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• 創  立 1993年 8月1日 

• 認  証 1999年 9月29日 

• 法人設立 1999年10月1日 

• 事業年度 自 10月1日 

         至 9月30日 

特定非営利活動法人水・環境ネット東北 

第19回定時総会のごあいさつ  

 

2018年11月25日 

代表理事 新川達郎 

 

 特定非営利活動法人水･環境ネット東北はその第19期の活動を報告する

時期になりました。2017年10月から2018年9月までの間、会員の皆様、関係

者の皆様方のご尽力で、活動を継続することができました。改めまして、皆様

に深く感謝申しあげます。 

 第19期においては、恒例となりました「初歩き2018」や、「四谷用水連絡会」

の開催、「広瀬川１万人プロジェクト」の実行委員そして清掃活動への参画な

ど、自主事業を進めてまいりました。また河川協力団体との連携事業も意見

交換会に加えて、「水辺で乾杯（ミズベリング）」を進めてまいりました。また委

託事業としましては、平成29年度仙台市環境共生課からの「四谷用水再発

見イベント開催業務委託」を受けたほか、ミヤギテレビ・ツルハ環境ワーク

ショップ支援を行ってきました。事務局事務としては、「貞山運河研究所」事

務局と「雨水ネットワーク東北」事務局の事務に協力してまいりました。また水

や河川、その環境にかかわる各地の団体との交流も多数進めることができま

した。繰り返しになりますが。会員の皆様方、そして関係の皆様方のご協力に

衷心より謝意を表したく存じます。 

 さて、いよいよ2018年10月からは、水･環境ネット東北の第20期事業が始

まります。法人化をして20年、そして任意団体から数えると25年を迎えて、節

目の年になります。これまでの活動の経緯も踏まえながらでありますが、水・環

境のネットワークを東北において結び合わせその連携交流を深め、よりよい

水･環境の創造を目指すという本来の目的を達成するべく、少し背伸びをした

取り組みも試みて見たいと考えています。 

 次期の活動に向けても、皆様方からのさまざまなご意見を頂き、大きな成

果を挙げることができるよう、活動していきたいと思っております。今後とも更な

るご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。 

2018年11月25日 



○日時：2018年1月7日（日） 14：00～16：00 

○集合：愛宕神社 

 

 佐々木正人理事に案内をしていただきながら、

愛宕神社から広瀬川沿いを下流に向かっていき、

愛宕堰から七郷堀沿いを歩きました。 
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 初歩き2018 愛宕神社〜広瀬川〜七郷堀 

自主事業 

四ツ谷用水に関する情報交換、協働で活動を行っています。 

 

 2017（平成29）年6月に開催された「四ツ谷用水」の土木遺産認定記念フォーラムの第2段とし

て、水環境や「四ツ谷用水」をイメージした仙台のまちづくりについて、勾当台公園の古図広場にも

着目して、活用方法、まちづくり拠点とする方策等について市民との勉強会・意見交換を行いまし

た。  

 

◆仙台水環境フォーラム「四ツ谷用水が描くまちづくり」 の開催 

主催：特定非営利活動法人水・環境ネット東北 

協賛：一般社団法人東北地域づくり協会 協力：四ツ谷用水連絡会  後援：仙台市 

日時：2018年9月30日（日）14：00～16：00 

会場：仙台市市民活動サポートセンター  

参加者：55名 

 

プログラム——————————— 

14:00 開会 

14:05 「四ツ谷用水」の概説 柴田 尚（仙台・水の文化史研究会 会長） 

14:20 話題提供 

 （1）「雨水利用について」 江成 敬次郎（東北工業大学名誉教授） 

 （2）「仙台の地形・地盤と地下水」 柴田 尚（仙台・水の文化史研究会 会長） 

 （3）「古図広場の経緯と現状」 佐々木 正人（「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会） 

 （4）「まちづくりの視点」 櫻井 一弥（東北学院大学工学部環境建設工学科 教授） 

15:20 総合討論 

 コーディネーター：八十川 淳（東北文化学園大学科学技術学部建築環境学科 教授）  

 

