
 水協発第 1548 号 

令和５年３月 20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  青 木 秀 幸 

 （公印省略） 

令和５年度 日本水道協会研修会の開催について（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、令和５年度日本水道協会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。 

なお、令和５年度より企業会計に携わった経験が少ない方を対象に、企業会計の基礎知識習

得を目的として企業会計基礎研修会を新規に開設しました。 

記 

 令和５年度日本水道協会研修会の参加申込みは、インターネット申込専用ホームページから

の受付となります。なお、インターネット申込時のアクセス集中を緩和するため、研修会ごと

に申込受付開始日が異なります。各研修会開催要領「申込期間」を確認のうえ、お申込みくだ

さい。 

１．水道基礎講座 

水道基礎講座（オンライン） 

東京会場 第１回 令和５年 ５月３１日(水)  ～６月 ２日(金) 
日本水道協会川口研修所 

東京会場 第２回 ６月 ７日(水) ～ ９日(金) 

大阪会場 第１回 令和５年 ６月１４日(水) ～ １６日(金) 
日本水道協会大阪会館 

大阪会場 第２回 ６月２８日(水) ～  ３０日(金) 

令和５年 ７月１８日(火) ～  ３１日(月) オンデマンド配信方式 
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２．浄水場等設備技術実務研修会 

３．水道技術者ブロック別研修会 

水道技術者ブロック別研修会（オンライン） 

４．水道事業事務研修会（別紙３） 

５．消費税基礎講座（オンライン） 

６．企業会計基礎研修会 

※令和５年度新規

７．消費税実務講座 

東京会場 第１回 令和５年 ７月１８日(火) ～  ２１日(金) 

東京都水道局研修・開発センター 

第２回 ７月２５日(火) ～ ２８日(金) 

第３回 ９月 ５日(火) ～ ８日(金) 

第４回 １１月１４日(火) ～  １７日(金) 

第５回 １１月２８日(火) ～１２月 １日(金) 

第６回 １２月１２日(火) ～   １５日(金) 

第７回 令和６年 １月１６日(火) ～ １９日(金) 

第８回 １月３０日(火) ～ ２月 ２日(金) 

第９回 ２月１３日(火) ～ １６日(金) 

大阪会場 第１回 令和５年 ８月２２日(火) ～   ２５日(金) 

大阪市水道局体験型研修センター 
第２回 ８月２９日(火) ～ ９月 １日(金) 

第３回 ９月 ５日(火) ～ ８日(金) 

第４回 ９月１２日(火) ～ １５日(金) 

北 海 道 令和５年 ５月２５日(木) ～   ２６日(金) 札幌市 

東 北 ５月３０日(火) ～ ３１日(水) 仙台市 

関 東 ７月１３日(木) ～    １４日(金) 甲府市 

中 部 ６月 １日(木) ～ ２日(金) 岐阜市 

関 西 ６月２０日(火) ～ ２１日(水) 京都市 

中国四国 ６月２９日(木) ～ ３０日(金) 今治市 

九 州 ７月１１日(火) ～    １２日(水) 那覇市 

令和５年 ７月２４日(月) ～  ２５日(火) ライブ配信方式 

経営初級コース 令和５年 ６月２０日(火) ～ ２２日(木) 
日本水道協会川口研修所 

経営中級コース 令和５年 ７月１１日(火) ～ １４日(金) 

令和５年 ６月１２日(月) ～  ２３日(金) オンデマンド配信方式 

東京会場 令和５年 ６月２６日(月) 日本水道協会川口研修所 

東京会場 令和５年 ７月 ６日(木) ～  ７日(金) 日本水道協会川口研修所 
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８．漏水防止講座 

 

９．未納料金対策実務研修会（別紙６） 

 

１０．水道事業管理職事務研修会（別紙７） 

 

１１．新任水道事業管理者研修会（別紙８） 

 

１２．水道技術管理者研修会（別紙８） 

 

１３．水道技術者研修会 

 

水道技術者研修会（オンライン） 

 

１４．水道事故防止研修会 

 

１５．水道施設耐震技術研修会 

 

