
 
 

令和 2年（2020年）度事業報告 

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 

 

令和 2年（2020年）度事業の概要を下記のとおり報告する。 

１．会員の状況 

会員の種類 当   初 入 会 退 会 現   在 

正 会 員 24 0 0 24 

賛助会員 44 2 0 46 

計 68 2 0 70 
 

入退会内訳 

    正会員 

     入退会なし 

賛助会員 

     【入会】（2社） 小泉製麻 （株）、（株）プラネット 

 

２．社員総会、理事会等の開催 

（１）社員総会 

・第 9回定時社員総会 

開催日：2020年 5月 29日  Web会議方式 

正会員総数  24名 

出席正会員  23名 

内訳 出席会員数（オンライン参加） 9名 

書面による議決権行使数     6名 

委任状による代理人数       8名 

議事 （決議事項） 

第 1号議案 令和元年（平成 31年）度事業報告承認の件 

第 2号議案 令和元年（平成 31年）計算書類及び同附属明細書承認の件 

       第 3号議案 令和 2年度役員報酬承認の件 

         第 4号議案 役員選任の件（定時改選） 

 第 5号議案 会費改定の件 

（報告事項－第 23回理事会決議事項） 

令和 2年度事業計画書報告の件 

       令和 2年度収支予算書報告の件   

 

◇決議事項の第 1号議案から第 5号議案については、審議の結果事務局原案のとお

り承認可決された。 

2021年 3月 31日現在 



（２）理事会等

・社内監査（2020年 4月 28日）

監事 2名による、2019年度の収支及び財産の状況並びに理事の業務執行 

状況について監査が行われ、いずれも適正であるとの承認を受けた。 

・第 24回理事会（2020年 5月 13日）

上記理事会を決議の省略（書面決議）により開催、第 9回定時社員総会に提出

する議案、「令和元年（平成 31年）度事業報告」、「令和元年（平成 31年）度決算

関係書類」、「役員選任（定期改選）」、「第９回定時社員総会における書面での議決

権行使について」の審議を行い、いずれも事務局原案通り承認された。 

・第 4回臨時理事会（2020年 5月 29日）

第 9 回社員総会に続き、上記臨時理事会が Web 会議形式にて開催された。臨時

理事会では、役員の改選に伴う代表理事、業務執行理事及び顧問の選任を行い、代

表理事に佐藤直良理事、業務執行理事に屋井裕幸理事が推薦、承認され就任を承諾

した。また、顧問には高橋裕氏、松田芳夫氏の再任が承認された。 

・第 25回理事会（2020年 9月 11日）

小泉製麻株式会社より賛助会員への新規入会の申し込みがあったため、上記理事

会を決議の省略（書面決議）により開催し、入会について審議を行い、入会が承認

された。9/11付で入会、会費は 10月からの半期分を徴収する。 

・第 26回理事会

開催日：2020年 10月 15日  場所：雨水協会会議室 

理事総数 10名   出席理事数 8名    出席監事 2名 

議案（報告事項等） 

（1）役職理事の職務執行状況報告

（2）第 36回技術講習会の開催について

（3）季刊誌「水循環 貯留と浸透」特別号発行について

（4）企画委員会報告

（5）公益法人協会相談会報告（定款の改定等について）について

（6）水循環アドバイザーの名称について

・第 27回理事会

開催日：2021年 3月 18日  WEB会議方式    

理事総数 10名     出席理事数 10名 出席監事 2名 

議案（決議事項） 

（1）第 1号議案 『新入会員選考伺い』の件

（2）第 2号議案 『令和 3年度事業計画及び収支予算書等承認』の件

（3）第 3号議案 『令和 3年度役員報酬承認』の件

（4）第 4号議案 『第 10回定時社員総会の日時及開催場所並びに目的事項等』の件

（5）第 5号議案 『就業規則、旅費規程及び海外旅費規程改定』の件



 
 

（報告事項等） 

（1）役職理事の職務執行状況について 

（2）令和 2年度決算見込みについて 

 

◇決議事項の 5件については、審議の結果、事務局原案のとおり承認可決された。 

 

（３）常設委員会   （ ）は開催回数 

① 企画委員会 (5回) Web会議  

  委員長：日本工営（株） 高祖成一 

② 編集委員会（4回） Web会議 

委員長：首都大学東京 教授 河村 明 

③ 編集小委員会（4回)  Web会議 

委員長：日本工営(株)  萩原 崇 

④ 評価認定委員会（2回） 

委員長：東京大学名誉教授 虫明 功臣 

 

