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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22回総会にあたって 
2021年11月吉日 

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、22回目の総会を迎えることになり

ました。2020年から21年にかけてのこの1年間は、新型コロナウイルス感染症に

翻弄された1年でした。会員や関係者のみなさま方にもそれぞれに大変な苦労を

されながら、この1年をお過ごしになられたことと存じます。ようやく昨今、新規感染

者数も大きく減少して、感染症対策を慎重にとりながらではありますが、対面での

集まりもできるようになってきました。今回もハイブリッド型の総会になりそうです

が、みなさま方とお会いできる貴重な機会を楽しみにしております。 

 さて、この1年、私たちも、多くの活動をオンライン上で進めることが当たり前に

なってきました。水辺や河川環境にかかわる活動が、現場に行かないでできるな

どとは思ってもみなかったのですが、その一方では、感染症対策をとりながら、現

場とオンラインの活動を結び合わせて、活動していく方法も、少しずつですが、習

熟できるようになりました。そして場合によっては、オンラインによる方法が便利で

集まりやすく、また相互に学びや楽しみのある活動が可能であることも認識させら

れたところです。 

 この1年間、「広瀬川1万人プロジェクト」や「水辺で乾杯」などのように中止や延

期になったものもありましたし、貞山運河事業や雨水ネットワークの活動、また仙

台市受託事業の「青葉健康づくり講座」や「四谷用水再発見イベント」のように、屋

内での集まりは難したったのですが、屋外で実施できるものについては実行するこ

とができたものも多数ありました。例年の「初歩き」も実施することができました。全

国の河川環境関係の団体との交流も、オンラインで活発に実行することができま

した。 

 この間の経験から、新しい活動の方法をずいぶんと学ぶことができたと実感して

いますし、新たなネットワークや活動の広がりをつくることもできそうだと期待が膨ら

んでいるところです。これらを踏まえて、2021年度からの新たな1年は、東日本大

震災以降停滞気味だったかも知れない東北の河川・水環境活動の活発化を目

指し、感染症対策をとりながら、いわゆるウィズ・コロナ時代にふさわしい新たな活

動方法を追求してみたいとも考えています。 

 これまで20年以上にわたって活動を続けてくることができましたのは、多くの会

員そして関係者の皆様のご支援ご助力の賜物と考えておりまして、まずは深く感

謝を申しあげたく存じます。それと同時に、新たな一年と新たな活動展開に向け

て、皆様とともに、次の一歩へと進んでいければと思っております。一層のご指導

ご鞭撻を頂きながら、共に歩んでいければと願っております。 

2021年11月20日 



○日時：2021年1月11日（月祝）13：00～15：30 

○集合：JR仙山線 北山駅 

○参加：8名 

 2020年に引き続き、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、北山駅から東照宮

までを散策しました。  

河道内に堆積した土砂の撤去作業が行われてお

り、平らになった河道の様子や親水施設の名残な

ども確認して歩きました。 

 河川協力団体 関連 

◆ 河川協力団体意見交換会 

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 

◆ 水辺で乾杯 
（雨天中止） 2021年7月7日（水） 広瀬川宮沢緑地 
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河川協力団体    

 初歩き2021 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） 

梅田川で行われている河道内の土砂撤去工事

で河床が平らになり、水生生物の生息場がなく

なっていることから、生きものに配慮した多自然

川づくりのための検討会を有志で行っています。 

市民提案の自然再生に向けて、仙台リバーズ

ネット・梅田川と一緒に仙台市にも協力をいただ

きながら現地視察と打ち合わせを行っているとこ

ろです。 

 

◆現地視察・打ち合わせ 

 2021年7月22日 現地視察 

8月7日、9月9日 打ち合わせ 

9月28日 現地視察／打ち合わせ 

梅田川川づくり検討会 

第1号議案 

▲梅田川。土砂撤去中。（2021.1.11） 

▲梅田川の様子。（2021.7.22） 

▲小さな自然再生現地研修会。 

 （秋田県大仙市 2020.11.24） 
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広瀬川1万人プロジェクト 流域一斉清掃 

 春（4月予定）は、新型コロナウイルスの影響で中止となりました。秋（9月

予定）は、まん延防止期間となったため、10月2日に延期となり、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：2021年9月25日（当初予定） 

変更→10月2日（土） 

10：00～11：00 

 ○担当会場：広瀬川 八本松会場 

 ○参加人数：65名 

 ○ゴミ：約3袋分 
 

 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会＆会場担当者会議 

2021年9月8日（水） オンライン（Zoom） 

▲粗大ゴミ（自転車）。（2021.10.2） 

▲八本松会場の清掃。（2021.10.2） 

 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

の協力を行っています。 

◆貞山運河と新浜の魅カアップ事業 （新浜町内会主催 2020年度） 

 ＜新浜フットパスイベント＞ 

 ・2020年8月9日（日）「貞山運河界隈の自然観察フットパス2020」 

・2020年9月6日（日）「貞山運河の生きもの観察フットパス2020」 

・2020年10月17日（日）「貞山運河の渡し舟と新浜フットパス2020」 

・2020年11月22日（日）「貞山運河界隈の暮らしと新浜フットパス2020」 

◆貞山運河フォーラムー創造する運河2ー （貞山運河倶楽部主催） 

 ・2021年2月7日（日） NHK仙台放送局 1階 

◆貞山運河の舟遊びと文化祭 （貞山運河倶楽部主催） 

・2021年7月11日（日）海岸公園センターハウス 

・2021年9月19日（日）海岸公園センターハウス 

貞山運河関連事業（2020-2021年度） 

貞山運河フォーラム 文化祭｜ポエムツアー 
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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。 

 