◆連絡会の開催 

 日時：2018年2月18日、5月15日、6月19日、7月19日、8月23日、9月21日（6回）  

 会場：仙台市市民活動サポートセンター 

四ツ谷用水連絡会 
＜四ツ谷用水連絡会 参加団体＞ 

「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 

仙台・水の文化史研究会 

仙台リバーズネット・梅田川 

仙台圏域の健全な水環境調査研究会 

NPO法人水・環境ネット東北 

第1号議案 
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河川協力団体 関連 

◆ 水辺で乾杯 （ミズベリング） 

実施日：2018年7月6日（金）午後7時7分 （雨天決行） 

会場：広瀬川 宮沢橋下流 

 

◆ 河川協力団体意見交換会 

日時：2018年7月31日（火）14：00～15：30 

会場：国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

河川協力団体    

広瀬川1万人プロジェクト 流域一斉清掃（春・秋）  

 実行委員として、大橋会場（春）、八本松会場（秋）を担当しました。大橋

では企業参加が中心で、八本松会場では町内会から多くの参加がありました。

年々ゴミは少なくなってきています。 

【春】 

 ○実施日：2018年4月21日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 大橋会場 

 ○参加人数：102名 

 ○ゴミ袋：12袋（粗大ごみ等含む） 

 

 

 

【秋】 

 ○実施日：2018年9月29日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 八本松会場 

 ○参加人数：77名 

 ○ゴミ袋：4袋（粗大ごみ等含む） 

 

 

  

◆広瀬川1万人プロジェクト ワーキンググループ 

 ・日時：2017年11月24日（金）17:00～18:30 会場：仙台市役所5階 第二会議室  

 ・日時：2018年9月14日（金）16:30～17:30 会場：仙台市役所6階 河川課会議室  

 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

 ・日時：2018年4月9日（月）17:00～18:30 会場：仙台市役所本庁舎 第一会議室 

 ・日時：2018年9月14日（金）18:30～19:00 会場：仙台市役所本庁舎 第一会議室 

▲大橋会場で回収。（2018.4.21） 

▲八本松会場で回収。（2018.9.29） 

名取川水系 名取川・広瀬川 

国（東北地方整備局） 第42号  

（指定 平成27年3月2日） 

▲大橋会場集合写真。（2018.4.21） 



受託事業 

 市民を対象としたワークショップ等を通して、四ツ谷用水や水環境全体についての見識を

深め、四ツ谷用水の記憶を広い世代に継承することを目的とした事業です。また、水環境

全体について考えるきっかけづくりを目指します。 

 各イベント事業は、「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会、仙台・水の文化史研究会、仙

台リバーズネット梅田川の3団体のご協力を得て実施しました。 

 

（1） 杜の都を潤した水の道“四ツ谷用水”をたどろう 

 ① 四ツ谷用水親子バスツアー 

ルート：四ツ谷堰（取水口）〜沈砂池〜聖沢掛樋～四ツ谷用水本流沿い（バス移動） 

～宮城県工業用水道管理事務所を見学  

○開催日時：201７年7月29日（水）9：00～12：30 

○参加者：9組21名 

〇現地案内：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 

 ② 四ツ谷用水歩く会 八幡編 

コース：太鼓橋⇒石切橋⇒春日神社⇒洗い場⇒林宅寺⇒支倉堀跡⇒木町通市民センター 

○開催日時：2017年9月27日（水）10：00～14：30 

○参加者：18名 

〇現地案内：仙台・水の文化史研究会 

 ③ 四ツ谷用水歩く会 スリバチ学会編 

コース：大崎八幡宮太鼓橋～鶏沢・旧八幡池～春日神社～第一支流～土橋通～へくり沢  

～澱橋～地下鉄東西線国際センター駅  

○開催日時：201７年11月11日（土）9：30～12：00  

○参加者：22名 

〇講師：皆川典久 氏（東京スリバチ学会） 

 

