづくり協議会 準備会 

広瀬川を楽しむ会 

久保川イーハトーブ自然再生協議会 

水・森・人 in 釜房実行委員会（釜房ダム） 

泉環境フォーラム 

交流事業 ～お互いの情報交流を主体にした活動 ～ 

【事業協力・情報交換団体】 

【役員や委員として参加】 

NPO法人北上川流域連携交流会 

NPO法人エコロジー夢企画 

NPO法人せんだい杜の子ども劇場 

Wiz専門学校 国際情報工科大学校 

認定NPO法人 自然環境復元協会 

青根合同会社 

 

 

 

 

一般社団法人チャレンジャーズ倶楽部仙台 

仙台・水の文化史研究会 

「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 

仙台リバーズネット・梅田川 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 
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広瀬川 定例清掃 

大橋の上下流800ｍ 

宮城県河川課 「みやぎスマイルリ

バー・プログラム」参加 

【実施日時】 

2013年 

 11月21日（木）10：00～11：00 

 12月19日（木）10：00～11：00 

2014年 

 1月22日（水）10：00～11：00 

 3月4日（火）10：00～11：00 

 5月27日（火）10：00～11：00 

 7月15日（火）10：00～11：00 

 

参加者： 

 会員及び広く市民・企業の方 

 延べ110名 

 

 

【恒例・継続事業】  

◆初歩き 2014年1月5日 

◆広瀬川 大橋上下流 定例河川清掃 6回／事業年度 

 

【新規事業】 

広瀬川魅力開発プロジェクト 広瀬川源流端探索 

 ○実施日：2014年6月22日（日）8：30～15：00 

 ○場所：仙台駅出発～関山峠付近～鳳鳴四十八滝 

 ○参加者：会員ほか市民15名 
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2014年1月5日 10：00～12：00 初歩き（青葉の森） 

青葉山から三居沢まで、会員及び一般の市民11名で歩きました。 

▲関山峠付近 

 広瀬川の源流域を探索しました。 

自主事業 



“いい川”づくり研修会 

【開催趣旨】 

 平成18年10月に示された

「多自然川づくり基本指針」を

受け、「多自然川づくり研究会」

（座長：島谷幸宏）は、川づくり

の考え方、計画、施工に関する

技術等を示したポイントブック

（Ⅰ～Ⅲ）を作成してきました。 

また、東京における公開型研

修会を平成19年から24年まで

年1回開催してきました。その

過程の中で、各地の河川特性

を考慮した魅力ある川づくりを

進めるため地域研修の要請が

高まり、平成24年度より各地で

実施されています。 

 本研修会は、東北地域にお

けるスキルアップをめざし開催

します。加えて、参加する機会

の少なかった市民・住民の

方々の参加も求め、議論しなが

ら研修を行う公開型ワーク

ショップ方式で行います。  

 

【実施体制】 

主催 

 NPO法人水・環境ネット東北 

共催 

 NPO法人全国水環境交流会 

協賛 

 （一社）東北地域づくり協会 

後援 

 国土交通省東北地方整備局 

 開催地自治体 

 （一社）建設コンサルタンツ協

会東北支部 

 

 
※この事業は、公益財団法人河川

財団の河川整備基金、ならびに、

一般社団法人東北地域づくり協会

「みちのく国づくり支援事業」の助成

を受けて開催しました。 

 また、「まなびあう『河川』づくり」

は、平成26年度元気なふるさと秋

田づくり活動支援事業補助金の助

成を受けました。 

みやぎ“いい川”づくり研修会 

【実施日・場所】  

フィールド研修 「まなびあう『河川』づくり」 

 共催：あきたESDネットワーク 

 日時：2014年9月11日（木）12：30～18：00 

 行程：三角沼（秋田市）～子吉川（由利本荘市） 

座学研修 

 日時：2014年9月12日（金）10：00～16：00 

 会場：にぎわい交流館AU 第1研修室 

参加者：会員ほか市民・行政・企業の方 72名 

 

