2015年11月28日

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北

第16回総会 議案書
自2014年10月1日～至2015年9月30日

特定非営利活動法人水・環境ネット東北の今後に向けて
2015年11月28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、2014年‐2015年の第16期活動を終
え、17期の活動に向かおうとしています。第16期には、第8回いい川・いい川づくりワー
クショップin仙台を開催するなど全国レベルの活動に協力しましたし、自主活動として
は広瀬川を中心した環境活動を着実に進めてきました。また雨水ネットワーク東北や
四ツ谷用水連絡会、つながりぬくもりプロジェクトなど各種の環境活動団体の活動支援
や事務局事務を担って進めてきました。加えて、国土交通省東北地方整備局や仙台
市、また民間企業からの事業受託もささやかながら進めてまいりました。
東日本大震災から5年を経過しようとする時期にあって、災害復興と水環境とのか
かわりを真剣に考えるべき時期にあると考えて、前述の第8回いい川・いい川づくりワー
クショップでは、被災地の現地研修会を企画して多くの方々にご参加いただきました。
また、2015年3月に仙台市で開かれた国連防災世界会議には雨水ネットワーク東北
に協力する形で参加しましたし、4月に韓国の大邱で開催された第7回世界水フォー
ラムにおいても発表する機会を得ました。
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様々に活動を重ねてきたつもりではいるのですが、財務運営面からみますと、現実
には、極めて厳しい状況にあります。もちろん、大きな収入は予想できないことから、堅
実な運営を心掛けてきたつもりですが、それにもまして収入は減り、一方で固定的な経
費は確実に支出されていくという状況にあります。第17期においては、こうした財務構
造を抜本的に変える必要があると考えています。

会計報告 ............................................ 10

次期の活動はもちろん事業計画に基づいて着実に進め、事業費の獲得をしていか
なければならないと思っていますが、財務状況を大きく改善できる事業の企画や実施
は容易ではありません。寄付や会費収入の拡大ももちろん努力する必要があるとは思
いますが、これも簡単に進むわけではありません。多くのNPOが陥っているマイナスのス
パイラルの罠にはまっているというのが現状だと考えています。

 創

立 1993年 8月 1日

 認

証 1999年 9月29日

第17期には、こうした現状を客観的に見据えて、健全経営に向けた努力を重ねつ
つ、抜本的な改善策を検討して行きたいと思っています。そのためにも会員の皆様か
らの一層のご指導ご鞭撻、そしてご支援が必要です。今後の水・ネット東北の運営に
ぜひともお力添えをお願い申し上げます。

第17期活動計画案 ........................ 13

 法人設立 1999年10月1日
 事業年度 自 10月1日
至 9月30日

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法人全国水環境交流会

NPO法人エコロジー夢企画

NPO法人水の旅人
公益社団法人日本河川協会

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

をんな川会議
認定NPO法人 自然環境復元協会

浄化槽フォーラム

仙台・水の文化史研究会

NPO法人シビルNPO連携プラットフォーム（CNCP）

「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会

杜の都の市民環境教育・学習推進会議（FEEL Sendai）

仙台リバーズネット・梅田川

仙台広域圏ESD・RCE運営委員会

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会

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

参加委員会など

いい川・いい川づくりワークショップ実行委員会

五間堀川河川整備懇談会

雨水ネットワーク東北

宮城県流域水循環計画推進会議

広瀬川中流域景観まちづくり協議会 準備会

宮城県森林審議会

広瀬川を楽しむ会
久保川イーハトーブ自然再生協議会

宮城県自然環境保全審議会

水・森・人 in 釜房実行委員会（釜房ダム）

釜房ダム水源地域ビジョン推進委員会

泉環境フォーラム
環境フォーラムせんだい実行委員会

グリーン連合

いのちを守る森の防潮堤推進 東北協議会役員会

自主事業

■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】
2014年10月12日（日）10：00～11：00 清掃
11：00～12：00 「お宝さがしワークショップ」 仙台リバーズネット・梅田川 共催
12月10日（水）10：00～11：00
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参加者： 会員及び市民・企業の方

■広瀬川魅力開発プロジェクト 大倉川上流域探索
○実施日：2014年10月25日（土）9：30～16：00
○場所：仙台駅出発～十里平～大倉川 砂防ダム
○参加者：会員ほか市民15名