３．調査、研究 

（１）（都市河川流域の）水循環系健全化方策の検討 

① 建築学会 あまみず普及小委員会 

雨水活用を普及させるための手法の検討、資料整備、調査等と併せて、2016年発

行した雨水活用技術規準の改定の検討 

② プラスチック製地下貯留槽共同研究会による調査研究業務 

・平成 30年度版プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針（案）に基づいた技術評

価取得済プラスチック製貯留構造体の品質確認試験（圧縮試験）を実施（秋田県産業

技術センター） 

・試験施工によるプラスチック製地下貯留槽の土圧等モニタリング 

③ 雨水基準制度研究会 

2020年 2月 19日に開催された「気候変動と雨水活用シンポジウム」をきっかけに

新たな雨水活用の基準（雨水スタンダード）を検討する研究会が設立された。屋井

常務理事が製品部会のとりまとめとして参画。雨水活用のためのリーフレットや手

引きを作成検討 

④ 都市緑化機構 GBM（グリーン・ビジネス・マネジメント）共同研究会 

令和元年度から継続して緑地の有する保水性能の定量評価を調査研究のメインテ

ーマに「グリーンインフラソイル」の開発を検討。 

⑤ グリーンインフラ官民連携プラットフォーム 

国、地方公共団体、民間企業、大学・研究機関など、多様な主体が幅広く参画する

「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」（事務局：国土交通省総合政策局環

境政策課）が 2020年 3月に設立され、プラットフォームの「運営委員会」と「技術

部会」に参画 

⑥ 下水道新技術機構「雨水対策共同研究委員会」 

首記の委員会の内、下水道グリーンインフラ共同研究会にオブザーバ参加 



 
 

（２）雨水貯留浸透施設の効果評価の検討 

① 東京都令和 2年度保水能力検討調査委託（その 3） 

受託者の東邦レオ（株）の協力会社として参画 

② 現地浸透能力調査 

・深埋設型浸透ドレーンの開発に現地浸透試験（キャドテック） 

・現地浸透試験（一正土木、千葉県）） 

 

（３）全国における貯留浸透施設普及状況の実態把握と普及方策の検討  

① 2019年度プラスチックおよびコンクリート製地下貯留槽施工実績調査 

② ＧＢＭ（グリーン・ビジネス・マネジメント）共同研究会 

グリーンビジネスにおける雨水の貯留・浸透・利用普及の検討及び海外・国内のグ

リーンインフラ情報の収集 

③ NETIS（新技術情報提供システム）申請支援 

④ 技術審査証明資料作成支援 

⑤ 雨水活用の普及状況に関する企業 19社へのヒアリング（国土交通省水資源部に協力） 

⑥ 国土交通省水資源部・雨水利用施設の事例集作成（2021年 3月末 HP公開） 

⑦ 自治体の雨水浸透・利用に係る助成制度の調査 

 

（４）雨水貯留浸透技術のアジアモンスーン地域への展開検討 

① JICA「中小企業海外展開支援事業～普及・実証・ビジネス化事業」 

国際協力機構（JICA）が推進する下記事業へ外部人材として参画。 

・「タイ国 浸水被害の軽減に寄与するプラスチック製雨水貯留構造体の普及・ 

実証・ビジネス化事業」（令和元年 6 月より 2 年間） 

：秩父ケミカル（株）、ガイドライン及びモニタリング結果報告書の作成 

 

４．技術指針等の整備 

以下の書籍の内容の見直しや時点修正を行い、増刷した。 

 ・雨水浸透施設技術指針（案）調査・計画編（増補改訂版）（2020年 12月） 

 ・増補改訂  流域貯留施設等技術指針（案）（2021年 2月） 

 

５．雨水貯留浸透技術の普及啓発活動 

（１）図書等の発行･頒布 

① 季刊誌「水循環 貯留と浸透」 第 117号～120号 

各号特集テーマ 117号「都市域における貯留施設の治水効果」 

118号「グリーンインフラの実装とその効果」 

119号「既存の雨水貯留浸透施設の維持管理と維持管理」 

120号 特別号「雨水」：創立 30年周年記念（4月発行予定） 

 

② 雨水浸透施設技術指針等発行図書の頒布 

 



 
 

（２）技術講習会・施設見学会の開催 

第 36回 雨水貯留浸透技術講習会 

開催期間：2020 年 11 月 24 日（火）～11 月 30 日（月）19時 

      開催方式：ビデオ・オン・デマンドでの Web視聴 

      受講者数：89 名 (自治体職員、会員・会員外企業等) 

