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はじめに 

 

水道分野の国際協力をより効果的に行うためには、水道分野の中でも優先的、積極的に支援

すべき課題について、開発途上国各国における実情及びニーズにあった支援のあり方の検討を

行うことが必要である。このため、厚生労働省では、水道分野の国際協力検討事業（委託）の

中で、水道国際協力検討委員会を設置し、官民協力により、検討を実施してきている。平成 21

年度の水道国際協力検討委員会では、政府開発援助（ODA）により国内外で行われる研修の内容

をより効果的なものとするために、既存の本邦研修について、その研修目標、研修科目、教材

等の研修に必要な情報の整理を行うとともに、今後の課題の抽出を行った。本報告書はその成

果をとりまとめたものである。 

以下に平成 21 年度の検討委員会メンバーを記載した。 

 

＜水道国際協力検討委員会名簿＞ 
 

(委員長) 

国包 章一 静岡県立大学環境科学研究所 教授 

(委員) 

秋葉 道宏  国立保健医療科学院水道工学部 部長 

山田 淳   立命館大学総合理工学研究機構 特別任用教授 

北脇 秀敏  東洋大学大学院国際地域学研究科 教授 

山本 敬子 （独）国際協力機構国際協力人材部 国際協力専門員 

松井 庸司  (社)日本水道協会研修国際部 部長 

早稲田 邦夫  日本水団連水道産業戦略会議ワーキンググループ 副委員長 

（日立製作所電気グループ 社会・産業システム事業部主管技師長） 

吉田 永      東京都水道局浄水部 部長  

川島 康弘    さいたま市水道局給水部水道計画課 副参事 

小畑 真子    横浜市水道局人材開発課 国際担当係長 

小西 孝之    横浜市水道局人材開発課 技術研修係長 

山田 克幸  名古屋市上下水道局総務部職員研修所海外協力担当主査 

 

平成 21 年度には上記委員により 3回の検討委員会を開催した。なお、各委員会の開催日は下

記の通り。 

・第 1回委員会 平成 21 年 10 月 2 日(金) 

・第 2回委員会 平成 21 年 12 月 18 日（金） 

・第 3回委員会 平成 22 年 3月 26 日(金) 
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1. 政府開発援助により本邦で行われる研修に関する検討 

 

平成 20 年度の水道分野国際協力検討事業において、「日本の水道技術の移転方策の充実」に

関し検討を行い、ODA による協力を進める上で、官民の役割分担と連携を促進するために水道

技術に関する情報の共有を進めることの重要性が指摘された。その検討結果をもとに、平成 21

年度の水道分野の国際協力検討事業においては、以下の点に配慮しつつ、政府開発援助（ODA）

により海外の研修生を受け入れて国内外で行われる研修の内容について、開発途上国のニーズ

に適合したより効果的なものとするために検討を行うこととした。また、本検討により、より

多くの水道事業関係者が研修等の水道分野における国際協力に参加できるようになることを期

待している。 

 

・ 現在実施している研修の整理（研修目標、科目、教材等） 

・ 効果的な研修を行うことのできる研修受け入れ機関の整理 

・ 研修に関する教材等の情報の共有方法に関する検討 

・ JICA 技術協力プロジェクト等実施者（水道事業者等、民間企業）と研修実施者（水道

事業者等）の連携強化 

・ 開発途上国のニーズに合った研修内容の検討 

 

平成 21 年度においては、研修の検討の足がかりとして、本邦にて実施されている研修、特に

JICA 課題別研修に着目して、研修講義資料等の情報の整理を行うこととした。 

また、本報告書成果品の読み手に関しては、協力いただいた事業体へ配布することを想定し

ている。また報告書に関しては厚生労働省のホームページへの掲載も予定している。 

 

2. 本検討委員会において取り扱う研修について 

 

本検討委員会において取り扱う研修については、日本側から途上国側に提案し、要請を得て

実施する JICA の課題別研修とした。 

ここでは、水道分野の課題別研修の中でも、水道事業者、国際厚生事業団及び日本水道協会

が実施機関となる集団研修及び地域別研修のみを対象とした。 

 

3. 研修関係資料の収集方法及び結果について 

 

研修に関する情報を収集するため、JICA 課題別研修（水道分野）を実施している全ての水道

事業者、関係団体等に対して、研修名、研修期間、案件目標、成果、研修参加国、参加者資格、

研修実施機関、カリキュラム等に関するアンケート調査を行った。回答の有った 10 研修のアン

ケート結果について、既存本邦研修概要表として別添資料１にとりまとめた。本検討における

研修の整理のために、各研修には①から⑩までの研修整理番号を付した。 

同時に収集した研修講義内容・担当講師の情報については、講義内容及び担当講師リストと

して別添資料２にまとめた。別添資料２は、既存の本邦研修関係情報の一つとして活用される

ことを想定して、講師等の所属などを記載している。本資料の整理のために、各研修講義内容
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に、研修科目番号を付した。また、実際に各研修にて当該講義を担当した講師の属性について、

産（民間企業）・官（国と地方公共団体に区分）・学に分類した区分を示した。 

アンケートを実施した水道事業者・団体、アンケート対象となった課題別研修、及び研修情

報の収集項目について下記に記載した。なお、収集した研修関係情報は、各団体が直近に実施

した研修の情報である。 

 

(1) アンケートを実施した水道事業者・団体 

 

札幌市水道局、横浜市水道局、名古屋市上下水道局、大阪市水道局、広島市水道局、日本水道

協会、国際厚生事業団（7水道事業者・団体） 

 

(2)アンケート対象となった課題別研修（10 研修） 

研修整理

番号 

研修名 水道事業者・団体 研修種別 

① 上水道無収水料管理対策 名古屋市上下水道局 集団研修 

② コーカサス・東アジア寒冷地水道コース 札幌市水道局 地域別研修 

③ 水道技術者 札幌市水道局 集団研修 

④ 中東地域上水道維持管理 – 配水管網の維

持・漏水防止 

広島市水道局 地域別研修 

⑤ 中央アジア地域中小規模都市給水 横浜市水道局 地域別研修 

⑥ 都市上水道技術者養成 横浜市水道局 集団研修 

⑦ 上水道施設技術 日本水道協会 集団研修 

⑧ 水道管理行政(A) 国際厚生事業団 集団研修 

⑨ 水道管理行政(B) 国際厚生事業団 集団研修 

⑩ 都市上水道維持管理 大阪市水道局 集団研修 

 

 

(3) 研修情報収集項目 

 

1) 研修情報アンケートについて 

   

① 研修概要 

研修名、研修期間、案件目標、成果、参加国、参加者資格、研修実施機関、カリキュラ

ム一覧 

 

② 研修の各講義内容等について 

講義タイトル、講義形態（講義、視察または演習の区別）、講義内容、講師名及び所属、

講師視察先の分類、使用教材、使用教材の言語、講義実施時間 

 

③ 全般的資料について  
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特定の講義に対応するものではなく、情報提供を目的とした資料名及び、その使用言語 

 

④ 自由記述 

研修について今後検討したい内容や、研修実施の上での課題など  

  

2) その他 

 

 本検討委員会での検討の参考とするため、研修へ招聘を予定している国に対して送付される

研修開催要項に相当する情報（General Information：GI）及び、研修の実施要領、実際に研修

で作成された講義資料等についても、可能な範囲で研修実施事業体等から提供いただいた。 

 

4. 研修教材の整理について 

 

 収集した研修関係情報のうち、特に研修科目について、水道における分野ごとに整理を試み、

別添資料３の研修科目の分野整理表を作成した。別添資料３の研修科目の分野整理表では、日

本水道協会雑誌分類項目（大分類：法制・行政、水道経営、計画及び施設概要、水源・取水・

導水、浄水、送水、配水、給水、水道用資機材、水質他）を縦軸項目、計画、設計、施工、維

持管理、運転/運営管理の５つの項目を横軸項目とし、この表中に、各研修のプログラムとして

実施された研修科目を対応する部分に入れ込むようにした。 

また、別添資料 3と別添資料 1及び別添資料 2に記載のある各講義などの研修科目を対応さ

せるために、別添資料 3 では、分類した研修科目名の前に、別添資料１の研修整理番号と別添

資料２の研修科目番号を記した。このことにより、別添資料 3 に記載されているそれぞれの研

修科目が、別添資料１に整理されているどの課題別研修に含まれるのか、並びに講義内容につ

いては別添資料２に記載されている研修科目のポイントから把握できるように整理されている。 

例えば、別添資料 3の縦軸が“水道法”、横軸が“計画”となっているコマの一番上に「③－

６日本の水道」とあるが、この“③”は別添資料１及び２の研修整理番号③「平成 21年度集団

研修水道技術者研修」を表し、“６”はその研修の研修科目番号６である「日本の水道」を表し

ている。 

別添資料３講義科目の分野整理表に記載されているマトリクスの情報により、どこにどのよ

うな科目・分野の情報があるか、その所在が一目で把握できるようになっている。また、逆に、

アンケートにより収集した研修関係情報のプログラムではカバーされていない科目や分野につ

いても把握できるようになている。さらに、カバーされていない科目・分野について情報が必

要な場合に関しては、日本水道協会雑誌の検索分類コードから、当該の論文、報文や資料の検

索も可能である。 

なお、別添資料３の表に記載のある産・官・学の区分は、別添資料２に記載してある産・官・

学の区分に対応しており、実際に当該講義を担当した講師の属性を示したものである。 

 

(1) 効果的な研修を行うことのできる研修受入機関の整理 

 

 アンケート結果から試行的に、各講義科目を担当した者について、産・官・学の区分を行い
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資料３分類整理表に記載した。この分類整理表は、今後、この三者がぞれぞれ得意とする講義

科目・分野を検討する上での基礎資料として取り扱われることを想定しているが、現時点では

あくまでも今回のアンケート調査結果を基にした実態を示しているに止まり、それぞれの者が

研修科目担当者として得意であるかどうかについては検証していない。今後、産・官・学の役

割分担などがより明確になり、それぞれの得意とする講義科目・分野がより詳細に整理される

ことが望ましい。 

 このため、産・官・学の役割分担、ならびにそれぞれの得意とする講義科目・分野を今後考

える際の一助として、昨年度の水道国際協力検討委員会における検討結果として示された水道

事業にかかる業務について表１及び図１に示す。ここでは、水道事業業務の中で、官民連携を

必要とする業務についてまとめられている。 

 

表１：水道業務の分類と内容（例） 

業務分類 業務内容 

コア業務 経営方針や長期的な事業に関する意思決定など、水道事業経営の根幹にかか

わる業務 

例：計画策定、広域的な水運用、業務処理要領策定、困難案件の対応 等 

準 コ ア 業

務 

施設の運転管理や民間事業者に委託した業務の監督指導など、水道事業運営

上重要な業務 

例：ストックマネジメント、民間企業への委託業務の監督指導、浄水場等の

運転管理及び維持点検、総合受付業務 等  

定型業務 定型的な業務を始め、民間委託等が可能なもの 

例：請負工事、設備等保守点検、設計委託、メータ検針 等 

(出典：日本の水道技術の移転方策の充実に関する調査報告書 平成２１年３月) 
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(出典：日本の水道技術の移転方策の充実に関する調査報告書 平成２１年３月) 

 

 効果的な研修を行うことのできる研修受入機関の整理の一例として、上記表１、図１を参考

に、資料３分野整理表に整理した講義科目・分野について、官・民が行うのが最も効果的な分

野を下記の通りまとめてみた。ただし、事業を実施している者が必ずしも研修を行うのが得意

とは限らないため、効果的な研修受入機関について今後さらに検討を行う必要がある。 

 

①  官が行うのが最も効果的な分野（表のコア業務） 

水道法制、水道行政等の国の政策制度に関わる分野 

水道経営、水道計画等の水道事業運営に関わる分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

官民連携を必要とする業務 

水道事業体 

水道施設の管理 

事業体の運営管理 

水道事業計画 

 公営企業法による運営 

 水道条例（供給規定）および関連規定・要綱 

 水道事業の認可に係る運営状況報告 

 業務指標（PI）の年次報告 

 地域水道ビジョンの策定 

 水道施設整備計画および経営計画の策定・実施 

 水需給計画の作成および管理 

 浄・配水場運転管理 

 電気・機械設備維持管理 

 水圧管理 

 水質管理 

 給水装置工事の審査・監督 

 水道料金（料金改定・徴収） 

 広報活動（広報誌発行・水道教室） 

 水道施設の設計・施工 

 工事の発注および竣工検査 

 工事標準仕様書の作成 

管路の維持管理 

水道施設の整備 

 管路の図面管理（マッピング・官網解析） 

 漏水管理（管路の点検・漏水調査） 

 漏水修繕 

水道業務 

図１：水道事業体に係る技術移転の項目 
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水道施設の運転運営管理に関わる分野また、水質や危機対策に関わる分野 

 

②  民が行うのが最も効果的な分野（表の定型業務） 

水道施設等の設計、施工の分野 

   

なお、水道施設の運転維持管理技術、あるいは、無収水量管理に関する技術等の分

野ついては官・民ともに技術移転が効果的な分野である。 

 

 

5．研修プログラムを検討する上での今後の課題について 

 研修プログラムを検討する上での今後の課題について、本検討委員会で議論が行われたもの

を以下のとおりとりまとめた。 

 

(1) 開発途上国のニーズに合った研修内容の検討 

 

1) ニーズの把握 

 

研修を実施している各団体にとっては、研修生の研修へのニーズを事前に把握することが重

要であり、事前に情報を得るための手段を検討する必要がある。 

現在は、研修生のニーズを把握するため、研修の募集要項（GI）においてニーズをカントリ

ーレポート等に書くよう求めているが、実際の回答では大まかなところしか把握できない。し

たがって、研修開始後、研修担当者と研修生の間のディスカッションで個別の課題をどのよう

に明らかにするのかが重要となっている。 

また、水道の技術面に関する研修講義については多く行われているが、経営などの水道事業

運営面に関する研修講義については技術面の講義に比べて少ないため、今後経営面などの水道

事業運営に特化した研修なども検討が必要である。また開発途上国からのニーズとして、経営

面のプログラムに対するニーズが増えてきている。 

 

2) 研修科目の課題別の整理 

 

別添資料３の研修科目の分野整理表の整理の仕方に関して、今年度の検討委員会では日本水

道協会雑誌分類項目を縦軸項目とし、計画、設計、施工、維持管理、運転/運営管理の５つの項

目を横軸項目として整理したが、今後課題別の項目を横軸に組み入れた整理を試みることも考

えられる。その際には、課題別の項目をどのように設定するかなどを検討する必要がある。 

 

3) 研修プログラムの講義科目の選択制の導入について 

 

現在の課題別研修においては、研修参加者に対する個別情報提供（コンサルタンシー）の部

分が欠けていると考えられる。研修を全部通じてすべてのプログラムを研修生すべてが同様に
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受けるのではなく、研修生が個別に受けたい講義内容を選択できるような研修のやり方や形式

について検討することも今後必要と考えられる。課題別研修においては、研修生に適さない講

義をスキップできるようにするなどできれば研修生の満足度が上がるものと考えられるが、研

修目標達成のために必要な科目等については留意が必要である。 

 

4) 来日前の事前学習 

 

本邦研修を受ける前に、研修生が事前に講義資料を見るなどことや、事前学習をする為の遠

隔教育などの手法の活用も要検討と考えられる。 

 

5) カントリーレポートの工夫と活用方法について 

 

カントリーレポートについては、研修生のニーズを組み上げるものとして非常に効果的であ

り、相手国の状況が把握できるので有効活用する必要がある。 

 

6) アクションプランについて 

 

 研修生は、日本での研修の最終段階において、研修を通じて学んだ知識や経験などの成果を

活用して、帰国後に実施するための行動計画（アクションプラン）を作成することが求められ

る場合が多い。このため、現実的で実現可能なアクションプランの作成が本邦研修の成果品と

して重要であるが、研修生が作成するアクションプランについては実現性が低いものも見受け

られる。課題別研修では、かなり貧弱な水道施設や運営組織しか持たない国の研修参加者に対

して、最先端の日本の技術や運営に関する研修が行われる場合があり、開発途上国の現状とギ

ャップがある場合がある。このため、アクションプランは、研修生が帰国後に実際に行動でき

る内容にすることが肝要であることから、研修内容もこのギャップに配慮した情報を提供する

ことが期待される。 

 アクションプランの作成に当たっては、実現可能で、具体的な内容を含むアクションプラン

が作成できるように研修生を助成することが重要である。このような、アクションプラン作成

などの進め方について、研修生助成のやり方などに関する資料を JICA で作成しており、今後の

活用が期待される。 

 

7) モニタリングの必要性について：フォローアップの一環として 

 

本邦研修参加者に対して現地でモニタリングを実施すると、当人並びに先方組織へのプレッ

シャーになり、アクションプラン実施に向けた先方組織の意識の向上が期待できる。このこと

から、モニタリングを現地で行うことは非常に効果的である。 

 

(2) 研修に関する教材等の情報共有に関する検討について 
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1) 研修資料の所在について 

 

研修教材については、研修を実施している各 JICA センターが保管しており、アンケートを実

施した課題別研修では、研修科目、研修内容、講義担当者等が明らかになった。 

新規の研修科目の場合、他の機関が所有する既存の研修教材をもとに研修教材を作成するこ

とができれば、より効率的に研修を行うことができる。また共通する分野、内容の講義の研修

資料などを作成できればより効果的な研修教材となる。このような体制が整備されれば、現在

当該科目を実施していない団体においても、研修を受け入れ易くなることが期待される。 

 

2) 研修教材・資料等を利用する際の著作権の問題 

 

