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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 5月1日 

 至 4月30日 

特定非営利活動法人水・環境ネット東北 

第23回総会にあたって 
2022年6月吉日 
代表理事 新川達郎 

  例年よりも少し早いのですが、水・環境ネット東北の第23期総会を迎えることに

なりました。前回総会でお認め頂きました通り、私たちの年度の始まりと終わりを、

5月1日に始まり翌年の4月30日に終わる会計年度に変更いたしました。事務処

理や会計処理の効率化のための変更をさせていただきましたが、一般に行政の

年度に近いものとなり、わかりやすく使いやすい会計処理年度になったのではない

かと思います。 

 とはいえ、移行期の第23期は、2021年10月から2022年4月までの7か月間と変

則になってしまい、事業の報告も、例年と比べると少なくなっております。また

2022年度の事業もまだ始まっていないところもあり、これからというものがたくさん

あって、中途半端なものとなりましたこと、お詫びを申し上げます。次年度以降はこ

うした問題は解消されるものと思います。 

 さて水・環境ネット東北の活動は、この間の新型コロナウイルスのまん延防止な

どの影響も受けながらも、感染防止に努めつつ、水・環境にかかわる活動を続け

ることができました。第23期において、自主活動である初歩きも実施できましたし、

貞山運河や梅田川の活動との連携協力も進めることができました。岐阜県で開

催された全国水環境交流会にも参加をすることができましたし、四ツ谷用水に関

する受託事業もいくつか実施できました。広瀬川や雨水ネットワークに関する事務

局事務も着実に実行してまいりました。これらの活動については、24期において

も、継続的に進めて行きたいと考えております。 

 2022年5月に始まる第24期は、ようやくコロナ禍の影響から少しずつですが脱し

ていくこととなりそうです。私たちの活動も、より一層活発に進めて行くことができる

ようになっていくと考えております。オンラインでの活動経験を活かしながら、対面

での現場活動を復活させることができる状況を大いに活用して、これまで以上の

活動成果を出していきたいと思っております。 

 地球環境の危機、気候危機が深刻化する中で、生物多様性の破壊が進み、そ

こに新型感染症の大流行に見舞われ、加えてウクライナの戦争事態はさらに問

題を深刻化させるものとなっているように思います。こんな時代にあってこそ、水・

環境ネット東北は、東北の水辺環境の保全からの諸活動を丁寧に積み上げてい

くことで、動乱の時代の問題解決に向けて着実な一歩を進めて行きたいと考えて

おります。会員のみなさまをはじめ関係の方々の一層のご協力をお願いできるな

ら幸甚に存じます。 

2022年6月28日 



○日時：2022年1月10日（日）13：30～ 

○集合：JR仙石線 小鶴新田駅 

○参加：18名 

 梅田川の初歩き3年目。仙台リバーズネット・梅

田川の矢野さんに梅田川の水質についてや、

3.11の震災時のお話などを伺いながら、小鶴新

田駅から陸前原ノ町駅までを散策しました。  

途中、サケのほっちゃれを1匹見つけました。 最

近はサケの遡上数が激減しています。 

 河川協力団体 関連 

◆ 河川協力団体意見交換会 

日時：2021年11月30日（火）14：00～15：00 
会場：国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

出席：[名取川水系] 

特定非営利活動法人 広瀬川の清流を守る会 

特定非営利活動法人 水・環境ネット東北 

広瀬川１万人プロジェクト実行委員会 

[阿武隈川水系] 

 岩沼会 
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河川協力団体    

 初歩き2022 梅田川下流域散策 

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） 

2021年度は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11月11日 

 広瀬川竜の口 切欠き魚道工事の現地見学 

打ち合わせ 

梅田川川づくり検討会 

第1号議案 

▲梅田川のほっちゃれ。（2022.1.10） 

▲竜の口で施工中の切欠き魚道。 

 （2021.11.11） 
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広瀬川1万人プロジェクト 流域一斉清掃 

 春の一斉清掃は、各会場で新型コロナウイルス感染防止対策をとり、定員を

減らして実施されました。水・環境ネット東北は、会場担当として大橋会場を

担当しました。実行委員企業など多くの皆さんにご参加いただき、清掃活動を

行いました。 

 

【春】全8会場 総参加者数：895名 

 ○実施日：2022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：118名 

 ○ゴミ：約10袋分 （粗大ゴミ含む） 
 

 