 

 

東京会場 第１回 令和５年 ６月２７日(火) ～   ２９日(木) 

東京都水道局研修・開発センター 
第２回      ８月２３日(水) ～   ２５日(金) 

     第３回      ９月 ６日(水) ～    ８日(金) 

第４回      ９月２７日(水) ～   ２９日(金) 

大阪会場 令和５年１１月２８日(火) ～   ３０日(木) 大阪市水道局体験型研修センター 

東京会場 第１回 令和５年 ６月２９日(木) ～   ３０日(金) 
日本水道協会川口研修所 

第２回  ８月３１日(木) ～ ９月 １日(金) 

大阪会場 第１回 令和５年 ７月２７日(木) ～   ２８日(金) 
日本水道協会大阪会館 

 第２回  ９月２８日(木) ～   ２９日(金) 

東京会場 令和５年 ８月 ３日(木) ～    ４日(金) 日本水道協会川口研修所 

大阪会場 令和５年 ８月２４日(木) ～   ２５日(金) 日本水道協会大阪会館 

東京会場 令和５年 ７月２６日(水) ～   ２８日(金) 日本水道協会会議室 

東京会場 第１回 令和５年 ７月２０日(木) ～   ２１日(金) 
日本水道協会川口研修所 

     第２回     １０月２６日(木) ～   ２７日(金) 

Ａコース 令和５年１１月１４日(火) ～   １７日(金) 
日本水道協会川口研修所 

Ｂコース 令和５年１１月２９日(水) ～１２月 ８日(金) 

Ａコース 令和５年１２月 ４日(月) ～   １５日(金) オンデマンド配信方式 

東京会場 令和５年１１月 １日(水) ～    ２日(木) 日本水道協会川口研修所 

大阪会場 令和６年 １月１１日(木) ～   １２日(金) 日本水道協会大阪会館 

東京会場 令和５年１２月１４日(木) ～   １５日(金) 日本水道協会川口研修所 

大阪会場 令和６年 ２月 ８日(木) ～    ９日(金) 日本水道協会大阪会館 
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１６．水道技術者専門別研修会 

(参考)令和６年度開催予定 

１７．配管設計講習会 

〈令和５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５年５月１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５年５月３１日(水)となりますのでご注意ください。 

〈学科講習〉 

※令和５年度より従来の東京会場(市ヶ谷)、福岡会場はオンラインへ移行、学科試験のみ会場

で実施します。

浄水施設部門 令和６年 １月２３日(火) ～   ２６日(金) 

日本水道協会川口研修所 
機械電気計装設備

部門 
令和６年 １月３０日(火) ～ ２月 ２日(金) 

給水装置部門 令和６年 ２月 ６日(火) ～ ９日(金) 

水質管理部門 

導送配水施設部門 

浄水処理部門 

北海道会場 令和５年１０月２５日(水) ～   ２７日(金) 札幌市 

東北会場 ９月１３日(水) ～ １５日(金) 仙台市 

関東会場第１回 １０月１８日(水) ～    ２０日(金) 
日本水道協会川口研修所 

関東会場第２回 令和６年 ２月１４日(水) ～   １６日(金) 

中部会場 令和５年 ７月１２日(水) ～    １４日(金) 名古屋市 

関西会場 １２月 ６日(水) ～   ８日(金) 日本水道協会大阪会館 

中国四国会場 ８月３０日(水) ～ ９月 １日(金) 下関市 

九州会場第１回 １０月２５日(水) ～    ２７日(金) 
福岡市 

九州会場第２回 １２月１３日(水) ～   １５日(金) 

東京会場 令和５年 ９月２０日(水) ～ １０月１１日(水) 日本水道協会川口研修所 

大阪会場 令和５年１０月２５日(水) ～ １１月１５日(水) 日本水道協会大阪会館 

オンライン東京会場 

(学科講習) 

令和５年１０月 ２日(月) ～ ２０日(金) 
ライブ配信方式 

(学科試験) 

令和５年１０月２４日(火) 
日本水道協会会議室 

オンライン大阪会場 

(学科講習) 

