
１．対象者

２．目　標

４．受講料 １６，５００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

【オンデマンド研修】経営コース

受益者負担金(仕組・法令編）
地方公共団体の職員のうち、初めて受益者負担金業務を担当する方、業務経験の浅い職員

受益者負担金業務に関する基礎的な仕組・法令に関する知識を学び、業務上必要とする知識
を習得し業務に反映させることができる。

３．配信期間
【第１回】４月１１日(火)～４月１３日(木)の３日間
【第２回】研修センターが指定する３日間（１１月開催予定）

視聴時間

約１８０分

講義内容

受益者負担金制度の概要

受益者負担金に関する法令



１．対象者

２．目　標

４．受講料 １６，５００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

【オンデマンド研修】経営コース

受益者負担金(実務編）
地方公共団体の職員のうち、初めて受益者負担金業務を担当する方、業務経験の浅い方

受益者負担金について正しく理解し、その算定業務や賦課業務を適切に行うための知識を習
得し業務に反映させることができる。

３．配信期間
【第１回】４月１１日(火)～４月１３日(木)の３日間
【第２回】研修センターが指定する３日間（１１月開催予定）

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

受益者負担金決定通知、納付書の作成送付

視聴時間 講義内容

約１８０分

受益者負担金申告書の作成、送付

受益者負担金の徴収猶予、減免

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。



１．対象者

２．目　標

４．受講料 １６，５００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

【オンデマンド研修】経営コース

受益者負担金(徴収編）
地方公共団体の職員のうち、初めて受益者負担金業務を担当する方、業務経験の浅い方

受益者負担金の徴収担当者として業務上必要とする受益者負担金の賦課・徴収に関する業務
上必要とする知識を習得し業務に反映させることができる。

３．配信期間
【第１回】４月２５日(火)～４月２７日(木)の３日間
【第２回】研修センターが指定する３日間（１１月開催予定）

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約１８０分

受益者負担金の賦課・徴収事務の基礎

受益者負担金の滞納対策



１．対象者

２．目　標

４．受講料 １６，５００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約１８０分

財務諸表（貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書）の点検

消費税・決算付属資料の点検

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

【オンデマンド研修】経営コース

決算書作成　仕上の総点検（講義編）
地方公共団体で下水道事業の決算業務を担当する職員

企業会計の決算において、正しく決算整理がなされているか点検のチエックポイントを習
い、決算関係の書類が正しくできているか確認できる。

３．配信期間 ５月１１日(木)～５月１５日(月)の３日間（土・日除く）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 １６，５００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

【オンデマンド研修】経営コース

消費税　申告書作成のチェックポイント
下水道事業を実施する地方公共団体等において、下水道等の消費税の申告業務を担当する職
員
下水道事業の消費税申告に必要な基礎知識を正しく修得し、消費税申告書の作成を行なうこ
とができる。

３．配信期間 ６月６日(火)～６月８日(木)の３日間

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

消費税申告書作成事例

視聴時間 講義内容

約１８０分

消費税とは

消費税申告書のチェックポイント

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

地方公営企業及び公営企業会計について

視聴時間 講義内容

約３６０分

下水道の法令及び財源構成、経営の基本的考え方

「経営戦略」の策定、消費税について

下水道経営の現状と課題及び経営改革の取組

【オンデマンド研修】経営コース

下水道経営入門(初級)
下水道に携わる職員のうち、下水道事業の経営全般に関する基本的知識を習得しようとする
職員
下水道の基本的な財源構成等幅広く下水道経営に必要な考え方などを学び、今後の下水道経
営に関する業務に反映させることができる。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（６月開催予定）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

下水道事業の経営状況等についての解説

下水道使用料の基本的考え方

下水道使用料の算定のポイント　など

【オンデマンド研修】経営コース

下水道使用料(初級)
下水道に携わる職員のうち、下水道使用料に関する基本的知識を習得しようとする職員

下水道使用料のしくみについて理解するとともに、事例研究や算定演習を通して広く情報を
取得し、使用料算定業務に反映させることができる

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（６月開催予定）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

【オンデマンド研修】経営コース

滞納対策(初級)
下水道事業を実施する地方公共団体等において、受益者負担金及び下水道使用料の賦課・徴
収業務に従事している職員
受益者負担金及び下水道使用料の収納の向上を図るために、使用料等の正確を正しく理解
し、適切な徴収事務を行うための基本的な知識を習得する。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（６月開催予定）