講座-1 「多自然川づくりの理念と計画のポイント」 島谷幸宏（九州大学工学研究院） 

講座-2 「秋田の河川概要と川づくり」 川村潤（秋田県建設部河川砂防課） 

報告-1 「川を楽しむ～秋田パドラーズの活動～」 舩山仁（NPO法人 秋田パドラーズ） 

講座-3 「多自然川づくりの実践と課題」 吉村伸一（(株)吉村伸一流域計画室） 

報告-2 「岩手における多自然川づくりの取り組み」 小田島淳（岩手県県土整備部 主任） 

全体討論 コーディネーター： 山道省三（NPO法人全国水環境交流会）  

【実施日・場所】  

フィールド研修 

 日時：2013年11月28日（木）12：30～16：00 

 行程：広瀬川澱地区、名取川河口・閖上海岸（貞山運河）  

座学研修 

 日時：2013年11月29日（金）9：30～15：45 

 会場：日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）エッグホール  

参加者：会員ほか市民・行政・企業の方 57名 

 

講座-1 「宮城の河川特性について」 野辺洋志（宮城県土木部河川課） 

報告-1 「赤川自然再生事業について」 遠藤希実（酒田河川国道事務所赤川出張所） 

報告-2 「宮城におけるいい川づくり」 小林晴紀（宮城県仙台地方ダム総合事務所） 

講座-2 「多自然川づくり（北海道での川づくり事例）」 妹尾優二（流域生態研究所所長） 

講座-3 「多自然川づくりの計画と技術」 吉村伸一（(株)吉村伸一流域計画室） 

講座-4 「“いい川”づくりの推進制度」 坂野嘉治（岐阜県県土整備部河川課） 

全体討論 コーディネーター：山道省三（NPO法人全国水環境交流会） 
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秋田“いい川”づくり研修会 



受託事業 

「杜の都を潤した水の道“四ツ谷用水”をたどろう」 

（1）歩く会の開催 

  講師：仙台・水の文化史研究会、仙台リバーズネット・梅田川  

① 八幡編 

 コース：太鼓橋⇒石切橋⇒春日神社⇒洗い場⇒支倉堀跡⇒六幽庵  

○開催日時：2013（平成25）年9月19日（木）10：00～15：00 

○参加者：16名（男性7名・女性9名／応募数：31組（33名）） 

 

② 街中編 

 コース：古図広場⇒芭蕉の辻⇒クリスロード⇒AER前⇒中央市民センター 

○開催日時：2013（平成25）年11月13日（水）10：00～15：00 

○参加者：22名（男性13名・女性9名／応募数：38組（43名）） 

（2）バスツアーの開催  

 コース：仙台市役所⇒四ッ谷堰⇒沈砂池⇒聖沢⇒大崎八幡宮前⇒支倉堀跡 

  ⇒東北大農学部前⇒県工業用水事務所⇒梅田川はけ口⇒福沢市民センター 

 講師：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会、運営補助：仙台リバーズネット・梅田川 

○開催日時：2013（平成25）年10月10日（木）9：00-15：30 

○参加者：20名（男性12名・女性8名／応募数：40組（45名）） 

 

考えるテーブル「四ツ谷四方山考現学」 

① 仙台・隠された水の道～広瀬川に生かされた街～  

  2013（H25）年11月20日（水）14：00～16：00 

  せんだいメディアテーク 6Fギャラリー4200 

  参加者29名 

② 仙台・甦る水の道～私たちにできること～ 

  2013（H25）年12月6日（金）14：00～16：00 

  せんだいメディアテーク 6Fギャラリー4200 

  参加者32名 

③ 仙台・杜の都と水の道～潤いのあるまちづくり～ 

  2014（H26）年1月18日（土）14：00～16：00 

  せんだいメディアテーク 7Fギャラリー 

  参加者21名 5 

平成25年度 

四ツ谷用水再発見イベント開催業務委託（仙台市） 

「杜の都を潤した水の道“四ツ谷用水”をたどろう」

（1）



 

 

