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 【令和２年度･技術特別講習会開催のご案内】 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より当協会の活動に対し、ご理解・ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 

例年開催されていますこの技術特別講習会は、下水道施設の維持管理業務に携わる方々の技術力向上を目的

に、平成元年から毎年開催しており、多数の方々が受講されています。 

 昨年、令和元年度は４３３名の方々に参加いただき、地方公共団体等のご関係者からは１３名、会員以外の

企業からは１０名のご参加があり、好評を得ました。 

 今年は、残念ながらコロナウィルス感染症の影響を受けて、講習会場での参加者を従来定員の 1/2 に抑えざ

るを得なくなったこと、また講義時間も若干短縮せざるを得なくなりましたが、会場運営においてはソーシャ

ルディスタンスの確保と感染予防対策に注意いたしますのでご理解とご協力をお願いします。 また、新たな

試みとして Web 上での講習会参加も 250 名募集いたします。 新たな受講スタイルとしてご活用いただき、皆

様の技術力維持と向上にお役立ていただければ幸いです。 

 会員の皆様はもとより、会員以外の方々にも多数ご参加頂けますようご案内致します。 

 技術特別講習会が参加される皆様方にとって日頃の疑問解決の場となり、またこの機会をとおして、維持管

理の技術力向上を図ることで皆様方の施設管理がより高度なレベルに到達しますよう、積極的なご参加をお待

ちいたします。 

 

【講 義 内 容】 

１．維持管理の考え方  

①維持管理方法       ②BCP の取り組み 

２．機械設備の管理 

①機械設備の保全管理 ②安全衛生の知識 

３．水質管理 

①生物処理の基本原理 ②窒素・リン除去     ③汚泥の管理 

４．電気設備の管理 

①電気の基礎知識     ②電気設備の保守点検 ③電気に係わる事故・故障例 

次ページ以降の要領を参照のうえ、受講される会場または Web での受講を選択してお申し込みください。 

本協会員に限らず、下水道施設の維持管理に携わっている一般の方や学生の受講も可能です。 お誘い合わ

せのうえご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

敬 具 

受講の申し込みは、別紙（受講申込書）に所要事項を記入のうえ、当協会本部事務局まで 

FAX（03-3555-1330）でお送りください。 （修了証発行致しますので氏名は正確に記載してください） 

なお、受付の最終締め切りは ９月３０日（水）までとさせていただきますが、各会場で 

定員になり次第締め切らせていただきますので、早めに申し込み下さい。 



 

【受 講 要 領】 

１．開催日場所：別紙ご参照ください。 

 

２．受 講 料： 

協会会員・地方自治体職員・学生（会場での受講）： 4,200 円（税込） 

同上 Web受講                ：  5,000円（税込） 

その他の非会員（会場での受講）           ： 12,600円（税込） 

同上 Web受講                     ：  15,000円（税込） 

 

３．受講料支払い方法： 

 1)受講の申し込みは、受講申込書（会場受講と Web 受講は別様式）に所要事項を記入のうえ、当協会本部

事務局まで FAX（03-3555-1330）または電子メールでお送りください。 

                                  （修了証発行致しますので氏名は正確に記載してください） 

 なお、受付の最終締め切りは９月 30 日（水）までとさせていただきますが、各会場で定員になり次第

締め切らせていただきます。 また、Web 受講に関しては定員 250 名として募集いたしますが、地域の

バランスを考慮して受付けさせていただきますので、定員未満でもお断りする場合もあります。 何卒

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

2) 受講受付が完了しましたら、講習会開催日の 3週間前までに請求書・受講票を送付します。 

           ※ 受講受付の完了を確認したい方は、『5.問い合わせ先』宛にお問い合わせください。 

3) 請求書・受講票を受理後、1週間以内に下記までお振込みください。 

なお、領収証は発行いたしませんので、振込受取書を領収書としてください。 

【銀行振込】 

指定銀行 ： 三菱ＵＦＪ銀行 神保町支店 

口 座 ： 普通預金１０６４１２７ 

名 義 ： 一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 

読み仮名 ： シャ）ニホンゲスイドウシセツカンリギョウキョウカイ 

4) 振込手数料は、申込者の負担でおねがいします。 

5）入金が確認できない場合や、受講票を会場に持参されていない方は受講できません。 

 

４．受講辞退：講習会費振込後は、理由を問わず返金いたしません。 

１）代わりの方が受講されない場合は、講習会で配布したテキストを受講者に送付いたします。 

２）代わりの方が受講される場合は、早めに「申込書」に記入頂き、事務局へ提出して下さい。 

 

５．問い合わせ先： 

一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀３－２５－９ Daiwa八丁堀駅前ビル西館２階 

TEL：03-6228-3291 FAX：03-3555-1330 協会ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：KYV04167@nifty.com 

 

６．その他、注意事項： 

１）会場までの交通・宿泊費は受講者でご負担願います。 

２）講習会終了後は修了書を交付いたします。 受講者は必ず受領してお帰り下さい。 

３）連絡用 FAX番号は必ず記載してください。（受講料・受講者連絡として必要です） 

４）本講習会の、会場での受講料には昼食（お弁当）が含まれています。 

 



 