 

今こそ全員参加！流域治水！ 

題  目 講  師  候  補 

①流域治水について 
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 

課長補佐 大上陽平 

②画像で見よう！いろんな流域対策 

～雨を貯める・浸透させる・利用する～ 

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 

ＡＲＳＩＴ水循環アドバイザー 太田留男 

③流域治水にも貢献する 

グリーンインフラ 

国土交通省 総合政策局 環境政策課 

課長補佐 石川真義 

④今では世界標準、グリーンインフラ 
公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 

ＡＲＳＩＴ水循環アドバイザー 木田幸男 

⑤気候変動を踏まえた下水道による 

都市浸水対策の推進について 

国土交通省 水管理・国土保全局 

下水道部流域管理官付  

課長補佐 長谷川広樹 

⑥マンションでも雨にご用心 

～地下設備の浸水対策～ 

国土技術政策総合研究所   

住宅研究部シニアフェロー 山海敏弘 

⑦雨水貯留浸透はとっても大事 
公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 

ＡＲＳＩＴ水循環アドバイザー 忌部正博 

※コロナ禍のため、『見学会』は未実施 

 

（３）普及・啓発のための雨水貯留浸透施設の展示・セミナーの開催等 

＊第 2回 ARSIT Learning Salon（2020.6/15，6/26） 

河川協会々長（当協会顧問）松田芳夫氏より、過去の事故に学ぶ事故を繰り返さない

ための「私と危険学」の講話、当協会技術部田川主任より「実績データを用いた『蓄雨

性能』の検証」について解説を 2回行った。  （参加者数：14名） 

 

＊第 3回 ARSIT Learning Salon（2020.8/27，9/3） 

「雨水貯留浸透の基礎」と題し、当協会水循環アドバイザーの野村茂夫氏（三井

共同建設コンサルタント）より「宅地開発における雨水流出抑制対策」の講話、雨

水協会技術部円山次長より「雨水流出抑制施設の必要料計算方法の解説」の講話を

2回行った。                   （参加者数：15名） 

 

＊第 4回 ARSIT Learning Salon（2020.12/18，2021.1/15） 

ARSIT水循環アドバイザー（日本工営）の内山雄介氏より、流域水管理研究所発行の

「流域水マネージメントのススメ」についての解説を、当協会技術部田川主任より「雨

水貯留浸透施設の対策量の算定手法について（貯留編）」について解説を 2回行った。  

（参加者数：19名） 

 



 
 

＊第 5回 ARSIT Learning Salon（2021.2/9，2/25） 

「雨水利用と貯留浸透」と題し、福井工業大学の笠井利浩教授より、「全生活用水を雨

水に依存する長崎県五島市赤島の雨水利用実態」の講話、雨水協会技術部円山次長より

「雨水貯留浸透施設の対策量の算定手法について（貯留浸透編）」の解説を 2回行った。                 

（参加者数：9名） 

＊第 10・11回なごや水の環推進懇談会（2020.8/31, 2021.3/30） 

 ARSIT水循環アドバイザー奥谷順彦が、首記懇談会のメンバーとして参画 

 

（４）雨水貯留浸透技術に関するＰＲ及びパンフレットの作成・配布 

・（株）産業用水調査会,「用水と廃水」62 巻 7 月号 

「現地散水試験に基づく雨水貯留浸透基盤による流出抑制効果」 

・水環境学会誌, Vol.43（Ａ）No.5 

「雨を利用する 雨水の貯留と有効利用」 

・空気調和・衛生工学会，「空気調和・衛生工学」2021.3 月号 

 特集：雨水を取り巻く最近の動向，「雨水貯留浸透施設の計画・設計」 

  

（５）雨水貯留浸透技術に関する問い合わせへの対応 

行政、民間企業、コンサル、個人等からの電話、メール等による問い合わせ、相

談等に対応した。その他、下記のヒアリングや取材に協力した。 

※ヒアリング 

国土技術政策総合研究所道路環境研究室からの“雨水貯留浸透施設の導入効果の

評価方法”等についてのヒアリングに対応 

※取材協力 

・化学工業日報,「プラ製地下貯留槽の拡大さらに」 

・環境新聞, 浸水対策特集「雨水貯留浸透技術協会、水害防災や水循環健全化を推進」 

・読売新聞, 「都市の豪雨災害対策 地下貯水池 3倍 6万件」 

・（一社）Water-n 水を還す「ヒト・コト・モノ」マガジン Vol.8  Rain by Water-n，

『水にまつわる むかし・いま・みらい』 

－健全な水循環を通して都市に「うるおい」をもたらす－ 

・読売新聞 中高生新聞, “施設 10年で 3倍”, 2020.10/9発行 

・塩化ビニル環境対策協議会, PVCニュース 111号, 特集「防災」 

・奥村奈津美（防災アナウンサー），子どもの命と未来を守る！「防災」新常識 

～パパ、ママができる!!水害・地震への備え～ 

 