鳴子ダム オリジナル鯉のぼり作成支援 
（株）東北地域環境研究室 

「ツルハクリーンフェスタ2014」 

○日時：2014年6月21日（土） 9：00～12：00 

○場所：台原森林公園 

○実施内容：環境ワークショップ「水のオリンピック」 

○対象：みやぎTVツルハ環境フェア 招待者300名余  

【業務内容】 

○オリジナル鯉のぼり作成手順書の作成 

○白地鯉のぼりの各団体への発送作業 

○鯉のぼり絵付け説明会の開催支援 

  日時：2014年2月6日（木）13：30～15：30 

  会場：鳴子公民館 講義室 
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ミヤギテレビ・ツルハ  環境ワークショップ支援 

おながわ川づくり教室 女川の豊かな自然について学ぼう！  

ランドブレイン（株） 

○日時：2014年9月6日（土） 10：00～17：00 

○場所：女川（フィールド）、女川町役場 会議室 

○実施内容：女川にはどんな生き物がいるの？－親子で川に入ってガサガサ探検 

平成26年度 現地学習交流会 支援 （釜房ダム） 

（株）パナックス・ジャパン 

○日時：2014年9月22日（月） 10：00～12：00 

○場所：釜房ダム 資料館 

○実施内容：水辺の安全教室 

○対象：川崎町児童65名 
▲安全教室（釜房ダム） 

▲オリジナル鯉のぼり 

▲女川 水生生物採取 



事務局事務 

○広瀬川中流域景観まちづくり協議会 準備会設立 

 日時：2014年4月5日（土）13：30～15：30 

 会場：仙台戦災復興記念館 ４F 研修室 

 

○広瀬川歩く会の開催 

 2014年5月10日（土）10：00～14：00 大橋～霊屋橋 

 2014年6月28日（土）10：00～14：00 桜岡大神宮～中ノ瀬橋～澱橋上流 

 2014年10月4日（土）10：00～14：00 愛宕神社～愛宕橋上流～宮沢橋 

 

○勉強会の開催 

 日時：2014年8月7日（木）19：00～21：00 

 会場：仙台市 片平市民センター 

 

○運営会議 

 2014年4月3日、4月17日、5月29日、7月17日、9月3日 

○第1回例会（準備会） 

 日時：2014年4月15日（火）18：00～20：00 

 会場：仙台市 青葉区中央市民センター 第3会議室 

 

○第2回例会・雨水サロン 

 日時：2014年7月24日（木）17：30～20：00 

 会場：エル・パークせんだい 創作アトリエ 

 

○第7回雨水ネットワーク会議全国大会2014 in 福井 （参加） 

 日時：2014年8月23日、24日 

 場所：福井工業大学 福井キャンパス 

 

○事務局会議 

 2014年5月30日、6月11日、7月10日 

 

＜今後の予定＞ 

 ・環境フォーラムせんだい2014 参加 

 ・第3回例会／雨水サロンの開催 

 ・第3回国連防災世界会議 パブリック・フォーラム 参加 

 ・震災時の水遣いアンケートとりまとめ 
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広瀬川中流域景観まちづくり協議会 準備会 

雨水ネットワーク東北 



その他 事務局事務 

久保川イ－ハト-ブ自然再生協議会 

 ・広報協力 

 ・東北地方環境事務所の窓口 

 

広瀬川を楽しむ会 

 ・例会 月1回 

 ・広瀬川1万人プロジェクト 参加 

 

貞山運河研究所 

 ・定例会 月1回 

 ・設立記念シンポジウム開催 

  （2014年7月26日） 

つながり・ぬくもりプロジェクト東北 

○つながり・ぬくもりプロジェクト東北 幹事会 

 日時：2014年3月7日（金）16：00～18：00 

 場所：仙台市青葉区中央市民センター 第2会議室 

 参加者：9名 

 （内容） 

 ・2012年10月～2014年3月までの活動報告および会計報告 

 ・活動予定と展望について 

 

○無燈漁港全8箇所への街灯（太陽光発電パネル使用）設置  

 期日：2014年5月4日～27日 

 場所：宮城県本吉郡南三陸町歌津田茂川漁港 

 

