
                                水協発第１４８１号 

                                                        令和４年３月１７日 

 

正  会  員 
         各 位 
賛 助 会 員 

 

                                                公益社団法人 日本水道協会 

                                                   理事長  吉 田    永 

                                 （公 印 省 略） 

 

令和４年度 日本水道協会研修会〈前期〉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、令和４年度前期研修会を下記のとおり開催いたしますので、参加を希望される方は本

協会ホームページ「研修会・講習会のご案内」に掲載の研修会開催要領をご参照のうえ、研修

国際部研修課までお申込みください。 

 

記 

 

 

 令和４年度前期研修会の参加申込みは、令和４年４月１日(金)午前１０時から、E-mailによ

る受付開始となります。受付開始前の申込みは一切お受けできません。ご了承ください。 

 

１．水道基礎講座（別紙１） 

 

水道基礎講座（オンライン） 

 

 

２．浄水場等設備技術実務研修会 

 

東京会場 第１回 令和４年 ５月２５日(水)  ～  ２７日(金) 
日本水道協会川口研修所 

東京会場 第２回 令和４年 ６月 １日(水)  ～   ３日(金) 

大阪会場 第１回 令和４年 ６月１５日(水)  ～  １７日(金) 
日本水道協会大阪会館 

大阪会場 第２回 令和４年 ６月２９日(水)  ～７月 １日(金) 

  令和４年 ７月１５日(金)  ～  ２６日(火) オンデマンド配信 

東京会場 第１回 令和４年 ６月１４日(火)  ～  １７日(金) 

東京都水道局研修・開発センター 
東京会場 第２回 令和４年 ７月１２日(火)  ～  １５日(金) 

東京会場 第３回 令和４年 ７月２６日(火)  ～  ２９日(金) 

東京会場 第４回 令和４年 ９月 ６日(火)  ～   ９日(金) 

－1－



浄水場等設備技術実務研修会 

 

 

３．水道事業事務研修会（別紙３） 

 

 

４．消費税基礎講座（オンライン） 

※令和４年度開講の新規研修会です。 

 

５．漏水防止講座 

 

 

６．消費税実務講座（別紙５） 

 

 

７．未納料金対策実務研修会（別紙６） 

 

 

８．水道事業管理職事務研修会（別紙７） 

 

 

 

 

 

大阪会場 第１回 令和４年 ８月３０日(火)  ～９月 ２日(金) 

大阪市水道局体験型研修センター 
大阪会場 第２回 令和４年 ９月 ６日(火)  ～   ９日(金) 

大阪会場 第３回 令和４年 ９月１３日(火)  ～  １６日(金) 

大阪会場 第４回 令和４年 ９月２７日(火)  ～  ３０日(金) 

経営初級コース 令和４年 ６月 ８日(水)  ～  １０日(金) 
日本水道協会川口研修所 

経営中級コース 令和４年 ６月２１日(火)  ～  ２４日(金) 

  令和４年 ６月２０日(月)  ～  ２４日(金) オンデマンド配信 

東京会場 第１回 令和４年 ７月２０日(水)  ～  ２２日(金) 

東京都水道局研修・開発センター  東京会場 第２回 令和４年 ８月２４日(水)  ～  ２６日(金) 

東京会場 第３回 令和４年 ９月１３日(火)  ～  １５日(木) 

大阪会場 令和４年 ８月２３日(火)  ～  ２５日(木) 大阪市水道局体験型研修センター 

東京会場 令和４年 ７月 ７日(木)  ～   ８日(金) 日本水道協会川口研修所 

東京会場 第１回 令和４年 ７月１４日(木)  ～  １５日(金) 
日本水道協会川口研修所 

東京会場 第２回 令和４年 ９月 １日(木)  ～   ２日(金) 

大阪会場 第１回 令和４年 ７月２８日(木)  ～  ２９日(金) 
日本水道協会大阪会館 

大阪会場 第２回 令和４年 ９月２９日(木)  ～  ３０日(金) 

東京会場 令和４年 ７月２１日(木)  ～  ２２日(金) 日本水道協会川口研修所 

大阪会場 令和４年 ８月２５日(木)  ～  ２６日(金) 日本水道協会大阪会館 
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９．水道技術管理者研修会（別紙８） 

 

 

１０．新任水道事業管理者研修会（別紙８） 

 

 

１１．水道技術者ブロック別研修会 

 全国７ブロックの開催地、開催期日は下記のとおりです。 

※水道技術者ブロック別研修会はホームページからのお申込みとなります。 

 

 

