
 水協発第５３２号 

令和３年７月２８日 

会 員  各 位 

 公益社団法人 日本水道協会 

理事長 吉 田 永 

 （公 印 省 略） 

「上水試験方法２０２０年版」オンライン説明会の開催について（ご案内） 

 時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、本協会研修事業につきまして種々ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、「上水試験方法２０２０年版」を令和３年３月に発刊いたしました。より多

くの方に「上水試験方法２０２０年版」への理解を深めていただくため、今回、オンライン

（オンデマンド配信）による説明会を開催いたします。 

会員各位におかれましては、同封の「開催要領」、「上水試験方法２０２０年版オンライン

説明会 受講の流れ」をご参照のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 

＜参考＞ 

上水試験方法２０２０年版 新刊紹介 

http://www.jwwa.or.jp/syuppan/pdf/shinkan_202104.pdf 

担当：研修国際部研修課 

〒102-0074 東京都千代田区九段南４－８－９ 

TEL（０３）３２６４－２４６２ 

E-mail kenshukai@jwwa.or.jp 

URL http://www.jwwa.or.jp/ 

http://www.jwwa.or.jp/syuppan/pdf/shinkan_202104.pdf
mailto:kenshukai@jwwa.or.jp
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「上水試験方法２０２０年版」オンライン説明会 開催要領 

主催：公益社団法人 日本水道協会 

１．開催目的及び開催方法 

この度、「上水試験方法２０２０年版」を令和３年３月に発刊いたしました。 

より多くの方に「上水試験方法２０２０年版」への理解を深めていただくため、

オンライン（オンデマンド配信）による説明会を開催いたします。

※オンデマンド配信とは、あらかじめ用意された動画ファイルを、視聴者が

配信期間中であれば、自由にアクセスして視聴できる動画配信方式です。

２．参加対象者 

水道関連の技術職員 

３．募集定員 

 ５００名 

４．配信期間 

 令和３年１０月４日（月）～１０月８日（金）の期間中であれば、ご自由に講

義動画を視聴できます。 

５．講義科目及び配信時間 

上水試験方法改訂に当たって  １０分 

「上水試験方法２０２０年版」 総説編  ６０分 

 〃  理化学編・金属編 ６０分 

 〃  有機物編  ６０分 

 〃  微生物編・生物編 ６０分 

※配信時間は目安です。実際と異なることがございます。あらかじめご了承

ください。

６．テキスト及び動画視聴用ＵＲＬ 

受講料の入金確認後、 

１）テキストは、視聴開始１週間前に受講者宛郵送いたします。

２）動画視聴用ＵＲＬ及びパスワードは、視聴開始１週間前に受講者宛 E-mail

にてご案内いたします。 

７．受講料 会 員 １名 ４，０００円 

 非会員 １名 ６，０００円 

※参加費には、書籍「上水試験方法２０２０年版」は含まれておりません。



８．申込方法 

本協会ホームページ「研修会・講習会のご案内」、「上水試験方法２０２０年版

オンライン説明会」より「上水試験方法２０２０年版オンライン説明会 受講の

流れ」をご確認いただくとともに、サンプル動画を視聴し、利用する予定のＰＣ

等の機器で支障なく視聴できるか、視聴環境に問題がないか必ずご確認くださ

い。

視聴環境に問題が無いことを確認後、「参加申込書」をダウンロードし、必要

事項を入力のうえ、下記宛にＥ－ｍａｉｌにてお申込みください。 

なお、「参加申込書」は、エクセルファイルのまま使用・送信いただき、PDF フ

ァイル等他の形式への変換はご遠慮ください。 

 公益社団法人 日本水道協会 研修国際部 研修課 

 E-mail:kenshukai@jwwa.or.jp    電話（03）3264-2462 

９．申込期間 

令和３年８月２日（月）１０時～９月３日（金）まで 

１０．請求書発送及び受講料振込 

オンライン説明会受講にあたっては、受講料の事前入金が必要です。

事務局にて参加申込書を受領後、請求書を郵送にて申込担当者宛に順次発送

いたしますので、９月１０日（金）までに下記口座宛ご送金ください。受講料の

振込手数料は申込者の負担となります。 

 なお、オンライン研修では受講料の後払いへの対応は行っておりません。あら

かじめご了承ください。  

 三菱ＵＦＪ銀行 市ヶ谷支店 

口座番号 普通預金 ０８７１０２３ 
ｼｬ) ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｷｮｳｶｲ

口座名義    公益社団法人 日本水道協会 

 また、受講料のお振込後、本協会ホームページ「研修会・講習会のご案内」よ

りダウンロードした「送金連絡票」をＥ－ｍａｉｌにて送信してください。 

mailto:kenshukai@jwwa.or.jp


１１．推奨環境【パソコン】 

・Windows OS : Windows 8.1 以降

ブラウザ：IE11 以降／Chrome／Firefox／Edge 各最新版

・MacOS：MacOS X 10.10 以降

ブラウザ：Safari／Chrome／Firefox 各最新版

・回線速度 10～20Mbps 以上

※端末単体のスペックやその他要因（電波環境や社内ネットワークから接続

など）にも左右されることがあるため、必ずサンプル動画であらかじめ視聴

確認してください。

※視聴にあたっては、パソコンの利用を推奨環境とし、タブレット、スマート

フォンでの視聴は推奨しておりません。

１２．注意事項 

（１）お申込みいただく前に、サンプル動画にて視聴の際に利用する予定のＰＣ

等の機器で支障なく視聴できるか、視聴環境に問題がないか必ずご確認く

ださい。本協会では利用される機器・視聴環境に対する技術サポートは行い

ません。 

（２）受講は一人・一端末の利用にてお願いします。１つの申込みにつき、複数

名での受講は固くお断りします。 

（３）オンライン説明会に使用する視聴用ＵＲＬ、パスワードは受講者自身で適

切に管理及び保管し、これを他の方と共有、利用する行為を禁止します。 

（４）動画の録音、録画、映像のスクリーンショット等は固くお断りします。ま

た自ら、第三者を通じて、資料及び研修動画の転載、複製、出版、放送、公

衆送信その他著作権・知的財産権を侵害する一切の行為を禁止します。 

（５）オンライン説明会用テキスト受領後、本説明会をキャンセルすることはで

きません。 

（ ６ ） 受 講 者 の 変 更 は 随 時 受 付 し て お り ま す 。 研 修 課 宛 E-mail

（kenshukai@jwwa.or.jp）にてご連絡ください。 

 担当：日本水道協会研修国際部研修課 

 〒102-0074 東京都千代田区九段南４－８－９ 

 TEL：03-3264-2462 E-mail：kenshukai@jwwa.or.jp 

 URL http://www.jwwa.or.jp 
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「上水試験方法２０２０年版」オンライン説明会 受講の流れ

<申込担当者・受講者＞ ＜事務局＞

※サンプル動画、参加申込書、送金連絡票は、本協会ホームページ「研修会・講習会のご案内」

「上水試験方法２０２０年版オンライン説明会」より確認いただけます。

サンプル動画※視聴後、参加申込書
※をダウンロードし、メールにて申
込み

申込書受付後、請求書を8/10より申
込担当者宛に順次郵送

入金（9/10 入金〆切）
送金連絡票※をメールで送信

テキストを受講開始１週間前
（9/27）に受講者宛に発送

テキスト受領

受講開始１週間前（9/27）に
ＵＲＬとパスワードを受講者宛に
メールにてご案内

オンライン説明会開始
（10/4〜10/8）

受講終了

7/30頃、本協会ホームページに開催
案内掲載、8/2より募集開始

申込みにあたっての開催要領の注意
事項、視聴環境等の諸条件を確認



「上水試験方法２０２０年版」オンライン説明会 開催プログラム 

配信予定時間 科 目 講師予定

１０分
開 講 式 

改訂に当たって

水質試験方法等調査専門委員会委員長

国立医薬品食品衛生研究所

生活衛生化学部部長

五十嵐 良明 様

６０分 総説編

日本水道協会工務部

水質課長 笹川 恭明

６０分 理化学編・金属編

水質試験方法等調査専門委員会委員

無機物部会部会長

横須賀市上下水道局技術部

浄水課係長

林 幸範 様

６０分 有機物編

水質試験方法等調査専門委員会副委員長 
有機物部会部会長

国立医薬品食品衛生研究所

生活衛生化学部第三室室長

小林 憲弘 様

６０分 微生物編・生物編

水質試験方法等調査専門委員会委員

微生物・生物部会部会長

神戸市水道局事業部水質試験所

担当係長

清水 武俊 様

オンライン動画配信期間 令和３年１０月４日～１０月８日



 

 

 

 
  
 

 

 

       令和３年３月改訂 
 

上水試験方法２０２０年版 
   

新 刊 紹 介 

 

□関係法令の改正等に対応 

 水質基準項目及び水質管理目標設定 

項目について、告示法、通知法の改正 

に対応するとともに、これら項目の新 

たな試験方法や要検討項目の試験方法 

についても掲載しました。 

□精度管理等の知見をわかりやすく 

説明 

精度管理の考え方を示す妥当性評価 

ガイドライン、労働安全衛生法の改正 

により対象となった化学物質のリスクアセスメントについて、新たに追加しました。 

□最新の分析機器や分析方法の内容を充実 

 高感度かつ高精度な一斉分析法として、無機物、有機物ともに液体クロマトグラフ－質量分析

法及びイオンクロマトグラフ－質量分析法を追加し、使用されていない分析法を削除しました。 

□新たな水質問題への対応 

 浄水処理対応困難物質や新たな臭気原因物質など、水質異常時における水道水質のリスク管理

に係る事項について、新たに掲載しました。 

□わかりやすさと使いやすさに配慮 

使いやすさを考慮し、４冊構成へと変更しました。 

また、CD-ROMには本書に掲載できなかった写真や 

前回好評だったフローシートを掲載し、わかりやすく、 

理解しやすいように工夫しました。 

    

改訂のポイント 

４冊構成 
「Ⅰ．総説・資料編」 

「Ⅱ．一般理化学・無機物編」 

「Ⅲ．有機物編」 

「Ⅳ．微生物編、Ⅴ．生物編」 

価  格 ２４，７５０円 
（税抜価格 ２２，５００円） 

会員価格 １９，８００円 
（税抜価格 １８，０００円） 

＜購入に関する問い合わせ＞ 日本水道協会図書販売担当：株式会社協友 

〒102-0074東京都千代田区九段南４－８－９ 

TEL：03-3264-2826  FAX：03-5210-2216 

※購入に際しては、下記の日本水道協会ホームページ（http://www.jwwa.or.jp）をご参照ください。 

「Home」＞「出版物のご案内」＞「発行図書目録」＞「本協会発行図書の購入方法について」 

＜内容に関する問い合わせ＞ 公益社団法人日本水道協会工務部水質課 

E-mail： suishitsu@jwwa.or.jp TEL：03-3264-2554 

mailto:suishitsu@jwwa.or.jp