○苺づくり入門と身近な再生可能エネルギー講座  

 実施日：2014年6月6日、8月30日 

 場所：山元いちご農園株式会社 

 （内容） 

 ・苺づくり実習 

 ・山元町の復興について（座学） 

 ・再生可能エネルギー 太陽熱実習 

 

○設置済み太陽熱温水器調査 

 期日：2014年7月25日 

 場所：石巻市、南三陸町 6件 

 

○ペレットストーブ保守点検 2件 

 期日：2014年8月19日 

 場所：陸前高田市米崎小学校 

     陸前高田市二又復興交流センター  

 

○太陽熱エネルギー教室 

 期日：2014年9月17日（水） 

 場所：住田町世田米小学校 

 講師：三井元子 氏 （NPO法人エコロジー夢企画） 
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▲無燈漁港に設置された街灯 

▲苺づくり実習 

▲太陽熱温水器（石巻市） 



9 

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金 25,990              

預金 2,447,251         

定期預金 1,230,000         

郵便振替 27,000              

前払い金 2,500                

未収入金 726,671            

流動資産合計 4,459,412         

2 固定資産合計

備品 111,992            

出資金 10,000              

固定資産合計 121,992            

資産合計 4,581,404         

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入金 10,181,052       

未払金 186,620            

預り金 13,320              

流動負債合計 10,380,992       

2 固定負債

長期借入金 2,222,761         

固定負債合計 2,222,761         

負債合計 12,603,753       

Ⅲ 正味財産の部

基本金 0

当期正味財産減少額 1,039,428

前期繰越金 △ 6,982,921

正味財産合計 △ 8,022,349

負債合計 8,022,349

第15期

貸借対照表

2014年9月30日現在

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北

科目 金額
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公益活動 収益活動

Ⅰ 収入の部

1 受取会費 306,000         306,000           

2 受取寄付金 575,184         575,184           

3 活動収入 933,570         

自主活動 112,500         112,500           

受託活動 821,070         821,070           

4 助成金 940,514         940,514           

5 つな・ぬく 2,210,462      2,210,462        

6 雜収入 626                626                  

当期収入合計（A） 4,966,356      4,144,660        821,696           

前期繰越金

?

 6,982,921 ?

 5,024,477

?

 12,007,398

合計（B）

?

 2,016,565 ?

 9,169,137

?

 11,185,702

Ⅱ 支出の部

1 活動費 5,265,248 4,728,492 536,765

自主活動 2,129,936      2,129,936        

受託活動 536,756         536,756           

つながりぬくもり 2,598,556      2,598,556        

2 管理費 740,536         740,536           

人件費 45,000           

福利費 42,497           

会議費 42,585           

通信費 136,878         

消耗品費 114,525         

研究費 15,095           

研修費 3,500             

旅費交通費 2,702             

家賃 144,000         

リース料 78,184           

公租公課 73,700           

支払手数料 846                

支払利息 12,644           

減価償却費 13,138           

固定資産除去損 5,242             

雜費 10,000

当期支出合計（C） 6,005,784 5,469,028 536,756

当期収支差額（A）ー（C） △ 1,039,428 △ 1,324,368 284,940

次期繰越収支差額（B）ー（C）

?

 8,022,349 3,700,109 △ 11,722,458

総括科目

第15期　活動計算書
自2013年10月1日　　至2014年9月30日

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北
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収入の部

項目 金額

Ⅰ寄付

エコメッセ 434,000

有機野菜食堂 12,700

ソニーミュ－ジック 215,600

ラッシュジャパン 1,293,636

久米繊維 2,000

その他 252,526

合計（A） 2,210,462

支出の部

項目 金額

謝金・人件費 1,132,988

旅費交通費 99,526

借料 700

消耗品費 43,323

通信費 24,673

住田町環境教育経費 83,929

設置・費用 1,163,000

その他経費 50,417

合計（B） 2,598,556

（A）-（B）=2,210,462-2,598,556 -388,094

つながり・ぬくもりプロジェクト東北

自2013年10月1日　　至2014年9月30日

特定非営利活動法人　水・環境ネット東北
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第 16 期活動計画（案） 