研修に関する教材等の情報共有に関しては、研修教材や資料等を利用する際には、著作権に

配慮する必要がある。 

情報をオープンにするのであれば、各講師へ利用許諾を個別に取り付ける必要がある。また、

著作者本人の許諾を取り付ける際には、資料引用などのチェックとともに、資料の利用目的と

提供の対象者を明示する必要がある。 

この場合、原著の明記を各スライドについて徹底する必要がある。特にメーカーから提供い

ただいた資料については、特許への配慮も必要である。 

研修の資料の取りまとめの方法として、例えば、国会図書館にオープンにしたり、JICA 図書

館（JICA 研究所内）に資料を 1部寄贈、保存するなどの方法も考えられる。 

 

(3) JICA 技術協力プロジェクト等実施者と研修実施者の連携強化 

 

JICA にて実施している技術協力プロジェクトでは近年本邦研修コンポーネントを含む案件

が多くなってきている。また、その本邦研修は各プロジェクトのニーズに特化した内容が求め

られる場合があるため、既存研修を最大限活用するとともに、既存研修の前後に特化したニー

ズ部分に対応するプログラムを追加することなどで対応できないか、新規に単独に対応する方

がよいかを検討する必要がある。 

さらに、技術協力プロジェクトの本邦研修コンポーネントに十分に対応するためには、当該

研修の情報をできる限り事前に収集する必要があるため、プロジェクト実施側と研修受け入れ

側との事前の連絡をどのように確保するかについて JICA の担当部局も交えた協力体制の構築

が必要である。 

課題別研修の国の選定については、技術協力プロジェクトや無償資金協力との連携を意識し

て国を選ぶようになってきている。JICA の課題部と国内研修センターとの連携を密にすること

により、よりニーズを把握できるようになると考えられる。 

 

(4) 大学との連携 

 

基礎教育の向上を目的とした研修プログラムの開発や受け入れ、また学会を通じた（例えば
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国際開発学会）途上国仕様の先端的研究の検討など、研修内容等に関わる検討に際して国内外

の大学と連携することが考えられる。その際には大学での寄付講座を活用することも選択肢と

して考えられる。 

 

(5) 他ドナーの研修体制との比較 

 

他ドナーの水道分野の研修の状況などを情報収集することは参考となると考えられる。 
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別添資料 

 

資料１：既存本邦研修概要表 

 

資料２：講義内容及び担当講師リスト 

 

資料３：研修科目の分野整理表 

 

 

 

 



資料１：既存本邦研修比較表

研修実施組
織名

①名古屋市上下水道局 ②札幌市水道局 ③札幌市水道局 ④広島市水道局 ⑤横浜市水道局 ⑥横浜市水道局 ⑦日本水道協会 ⑧国際厚生事業団 ⑨国際厚生事業団  ⑩大阪市水道局

研修名(和
文及び英
文)

和文名：集団研修「上水道無収水量管
理対策」
英文名：NON-REVENUE WATER
MANAGEMENT

和文名：地域別研修コーカサス・東アジ
ア寒冷地水道コ－ス
英文名：Waterworks Engineering for
Caucasus and East Asia Regions,
FY2009

和文名：平成21年度　集団研修「水道
技術者」
英文名：Waterworks Engineering,
FY2009

和文名：中東地域「上水道維持管理　－
配水管網の維持・漏水防止－」
英文名：Water Supply Management for
Middle Eastern Countries  -
Maintenance of Distribution Pipeline
and Leakage Prevention-

和文名：地域別研修「中央アジア地域中
小規模都市給水」
英文名：Region Focused Training
Program"WATER SUPPLY IN SMALL
AND MEDIUM SCALE CITIES IN
CENTRAL ASIA"

和文名：集団研修「都市上水道技術者
養成」
英文名：Group Training
Program"URBAN WATERWORKS
ENGINEERING"

和文名：上水道施設技術
英文名：ENGINEERING ON WATER
SUPPLY SYSTEMS

和文名：水道管理行政（A）
英文名：The Seminar on Administration
by Competent Authorities for Better
Management of
Water Services (A)

和　　　文：水道管理行政 (B)
英　　　文：The Seminar on
Administration by Competent
Authorities for Better Management of
Water Services B

 和文名：都市上水道維持管理
英文名：Operation　and
Maintenance　of　Urban　Water
Supply　Systems

研修期間 平成21年10月19日（月）～平成21年12
月4日（金）　「４７日間」

平成21年1月19日（月）～平成21年3月6
日（金）　「47日間」

平成21年7月6日（月）～平成21年9月18
日（金）　「75日間」

全体受入期間：平成２１年　７月　７日
（火）～平成２１年　８月２３日（日）　「４８
日間」
技術研修期間：平成２１年　７月２１日
（火）～平成２１年　８月２１日（金）　「３２
日間」

平成２１年２月２日（月）～平成２１年２
月２７日（金）　「２６日間」
全日程：平成２１年２月１日（日）～平成
２１年２月２８日（土）　「２８日間」

平成２１年１０月１３日（火）～平成２１年
１０月３０日（金）　「１８日間」
全日程：平成２１年１０月６日（火）～平
成２１年１０月３１日（土）　「２６日間」

平成２１年５月２１日（月）～平成２１年８
月４日（火）　「７２日間」

①全体受入期間：平成21年 6月7日(日)
～ 6月20日 （土） ［14日間］
②技術研修期間：平成21年 6月9日(火)
～ 6月19日（金）  ［11日間］

①全体受入期間：平成21年9月6日(日)
～ 9月19日（土） ［14日間］
②技術研修期間：平成21年9月8日(火)
～ 9月18日（金） ［11日間］

 平成２１年　６月２９日（月）～平成
２１年　８月　６日（木）　「３９日間」

案件目標 上水道維持管理に関する日本の取り組
みと仕組みを習得するとともに、それを
自国に適用できる能力を習得し、各研
修員の業務に適用できる。

　本コースは、寒冷地にある開発途上
国の水道人材育成である。研修員は、
水源・取水施設・浄水施設・配水施設・
給水設備などの水道全般に関る基礎知
識に加え、寒冷地における水道の計
画、設計、施工、運転、維持管理に係わ
る技術を修得する。研修終了時には、
自国の改善方法についてアクションプラ
ンを作成する。

研修員が、本邦研修を通じて水道全般
に関わる基礎的知識及びその実践方法
を学習下上で、自国の課題改善方法を
提案する。また、同アクションプランは帰
国後実践し、その経過報告を６ヶ月以内
にＪＩＣＡに対して行なう。

本邦研修の成果品として提案された、
配水管網維持もしくは漏水防止事業に
関する改善案の実施に向けての検討
が、組織的に開始される

日本の水道技術について理解を深め、
各水道事業体における課題を洗い出
し、その改善策をまとめる。

①水道事業に関して技術面のみならず
経営面に関する理解を深める
②持続可能な水道供給のために適切な
技術や設備を導入することができるよう
にするため、研修員の帰国後、参加国
において関係者とこの知識が共有され
る。

水道建設計画の策定技能の修得を中
心に、水道施設や水道事業の運営に指
導的役割を果たす技術者を養成する。

研修員の帰国後、参加国において水道
管理に関する行政の課題及び改善計
画が関係者に共有される。

研修員が帰国後、自国での水道事業運
営の向上のための行政の課題及び改
善計画を関係者に共有する。

 水道分野の日本の二国間協力実
施組織又はその関係組織で、同分
野で日本が有している知識や技術
から応用可能なものが技術者に共
有される。

成果 ① 無収水を取り巻く諸問題について包
括的な理解ができる。
② 漏水探査機器の操作技術が理解で
きる。
③ 漏水防止作業の分類及び配水量の
分析方法を理解できる。
④ 漏水防止計画の作成方法が理解で
きる。
⑤ 漏水予防対策として、計画・設計・施
行段階の専門知識及び技術が理解でき
る。
  

下記5項目について理解し、自国におけ
る改善方策を検討、作成する。また、自
国における適切な水道事業管理のため
のアクションプランを提言する。
①水道事業計画（水資源、水需要、給
配水システム等）について。
②水道事業管理（財政システム、水道
料金等）について。
③浄水処理にかかる基礎・応用手法に
ついて。
④漏水防止にかかる基礎知識につい
て。
⑤水質管理について。

①下記(ｱ)～(ｴ)の4項目について必要な
技術を講義/視察/実習を通じて理解
し、自国における改善方策を検討・作成
する。
(ｱ)浄水処理技術及び浄水施設の設
計、浄水施設の運転管理、保守点検
(ｲ）送配水・給水管の整備計画、維持管
理、上水道料金システム
(ｳ)漏水率低減
(ｴ)良質な水道水源の確保、水道水質
管理
②講義/視察/実習を通じて、自国にお
ける水道事業の課題に対する改善方策
を検討し、アクションプランとして作成・
発表できる。
③帰国後、所属組織においてアクション
プランを共有・実践し、6ヶ月以内にＪＩＣ
Ａに報告する。

対象組織によって配水管網維持、漏水
防止に係る事業改善計画が実施される

研修で作成した改善策に基づき、各水
道事業体の運営改善に向けた取り組み
が開始される。

研修において策定した行動計画
（Action Plan）を帰国後1.5ヶ月以内に関
係者と共有し実施される。

　（１）水道建設計画の基本的策定技能
を修得する。
　（２）水道システム全般について、建設
計画・維持管理に必要な知識を修得す
る。
　（３）水道事業に関する諸制度や関連
団体の機能・役割を知る。
　（４）1）～3）を踏まえ、自国水道事業
の改善に関する計画を自ら策定する。

①研修員が水質管理、無収水対策、水
道事業のガイドラインについて得た知識
を活用できるようになる。
②研修員が自国で取組むべき課題につ
いて整理し、それらに対する具体的な
改善案を策定する。
③帰国後6ヶ月内に、研修員が作成した
水道管理の実践に関する行政の課題
及び改善計画が関係者に共有される。

①研修員が水質管理、無収水対策、水
道事業のガイドラインについて活用に
向け概要を理解する。
②研修員が自国で取組むべき課題につ
いて整理し、それらに対する具体的な
改善案（インプルーブメントプラン）を策
定する。
③研修員が帰国後に、水道管理の実践
に関する行政の課題及び改善案（イン
プルーブメントプラン）を関係者に共有
する。

 研修員がコース終了前に作成する
普及計画案を日本側研修関係者が
普及テーマ選択の妥当性、課題分
析の論理性、普及案内容の正確
性、普及の有効性等の観点から評
価する。
研修終了後、4ヶ月以内に普及活動
実施結果の報告を、研修員所属先
から取り付ける。

参加国 ＜アジア＞スリランカ、フィリピン、バン
グラディシュ、ヴィエトナム、＜アフリカ＞
エチオピア（２）、タンザニア、ケニア
（２）、＜中近東＞ヨルダン、エジプト、ト
ルコ、＜南　米＞ボリビア
合計 １１カ国　１３名

アルメニア5名、モンゴル3名　計2カ国8
名

ブラジル1名、イラク1名、ジャマイカ2
名、ラオス1名、ペルー1名、東ティモー
ル1名、ジンバブエ1名　　　計7カ国8名

エジプト1名、シリア2名、イエメン1名、ヨ
ルダン2名　　　　計：4カ国6名

カザフスタン３
タジキスタン３
ウズベキスタン２
キルギス３
計：４ヵ国１１名

エジプト２名、エチオピア２名、ケニア１
名、マラウイ３名、スーダン１名、ジンバ
ブエ１名
計：６ヵ国１０名

バングラディシュ・キューバ・コンゴ民主
共和国・エジプト・ケニア・フィリピン・タジ
キスタン・東ティモール・ベトナム
計：9カ国　9名（各国1名)

ブラジル　2名、ホンジュラス、ネパール2
名、フィリピン、ベトナム、ザンビア

ボリビア、フィジー、パナマ、シエラ・レ
オーネ、スーダン、タンザニア、ジンバブ
エ

 フィリピン、カンボジア、バングラデ
シュ、フィジー、トルコ、ザンビア、コ
ンゴ民主共和国

参加者資格 ①上水道維持管理に従事する技術系
行政官で５年以上の実務経験を有す
る者
②年齢２７歳から４０歳の者
③大卒或いは同等以上の知識または
専門的経験を有する者
④十分な英語能力を有する者
⑤相手国政府の推薦による者

①所定の手続きにより、割当国政府か
ら推薦された者。
②大学を卒業（高校または専門学校を
卒業し同等の学力を有する者を含む）
し、大学の場合は経験　　年数5年以
上、高校、専門学校の場合は7年以上
の実務経験を有する者。
③中央、地方政府又は地方公共団体で
水道事業に従事している上級技術者。
④十分な露語会話及び読解力有する
者。
⑤心身ともに健康である者。
⑥妊娠していない者。
⑦軍に所属していない者。

①所定の手続きにより、割当国政府か
ら推薦された者。
②大学を卒業（高校または専門学校を
卒業し同等の学力を有する者を含む）
し、大学の場合は経験　　年数5年以
上、高校、専門学校の場合は7年以上
の実務経験を有する者。
③中央、地方政府又は地方公共団体で
水道事業に従事している上級技術者。
④原則として40才以下の者。
⑤英会話能力・記述能力を十分に備え
た者。
⑥心身ともに健康である者。
⑦軍に所属していない者。

①上水道事業部門で設計・維持管理な
どの実務に携わる技術者（本コースで
は、水資源開発、高度浄水処理の他、
井戸水に対する特殊処理については対
象にしていない）
②大学卒業以上の学歴を有し、5年程
度の実務経験を有する者
③英語能力を十分備えた者（技術研修
は通訳を介し、英語で実施されるので、
研修員は十分な英語力を有しているこ
とが必要である）で、パソコンでWord、
Excelを使うことに慣れている者
④原則として年齢40歳以下の者
⑤正式な手続きにより、応募国政府か
ら推薦された者
⑥心身ともに健康である者
⑦兵役に就いていない者

次の地域の都市水道事業体の上級技
師および上級技術者
　カザフスタン：アクモラ州と北カザフス
タン州の都市水道事業体
　タジキスタン：ドゥシャンベ市水道公
社、ハトロン州の都市水道公社
　ウズベキスタン：カラカルパクスタン共
和国、タシケント州、フェルガナ地域の
都市水道事業体
　キルギスタン：イシククリ州とオシュ州
の都市水道公社

中央又は地方政府、地方自治体の水道
事業に従事する上級技術者

1）応募条件
（1）相手国政府からの推薦を受けた者
であること。
（2）現在上水道関連分野において政府
機関等の管理職あるいは上級技術者
の職にあり、機械技師または電気技師
としての経験を除き、上水道分野の技
師として５年以上の経験を有する者。
（3）大学工学部卒業者又はそれと同等
の資格を持っている者。
（4）年齢30歳から45歳の者。
（5）英語の会話能力及び筆記能力が充
分な者。
（6）心身共に健康な者、妊婦は除く。
（7）軍籍にないこと。

2）人選方法及び選考基準
上記 1）の応募条件を満たした者で、か
つコースの学習目的にふさわしい職歴
の持ち主を選考する。

・水道行政を担当する幹部職員
・将来も引続き当該分野で活動を行う者

水道行政を担当する幹部職員
水道事業運営に関する適切な知識を有
する者

 都市上水道の維持管理を担当する
エンジニアであること。
都市上水道維持管理業務において
５年以上の経験を有すること。
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資料１：既存本邦研修比較表

研修実施機
関

独立行政法人　国際協力機構（ＪＩＣＡ）
中部

札幌市水道局 札幌市水道局（厚生労働省）
※今コースは厚生労働省枠です。

１）広島市水道局
２）独立行政法人国際協力機構中国国
際センター

横浜市水道局 横浜市水道局 社団法人　日本水道協会 社団法人 国際厚生事業団
Japan International Corporation of
Welfare Services (JICWELS)

社団法人 国際厚生事業団
Japan International Corporation of
Welfare Services (JICWELS)

 独立行政法人国際協力機構　大阪
国際センター（ＪＩＣＡ大阪）

研修実施組
織名

名古屋市上下水道局 札幌市水道局 札幌市水道局 広島市水道局 横浜市水道局 横浜市水道局 日本水道協会 国際厚生事業団 国際厚生事業団  大阪市水道局

研修名(和
文及び英
文)

和文名：集団研修「上水道無収水量管
理対策」
英文名：NON-REVENUE WATER
MANAGEMENT

和文名：地域別研修コーカサス・東アジ
ア寒冷地水道コ－ス
英文名：Waterworks Engineering for
Caucasus and East Asia Regions,
FY2009

和文名：平成21年度　集団研修「水道
技術者」
英文名：Waterworks Engineering,
FY2009

和文名：中東地域「上水道維持管理　－
配水管網の維持・漏水防止－」
英文名：Water Supply Management for
Middle Eastern Countries
          -Maintenance of Distribution
Pipeline and Leakage Prevention-

和文名：地域別研修「中央アジア地域中
小規模都市給水」
英文名：Region Focused Training
Program"WATER SUPPLY IN SMALL
AND MEDIUM SCALE CITIES IN
CENTRAL ASIA"

和文名：集団研修「都市上水道技術者
養成」
英文名：Group Training
Program"URBAN WATERWORKS
ENGINEERING"

和文名：上水道施設技術
英文名：ENGINEERING ON WATER
SUPPLY SYSTEMS

和文名：水道管理行政（A）
英文名：The Seminar on Administration
by Competent Authorities for Better
Management of
Water Services (A)

和　　　文：水道管理行政 (B)
英　　　文：The Seminar on
Administration by Competent
Authorities for Better Management of
Water Services B

 和文名：都市上水道維持管理
英文名：Operation　and
Maintenance　of　Urban　Water
Supply　Systems

カントリーレポート発表会
札幌の水道
水質管理
施設見学
配水管
総合運転
浄水
漏水防止
井戸の掘削
レポート作成　等

カントリーレポート発表会
概論：広島市の水道事業の概要、水道
計画策定の手順、中東地域での経験に
即した上水道の維持管理
水源の維持管理：太田川源流の森視
察、温井ダム視察
浄水場の維持管理：浄水場の運転管理
と維持管理、湯来町施設見学
水質管理：水道における水質管理
送配水施設の維持管理：配水施設の計
画、配水施設の概要と維持管理、給水
装置の概要と現状、給配水管の破裂修
理、施設情報管理、管路更新・事故・災
害対策
浄水・配水・給水分野ディスカッション
漏水防止：漏水防止研修
自由研究：①配水管路の機能評価と改
良計画の策定、②地下漏水の計画的発
見・修理
研究発表及び課題改善案発表