会場での受講の場合 
本年度の『技術特別講習会』では、受講者全員の個人メールアドレスを登録して頂きます。 

会場で受講される方には、前日の健康状態をご連絡して頂くためにメールアドレスが必要となります。 

講習会場では感染防止のため常時マスクを着用していただきます。 

会場到着時の検温で 37.5 度 Cを超える方は受講をお断りする場合があります。 

１）北海道地区（定員２０名 ） 

【日 時】 令和２年９月２５日  (金 )  午前８時４５分～午後５時４０分 

【場 所】 ＴＫＰ札幌カンファレンスセンター_カンファレンスルーム「６Ｂ」 

札幌市中央区北 3条西 3丁目 1-6 札幌小暮ビル 6F 

TEL：011-600-2613 

 

２）東北地区（定員２０名 ） 

【日  時】 令和２年１０月２日 (金) 午前８時４５分～午後５時４０分  

【場  所】 ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ仙台西口 ホール「５Ａ」 

仙台市青葉区花京院 1-2-15 ソララプラザ   

TEL：022-200-2618 

 

３）東京地区（定員６０名 ） 

【日  時】 令和２年１０月９日 (金) 午前８時４５分～午後５時４０分  

【場  所】 ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター「ホール７」 

東京都中央区八重洲 1-2-16 TGビル別館 7Ｆ 

TEL：03-3510-9123 

 

４）名古屋地区（定員３０名 ） 

【日  時】 令和２年１０月１６日 (金) 午前８時４５分～午後５時４０分 

【場  所】 ＴＫＰ名古屋駅前カンファレンスセンター 「ホール５Ａ」 

名古屋市中村区名駅 2-41-5 CK20名駅前ビル 

TEL：052-990-2656 

 

５）大阪地区（定員５５名 ） 

【日  時】 令和２年１０月２３日 (金） 午前８時４５分～午後５時４０分  

【場  所】 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田「バンケット３Ａ」 

大阪市福島区福島 5-4-21 TKP ゲートタワービル「３Ｆ」 

TEL：06-6940-7343 

 

６）広島地区（定員２５名 ） 

【日  時】 令和２年１０月３０日 (金) 午前８時４５分～午後５時４０分 

【場  所】 ＴＫＰガーデンシティ広島駅前大橋_「ホール６Ａ」 

広島県広島市南区京橋町 1-7 アスティ広島京橋ビルディング 

TEL：082-909-2620 

 

７）九州地区（定員４０名 ） 

【日  時】 令和２年１１月６日 (金) 午前８時４５分～午後５時４０分  

【場  所】 ＴＫＰ博多駅前シティセンター「ホールＢ」 

福岡市博多区博多駅前 3丁目 2番 1号 日本生命博多駅前ビル８Ｆ 

TEL：092-433-2833 



 

 

Web 受講は全国定員 250 名で募集します 

１）Web配信開始日と配信期間、受講要領 

・Webでの受講は 10月 9日（金）に開催される東京会場で収録したものを配信します。 

・東京会場当日は、ライブで受講することができます。 

・東京会場での講習会終了後 10月 16日（金）からはアーカイブで受講することができます。 

・受講ができる期間は 11月 6日（金）九州会場での講習会終了の時までです。 

・アンケートとテストにご回答いただけると、終了証を Web上で発行いたします。 

・受講用インターネットＵＲＬ、ログインＩＤ、パスワードは登録受講者 1名用です

から、使いまわしなどの不正が発覚した場合は、運営会社の規程に従って対処いた

します。 

２）申込要領 

・Web受講の申込に際しては Web受講用申込書をご利用ください。 

・講習会で使用するテキストは、申込ご担当者宛に 9月 30日までに発送いたします。 

 

受講申込時の注意点 

⚫ 本年度の『技術特別講習会』では、受講者全員の個人メールアドレスを登録して頂き

ます。 会場で受講される方には、前日の健康状態をご連絡して頂くために必要とな

ります。 また、Web 受講者には、インターネットに接続するための情報を直接本人

に送信するために必要となります。 他の目的では使用しませんのでご理解を賜りま

すようお願い申し上げます。 

⚫ 講習会場では感染防止のため常時マスクを着用していただきます。 会場到着時の検

温で 37.5度 Cを超える方は受講をお断りする場合があります。 

⚫ Web 受講では、受講者の事業所が所属する支部名を記載して頂きます。 支部のご判

断ができない場合は、管理協ホームページの会員名簿または同 HP 受託実態調査報告

書(P6)に記載されている支部別県区分をご参照ください。  リンクは下記のとおり

です。 

https://www.gesui-kanrikyo.or.jp/contents/map/map_toh.html 

⚫ Web 受講で一部地域に受講者が集中した場合は、地域間での人数調整をさせていただ

く場合もありますのでご理解ください。 

⚫ コロナ感染症の拡大状況によっては講習会自体の中止、更には Web配信会社による収

録・公開対応ができなくなる場合があります。 この場合、受講料は返却いたします。 

⚫ ■申込前に、以下のテストサイトで、映像・音声が再生されるかを確認してください。 

   https://deliveru.jp/pretest5/   ID・PW ： livetest55 

■推奨環境は、以下をご覧ください。 

 https://deliveru.jp/faq/#Q7 

⚫ ライブ配信は 10 月 9 日（金）9:45～17：00 東京会場の様子をご視聴いただけます。 

⚫ アーカイブは 10 月 16 日～11 月 6 日の期間でご視聴ください。 受講いただける期

間は 11 月 6 日（金）九州会場での講習会修了の時までとなります。 

⚫ ライブ当日に視聴できないとのお問い合わせには、対応できない場合がございます。 

https://www.gesui-kanrikyo.or.jp/contents/map/map_toh.html
https://deliveru.jp/pretest5/
https://deliveru.jp/faq/#Q7

