
■水道事業体等における国際活動 令和２年度

種別 事業名称 備考

JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 現地セミナー

ODA ヤンゴンにおける無収水対策事業 インフラ整備

事業体独自 アジア水道事業体人材育成ネットワーク（Ａ１-HRD) 情報交換、視察等

事業体独自 ベトナム国水道事業体等５機関との覚書事業 本邦受入

JICA課題別研修 アフリカ地域都市上水道技術者養成 本邦研修

JICA短期ボランティア マラウイ共和国ブランタイヤ水公社支援のためのJICAボランティア連携事業 専門家派遣

事業体独自 ファイサラバード上下水道局との技術交流の覚書事業 本邦研修

JICA技術協力プロジェクト ラオス・水道事業運営管理能力向上プロジェクト（MaWaSU2） 専門家派遣

事業体独自 ベトナム国ランソン省との二者覚書事業 専門家派遣、本邦研修

JICA専門家派遣 東ティモール民主共和国給水改善アドバイザー 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国 水道事業運営管理能力向上プロジェクト(MaWaSU2) 専門家派遣、本邦研修

JICA草の根技術協力事業 ラオス国 水道公社における上水道管路維持管理能力向上支援事業 専門家派遣、本邦研修

JICA技術協力プロジェクト 国家上下水道公社西部州南部地域事業運営能力向上プロジェクト 専門家派遣、本邦研修

JICA草の根技術協力事業 メキシコ市における上下水道震災対策強化プロジェクト 専門家派遣

事業体独自 ホーチミン市水道総公社等との技術交流 技術交流

事業体独自
マンダレー地方都市の水道改善に関するミャンマー国マンダレー地域開発局との意見交
換

情報交換

JICA草の根技術協力事業 ナンディ・ラウトカ地区における給水サービス強化事業
専門家派遣、本邦研修、資機材
供与

JICA個別専門家 ヤンゴン市 水道行政・水供給アドバイザー 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道施設技術総合：水道基本計画設計(A) 本邦研修

JICA 日本水道協会－南アフリカ地方自治協会　合同セミナーおよび連携継続の確認 本邦研修

神奈川県企業庁

東京都水道局

横浜市水道局

日本水道協会

川崎市上下水道局

福岡市水道局

千葉県企業局

名古屋市上下水道局

大阪市水道局

さいたま市水道局



■水道事業体等における国際活動 令和元年度
種別 事業名称 備考

JICA課題別研修 上水道施設技術総合：水道実務者向け実践編（Ｂ） 本邦研修

JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 現地セミナー
ODA ヤンゴンにおける無収水対策事業 インフラ整備
JICA草の根技術協力事業 SCADAを活用した水運用・NRWマネージメント能力向上プロジェクト 本邦研修
事業体独自 アジア水道事業体人材育成ネットワーク（Ａ１-HRD) 情報交換、視察等

事業体独自 ベトナム国フエ省水道公社との二者覚書事業 本邦受入
JICA課題別研修 アフリカ地域都市上水道技術者養成 本邦研修
JICA短期ボランティア マラウイ共和国ブランタイヤ水公社支援のためのJICAボランティア連携事業 専門家派遣
JICA技術協力プロジェクト リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト（LiSCaP） 専門家派遣
事業体独自 マラウイ国ブランタイヤ水公社への給水車の寄贈 資機材供与
事業体独自 ファイサラバード上下水道局との技術交流の覚書事業 本邦研修

JICA技術協力プロジェクト ラオス・水道事業運営管理能力向上プロジェクト（MaWaSU2） 専門家派遣

事業体独自 ベトナム国ランソン省との二者覚書事業 専門家派遣、本邦研修

JICA専門家派遣 東ティモール民主共和国給水改善アドバイザー 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国 水道事業運営管理能力向上プロジェクト(MaWaSU2) 専門家派遣、本邦研修
JICA草の根技術協力事業 ラオス国 水道公社における上水道管路維持管理能力向上支援事業 専門家派遣、本邦研修

JICA技術協力プロジェクト 水道事業運営管理能力向上プロジェクト 専門家派遣、本邦研修

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策(漏水防止対策)(A) 本邦研修
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策(漏水防止対策)(B) 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト 国家上下水道公社西部州南部地域事業運営能力向上プロジェクト 専門家派遣、本邦研修
JICA草の根技術協力事業 メキシコ市における上下水道震災対策強化プロジェクト 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）（A） 本邦研修

JICA草の根技術協力事業 バンドン市における漏水防止対策技術支援 専門家派遣
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）（A） 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト バングラデシュ国公衆衛生工学局能力強化プロジェクト　カウンターパート研修 本邦研修

