
【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う

研修の中止について 

新型コロナウイルスによる感染拡大が懸念されています。 

日本下水道事業団研修センタ－は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、参加

者の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、第１四半期（４月～６月）開催予定である

下記の戸田研修、地方研修及び民間研修を中止することといたしました。 

このため、地方研修及び民間研修において締切日が HP 掲載後の日付以降のものであっ

ても研修申込は中止させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

代替の研修日程は、内容が決まり次第随時お知らせいたします。 

◎今後の戸田研修、地方研修及び民間研修実施予定は、各研修の御案内を参照願います。 

中止する研修は下記のとおりです。 

【戸田研修】  

中止した専攻

当初開催期間 コ－ス名 研修名・会場 

5月 18日（月） ～5月 22日（金） 経 営 企業会計-移行の準備と手続き-

5月 19日（火） ～5月 22日（金） 計画設計 下水道事業入門

5月 20 日（水） ～6月 5 日（金） 実施設計 管きょ基礎

5月19日（火） ～5月 20日（水） 維持管理
水処理施設の管理指標の活かし方  

（官民合同） 

5月 21日（木） ～5月 22日（金） 維持管理
水質管理のトラブル対応          

（官民合同）



追加で中止の決定を行った専攻 

当初開催期間 コ－ス名 研修名・会場 

6月 22日（月） ～6月 25日（金） 計画設計
下水道事業の計画の策定・見直し   

（第 1 回）  

6 月 30 日（火） ～7月 3 日（金） 計画設計 消費税

6月10日（水） ～6月 26日（金） 実施設計 管きょ設計Ⅱ（第１回）

6 月 2 日（火） ～6 月 5 日（金） 実施設計 排水設備の実務

6月25日（木） ～6月 26日（金）
官民連携・ 

国際展開
官民連携 

協議中のコ-ス

当初開催期間 コ－ス名 研修名・会場 

6月 30日（水） ～7月 10日（金）
工事監督 

管理
工事管理

【地方研修】 

下水道経営セミナ－

中止した専攻

開催日 研修名・会場 専攻名 

4 月 15 日（水） 下水道経営セミナ－（大阪会場） 下水道経営入門

4月 16 日（木） 下水道経営セミナ－（大阪会場） 受益者負担金

4月 17 日（金） 下水道経営セミナ－（大阪会場） 企業会計 -移行後の実務-

4 月 20 日（月） 下水道経営セミナ－（東京会場） 下水道経営入門

4月 21 日（火） 下水道経営セミナ－（東京会場） 受益者負担金

4月 22 日（水） 下水道経営セミナ－（東京会場） 企業会計 -移行後の実務-



5 月 13 日（水） 下水道経営セミナ－（岡山会場） 下水道経営入門 

5 月 14 日（木） 下水道経営セミナ－（岡山会場） 受益者負担金

5月 15 日（金） 下水道経営セミナ－（岡山会場） 企業会計 -移行後の実務-

5 月 27 日（水） 下水道経営セミナ－（福岡会場） 下水道経営入門

5月 28 日（木） 下水道経営セミナ－（福岡会場） 受益者負担金

5月 29 日（金） 下水道経営セミナ－（福岡会場） 企業会計 -移行後の実務-

追加で中止の決定を行った専攻

開催日 研修名・会場 専攻名

6 月 3 日（水） 下水道経営セミナ－（名古屋会場） 下水道経営入門 

6 月 4 日（木） 下水道経営セミナ－（名古屋会場） 受益者負担金

6月 5 日（金） 下水道経営セミナ－（名古屋会場） 企業会計 -移行後の実務-

6 月 10 日（水） 下水道経営セミナ－（仙台会場） 下水道経営入門

6月 11 日（木） 下水道経営セミナ－（仙台会場） 受益者負担金

6月 12 日（金） 下水道経営セミナ－（仙台会場） 企業会計 -移行後の実務-



下水道維持管理セミナ－

中止した専攻

開催日 研修名・会場 専攻名 

5月13日（水） 下水道維持管理セミナ－ （福岡会場） 下水処理場の維持管理

5月14日（木） 下水道維持管理セミナ－ （福岡会場）
下水道管路施設の維持管理

追加で中止の決定を行った専攻 

開催日 研修名・会場 専攻名 

6月10日（水） 下水道維持管理セミナ－ （神戸会場） 下水処理場の維持管理

6月11日（木） 下水道維持管理セミナ－ （神戸会場）
下水道管路施設の維持管理

【民間研修】 

中止した専攻

開催期間 コ-ス 研修名・会場 

４月 21 日（火） ～4 月 22 日（水） 施工 
処理場施設（機械設備）の施工管理の実務

（大阪会場）

４月 27 日（月） ～4 月 28 日（火） 施工
処理場施設（機械設備）の施工管理の実務

（東京会場）

5 月 14 日（火） ～5 月 15 日（水） 施工
処理場施設（機械設備）の施工管理の実務

（戸田会場）

5 月 18 日（月） 共通 下水道入門（第１回）

5 月 19 日（火） ～5 月 20 日（水） 管理 
水処理施設の管理指標の活かし方 

 （官民合同）

5 月 21 日（木） ～5 月 22 日（金） 管理 水質管理のトラブル対応 （官民合同）

5 月 29 日（金） 施工 ＪＳ品質確保研修（機械・電気）（第１回）



追加で中止の決定を行った専攻 

開催期間 コ-ス 研修名・会場 

6 月 16 日（火） 共通 国際展開

6月 17 日（水） 共通 官民連携

6月 26 日（金） 施工 ＪＳ品質確保研修（機械・電気）（第２回）

ご参加をお申し込みいただいているお客様には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

〔お問い合わせ先〕 

日本下水道事業団研修センタ－ 

  研修企画課  青島・石川  

  TEL ０４８-４２１-２６９２ 