 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

2022年4月11日（月） 16：00～オンライン（Zoom） 

▲収集されたゴミ。（2022.4.23） 

▲道路脇も清掃しました。（2022.4.23） 

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担当、および事務局事務業務を

補佐しています。 

◆広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 会計業務、事務局事務（通年） 

 

◆広瀬川1万人プロジェクト 運営会議 （2021年度後期） 

2021年 11/29、 2022年 2/7、3/16 

オンライン（Zoom）会議 

 

◆広瀬川学校 

 2021年12月10日（金）14時〜16時 サポセン＆Zoom 

 テーマ「阿武隈川・名取川における洪水の歴史と治水対策」 

  講師：仙台河川国道事務所副所長 

 

◆調べるごみ拾い試行：2022年2月24日および28日 

 ・運営委員有志：3名／1回（延べ6名） 

 ・ペットボトル、レジ袋、飲料カップの数を記録 

▲調べるごみ拾い。大橋左岸。 

 （2022.2.28） 
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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  

 2021年 5/21、6/16、7/12、9/9、10/12、11/15  
場所：仙台市市民活動サポートセンター 7階 

 
＜活動内容＞ 

○第7回総会 

 日時：2021年7月12日（月） 17：30～ 

 場所：仙台市市民活動サポートセンター 7階 （オンライン併用） 

 

○雨水サロン 

 第18回 2021年7月1日（木） 「雨水活用・輪王寺の取り組み」（現地見学） 

 第19回 2022年1月24日（月） 「ダムの仕組みと役割について」（宮城県出前講座） 

 

○雨水サロン塩竈 

 2021年12月16日（木）「まちづくり・しおがま出前講座」 

  

○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 2021年7月20日（火） 13：00～15：00 海岸公園冒険広場 

② 2021年12月19日（日）14：00～15：30 塩竈市公民館本町分室 

 

○第13回 雨水ネットワーク全国大会2021オンライン 「雨は 恵み？ 災い？」 

 主催：雨水ネットワーク 

 2021年12月5日（日）オンライン開催 

・企画会議（8/26、10/18、11/5、11/8、12/2） 

・活動発表 

 

○雨水ネットワーク定例会 （オンライン） 

・全国の関係団体による情報交換 

・2021年 5/20、6/24、7/29、8/19、9/30、10/28、11/25 

 

○仙台防災未来フォーラム2022 

 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：2022年3月5日（日）9：30～16：30 

 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（2021年度） 

▲仙台防災未来フォーラム（2022.3.5） 

▲天水桶手づくり講座。 

 （海岸公園冒険広場 2021.7.20） 

▲天水桶手づくり講座 

 （塩釜市公民館 2021.12.19） 

▲雨水サロン「輪王寺の取り組み」 

 （2021.7.1） 



・名簿管理、会計管理 

・情報誌「ほとりから。」第6号（2022年2月発行） 編集作業 

・事務局会議 2021年4/10、5/22、6/20、8/21、10/17、12/15 

         2022年1/24、2/3、3/24 

         フォーラム打ち合わせ 2022年 2/7、2/10、2/17 

貞山運河倶楽部 事務局事務（2021年度） 
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▲環境農園の竹林小屋。 

 （小屋めぐり 2021.11.22） 

▲貞山運河の渡し舟。（2021.8.8） 

貞山運河関連事業（2021年度） 

 貞山運河における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際して、

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 2021年度） 

 ＜新浜フットパスイベント＞ 

・2021年6月20日（日） 貞山運河界隈の自然観察フットパス2021 
・2021年8月8日（日） 貞山運河の渡し舟と新浜フットパス2021（1） 

・2021年9月5日（日） 貞山運河の生きもの観察フットパス2021 

・2021年10月17日（日） 貞山運河の渡し舟と新浜フットパス2021（2） 

・2021年11月21日（日） 貞山運河界隈の暮らしと新浜フットパス2021 

 

◆小屋めぐり （貞山運河倶楽部主催） 2021年11月21日〜22日 

 