日本の水道行政/水道事業の適正な管
理/カントリーレポート発表会/公衆衛生
と水道/水質管理/地方公営企業として
の水道事業/無収水対策/施設見学/人
材育成関係施設見学/インプルーブメン
トプラン発表会

カントリーレポート発表/日本の水道
/水道記念館/大阪市の上水道の概
要/大阪市の上水道事業経営/浄水
場概要説明/浄水場施設の概要（凝
集沈殿・ろ過池）/浄水場施設の概
要（施設見学）/浄水施設の運転管
理（ろ過砂採砂、試験ろ過池）/浄水
施設の運転管理（ジャーテスト）/配
水施設の運転管理（施設見学）/浄
水管理（昔の浄水処理概要）/取・
浄・配水施設の運転管理（管理設
備）/水質管理（基本的事項、水質
管理の方法）/水質管理（塩素消毒
の理論・その他浄水処理）/水質管
理（事故事例の研究等）/電気・機
械設備の維持管理（見学）/電気設
備の維持管理/機械設備の維持管
理/地下水源利用浄水場見学/工場
見学（水道資器材製造工場）/管路
維持管理（概要・漏水調査・漏水修
繕）/管路の維持管理（漏水調査計
画実習）/管路の維持管理（管路図
面の整理・補正・保管）/管路の維
持管理（管路の附属設備・継手）/
管路の維持管理（配管実習他）/管
路の維持管理（機動的点検整備）/
管路の維持管理（漏水調査機器・現
場）/給水装置の維持管理・営業所
の業務/工場見学（鋳鉄管・バルブ
製造工場）/日本水道協会の概要/
メーカー研修（データによる漏水調
査等、各種探知機による漏水調査
等）/営業業務の概要/給水装置の
維持管理（水道メータ）/給水装置の
維持管理（概要）/工場見学（水道
資器材製造工場）/工場見学（ポン
プ製造工場）/給水装置の工事実習
（分水･割丁穿孔・ｻﾄﾞﾙ穿孔）/給水
装置の工事実習（圧着修繕・断水
器・小径管解体）/アクションプラン
発表

カリキュラム
一覧

講義（水源保全）/講義（水質管理）　[水
源から給水栓まで]/視察 (水源、ダム施
設）/講義(水運用計画と管理)/視察(水
道計測設備)/講義（水利権･水道計画）
/講義（水需要予測･有収率）/講義（漏
水管理）/視察（漏水修理工事）/実習
（管路研修施設）/講義（配水ブロック管
理)/講義（配水圧力残塩管理）/講義
（給水装置維持管理）/講義（下水道経
営）/視察(水再生ｾﾝﾀｰ）/視察(汚泥資
源化ｾﾝﾀｰ)/視察(風力発電所)/視察
（取水施設、水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ）/講義
（浄水場運転維持管理）/視察（膜処理
の浄水場）/視察（雨水利用）/講義・視
察　(図面管理)/カントリーレポート、研
修目的発表会、意見交換会/講義（横浜
水道事業の歴史）/視察（水道記念館,
技術資料館)/講義（横浜市水道局概
要）/日本の水道に関する映像視聴、横
浜市の水道事業運営/講義(財政面から
見た横浜水道の歩み･経営計画の策
定)/講義（財政収支計画の策定）/講義
（料金改定）/講義（経営改善）/講義（経
年管更新）/講義･視察（地域ＳＣ業務)/
講義（水道料金）/講義（未納料金対策）
/講義(出前水道教室)/視察(出前水道
教室)/講義・視察（水道料金事務ｵﾝﾗｲ
ﾝｼｽﾃﾑ）/講義(広報･広聴)/講義(お客
様満足度向上)/講義（コールセンター業
務）/視察(お客さまサービスセンター）/
講義(組織・人事管理）/講義(昇任試験
制度）/アクションプラン発表・意見交換
会

講義（横浜水道事業の歴史）/視察（水
道記念館,技術資料館)/講義（横浜市水
道局概要）/カントリーレポート、研修目
的発表会、意見交換会/講義　組織・人
事管理/講義　経営計画・財政収支計画
/講義(広報活動)/講義(お客様満足度
向上)/講義（水道料金体系と徴収方
法)/講義（水道料金未納対策）/講義
（水質管理）　[水源から給水栓まで]/講
義（水質相談サービス、水質診断サー
ビス）/講義（水道計画･水利権・水需要
予測･有収率）/講義（水運用計画と管
理）/視察(水道計測設備）/講義（給水
装置維持管理）/講義（水道メータ管理）
/講義（工事完成図の管理）/講義（配水
ブロック管理)/講義（経年管更新計画）/
講義（無収水低減対策・漏水防止)/漏
水調査実習（漏水修理・漏水調査）/講
義（浄水場の運転管理）/講義（浄水場
機械・電気設備の維持管理）/視察（雨
水利用）/視察（高度処理浄水場）/視察
(水源、取水施設）/講義・視察(出前水
道教室)/アクションプラン発表・意見交
換会

日本水道協会の役割　日本の水道経
営・水道料金　日本の水道行政組織及
び機構・水道法解説　日本の水資源開
発　カントリーレポート発表　水道基本
計画演習（概論）　浄水処理概論　取
水・貯水・導送配水施設/給水装置　札
幌市水道局の概要　水質管理（水質自
動監視装置見学含む）　白川浄水場・取
水堰・ダム・水質自動監視装置見学　凝
集とフロック生成　ジャーテスト　浄水場
の運転管理　西野浄水場施設見学　浄
水場運転管理演習　西野取水場見学
取水施設の計画・設計　水道用特殊継
手工場見学　オゾンシステムの運用と
維持管理　配水システム　水道技術国
際シンポジウム　耐震工法と震災対策・
尼崎浄水場見学　鉄バクテリアを利用し
た地下水浄水処理　水源の水質汚濁
日本の水質管理　地下水の探査技術
地下水の放射能探査方法　ダクタイル
鋳鉄管工場見学　凝集沈澱処理の除去
性と水質管理　地下水技術　膜処理施
設の設計・運転・維持管理　膜処理施設
東京都の漏水防止対策　漏水探査演習
配水管布設における開削工法　さいた
ま市水道総合センター見学　アクション
プラン中間発表　配水施設の運転管理
雨水処理・再利用施設見学　業務指標
による経営改善　途上国の水処理技術
緩速ろ過浄水場見学　バルブ工場見学
地下水利用施設（水源地・井戸・浄水
場）見学　ポンプの理論　漏水防止対策
の策定　管網計算・パソコンの活用　水
道基本計画　水需要予測と管路の水理
学　水道基本計画演習　北九州市の水
道/マッピングシステム　水源・取水施
設・穴生浄水場見学　沖縄県企業局の
概要　沖縄の水事情　浄水場・海水淡
水化の新設・施設見学　水源・施設見学
給水装置計画演習　浄水場施設の水理
計算　下水道展見学　調査研究機関
アクションプラン作成指導　アクションプ
ラン発表

日本の水道行政/水道事業の適正な管
理/カントリーレポート発表会/公衆衛生
と水道/水質管理/地方公営企業として
の水道事業/無収水対策/人材育成関
係施設見学/インプルーブメントプラン
発表会

カリキュラム 内容及び目的/コースオリ
エンテーション コースの目的・概要説明
/ジョブレポート発表会 研修員の職務背
景・意見・要望などの理解/日本の水道
概要 日本の水道事情/名古屋市の水
道概論/名古屋市の漏水対策/漏水の
探査と修繕 漏水の特性/配水量・漏水
量分析/漏水防止作業の分類/漏水防
止作業計画/漏水防止計画の作成/漏
水防止機器操作/漏水の判定法/計画
分野での漏水防止 基幹施設整備/配
水調整/配水管の改良・更新/設計段階
での漏水防止/給・配水管、継手の選定
/給水装置の構造と材料/配水管の防
食対策/配水管の設計・積算/施工・維
持管理段階での漏水防止 配水管布設
工事と施工管理/配水事務所・営業所
における無収水量管理/給水装置の管
理/給・配水管の接合/その他 図面情
報管理/不正使用対策/水道料金/研修
体制/視察・見学 ダクタイル鋳鉄管工場
（株式会社クボタ）/村野浄水場（大阪
府）/水道メータ製造工場（愛知時計電
機株式会社）/蹴上浄水場・琵琶湖疏水
記念館（京都市）/南知多町水道施設/
名古屋市上下水道局施設/豊田市水道
施設/討論会・評価会等 各分野のまと
め/アクションプラン発表会/評価会（上
下水道局及びJICA）

カントリーレポート発表会
札幌の水道
水質管理
施設見学
配水管
寒冷地の給水
漏水防止
施設見学
総合運転
井戸の掘削
レポート作成　等
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資料2：講義内容及び担当講師リスト

研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・

演習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民間・
大学・　その他水道分野関

連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関
する研修内での
実施時間（何日

など）

1 日本の水道事情 講義
Policy and administration of Water Supply in
Japan

厚生労働省大臣官房国際課国際協力室
国 ＰＰ 英弁 ３時間

2 名古屋市の水道概論 講義・視察
講義：名古屋市上下水道局の事業概要
視察：取水口、浄水場、下水処理場の視察

名古屋市上下水道局　職員研修所 地方公共団体 ＰＰ 日本語 １日＋２時間

3 講義

名古屋市の漏水対策
漏水の特性
漏水防止作業計画の作成
配水量・漏水量分析

名古屋市上下水道局　配水課
地方公共団体 ＰＰ 日本語 ２日

4 演習

配水管の接合、解体及び切断加工
配水管分水栓穿孔
給水装置組み立て
漏水探知テスト
漏水簡易判定

名古屋市上下水道局　職員研修所 地方公共団体 日本語 ３日

5 配水管維持管理 講義
配水管の設計・積算
配水管の改良・更新

名古屋市上下水道局　設計第一課 地方公共団体 ＰＰ 日本語 1日

6 漏水探知実地研修 講義・演習
漏水探知機の理論と構造
〃　　　　　　の実地操作

フジテコム（株） 民間企業 英語 2日

7 漏水防止公所別取組み
講義・視察・
演習

配水事務所の取組み
給水装置概論
貯水槽水道の点検
図面情報管理の概要

各課公所　担当者 地方公共団体 日本語 3日

8 水道メータの構造 講義・視察 水道メータの種類と検針機器 愛知時計（株） 民間企業 英語 1日

9 水道料金と不正使用対策 講義・視察
水道料金の徴収業務
名古屋における不正使用対策
営業所におけるお客さまサービス

営業所職員 地方公共団体 ＰＰ 日本語 1日

10 ダクタイル鋳鉄管工場視察 視察 民間企業 日本語 １日

11 浄水場の概要 視察 大阪府村野浄水場の施設 大阪府職員 地方公共団体 日本語 １日

12 琵琶湖疏水記念館視察 視察 京都市琵琶湖疏水記念館 京都市職員 地方公共団体 日本語 １日

13 ポンプの組立てと分解 講義・演習 ポンプの組立てと分解 名古屋市上下水道局　職員研修所 地方公共団体 日本語 １日

14 配水管接合模範演技視察 視察 配水管接合模範演技視察 名古屋市上下水道局　職員研修所 地方公共団体 日本語 ０．５日

15 地震体験研修 演習 地震、火災体験 名古屋市防災センター 地方公共団体 日本語 ０．５日

研修整理番号：①
和文名：集団研修「上水道無収水量管理対策」
英文名：NON-REVENUE WATER MANAGEMENT

漏水防止対策概要
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資料2：講義内容及び担当講師リスト

16 水道基幹施設における漏水防止対策 講義・視察 浄水場更新工事の概要と視察 名古屋市上下水道局　建設工事事務所 地方公共団体 日本語 １日

17 離島給水システムの概要 講義・視察 離島給水システムの概要 南知多町役場 地方公共団体 日本語 １日

18 膜処理浄水しせつの概要 講義・視察 膜処理浄水しせつの概要 豊田市 地方公共団体 日本語 １日

19 各単元別総括・アクションプラン準備 討論 関係課公所 地方公共団体 日本語 ４日

20 カントリーレポート・アクションプラン発表 プレゼン 関係課公所 地方公共団体 日本語 ２日
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視
察・演習

簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分
類

（国・地方公共団体・民
間・大学・　その他水道

分野関連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関
する研修内で
の実施時間
（何日など）

1 カントリーレポート発表会 演習
研修員参加国の水道行政について研修員が発
表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

研修員各国カントリーレポー
ト（パワーポイント）

ロシア語 0.5

2 札幌の水道 講義 札幌市水道事業概要の紹介 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体

札幌の水道（パワーポイン
ト）　　　　　　　　　札幌の水
道50年のあゆみ（ムービー）
札幌の水道パンフレット（英
語版）

日本語 0.5

3 札幌の紹介 講義 札幌市の紹介 札幌市水道局総務部総務課 地方公共団体
札幌の紹介用パンフレットと
ムービー

日本語 0.5

4 検針・調定・収納 講義 料金業務の概要の説明 札幌市水道局総務部営業課 地方公共団体
料金業務の概要（パワーポ
イント）

日本語 0.5

5 電話受付ｾﾝﾀｰ及び水道ﾒｰﾀｰ検針現場 見学
電話受付ｾﾝﾀｰ及び水道ﾒｰﾀｰ検針現場につい
て見学を通じ説明

札幌市水道局総務部営業課 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

6 水道計画概論 講義 水道の総合的計画について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体
水道計画概論（パワーポイ
ント）

日本語 0.5

7 需要予測 講義 将来の需要予測の手法について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体

需要予測（パワーポイント・
エクセルファイル・ワードファ
イル）

日本語 0.5

8 水質管理 講義・見学 水質管理についての説明と水質試験所の見学 札幌市水道局給水部水質試験所 地方公共団体 水質管理（パワーポイント） 日本語 0.5

9 藻岩浄水場見学 講義・見学
藻岩浄水場の概要説明と見学（水力発電施設
含む）

札幌市水道局給水部藻岩浄水場 地方公共団体
藻岩浄水場（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

10 水質試験実習 実習 日常の水質試験業務についての実習 札幌市水道局給水部水質試験所 地方公共団体
水質試験実習（ワードファイ
ル）

日本語 1

11 水源視察 講義・見学
札幌市の水源源の一つである、定山渓ダムの
説明と見学

国土交通省北海道開発局石狩川開発建
設部豊平川ダム統合管理事務所定山渓
ダム管理支所

国
定山渓ダムの概要パンフ
レット

日本語 0.5

12 小規模浄水場見学 講義・見学
小規模浄水場である、定山渓浄水場での浄水
システムや維持管理、取水場についての説明と
見学

札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体
定山渓浄水場（パワーポイ
ント）

日本語 0.5

13 寒冷地向け浄水場等施設の設計 講義
寒冷地における浄水場等の施設に関する設計
の考え方についての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
寒冷地向け浄水場等施設
の設計（パワーポイント）

日本語 0.5

14 井戸・ポンプ施設の設計 講義
井戸・ポンプ施設に関する設計の考え方につい
ての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
井戸・ポンプ施設の設計（パ
ワーポイント）

日本語 0.5

15 資材センター 講義・見学
配水管材料の調達、保管や出庫管理等につい
ての説明及び資材センター１ヶ所の見学

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
資材センター（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

研修整理番号②
和文名：地域別研修コーカサス・東アジア寒冷地水道コ－ス
英文名：Waterworks Engineering for Caucasus and East Asia Regions, FY2009

- 15 -



16 地下水を水源とする浄水場 講義・見学
地下水を水源とした浄水場施設の見学
（花川南浄水場）

石狩市建設水道部水道室工務課 地方公共団体
富良野市水道事業パンフ
レット

日本語 0.5

17 札幌水道の送・配水システム 講義・見学
札幌水道の配水管理についての説明と管理室
等の施設見学

札幌市水道局給水部施設管理課 地方公共団体
札幌水道の送・配水システ
ム（パワーポイント）

日本語 0.5

18 高区配水池・ポンプ場・流量計見学 講義・見学
高区配水池・ポンプ場・流量計についての説明
とこれらの施設見学

札幌市水道局給水部施設管理課 地方公共団体
高区配水池・ポンプ場・流量
計（パワーポイント）

日本語 0.5

19 管路の維持管理（ブロック配水） 講義 ブロック配水の基準や維持管理についての説明 札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
ブロック配水（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

20
管路の維持管理（マッピング・ファイリン
グシステム）

講義・見学
マッピング・ファイリングシステムの説明と見学を
通じ実際に機器の操作を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
マッピング・ファイリングシス
テム（パワーポイント）

日本語 0.5

21 配水管の布設計画 講義
配水管の布設計画立案や管路の耐震化等につ
いての説明

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
配水管の布設計画（パワー
ポイント）

日本語 0.5

22 水道管工事現場 見学
配水管の布設状況、切替状況、埋戻状況、洗管
状況、舗装復旧状況の見学

札幌市水道局給水部工事課 地方公共団体
水道管工事現場（エクセル
ファイル）

日本語 0.5

23 寒冷地の給水装置 講義・見学
給水装置における寒冷地特有の特徴について
の講義と給配水技術研修所内に設置されてい
る研修用給水装置の見学

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

札幌の水道パンフレット（英
語版）　　　　　　給水装置の
概要（ワードファイル）

日本語 0.5

24 寒冷地における給水装置の製造工場 見学
寒冷地特有の給水装置器具類の製造工場の見
学

㈱光合金製作所朝里工場 民間 光合金製作所パンフレット 日本語 0.5

25 環境配慮型経営 講義
札幌市水道局における環境に配慮した経営に
ついて説明

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体
環境配慮型経営（パワーポ
イント）

日本語 0.5

26 漏水防止 講義
漏水率低減に必要な、漏水防止作業、漏水防
止対策、ブロック計量作業、配水量分析につい
て説明を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 漏水防止 日本語 1

