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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21回総会にあたって 
2020年11月吉日 

代表理事 新川達郎 

 

 みなさまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症禍にあって、いかがお過

ごしでしょうか。社会生活あるいは経済生活面では、コロナ禍のもとでの感染防止

や自粛など大変な思いをされている方も多いのではないかと拝察いたします。ま

ずはそうした皆様にお見舞いを申し上げます。そうした中でも「新しい日常」を実践

され、水辺やその環境保全の活動を活発に続けておられる方々もいらっしゃいま

すこと、改めて敬意を表したいと思います。私たち水・環境ネット東北もパンデミッ

クがいわれるなかで、少しずつですが活動を続けてまいりました。そしてこのたび

水・環境ネット東北は第21回の総会を開催することとなりました。設立以来20年を

超えて活動を続けることができましたことを、改めて会員を始め関係者の皆様に

深く感謝申し上げます。 

 2019年10月に始まります第21期の前半はほぼ例年通りの活動を重ねることが

できたのですが、2020年に入ってからの新型感染症の流行で、私たちの活動も

大きく影響を受けてまいりました。多くの活動が休止あるいは中止となり、例年の

活動ができなくなりました。しかしながら感染症対策をとりながら、新しい活動の方

法を模索しつつ、この夏以降は私たちなりの活動を再度始めようとしています。と

はいえ、次年度（2020年10月から2021年9月）においても、感染症流行の影響は

避けられないようです。実際のところ今回の感染症の終息は専門家にも予測が難

しいようですので、私たちとしても数年はこうした状況が続くということを前提として

活動の組み立てをしていかなければならないかと思います。 

 水・環境ネット東北は、水・環境のために、感染症に負けない「新しい日常」の活

動あり方を模索しつつ、新たな年度を迎えたいと思っています。こうした時期に

あって、何よりありがたいのは会員及び関係の皆様のご助力ご鞭撻です。次期第

22期の活動に向けてみなさまの一層のご支援をお願い申し上げ、ご挨拶とさせて

いただきます。 

2020年11月8日 



○日時：2020年1月5日（日） 13：00～15：00 

○集合：地下鉄北仙台駅 

○参加：15名 

 仙台リバーズネット・梅田川さんにご案内いただ

きながら、北仙台駅から大梶（宮城県工業用水

道事務所付近）までを散策しました。 気温3度く

らいで雪もちらつく中でしたが、 途中で川を渡っ

たり、梅田川の様子を観察しながら歩きました。  

 河川協力団体 関連 

◆ 河川協力団体全国協議会 

日時：2019年10月4日（金）19：00～ （いい川・いい川づくりワークショップ時に開催） 

会場：アヤハレークサイドホテル（滋賀県） 

 

◆ 河川協力団体更新ヒアリング  

日時：2020年1月14日（火）10：30～ 

会場：国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

◆ 水辺で乾杯 
（新型コロナウイルスの影響により中止／2020年7月7日） 

 

◆ 河川協力団体意見交換会（予定） 

日時：2020年11月4日（水）13：30～ 

会場：国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 
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河川協力団体    

 初歩き2020 梅田川中流域散策 

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） 

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。 

 

◆連絡会の開催 

 開催日 2019年10/25、11/15、12/19、2020年1/21  

  （※3月以降は新型コロナウイルスの影響で休止） 

 会場 仙台市市民活動サポートセンター 交流サロン 

 （内容）自主フォーラムの開催検討、案内看板の設置検討 など 

四ツ谷用水連絡会 

第1号議案 

▲梅田川のほとりにて。（2020.1.5） 

＜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 
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広瀬川1万人プロジェクト 流域一斉清掃 

 春（4月開催予定）は、新型コロナウイルス感染防止の観点から中止となりま

したが、秋は各会場で感染防止対策をとって実施されました。水・環境ネット

東北は、実行委員として八本松会場を担当しました。八本松会場では町内会と

実行委員企業にの皆さんにご参加いただき、清掃活動を行いました。 

 