事業体独自 ホーチミン市水道総公社等との技術交流 技術交流

事業体独自 タイ王国首都圏水道公社（MWA）との技術交流研修 技術交流

JICA課題別研修 都市上水道維持管理（浄水・水質Ａ） 本邦研修

JICA課題別研修 都市上水維持管理（浄水・水質（B）） 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト スリランカ国 国家上下水道公社西部州南部地域事業運営能力向上プロジェクト 専門家派遣、本邦研修
JICA スリランカ上水道向け広域監視制御システム普及促進事業 現地ワークショップ、本邦研修

JICA課題別研修 都市上水道維持管理（給・配水）（B）コース 本邦研修

友好都市 令和元年度 青島水務集団有限公司との職員相互派遣研修 相互派遣研修

JICA 水道事業のＯ＆Ｍに関する改善活動 技術助言

JICA草の根技術協力事業 ナンディ・ラウトカ地区における給水サービス強化事業
専門家派遣、本邦研修、資機材
供与

JICA個別専門家 ヤンゴン市 水道行政・水供給アドバイザー 専門家派遣
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策） 本邦研修
CLAIR 自治体職員協力交流事業 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 現地セミナー

JICA課題別研修 上水道施設技術総合：水道基本計画設計(A) 本邦研修
日本水道協会

下関市上下水道局

埼玉県企業局

川崎市上下水道局

福岡市水道局

千葉県企業局

名古屋市上下水道局

神戸市水道局

浜松市上下水道部

大阪市水道局

さいたま市水道局

豊橋市上下水道局

広島市水道局

大阪広域水道企業団

神奈川県企業庁

東京都水道局

横浜市水道局

京都市上下水道局

札幌市水道局

松山市公営企業局



■水道事業体等における国際活動 平成30年度
種別 事業名称 備考

JICA課題別研修 上水道施設技術総合：水道実務者向け実践編（Ｂ） 本邦研修
JICA草の根技術協力事業（地域
活性化特別枠）

ウランバートル市送配水機能改善支援協力事業 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 本邦研修、現地セミナー

JICA草の根技術協力事業 ハノイにおける無収水削減技術研修・能力向上プロジェクト
本邦・現地での技術指導、資器
材供与

ODA ヤンゴンにおける無収水対策事業 インフラ整備事業
JICA草の根技術協力事業 SCADAを活用した水運用・NRWマネージメント能力向上プロジェクト 本邦研修
事業体独自 アジア水道事業体人材育成ネットワーク（Ａ１-HRD) 情報交換、視察等

事業体独自 ベトナム国フエ省水道公社との二者覚書事業
専門家派遣、本邦研修、ビジネス
支援

JICA課題別研修 アフリカ地域都市上水道技術者養成 本邦研修
JICAボランティア短期派遣 マラウイ共和国ブランタイヤ水公社支援のためのボランティア連携 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス・水道事業運営管理能力向上プロジェクト（MaWaSU2） 専門家派遣

JICA専門家派遣 東ティモール民主共和国給水改善アドバイザー 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国 水道事業運営管理能力向上プロジェクト(MaWaSU2) 専門家派遣
JICA ラオス国 水道公社における上水道管路維持管理能力向上支援事業 専門家派遣、本邦研修

JICA草の根技術協力事業 ラオス 水道公社における浄水場運転・維持管理能力向上支援事業 専門家派遣、本邦研修
JICA技術協力プロジェクト 水道事業運営管理能力向上プロジェクト 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策(漏水防止対策)(A) 本邦研修
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策(漏水防止対策)(B) 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト 国家上下水道公社西部州南部地域事業運営能力向上プロジェクト 専門家派遣、本邦研修

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）（A） 本邦研修

JICA草の根技術協力事業 バンドン市における漏水防止対策技術支援 専門家派遣、本邦研修

事業体独自 ホーチミン市水道総公社等との技術交流 本邦研修

事業体独自 タイ王国首都圏水道公社（MWA）の職員の技術交流研修 技術交流

JICA課題別研修 都市上⽔道維持管理（浄⽔・⽔質Ａ） 本邦研修

JICA課題別研修 都市上水維持管理（浄水・水質（B）） 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト スリランカ国 国家上下水道公社西部州南部地域事業運営能力向上プロジェクト 専門家派遣
JICA スリランカ上水道向け広域監視制御システム普及促進事業 専門家派遣