令和５年１０月３０日(月) ～ １１月１７日(金) 
ライブ配信方式 

(学科試験) 

令和５年１１月２１日(火) 
大阪会場 
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令和５年度　日本水道協会研修会・講習会の募集開始日一覧

開催日程 受付締切 請求書発行日

１．水道基礎講座

会員 4月4日
非会員 5月1日
会員 4月5日
非会員 5月1日
会員 4月4日
非会員 5月1日
会員 4月5日
非会員 5月1日
会員 4月18日
非会員 5月18日

２．浄水場等設備技術実務研修会

正会員 4月18日
非会員 5月18日
正会員 4月25日
非会員 5月25日
正会員 6月5日
非会員 7月5日
正会員 7月14日
非会員 8月14日
賛助会員 8月28日
非会員 9月28日
正会員 9月12日
非会員 10月12日
正会員 10月16日
非会員 11月16日
正会員 10月30日
非会員 11月30日
正会員 11月13日
非会員 12月13日
正会員 5月22日
非会員 6月22日
正会員 5月29日
非会員 6月29日
正会員 6月5日
非会員 7月5日
正会員 6月12日
非会員 7月12日

３．水道技術者ブロック別研修会

北海道 令和５年　５月２５日(木)～　　　２６日(金) － 4月3日 5月2日 5月4日

東北 令和５年　５月３０日(火)～　　　３１日(水) － 4月3日 5月8日 5月9日

関東 令和５年　７月１３日(木)～　　　１４日(金) － 4月13日 6月21日 6月22日

中部 令和５年　６月　１日(木)～　　　　２日(金) － 4月3日 5月10日 5月11日

関西 令和５年　６月２０日(火)～　　　２１日(水) － 4月3日 5月29日 5月30日

中国四国 令和５年　６月２９日(木)～　　　３０日(金) － 4月3日 6月7日 6月8日

九州 令和５年　７月１１日(火)～　　　１２日(水) － 4月11日 6月19日 6月20日

オンライン 令和５年　７月２４日(月)～　　　２５日(火) － 4月24日 6月26日 7月3日

8月7日 8月8日

8月14日 8月15日

8月21日 8月22日

1月5日 1月9日

1月22日 1月23日

7月31日 8月1日

11月6日 11月7日

11月20日 11月21日

12月25日 12月26日

7月3日 7月4日

8月14日 8月15日

10月23日 10月24日

6月6日 6月7日

6月20日 6月27日

6月26日 6月27日

5月10日

5月16日 5月17日

5月23日 5月24日

令和５年　９月　５日(火)～　９月　８日(金)

令和５年　９月１２日(火)～　９月１５日(金)

令和５年　６月　７日(水)～　６月　９日(金)

令和５年　６月１４日(水)～　６月１６日(金)

令和５年　６月２８日(水)～　６月３０日(金)

令和５年　７月１８日(火)～　７月３１日(月)

令和５年　７月１８日(火)～　７月２１日(金)

令和５年　７月２５日(火)～　７月２８日(金）

令和５年　９月　５日(火)～　９月　８日(金)

令和５年１１月１４日(火)～１１月１７日(金)

令和５年１１月２８日(火)～１２月　１日(金)

令和５年１２月１２日(火)～１２月１５日(金)

令和６年　１月１６日(火)～　１月１９日(金)

令和６年　１月３０日(火)～　２月　２日(金)

令和６年　２月１３日(火)～　２月１６日(金)

令和５年　８月２２日(火)～　８月２５日(金)

令和５年　８月２９日(火)～　９月　１日(金)

大阪会場第１回

大阪会場第２回

オンライン

東京会場第１回

東京会場第２回

東京会場第３回

東京会場第４回

東京会場第５回

東京会場第６回

大阪会場第３回

大阪会場第４回

東京会場第７回

東京会場第８回

東京会場第９回

大阪会場第１回

大阪会場第２回

研修会名 受付開始日

令和５年　５月３１日(水)～　６月　２日(金)東京会場第１回

東京会場第２回

5月9日
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開催日程 受付締切 請求書発行日研修会名 受付開始日