【秋】全17会場 

 ○実施日：2020年9月26日（土） 

  10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 八本松会場 

 ○参加人数：70名 

 ○ゴミ：約4袋分 

 

 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 事務局会議・法人化検討会 

2019年 12/18、2020年 3/23、6/10、7/7、7/30 

会場：仙台市役所会議室 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会＆会場担当者会議 

2020年9月10日（木） 仙台市市民活動サポートセンター研修室5＋Zoom 

◆会計業務（通年・継続） 

▲回収したゴミ。（2020.9.26） 

▲八本松会場の河川敷。（2020.9.26） 

 新浜町内会および貞山運河倶楽部主催のイベント開催においてチラシ作成や広報等

の協力を行いました。 

◆貞山運河と新浜の魅カアップ事業 （新浜町内会主催） 

 ＜新浜フットパスイベント＞ 

 ・2019年6月23日（日）「貞山運河界隈の自然観察フットパス2019」 

 ・2019年7月27日（土）「貞山運河の渡し舟と新浜フットパス2019 part1」 

・2019年9月1日（日）「貞山運河の生きもの観察フットパス2019」 

・2019年10月13日（日）「貞山運河の渡し舟と新浜フットパス2019 part2」 

・2019年11月17日（日）「貞山運河界隈の暮らしと新浜フットパス2019」 

◆貞山運河フォーラムー創造する運河ー （貞山運河倶楽部主催） 

 ・2020年2月16日（日） せんだいメディアテーク7階 

貞山運河関連事業（2019年度） 



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 

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法人雨水まちづくりサポート  

NPO法人エコロジー夢企画 

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 

全国川ごみネットワーク 

主催：FEEL Sendai（杜の都の市民環境教育・学習推進会議） 

企画・運営：環境フォーラムせんだい2019実行委員会 

日時：2019年12月7日（土）9：00～17：00 （会場準備含む） 

会場：せんだいメディアテーク オープンスクエア 

展示内容：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 

★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 共同 
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 環境フォーラムせんだい2019 （実行委員・共同ブース出展） 

 「“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。  

実行委員として参加しました。東北からは、仙台の「四ツ谷の水を街並みに！」市民の

会、貞山運河倶楽部の2団体が発表参加されました。 

○開催日：2019年10月5日（土）～6日（日） 

○会場：10/5ピアザ淡海、10/6コラボ滋賀21 

○主催：いい川・いい川づくり実行委員会  

○発表：37団体 

第12回いい川・いい川づくりワークショップ 

in滋賀・京都（実行委員・参加） 

▲環境フォーラムせんだい2019 

 展示ブース。（2019.12.7） 

▲いい川ワークショップ。（2019.10.5） 



5 

 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。 

 

○事務局会議  

 2019年 4/25、6/24、8/6、9/12、10/17、11/28 

 2020年 1/30、2/27、3/17 

 

＜活動内容＞ 

○第6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 於：仙台市市民活動サポートセンター 

 第14回 2019年5月24日（金） 18：00～20：00 「雨水利用に関する諸問題」  

 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 

 「東北大学キャンパスにおけるグリーンインフラを利用した雨水配慮型まちづくりの試み」 

 第16回 2020年1月30日（木） 18：00～20：00 「近年の気候変動と災害について」  

  

○天水桶手づくり講座 

① 2019年9月22日（日）13：00～15：00 栗原文化会館 

  ◆ブース出展・告知 2019年8月31日 栗原市民まつり 

② 2019年10月26日（土）10：00～12：00 茂庭台市民センター 

 

○仙台防災未来フォーラム2019 

 日時：2019年11月10日（日）10：00～17：00 

 会場：仙台国際センター 

 

○環境フォーラムせんだい2019 （共同ブース出展） 

日時：2019年12月7日（土）9：00～17：00 

会場：せんだいメディアテーク オープンスクエア 

雨水ネットワーク東北 事務局事務（2019年度） 

▲天水桶手づくり講座（2019.10.26） 

▲雨水サロン（2020.1.30） 

▲仙台防災未来フォーラム（2019.11.10） 



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：2019年7月24日（水）9：00～12：30 

○参加者： 10組23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 

○開催日時：2019年9月29日（日）10：00～12：00 

○参加者： 20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 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 