（2） 四ツ谷用水フォーラム  

○開催日時：2018年2月3日（土）13：30～16：00   

○会場：東北大学大学院環境科学研究科 本館2階 大講義室  

○来場者：109名 関係団体・スタッフ：20名 

＜プログラム＞ 

講演1：「四ツ谷用水と他の城下用水を比較する」 

講師：新関昌利氏（『四ツ谷の水を街並みに！』市民の会 会長）  

講演2：「政宗のまちづくりと広瀬川水運」  

講師：菅野正道氏（仙台市博物館 主幹兼学芸普及室長） 

質疑応答 
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平成29年度事業（仙台市環境共生課） 

四ツ谷用水再発見イベント開催業務委託 

▲親子バスツアー 沈砂池（2017.7.29） 

▲歩く会スリバチ学会編（2017.11.11） 

▲四ツ谷用水フォーラム（2018.2.3） 

▲歩く会八幡編 本流沿い（2017.9.27） 



 「ツルハクリーンフェスタ2018」 

○主催：株式会社宮城テレビ放送  

○日時：2018年5月12日（土） 8：30～13：30 

○場所：台原森林公園 

○対象：みやぎTVツルハ環境フェア 招待者300名  

＜実施内容＞ 

環境ワークショップ「“ゴミ”本当に『ゴミ』なの…？」 

協力：仙台リバーズネット・梅田川 
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ミヤギテレビ・ツルハ 環境ワークショップ支援 

事務局事務 

▲環境ブース 

 「“ゴミ”本当に『ゴミ』なの…？」 

 （2018.5.12） 

貞山運河研究所 事務局 

◆運営委員会 

 毎月第3水曜日（年12回） 

 場所：仙台市市民活動サポートセンター  

◆平成30年度総会 

 2018年5月26日（土）17：00～ 

 西洋居酒屋シェルブール 会議室 

 

＜活動内容＞ 

◆ 仙台市協働まちづくり推進助成事業 

 「貞山運河の利活用による新浜の復興まちづくり」（平成29年度事業）  

 貞山運河と新浜をはじめとした沿岸部の現況を把握し、貞山運河を新浜や沿岸部の復興

まちづくりに活かすための魅力を掘り起こすことを目的として、新浜町内会、貞山運河研究所

とNPO法人水・環境ネット東北が協働で実施しているモデル事業です。 

 

＜2017年度＞ 

① 貞山運河の船遊びと新浜フットパス  

2017年10月1日（日）10：00～14：00 参加者34名  

② 新浜の貞山運河の渡し舟とフットパス 

2017年11月12日（日）10：00～14：00 参加者30名 

③ 貞山運河フォーラム「今、貞山運河で」  

2018年2月25日（日）12：00～16：30  

せんだいメディアテーク オープンスクエア  

参加者：約200名（来場約500名） スタッフ：約30名 

 

▲貞山運河 Eボート体験（2017.10.1） 

▲貞山運河 渡し船（2017.10.1） 

▲貞山運河フォーラム（2018.2.25） 
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 雨水（あまみず）の利活用を促進するための活動をしている雨水ネットワーク東北の、事

務局事務を担当しています。（2017.10～2018.9）  

 

○事務局会議  

 2017年10月10日、11月21日 

 2018年2月15日、4月12日、5月31日、7月18日、9月3日 

 

＜活動内容＞ 

○湧水視察：桂葉清水（栗原市）、青麻神社 

 日時：2017年10月10日（火） 

 

○ぼうさいこくたい （防災推進国民大会2017） （ブース出展） 

 日時：2017年11月26日(日)、27(月) 会場：仙台国際センター 会議棟  

 内容：手作り天水桶・パネルの展示 

 

○環境フォーラムせんだい2017 （共同ブース出展） 

＜NPO法人水・環境ネット東北、仙台リバーズネット・梅田川、雨水ネットワーク東北＞ 

日時：2017年12月10日（日）10：00～15：00 

会場：せんだいメディアテーク オープンスクエア 

内容：手作り天水桶・パネルの展示、すごろく 、ごみワークショップ 

 

○マチノワブース （ブース出展） 

 日時：2018年2月25日（日） 会場：仙台市市民活動サポートセンター  

 内容：手作り天水桶・パネルの展示 

 

○第4回総会 

 日時：2018年5月11日（金）17：00～17：30 

 場所：仙台市市民活動サポートセンター 研修室3 

 

○雨水サロン 

 日時：第10回 2017年11月13日（水） 15：50～17：30 

     第11回 2018年5月11日（金） 18：00～20：00 

     第12回 2018年6月22日（金） 14：30～18：00 

 会場：仙台市市民活動サポートセンター 他 

 

