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         至 9月30日 

特定非営利活動法人水・環境ネット東北 

第20回定時総会のごあいさつ  
2019年11月25日 

代表理事 新川達郎 

 

 皆様にはますますご清祥のことと存じます。 

 私たち特定非営利活動法人水・環境ネット東北は、第20回目の総会を迎えるこ

とになりました。この1年間は、新たな東北での水環境にかかわる交流を模索する

試みを行い、今後の可能性を探りました。またこれまで継続してきた広瀬川の活

動や環境フォーラムへの参加、四谷用水また貞山運河をめぐる活動への協力な

ど、東北そして仙台の環境問題や河川問題に積極的にかかわってまいりました。 

 現在の水ネットでは、かつてのように大きな金額の委託事業を受託して、組織的

に活動するというよりも、ボランタリーな活動をベースにしつつ、地域の必要性に応

えていくとともに、少しずつですが活動の革新的変革を試みるという姿勢になって

いると思っております。 

 実際には私たちをめぐる環境には厳しいものがあります。今年の台風19号そして

その後の豪雨水害では、多くの方々が犠牲になられ、深く哀悼の意を表したいと

思います。また被災をされた多くの方々にはお見舞いを申し上げます。これらもま

た、地球規模の環境問題であると同時に私たちの地域の水環境や水循環の問題

としてとらえなおさないといけないのではないかと思っております。 

 この問題に加えて、東日本大震災の復興は、市民的な観点からはいまだ道半

ばであるにもかかわらず、いよいよ10年を向かえることで復興への気持ちもそして

本当に復興しないといけない内容も、見失われつつあるように思えてなりません。

東北の水や環境について、まだまだ、発言を続けなければならないことは多く、ま

た行動を起こしていかなければならないことも山積みになっているように思ってい

ます。 

 水・環境ネット東北は、20年前にNPO法人化しましたが、それまでの活動を含

めると30年近くの間、東北の河川や水辺にかかわって活動を続けてまいりました。

2019年の年次総会を迎えるにあたり、改めて次の年度に向けた積極的な活動の

展開を、皆様とともに進められればと思っております。これまで支えてくださった会

員の方々に感謝を申し上げつつ、さらにこれからの東北の水・環境の改善に向け

て、尽力してまいりたいと思いますので、新たな年度におきましてもよろしくご支援

ご協力のほどをお願い申し上げます。  

2019年11月25日 



○日時：2019年1月6日（日） 14：00～16：00 

○集合：地下鉄東西線 国際センター駅 

○参加：5名 

 穏やかな天気（気温は4℃くらい）となり、広瀬

川の中流域をゆっくり散策しました。米ヶ袋の縛り

地蔵まで歩き、片平市民センターの四ツ谷用水

の展示を見学した後は新年会を行いました。

10,000歩くらいの初歩きとなりました。 

河川協力団体 関連 

◆ 水辺で乾杯in広瀬川 ～広瀬川の魅力・大発見～ 

実施日：2019年7月5日（金）午後7時7分 

会場：広瀬川 宮沢橋下流 （6団体共催） 

◆ 河川協力団体意見交換会 

日時：2019年7月31日（水）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 

◆ 河川協力団体全国協議会 

日時：2019年10月4日（金）19：00～ 

会場：アヤハレークサイドホテル（滋賀県） 2 

河川協力団体    

 初歩き2019 広瀬川中流域（仙台国際センター〜片平市民センター） 

自主事業・協力事業 

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） 

 参加団体の近況報告、情報交換と、東北でのワークショップや交流のあり方について等、

ざっくばらんに話し合う会を開催しました。（参加34名） 

主催 特定非営利活動法人水・環境ネット東北 

日時 2019年1月13日（日）14：00〜17：00  

会場 仙台市市民活動サポートセンター  

    6階 セミナーホール 

 

 

東北『川・水環境』ワークショップ検討会＆交流会 

第1号議案 

▲広瀬川 銭形不動尊。（2019.1.6） 

＜発表団体＞ 

① カワラバン  

② 広瀬川市民会議 

③ あきたESDネットワーク 

④ 仙台リバーズネット・梅田川 

⑤ NPO法人広瀬川の清流を守る会 

⑥ ふるさとの川・荒川づくり協議会 

⑦ 北上川フィールドライフクラブ 

⑧ 貞山運河研究所  

⑨ 小川原湖自然学校 

▲活動発表。（2019.1.13） 

▲グループワーク。（2019.1.13） 
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広瀬川1万人プロジェクト 流域一斉清掃 

 実行委員として、大橋会場(春)と八本松会場(秋)を担当しました。大橋では企

業参加が中心で、八本松会場は町内会の皆さんにご参加いただきました。 

 