○開催日時：2019年10月29日（火）10：00～14：30  

○参加者： 22名 

〇現地案内：仙台・水の文化史研究会 

 ④ 四ツ谷用水上流バスツアー 

ルート：四ツ谷堰（取水口）〜沈砂池〜たまきさんサロン（講座・昼食）～大崎八幡宮・太鼓橋 

～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：2019年11月6日（水）10：00～15：30  

○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12月15日（日）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： 122名 関係団体・スタッフ： 21名 

＜プログラム＞ 

講演「城下町仙台の成り立ちー江戸時代の都市計画」  

 木村浩二 氏（宮城学院女子大学 非常勤講師）  

パネル・ディスカッション「四ツ谷用水～これからの活動に向けて」  

○同時開催 四ツ谷用水パネル展 12/15～12/21  たまきさんサロン 
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令和元（2019）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 （2019.7.24） 

▲上流バスツアー（2019.11.6） 

▲四ツ谷用水フォーラム（2019.12.15） 

▲歩く会八幡編1  八幡町（2019.9.29） 

▲歩く会八幡編2  大崎八幡宮（2019.10.29） 
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第21期 第1回 
2019年11月25日 

仙台市市民活動サポートセンター 

・代表理事の選定 

・第21期事業予定について 

第21期 第2回 
2020年10月25日 

オンライン（zoom） 

・第21期事業の総括と決算（案）について 

・第22期の事業計画について 

理事会の開催 

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（2020.1.31まで） 

北上川・名取川流域水循環計画策定検討委員会 

杜の都の市民環境教育・学習推進会議（FEEL Sendai） 

仙台市環境審議会 

広瀬川創生プラン策定推進協議会 

事務局移転 （2020年9月1日付け） 

NPO法人水・環境ネット東北の事務局が移転いたしました。  

 

＜新住所＞ 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目1-3 

仙台市市民活動サポートセンター（7階 事務用ブース） 

 

※郵便物の郵送先 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目1-3 

NPO法人水・環境ネット東北（レターケース30番） 

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  

令和元(2019)年度杜々かんきょうレスキュー隊事業（FEEL Sendai） 

 仙台市の学校給食の献立を素材とした「献立パズル」を使用して、食べ物とそのつながりについて思考と関心

促すプログラムを実施しました。 

◆「給食いただきます つながり発見」  

 ・2019年7月3日（水）マミー保育園 

 ・2019年8月1日（木）仙台市青山保育所 

 ・2019年8月27日（火）パリス錦町保育園 

 ・2019年10月18日（金）中田保育所 

 ・2019年11月19日（火）太子堂すいせんこども園 

 ・2020年1月21日（火）太白すぎのこ保育園 

 ・2020年2月7日（金）アスク長町南保育園 
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Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金 7,021                   

普通預金 1,488,882            

定期預金 1,230,000            

郵便振替 76,690                 

立替金 -                          

前払金 -                          

流動資産合計 2,802,593            

2 固定資産合計

出資金 10,000                 

固定資産合計 10,000                 

資産合計 2,812,593            

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入金 604,136               

前受金 -                          

未払金 -                          

預り金 28,100                 

未払法人税等 72,000                 

流動負債合計 704,236               

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 2,926,997            

Ⅲ 正味財産の部

基本金 0

当期正味財産増減額 1,524,016

前期繰越金 △ 1,638,420

正味財産合計 △ 114,404

負債合計 △ 114,404

第21期

貸借対照表

2020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 88,000            88,000            