JICA課題別研修 都市上水道維持管理（給・配水）（B）コース 本邦研修

友好都市 平成30年度 青島水務集団有限公司との職員相互派遣研修 相互派遣研修

JICA草の根技術協力事業 ナンディ・ラウトカ地区における給水サービス強化事業
専門家派遣、本邦研修、資機材
供与

JICA個別専門家 ヤンゴン市 水道行政・水供給アドバイザー 専門家派遣
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策） 本邦研修
CLAIR 自治体職員協力交流事業 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 技術助言等

JICA地域別研修 島嶼における水資源管理・水道事業運営 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト サモア水道公社　維持管理能力強化プロジェクト 専門家派遣等

JICA地域別研修 島嶼における水資源管理・水道事業運営 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト 沖縄連携によるサモア水道公社 維持管理能力強化プロジェクト 専門家派遣等

JICA課題別研修 上水道施設技術総合：水道基本計画設計(A) 本邦研修
日本水道協会

下関市上下水道局

埼玉県企業局

川崎市上下水道局

福岡市水道局

名護市環境水道部水道施設課

千葉県企業局

名古屋市上下水道局

神戸市水道局

浜松市上下水道部

大阪市水道局

さいたま市水道局

豊橋市上下水道局

広島市水道局

大阪広域水道企業団

沖縄県企業局

東京都水道局

横浜市水道局

京都市上下水道局

札幌市水道局



■水道事業体等における国際活動 平成29年度
種別 事業名称 備考

JICA課題別研修 上水道施設技術総合（Ｂ） 本邦研修
JICA草の根技術協力事業（地域
活性化特別枠）

ウランバートル市送配水機能改善支援協力事業 専門家派遣、本邦研修

JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 本邦研修、現地セミナー
JICA草の根技術協力事業 ハノイにおける無収水削減技術研修・能力向上プロジェクト 本邦・現地での技術指導
ODA ヤンゴンにおける無収水対策事業 基本事項合意書締結
JICA草の根技術協力事業 SCADAを活用した水運用・NRWマネージメント能力向上プロジェクト 覚書締結
事業体独自 アジア水道事業体人材育成ネットワーク（Ａ１-HRD) 情報交換、視察等

事業体独自 ベトナム国フエ省水道公社との二者覚書事業 専門家派遣、本邦研修
JICA課題別研修 アフリカ地域都市上水道技術者養成 本邦研修
JICAボランティア短期派遣 2017年度　マラウイ共和国ブランタイヤ水公社支援のためのボランティア連携 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト 専門家派遣

JICA専門家派遣 東ティモール民主共和国給水改善アドバイザー 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト 専門家派遣

事業体独自
ラオス国公共事業運輸省水道局との水道分野の強化に向けた協力に関する実施覚書
締結

覚書締結

JICA草の根技術協力事業 ラオス 水道公社における浄水場運転・維持管理能力向上支援事業 専門家派遣、本邦研修
事業体独自 タイ地方水道公社　研修員受入れ 本邦研修

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策(漏水防止対策)(A) 本邦研修
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策(漏水防止対策)(B) 本邦研修

JICA草の根技術協力事業 バンドン市における漏水防止対策技術支援 専門家派遣、本邦研修

事業体独自 ホーチミン市水道総公社等との技術交流 本邦研修

JICA課題別研修 都市上⽔道維持管理（浄⽔・⽔質Ａ） 本邦研修

JICA国内支援委員 ルワンダ国「キガリ市無収水対策強化プロジェクト」国内支援委員活動 本邦研修
JICA課題別研修 都市上水維持管理(浄水・水質(Ｂ)) 本邦研修

JICA課題別研修 都市上水道維持管理（給・配水）（B）コース 本邦研修

友好都市 平成29年度 青島水務集団有限公司との職員相互派遣研修 相互派遣研修

JICA草の根技術協力事業 フィジー共和国ナンディ・ラウトカ地区水道事業に関する無収水の低減化支援事業 専門家派遣
JICA草の根技術協力事業 ナンディ・ラウトカ地区における給水サービス強化事業 専門家派遣
JICA個別専門家 ヤンゴン市水供給・衛生アドバイザー 専門家派遣
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策） 本邦研修
CLAIR 自治体職員協力交流事業 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 専門家派遣

JICA地域別研修 島嶼における水資源管理・水道事業運営 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト サモア水道公社　維持管理能力強化プロジェクト 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道施設技術総合（A) 本邦研修