27 漏水防止機器説明・操作 講義・実習
漏水探知機等の機器類の性能や操作方法を説
明し、実際に操作する

札幌市水道局給水部給水課 （財）札幌市
水道ｻｰﾋﾞｽ協会管路維持課

地方公共団体
その他水道分野団体

漏水探知機等の実際に業
務で使用している機器類

日本語 1

28 膜処理施設見学 見学
膜処理浄水場施設の見学
（長幌第一浄水場）

長幌水道企業団企業局浄水管理課 地方公共団体
膜処理施設見学（パワーポ
イント）

日本語 1

29 週末ディスカッション（1回） 討議・講義
研修員からこれまでの講義で再度確認したいこ
とについてフォローアップや研修員同士による自
由討議、その他質問等への回答

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各講義資料及びその都度必
要と思われる資料を研修担
当で用意

日本語 1

30 水道施設及び研修場所視察 見学
仙台市水道局での各研修先及び水源（ダム）の
見学

仙台市水道局業務部総務課 地方公共団体 釜房ダムパンフレット 日本語 0.5

31 ジャーテスト実習 講義・実習
ジャーテストの説明と実習を行う。（高濁のケー
スも含む）

仙台市水道局浄水部水質検査課 地方公共団体
ジャーテスト（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

32
総合運転Ⅰ（管理室業務・ろ過池洗浄
等）

講義・見学
藻庭浄水場にて、浄水場における管理室業務、
各施設の維持管理、ろ過池洗浄など浄水場の
総合運転について説明及び見学

仙台市水道局浄水部茂庭浄水課茂庭浄
水場

地方公共団体
藻庭浄水場（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

33
総合運転Ⅱ（浄水場立上作業・ジャーテ
スト・薬品手動注入・ろ過池洗浄・浄水
場停止）

講義・実習
熊ヶ根浄水場において、研修員に浄水場の運転
を実際に体験してもらう

仙台市水道局浄水部国見浄水課国見浄
水場

地方公共団体
熊ヶ根浄水場（ワードファイ
ル）

日本語 1

34 浄水プロセス・浄水場の構造、保守点検
講義・見
学・実習

休止中の富田浄水場を活用し、普段目視できな
い浄水場の構造を見学
ろ過砂の保守点検を体験してもらう

仙台市水道局浄水部茂庭浄水課茂庭浄
水場

地方公共団体
富田浄水場（パワーポイン
ト）

日本語 1
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35 水源開発と藻類由来の諸問題 講義
水道水のカビ臭の原因となる、藻類の特徴を理
解し仙台市で実際に行なった事例を紹介しなが
ら、対策方法について説明する

東北工業大学 大学
水源開発と藻類由来の諸問
題（パワーポイント）

英語 0.5

36 井戸の掘削技術 講義
井戸の掘削、維持管理、既存井戸の改善等の
技術についての説明

㈱日さく西日本支社さく井部 民間
井戸の掘削技術（パワーポ
イント）

日本語 0.5

37 井戸の掘削現場見学 見学 実際に施工中である井戸掘削現場の見学 ㈱日さく西日本支社さく井部 民間 上記資料を使用 日本語 0.5

38 オゾン処理施設 見学
オゾン処理浄水処理施設の見学
（尼崎浄水場）

阪神水道企業団尼崎浄水場 地方公共団体
阪神水道企業団尼崎浄水
場（パワーポイント）

日本語 0.5

39 ハイブット凝集処理 見学
鉄系凝集剤とパックの併用凝集処理浄水場の
見学

長浜水道企業団下坂浜浄水場 地方公共団体
長浜水道企業団下坂浜浄
水場パンフレット

日本語 0.5

40 ダクタイル鋳鉄管製造工場見学 見学
ダクタイル鋳鉄管製造工場の概要説明、工場見
学

㈱クボタ阪神工場 民間

㈱クボタ阪神工場パンフレッ
ト、　㈱クボタ阪神工場
（ムービー）

日本語 0.5

41
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育
成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

講義
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄを例に上げ、水道技術者の人材育成の手法
について説明

ＪＩＣＡ国際協力専門員（技術士・水道部
門）

その他

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道
事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（パ
ワーポイント）

日本語 0.5

42 最終レポート作成指導 指導
各研修員のアクションプラン原案に対し個別に
作成指導を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアク
ションプラン原案（パワーポ
イント・エクセルファイル・
ワードファイル等）

英語 0.5

43 最終レポート作成添削 指導
指導を元に修正されたアクションプランを個別に
添削を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアク
ションプラン（パワーポイン
ト・ワードファイル）

ロシア語 1

44 最終レポート発表準備 自習
レポート発表に向けた最終準備（翻訳時間も含
む）

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― ロシア語 1

45 最終レポート発表会 演習
各研修員が作成した自国の水道問題解消に向
けたアクションプランの発表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

各研修員が用意したアク
ションプラン（パワーポイン
ト・ワードファイル）

ロシア語 0.5

46 最終評価会 ―
研修員が研修カリキュラム等を評価してもらい、
次年度以降の研修に活かす

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣＡ
札幌

地方公共団体
その他

― ロシア語 0.5
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・

演習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分
類

（国・地方公共団体・民
間・大学・　その他水道

分野関連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関
する研修内で
の実施時間
（何日など）

1 カントリーレポート発表会 演習
研修員参加国の水道行政について研修員が発
表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

研修員各国カントリーレポー
ト（パワーポイント）

英語 0.5

2 札幌の水道 講義 札幌市水道事業概要の紹介 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体

札幌の水道（パワーポイン
ト）、札幌の水道50年のあゆ
み（ムービー）、札幌の水道
パンフレット（英語版）

日本語 0.5

3 札幌の紹介 講義 札幌市の紹介 札幌市水道局総務部総務課 地方公共団体
札幌の紹介用パンフレットと
ムービー

日本語 0.5

4 検針・調定・収納 講義 料金業務の概要の説明 札幌市水道局総務部営業課 地方公共団体
料金業務の概要（パワーポ
イント）

日本語 0.5

5 電話受付ｾﾝﾀｰ及び水道ﾒｰﾀｰ検針現場 見学
電話受付ｾﾝﾀｰ及び水道ﾒｰﾀｰ検針現場につい
て見学を通じ説明

札幌市水道局総務部営業課 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

6 日本の水道 講義
日本の水道の歴史、日本の水道行政の概要、
水道法の概要等について説明

厚生労働省健康局水道課水道水質管理
室

国

Water Supply Administration in Japan
（パワーポイントデーター）、Policy and
Administration of Water Supply in
Japan(PDFファイル)、Waterworks
Vision (ワードファイル）

日本語 0.5

7 研修員による問題分析 実習
研修員自身により自国の水道行政問題につい
て洗い出しを行い、課題分析を行なう。

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他

ポストイットや模造紙にその
場で直接研修員自身が書き
込むため、特段の教材はな
し。

英語 0.5

8 水質管理 講義・見学 水質管理についての説明と水質試験所の見学 札幌市水道局給水部水質試験所 地方公共団体 水質管理（パワーポイント） 日本語 0.5

9 藻岩浄水場見学 講義・見学
藻岩浄水場の概要説明と見学（水力発電施設
含む）

札幌市水道局給水部藻岩浄水場 地方公共団体
藻岩浄水場（パワーポイン
ト）

英語 0.5

10 札幌水道の送・配水システム 講義・見学
札幌水道の配水管理についての説明と管理室
等の施設見学

札幌市水道局給水部施設管理課 地方公共団体
札幌水道の送・配水システ
ム（パワーポイント）

日本語 0.5

11 高区配水池・ポンプ場・流量計見学 講義・見学
高区配水池・ポンプ場・流量計についての説明
とこれらの施設見学

札幌市水道局給水部施設管理課 地方公共団体
高区配水池・ポンプ場・流量
計（パワーポイント）

日本語 0.5

12 管路の維持管理（ブロック配水） 講義 ブロック配水の基準や維持管理についての説明 札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
ブロック配水（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

13
管路の維持管理（マッピング・ファイリン
グシステム）

講義・見学
マッピング・ファイリングシステムの説明と見学を
通じ実際に機器の操作を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
マッピング・ファイリングシス
テム（パワーポイント）

日本語 0.5

14 水源視察 講義・見学
札幌市の水源源の一つである、定山渓ダムの
説明と見学

国土交通省北海道開発局石狩川開発建
設部豊平川ダム統合管理事務所定山渓
ダム管理支所

国
定山渓ダムの概要パンフ
レット

日本語 0.5

研修整理番号③
和文名：平成21年度　集団研修「水道技術者」
英文名：Waterworks Engineering, FY2009
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15 小規模浄水場見学 講義・見学
小規模浄水場である、定山渓浄水場での浄水
システムや維持管理、取水場についての説明と
見学

札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体
定山渓浄水場（パワーポイ
ント）

日本語 0.5

16 環境配慮型経営 講義
札幌市水道局における環境に配慮した経営に
ついて説明

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体
環境配慮型経営（パワーポ
イント）

日本語 0.5

17 週末ディスカッション（計3回） 討議・講義
研修員からこれまでの講義で再度確認したいこ
とについてフォローアップや研修員同士による
自由討議、その他質問等への回答

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各講義資料及びその都度
必要と思われる資料を研修
担当で用意

日本語 1.5

18 配水管の布設計画 講義
配水管の布設計画立案や管路の耐震化等につ
いての説明

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
配水管の布設計画（パワー
ポイント）

日本語 0.5

19 資材センター 講義・見学
配水管材料の調達、保管や出庫管理等につい
ての説明及び資材センター２ヶ所の見学

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体
資材センター（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

20 配水管の新設工事設計積算/積算実習 講義・実習 配水管の新設工事設計積算の説明及び実習
札幌市水道局給水部北部配水管理事務
所

地方公共団体

配水管の新設工事設計積
算/積算実習（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

21 現場調査実習 実習
配水管の新設工事の際に行なう、事前現地調
査（布設位置の確認、測量、市民への広報）等
の実習

札幌市水道局給水部北部配水管理事務
所

地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

22 給配水管工事現場見学 見学
配水管の布設状況、切替状況、埋戻状況、洗管
状況、舗装復旧状況の見学

札幌市水道局給水部北部配水管理事務
所

地方公共団体 特になし 日本語 1

23 給水装置の概要 講義・見学
給水装置の概要に寒冷地特有の特徴について
の講義と給配水技術研修所内に設置されてい
る研修用給水装置の見学

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

札幌の水道パンフレット（英
語版）、給水装置の概要
（ワードファイル）

日本語 0.5

24 配水管の配管と漏水修理 実習
配水管の配管や漏水修理、仕切弁操作、配水
管洗管等について、給配水技術研修所の研修
用施設を利用した実習

札幌市水道局給水部西部配水管理事務
所

地方公共団体 漏水修理関係ムービー 日本語 0.5

25 水道施設及び研修場所視察 見学
仙台市水道局での各研修先及び水源（ダム）の
見学

仙台市水道局業務部総務課 地方公共団体 釜房ダムパンフレット 日本語 0.5

26 ジャーテスト実習 講義・実習
ジャーテストの説明と実習を行う。（高濁のケー
スも含む）

仙台市水道局浄水部水質検査課 地方公共団体
ジャーテスト（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

27
総合運転Ⅰ（管理室業務・ろ過池洗浄
等）

講義・見学
藻庭浄水場にて、浄水場における管理室業務、
各施設の維持管理、ろ過池洗浄など浄水場の
総合運転について説明及び見学

仙台市水道局浄水部茂庭浄水課茂庭浄
水場

地方公共団体
藻庭浄水場（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

28
総合運転Ⅱ（浄水場立上作業・ジャーテ
スト・薬品手動注入・ろ過池洗浄・浄水
場停止）

講義・実習
熊ヶ根浄水場において、研修員に浄水場の運転
を実際に体験してもらう

仙台市水道局浄水部国見浄水課国見浄
水場

地方公共団体
熊ヶ根浄水場（ワードファイ
ル）

日本語 1

29 浄水プロセス・浄水場の構造、保守点検
講義・見学・

実習

休止中の富田浄水場を活用し、普段目視できな
い浄水場の構造を見学
ろ過砂の保守点検を体験してもらう

仙台市水道局浄水部茂庭浄水課茂庭浄
水場

地方公共団体
富田浄水場（パワーポイン
ト）

日本語 1

30 水源開発と藻類由来の諸問題 講義
水道水のカビ臭の原因となる、藻類の特徴を理
解し仙台市で実際に行なった事例を紹介しなが
ら、対策方法について説明する

東北工業大学 大学
水源開発と藻類由来の諸問
題（パワーポイント）

英語 0.5

31 漏水防止 講義
漏水率低減に必要な、漏水防止作業、漏水防止
対策、ブロック計量作業、配水量分析について
説明を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 漏水防止 日本語 1.5
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32 ブロック計量作業 見学 ブロック計量作業源場の見学（減圧弁室内） 札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

33 漏水探知実習 実習
給配水技術研修所内にに設置されている、模擬
漏水探知施設や消火栓を利用し、漏水探知機
等の機器類を実際に操作する

札幌市水道局給水部給水課 （財）札幌市
水道ｻｰﾋﾞｽ協会管路維持課

地方公共団体
その他水道分野団体

漏水探知機等の実際に業
務で使用している機器類

日本語 1

34 浄水場等施設の設計 講義
浄水場等の施設に関する設計の考え方につい
ての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
浄水場等施設の設計（パ
ワーポイント）

英語 0.5

35 井戸におけるポンプ施設の設計 講義
井戸におけるポンプ施設に関する設計の考え方
についての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
井戸におけるポンプ施設の
設計（パワーポイント）

英語 0.5

36 緊急貯水槽見学 講義・見学
災害時に使用する緊急貯水槽についての説明
と見学

札幌市水道局給水部南部配水管理事務
所

地方公共団体
緊急貯水槽（パワーポイン
ト・ワードファイル）

日本語 0.5

37 配水管の管網解析（エパネット） 実習
管網解析ソフト（エパネット）を使用し、実際に配
水管の管網解析を実習する

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

管網解析ソフト（エパネッ
ト）、説明及び実習用資料
（エクセルファイル・ワード
ファイル）

日本語 2

38 水生生物による水質判定 講義・実習
水生生物の生態の観点から水質管理を考え、
実際に河川で水生生物の採集観察を行う

（株）野生生物総合研究所 民間
水生生物による水質判定
（パワーポイント）

英語 1

39 札幌市水道記念館見学 見学
旧藻岩浄水場を活用して建設した札幌市水道
記念館の見学し市民ＰＲ等を学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体
札幌市水道記念館パンフ
レット

40 大倉山見学 見学
大倉山ジャンプ台敷地内に設置されている、配
水池を見学し敷地の有効活用について学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体
大倉山ジャンプ台パンフレッ
ト

41 中間レポート作成 自習
これまでに学んだ内容から、アクションプランの
テーマになり得る研修項目をピックアップしレ
ポートを作成する

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 特になし ― 1

42 地下水水道施設見学 見学
地下水を水源とした浄水場施設の見学
（中五区水源送水場）

富良野市建設水道部上下水道課 地方公共団体
富良野市水道事業パンフ
レット

日本語 1

43 膜処理施設見学 見学
膜処理浄水場施設の見学
（西空知広域水道企業団浄水場）

西空知広域水道企業団工務浄水グループ 地方公共団体
西空知広域水道企業団パン
フレット　　　（ムービー）

日本語 1

44 緩速ろ過施設見学 見学
緩速ろ過浄水場施設とアース式ダム水源の見
学（奥沢水源・奥沢浄水場）

小樽市水道局浄水センター 地方公共団体
奥沢水源・奥沢浄水場
（ワードファイル）

日本語 1

45 白川浄水場の概要 講義
浄水場の概要と日常の維持管理や薬品注入等
について説明

札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体

白川浄水場の概要（パワー
ポイント２種類）白川浄水場
パンフレット

英語 0.5

46 白川浄水場見学（汚泥処理施設含む） 見学 浄水場各施設を細部にわたり見学 札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

47 中間レポート発表 演習
作成した中間レポートの発表し札幌市水道局、
ＪＩＣＡ札幌、ＪＩＣＡ専門員で質疑を行なう

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣＡ
札幌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩ
ＣＡ専門員

地方公共団体
民間

各研修員が作成した中間レ
ポート（パワーポイント）

英語 0.5

48 井戸の掘削技術 講義
井戸の掘削、維持管理、既存井戸の改善等の
技術についての説明

㈱日さく西日本支社さく井部 民間
井戸の掘削技術（パワーポ
イント）

日本語 0.5

49 井戸の掘削現場見学 見学 実際に施工中である井戸掘削現場の見学 ㈱日さく西日本支社さく井部 民間 上記資料を使用 日本語 0.5
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50 東京都水の科学館見学 見学 水道施設の有効活用を見学する 東京都水道局水の科学館 地方公共団体

東京都水の科学館パンフ
レット、東京都水の科学館
（ムービー）

日本語 0.5

51 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場見学
講義・見学・

実習

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場の概要説明、工場
見学、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管特性の説明、配水用ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝ管接合実習を行う

クボタシーアイ㈱堺工場 民間

クボタシーアイ㈱堺工場パ
ンフレット、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
管（パワーポイント）