【春】全7会場 

 ○実施日：2019年4月20日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 大橋会場 

 ○参加人数：120名 

 ○ゴミ袋：17袋（粗大ごみ等含む） 

 

 

【秋】全17会場 

 ○実施日：2019年9月28日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 八本松会場 

 ○参加人数：37名 

 ○ゴミ袋：1袋 

 

 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

ワーキンググループ 2019年 4/10、7/10 

担当者会議 2019年 9/4 

実行委員会 2019年 4/10、9/4 

▲大橋会場で回収。（2019.4.20） 

▲八本松会場で回収。（2019.9.28） 

＜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「桜川」を復活する市民の会 

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 

▲大橋会場集合写真。（2019.4.20） 

 四ツ谷用水に関係する団体で情報交換や、 

協働で活動を行っています。 

 

◆四ツ谷用水本流沿い八幡町の草刈り 

 散策路の整備を目的として、有志で草刈りを 

実施しました。 

 ・2019年5月14日（火）10:00～12:00 

 ・2019年9月24日（火）10:00～11:00 

 

◆連絡会の開催 

 開催日 2018年10/18、12/14、 

     2019年1/24、3/12 、5/9、6/21、 

     8/29、9/26   

 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 

▲四ツ谷用水本流沿い草刈り。（2019.5.14） 

▲四ツ谷用水本流沿い草刈り。（2019.9.24） 



 震災10年の節目において、仙台南部海岸(七北田川河口から南、福島県境まで) の

堤防施工エリア周辺の環境がどう変化したかを把握し、堤防位置の妥当性等も含め、

今後の津波対策へ生かすことを目的としています。 

 

○キックオフミーティング：2019年5月11日（土） 東北大学青葉山キャンパス 生物棟 

○事前調査：2019年7月6日（土） 仙台湾南海岸 

○フィージビリティスタディ(可能性調査) ：2019年8月31日(土)  仙台湾南海岸 

 主催：応用生態工学会仙台 

 参加：約50名 

 調査項目：物理環境、植生、昆虫 
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 仙台湾南部海岸環境追跡プロジェクト 

  〜東日本大震災後の砂浜環境について〜 （協力・参加） 

 「“いい川”とは何だろう」－｢川の日｣ワークショップは、それを問いかけ、自由で柔ら

かにその答えを探っていくための公開選考会という方式のワークショップです。  

貞山運河での、新浜町内会・貞山運河研究所との協働事業について活動発表を行

い、「入賞」をいただきました。 

○開催日：2018年12月1日（土）～2日（日） 

○会場：12/1ホテル大平原、 

     12/2とかちプラザ 

○主催：いい川・いい川づくり実行委員会  

○発表：36団体 

第11回いい川・いい川づくりワークショップ 

 in 北海道十勝（協力・参加） 

▲砂浜昆虫調査。（2019.8.31） 

▲いい川ワークショップ。（2018.12.2） 

▲発表パネル。（2018.12.1） 

仙台市環境出前講座ネットワーク 

 学校法人仙台育英学園 秀光中等教育学校から受講希望があり、「四ツ谷用水を

歩く会」を実施しました。 

○実施日：2019年8月31日（土）9：30～11：00 

○現地案内協力：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 

○参加：中学3年生徒30名および先生3名 

○ルート：大崎八幡神社～支倉堀跡（東北大学歯学部構内） 

▲環境出前講座。（2019.8.31） 



委員会など 

仙台広域圏ESD・RCE運営委員会 

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） 

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】（五十音順） 

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 

貞山運河倶楽部 

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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第20期 第1回 
2018年11月25日 

・代表理事の選定 

・第20期事業予定について 

第20期 第2回 
2019年4月27日 

・第20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20期 第3回 
2019年10月27日 

・第20期事業の総括と決算（案）について 

・第21期の事業計画について 

理事会の開催 

ミズアオイ（2019.9.6） 



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：2018年7月24日（水）9：00～12：30 

○参加者： 8組18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1 

コース：太鼓橋～石切橋～春日神社～洗い場跡～林宅寺～支倉堀跡～上杉山橋跡 

○開催日時：2017年9月22日（土）10：00～12：00 

○参加者： 17名 

〇現地案内：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 

 ③ 四ツ谷用水歩く会 街中編 

コース： 古図広場～国分町通～芭蕉の辻～クリスロード～AER前～生涯学習支援センター 

○開催日時：2018年10月24日（土）10：00～14：30  

○参加者： 22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 八幡編2 

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

○開催日時：2018年11月7日（水）10：00～14：30  

○参加者： 22名 

〇現地案内：仙台・水の文化史研究会 

（2） 四ツ谷用水フォーラム  

○開催日時：2019年2月9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： 125名 関係団体・スタッフ： 20名 