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

下水道事業経営の現状と滞納等の課題

使用料、受益者負担金の性格と滞納処分

収納率向上と滞納対策の具体策



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

【オンデマンド研修】経営コース

受益者負担金(初級)
下水道事業を実施する地方公共団体等において、受益者負担金の算定及び賦課・徴収業務に
従事している職員
受益者負担金について正しく理解し、その算定と徴収について、適切な事務を行うための基
本的な知識を習得する。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（６月開催予定）

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

受益者負担金制度の概要

受益者負担金の現状と課題

受益者負担金に関する問題点



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

【オンデマンド研修】経営コース

消費税(初級)
下水道事業を実施する地方公共団体等において、消費税の算定・申告・納付事務に従事して
いる職員
下水道事業における消費税制度について基礎から理解するとともに、講義や事例を通して消
費税に関する会計技術を習得し、正しい申告を行うことができる。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（６月開催予定）

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

下水道における消費税問題の現状と要点

下水道財政制度と消費税基本通達等の解説

消費税計算方法の基礎　など



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

地方公営企業法適用後の下水道事業における予算書作成

収益的収支と資本的収支の予算について

予算執行に必要な資金計画の策定について

【オンデマンド研修】経営コース

企業会計　予算書作成
下水道事業の予算業務を担当される職員

地方公営企業法適用後の予算書作成に必要な基本知識を正しく習得し、収益的収支と資本的
収支の予算、予算執行に必要な資金計画の策定、企業会計予算書に添付すべき予定開始貸借
対照表の作成等について学ぶ。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（１１月開催予定）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

地方公営企業法適用後における決算書作成について

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など日常会計処理と財務諸表の関係について

決算の調整における留意事項について

【オンデマンド研修】経営コース

企業会計　決算書作成（入門）
下水道事業の決算業務を担当される職員

地方公営企業法適用後の予算書作成に必要な基本知識を正しく習得し、法適用後の決算書作
成業務に反映させることができる。

３．配信期間

【第１回】４月１０日(月)～４月１４日(金)の５日間
【第２回】研修センターが指定する５日間（１月開催予定）
【第３回】研修センターが指定する５日間（２月開催予定）
【第４回】研修センターが指定する５日間（２月開催予定）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

下水道事業における消費税法の基本的な知識について

下水道事業と特定収入について

下水道事業決算と消費税申告書作成の手順の説明

【オンデマンド研修】経営コース

決算と消費税
下水道事業において決算を担当し、決算書作成や消費税の申告書の作成事務に従事している
職員
下水道事業における決算の取りまとめと消費税申告書の作成が習得できる。

３．配信期間

【第１回】４月１７日(月)～４月２１日(金)の５日間
【第２回】研修センターが指定する５日間（１月開催予定）
【第３回】研修センターが指定する５日間（２月開催予定）
【第４回】研修センターが指定する５日間（２月開催予定）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．標準カリキュラム

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間

約１８０分

講義内容

下水道事業におけるインボイス制度の解説

【オンデマンド研修】経営コース

消費税のインボイス制度
下水道事業の消費税業務を担当する職員

令和５年１０月より始まるインボイス制度について理解し、適切な納税を行うことができ
る。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（６月開催予定）



１．対象者

２．目　標

４．受講料 ２８，６００円（税込）

５．主な講義内容

・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。

・オンデマンド研修は「クラストリーム」（動画配信システム）を使用して行います。

　事前に日本下水道事業団のホームページに掲載している確認用動画を視聴の上、お申し込みください。

・１名の申込で複数人の受講は厳禁とさせていただきます。

視聴時間 講義内容

約３６０分

地方公営企業法の適用に伴う事務手続きについて

事務執行体制の検討、条例・規則等の制定について

移行までの確認・点検事項について

【オンデマンド研修】経営コース

企業会計　移行の準備と手続き（仕上の総点検）
地方公共団体で下水道事業を企業会計に移行する業務を担当する職員

企業会計に移行するための基本知識を正しく習得し、効率的な事業の執行を行うことができ
る。

３．配信期間 日本下水道事業団研修センターが指定する５日間（９月開催予定）