東京都水道局

横浜市水道局

京都市上下水道局

札幌市水道局

日本水道協会

下関市上下水道局

埼玉県企業局

川崎市上下水道局

福岡市水道局

沖縄県企業局

千葉県水道局

名古屋市上下水道局
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広島市水道局



■水道事業体等における国際活動 平成28年度
種別 事業名称 備考

JICA草の根技術協力事業 マレーシアにおける無収水削減技術研修・能力向上プロジェクト 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 本邦研修、現地セミナー
JICA草の根技術協力事業 ハノイにおける無収水削減技術研修・能力向上プロジェクト 本邦・現地での技術指導
事業体独自 ヤンゴンにおける無収水対策事業 ODA
事業体独自 アジア水道事業体人材育成ネットワーク（Ａ１-HRD) 情報交換、視察等

JICA草の根技術協力事業（地域
経済活性化特別枠）

横浜の民間技術によるベトナム国『安全な水』供給プロジェクト 専門家派遣、本邦研修

JICA課題別研修 アフリカ地域都市上水道技術者養成 本邦研修
JICAボランティア短期派遣 2016年度　マラウイ国上水道支援への横浜市水道局職員派遣事業 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト 専門家派遣

JICA専門家派遣 東ティモール民主共和国給水改善アドバイザー 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト 専門家派遣、本邦研修
事業体独自 ラオス国水道公社との水道分野の強化に向けた協力に関する覚書締結 覚書締結

JICA草の根技術協力事業 ラオス国 水道公社における浄水場運転・維持管理能力向上支援事業 専門家派遣、本邦研修
事業体独自 タイ地方水道公社　アカデミックデー セミナー、ブース展示
官民連携 水道産業国際展開推進事業（厚生労働省） 現地調査

JICA草の根技術協力事業 スリランカ配水管施工管理能力強化プロジェクト 専門家派遣（セミナー）、本邦研
JICA草の根技術協力事業 メキシコ市における下水処理改善 専門家派遣、本邦研修
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策研修A 本邦研修
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策研修B 本邦研修

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策） 本邦研修

事業体独自 2016年度 　ホーチミン市水道総公社等との技術交流 本邦研修

事業体独自 タイMWAとの技術交流覚書に基づく庭窪浄水場視察 視察等

事業体独自 インド・バラナシ市に対する技術協力事業 本邦研修
JICA国別研修 ラオス「水道事業における国の役割，水道事業経営」 本邦研修

JICA国際支援委員 ルワンダでの国内支援委員活動 現地調査
JICA課題別研修 都市上水道維持管理（浄水・水質）（B） 本邦研修
JICA スリランカでの現地調査 現地調査

JICA課題別研修 JICA課題別研修「都市上水道維持管理」（給・配水）（B）コース 本邦研修
JICA国別研修 イラク「環境・水感知エンジニアリング」コース 本邦研修

友好都市 平成27年度 青島水務集団有限公司との職員相互派遣研修 相互派遣研修

JICA草の根技術協力事業 フィジー共和国ナンディ・ラウトカ地区水道事業に関する無収水の低減化支援事 専門家派遣、本邦研修
JICA個別専門家 ヤンゴン市水供給・衛生アドバイザー 専門家派遣
JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）(C) 本邦研修
事業体独自 一般財団法人自治体国際化協会自治体職員協力交流事業 本邦研修
JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト 専門家派遣

JICA地域別研修 大洋州　島嶼における水現管理・水道事業運営 本邦研修
JICA草の根技術協力事業 サモア水道公社　維持管理能力強化プロジェクト 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道施設技術総合（A) 本邦研修
日本水道協会

下関市上下水道局

埼玉県企業局

京都市上下水道局

川崎市上下水道局

福岡市水道局

沖縄県企業局

千葉県水道局

名古屋市上下水道局

神戸市水道局

浜松市上下水道部

大阪市水道局

大阪広域水道企業団

さいたま市水道局

広島市水道局

東京都水道局

横浜市水道局



■水道事業体等における国際活動 平成27年度

種別 事業名称 相手国 備考

JICA課題別研修 上水道施設技術総合（B）
バングラデシュ、ガイ
アナ他　計9ヶ国

本邦研修

JICA草の根技術協力事業
「地域活性化特別枠」

ウランバートル市送配水機能改善支援協力事業 モンゴル
セミナー、専門家派遣（現地
調査）

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業
マレーシアにおける無収水削減技術研修・能力向上プ
ロジェクト