日本語 0.5

52 オゾン処理施設 見学
オゾン処理浄水処理施設の見学
（尼崎浄水場）

阪神水道企業団尼崎浄水場 地方公共団体
阪神水道企業団尼崎浄水
場（パワーポイント）

日本語 0.5

53 ダクタイル鋳鉄管製造工場見学 見学
ダクタイル鋳鉄管製造工場の概要説明、工場見
学

㈱クボタ阪神工場 民間

㈱クボタ阪神工場パンフレッ
ト、㈱クボタ阪神工場（ムー
ビー）

日本語 0.5

54 水循環・リスク 講義
水循環とそのリスクについての下水等の観点か
らの説明

北海道大学教授 大学
水循環・リスク（パワーポイ
ント）

英語 1

55 高度浄水処理 講義
高度浄水処理の概念について説明（オゾン処
理、膜処理等）

北海道大学教授 大学
高度浄水処理（パワーポイ
ント）

英語 1

56 水道計画概論 講義 水道の総合的計画について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体
水道計画概論（パワーポイ
ント）

日本語 0.5

57 需要予測 講義 将来の需要予測の手法について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体

需要予測（パワーポイント・
エクセルファイル・ワードファ
イル）

日本語 0.5

58
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育
成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

講義
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄを例に上げ、水道技術者の人材育成の手法
について説明

ＪＩＣＡ国際協力専門員（技術士・水道部
門）

その他

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道
事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（パ
ワーポイント）

英語 0.5

59 最終レポート作成指導 指導
各研修員のアクションプラン原案に対し個別に
作成指導を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアク
ションプラン原案（パワーポ
イント・エクセルファイル・
ワードファイル等）

英語 1.5

60 最終レポート作成添削 指導
指導を元に修正されたアクションプランを個別に
添削を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアク
ションプラン（パワーポイン
ト・ワードファイル）

英語 2

61 最終レポート作成 自習 アクションプラン作成
（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― 英語 0.5

62 世界の水道事情 講義 最近の世界の水道事情について説明 藤女子大学教授 大学
世界の水道事情（パワーポ
イント）

英語 0.5

63 最終レポート発表準備 自習
レポート発表に向けた最終準備（翻訳時間も含
む）

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― 英語 2

64 最終レポート発表会 演習
各研修員が作成した自国の水道問題解消に向
けたアクションプランの発表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

各研修員が用意したアク
ションプラン（パワーポイン
ト・ワードファイル）

英語 0.5

65 最終評価会 ―
研修員が研修カリキュラム等を評価してもらい、
次年度以降の研修に活かす

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣＡ
札幌

地方公共団体
その他

― 英語 0.5
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・

演習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民間・
大学・　その他水道分野関

連団体等）

使用教材
講義で使用した資

料の言語

その内容に関
する研修内で
の実施時間
（何日など）

1 カントリーレポート発表会 演習 レポート発表、質疑応答 なし なし
各国のカントリーレポート（パ
ワーポイントデータ）

英語 1日

2 広島市の水道事業の概要 講義
・水道事業の変遷と今後の展開
・高水準水道構築のための取り組み

広島市水道局
施設部計画課

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 0.5日

3 水道計画策定の手順 講義
・基本計画の構成（基本方針、基本事項、整備
内容）
・基礎調査の必要性

広島市水道局
施設部計画課

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 1日

4
中東地域での経験に即した上水道の
維持管理

講義 ・中東地域の上水道事業の維持管理
台湾水環境事業
顧問室
代表

水道分野関連団体
無収水の管理について（パ
ワーポイントデータ）

英語 1日

5 太田川源流の森視察
広島市水道局
企画総務課

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
（ワード）

英語 0.5日

6 温井ダム視察
国土交通省中国地方整備局
温井ダム管理所

国 温井ダム事業概要（冊子） 英語 0.5日

7 浄水場の運転管理と維持管理 講義・演習
広島市水道局
施設部高陽浄水場

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 2日

8 湯来町施設見学 視察
広島市水道局
施設部緑井浄水場

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
（ワード）

英語 1日

9 水道における水質管理 講義・演習

・水源の種類（水道水源の利点及び問題点）
・水質基準（水道水質に関する基準と新水質基
準の概要）
・水質検査（簡易水質測定、定期水質検査）
・残留塩素管理（遊離残留塩素と統合残留塩素
の相違及び塩素要求量）
・水道水の水質苦情（給水栓水の水質異常例）
・漏水の判定法

広島市水道局
施設部水質管理課

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 1日

10 配水施設の計画 講義
・配水区域、配水量の設定
・配水方式
・配水池の構造と容量

広島市水道局
施設部計画課

地方公共団体
講師が作成した講義資料（パ
ワーポイントデータ）

英語 0.5日

研修整理番号④
和文名：中東地域「上水道維持管理　－配水管網の維持・漏水防止－」
英文名：Water Supply Management for Middle Eastern Countries  -Maintenance of Distribution Pipeline and Leakage Prevention-

視察

・見学の概要説明（水源保全の意義・現状、水源
林の保全）
・太田川源流の森見学
・温井ダム見学

・浄水場フロー（取水設備～配水池までの施設
概要説明、運転・維持管理の実習）
・場内施設ほか見学（取水施設～浄水場～配水
池ほか見学）
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11 配水施設の概要と維持管理 講義

・配水施設の名称と役割、またその必要性
・配水管の概要（採用管種の区分、弁栓類の配
置）
・商品管理の内容（水圧・水質の確認と異常時
の対応）
・配水池・調整池の点検方法及び清掃
・配水管、弁栓類の点検方法
・破裂事故の発生、破裂修理の方法と体制

広島市水道局
配水部安芸工事事務所

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 0.5日

12 給水装置の概要と現状 講義
・給水装置の概要（給水装置の定義、給水装置
の種類、給水方式の種類）
・給水装置の維持管理

広島市水道局
配水部安芸工事事務所

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 0.5日

13 給配水管の破裂修理 演習
・配水管の不断水修理
・給水管の修理

広島市水道局
配水部安芸工事事務所

地方公共団体 なし ― 1日

14 施設情報管理 講義
・工事完成図と配管図の関係
・マッピングシステムの導入と活用

広島市水道局
配水部配水課

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 0.5日

15 管路更新・事故・災害対策 講義

・管路情報の収集、整理
・事故情報の収集、整理
・更新計画の考え方
・工法の決定
・広島市の老朽管改良
・応急対策と資器材の整備
・飲料水の確保（緊急遮断弁、耐震性貯水槽）
・配水監視装置
・バックアップ体制の整備
・広島市の初動体制

広島市水道局
配水部安芸工事事務所

地方公共団体
講師が作成した講義テキスト
及び資料（ワード、パワーポイ
ントデータ）

英語 0.5日

16 浄水・配水・給水分野ディスカッション 演習 ・ディスカッション
広島市水道局
施設部計画課

地方公共団体 なし ― 0.5日

17 漏水防止研修 講義・演習

・漏水探知機・相関式漏水探知機の機器説明
・漏水探知機を使用した現場実習
・鉄管探知機の説明・現場実習
・水圧測定器、地中レーダー、流量測定器の機
器説明
・流量測定器等を使用した現場説明

フジテコム㈱
技術開発テストコース

民間
漏水防止技術講習（パワーポ
イントデータ）

英語 2日

18
自由研究①
配水管路の機能評価と改良計画の
策定

演習

・水圧・水質の実測
・水圧・水質データの分析
・給水区域拡大に伴う配水管の機能評価
・配水管路の再検討（機能確保の方法を選定）
・配水管路改良計画を策定

広島市水道局
配水部中工事事務所

地方公共団体
講師が作成した講義資料（パ
ワーポイントデータ）

英語 5日

19
自由研究②
地下漏水の計画的発見・修理

演習
・漏水調査作業（計画書作成、下見調査と戸別
音聴、管路選別と路面音聴、確認作業）
・修理作業

財団法人広島市水道サービス公社
維持課

水道分野関連団体 なし ― 5日

20 研究発表及び課題改善案発表 演習
・自由研究内容報告
・課題改善案発表

なし なし 各研修員のレポート 英語 1日
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21 現場調査実習 実習
配水管の新設工事の際に行なう、事前現地調
査（布設位置の確認、測量、市民への広報）等
の実習

札幌市水道局給水部北部配水管理事務
所

地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

22 給配水管工事現場見学 見学
配水管の布設状況、切替状況、埋戻状況、洗管
状況、舗装復旧状況の見学

札幌市水道局給水部北部配水管理事務
所

地方公共団体 特になし 日本語 1

23 給水装置の概要 講義・見学
給水装置の概要に寒冷地特有の特徴について
の講義と給配水技術研修所内に設置されてい
る研修用給水装置の見学

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

札幌の水道パンフレット（英語
版）　　　　　　給水装置の概要
（ワードファイル）

日本語 0.5

24 配水管の配管と漏水修理 実習
配水管の配管や漏水修理、仕切弁操作、配水
管洗管等について、給配水技術研修所の研修
用施設を利用した実習

札幌市水道局給水部西部配水管理事務
所

地方公共団体 漏水修理関係ムービー 日本語 0.5

25 水道施設及び研修場所視察 見学
仙台市水道局での各研修先及び水源（ダム）の
見学

仙台市水道局業務部総務課 地方公共団体 釜房ダムパンフレット 日本語 0.5

26 ジャーテスト実習 講義・実習
ジャーテストの説明と実習を行う。（高濁のケー
スも含む）

仙台市水道局浄水部水質検査課 地方公共団体 ジャーテスト（パワーポイント） 日本語 0.5

27
総合運転Ⅰ（管理室業務・ろ過池洗
浄等）

講義・見学
藻庭浄水場にて、浄水場における管理室業務、
各施設の維持管理、ろ過池洗浄など浄水場の
総合運転について説明及び見学

仙台市水道局浄水部茂庭浄水課茂庭浄
水場

地方公共団体 藻庭浄水場（パワーポイント） 日本語 0.5

28
総合運転Ⅱ（浄水場立上作業・
ジャーテスト・薬品手動注入・ろ過池
洗浄・浄水場停止）

講義・実習
熊ヶ根浄水場において、研修員に浄水場の運転
を実際に体験してもらう

仙台市水道局浄水部国見浄水課国見浄
水場

地方公共団体
熊ヶ根浄水場（ワードファイ
ル）

日本語 1

29
浄水プロセス・浄水場の構造、保守
点検

講義・見学・
実習

休止中の富田浄水場を活用し、普段目視できな
い浄水場の構造を見学
ろ過砂の保守点検を体験してもらう

仙台市水道局浄水部茂庭浄水課茂庭浄
水場

地方公共団体 富田浄水場（パワーポイント） 日本語 1

30 水源開発と藻類由来の諸問題 講義
水道水のカビ臭の原因となる、藻類の特徴を理
解し仙台市で実際に行なった事例を紹介しなが
ら、対策方法について説明する

東北工業大学 大学
水源開発と藻類由来の諸問
題（パワーポイント）

英語 0.5

31 漏水防止 講義
漏水率低減に必要な、漏水防止作業、漏水防止
対策、ブロック計量作業、配水量分析について
説明を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 漏水防止 日本語 1.5

32 ブロック計量作業 見学 ブロック計量作業源場の見学（減圧弁室内） 札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

33 漏水探知実習 実習
給配水技術研修所内にに設置されている、模擬
漏水探知施設や消火栓を利用し、漏水探知機
等の機器類を実際に操作する

札幌市水道局給水部給水課 （財）札幌
市水道ｻｰﾋﾞｽ協会管路維持課

地方公共団体
その他水道分野団体

漏水探知機等の実際に業務
で使用している機器類

日本語 1

34 浄水場等施設の設計 講義
浄水場等の施設に関する設計の考え方につい
ての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
浄水場等施設の設計（パワー
ポイント）

英語 0.5

35 井戸におけるポンプ施設の設計 講義
井戸におけるポンプ施設に関する設計の考え方
についての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
井戸におけるポンプ施設の設
計（パワーポイント）

英語 0.5

36 緊急貯水槽見学 講義・見学
災害時に使用する緊急貯水槽についての説明
と見学

札幌市水道局給水部南部配水管理事務
所

地方公共団体
緊急貯水槽（パワーポイント・
ワードファイル）

日本語 0.5
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37 配水管の管網解析（エパネット） 実習
管網解析ソフト（エパネット）を使用し、実際に配
水管の管網解析を実習する

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

管網解析ソフト（エパネット）、
説明及び実習用資料（エクセ
ルファイル・ワードファイル）

日本語 2

38 水生生物による水質判定 講義・実習
水生生物の生態の観点から水質管理を考え、
実際に河川で水生生物の採集観察を行う

（株）野生生物総合研究所 民間
水生生物による水質判定（パ
ワーポイント）

英語 1

39 札幌市水道記念館見学 見学
旧藻岩浄水場を活用して建設した札幌市水道
記念館の見学し市民ＰＲ等を学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体
札幌市水道記念館パンフレッ
ト

40 大倉山見学 見学
大倉山ジャンプ台敷地内に設置されている、配
水池を見学し敷地の有効活用について学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 大倉山ジャンプ台パンフレット

41 中間レポート作成 自習
これまでに学んだ内容から、アクションプランの
テーマになり得る研修項目をピックアップしレ
ポートを作成する

（財）日本国際協力センター　コーディ
ネーター（通訳）

その他 特になし ― 1

42 地下水水道施設見学 見学
地下水を水源とした浄水場施設の見学
（中五区水源送水場）

富良野市建設水道部上下水道課 地方公共団体
富良野市水道事業パンフレッ
ト

日本語 1

43 膜処理施設見学 見学
膜処理浄水場施設の見学
（西空知広域水道企業団浄水場）

西空知広域水道企業団工務浄水グルー
プ

地方公共団体
西空知広域水道企業団パンフ
レット　　　（ムービー）

日本語 1

44 緩速ろ過施設見学 見学
緩速ろ過浄水場施設とアース式ダム水源の見
学（奥沢水源・奥沢浄水場）

小樽市水道局浄水センター 地方公共団体
奥沢水源・奥沢浄水場（ワード
ファイル）

日本語 1

45 白川浄水場の概要 講義
浄水場の概要と日常の維持管理や薬品注入等
について説明

札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体

白川浄水場の概要（パワーポ
イント２種類）白川浄水場パン
フレット

英語 0.5

46
白川浄水場見学（汚泥処理施設含
む）

見学 浄水場各施設を細部にわたり見学 札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

47 中間レポート発表 演習
作成した中間レポートの発表し札幌市水道局、
ＪＩＣＡ札幌、ＪＩＣＡ専門員で質疑を行なう

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣ
Ａ札幌
ＪＩＣＡ専門員

地方公共団体
民間

各研修員が作成した中間レ
ポート（パワーポイント）

英語 0.5

48 井戸の掘削技術 講義
井戸の掘削、維持管理、既存井戸の改善等の
技術についての説明

㈱日さく西日本支社さく井部 民間
井戸の掘削技術（パワーポイ
ント）

日本語 0.5

49 井戸の掘削現場見学 見学 実際に施工中である井戸掘削現場の見学 ㈱日さく西日本支社さく井部 民間 上記資料を使用 日本語 0.5

50 東京都水の科学館見学 見学 水道施設の有効活用を見学する 東京都水道局水の科学館 地方公共団体

東京都水の科学館パンフレッ
ト、東京都水の科学館（ムー
ビー）

日本語 0.5

51 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場見学
講義・見学・

実習

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場の概要説明、工場
見学、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管特性の説明、配水用ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝ管接合実習を行う

クボタシーアイ㈱堺工場 民間

クボタシーアイ㈱堺工場パン
フレット、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
（パワーポイント）

日本語 0.5

52 オゾン処理施設 見学
オゾン処理浄水処理施設の見学
（尼崎浄水場）

阪神水道企業団尼崎浄水場 地方公共団体
阪神水道企業団尼崎浄水場
（パワーポイント）

日本語 0.5

53 ダクタイル鋳鉄管製造工場見学 見学
ダクタイル鋳鉄管製造工場の概要説明、工場見
学

㈱クボタ阪神工場 民間

㈱クボタ阪神工場パンフレッ
ト、㈱クボタ阪神工場（ムー
ビー）

日本語 0.5

54 水循環・リスク 講義
水循環とそのリスクについての下水等の観点か
らの説明

北海道大学教授 大学
水循環・リスク（パワーポイン
ト）

英語 1
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55 高度浄水処理 講義
高度浄水処理の概念について説明（オゾン処
理、膜処理等）

北海道大学教授 大学
高度浄水処理（パワーポイン
ト）

英語 1

56 水道計画概論 講義 水道の総合的計画について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体
水道計画概論（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

57 需要予測 講義 将来の需要予測の手法について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体

需要予測（パワーポイント・エ
クセルファイル・ワードファイ
ル）

日本語 0.5

58
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材
育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

講義
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄを例に上げ、水道技術者の人材育成の手法
について説明

ＪＩＣＡ国際協力専門員（技術士・水道部
門）

その他

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事
業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（パワー
ポイント）

英語 0.5

59 最終レポート作成指導 指導
各研修員のアクションプラン原案に対し個別に
作成指導を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアクショ
ンプラン原案（パワーポイント・
エクセルファイル・ワードファイ
ル等）

英語 1.5

60 最終レポート作成添削 指導
指導を元に修正されたアクションプランを個別に
添削を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアクショ
ンプラン（パワーポイント・ワー
ドファイル）

英語 2

61 最終レポート作成 自習 アクションプラン作成
（財）日本国際協力センター　コーディ
ネーター（通訳）

その他 ― 英語 0.5

62 世界の水道事情 講義 最近の世界の水道事情について説明 藤女子大学教授 大学
世界の水道事情（パワーポイ
ント）

英語 0.5

63 最終レポート発表準備 自習
レポート発表に向けた最終準備（翻訳時間も含
む）

（財）日本国際協力センター　コーディ
ネーター（通訳）

その他 ― 英語 2

64 最終レポート発表会 演習
各研修員が作成した自国の水道問題解消に向
けたアクションプランの発表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