←大倉川の砂防ダム付近
50年前の森林軌道の橋が残っ
ている。

■広瀬川初歩き （宮沢橋～名取川合流点）

2015年1月4日（日） 10：00～12：00
宮沢橋から名取川の合流点まで、会員及び一般の市民15名で歩きました。
ゴール付近で、みずねっと理事手作りの温かい芋煮とお酒をいただきました。

■広瀬川1万人プロジェクト （春・秋） 会場担当
【春】

大橋会場（2015.4.25）

○実施日：2015年4月25日（土）10：00～11：00
○場所：広瀬川 大橋会場
○参加人数：95名

【秋】
○実施日：2015年9月26日（土）10：00～11：00
○場所：広瀬川 八本松会場
○参加人数：71名
※河川協力団体（名取川・広瀬川）の活動として

八本松会場（2015.9.26）

3

いい川・いい川づくり
ワークショップ
いい川・いい川づくり実行委員
会（「川の日」ワークショップ実
行委員会）は、｢川の日｣ワーク
ショップを1998年より開催して
います。第10回記念大会を経
て2008年より「いい川・いい川
づくりワークショップ」と名称も新
たに再スタートし、昨年9月に第
7回大会（通算17回）が開催し
され、全国より28件の応募、の
べ400名ほどの方々がご参加し
ています。

第8回いい川・いい川づくりワークショップ in 仙台
◆実行委員、現地幹事として参画
日時：2015年8月29日（土）30日（日）
場所：東北工業大学 八木山キャンパス 9号館3階937教室
【大会1日目】

【大会2日目】

主催
いい川・いい川づくり
実行委員会

現地研修会

▲全体集会のようす（2015.8.29）

◆「第8回いい川・いい川づくりワークショップ in 仙台」と併催
主催：NPO法人 水・環境ネット東北
共催：いい川・いい川づくり実行委員会
▲閖上メイプル館にて（2015.8.28）

協賛：一般社団法人 東北地域づくり協会
後援：NPO法人全国水環境交流会、国土交通省東北地方整備局、宮城県

日時：2015年8月28日（金）11：30～17：30
行程：名取市閖上地区、貞山運河、荒浜地区、蒲生地区
参加者：46名
▲蒲生干潟（2015.8.28）
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受託事業
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）
「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：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会、仙台・水の文化史研究会

① 八幡編
コース：太鼓橋⇒石切橋⇒春日神社⇒洗い場⇒支倉堀跡⇒木町通市民センター
○開催日時：2014（平成26）年10月24日（金）10：00～15：00
○参加者：一般15名（応募数：22組（27名））、学生5名

▲八幡編 太鼓橋（2014.10.24）

② 街中編
コース：古図広場⇒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：2014（平成26）年11月20日（木）10：00～15：00
○参加者：20名（応募数：29組（32名））、ユースカレッジ2名

（2）四ツ谷用水フォーラムの開催
○開催日時：2015（平成27）年2月21日（土）13：30-16：30

▲街中編 古図広場（2014.11.20）

○会場：仙台市役所本庁舎 8階ホール
≪プログラム≫
13：30 開会 主催者挨拶・日程説明
13：40 「四ツ谷用水のお話」 新関昌利氏
14：10 ワークショップ
「四ツ谷用水に学ぶ仙台の水環境」
15：30 まとめと全体総括
16：00 閉会 （16：30まで四ツ谷用水に関する展示）
○参加者：約100名
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地域の水保全学習会2014 in 小野川
認定NPO法人 自然環境復元協会
【実施概要】
日時：2014年10月22日（水）
会場：小野川温泉 寿宝園（山形県米沢市小野川町）
○ホタル生息地 現地視察 15：00～18：00
○講演会 18：00～19：30
▲小野川温泉

①「保全の基礎となるホタルの生息環境と生態」
講師：遊磨正秀 氏（龍谷大学理工学部 教授）
②「小野川町周辺の水環境の魅力と保全に向けた課題」
講師：佐藤五郎 氏（元米沢中央高校 副校長）

ミヤギテレビ・ツルハ 環境ワークショップ支援
「ツルハクリーンフェスタ2014」
○日時：2015年6月20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