〈令和４年度 水道技術管理者資格取得講習会〉 

 本講習会の受講申込要領は、令和４年５月９日(月)より本協会ホームページに掲載するとと

もに募集を開始いたします。 

 なお、応募の締め切りは、令和４年５月３１日(火)となりますのでご注意ください。 
 
〈学科講習〉 

 

  

東京会場 第１回 令和４年 ７月２８日(木)  ～  ２９日(金) 日本水道協会川口研修所 

東京会場 令和４年 ８月 ３日(水)  ～   ５日(金) 日本水道協会会議室 

北 海 道 令和４年 ５月３１日(火)  ～６月 １日(水) 北海道札幌市 

東 北 令和４年 ６月 ９日(木)  ～   １０日(金) 岩手県盛岡市 

関 東 令和４年 ６月１４日(火)  ～    １５日(水) 栃木県宇都宮市 

中 部 令和４年 ６月１５日(水)  ～    １６日(木) 三重県津市 

関 西 令和４年 ６月３０日(木)  ～７月 １日(金) 兵庫県西宮市 

中国四国 令和４年 ７月２１日(木)  ～  ２２日(金) 鳥取県米子市 

九 州 令和４年 ７月１４日(木)  ～    １５日(金) 長崎県長崎市 

東京会場 第１回 令和４年 ９月２１日(水) ～ １０月１３日(木) 日本水道協会会議室 

東京会場 第２回 令和４年 ９月２７日(火) ～ １０月１８日(火) 日本水道協会川口研修所 

大阪会場 令和４年１０月１３日(木) ～ １１月 ２日(水) 日本水道協会大阪会館 

福岡会場 令和４年１１月１０日(木) ～ １２月 １日(木) 福岡市水道技術研修所 
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〈令和４年度 中期・後期研修会の申込時期及び開催日程> 

〔申込時期〕 

 

 

〔中期研修会〕 

１．漏水防止講座 

 

２．浄水場等設備技術実務研修会 

 

３．水道技術管理者研修会 

 

４．水道技術者研修会 

 

水道技術者研修会（オンライン） 

 

５．水道事故防止研修会 

 

６．水道施設耐震技術研修会 

 

 

 

対象研修会 受付開始日 開催案内掲載場所 

中期研修会 令和４年 

１０月～１２月開催分 

令和４年７月１日(金)１０時から 

メールにて受付開始 

令和４年６月下旬 

本協会ホームページに掲載 

後期研修会 令和５年 

 １月～ ３月開催分 

令和４年１０月３日(月)１０時から 

メールにて受付開始 

令和４年９月下旬 

本協会ホームページに掲載 

東京会場 第４回 令和４年１０月１２日(水)  ～  １４日(金) 東京都水道局研修・開発センター 

東京会場 第５回 

(水道関係企業対象) 
令和４年１０月１８日(火)  ～  ２１日(金) 

東京都水道局研修・開発センター 
東京会場 第６回 令和４年１１月２９日(火) ～１２月 ２日(金) 

東京会場 第７回 令和４年１２月１３日(火) ～１２月１６日(金) 

東京会場 第２回 令和４年１０月２７日(木)  ～  ２８日(金) 日本水道協会川口研修所 

Ａコース 令和４年１１月１５日(火)  ～  １８日(金) 
日本水道協会川口研修所 

Ｂコース 令和４年１１月３０日(水) ～ １２月 ９日(金) 

Ａコース 令和４年１２月 ５日(月)  ～  １６日(金) オンデマンド配信 

東京会場 令和４年１１月 １日(火)  ～   ２日(水) 日本水道協会川口研修所 

東京会場 令和４年１２月１５日(木)  ～  １６日(金) 日本水道協会川口研修所 
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〔後期研修会〕 

１．浄水場等設備技術実務研修会 

 

２．水道事故防止研修会 

 

３．水道技術者専門別研修会 

 
 

  (参考)令和５年度開催予定 

 

 

 

 

 

４．水道施設耐震技術研修会 

 

 

東京会場 第８回 令和５年 １月１７日(火)  ～  ２０日(金) 
東京都水道局研修・開発センター 

東京会場 第９回 令和５年 ２月 ７日(火)  ～  １０日(金) 

大阪会場 令和５年 １月１９日(木)  ～  ２０日(金) 日本水道協会大阪会館 

水質管理部門 令和５年 １月２４日(火)  ～  ２７日(金) 

日本水道協会川口研修所 導送配水施設部門 令和５年 １月３１日(火)  ～２月 ３日(金) 

浄水処理部門 令和５年 ２月 ７日(火)  ～２月１０日(金) 

浄水施設部門 

機械電気計装設備部門 

給水装置部門 

大阪会場 令和５年 ２月 ９日(木)  ～  １０日(金) 日本水道協会大阪会館 

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/ 
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