○天水桶手づくり講座 （セブン-イレブン記念財団助成事業） 

 日時：2017年度 2017年10月21日（土）  

2018年度 2018年9月15日（土） 

 会場：仙台市農業園芸センター  

雨水ネットワーク東北 事務局 

▲環境フォーラムせんだい（2017.12.10） 

▲栗原市 桂葉清水（2017.10.10） 

▲雨水サロン （2018.5.11） 

▲ぼうさいこくたい（2017.11.26～27） 

▲雨水サロン・煉瓦下水道見学 

  （2018.6.22） 



委員会など 

宮城県流域水循環計画推進会議 

宮城県森林審議会 

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 

いい川・いい川づくりワークショップ実行委員会 

環境フォーラムせんだい実行委員会 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会  

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・会員や委員として参加】（順不同） 

あきたESDネットワーク 

雨水ネットワーク 

雨水ネットワーク東北 

NPO法人エコロジー夢企画 

NPO法人エコワーク実践塾 

カワラバン 

NPO法人環境生態工学研究所 

NPO法人北上川流域連携交流会 

久保川イーハトーブ自然再生協議会 

グリーン連合 

一般社団法人JEAN 

NPO法人全国水環境交流会 

仙台圏域の健全な水環境調査研究会 

仙台「桜川」を復活する市民の会   

仙台・水の文化史研究会 

NPO法人せんだい杜の子ども劇場 

仙台リバーズネット・梅田川 

貞山運河研究所 

公益社団法人日本河川協会 

広瀬川市民会議 

NPO法人ひたかみ水の里  

よこはまかわを考える会 

「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 
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▲宮城県流域水循環計画推進会議 

 現地研修会 野蒜築港（2017.10.25） 



第19期 第1回 
2017年11月28日 

・代表理事の選定 

・第19期事業予定について 

第19期 第2回 
2018年4月7日 

・第19期事業の進捗状況報告 

・受託事業、事務局事務業務、自主事業の予定・計画について 

第19期 第3回 
2018年10月21日 

・第19期事業の総括と決算（案）について 

・第20期の事業計画について 

理事会の開催 
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Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金 33,150              

普通預金 1,336,899         

定期預金 1,230,000         

郵便振替 51,795              

立替金 -                       

前払金 96,628              

流動資産合計 2,748,472         

2 固定資産合計

出資金 10,000              

固定資産合計 10,000              

資産合計 2,758,472         

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入金 4,150,136         

前受金 -                       

未払金 -                       

預り金 -                       

未払法人税等 72,000              

流動負債合計 4,222,136         

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 6,444,897         

Ⅲ 正味財産の部

基本金 0

当期正味財産増減額 1,771,086

前期繰越金 △ 5,457,511

正味財産合計 △ 3,686,425

負債合計 △ 3,686,425

第19期

貸借対照表

2018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 経常収益

1 受取会費 84,000              84,000                

2 受取寄付金 2,064,997         2,064,997           

3 活動収入 772,400            

自主活動 41,000               41,000                

受託活動 731,400             731,400              

4 助成金 -                       -                         

5 雑収入 12                     12                       

経常収益合計（A） 2,921,409         2,189,997           731,412              

前期繰越金 △ 5,457,511

合計（B） △ 2,536,102

Ⅱ 経常費用

1 活動費 1,030,401 625,380 405,021

自主活動 625,380            

人件費 480,000               

その他経費

通信費 720                     

旅費交通費 34,220                 

消耗品費 10,400                 

会議費 13,500                 

印刷費 33,420                 

賃借料 9,600                   

東北交流参加費 18,000                 

講師謝金 10,000                 

諸会費 15,000                 

雑費 520                     

第19期　活動計算書

自2017年10月1日　　至2018年9月30日

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北

科目 総括
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受託活動 342,591            

人件費 100,100               

その他経費

通信費 400                     

旅費交通費 45,130                 

消耗品費 42,709                 

会議費 26,592                 

謝金 50,000                 

賃借料 43,200                 

支払保険料 4,500                   

印刷費 28,896                 

雑費 1,064                   

事務局事務 62,430              

人件費 60,000                 

その他経費 2,430                   

2 管理費 47,922              29,085                18,837                

法定福利費 -                       

会議費 12,372              

旅費交通費 520                   

通信費 29,379              

消耗品費 3,155                

支払手数料 716                   

租税公課 200                   

雑費 -                       

研修費 1,500                

印刷費 80                     

経常費用合計（C） 1,078,323 654,465 423,858

法人税、住民税及び事業税 72,000

税引前当期純利益金額（A）-（C） 1,843,086 1,535,532 307,554

当期経常増減額 1,771,086

次期繰越正味財産額（B）-（C） △ 3,686,425
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Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金手元有高 33,150              