多自然川づくり研修会 in 山形
国土交通省東北地方整備局
◆業務内容：9月17日（2日目）の研修会の講座4（報告3、4）の企画運営

▲多自然川づくり研修会 in 山形
現地研修の様子。（2015.9.16）

○開催日：2015年9月16日（水）-17日（木）
○場所：霞城セントラル 3F会議室

講座４ 「官民協働による川づくり事例と解説」
解説：新川達郎（NPO法人水・環境ネット東北代表理事）
■報告３ 市民、行政が一緒に取り組む『ひとと魚にやさしい川づくり』
田口圭介（芥川倶楽部理事長）
■報告４ 広瀬川のありたい姿を考える～地域住民と協働でいい川をつくろう～
江成敬次郎（広瀬川創世プラン委員長）
宮城県代理発表：佐々木正人（NPO法人水・環境ネット東北代表理事）
▲多自然川づくり研修会 in 山形
座学研修会場の様子。（2015.9.17）
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事務局事務

四ツ谷用水連絡会
四ツ谷用水に関する情報交換、交流活動。（2014年6月～）
四ツ谷用水再発見イベント（仙台市）、土木学会土木遺産登録、東北大学農学部跡地について等。

○連絡会の開催
開催日：2014年12月4日、2015年2月12日、4月8日、6月17日、9月9日
会場：EPO東北 会議室

○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

つながり・ぬくもりプロジェクト東北
○苺づくり入門と身近な再生可能エネルギー講座（第6回、7回）
実施日： 2014年11月29日（土）、12月23日（火・祝）
作業・講座： 9：00～15：00
場所： 山元いちご農園株式会社
（内容）
・苺づくり実習作業

▲イチゴづくり作業のようす。（2014.11.29）

・再生可能エネルギー 講座

▲イチゴのショートケーキづくり。（2014.12.23）

○太陽光パネル 設置作業 2015年3月
1.大船渡市赤崎漁港外灯 設置
2.住田町満蔵寺仮設街灯 設置
○新・森里海カフェ 太陽光発電システム
設置場所： 宮城県気仙沼市唐桑町西舞根133－1
完成：2015.年3月31日

▲赤崎町漁村センター外灯（2015.3）
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雨水ネットワーク東北
○事務局会議
2014年11月4日、2015年2月2日、3月2日、4月6日、5月15日、7月9日

事務局会議メンバー：7名
＜活動内容＞
○環境フォーラムせんだい2014
▲環境フォーラムせんだい（2014.11.30）

日時：2014年11月30日（日）10：00～15：00
会場：せんだいメディアテーク
出展ブース来場者：約100名

○雨水フォーラム 国連防災世界会議パブリックフォーラム
日時：2015年3月15日（日）12：00～14：00
会場：仙台市民会館
参加者：約40名
◆雨水活用事例集 （A5版 20頁／発行400部）
▲雨水フォーラム（2015.3.15）

※2014年度（平成26年度）一般財団法人セブン-イレブン記念財団からの
活動助成金を活用。

○第7回世界水フォーラム
開催期間：2015年4月12日～17日
開催場所：韓国大邱広域市及び慶州市

○総会

▲泉環境まつり（2015.5.30）

日時：2015年4月22日（水）18：00～
場所：青葉区中央市民センター
・世界水フォーラム参加報告

○泉環境まつり
日時：2015年5月30日（土）10：00～15：00
会場：泉区役所広場
ブース来場者：約60名

○郡山日大 ロハスの家研修会

▲ロハスの家見学（2015.6.27）

日時：2015年6月27日（土）10：00～16：00
場所：日本大学工学部（郡山市）
参加者：11名

○第８回雨水ネットワーク会議全国大会2015in愛知
日時：2015年8月21日(金)～23日(日)
会場：愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 地球市民交流センター

○第3回 雨水サロン
日時：2015年9月1日（火）18：00～20：00
会場：エル・パーク仙台 調理室
参加者：12名
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貞山運河研究所
事務局事務
（期間：2015年4月～2016年3月）

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

○平成27年度会員総会
日時：2015年6月6日（土）15：00～17：00 （懇親会：17：30～19：30）
会場：西洋居酒屋 シェルブール 会議室
参加者：19名

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
広瀬川中流域景観まちづくり協議会
準備会

○貞山運河カヌー体験
日時：2015年7月21日（火） 10：00～14：00
場所：貞山運河（新浜地区）
参加者：15名

その他
河川協力団体
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）

▲10人乗り大型カヌー（2015..7.21）

○ミニフォーラム 『新浜の海岸公園と貞山運河の利活用』
主催：貞山運河研究所 新浜町内会
協力：NPO法人都市デザインワークス、 NPO法人水・環境ネット東北
南蒲生砂浜海岸エコトーンモニタリングネットワーク
日時：2015年8月2日（日）10：00～15：00
場所：新浜町内会集会所、貞山運河（新堀）、新浜海岸
参加者：約60名
（研究所会員、新浜町内会、一般）