◆貞山運河フォーラム （貞山運河倶楽部主催） 

 ー貞山運河（新堀）の舟運について考えますー 

 2022年2月20日（日） 仙台市市民活動サポートセンター セミナーホール 



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。 

 2021年度は、新型コロナウイルス感染防止対策をとりながら事業を実施しました。フォーラ

ムにおいては、会場とZoomを使用したオンライン配信を併用して開催しました。 

 各イベントは、「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ご協力を得て行いました。 

 

（1） 四ツ谷用水をたどろう～八幡編～ 

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10月30日（土）13：30～15：30  
○参加者：16名 

〇講師：「四ツ谷の水を街並みに！」市民の会 

 

（2） 四ツ谷用水フォーラム  

○開催日時：2022年3月19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： 48名 ／講師・話題提供者・スタッフ：15名  

○オンライン視聴：38名 

＜プログラム＞ 

①講演「地形・地盤に着目した四ツ谷用水」  

  柴田 尚氏（仙台・水の文化史研究会 会長） 

②四ツ谷用水アップデート情報紹介 

1）「これからの案内活動のあり方について」  

 村上 英寛 氏 （四ツ谷用水案内人）  

2）「支倉堀跡のレインガーデン」  

 内山 隆弘 氏 （東北大学施設部キャンパスデザイン室専門職員）  

3）VR体験 芭蕉の辻（映像紹介）  

4）書籍等の紹介  
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令和3（2021）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） 

▲四ツ谷用水歩く会～八幡編～ 

（2021.10.30） 

▲四ツ谷用水フォーラム（2022.3.19） 



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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第13回“いい川”“いい川づくり”ワークショップ in中部  

 長良川国際会議場（岐阜市） と、オンラインで各地をつなぐ ＜ハイブリッド形式＞で開催

されました。 当日は実行委員としてスタッフ参加しました。 

○主催：いい川・いい川づくり実行委員会 

○開催日時：2021年10月2日(土)・3日(日) 
○開催場所：（メイン会場）長良川国際会議場 ＋各地のサテライト会場 

○開催方法：メイン会場での開催＋オンラインによる開催（Zoom・YouTube同時配信）  

◆河川協力団体全国協議会ミーティング （出席） 

2021年10月1日(金)18：00～ 

長良川スポーツプラザ 会議室 

[内容] 

1日目：オープニング/全体発表会/ 

 グループワーク/全体共有まとめ ほか 

2日目：私の川の朝一番/パネルトーク/ 

 川びらきだヨ！全員集合/シンポジウム ほか  

▲土木研究所 自然共生研究センター 

（いい川エクスカーション 2021.10.1） 

▲河川協力団体全国協議会ミーティング 

（2021.10.1） 
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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 

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 

杜の都の市民環境教育・学習推進会議（FEEL Sendai） 

環境フォーラムせんだい実行委員会（2021年度は新型コロナウイルスの影響で休止） 

仙台市環境審議会 

広瀬川創生プラン策定推進協議会 

宮城県流域水循環計画推進会議 

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 

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（過去に利用していた団体

も含む）の情報交換会に参加。 

日時：2021年12月16日(木)18:30～20:00 
会場：仙台市市民活動サポートセンター 研修室5 

第23期 第1回 
2021年11月20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23期事業予定について 

第23期 第2回 
2022年6月3日 

オンライン（zoom） 

・第23期事業の総括と決算（案）について 

・第24期の事業計画、予算について 

理事会の開催 

第23回総会の開催 

日時：2021年11月20日(土)17:00～19:00 
会場：仙台市市民活動サポートセンター 研修室4＋Zoomを使用したWEB会議 

出席：23名（内 委任状参加15名）  

＜議事＞  

第1号議案 第22期事業報告 及び収支決算報告 承認の件  

第2号議案 監査報告 

第3号議案 事業年度変更 

第4号議案 第23期事業計画(案) 及び予算(案) 承認の件  

第5号議案 第23期役員改選の件 
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第2号議案 
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第24期活動計画（案） 
自2022年5月1日  至2023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 2023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…自然観察会、ワークショップの開催 

 ・特定非営利活動法人水・環境ネット東北 活動20年記録作成 

 ・雨水ネットワーク定例会 

 ・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／事務局補佐 

③ 貞山運河倶楽部 会計 

 

□受託事業 

① 四ツ谷用水再発見イベント運営業務（仙台市）  

② 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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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 

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』境、あるいは地球と位置づけました。地球

的に考え、地域的に行動する組織であることを表現

しています。 


