
 

管理協発 3－35 号 

令和 3年 7月 1日 

 

  一般社団法人  日本下水道施設管理業協会 
会 長    大 野 博 通 
技術安全委員長    吉 川 明 利 

（ 公 印 省 略 ） 

 【令和 3 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。 

 昨年度はコロナ禍の影響を受け、会場受講とインターネット受講を合わせた全受講者数は例年の約半数の 197

名でした。 今年の講習会も感染症対策を万全とし、会場での受講者は昨年同様に会場定員の半数としました。 

また、インターネットを利用しての受講ではアーカイブのみとして計画しました。 アーカイブ受講は 10 月 8

日～12 月 7 日の期間で、自由に何度でも受講することが出来ますので奮ってご参加頂けますようお願いします。 

 

【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、当協会本部事務局にお申

込みください。 （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（木）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） 

協会会員・地方自治体職員 WEB 受講      ：  5,000 円（税込） 

学生 WEB 受講     ：  1,000 円（税込） 

上記以外の非会員等（会場での受講）        ： 12,600 円（税込） 

同上 WEB 受講                     ：  15,000 円（税込） 

 
３．申込と受講料支払： 

 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）・電子メールまたはポスターに掲載している QRコードのリンクにより

お申込みください。   （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（木）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、アーカイブによる受講期間は、

10 月 8 日（金）～12 月 7日（火）の期間となります。  

2) 受講受付が完了しましたら、講習会開催日の 2～3 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、できるだけ速やか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 
コロナ感染症対策のため『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。 

 ★上記についての詳細は、ホームページに掲載の新型コロナ感染症対策マニュアルをご参照ください。 

 

１）北海道地区（定員２０名 ） 

【日 時】 令和３年９月２４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３年１０月１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「６Ａ」 

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３年１０月８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３年１０月１５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３年１０月２２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３年１０月２９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３年１１月５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 8 日（金）から可能です。 

・WEB 配信用として収録した研修内容になります。 

・受講ができる期間は 12月 7 日（火）までです。 

・受講終了後にアンケートとテストにご回答下さい。 修了証を発行します。 

・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、ご担当者宛に 9月 30日までに発送いたします。 

・WEB 受講をされる学生には、印刷製本したテキストは準備していません。 

テキストのＰＤＦデータを受講サイトで入手することができます。 

 

受講申込時の注意点 

 新型コロナ感染症対策として『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

のでご理解をお願いします。 

 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℃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会場での講習会が中止されることもあります。 

そのような場合は、追加料金なしで、WEB 受講に振替させていただきます。 

 ■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 