４．水道事業事務研修会

会員 4月4日
非会員 5月2日
会員 4月11日
非会員 5月11日

５．消費税基礎講座

会員 4月4日
非会員 5月2日

６．企業会計基礎研修会

会員 4月5日
非会員 5月2日

７．消費税実務講座

会員 4月6日
非会員 5月8日

８．漏水防止講座

会員 4月4日
非会員 5月2日
会員 5月23日
非会員 6月23日
会員 6月6日
非会員 7月6日
会員 6月27日
非会員 7月27日
会員 8月28日
非会員 9月28日

９．未納料金対策実務研修会

会員 4月5日
非会員 5月2日
会員 5月31日
非会員 6月30日
会員 4月27日
非会員 5月26日
会員 6月28日
非会員 7月28日

１０．水道事業管理職事務研修会

会員 5月8日
非会員 6月2日
会員 5月24日
非会員 6月23日

１１．新任水道事業管理者研修会

会員 4月26日
非会員 5月26日

１２．水道技術管理者研修会

会員 4月20日
非会員 5月19日
会員 7月26日
非会員 8月25日

１３．水道技術者研修会

会員 8月14日
非会員 9月14日
会員 8月29日
非会員 9月29日
会員 9月4日
非会員 10月4日

10月23日 10月24日

11月7日 11月8日

11月6日 11月13日

7月4日 7月5日

6月28日 6月29日

10月4日 10月5日

9月6日 9月7日

7月12日 7月13日

8月2日 8月3日

6月8日

8月9日 8月10日

7月5日 7月6日

5月29日 5月30日

6月19日 6月20日

5月15日 5月22日

6月2日 6月5日

6月14日 6月15日

6月5日 6月6日

8月1日 8月2日

8月15日 8月16日

9月5日 9月6日

11月6日 11月7日

6月7日

令和５年１０月２６日(木)～１０月２７日(金)

令和５年１１月１４日(火)～１１月１７日(金)

令和５年１１月２９日(水)～１２月　８日(金)

令和５年１２月　４日(月)～１２月１５日(金)

令和５年　９月２８日(木)～　９月２９日(金)

令和５年　８月　３日(木)～　８月　４日(金)

令和５年　８月２４日(木)～　８月２５日(金)

令和５年　７月２６日(水)～　７月２８日(金)

令和５年　７月２０日(木)～　７月２１日(金)

令和５年　９月２７日(水)～　９月２９日(金)

令和５年１１月２８日(火)～１１月３０日(木)

令和５年　６月２９日(木)～　６月３０日(金)

令和５年　８月３１日(木)～　９月　１日(金)

令和５年　７月２７日(木)～　７月２８日(金)

令和５年　６月２６日(月)

令和５年　７月　６日(木)～　７月　７日(金)

令和５年　６月２７日(火)～　６月２９日(木)

令和５年　８月２３日(水)～　８月２５日(金)

令和５年　９月　６日(水)～　９月　８日(金)

令和５年　６月２０日(火)～　６月２２日(木)

令和５年　７月１１日(火)～　７月１４日(金）

令和５年　６月１２日(月)～　６月２３日(金)

東京会場第２回

Ａコース

Ｂコース

Ａコースオンライン

大阪会場第２回

東京会場

大阪会場

東京

東京会場第１回

大阪会場

東京会場第１回

東京会場第２回

大阪会場第１回

川口

川口

東京会場第１回

東京会場第２回

東京会場第３回

経営初級コース

経営中級コース

オンライン

東京会場第４回
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開催日程 受付締切 請求書発行日研修会名 受付開始日