自 2014 年 10 月 1 日  至 2015 年 9 月 30 日 

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北 

 

（1）定款第 3 条（活動の種類）、第 4 条（事業）に則り、産・官・学・野の分野の異なる人たち

の交流の場づくりを第一議に捉え活動をつくりだします。 

（2）水や環境に関わる異分野の人たちの交流のために、ワークショップ、シンポジュウム、フォ

ーラム、研究会などさまざまな形態を模索します。 

（3）水や環境に関する情報や NPO 活動に関する情報の受発信をさらに進めます。 

（4）水循環や流域の視点から、団体間の連携交流を進めます。 

（5）再生可能エネルギーの啓発活動に取り組みます。 

 

□交流事業 

・NPO 法人全国水環境交流会の構成メンバーである全国の水や環境団体との活動や情報交流。 

・宮城県内の水や環境の団体、東北の水や環境の団体との活動や情報交流。 

・3.11 震災を契機に始まった、いのちを守る森の防潮堤推進東北協議会との事業協力、情報交

換、役員や委員として参画。 

・その他、定款に則り、必要とされる活動や情報の交流活動。 

 

□自主企画 

・みやぎスマイルリバープログラム：広瀬川定例河川清掃（大橋上下流） 

不特定多数の市民や企業との協力。 

・広瀬川上下流の踏査、探索。 

・「広瀬川の清流を守る条例」の読み合わせ。 

・初歩き。 

・いい川づくり研修会の開催。NPO法人全国水環境交流会や開催地域の NPO と共催。 

 

□受託活動 

 ・平成 26 年度四ツ谷用水再発見イベント開催業務委託（仙台市環境都市推進課） 

  ①歩く会：八幡編（2014 年 10 月 24 日） ②歩く会：街中編（2014 年 11 月 20 日） 

  ③フォーラム（2015 年 2 月 21 日） 

 

□事務局事務 

 ・つながり・ぬくもりプロジェクト東北…機器設置に関するアンケート調査等 

 ・雨水ネットワーク東北…第 3 回国連防災世界会議 パブリックフォーラム参加 

・久保川イ－ハト－ブ自然再生協議会 

 ・広瀬川中流域景観まちづくり協議会 準備会 

 ・貞山運河研究所   等々 
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（みずねっと）

収入の部

第16期予算 第15期予算 第15期決算

Ⅰ 会費収入 300,000 250,000 306,000

Ⅱ 寄付収入 500,000 500,000 575,184

Ⅲ 助成金 1,000,000 1,000,000 940,514

Ⅳ 活動収入 1,500,000 1,500,000 933,570

Ⅵ 雑収入 626

3,300,000 3,250,000 2,755,894

支出の部

Ⅰ 活動費 2,450,000 2,666,692

Ⅱ 管理費 850,000 740,536

繰越 △ 651,334

3,300,000 2,755,894

（つなぬくPT）

収入の部

第16期予算 第15期予算 第15期決算

Ⅰ 寄付 3,000,000 2,210,462

Ⅱ 雑収入

前期繰越 2,078,752 2,466,846 2,466,846

2,078,752 5,466,846 4,677,308

支出の部

Ⅱ 設置費用 1,300,000 3,000,000 1,163,000

Ⅲ 管理費 778,752 2,466,846 1,435,556

繰越 2,078,752

2,078,752 5,466,846 4,677,308

科　　　目

科　　　目

第16期

活動計画予算(案)

自2014年10月1日　至2015年9月30日

特定非営利活動法人水・環境ネット東北



 

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北 

〒980-0813 仙台市青葉区米ケ袋 3 丁目 3 番 11 号 

TEL：022-723-1390 FAX：022-723-1391 

E-mail：mizunet@mizunet.org 

http://mizunet.org 

 

つながり・ぬくもりプロジェクト 東北 

E-nail:tsunagari-nukumori@mizunet.org 

http://tsunagari-nukumori.mizunet.org/ 