各研修員が用意したアクショ
ンプラン（パワーポイント・ワー
ドファイル）

英語 0.5

65 最終評価会 ―
研修員が研修カリキュラム等を評価してもらい、
次年度以降の研修に活かす

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣ
Ａ札幌

地方公共団体
その他

― 英語 0.5
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・

演習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民

間・大学・　その他水道分
野関連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関
する研修内で
の実施時間
（何日など）

1 横浜市水道局概要 講義
横浜市の水道事業に関する基礎的データや歴

史などの概要
人材開発課 地方公共団体

Некоторые факты о водосна
бжении города Йокогама

ロシア語

2
ｶﾝﾄﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ、研修目的発表会、意

見交換会
演習

研修生参加国の水道行政について各研修生が
発表

なし なし
各国のカントリーレポート（パワー
ポイントデーター）

ロシア語

3
日本の水道に関する映像視聴

横浜市の水道事業運営
講義

ビデオ等の映像視聴を通して、日本の水道と横
浜市の水道事業の運営について学ぶ

水道記念館 地方公共団体

Памятный музей водопро
вода, технологический муз
ей водопров
Система водоснабжения Йок
огамы

ロシア語 ０．５日

4 横浜水道事業の歴史 講義
日本で最初に設立された横浜の水道事業の歴

史を学ぶ
水道記念館 地方公共団体

アクアの肖像（ビデオ）、Памятн
ый музей водопровода, те
хнологический музей водо
пров

英語
ロシア語

０．２５日

5 水道記念館,技術資料館 視察
水道記念館,技術資料館の見学をとおして水道

の歴史や災害対策の取組などを学ぶ
水道記念館 地方公共団体

Памятный музей водопровода, т
ехнологический музей водопров

ロシア語 ０．２５日

6 水源保全 講義
水道事業における水源の保全の重要性や保全

方法等を説明
浄水課 地方公共団体

Фонд Заповедника Доши

ロシア語 ０．５日

7 水質管理 講義 水源から給水栓までの水質管理について説明 水質課 地方公共団体

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  ВОДЫ  В
ГОРОДЕ  ЙОКОГАМА（ワード）、К
онтроль качества воды в водопров
одных сооружениях Йокогамы（パ
ワーポイント）

ロシア語 ０．５日

8 水源、ダム施設 視察 水源林やダム施設を実際に見学する
宮ｹ瀬ﾀﾞﾑ水とｴﾈﾙｷﾞｰ館

相模川水系広域ﾀﾞﾑ管理事務所
水源林管理所

地方公共団体
Дамба Миягасэ（PDF)、Общий оч
ерк о мембранных установках дер
евни Доси

ロシア語 １日

9
水運用計画と管理

水道計測設備
講義と視察

水運用計画の概要と管理方法などの説明
市内に設置している水道計測設備を実際に視

察
浄水課･設備課 地方公共団体

Система общего контроля Управле
ния по водоснабжению
Water Measurement Facilities
(English)、Измерительные аппарт
уры водопровода（Japanese）、Из
мерительные аппартуры водопров
ода（Japanese）、Detailed Table of
Durable Years (English)、Detailed
Table of Durable Years (English)

ロシア語
英語

日本語
０．５日

研修整理番号：⑤
和文名：地域別研修「中央アジア地域中小規模都市給水」
英文名：Region Focused Training Program"WATER SUPPLY IN SMALL AND MEDIUM SCALE CITIES IN CENTRAL ASIA"

１日
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10
水利権･水道計画

水需要予測･有収率
講義

水利権･水道計画
水需要予測･有収率

計画課 地方公共団体

ВИО стажеров(ワード）、Право на в
одопользован　＆　Прогноз потреб
ности воды(パワーポイント)、Long-
term Vision /Guideline for
construction、("Water Demand of
Yokohama City"）
Water Demand of Yokohama City
(English)、ВИО стажеров
（Japanese）

ロシア語
英語

日本語
０．５日

11 漏水管理 講義
無収水低減対策としての配水分析及び漏水発

見手法からデータの管理・活用までを説明
給水課 地方公共団体

Методы исследования утечки вод
ы(PDF)、Leakage Prevention Work
（English)、Leakage Repair
Picture(English)

ロシア語
英語

０．５日

12
視察（漏水修理工事）
実習（管路研修施設）

視察と実習

漏水修理工事の現場を視察し、工事の安全管
理等を学ぶ。漏水調査実習として音聴棒、漏水
探知器及び相関式漏水探知機による漏水発見
を体験する。漏水修理時の断水手法として、凍
結工法を紹介実際に研修施設で漏水調査の実
習を行う。

給水課 地方公共団体

Методы исследования утечки вод
ы　Leakage Prevention Work
（English)、Leakage Repair
Picture(English)

ロシア語
英語

０．５日

13
講義（配水ブロック管理)

講義（配水圧力残塩管理）
講義

配水ブロック管理の必要性やしくみなどを説明
配水圧力と残留塩素の管理方法について説明

給水課 地方公共団体

Контроль водораспределительны
х блоков, контроль давления вод
ы и концентрации остаточного хл
ора в системе распределения воды
(ワード）、Контроль водораспреде
лительных блоков（パワーポイン
ト）、Management of  Water Supply
Block System

ロシア語
英語

０．５日

14 給水装置維持管理 講義 給水装置維持管理 給水課 地方公共団体

Содержание и техническое обслуж
ивание оборудования для водоснаб
жения(ワード）、О сооружениях во
доснабжения（PDF)

ロシア語 ０．５日

15

講義（下水道経営）
視察(水再生ｾﾝﾀｰ）

視察(汚泥資源化ｾﾝﾀｰ)
視察(風力発電所)

講義と視察

・下水道経営の概要説明
・下水処理施設及び汚泥を資源化する施設の見

学
・横浜市の環境施策の取組である風力発電所を

見学

環境創造局
地球温暖化対策事業本部

地方公共団体

Управление системой водоотведе
ния　Северный Центр №2
（PDF)、Case study of
Environmental Management by a
Local Government - Hokubu Sludge
Recycle Center-

ロシア語
ロシア語

英語
１日

16
視察（取水施設、水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃ

ﾑ）
講義（浄水場運転維持管理）

講義と視察
視察（取水施設、水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ）

講義（浄水場運転維持管理）
寒川取水事務所 地方公共団体

Проспекты 1-4 (Водоочистная ста
нция Самукава)(ワード）、
SAMUKAWA Raw Water Intake
Office　(English)、Слайды о водоо
чистной станции Косудзумэ
KOSUZUME PURIFICATION PLANT
(English)、Introduction of
Kosuzume Purification Plant
(English)、Kinuta Purification Plant
& Kinuta Shimo P.P. (English)

ロシア語
英語

１日

17
視察（膜処理の浄水場）

視察（雨水利用）
講義と視察

最先端の膜処理技術を導入した浄水場の見学
雨水利用を導入した庁舎の見学

東京都水道局
墨田区役所

地方公共団体

Kinuta Purification Plant & Kinuta
Shimo P.P. (English)、Использован
ие дождевой воды（Japanese墨田
区役所の雨水利用）、Использование
дождевой воды（Japaneseすみだの
雨水利用(ガイド編））、Использован
ие дождевой воды（Japaneseすみ
だの雨水利用(マップ編））

ロシア語
日本語

１日
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18 図面管理 講義と視察
工事完成図の作成方法・管理方法及びマッピン

グシステムの運用方法について説明
給水課 地方公共団体

Outline of Pipeline Mapping
Information (English) 英語 ０．５日

19 意見交換会 演習
各国の水処理上の問題点について話し合うとと

もに、これまでの研修の振り返りを行う
なし なし なし -

20

講義(財政面から見た横浜水道の歩
み･経営計画の策定)

講義（財政収支計画の策定）
講義（料金改定）

講義

講義(財政面から見た横浜水道の歩み･経営計
画の策定)

講義（財政収支計画の策定）
講義（料金改定）

経営企画課 地方公共団体

История финансирования на водос
набжение в Йокогаме
Разработка программ хозяйствова
ния водоснабжения

ロシア語 １日

21 経営改善 講義
経営改善の必要性やKAIZEN運動など水道局の

各種取組を説明
経営企画課 地方公共団体

Улучшение хозяйствования

ロシア語 ０．５日

22 経年管更新 演習
老朽化した水道管の更新計画について概要説

明
給水課 地方公共団体

Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ａｇｅｄ ｐｉｐｅｓ
（パワーポイント）

英語 ０．５日

23
出前水道教室
地域ＳＣ業務

講義と視察

・出前水道教室の取組について目的・手法等の
概要を説明した上で、実際に小学校で行う出前

水道教室に参加してもらう。
・地域ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの業務について概要説明

港北･都筑地域SC 地方公共団体

Обновление устаревших труб

ロシア語 1日

24
水道料金

未納料金対策
講義

水道料金体系や減免制度、料金徴収の方法な
どの概要を説明。また、未納料金対策の必要性

や概要を説明
料金課 地方公共団体

Рейтинг бизнес связанных с ним
и материалов Иокогамской водоп
роводная бюро、Интернет систем
ы, используемые для администра
тивной работы, платежи за вод
у、О тарифах на(ワード）、Таблиц
а тарифов н（ワード）

ロシア語 ０．５日

25 水道料金事務オンラインシステム 講義と視察
料金システムの概要や運用方法、検診データ入
力用機器の取扱方法などを説明し、実際にサー

バー等システムを視察
料金課料 地方公共団体

Система оперативного доступа по
делам уплаты за усуги водоснабж
ения、Краткое описание деятельн
ости по снятию показаний、счетч
ика при помощи мобильного терм
инала（PDF)

ロシア語 ０．５日

26 広報･広聴 講義
横浜市水道局の行う広報メニューや広聴制度に

ついて具体的に説明
総務課 地方公共団体

Yokohama Public Relations and
Feedback (English) 英語 １日

27 お客様満足度向上 講義
お客様満足度の向上の必要性とそれに向けた

横浜市水道局の取組について説明
ｻｰﾋﾞｽ推進課 地方公共団体

Меры по повышению обслужи
О мерах по усилению улучшени ロシア語 ０．２５日

28
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務

お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
講義と視察

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務の概要を説明
実際にお客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰを見学して仕組みを

学ぶ
ｻｰﾋﾞｽ推進課 地方公共団体

Информирование общественности
и проведение общественных опрос
ов в г. Йокогама、Концепция "Це
нтра обслуживания клиентов Упр
авления водоснабжения г.Йокогам
а"（Japanese）（ワード）

ロシア語
日本語

０．５日
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29
組織・人事管理
昇任試験制度

講義
横浜市水道局の組織体制・人事管理方法及び

昇任試験制度の概要について説明 人事課 地方公共団体

Организация и кадровое управлен
ие（Japanese組織図・事務分掌概要）
(エクセル）、Схема системы повы
шения в должности（パワーポイン
ト）、Система экзаменов по продв
ижению кадров（Japanese初任給、
昇任、昇給）（ワード）、Система эк
заменов по продвижению кадров
（Japanese事務・技術給料表）（エク
セル）、Таблица изменения разряд
ов заработной платы в период пр
одвижения по службе（ワード）

ロシア語
日本語

０．５日

30 アクションプラン発表・意見交換会 演習
研修生が研修で学んだこと及びそれを帰国後ど
のように業務に生かしていくかについて各研修

生が発表
なし なし

各研修生のアクションプラン（パ
ワーポイントデーター）

日本語 1日

31 漏水防止 講義
漏水率低減に必要な、漏水防止作業、漏水防止
対策、ブロック計量作業、配水量分析について
説明を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 漏水防止 日本語 1.5

32 ブロック計量作業 見学 ブロック計量作業源場の見学（減圧弁室内） 札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

33 漏水探知実習 実習
給配水技術研修所内にに設置されている、模擬
漏水探知施設や消火栓を利用し、漏水探知機
等の機器類を実際に操作する

札幌市水道局給水部給水課 （財）札幌市
水道ｻｰﾋﾞｽ協会管路維持課

地方公共団体
その他水道分野団体

漏水探知機等の実際に業務で使
用している機器類

日本語 1

34 浄水場等施設の設計 講義
浄水場等の施設に関する設計の考え方につい
ての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
浄水場等施設の設計（パワーポイ
ント）

英語 0.5

35 井戸におけるポンプ施設の設計 講義
井戸におけるポンプ施設に関する設計の考え方
についての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
井戸におけるポンプ施設の設計
（パワーポイント）

英語 0.5

36 緊急貯水槽見学 講義・見学
災害時に使用する緊急貯水槽についての説明
と見学

札幌市水道局給水部南部配水管理事務
所

地方公共団体
緊急貯水槽（パワーポイント・ワー
ドファイル）

日本語 0.5

37 配水管の管網解析（エパネット） 実習
管網解析ソフト（エパネット）を使用し、実際に配
水管の管網解析を実習する

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

管網解析ソフト（エパネット）、説明
及び実習用資料（エクセルファイ
ル・ワードファイル）

日本語 2

38 水生生物による水質判定 講義・実習
水生生物の生態の観点から水質管理を考え、
実際に河川で水生生物の採集観察を行う

（株）野生生物総合研究所 民間
水生生物による水質判定（パワー
ポイント）

英語 1

39 札幌市水道記念館見学 見学
旧藻岩浄水場を活用して建設した札幌市水道
記念館の見学し市民ＰＲ等を学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 札幌市水道記念館パンフレット

40 大倉山見学 見学
大倉山ジャンプ台敷地内に設置されている、配
水池を見学し敷地の有効活用について学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 大倉山ジャンプ台パンフレット

41 中間レポート作成 自習
これまでに学んだ内容から、アクションプランの
テーマになり得る研修項目をピックアップしレ
ポートを作成する

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 特になし ― 1

42 地下水水道施設見学 見学
地下水を水源とした浄水場施設の見学
（中五区水源送水場）

富良野市建設水道部上下水道課 地方公共団体 富良野市水道事業パンフレット 日本語 1

- 30 -



43 膜処理施設見学 見学
膜処理浄水場施設の見学
（西空知広域水道企業団浄水場）

西空知広域水道企業団工務浄水グループ 地方公共団体
西空知広域水道企業団パンフレッ
ト　　　（ムービー）

日本語 1

44 緩速ろ過施設見学 見学
緩速ろ過浄水場施設とアース式ダム水源の見
学（奥沢水源・奥沢浄水場）

小樽市水道局浄水センター 地方公共団体
奥沢水源・奥沢浄水場（ワードファ
イル）

日本語 1

45 白川浄水場の概要 講義
浄水場の概要と日常の維持管理や薬品注入等
について説明

札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体
白川浄水場の概要（パワーポイン
ト２種類）白川浄水場パンフレット

英語 0.5

46
白川浄水場見学（汚泥処理施設含
む）

見学 浄水場各施設を細部にわたり見学 札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

47 中間レポート発表 演習
作成した中間レポートの発表し札幌市水道局、
ＪＩＣＡ札幌、ＪＩＣＡ専門員で質疑を行なう

札幌市水道局総務部財務企画課　ＪＩＣＡ
札幌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩ
ＣＡ専門員

地方公共団体
民間

各研修員が作成した中間レポート
（パワーポイント）

英語 0.5

48 井戸の掘削技術 講義
井戸の掘削、維持管理、既存井戸の改善等の
技術についての説明

㈱日さく西日本支社さく井部 民間 井戸の掘削技術（パワーポイント） 日本語 0.5

49 井戸の掘削現場見学 見学 実際に施工中である井戸掘削現場の見学 ㈱日さく西日本支社さく井部 民間 上記資料を使用 日本語 0.5

50 東京都水の科学館見学 見学 水道施設の有効活用を見学する 東京都水道局水の科学館 地方公共団体
東京都水の科学館パンフレット
東京都水の科学館（ムービー）

日本語 0.5

51 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場見学
講義・見学・

実習

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場の概要説明、工場
見学、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管特性の説明、配水用ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝ管接合実習を行う

クボタシーアイ㈱堺工場 民間

クボタシーアイ㈱堺工場パンフ
レット、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（パワー
ポイント）

日本語 0.5

52 オゾン処理施設 見学
オゾン処理浄水処理施設の見学
（尼崎浄水場）

阪神水道企業団尼崎浄水場 地方公共団体
阪神水道企業団尼崎浄水場（パ
ワーポイント）

日本語 0.5

53 ダクタイル鋳鉄管製造工場見学 見学
ダクタイル鋳鉄管製造工場の概要説明、工場見
学

㈱クボタ阪神工場 民間
㈱クボタ阪神工場パンフレット
㈱クボタ阪神工場（ムービー）

日本語 0.5

54 水循環・リスク 講義
水循環とそのリスクについての下水等の観点か
らの説明

北海道大学教授 大学 水循環・リスク（パワーポイント） 英語 1

55 高度浄水処理 講義
高度浄水処理の概念について説明（オゾン処
理、膜処理等）

北海道大学教授 大学 高度浄水処理（パワーポイント） 英語 1

56 水道計画概論 講義 水道の総合的計画について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体 水道計画概論（パワーポイント） 日本語 0.5

57 需要予測 講義 将来の需要予測の手法について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体
需要予測（パワーポイント・エクセ
ルファイル・ワードファイル）

日本語 0.5

58
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人
材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

講義
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄを例に上げ、水道技術者の人材育成の手法
について説明

ＪＩＣＡ国際協力専門員（技術士・水道部
門）

その他
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人
材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（パワーポイント）

英語 0.5

59 最終レポート作成指導 指導
各研修員のアクションプラン原案に対し個別に
作成指導を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアクションプ
ラン原案（パワーポイント・エクセ
ルファイル・ワードファイル等）

英語 1.5

60 最終レポート作成添削 指導
指導を元に修正されたアクションプランを個別に
添削を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアクションプ
ラン（パワーポイント・ワードファイ
ル）

英語 2

61 最終レポート作成 自習 アクションプラン作成
（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― 英語 0.5
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62 世界の水道事情 講義 最近の世界の水道事情について説明 藤女子大学教授 大学 世界の水道事情（パワーポイント） 英語 0.5