○事務局会議  

 2020年 7/10、8/6、10/6、11/5、12/14 

 2021年 1/19、2/18 

場所：仙台市市民活動サポートセンター 7階 

 

＜活動内容＞ 

○第6回総会 

 日時：2020年8月28日（金） 15：00～ 

 場所：仙台市市民活動サポートセンター 研修室2 （オンライン併用） 

 

○雨水サロン 

 第17回 2021年1月19日（火）15：00～ 

仙台市市民活動サポートセンター研修室1 （オンライン併用） 

テーマ：「雨水浸透と地下水保全の諏訪野団地」  

話題提供：和合アヤ子さん（福島県住宅生活協同組合） 

  

○天水桶手づくり講座 （一般財団法人セブンーイレブン記念財団助成） 

① 2020年9月12日（土）13：00～14：30 （株）三創 

② 2020年11月21日（土）14：00～15：30 塩竈市公民館本町分室 

 

○仙台防災未来フォーラム2021 

 ブース展示：手づくり天水桶や雨水利活用に関するパネル等 

日時：2021年3月7日（日）10：00～17：00 

 会場：仙台国際センター 展示棟 

雨水ネットワーク東北 事務局事務（2020年度） 

▲仙台防災未来フォーラム（2021.3.7） 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 事務局事務 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会の会計業務および事務局事務（2021年4月から）を

担当しています。 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 事務局会議（4月から名称を運営会議に変更） 

2020年 12/16 

2021年 3/4、4/6、4/23、7/21、9/8 

形式：オンライン（Zoom）会議 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 会計業務…通年 

▲天水桶手づくり講座（2020.9.12） 

▲天水桶手づくり講座（2020.11.21） 

▲あまみず活用事例集改訂版（2020年） 



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 
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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 北上川・名取川流域水循環計画策定検討委員会 

宮城県 南三陸海岸・阿武隈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 

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（2020-2021年度は新型コロナウイルスの影響で休止） 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

仙台市市民活動サポートセンター 情報交換会 

◆仙台市市民活動サポートセンターの共同事務ブース利用団体の情報交換会に参加。 

2020年12月18日、2021年2月9日、6月17日 

◆事務ブース更新ヒアリング 2021年7月9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を目指します。 

2020年度は、新型コロナウイルスの影響で事業は実施されませんでした。2021年になり屋外

のみの歩く会イベントが再開されました。 

 歩く会は、「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会のご協力を得て実施しました。 

 

コース：太鼓橋～鶏沢～石切橋～春日神社～洗い場跡～林宅寺～支倉堀跡 

○開催日時：2021年6月26日（土）10：00～12：00 

○参加者：14名 

〇講師：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 
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令和3（2021）年度四ツ谷用水再発見イベント 

（四ツ谷用水を歩く会～八幡編）開催業務（仙台市環境共生課） 

▲ウォーキングと四ツ谷用水 

（2020.10.24） 

▲歩く会八幡編  八幡町 

（2021.6.26） 

第22期 第1回 
2020年11月8日 

仙台市市民活動サポートセンター 

＆オンライン（Zoom） 

・代表理事の選定 

・第22期事業予定について 

第22期 第2回 
2021年10月19日 

オンライン（zoom） 

・第22期事業の総括と決算（案）について 

・第23期の事業計画について 

理事会の開催 

あおば健康づくり講座 

「ウォーキングで街めぐり～四ツ谷用水編」（青葉区家庭健康課） 

 仙台市青葉区保健福祉センターの「あおば健康づくり講座」において、四ツ谷用水にまつわ

る歴史などのガイドを行いました。 

 

コース：柏木市民センター～（ウォーキング）～大崎八幡宮～石切橋～春日神社～洗い場跡 

～柏木市民センター 

○開催日時：2020年10月24日（土）10：00～12：00 

○参加者：12名 
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Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金 25,534                 

普通預金 1,532,080            

定期・定額預金 1,080,000            

郵便振替 37,620                 

立替金 -                          

前払金 -                          

流動資産合計 2,675,234            

2 固定資産合計

出資金 10,000                 

固定資産合計 10,000                 

資産合計 2,685,234            

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

短期借入金 -                          

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 100,100               

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 2,322,861            

Ⅲ 正味財産の部

基本金 0

当期正味財産増減額 476,777

前期繰越金 △ 114,404

正味財産合計 362,373

負債及び正味財産合計 2,685,234

第22期

貸借対照表

2021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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第2号議案 
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第3号議案 

現行 改正（案） 

第8章  財務会計 

（資産及び財務会計） 

第21条 

3 この法人の事業年度は毎年10月1日に始まり

翌年9月30日に終わる。 

 

第8章  財務会計 

（資産及び財務会計） 

第21条 

3 この法人の事業年度は毎年5月1日に始まり翌年4

月30日に終わる。 

 

付則 

第6条 定款第21条の変更にかかる事業年度につい

ては、第23期は年度途中の変更につき、2021年

10月1日から2022年4月30日までとする。  

定款変更 （事業年度） 

事業年度に関する定款変更。 
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第23期活動計画（案） 
自2021年10月1日  至2022年4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 2022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運営会議 

 ・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 

 ・梅田川の川づくり検討会 

 ・雨水ネットワーク全国大会／定例会 

 ・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 

① 雨水ネットワーク東北 

② 広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 会計／事務局事務 

 

□受託事業 

① 四ツ谷用水再発見イベント（四ツ谷用水を歩く会～八幡編）運営業務（仙台市）  

② 新浜フットパス事業（新浜町内会） 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4号議案 
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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内 LC-30 

TEL：090-2979-5755  

E-mail：mizunet@mizunet.org  

https://mizunet.org 