＜プログラム＞ 

講演1：「遺産“四ツ谷用水”概説」 柴田 尚 氏（仙台・水の文化史研究会 会長） 

講演2：「地形と水が育む都市の文化」 皆川 典久 氏（東京スリバチ学会 会長） 

話題提供「四ツ谷用水での活動提案 ～現在の姿を楽しむことからはじめよう！～」  

    八十川 淳 氏（東北文化学園大学 教授） 

質疑応答 

○同時開催 四ツ谷用水パネル展 2/9～2/15  たまきさんサロン 6 

平成30（2018）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 四ツ谷堰 （2018.7.25） 

▲歩く会八幡編2（2018.11.7） 

▲四ツ谷用水フォーラム（2019.2.9） 

▲歩く会八幡編1  太鼓橋（2018.9.22） 

▲歩く会街中編  古図広場（2018.10.24） 



 「ツルハクリーンフェスタ2019」 

○主催：株式会社宮城テレビ放送  

○日時：2019年5月11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…？」 

 （2019.5.11） 

貞山運河研究所 

◆ 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30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たモデル事業です。 

 

＜平成30（2018）年度＞ 

①運河の船遊びとフットパス 

part1：2018年6月10日(日) 10：00～14：00 

part2：2018年8月4日(土) 10：00～14：00 

part3：2018年10月14日(日) 10：00～14：00 

②フィールド＆ワークショップ 

自然観察：2018年7月8日(日) 10：00～14：00 

生きもの観察：2018年9月2日(日) 10：00～14：00 

松葉さらい：2018年11月18日(日) 10：00～14：00 

③貞山運河（新堀）の運行調査 

 第1回：2018年10月2日(火) 

第2回：2018年10月25日(木) 

④情報誌「ほとりから。」の発行 

  第1号～第4号 

⑤貞山運河フォーラム「貞山運河であいましょう」の開催 

  日時：2019年2月17日（日）12：00～16：30  

  会場：せんだいメディアテーク 1階オープンスクエア 

第1部 基調講演「貞山堀と私」佐伯一麦 氏 

第2部 パネルディスカッション「ひろばとしての貞山運河」 

 

◆貞山運河研究所 解散総会 

  日時：2019年5月25日（土）17：00～18：00 

  場所：西洋居酒屋シェルブール 会議室 

▲貞山運河 渡し舟（2018.8.4） 

▲貞山運河 自然観察（2018.7.8） 

▲貞山運河フォーラム（2019.2.17） 

貞山運河倶楽部 

 2019年6月に新しく発足した「貞山運河倶楽部」の活動に協力しています。 
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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。（2018.10～2019.9）  

 

○事務局会議  

 2018年 10/16、11/27 

 2019年 1/22、3/14、4/25、6/24、8/6、9/12 

 

＜活動内容＞ 

○環境フォーラムせんだい2018 （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：2018年12月2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 

 

○第5回総会 

 日時：2019年5月24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 

 第13回 2018年11月15日（木） 15：30～17：30 （株）三創 

 第14回 2019年5月24日（金） 18：00～20：00 仙台市市民活動サポートセンター 

 第15回 2019年8月22日（金） 16：00～18：00 東北大学川内キャンパス 見学 

 

○天水桶手づくり講座 

① 2018年度 （セブン-イレブン記念財団助成事業） 

  2018年11月11日（日）10：00～12：00 人来田コミュニティセンタ 

  2018年12月8日（土）13：00～15：00 栗原市高清水コミュニティセンター  

 

② 2019年度 

 2019年9月22日（日）13：00～15：00 栗原文化会館 

 ◆ブース出展 2019年8月31日 栗原市民まつり 

雨水ネットワーク東北 事務局 

▲天水桶手づくり講座（2018.11.11） 

▲雨水サロン（2019.5.24） 

▲雨水サロン 現地見学（2019.8.22） 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

 2019年度から、広瀬川1万人プロジェクト実行委員会の会計業務を担当すること

になりました。 

○会計業務（通年） 2019年4月～9月（第20期） 



9 

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金 12,358              

普通預金 1,517,037         

定期預金 1,230,000         

郵便振替 142,919            

立替金 -                       

前払金 120,163            

流動資産合計 3,022,477         

2 固定資産合計

出資金 10,000              

固定資産合計 10,000              

資産合計 3,032,477         

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入金 2,150,136         

前受金 210,000            

未払金 -                       

預り金 16,000              

未払法人税等 72,000              

流動負債合計 2,448,136         

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 4,670,897         

Ⅲ 正味財産の部

基本金 0

当期正味財産増減額 2,048,005

前期繰越金 △ 3,686,425

正味財産合計 △ 1,638,420

負債合計 △ 1,638,420

第20期

貸借対照表

2019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 78,000              78,000                