63 最終レポート発表準備 自習
レポート発表に向けた最終準備（翻訳時間も含
む）

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― 英語 2

64 最終レポート発表会 演習
各研修員が作成した自国の水道問題解消に向
けたアクションプランの発表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

各研修員が用意したアクションプ
ラン（パワーポイント・ワードファイ
ル）

英語 0.5

65 最終評価会 ―
研修員が研修カリキュラム等を評価してもらい、
次年度以降の研修に活かす

札幌市水道局総務部財務企画課　ＪＩＣＡ
札幌

地方公共団体
その他

― 英語 0.5
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・

演習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民間・
大学・　その他水道分野関

連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関
する研修内で
の実施時間
（何日など）

1 横浜水道事業の歴史 講義
日本で最初に設立された横浜の水道事業の歴
史を学ぶ

水道記念館 地方公共団体 ビデオ「アクアの肖像」英語版 英語 ０．２５日

2 水道記念館,技術資料館 視察
水道記念館,技術資料館の見学をとおして水道
の歴史や災害対策の取組などを学ぶ

水道記念館 地方公共団体

YOKOHAMA SUIDO
KINENKAN (The Yokohama
Waterworks Commemoration
Hall) （ワード）

英語 ０．２５日

3 横浜市水道局概要 講義
横浜市の水道事業に関する基礎的データや歴
史などの概要

国際協力専門委員 地方公共団体
Introduction of Yokohama
Waterworks Ｂureau（パワーポ
イント）

英語

4
ｶﾝﾄﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ、研修目的発表会、意

見交換会
演習

研修生参加国の水道行政について各研修生が
発表

なし なし
各国のカントリーレポート（パ
ワーポイントデーター）

英語

5 組織・人事管理 講義
横浜市水道局の組織体制・人事管理方法等の
概要について説明

人事課 地方公共団体
Organaization & Personnel
management（パワーポイント）

英語 ０．５日

6 経営計画・財政収支計画 講義
長期ビジョンや中期経営計画・財政収支計画等
について説明

経営企画課 地方公共団体

Yokohama's Water Utility
Management Plan/ Fiscal
Revenue and Expenditure Plan
（パワーポイント）

英語 ０．５日

7 広報活動 講義
横浜市水道局の行う広報メニューについて具体
的に説明

総務課 地方公共団体
Yokohama Public Relations
and Feedback （パワーポイン
ト）

英語 ０．２５日

8 お客様満足度向上 講義
お客様満足度の向上の必要性とそれに向けた
横浜市水道局の取組について説明

ｻｰﾋﾞｽ推進課 地方公共団体
Initiatives for Improvement of
Customer Service （パワーポ
イント）

英語 ０．２５日

9 水道料金体系と徴収方法 講義
水道料金体系や減免制度、料金徴収の方法な
どの概要を説明

料金課 地方公共団体
Rate Operations Training （パ
ワーポイント）

英語 ０．２５日

10 水道料金未納対策 講義 未納料金対策の必要性や概要を説明 料金課 地方公共団体
The Introduction of Credit
Card Payments （パワーポイン
ト）

英語 ０．２５日

11 水質管理 講義 水源から給水栓までの水質管理について説明 水質課 地方公共団体
Water Quality Management of
Yokohama Waterworks
（パワーポイント）

英語 ０．５日

12
水質相談サービス、水質診断サービ

ス
講義

お客さまを対象とした水質相談や水質診断の
サービスについて概要を説明

水質課 地方公共団体
Water quality  consultation
2008 （パワーポイント）

英語 ０．５日

13
水道計画･水利権・水需要予測･有

収率
講義

水利権及び水需要予測の計画作成手法を中心
に説明

計画課 地方公共団体
Water Demand Prediction and
Accounted-for Water Ratio
（パワーポイント）

英語 ０．５日

研修整理番号⑥
和文名：集団研修「都市上水道技術者養成」
英文名：Group Training Program"URBAN WATERWORKS ENGINEERING"

１日
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14
水運用計画と管理

水道計測設備
講義
視察

水道局全体の水運用計画作成・運用及び水道
計測設備の概要説明及び水道計測設備の現地
視察を実施

浄水課 地方公共団体
Water Supply Operation Total
Management System （パワー
ポイント）

英語 ０．５日

15 給水装置維持管理 講義
給水装置の構造・使用材料及び維持管理につ
いて説明

保全課 地方公共団体
Operation and Maintenance of
Water Service Installation （パ
ワーポイント）

英語 ０．５日

16 水道メータ管理 講義
水道メータの構造・管理方法及びメータの品質
管理としてメータの性能検査を実施

保全課 地方公共団体
Water Meter Basics （パワー
ポイント）

英語 ０．５日

17 工事完成図の管理 講義
工事完成図の作成方法・管理方法及びマッピン
グシステムの運用方法について説明

給水課 地方公共団体

Pipeline Mapping Information
Section Yokohama
Waterworks Bureau （パワーポ
イント）

英語 ０．５日

18 配水ブロック管理、経年管更新計画 講義
配水ブロック管理の基本的な考え方及び経年管
の定義から具体的な更新計画について説明

給水課 地方公共団体
Management of  Water Supply
Block System （パワーポイン
ト）

英語 ０．５日

19 無収水低減対策・漏水防止 講義
無収水低減対策としての配水分析及び漏水発
見手法からデータの管理・活用までを説明

給水課 地方公共団体

Welcome to Yokohama Water
Works Bureau, Leakage
Management Section （パワー
ポイント）

英語 ０．５日

20
漏水調査実習

（漏水修理・漏水調査）
演習

漏水調査実習として音聴棒、漏水探知器及び相
関式漏水探知機による漏水発見を体験する。漏
水修理時の断水手法として、凍結工法を紹介

給水課 地方公共団体

Training Yard for Pipeline
Maintenance８パンフレット）,
Training Yard for Leakage
Survey（ワード）

英語 ０．５日

21 浄水場の運転管理 講義
浄水場における着水井～沈殿地～ろ過池まで
のプロセス管理を説明すると共に現地を視察。
薬品注入設備及び水質計器等を視察

小雀浄水場 地方公共団体
Introduction of  Kosuzume
Purification Plant （パワーポイ
ント）

英語 ０．５日

22 浄水場機械・電気設備の維持管理 講義
電気・機械設備の耐用年数及び点検方法など
の維持管理について説明。
取水ポンプ所及び配水ポンプ所を視察

小雀浄水場 地方公共団体
Samukawa Raw Water Intake
Office （パワーポイント）

英語 ０．５日

23 雨水利用 視察 雨水利用を導入した庁舎の見学 墨田区役所 地方公共団体

Sumida Rainwater Utilization
Guide and Map Guid（パンフ
レット）,やってみよう！雨水利
用（パンフレット）

英語
日本語

０．５日

24 高度処理浄水場 視察 最先端の膜処理技術を導入した浄水場の見学 東京都水道局三園浄水場 地方公共団体
Summary of Misono
Purification Plant（pdf）

英語 ０．５日

25 水源、取水施設 視察
実際に見学をとおして水源林の保全や取水施
設の重要性を学ぶ

水源林管理所
青山水源事務所

地方公共団体
The Doshi watershed
cultivation forests （パンフレッ
ト）, 青山沈殿地説明看板

英語
日本語

１日

26 出前水道教室 講義、視察
出前水道教室の取組について目的・手法等の
概要を説明した上で、実際に小学校で行う出前
水道教室に参加してもらう

戸塚･泉地域SC 地方公共団体 なし 日本語 １日

27 アクションプラン発表・意見交換会 演習
研修生が研修で学んだこと及びそれを帰国後ど
のように業務に生かしていくかについて各研修
生が発表

なし なし
各研修生のアクションプラン
（パワーポイントデーター）

英語 １日
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28
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務

お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
講義と視察

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務の概要を説明
実際にお客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰを見学して仕組みを

学ぶ
ｻｰﾋﾞｽ推進課 地方公共団体

Информирование общественно
сти и проведение общественн
ых опросов в г. Йокогама, Кон
цепция "Центра обслуживания
клиентов Управления водосна
бжения г.Йокогама"
（Japanese）（ワード）

ロシア語
日本語

０．５日

29
組織・人事管理
昇任試験制度

講義
横浜市水道局の組織体制・人事管理方法及び

昇任試験制度の概要について説明 人事課 地方公共団体

Организация и кадровое управ
ление（Japanese組織図・事務分
掌概要）(エクセル）, Схема сист
емы повышения в должности
（パワーポイント）, Система эк
заменов по продвижению кадр
ов（Japanese初任給、昇任、昇
給）（ワード）, Система экзаме
нов по продвижению кадров
（Japanese事務・技術給料表）
（エクセル）, Таблица изменен
ия разр

ロシア語
日本語

０．５日

30 アクションプラン発表・意見交換会 演習
研修生が研修で学んだこと及びそれを帰国後ど
のように業務に生かしていくかについて各研修

生が発表
なし なし

各研修生のアクションプラン
（パワーポイントデーター）

日本語 1日

31 漏水防止 講義
漏水率低減に必要な、漏水防止作業、漏水防止
対策、ブロック計量作業、配水量分析について
説明を行なう

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 漏水防止 日本語 1.5

32 ブロック計量作業 見学 ブロック計量作業源場の見学（減圧弁室内） 札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

33 漏水探知実習 実習
給配水技術研修所内にに設置されている、模擬
漏水探知施設や消火栓を利用し、漏水探知機
等の機器類を実際に操作する

札幌市水道局給水部給水課 （財）札幌市
水道ｻｰﾋﾞｽ協会管路維持課

地方公共団体
その他水道分野団体

漏水探知機等の実際に業務
で使用している機器類

日本語 1

34 浄水場等施設の設計 講義
浄水場等の施設に関する設計の考え方につい
ての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
浄水場等施設の設計（パワー
ポイント）

英語 0.5

35 井戸におけるポンプ施設の設計 講義
井戸におけるポンプ施設に関する設計の考え方
についての説明

㈱日水コン北海道支所水道部 民間
井戸におけるポンプ施設の設
計（パワーポイント）

英語 0.5

36 緊急貯水槽見学 講義・見学
災害時に使用する緊急貯水槽についての説明
と見学

札幌市水道局給水部南部配水管理事務
所

地方公共団体
緊急貯水槽（パワーポイント・
ワードファイル）

日本語 0.5

37 配水管の管網解析（エパネット） 実習
管網解析ソフト（エパネット）を使用し、実際に配
水管の管網解析を実習する

札幌市水道局給水部給水課 地方公共団体

管網解析ソフト（エパネット）、
説明及び実習用資料（エクセ
ルファイル・ワードファイル）

日本語 2

38 水生生物による水質判定 講義・実習
水生生物の生態の観点から水質管理を考え、
実際に河川で水生生物の採集観察を行う

（株）野生生物総合研究所 民間
水生生物による水質判定（パ
ワーポイント）

英語 1

39 札幌市水道記念館見学 見学
旧藻岩浄水場を活用して建設した札幌市水道
記念館の見学し市民ＰＲ等を学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体
札幌市水道記念館パンフレッ
ト

40 大倉山見学 見学
大倉山ジャンプ台敷地内に設置されている、配
水池を見学し敷地の有効活用について学ぶ

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 大倉山ジャンプ台パンフレット

41 中間レポート作成 自習
これまでに学んだ内容から、アクションプランの
テーマになり得る研修項目をピックアップしレ
ポートを作成する

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 特になし ― 1

42 地下水水道施設見学 見学
地下水を水源とした浄水場施設の見学
（中五区水源送水場）

富良野市建設水道部上下水道課 地方公共団体
富良野市水道事業パンフレッ
ト

日本語 1
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43 膜処理施設見学 見学
膜処理浄水場施設の見学
（西空知広域水道企業団浄水場）

西空知広域水道企業団工務浄水グループ 地方公共団体
西空知広域水道企業団パンフ
レット　　　（ムービー）

日本語 1

44 緩速ろ過施設見学 見学
緩速ろ過浄水場施設とアース式ダム水源の見
学（奥沢水源・奥沢浄水場）

小樽市水道局浄水センター 地方公共団体
奥沢水源・奥沢浄水場（ワード
ファイル）

日本語 1

45 白川浄水場の概要 講義
浄水場の概要と日常の維持管理や薬品注入等
について説明

札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体

白川浄水場の概要（パワーポ
イント２種類）白川浄水場パン
フレット

英語 0.5

46
白川浄水場見学（汚泥処理施設含
む）

見学 浄水場各施設を細部にわたり見学 札幌市水道局給水部白川浄水場 地方公共団体 上記資料を使用 日本語 0.5

47 中間レポート発表 演習
作成した中間レポートの発表し札幌市水道局、
ＪＩＣＡ札幌、ＪＩＣＡ専門員で質疑を行なう

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣＡ
札幌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩ
ＣＡ専門員

地方公共団体
民間

各研修員が作成した中間レ
ポート（パワーポイント）

英語 0.5

48 井戸の掘削技術 講義
井戸の掘削、維持管理、既存井戸の改善等の
技術についての説明

㈱日さく西日本支社さく井部 民間
井戸の掘削技術（パワーポイ
ント）

日本語 0.5

49 井戸の掘削現場見学 見学 実際に施工中である井戸掘削現場の見学 ㈱日さく西日本支社さく井部 民間 上記資料を使用 日本語 0.5

50 東京都水の科学館見学 見学 水道施設の有効活用を見学する 東京都水道局水の科学館 地方公共団体

東京都水の科学館パンフレッ
ト, 東京都水の科学館（ムー
ビー）

日本語 0.5

51 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場見学
講義・見学・

実習

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管製造工場の概要説明、工場
見学、配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管特性の説明、配水用ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝ管接合実習を行う

クボタシーアイ㈱堺工場 民間

クボタシーアイ㈱堺工場パン
フレット, 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（パ
ワーポイント）

日本語 0.5

52 オゾン処理施設 見学
オゾン処理浄水処理施設の見学
（尼崎浄水場）

阪神水道企業団尼崎浄水場 地方公共団体
阪神水道企業団尼崎浄水場
（パワーポイント）

日本語 0.5

53 ダクタイル鋳鉄管製造工場見学 見学
ダクタイル鋳鉄管製造工場の概要説明、工場見
学

㈱クボタ阪神工場 民間
㈱クボタ阪神工場パンフレット,
㈱クボタ阪神工場（ムービー）

日本語 0.5

54 水循環・リスク 講義
水循環とそのリスクについての下水等の観点か
らの説明

北海道大学教授 大学
水循環・リスク（パワーポイン
ト）

英語 1

55 高度浄水処理 講義
高度浄水処理の概念について説明（オゾン処
理、膜処理等）

北海道大学教授 大学
高度浄水処理（パワーポイン
ト）

英語 1

56 水道計画概論 講義 水道の総合的計画について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体
水道計画概論（パワーポイン
ト）

日本語 0.5

57 需要予測 講義 将来の需要予測の手法について説明 札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体

需要予測（パワーポイント・エ
クセルファイル・ワードファイ
ル）

日本語 0.5

58
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材
育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

講義
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄを例に上げ、水道技術者の人材育成の手法
について説明

ＪＩＣＡ国際協力専門員（技術士・水道部
門）

その他

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ水道のおける水道事
業人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（パワー
ポイント）

英語 0.5

59 最終レポート作成指導 指導
各研修員のアクションプラン原案に対し個別に
作成指導を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアクショ
ンプラン原案（パワーポイント・
エクセルファイル・ワードファイ
ル等）

英語 1.5

60 最終レポート作成添削 指導
指導を元に修正されたアクションプランを個別に
添削を行う

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体

各研修員が用意したアクショ
ンプラン（パワーポイント・ワー
ドファイル）

英語 2

61 最終レポート作成 自習 アクションプラン作成
（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― 英語 0.5
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62 世界の水道事情 講義 最近の世界の水道事情について説明 藤女子大学教授 大学
世界の水道事情（パワーポイ
ント）

英語 0.5

63 最終レポート発表準備 自習
レポート発表に向けた最終準備（翻訳時間も含
む）

（財）日本国際協力センター　コーディネー
ター（通訳）

その他 ― 英語 2

64 最終レポート発表会 演習
各研修員が作成した自国の水道問題解消に向
けたアクションプランの発表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

各研修員が用意したアクショ
ンプラン（パワーポイント・ワー
ドファイル）

英語 0.5

65 最終評価会 ―
研修員が研修カリキュラム等を評価してもらい、
次年度以降の研修に活かす

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣＡ
札幌

地方公共団体
その他

― 英語 0.5
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視
察・演習

簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民間・大
学・　その他水道分野関連団

体等）

使用教材
P:　パワーポイントデータ

講義で使用した
資料の言語

その内容に関する
研修内での実施時

間（何日など）

1 日本水道協会の役割 講義
日本水道協会の業務と役割に関する説明。水
道に関わる国際活動に関する説明。

（社）日本水道協会研修国際部国際課 水道分野関連団体 P:Profile JWWA 英語 1時間

2 日本の水道経営・水道料金 講義 水道経営、水道料金に関する概略的な説明。 (社)日本水道協会研修国際部国際課 水道分野関連団体 P:Water Supply on Japan 他1 英語 1．5時間