１４．水道事故防止研修会

会員 8月1日
非会員 9月1日
会員 10月11日
非会員 11月10日

１５．水道施設耐震技術研修会

会員 9月14日
非会員 10月13日
会員 11月8日
非会員 12月8日

１６．水道技術者専門別研修会

会員 10月23日
非会員 11月22日
会員 10月30日
非会員 11月30日
会員 11月6日
非会員 12月6日

１７．配管設計講習会

北海道会場 令和５年１０月２５日(水)～１０月２７日(金) － 7月25日 10月3日 10月4日

東北会場 令和５年　９月１３日(水)～　９月１５日(金) － 6月13日 8月22日 8月23日

関東会場第１回 令和５年１０月１８日(水)～１０月２０日(金) － 7月18日 9月26日 9月27日

関東会場第２回 令和６年　２月１４日(水)～　２月１６日(金) － 11月14日 1月23日 1月24日

中部会場 令和５年　７月１２日(水)～　７月１４日(金) － 4月12日 6月20日 6月21日

関西会場 令和５年１２月　６日(水)～１２月　８日(金) － 9月6日 11月14日 11月15日

中国四国会場 令和５年　８月３０日(水)～　９月　１日(金) － 5月30日 8月8日 8月9日

九州会場第１回 令和５年１０月２５日(水)～１０月２７日(金) － 7月25日 10月3日 10月4日

九州会場第２回 令和５年１２月１３日(水)～１２月１５日(金) － 9月13日 11月21日 11月22日

１８．水道技術管理者資格取得講習会

東京会場 令和５年　９月２０日(水)～１０月１１日(水) － 5月1日 5月31日 ８月中旬

大阪会場 令和５年１０月２５日(水)～１１月１５日(水) － 5月1日 5月31日 ８月中旬

オンライン東京 令和５年１０月　２日(月)～１０月２４日(火) － 5月1日 5月31日 ８月中旬

オンライン大阪 令和５年１０月３０日(月)～１１月２１日(火) － 5月1日 5月31日 ８月中旬

会 　員：開催初日３か月前（但し、５・６月開催分は４月初旬）
非会員：開催初日２か月前（但し、５・６月開催分は５月初旬）

３) 受付締切後募集定員に達しない場合は、追加募集を開催初日１週間前まで行う場合があります。
４) 請求書は、研修会等開催初日の３週間前より発行します。

1月15日 1月16日

1月17日 1月18日

12月27日 1月2日

1月5日 1月9日

10月10日 10月11日

12月20日 12月21日

11月22日 11月23日

令和６年　２月　６日(火)～　２月　９日(金)

令和６年　１月１１日(木)～　１月１２日(金)

令和５年１２月１４日(木)～１２月１５日(金)

令和６年　２月　８日(木)～　２月　９日(金)

令和６年　１月２３日(火)～　１月２６日(金)

令和６年　１月３０日(火)～　２月　２日(金)

令和５年１１月　１日(水)～１１月　２日(木)

給水装置部門

大阪会場

東京会場

大阪会場

浄水施設部門

機械電気計装設備部門

東京会場

１) 研修会等の受付開始日は、次のとおりです。

２) 受付締切は、開催初日の３週間前の１営業日前（但し、オンラインは開催初日の４週間前）
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令和５年度 日本水道協会研修会における請求書の発行について 

担当：日本水道協会研修国際部研修課  E-mail：kenshukai@jwwa.or.jp 

令和５年度日本水道協会研修会における参加費の請求書は、希望者のみの発行となります（水道技術管理

者資格取得講習会を除く）。請求書の発行をご希望の方は、以下（１）、（２）のいずれかによりご依頼ください

ますようお願いいたします。 

（１）マイページからの依頼

「研修申込マイページ」（https://annai.jwwa.or.jp/ippan/mypage/index）にログインし、「受講料請

求書依頼」ボタンから依頼してください（自動的にメールフォームが立ち上がります）。 

ログインには、お申込時に入力された研修会情報（「研修会名」、「回数」、「会場名」）、申込担当者情報

（「氏名：漢字・フリガナ」、「勤務先電話番号」、「連絡先メールアドレス」）の入力が必要です。 

（２）メールの作成による依頼

（１）による手続きが困難な場合、以下のとおりメールを研修国際部研修課（kenshukai@jwwa.or.jp）

宛に送信してください。 

【件名】 

研修_受講料金請求書依頼 

【本文記載内容】 

以下の研修会について、受講料請求書を依頼します。 

①研修会名：

②会場：

③回数：

④申込者所属：

⑤申込者名：

⑥請求書宛名（必要の場合）：

⑦請求書日付（必要の場合）：

⑧申込者送付先住所（勤務先住所）：

－記入例はこちら－ 
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申込後の研修会キャンセル、中止・延期の取扱い 