2 受取寄付金 2,041,117         2,041,117           

3 活動収入 1,055,422         

自主活動 86,600               86,600                

受託活動 968,822             968,822              

4 助成金 70,000              70,000                

5 雑収入 10                     10                       

経常収益合計（A） 3,244,549         2,275,717           968,832              

前期繰越金 △ 3,686,425

合計（B） △ 441,876

Ⅱ 経常費用

1 活動費 1,080,418 273,501 806,915

自主活動 273,501            

その他経費

通信費 750                     

旅費交通費 119,420               

消耗品費 5,135                   

会議費 5,000                   

印刷費 33,100                 

賃借料 8,000                   

東北交流参加費 29,720                 

講師謝金 -                          

諸会費 1,000                   

東北ワークショップ 70,000                 

その他経費 1,376                   

受託活動 659,132            

人件費 389,500               

その他経費

通信費 -                          

旅費交通費 12,560                 

消耗品費 73,232                 

会議費 21,476                 

謝金 102,400               

賃借料 47,364                 

支払保険料 3,640                   

印刷費 7,880                   

雑費 1,080                   

第20期　活動計算書

自2018年10月1日　　至2019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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公益活動 収益活動科目 総括

事務局事務 147,783            

人件費 145,000               

その他経費 2,783                   

雑損失 2                       2                         

2 管理費 44,126              11,170                32,956                

法定福利費 -                       

会議費 6,284                

旅費交通費 -                       

通信費 34,796              

消耗品費 2,214                

支払手数料 432                   

租税公課 400                   

雑費 -                       

研修費 -                       

印刷費 -                       

経常費用合計（C） 1,124,544 284,671 839,871

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） 2,120,005 1,991,046 128,961

当期経常増減額 2,048,005

次期繰越正味財産額（B）-（C） △ 1,638,420
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Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金手元有高 12,358              

普通預金 七十七銀行 1,449,407         

ゆうちょ銀行 普通 67,630              

ゆうちょ銀行 振替 142,919            

定額預金 ゆうちょ銀行 530,000            

定期預金 七十七銀行 700,000            

前払金 2019四ツ谷用イベント運営 51,504              

2019杜々かんきょう事業 49,969              

2019貞山運河フットパス 14,190              

その他 4,500                

未収入金 -                       

立替金 -                       

流動資産合計 3,022,477        

2 固定資産

備品 -                       

出資金 10,000              

固定資産合計 10,000             

資産合計 3,032,477        

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入 2,150,136         

未払金 -                       

前受金 210,000            

未払法人税等 72,000              

2 預かり金 16,000              

流動負債合計 2,448,136        

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 4,670,897        

Ⅲ 正味財産の部

基本金 -                      

当期正味財産増減額 2,048,005        

前期繰越金 △ 3,686,425

正味財産合計 △ 1,638,420

負債合計 △ 1,638,420

第20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

（2019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21期活動計画（案） 
自2019年10月1日  至2020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。 

 

□自主企画・協力事業 

 ・初歩き企画と実施 2020年1月 

 ・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） 

 ・その他、河川協力団体としての活動。 

 

□受託活動 

 ① 2019（令和元）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 

  ・上流編バスツアー 

  ・歩く会 

  ・四ツ谷用水フォーラム 

② 2019（令和元）年度杜々かんきょうレスキュー隊事業 

③ 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 

 ・広瀬川1万人プロジェクト実行委員会（会計業務） 

 ・貞山運河倶楽部 

 

□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21期予算 第20期決算 第20期予算

Ⅰ 会費収入 90,000 78,000 120,000

Ⅱ 寄付収入 100,000 2,041,117 100,000

Ⅲ 助成金 100,000 70,000 200,000

Ⅳ 活動収入 1,000,000 1,055,422 1,000,000

V 雑収入 10

前期繰越 48,005

収入合計 1,338,005 3,244,549 1,420,000

支出の部

第21期予算 第20期決算 第20期予算

Ⅰ 活動費 1,211,000 1,080,418 1,358,000

Ⅱ 管理費 55,005 44,126 62,000

法定福利費

会議費 10,000 6,284 15,000

旅費交通費 1,000 1,000

通信費 35,000 34,796 35,000

消耗品費 4,805 2,214 5,000

支払手数料 1,000 432 1,000

租税公課 200 400 200

雑費 800

研修費 2,000 3,000

印刷費 1,000 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

繰越 48,005

支出合計 1,338,005 3,244,549 1,420,000

科　　　目

第21期

活動計画予算(案)

自2019年10月1日　至2020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/ 