▲ミニフォーラム（2015..8.2）

○定例会 （毎月1回 水曜開催）
開催日：2015年4月15日、5月20日、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日
時間：18：30～20：00
会場：仙台市市民活動サポートセンター

9

16期
貸借対照表
2015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

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金

18,677

預金

1,579,734

定期預金

1,230,000

郵便振替

27,000

前払い金

15,267

未収入金

908,876
3,779,554

流動資産合計
2 固定資産合計
備品

89,469

出資金

10,000
99,469

固定資産合計

3,879,023

資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
10,150,136

短期借入金
未払金

302,000

預り金

9,025
10,461,161

流動負債合計
2 固定負債
2,222,761

長期借入金
固定負債合計

2,222,761
12,683,922

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
0

基本金
当期正味財産減少額

△ 8,022,349

前期繰越金
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782,550

正味財産合計

△ 8,804,899

負債合計

△ 8,804,899

16期 活動計算書
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
科目

総括

Ⅰ 収入の部
1 受取会費
2 受取寄付金
3 活動収入
自主活動
受託活動

公益活動
240,000
118,801
1,417,528

104,600
1,312,928

4 助成金
5 つな・ぬく
6 雜収入
当期収入合計（A）
前期繰越金
合計（B）

収益活動

240,000
118,801
104,600
1,312,928

100,000
1,725,659
401

100,000
1,725,659

3,602,389

2,289,060

1,313,329

△ 8,022,349
△ 4,419,960

3,700,109
5,989,169

△ 11,722,458
△ 10,409,129

3,716,722

2,702,452

1,014,270

401

Ⅱ 支出の部
1 活動費
自主活動
受託活動
つながりぬくもり

636,716
1,014,270
2,065,736

2 管理費
会議費
通信費
消耗品費
研究費
研修費
旅費交通費
家賃
リース料
公租公課
支払手数料
支払利息
減価償却費

当期支出合計（C）
当期収支差額（A）-（C）
次期繰越収支差額（B）-（C）

636,716
1,014,270
2,065,736
668,217

668,217

4,384,939
△ 782,550

3,370,669
△ 1,081,609

1,014,270
299,059

△ 8,804,899

2,618,500

△ 11,423,399

36,540
136,076
101,482
62,000
9,000
144,000
54,784
94,500
562
6,750
22,523
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第17期活動計画（案）
自2015年10月1日

至2016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。
□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、さらに東北の水や環境の団体との活動や情報交流。
・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）
・広瀬川上下流の踏査、探索。
・年明けの初歩き企画。
・広瀬川1万人プロジェクトに会場担当として参加。（春・秋の年2回）
・河川協力団体としての活動。
□受託活動
・平成27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（2015年9月30日） ②歩く会：街中編（2015年10月28日）
③四ツ谷用水よもやま話（フォーラム 2016年1月30日）

・いい川づくり（多自然川づくり）研修会の開催。
□事務局事務
・つながり・ぬくもりプロジェクト東北
・雨水ネットワーク東北
・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
・四ツ谷用水連絡会

等
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第17期
活動計画予算(案)
自2015年10月1日 至2016年9月30日
特定非営利活動法人水・環境ネット東北
（みずねっと）
収入の部
科

目

第17期予算

第16期予算

第16期決算

Ⅰ

会費収入

300,000

300,000

240,000

Ⅱ

寄付収入

500,000

500,000

118,801

500,000

1,000,000

100,000

1,000,000

1,500,000

1,417,528

Ⅲ 助成金
Ⅳ 活動収入
Ⅵ 雑収入

401
2,300,000

3,300,000

1,876,730

支出の部
Ⅰ

活動費

1,700,000

2,450,000

1,650,986

Ⅱ

管理費

600,000

850,000

668,217
2,319,203

2,300,000

3,300,000

△ 442,473

（つなぬくPT）
収入の部
科
Ⅰ

寄付

Ⅱ

雑収入
前期繰越

目

第17期予算

第16期予算

第16期決算
1,725,659

1,738,675

2,078,752

2,078,675

1,738,675

2,078,752

3,804,334

540,000

1,300,000

1,471,148

500,000

778,752

594,588

支出の部
Ⅱ

設置費用

Ⅲ 管理費
繰越

1,738,675
1,040,000
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2,078,752

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/