普通預金 七十七銀行本店 1,223,737         

ゆうちょ銀行 普通 113,162            

ゆうちょ銀行 振替 51,795              

ゆうちょ銀行定額預金 530,000            

定期預金 七十七銀行 700,000            

前払金 H30四ツ谷用イベント運営 96,628              

未収入金 -                       

立替金 -                       

流動資産合計 2,748,472        

2 固定資産

備品 -                       

出資金 10,000              

固定資産合計 10,000             

資産合計 2,758,472        

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入 4,150,136         

未払金 -                       

前受金 -                       

未払法人税等 72,000              

2 預かり金 -                       

流動負債合計 4,222,136        

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 6,444,897        

Ⅲ 正味財産の部

基本金 -                      

当期正味財産増減額 1,771,086        

前期繰越金 △ 5,457,511

正味財産合計 △ 3,686,425

負債合計 △ 3,686,425

第19期

特定非営利に関わる事業会計　財産目録

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北

（2018年9月30日現在）

科　　　　目 金　　　　額
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第2号議案 
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第20期活動計画（案） 
自2018年10月1日  至2019年9月30日 

 

 

（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活動の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。 

 

□自主企画 

・初歩き企画と実施 2019年1月6日(日) 

・東北の川ワークショップ検討会（仮） の開催 2019年1月13日(日) 

・四ツ谷用水連絡会：四ツ谷用水の普及啓発にかかる活動 

・広瀬川1万人プロジェクト実行委員会およびワーキンググループ（春4月・秋9月の年2回） 

・その他、河川協力団体としての活動。 

 

□受託活動 

 ① 平成30年度四ツ谷用水再発見イベント開催業務（仙台市環境共生課） 

・親子バスツアー 2018年7月25日(水) 

・歩く会 八幡編1：2018年9月22日(土)、街中編：10月24日(水)、八幡編2：11月7日(水) 

・四ツ谷用水フォーラム 2019年2月9日(土) 

② その他、定款に則り、水や環境に関する調査研究、交流活動、イベント等の業務。  

 

□事務局事務 

 ・雨水ネットワーク東北 

・貞山運河研究所 

 

□交流事業 

・NPO法人全国水環境交流会をはじめ、全国の団体との活動や情報交流。 

・仙台市内、宮城県内の水や環境の団体、さらに東北の団体との活動や情報交流。 

・ホームページ等インターネットを活用した情報の受発信。 

・その他、定款に則り、必要とされる活動や情報の交流活動。 

第3号議案 
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収入の部

第20期予算 第19期決算 第19期予算

Ⅰ 会費収入 120,000 84,000 150,000

Ⅱ 寄付収入 100,000 2,064,997 100,000

Ⅲ 助成金 200,000 0 300,000

Ⅳ 活動収入 1,000,000 772,400 1,200,000

V 雑収入 12

前期繰越 290,907

収入合計 1,420,000 2,921,409 2,040,907

支出の部

第20期予算 第19期決算 第19期予算

Ⅰ 活動費 1,358,000 1,030,401 1,580,000

Ⅱ 管理費 62,000 47,922 98,000

法定福利費

会議費 15,000 12,372 15,000

旅費交通費 1,000 520 10,000

通信費 35,000 29,379 35,000

消耗品費 5,000 3,155 25,000

支払手数料 1,000 716 2,000

租税公課 200 200 400

雑費 800 0 4,600

研修費 3,000 1,500 5,000

印刷費 1,000 80 1,000

短期借入金の償還 2,000,000

法人税、住民税及び事業税 72,000 72,000 72,000

繰越 △ 228,914 290,907

支出合計 1,420,000 2,921,409 2,040,907

科　　　目

第20期

活動計画予算(案)

自2018年10月1日　至2019年9月30日

科　　　目



 

シンボルマークコンセプト 

「水環境」を視覚化したシンボルマークです。 

 円を『環』鏡、あるいは地球と位置付けました。 

地球的に考え、他地域に行動する組織である事を表現

しています。 

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北 

〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目14-26 保坂ビル301  

TEL：090-2979-5755  

E-mail：mizunet@mizunet.org  

https://mizunet.org/cms/ 