マレーシア 本邦研修

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト ミャンマー 本邦研修

JICA国別研修 南アフリカ共和国「水質管理」 南アフリカ共和国 本邦研修

JICA課題別研修
ミャンマー「上水道無収水量管理対策（漏水防止対
策）」

ミャンマー 本邦研修

情報交換等 アジア水道事業体人材育成ネットワーク（Ａ１-HRD)
大韓民国、台湾、タ
イ、モンゴル

情報交換、視察等

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業
（地域経済活性化特別枠）

横浜の民間技術によるベトナム国「安全な水」供給プロ
ジェクト

ベトナム 専門家派遣、本邦研修

JICA課題別研修 アフリカ地域都市上水道技術者養成
マラウィ、南スーダ
ン他　計9ヶ国

本邦研修

JICAボランティア短期派遣
2015年度 マラウイ国上水道支援への横浜市水道局
職員派遣事業

マラウィ 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト ラオス 専門家派遣

JICA専門家派遣 東ティモール民主共和国給水改善アドバイザー 東ティモール 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト ラオス 専門家派遣、本邦研修

事業体独自 日本水道協会全国会議へのラオスからの招聘 ラオス 招聘

JICA草の根技術協力事業
タイ地方水道公社における浄水場維持管理能力向上
支援事業

タイ 専門家派遣、本邦研修

JICA草の根技術協力事業
ラオス国 水道公社における浄水場運転・維持管理能
力向上支援事業

ラオス 専門家派遣

JICA技術協力プロジェクト ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト ラオス 専門家派遣

JICA草の根技術協力事業 スリランカ配水管施工管理能力強化プロジェクト スリランカ
専門家派遣（セミナー実施）、
本邦研修

JICA草の根技術協力事業 メキシコ市における下水処理改善 メキシコ 専門家派遣（現地調査）

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策研修A
アフガニスタン他
計8ヶ国

本邦研修

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策研修B
スリランカ、エチオ
ピア他　計6ヶ国

本邦研修

札幌市水道局

東京都水道局

横浜市水道局

川崎市上下水道局

千葉県水道局

さいたま市水道局

埼玉県企業局

名古屋市上下水道局



■水道事業体等における国際活動 平成27年度

種別 事業名称 相手国 備考

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）
ザンビア、マラウィ
他　計8ヶ国

本邦研修

事業体独自 平成27年度　ホーチミン市水道総公社との技術交流 ベトナム 本邦研修

JICA協力準備調査（PPPイ
ンフラ事業）

日本の配水マネジメントを核としたホーチミン市水道改
善事業準備調査

ベトナム 専門家派遣（現地調査）

官民連携 平成27年度水道産業国際展開推進事業（厚生労働省） ベトナム 専門家派遣（現地調査）

JICA集団研修 都市上水道維持管理
エチオピア、ミャン
マー他　計14ヶ国

本邦研修

事業体独自 インド・バラナシ市に対する技術協力事業 インド 本邦研修

JICA国別研修 ラオス「水道事業における国の役割，水道事業経営」 ラオス 本邦研修

JICA課題別研修 都市上水道維持管理（浄水・水質）（B）
エクアドル、エリトニ
ア他　計13ヶ国

本邦研修

官民連携
水道分野海外水ビジネス官民連携型案件発掘形成事
業（厚生労働省）

スリランカ
専門家派遣（現地調査、協議
等）

JICA課題別研修
JICA課題別研修「都市上水道維持管理」（給・配水）
（B）コース

アルバニア、イラク
他　計7ヶ国

本邦研修

JICA国別研修 イラク「環境・水感知エンジニアリング」コース イラク 本邦研修

友好都市
平成27年度 青島水務集団有限公司との職員相互派遣
研修

中国 相互派遣研修

JICA草の根技術協力事業
フィジー共和国ナンディ・ラウトカ地区水道事業に関す
る無収水の低減化支援事業

フィジー 専門家派遣、本邦研修

JICA個別専門家 ヤンゴン市水供給・衛生アドバイザー ミャンマー 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道無収水量管理対策（漏水防止対策）(C)
フィリピン、フィジー
他　計8ヶ国

本邦研修

事業体独自
一般財団法人自治体国際化協会自治体職員協力交流
事業

ミャンマー 本邦研修

JICA技術協力プロジェクト ヤンゴン市開発委員会水道事業運営改善プロジェクト ミャンマー 専門家派遣

JICA地域別研修 大洋州　島嶼における水現管理・水道事業運営
サモア、フィジー他
計9ヶ国

本邦研修

JICA草の根技術協力事業 サモア水道公社　維持管理能力強化プロジェクト サモア 専門家派遣

JICA課題別研修 上水道施設技術総合（A)
カンボジア、インド
ネシア他　計10ヶ国

本邦研修

広島市水道局

下関市上下水道局

福岡市水道局

沖縄県企業局

日本水道協会

神戸市水道局

浜松市上下水道部

大阪市水道局

京都市上下水道局


















