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『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説    平成平成平成平成 28282828 年版』年版』年版』年版』    

講習会のご案内講習会のご案内講習会のご案内講習会のご案内    

    

 

趣 旨 

国土交通省では、水需要のひっ迫した地域における水資源の合理的な利用を推進し、併せて地球環境保全の

観点から、官庁施設における雨水利用及び排水再利用の推進がなされています。 

平成 16 年に、国土交通省官庁営繕部において排水再利用・雨水利用システム計画基準が技術基準として制

定されたことを受けて、公共建築協会ではこの計画基準についてわかりやすく解説を加えた『排水再利用・雨

水利用システム計画基準・同解説 平成 16 年版』として編集・発行いたしました。 

今般、雨水の利用の推進に関する法律（平成 26 年法律第 17 号）が制定され、同法律に基づく雨水の利用の

推進に関する基本方針（平成 27 年国土交通省告示第 311 号）が策定されるとともに、平成 27 年 3 月 10 日、

「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目

標について」閣議決定がなされたところです。 

これらを踏まえて、国土交通省では、平成 28 年 3 月に、雨水利用・排水再利用設備計画基準として改定が

なされました。 

この改定された技術基準は官庁施設を対象としたものですが、地方公共団体を始め一般的な施設においても

活用できるものであると考えられることから、当協会では『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説 平

成 28 年版』として編集・発行するとともに、理解を深めていただくことにより良質な建築物の整備に資する

べく、講習会を開催することといたしました。 

関係各位の皆様方、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 

１．主 催    一般社団法人 公共建築協会 

２．後 援    国土交通省  

３．協 賛（予定）(一社)日本空調衛生工事業協会、(一財)地域開発研究所 

(一社)日本設備設計事務所協会、(一社)建築設備技術者協会、(一社)全国建設業協会 

全国管工事業協同組合連合会、(一社)日本建設業連合会、(一社)日本建設業経営協会 

(一社)全国中小建設業協会、(公社)日本建築士会連合会、(公社)日本建築家協会 

(一社)日本建築士事務所協会連合会 

４．開催日時    平成２８年１１月１４日平成２８年１１月１４日平成２８年１１月１４日平成２８年１１月１４日    （月）（月）（月）（月）        １３：３０～１３：３０～１３：３０～１３：３０～１６１６１６１６：３０（受付：３０（受付：３０（受付：３０（受付 13:0013:0013:0013:00）））） 

５．会 場    浦添市産業振興センター浦添市産業振興センター浦添市産業振興センター浦添市産業振興センター    結の街結の街結の街結の街                            定定定定    員員員員            ６０名６０名６０名６０名 

浦添市勢理客４－１３－１  TEL098-870-1123 
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６．時 間 割   

時   間 講  習  内  容 

13:30～13:40 挨  拶    

13:40～15:00 

第１編 総 則 

第２編 雨水利用設備 

第４編 雨水利用設備と排水再利用設備の併用  

(雨水利用設備関連部分) 

第６編 参考 

15:00～15:10 休  憩 

15:10～16:30 

第３編 排水再利用設備 

第４編 雨水利用設備と排水再利用設備の併用  

(排水再利用設備関連部分) 

第５編 非常時対策 

 

７．講 師    一般社団法人 公共建築協会 

 

８．参 加 費   

 

 

 

 

 

９．テキスト    国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 

『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説 平成 28 年版』 本体 6,000 円＋税 

※ 上記テキストをお持ちの方は、当日持参下さい。 

10．申 込 先     一般一般一般一般社団法人社団法人社団法人社団法人    公共建築協会公共建築協会公共建築協会公共建築協会    沖縄地区事務局沖縄地区事務局沖縄地区事務局沖縄地区事務局        

            TEL０９８－８７９－２０９７       FAX FAX FAX FAX ０９８－８７８－００３２０９８－８７８－００３２０９８－８７８－００３２０９８－８７８－００３２    

 

11．申込方法    ・申込書に必要事項をご記入のうえ､11111111 月月月月 7777 日日日日((((月月月月))))までまでまでまでに前記申込先にＦＡＸにて    

お申し込みください。 ※定員になり次第締め切らせていただきます。    

・参加費は原則として前納といたします。（振込手数料は参加者負担） 

          ・ご入金確認後、参加者あてに受講票を FAX でお送りします。当日必ずご持参下さい。 

 