2 受取寄付金 1,597,550       1,597,550       

3 活動収入 993,700          

自主活動 21,500             21,500            

受託活動 972,200           972,200          

4 助成金 -                     -                     

5 雑収入 12                   12                   

経常収益合計（A） 2,679,262       1,707,050       972,212          

前期繰越金 △ 1,638,420

合計（B） 1,040,842

Ⅱ 経常費用

1 活動費 1,000,048 97,126 902,922

自主活動 97,126            

その他経費

旅費交通費 47,830             

消耗品費 3,236               

賃借料 200                 

東北交流参加費 23,700             

諸会費 22,000             

その他経費 160                 

受託活動 902,922          

人件費 507,000           

その他経費

通信費 120                 

旅費交通費 11,130             

消耗品費 78,151             

会議費 20,286             

謝金 196,000           

賃借料 46,341             

支払保険料 8,484               

印刷費 33,940             

その他経費 1,470               

2 管理費 83,198            8,080              75,118            

会議費 3,244              

旅費交通費 850                 

通信費 26,559            

消耗品費 1,265              

支払手数料 880                 

家賃 50,400            

経常費用合計（C） 1,083,246 105,206 978,040

税引前当期純利益金額（A）-（C） 1,596,016 1,601,844 △ 5,828

法人税、住民税及び事業税（D） 72,000

当期経常増減額 1,524,016

次期繰越正味財産額（B）-（C）-（D） △ 114,404

第21期　活動計算書

自2019年10月1日　　至2020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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Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金手元有高 7,021                

普通預金 七十七銀行 1,421,252         

ゆうちょ銀行 普通 67,630              

ゆうちょ銀行 振替 76,690              

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 -                       

未収入金 -                       

立替金 -                       

流動資産合計 2,802,593        

2 固定資産

備品 -                       

出資金 10,000              

固定資産合計 10,000             

資産合計 2,812,593        

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入 604,136            

未払金 -                       

前受金 -                       

未払法人税等 72,000              

2 預かり金 28,100              

流動負債合計 704,236           

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 2,926,997        

Ⅲ 正味財産の部

基本金 -                      

当期正味財産増減額 1,524,016        

前期繰越金 △ 1,638,420

正味財産合計 △ 114,404

負債合計 △ 114,404

第21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

（2020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22期活動計画（案） 
自2020年10月1日  至2021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 2021年1月 

 ・四ツ谷用水の普及啓発にかかる活動（四ツ谷用水連絡会等） 

 ・広瀬川1万人プロジェクト実行委員会および事務局会議 

 ・貞山運河倶楽部、新浜町内会の貞山運河周辺地域活性化活動協力 

 ・特定非営利活動法人水・環境ネット東北の活動20年記録作成 

 ・その他、河川協力団体としての活動 

 

□事務局事務 

 ・雨水ネットワーク東北 

 

□受託事業 

① 広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 会計業務 

② 新浜フットパス事業 イベントチラシ作成 

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 

 

□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22期予算 第21期決算 第21期予算

Ⅰ 会費収入 90,000 88,000 90,000

Ⅱ 寄付収入 100,000 1,597,550 100,000

Ⅲ 助成金 100,000 0 100,000

Ⅳ 活動収入 300,000 993,700 1,000,000

V 雑収入 12

前期繰越 48,005

収入合計 590,000 2,679,262 1,338,005

支出の部

第22期予算 第21期決算 第21期予算

Ⅰ 活動費 434,600 1,000,048 1,211,000

Ⅱ 管理費 83,400 83,198 55,005

法定福利費

会議費 3,000 3,244 10,000

旅費交通費 1,000 850 1,000

通信費 30,000 26,559 35,000

消耗品費 2,000 1,265 4,805

支払手数料 1,000 880 1,000

租税公課 200 200

雑費

研修費 2,000 2,000

印刷費 1,000 1,000

家賃 43,200 50,400

短期借入金の償還 1,546,000

法人税、住民税及び事業税 72,000 72,000 72,000

繰越 △ 21,984

支出合計 590,000 2,679,262 1,338,005

科　　　目

第22期

活動計画予算(案)

自2020年10月1日　至2021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 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目1-3  

 仙台市市民活動サポートセンター LC-30 

TEL：090-2979-5755  

E-mail：mizunet@mizunet.org  

https://mizunet.org 