（６）雨水貯留浸透技術に関する社外講演及び学会発表（海外含む） 

① 市民団体や関係機関等の依頼による講演活動 

＊ 第 28回 日本雨水資源化システム学会大会 （2020.11/7～11/8） 

屋井常務理事が理事（海外連絡委員長）を務める日本雨水資源化システム学

会の第 28回学会大会が Web開催された。研究発表会では、「表面土壌の簡易浸

透試験」について、田川技術部主任が発表を行なった。 （参加者：約 30名） 

 



 
 

＊ 松山市河原デザイン・アート専門学校 雨のワークショップ （2021.2/12、2/19） 

建築士を目指す専門学校生約 30名を対象に、「街角にある雨の坪庭」のアイ

デアを考えるワークショップが開催され、レクチャー（2/12）とアイデア発表

（2/19）が行なわれた。このワークショップの技術指導者として大西が参加。 

＊ ICHARM講義 （2021.3/12） 

水災害リスクマネジメント国際センター（ICHARM）の海外向け修士課程の学

生 6名に忌部水循環アドバイザーが「日本の都市河川における統合的流域管理」

と題して、WEBにて講義を行った。 

 

② 海外国際会議等での発表 

該当なし 

 

（７）雨水貯留浸透技術のデータベースの作成及び情報提供 

・プラスチック及びコンクリート製地下貯留槽の施工実績調査の実施 

 

６．雨水貯留浸透技術評価認定 

平成 8年 6月 1日に雨水貯留浸透技術評価認定制度がスタートし、昨年度までに技術評

価認定 44件、OEM版 3件、製品評価認定 22件、技術推薦 6件を実施した。今年度は下記

のとおりである。 

また、平成 30年度版プラスチック製地下貯留浸透施設技術指針（案）の規定に基づき

技術評価認定取得済プラスチック貯留構造体の品質確認試験（圧縮試験）を行い、試験結

果に基づき品質確認書を発行した。 

 

 【令和 2年度評価認定書交付実績状況】 

＊技術評価認定 

新規なし 

 ＊製品評価認定 

・ハイドロスタッフ工法 越流桝  城東リプロン 

 ＊その他  

  有効期間更新、内容変更に伴う認定 

技術評価 7件 

・ポカラ式雨水地下貯留施設          ジョイント 

・ミニゲート工法                ミニゲート研究会 

・エコブロック Biz工法                  日本道路・小松マテーレ 

・クロスウェーブ工法【クロスウェーブ N】追加 積水テクノ成型 

・EGSM工法 追加変更             スピーダ―レンタル 

・ニュープラくん 一部変更          秩父ケミカル 

・アクアパレス工法              トーテツ 

製品評価 2件 

・もやいドレーン               吉原化工・泰成興業 

・れいんクル                 ホクコン 



 
 

【令和 2年度品質確認済一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．雨水貯留浸透技術に関する関係機関への協力、提言等 

① 公共機関への協力提言等 

＊地方自治体からの雨水貯留浸透技術に関する問い合わせによる相談に対応 

＊税制改正に関する要望書の提出 

流域治水推進の施策として、令和 3年度税制改正に関する要望（以下）を自由民主

党政務調査会に提出 

「浸水被害対策のために民間事業者等が設置する雨水貯留浸透施設に係る固定資産

税の課税を恒久的に免除すること」⇒非課税とはならなかったが、防災施設としては

最も優遇された減免率となる。 

②  海外からの調査団等の受け入れ、国際交流等 

＊ ICHARM講義 （2020.3.12） 

③ 建築学会等外部組織との連携による普及・調査研究業務の実施 

＊ 建築学会 あまみず普及小委員会 

＊ 都市緑化機構 ＧＢＭ共同研究会 

＊ グリーンインフラ官民連携プラットフォーム 

＊ 下水道新技術機構「雨水対策共同研究委員会」 

 以上 

※令和 2020年(令和 2年)度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行

規則」第 34条第 3項に規定される付属明細書について、「事業報告の内容を補足する重要な

事項」がありませんので作成しておりません。 


