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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17期定時総会のごあいさつ  

 

2016年11月 

代表理事 新川達郎 

 

 水・環境ネット東北は第17期目の事業を終えて、第18期に入ろうとしています。この

1年間は私たちにとって試練のときだったといってよいと思います。ご承知のように、私

たちの精神的な支柱であり活動のけん引役であった高橋万里子前専務理事の急逝と

いう大変悲しい出来事がありました。法人化以前の時期も含めると四半世紀にわたっ

て私たちの先頭に立って進んでくださった方でした。改めて冥福を祈るばかりです。 

 もちろん、私たちの活動は立ち止まるわけには参りません。「水（問題）は全方位」とい

うのが万里子さんの口癖でした。確かに、水辺や水環境への関心が高まりその改善が

進んでいるところもありますが、その一方では水辺の生態系環境は破壊され絶滅種は

増え続けています。水環境は保全されるどころかますます劣化しているようにすら思え

てなりません。東北の水環境を守り作り直していくためにも、私たちがなすべきことは多

いと思っています。 

 また、東日本大震災から5年8ヶ月が経過しましたが、被災者の中にはいまだ多くの

困難に直面し続けている人たちがたくさんいらっしゃいます。堤防や道路の建設、かさ

上げや宅地開発などは進みましたが、安心して暮らせる条件が整うには、まだまだ時

間がかかりそうです。再生可能エネルギーの利用や資源循環などの環境の視点から、

復興のお手伝いをさせて頂きましたが、なすべきことはたくさん残されているというのが

実感です。 

 第18期においても、水・環境ネット東北は、これまでと同様に、水・環境活動に関する

ネットワーキングを活発に進める交流事業や、広瀬川を中心にした河川活動、各種の

受託事業などを進めていくつもりです。高橋万里子さんの遺志をついで、すばらしい東

北の水辺と水環境の保全と創造に向けて進んで生きたいと思っております。今後の私

たちの活動のいっそうの発展に向けて、会員の皆様また関係者の皆様のお力添えを

お願い申し上げます。 

2016年11月25日 



参加委員会など 

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 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

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 

久保川イーハトーブ自然再生協議会 

よこはまかわを考える会 

泉環境フォーラム 

グリーン連合 

いのちを守る森の防潮堤推進東北協議会 

応用生態工学会 

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） 

NPO法人全国水環境交流会 

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 

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 

広瀬川市民会議 

雨水ネットワーク 

公益社団法人日本河川協会 

NPO法人シビルNPO連携プラットフォーム

（CNCP） 

広瀬川景観まちづくり協議会 

広瀬川を楽しむ会 

NPO法人環境生態工学研究所 

NPO法人エコワーク実践塾 

貞山運河研究所 

NPO法人ひたかみ水の里  

NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット  
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▲雨水ネットワーク全国大会2016 in 東京（2016.8.5-7） 

▲いい川・いい川づくりワークショップ in 高梁（2016.9.9-11） 



3 

○日時：2016年1月10日（日） 10：00～12：00 （参加者19名） 

○集合：地下鉄東西線の国際センター駅 

 新関昌利さん（「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 会長）に、仙台城に関

する歴史などご案内いただきながら、天守台まで歩きました。 

■初歩き2016 仙台城跡巡り  

■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、八本松会場では町内会から多くの参加がありました。全体的に街中

ではゴミは少なくなってきています。 

【春】 

 ○実施日：2016年4月23日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 大橋会場 

 ○参加人数：112名 

 ○ゴミ袋：30袋（粗大ごみ等含む） 

 

 

【秋】 

 ○実施日：2016年9月24日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 八本松会場 

 ○参加人数：62名 

 ○ゴミ袋：5袋（粗大ごみ等含む） 

 

 ※河川協力団体（名取川・広瀬川）としての活動でもあります。 

▲大橋会場で回収。（2016.4.23） 

▲八本松会場で回収。（2016.9.24） 

自主事業 



高橋万里子氏を偲ぶ会 

・第1部14：00～ 

・第2部15：00～ 

・第3部16：00～ 

 

★思い出映像（写真）投影 

★ひと言メッセージ  

高橋万里子氏を偲ぶ会 

河川協力団体に関する下記のミーティング、点検等に参加しました。 

 

◆ 「河川協力団体」に関する東北岩手地域ミーティング 

 主催：河川協力団体全国協議会  

 日時：2015年12月22日（火）14：00～16：30  

 場所：いわて県民情報交流センター アイーナ （盛岡市） 

 

◆ 河川の安全利用点検（仙台河川国道事務所） 

 日時：2016年4月18日（月）9：40～10：00 

 場所：太白区八本松地内 広瀬川右岸3.0k付近親水護岸 通称「じゃぶじゃぶ池」 

 

◆ 河川協力団体活動状況ヒアリング・意見交換会（仙台河川国道事務所）  

 日時：2016年6月22日（水）14：00～15：30 

 場所：仙台河川国道事務所 

 