申込みいただいた研修会をキャンセルする場合は、所定の費用が発生いたし

ます。申込み前に下記の事項を必ずご確認ください。 

＜キャンセルの連絡＞ 

研修会申込み後のキャンセルは、事務局宛に E-mail(kenshukai@jwwa.or.jp) 

にて、1)キャンセルする研修会名、2)団体名、3)参加者氏名、4)参加費振込の有

無をご連絡ください。 

ご連絡いただいた当日の１６時までを「キャンセル受付日」とします。 

なお、参加者の変更等は、事務局宛に E-mailにてご連絡ください。 

＜当日の無断欠席＞ 

 研修会には定員枠があるため、多くの会場でキャンセル待ちの状況となって

おります。研修会当日の無断欠席は参加を希望する方の研修機会を奪うことに

なりますので、欠席される場合は必ず事前に事務局までご連絡ください。 

＜研修会参加費の返金＞ 

① 研修会前日（土日祝日を除く）までのキャンセル

参加費から振込手数料(実費)を差し引いた金額を返金いたします。

② 研修会当日

参加費は返金いたしません。

＜研修会中止・延期時の対応＞ 

自然災害等の影響により、やむを得ず研修会を中止又は延期する場合、日

数・参加費等に変更が生じる場合がございます。詳細は本協会ホームページ

「研修会・講習会のご案内」にて随時お知らせします。研修会・講習会参加の

際は、本協会ホームページで最新の情報をご確認ください。 

中止する際の参加費の返金は、以下のとおり取り扱います。 

中止の状況 参加費返金の取扱い 

研修会開始前中止 全額返金 

研修会３／４以上実施 全額徴収 

研修会３／４未満実施 日割り計算して、未実施分を返金 

〔事務局〕日本水道協会研修国際部研修課 

東京都千代田区九段南４－８－９ 

電話（０３）３２６４－２４６２ 

E-mail: kenshukai@jwwa.or.jp
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○ 研修会場に入室する際には、必ず手指をアルコール消毒してください。

○ 研修期間中のマスク着用は任意となります。

○ 手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。

○ 休憩時間中、大きな声での会話は避けるなど、参加者同士の会話は控え

めにしていただくほか、食事中の会話は控えていただきますようお願いします。

○ 研修会場は適宜換気を行いますので、室温の変化に対応できる服装にて

来場ください。

○ 他のフロア等への立ち入りはお控えください。

○ 受講中に発熱等の風邪症状を感じられた場合は、速やかに事務局職員ま

でお申し出ください。

１．受講者の皆様へのお願い

○ 以下の事項に該当する場合は参加を見合わせてください。

・ 体調が良くない場合(咳・熱[37.5℃以上]・咽頭痛、味覚障害等の症

状が見られる)など

担当：日本水道協会研修国際部研修課 ℡：03-3264-2462

研修会・講習会 参加の皆様へのお願い

２．体調不良の方

※政府の方針が変更された場合、上記内容は変更されることがあります。
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各項目のいずれかに （チェック）を入れてください。

💡 以下の事項についてお答えください。

・ 平熱を超える発熱（37.5℃以上）がありますか

・ 咳、喉の痛みなどの風邪の症状

・ 倦怠感、息苦しさ

・ 味覚、嗅覚の異常

・

・

※ 研修会が複数日にわたる場合、2日目以降の出欠表は会場にご用意します。

ない

令和　　年　　　月　　　日（開催初日）

日本水道協会研修会・講習会

出欠表

本協会研修会・講習会に参加される方は、下記事項について記入し、

研修会事務局まで提出してください。

勤務先名

氏　　　名

ある

新型コロナウイルス感染症感染者との濃厚接触者で

ある場合

海外からの帰国者・入国者のうち、日本国政府の定

める入国後の待機期間を過ぎていない場合
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