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プログラムについての注意点

お申し込みの流れ

研修ごとに申込期限を設けています。また、受講の可否
については、申込期限から研修開催日に応じて1週間から
１か月程度でご連絡いたします。

詳細につきましては『申し込みスケジュール』をご確認
ください。

※ 申し込み多数の場合は抽選を行います。

締切後に抽選

研修の1ヶ月前頃メール
申し込み

可否の連絡
受講案内の
発送

※1  新型コロナウイルス感染防止対策で、受講者間の距離を確保
するため、募集定員を一部変更しております。

※2  プログラムの内容については一部変更する場合があります。

※3  申込人数が最少開催人数に満たない場合、研修を開催しな
いことがありますので、予めご了承ください。

※4  申込期限が過ぎても定員に達していない場合は、研修の実
施前まで先着順で受付ますので、お問合せください。
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※ 令和２年度から申込受付等の研修運営業務を株式会社 大阪水道
総合サービスに委託し実施しております。



研修プログラム一覧

部門 研修名 研修日
所要
時間

定員
最少
開催
人数

受講料
（税込）

共通 ①新規勤務技術職員基礎研修 令和３年５月28日(金) 1日 26名 11名 6,600円

配水

②配水管工事設計研修 令和３年８月６日(金) 1日 26名 11名 6,600円

③配水管工事施工管理研修 令和３年８月16日(月) 1日 26名 11名 6,600円

④漏水調査(修繕)・管路保全研修
令和３年６月18日(金)
令和３年10月22日(金)

各1日 各20名 各13名 各11,000円

⑤配水管工事研修 令和３年６月４日(金) 1日 15名 10名 18,700円

⑥断通水・洗浄排水作業研修
令和３年６月７日(月)
令和３年６月11日(金)

各1日 各15名 各11名 各13,200円

給水

（⑦~⑩給水装置研修）

⑦給水装置の基準・給水装置工事研修

⑧給水装置模擬設計研修

⑨竣工検査模擬体験研修

⑩給水装置の維持管理及び事故事例研修

令和３年９月９日(木)

～

令和３年９月10日(金)

2日 26名 9名 16,500円

浄水

⑪浄水管理研修（初級） 令和３年10月15日(金)
半日

(午前)
10名 7名 4,400円

⑫浄水管理研修（中級） 令和３年10月29日(金) 1日 10名 7名 22,000円

施設

⑬シーケンス研修（初級） 令和３年８月27日(金) 1日 8名 4名 14,300円

⑭シーケンス研修（中級） 令和３年11月19日(金) 1日 9名 4名 14,300円

⑮受配電設備研修 令和３年７月21日(水) 1日 8名 4名 14,300円

⑯計装設備研修
令和３年８月10日(火)
令和３年10月８日(金）

各1日 各8名 各4名 各14,300円

⑰ポンプ設備研修（初級）
令和３年９月３日(金)
令和３年10月18日(月)

各1日 各8名 各4名 各14,300円

⑱ポンプ設備研修（中級）
令和３年10月１日(金)
令和３年11月15日(月)

各1日 各8名 各4名 各14,300円

水質 ⑲水質管理研修 令和３年10月15日(金)
半日

(午後)
15名 6名 6,600円
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研修プログラム一覧

部門 研修名 研修日
所要
時間

定員
最少
開催
人数

受講料
（税込）

事務

⑳危機管理研修 令和３年５月24日(月)
半日

(午後)
26名 11名 5,500円

㉑水道技術基礎研修 令和３年12月３日(金) 1日 15名 11名 5,500円

㉒営業業務管理研修 令和３年６月21日(月) 1日 24名 9名 7,700円

㉓経理・経営分析研修 令和３年12月13日(月) 1日 26名 11名 6,600円
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※研修①、②、③、⑦～⑩、⑳、㉒、㉓ は、例年、募集定員が40名のところ、新型コロナウイルス
感染防止対策で受講者間の距離を確保するため、定員を変更しております。



申し込みスケジュール

部門 研修名 研修日 申込期限 結果連絡

共通 ① 新規勤務技術職員基礎研修 令和３年５月28日(金)

★研修開催日が
６月以前の研修は

一律 ４月30日（金）

★研修開催日が
７月以降の研修は

一律 ５月31日（月）

★締切後、研修
開催日に応じて
1週間～

１か月程度

配水

② 配水管工事設計研修 令和３年８月６日(金)

③ 配水管工事施工管理研修 令和３年８月16日(月)

④ 漏水調査（修繕）
・管路保全研修

令和３年６月18日(金)
令和３年10月22日(金)

⑤ 配水管工事研修 令和３年６月４日(金)

⑥ 断通水・洗浄排水作業研修
令和３年６月７日(月)
令和３年６月11日(金)

給水

⑦～⑩（給水装置研修）
⑦ 給水装置の基準・給水装置

工事研修

⑧ 給水装置模擬設計研修

⑨ 竣工検査模擬体験研修

⑩ 給水装置の維持管理及び事故
事例研修

令和３年９月９日(木)

～

令和３年９月10日(金)

浄水

⑪ 浄水管理研修（初級） 令和３年10月15日(金)

⑫ 浄水管理研修（中級） 令和３年10月29日(金)

施設

⑬ シーケンス研修（初級） 令和３年８月27日(金)

⑭ シーケンス研修（中級） 令和３年11月19日(金)

⑮ 受配電設備研修 令和３年７月21日(水)

⑯ 計装設備研修
令和３年８月10日(火)
令和３年10月８日(金）

⑰ ポンプ設備研修（初級）
令和３年９月３日(金)
令和３年10月18日(月)

⑱ ポンプ設備研修（中級）
令和３年10月１日(金)
令和３年11月15日(月)

水質 ⑲ 水質管理研修 令和３年10月15日(金)
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申し込みスケジュール

部門 研修名 研修日 申込期限 結果連絡

事務

⑳ 危機管理研修 令和３年５月24日(月)

★研修開催日が
６月以前の研修は

一律 ４月30日（金）

★研修開催日が
７月以降の研修は
一律 ５月31日（月）

★締切後、研修
開催日に応じて
1週間～

１か月程度

㉑ 水道技術基礎研修 令和３年12月３日(金)

㉒ 営業業務管理研修 令和３年６月21日(月)

㉓ 経理・経営分析研修 令和３年12月13日(月)

※受講の御案内等の発送について

受講の御案内等は、研修開催日の1ヶ月前までの発送を予定しております。

※受講料の請求書類等の発送について

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、研修受講確認後の発送となります。
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