◆ 河川協力団体 全国協議会 第3回「全国ミーティングin高梁」  

 主催：河川協力団体全国協議会  

 日時：2016年9月9日（金）18：30～20：00 

 場所：高梁市文化交流館 （岡山県高梁市） 

 特定非営利活動法人水・環境ネット東北の専務理事でした高橋万里子氏が2月5日に

逝去し、7月に「偲ぶ会」を行いました。会には、ご縁があった多くの方にお集まりいただき、

たくさんのメッセージも頂戴しました。 

 また併せて、（公社）日本河川協会から高橋万里子氏のご功績に対し、河川功労者表

彰がご遺族に渡されました。 

○主催：「高橋万里子氏を偲ぶ会」実行委員会 （実行委員54名） 

○日時：2016年7月10日（日）14：00～17：00 

○場所：仙台市市民活動サポートセンター セミナーホール 

○出席者：約90名 
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河川協力団体 

▲じゃぶじゃぶ池の点検。 

（八本松 2016.4.18） 

【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） 



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も目指します。 

 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 歩く会」の開催 

 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：2015（平成27）年9月30日（水）10：00～15：00 

 ○参加者：18名 （応募数：52組（59名）） 

 

 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：2015（平成27）年10月28日（水）10：00～15：00 

 ○参加者：17名 （応募数：65組（75名））、学生5名 

（2）「四ツ谷用水よもやま話」 の開催  

○開催日時：2016（平成28）年1月30日（土）13：30～16：00 （展示は16：30まで）  

○会場：仙台市シルバーセンター 第一研修室  

○来場者：134名（事前申し込み170名）、スタッフ20名 

 

≪プログラム≫ 

 13：30 開会 主催者挨拶・日程説明 

 13：40 講演1：「四ツ谷用水と仙台の歴史」 

       新関昌利さん （「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 会長）  

講演2：「四ツ谷用水と仙台の地形～スリバチ学会編」  

 皆川典久さん （東京スリバチ学会 会長）  

講演3：「地形・地質からみた仙台城下の水環境」 

 柴田尚さん （仙台・水の文化史研究会 会長）  

 15：25 質疑応答 

 16：00 閉会 
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平成27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 

▲八幡編 太鼓橋（2015.9.30） 

▲街中編 古図広場（2015.10.28） 

▲四ツ谷用水よもやま話（2016.1.30） 



杜々かんきょう 

レスキュー隊 

 

FEEL Sendai ／杜の都の市民

環境教育・学習推進会議  

 

 杜の都仙台の特色ある自然

環境・身近な生活環境を素材

に、NPO等が環境学習プログ

ラムを作成し、学校等で実践す

る事業です。 

「ツルハクリーンフェスタ2016」 

○日時：2016年5月14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  
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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 

平成27年度杜々かんきょうレスキュー隊事業 

FEEL Sendai 

▲ブース出展「水のオリンピック」 

 （2016.5.14） 

○日時：2015年10月20日（土）  

          9：00～12：00 

○場所：穀町保育園 

○内容： 

 環境学習プログラム体験実践業務 

 「給食いただきます！つながり、発見」 

○対象：保育園児 26名 

貞山運河研究所 

 貞山運河を観光資源として活用しようと活動を行っている貞山運河研究所の、

事務局事務のお手伝いをしています。 

 

＜活動内容＞ 

◆定例会 毎月第3水曜日（年12回） 会場：仙台市市民活動サポートセンター 

◆貞山運河ミニフォーラム 2015年10月25日、12月6日 会場：新浜町内会 

◆総会 2016年6月18日（土） 会場：西洋居酒屋 シェルブール 会議室 

▲貞山運河研究所総会（2016.6.18） 



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。 

・土木学会土木遺産登録の申請 

・東北大学農学部跡地（雨宮地区）についての情報交換 

・四ツ谷用水再発見イベント（仙台市）の実施 等 

 

◆連絡会の開催 

 日時：2015年11月11日、2016年1月19日、3月1日、4月21日、5月31日、 

6月30日、8月22日、9月26日（8回） 各回14：00～16：00  

 会場：EPO東北 会議室 

 

◆土木学会選奨土木遺産「西根堰 直江兼続治水利水施設群」見学会 

 日時：2015年11月25日8：30～17：30 

 見学場所：西根堰、芝堤頭首工、直江石堤 等 
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四ツ谷用水連絡会 

つながり・ぬくもりプロジェクト東北 

 再生可能エネルギー（太陽熱、太陽光、バイオマス）による東日本大震

災の被災地支援活動の事務局業務を行ってきました。2016年4月の幹

事会において、水・環境ネット東北第17期（2016.9.30）をもって本プロ

ジェクトを一旦閉めることになりました。 

◆住田町「町制施行60周年特別功労者表彰」を受賞 

 期日：2016年2月9日（火） 

 場所：住田町役場 

 

◆幹事会の開催 

 日時：2016年4月14日（木）13：15～15：00 

 場所：仙台市市民活動サポートセンター 研修室1  

 ＜内容＞ 

 ・活動報告 2014年3月～2016年3月  

 ・会計報告 2014年10月～2016年3月  

 ・進行中の事業と予算について  

 ・つながり・ぬくもりプロジェクト東北事業の収束に向けて  

 