12．振 込 先   

    

 

 

 

13．そ の 他    （１）参加費納入で、不参加の場合、払戻しはいたしませんのでご了承下さい。    

なお、不参加の場合はテキスト・資料等を送付いたします。 

（２）当日受講者の変更は差し支えありません。 

（３) 振り込みの控えを持ちまして、領収書にかえさせていただきます。 

    

区区区区    分分分分    受講料（テキスト込） 受講のみ 

国、地方公共団体、独立行政法人

協賛団体の会員 
１３，０００円 ７，０００円 

その他 １６，０００円 １０，０００円 

銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込    ：：：：            琉球銀行琉球銀行琉球銀行琉球銀行        安謝支店安謝支店安謝支店安謝支店        普通預金普通預金普通預金普通預金            No.No.No.No.５７４０３２５７４０３２５７４０３２５７４０３２    

口口口口    座座座座    名名名名    ：：：：        一般社団法人公共建築協会沖縄地区事務局一般社団法人公共建築協会沖縄地区事務局一般社団法人公共建築協会沖縄地区事務局一般社団法人公共建築協会沖縄地区事務局    

シャシャシャシャ))))コウキョウケンチクキョウカイオキナワチクジムキョクコウキョウケンチクキョウカイオキナワチクジムキョクコウキョウケンチクキョウカイオキナワチクジムキョクコウキョウケンチクキョウカイオキナワチクジムキョク    

本講習会は、「建築 CPD 運営会議営繕業務関係特別認定講習会」としての認定を申請予定です。 

 なお、講習会当日受講者の確認を行いますので、本人の確認ができる写真付きの証明書（運転免

許証、一級建築士免許証、社員証等）をご持参ください。 
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『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説『雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説    平成平成平成平成 28282828 年版』講習会申込書年版』講習会申込書年版』講習会申込書年版』講習会申込書    

会 社・団体名等 

※必須※必須※必須※必須    

（フリガナ） 

 

電話番号 

※必須※必須※必須※必須        

 

ご担当者所属部署 

※必須※必須※必須※必須 

 

 

FAX番号 

※必須※必須※必須※必須 

 

ご担当者氏名 

※必須※必須※必須※必須 

（フリガナ） 

 

E-mail： 

住  所 

※必須※必須※必須※必須 

〒   －      

 

公共建築協会正会員

氏名及び 

協賛団体名称 

（フリガナ） 

 

※請求書・見積書・納品書等要する場合は、通信欄にご指示ください。 

【通信欄】 

                                                                                                       

◆所要事項に記入し、また、必要に応じて□欄にチェックをつけ金額記入の上、お申し込みください。 

 

受講者氏名 申込区分 受講者区分 金額(消費税込) 支払方法 

（フリガナ） 

 

□□□□ テキスト共 

□□□□ 受講のみ 

□□□□ 国、地方公共団体、独

立行政法人、協賛団体

会員 

□□□□  その他 

円 □□□□    前 納 

（フリガナ） 

 

□□□□ テキスト共 

□□□□ 受講のみ 

□□□□ 国、地方公共団体、独

立行政法人、協賛団体

会員 

□□□□  その他 

円 □□□□    前 納 

（フリガナ） 

 

□□□□ テキスト共 

□□□□ 受講のみ 

□□□□ 国、地方公共団体、独

立行政法人、協賛団体

会員 

□□□□  その他 

円 □□□□    前 納 

（フリガナ） 

 

□□□□ テキスト共 

□□□□ 受講のみ    

□□□□ 国、地方公共団体、独

立行政法人、協賛団体

会員 

□□□□  その他 

円 □□□□    前 納 

◆申し訳ございませんが、振込料は別途ご負担

下さいますようお願い申し上げます。 

    

合合合合    計計計計    

 

円 

 

    

 

※本申込書に記載された個人情報は本講習実施のための必要書類の作成等に使用しますが、それ以外の目的には使用いたしません。 

なお、個人情報の取扱いについては当協会規則に則り、厳正に管理いたします。 

 

 必要事項を記入の上、FAXFAXFAXFAX で申込ください。 

沖縄地区事務局 

FAXFAXFAXFAX098098098098----878878878878----0032003200320032    

【問合せ先】一般社団法人公共建築協会 沖縄地区事務局  

〒901-2122 浦添市勢理客４－１８－１ 

（しまたて協会内） TEL098-879-2097 

 