◆新・森里海カフェ太陽光発電システム  プレート設置 

 設置場所： 宮城県気仙沼市唐桑町西舞根133－1  

 設置日：2016年5月11日 

▲プレート 

「森里梅カフェの太陽光システムの設置

は、つながり・ぬくもりプロジェクト東北を通し

て独日協会連合会と独日協会ケルンの寄

付金により実現可能となったものです。」 

＜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 

▲新・森里海カフェ（気仙沼 2016.5.11） 

▲西根堰見学（2015.11.25） 
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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

メンバーとして、事務局事務を担当しています。（2015.10～2016.9）  

 

○事務局会議  

 2016年1月14日、2月4日、3月2日、4月6日、5月10日、6月10日、7月22日 

 

＜活動内容＞ 

○環境フォーラムせんだい2015 （ブース出展） 

 日時：2015年11月29日（日）10：00～15：00 

 会場：せんだいメディアテーク 

 内容：手作り天水桶・パネルの展示、すごろく 等 

 出展ブース来場者：約100名 

 

○仙台防災未来フォーラム2016  （ブース出展） 

 日時：2016年3月12日（日）10：00～18：00 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 

 

○総会 

 日時：2016年4月12日（火）17：00～17：30 

 場所：仙台市市民活動サポートセンター 研修室2  

  ・活動報告及び決算報告 ・活動計画（案）及び予算（案）について 

 

○泉環境まつり （ブース出展） 

 日時：2016年6月25日（土）10：00～15：00 会場：泉区中央市民センター 

 内容：手作り天水桶・パネルの展示 

 

○南蒲生浄化センター・蒲生干潟 見学会 （主催事業） 

 日時：2016年7月28日（木）13：00～17：00 

 講師：鈴木孝男氏（みちのくベントス研究所、前東北大学大学院研究科） 

 参加者：15名 

 

○第9回雨水ネットワーク全国大会2016 in 東京 （参加） 

 日時：2016年8月5日(金)～7日(日) 

 会場：東京都市大学 

 

○雨水サロン （主催事業） 

 日時：第4回 2015年12月8日（火） 18：00～20：00 

     第5回 2016年4月12日（火） 18：00～20：00 

     第6回 2016年8月31日（水） 18：00～20：00 

 会場：エル・パーク仙台 

     仙台市市民活動サポートセンター  

雨水ネットワーク東北 

▲環境フォーラムせんだい（2015.11.29） 

▲仙台防災未来フォーラム（2016.3.12） 

▲南蒲生浄化センター・蒲生干潟見学 

  （2016.7.28） 

▲泉環境まつり（2016.6.25） 

▲雨水サロン（2016.8.31） 
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第18期活動計画（案） 

自2016年10月1日  至2017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（CMS）のリニューアルとSNS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。 

 

□自主企画 

・初歩き企画、実施。（2017年1月） 

・広瀬川1万人プロジェクト ワーキンググループ・会場担当。（春4月・秋9月の年2回） 

・広瀬川上下流の踏査、探索。 

・河川協力団体としての活動。 

 

□受託活動 

 ① 平成28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 2016年7月30日 

・歩く会：八幡編 2016年9月29日 

・四ツ谷用水フォーラム 2017年2月4日 

② 平成28年度多自然川づくり研修会企画運営業務（東北地方整備局） 

・研修会 2016年10月7日 

 

□事務局事務 

 ・雨水ネットワーク東北 

・四ツ谷用水連絡会 

・貞山運河研究所 

 ・つながり・ぬくもりプロジェクト東北 

・久保川イ－ハト－ブ自然再生協議会 等 
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収入の部

第18期予算 第17期予算 第17期決算

Ⅰ 会費収入 150,000 300,000 177,000

Ⅱ 寄付収入 100,000 500,000 2,089,403

Ⅲ 助成金 300,000 500,000 0

Ⅳ 活動収入 1,200,000 1,000,000 1,088,570

V 雑収入 9,183

1,750,000 2,300,000 3,364,156

支出の部

第18期予算 第17期予算 第17期決算

Ⅰ 活動費 1,570,000 1,700,000 1,746,193

Ⅱ 管理費 180,000 600,000 489,572

法定福利費 16,200

会議費 15,000 14,824

旅費交通費 10,000 5,780

通信費 15,000 154,231

消耗品費 30,000 32,891

支払手数料 5,000 4,816

地代家賃 60,000

リース料 29,661

租税公課 72,400 72,400

減価償却費 22,157 67,311

雑費 5,443 4,658

研修費 5,000 2,000

移転経費 24,800

短期借入金の償還 2,000,000

次期繰越 △ 871,609

1,750,000 2,300,000 3,364,156

科　　　目

科　　　目

第18期

活動計画予算(案)

自2016年10月1日　至2017年9月30日

特定非営利活動法人水・環境ネット東北



 

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  

E-mail：mizunet@mizunet.org  

TEL：090-2979-5755  

http://mizunet.org/ 