3
日本の水道行政組織及び機構・
水道法解説

講義
水道行政組織及び機構・水道法に関する説
明。

厚生労働省健康局水道課水道計画指導
室

国
P:Policy and Administration of Water
Supply in Japan 他1

英語 2時間

4 日本の水資源開発 講義
日本における水資源管理の特性とその開発に
関する説明。

国土交通省土地・水資源局水資源部水
資源計画課総合水資源管理戦略室

国
P:Outline of the Water Resources
Policy in Japan

英語 2．5時間

5 カントリーレポート発表 演習
カントリーレポート・アクションプラン1st
の発表。

(社)日本工業用水協会 水道分野関連団体 P:各国のカントリーレポート 英語 5時間

6 水道基本計画演習（概論） 演習
地形図・都市計画図から配水管網を設計さ
せ、基本的な手法を説明。

(社)日本工業用水協会 水道分野関連団体
福山市地図, 福山市の人口、給水区
域等演習の題材資料

英語 2．5時間

7 浄水処理概論 講義
浄水処理全般及び膜処理技術に関する理論的
解説。

北海道大学環境ﾅﾉ・ﾊﾞｲｵ工学研究ｾﾝﾀｰ 大学
P:Membrane Technology for Water
Purification 他1

英語 2時間

8
取水・貯水・導送配水施設/給水
装置

講義
取水・貯水・導送配水施設の概要及びその仕
組みについての解説。

（社）日本水道協会日本水道協会水道
技術総合研究所

水道分野関連団体
P:Water Source,Intake and Storage
他2

英語 5時間

9 札幌市水道局の概要 講義
取水・浄水・配水等について市域図等を用い
て解説。

札幌市水道局給水部計画課 地方公共団体 P:Outline of Sapporo Waterworks 英語 3時間

10
水質管理（水質自動監視装置見
学含む）

講義・見学
白川浄水場の運転管理と、水質監視システム
について説明。

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 2時間

11
白川浄水場・取水堰・ダム・水質
自動監視装置見学

見学
白川浄水場で水質管理の実際を見学し、水道
記念館を見学する。

札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 2．5時間

12 凝集とフロック生成 講義 凝集処理に関する理論的解説。 北海道大学大学院工学研究科 大学 P:Water Quality Control Engineering 英語 2時間

13 ジャーテスト 演習 ２グループに分かれジャーテスト実習。 北海道大学大学院工学研究科 大学 Jar Test 英語 2．5時間

14 浄水場の運転管理 講義 浄水場の運転管理手法についての説明。 札幌市水道局給水部藻岩浄水場 地方公共団体 Plant Operation 英語 2．5時間

15 西野浄水場施設見学 見学 ろ過池の逆流洗浄等を含む浄水場見学。 札幌市水道局給水部藻岩浄水場 地方公共団体 The Nishino Water Purification Plant 英語 30分

16 浄水場運転管理演習 演習 浄水場運転に関する計算実習。 札幌市水道局給水部藻岩浄水場 地方公共団体 演習用問題集 英語 1時間

17 西野取水場見学 見学 取水場へ行き見学。 札幌市水道局総務部財務企画課 地方公共団体 なし なし 30分

18 取水施設の計画・設計 講義
取水施設の設計について、その概論及び既設
施設の実例に基づいて説明。

㈱日水コン水道本部 民間
P:Planning & Design of Intake
Facilities

英語 5時間

P:Water Quality Management of
Sapporo 他パンフレット3部

英語

研修整理番号⑦
和文名：上水道施設技術
英文名：ENGINEERING ON WATER SUPPLY SYSTEMS
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19 水道用特殊継手工場見学 見学
継手工場見学、不断水工法等のデモンスト
レーション。

大成機工㈱三田工場技術部技術サービ
スグループ

民間 大成機工株式会社　パンフレット 英語 3時間

20
オゾンシステムの運用と維持管
理

講義・見学
オゾン処理の理論と、原料供給や施設設計に
関する説明。

三菱電機㈱神戸製作所社会システム第
一部環境システム課

民間
P:Advanced Ozone Water Purification
Processing System 他　三菱電機株
式会社　パンフレット2部

英語 2．5時間

21 配水システム 講義
配水管理の理論的解説、並びに最新配水管理
システムのデモンストレーション。

㈱創発システム研究所 民間
P:Operation and Maintenance of
Water Distribution Control &
Managemant System 他1

英語 2．5時間

22 水道技術国際シンポジウム 講義
最新技術に関する講演、海外報告を聴講す
る。

なし なし 水道技術国際シンポジウム　講演集 英語 8時間

23
耐震工法と震災対策・尼崎浄水
場見学

見学

企業団の概要説明の後、阪神・淡路大地震で
甚大な被害を受けた水道施設の復旧、耐震工
法を導入した水道の復旧事業に関する説明。
災害対策、災害時対応に関する説明。

阪神水道企業団技術部工務課 地方公共団体
P:Outline of facilities of Hansihn
Water Supply Authority 他3　阪神水
道企業団　パンフレット1部

英語 5時間

24
鉄バクテリアを利用した地下水
浄水処理

講義・見学
地下水中に生息する鉄バクテリアを利用した
自然ろ過処理に関する説明、並びに施設見
学。

城陽市上下水道部工務課 地方公共団体 Measures of Iron and Manganese 英語 4時間

25 水源の水質汚濁 講義
汚染源別に分類し、その特徴と汚染物質を説
明。

横浜市水道局浄水部小雀浄水場 地方公共団体 P:Pollution around Water Source 英語 2．5時間

26 日本の水質管理 講義
水質管理のための規制の実態と水質基準の変遷
などを説明。

横浜市水道局浄水部小雀浄水場 地方公共団体
P:Water Quality Management of
Japan 他1

英語 2．5時間

27 地下水の探査技術 講義
地下水の存在形態と電気探査技術に関する説
明。

㈱日さく海外営業部 民間
P:Groundwater Prospecting in
UGANDA 他1

英語 2．5時間

28 地下水の放射能探査方法 講義
放射能探査技術を利用した地下水探査に関す
る説明。

㈱日さく調査部環境地質課 民間
Exploration method of Groundwater
他2

英語 2．5時間

29 ダクタイル鋳鉄管工場見学 見学
ダクタイル鋳鉄管の特性に関する説明、製造
工場の見学。

(株)クボタ鉄管海外事業推進部 民間 株式会社クボタダクタイル管工場案内 英語 2．5時間

30
凝集沈澱処理の除去性と水質
管理

講義
浄水処理における凝集・沈澱処理の理論と水
質管理手法に関する説明。

(財)給水工事技術振興財団 水道分野関連団体
P:Removal of Pollutnts by Chemical
Coagulation and Water Quarity
Managemant 他2

英語 5時間

31 地下水技術 講義
地下水及び帯水層の性質と井戸における水理
学に関する説明。

日本工業用水協会地下水技術センター 水道分野関連団体 Groundwater Engineering 他1 英語 5時間

32
膜処理施設の設計・運転・維持
管理

講義
膜に関する基本的概論の説明、世界で採用さ
れている膜処理の実例の説明。

水道機工(株)環境・海外事業本部技術
部海外技術グループ
東レ(株)メンブレン事業第二部営業技
術担当課

民間
P:Introduction of Me,brane Filtration
System for Waterworks in Japan 他1
部

英語 2．5時間

33 膜処理施設 見学 膜処理を用いている砧浄水場を見学。
東京都水道局東村山浄水管理事務所砧
浄水場

地方公共団体 砧浄水場　パンフレット2部 英語 1．5時間

34 東京都の漏水防止対策 講義
東京都における漏水管理及び漏水探査手法の
説明。

東京都水道局東部第一支所給水課
東京都水道局給水部給水課

地方公共団体
Prevention of Water Leakage in
Tokyo 他1

英語 2．5時間
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35 漏水探査演習 演習
研修フィールドにて実際の漏水探査機器を使
用し漏水探査実習及び東京都職員によるデモ
ンストレーション見学。

東京都水道局研修・開発センター 地方公共団体 なし 英語 1．5時間

36 配水管布設における開削工法 講義 開削工事の進行、使用機器等に関する説明。
さいたま市水道局給水部南部水道建設
課

地方公共団体 さいたま市の水道　パンフレット 英語 2．5時間

37
さいたま市水道総合センター見
学

見学 さいたま市水道総合センター見学。 さいたま市水道局給水部水道計画課 地方公共団体 水道総合センター　パンフレット 英語 2時間

38 アクションプラン中間発表 演習
カントリーレポート・アクションプラン2nd
の発表。

(社)日本工業用水協会 水道分野関連団体 P:研修員アクションプラン中間発表 英語 5時間

39 )配水施設の運転管理 講義 配水施設の運転管理手法についての説明。 横浜市水道局給水部南部工事課 地方公共団体
P:Distribution Facilities Management
in Yokohama 他1

英語 5時間

40 雨水処理・再利用施設見学 講義・見学 雨水利用の有効性説明と、実例の紹介。
東邦大学客員教授・雨水市民の会事務
局

水道分野関連団体

Installation and Maintenance Manual
for Skywater Harvesting Utilization(購
入テキスト) 他　環境ふれあい館　パ
ンフレット

英語 5時間

41 業務指標による経営改善 講義
業務指標を活用したベンチマーキングについ
て説明。

(社)日本水道協会水道技術総合研究所 水道分野関連団体
P:Guidelines for the management and
assessment of a drinking water supply
service

英語 5時間

42 途上国の水処理技術 講義 途上国の水処理の現状を説明。 JICA国際協力専門家 国
P:Water Treatment Process
Technology in Deveroping Countries

英語 2．5時間

43 緩速ろ過浄水場見学 見学 緩速ろ過施設についての説明、見学。 高崎市水道局水道記念館 地方公共団体 Water Service Bureau Takasaki City 英語 2時間

44 バルブ工場見学 見学
会社概要説明の後、バルブに関する説明と工
場見学。

前澤工業㈱埼玉製造所業務部 民間 前澤工業株式会社　パンフレット2部
英語・日本語

各1
3時間

45
地下水利用施設（水源地・井戸・
浄水場）見学

見学
太田市水道の概要説明の後、水源地、井戸、
配水塔及び渡良瀬・利根浄水場を見学。

太田市水道局水道総務課 地方公共団体 Waterworks of Ota City 英語 5．5時間

46 ポンプの理論 講義・見学
ポンプの種類・構造・選定に関する基礎的事
項の説明。ポンプ製造工場の見学。

(株)日立プラントテクノロジーポン
プ・送風機設計部

民間
PDF:Engneerig on Water Supply
Systems 他　株式会社日立プラントテ
クノロジー　パンフレット2部

英語 4時間

47 漏水防止対策の策定 講義・演習 漏水防止対策策定の説明。 東京都水道局給水部給水課 地方公共団体 P:Planning for Leakage Prevention 英語 5時間

48 管網計算・パソコンの活用 講義・演習
水道基本計画で用いる管網計算の手法の解
説。

(社)日本工業用水協会 水道分野関連団体
Water Distribution Networks Analysi
他2

英語 5時間

49 水道基本計画 講義・演習
水道計画における基礎的な事項（需要予測、
水源・配水量の決定等）に関する説明。

神奈川県内広域水道企業団技術部浄水
計画課

地方公共団体
Basic planning for Water Supply
System 他1

英語 5時間

50 水需要予測と管路の水理学 講義
水需要予測、配水管内における水力学に関す
る理論的解説。

首都大学東京大学院工学研究科 大学

Introduction to Water Demand
Forecasting 他3, 首都大学東京　パン
フレット, Pipe Flow Systems,
Hydraulics of Pipe Flows

英語 4．5時間
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51 水道基本計画演習 演習

複数の講師によるアドバイスのもと、実在す
る都市（京都府福知山市）の地図を用い、自
ら行った都市計画・需要予測の結果をもとに
浄水場・配水池・導水管・配水管・消化栓を
適切に設計、配置し、水道システムを完成さ
せる。パソコンを使用し、シンプルなソフト
ウェアで数値のチェックなどを行う。終了後
にはそれぞれ結果発表を行う。

(社)日本工業用水協会
神奈川県内広域水道企業団技術部浄水
計画課
神奈川県内広域水道企業団技術部施設
課
千葉県水道局船橋水道事務所配水工務
第一課
千葉県水道局技術部給水課配水施設室

水道分野関連団体
地方公共団体
地方公共団体

Design Criteria(書籍),
DesignExercises  他　演習資料

英語 5時間

52
北九州市の水道/マッピングシス
テム

講義
北九州市の水道の概要説明の後、北九州市に
おけるマッピングシステムの概要と利用法、
その利点に関する説明。

北九州市上下水道協会 地方公共団体
P:Outline of Kitakyushu Watereorks
Bureau 他3

英語 2時間

53
水源・取水施設・穴生浄水場見
学

見学 空気水塔・小水力発電の解説・見学 北九州市上下水道協会 地方公共団体
P:Ano Water Pulification Plant 他　北
九州水道局　パンフレット　等

英語 4時間

54 沖縄県企業局の概要 講義 沖縄県企業局の役割について説明。
沖縄県企業局建設計画課

地方公共団体
Water in Okinawa(沖縄県企業局　パ
ンフレット) 他　パンフレット1

英語 1時間

55 沖縄の水事情 講義
沖縄の特殊な水事情と水源管理手法、水道施
設に関する説明。

沖縄県企業局配水管理課 地方公共団体 Water Management System 英語 1時間

56
浄水場・海水淡水化の新設・施
設見学

見学
問題点解決方策の説明。北谷浄水場及び海水
淡水化センターを見学。

沖縄県企業局水質管理事務所
沖縄県企業局北谷浄水管理事務所海水
淡水化センター

地方公共団体
Seawater Desalination Plant(パンフ
レット) 他　資料1

英語 2．5時間

57 水源・施設見学 見学
取水ポンプ場（ラバーダム）及び導水トンネ
ル現場の見学。

沖縄県企業局久志浄水管理事務所 地方公共団体 見学資料(地図等) 日本語 5時間

58 給水装置計画演習 演習
講師の設問による演習・ディスカッションを
行う。

さいたま市水道局業務部給水装置課
さいたま市水道局給水部水道計画課
さいたま市水道局業務部給水工事課

地方公共団体
P:Method of Constructing Water
Service Installations 他2

英語 5時間

59 浄水場施設の水理計算 演習
講師の設問による演習・ディスカッションを
行う。

埼玉県企業局水道施設課 地方公共団体
P:Hydraulic calculation of Water
Filitration Facilities 他10

英語 5時間

60 下水道展見学 見学
下水道展に参加し、下水道に関する最新技術
を学ぶ。

なし なし 下水道展　09東京　パンフレット 日本語 2時間

61 調査研究機関 講義・見学
公衆衛生と国立保健医療科学院の役割について
説明する

国立保健医療科学院水道工学部 国
P:NIPH 他国立保健医療科学院　パン
フレット, 「生活と水」上映

英語 2．5時間

62 アクションプラン作成指導 演習 1人1時間程度の個別コンサルテーション。 (社)日本工業用水協会 水道分野関連団体 P:研修員作成　アクションプラン 英語 2日
63 アクションプラン発表 演習 アクションプランの発表及び質疑応答。 (社)日本工業用水協会 水道分野関連団体 P:研修員作成　アクションプラン 英語 5時間

64 最終レポート発表会 演習
各研修員が作成した自国の水道問題解消に向け
たアクションプランの発表を行う

※聴講者：札幌市水道局職員（講師担当
者）ＪＩＣＡ札幌

地方公共団体
その他

各研修員が用意したアクションプラン
（パワーポイント・ワードファイル）

英語 0.5
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65 最終評価会 ―
研修員が研修カリキュラム等を評価してもらい、次
年度以降の研修に活かす

札幌市水道局総務部財務企画課　　ＪＩＣＡ
札幌

地方公共団体
その他

― 英語 0.5
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・演

習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民間・
大学・　その他水道分野関

連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関す
る研修内での実
施時間（何日な

ど）

1 水道分野の国際協力 講義 日本の水道分野の国際協力について 厚生労働省大臣官房国際課国際協力室 国
International Contributions　on Water
Supply（パワーポイント）

英語 1時間

2 日本の水道行政 講義

・ 日本の水道の歴史
・ 日本の水道行政の概要。水道法の概要
・ 日本の水道の今後

厚生労働省健康局水道課 水道計画指導室 国

・Water Supply Administration in Japan
（パワーポイント）, ・水道ビジョン（ワー
ド）, ・Administrations concerning the
water supply systems in Japan（ワード）,
・Policy and Administration of Water
Supply in Japan(PDF)

英語 3時間

3
水道事業の適正な管理１～4及び浄水場
見学 （第8回　水道技術国際シンポジウ
ムへの参加）

講義及び視察 水道技術国際シンポジウムへの参加
第8回水道技術国際シンポジウム講演集
（本）

英語及び日
本語

2.5日

4 カントリーレポート発表会 演習 各国のカントリーレポートを発表 無 ・参加国のカントリーレポート 英語 2.5時間

5 公衆衛生と水道 講義

保健衛生面からの水道の意義、水道水の安全性
の考え方、及び、水道水の安全確保方策としての
「水安全計画」につき、WHO飲料水水質ガイドライ
ンに基づいて説明。また、日本における水道整備
の歴史と水道技術の現状、日本による水道分野
の国際協力等につき概説

国立保健医療科学院水道工学部 国
・Water and Health（パワーポイント）, ・生
活と水（ＤＶＤ）

英語 2.5時間

6 水質管理：Water Safety Plan 講義 water safetly planについて概説
World Health Organization Western Pacific
Regional Office

その他水道分野関
連団体（ＷＨＯ）

・Risk Management Approach to Water
Quality Control –  Water Safety Plans
（パワーポイント）, ・Guidelines for
Dringking-water Quality(本), ・Assisting
Program for developing WSP（エクセル）,
・How to use assisting CD-ROM for
drafting Water Safety plans(PDF)

英語 2.5時間

7 地方公営企業としての水道事業 講義 地方公営企業としての水道事業について 総務省自治財政局公営企業経営企画室 国
・Water Utilities by Local Public
Enterprise（パワーポイント）

英語 2.5時間

8
水道事業の適正な管理5：開発途上国の
水道規格作成とその要点

講義

1．規格化の経緯
2．規格の背景
3．規格と水道ビジネス
4．世界の中の日本水道マネジメント
5．水道事業ガイドライン
6．比較と評価
7．開発途上国での規格作成
8．開発途上国でのガイドライン作成と運用の問題
点
9．開発途上国でのPI

（財）水道技術研究センター
その他水道分野関
連団体

・Administrative Improvement by
Performance Indicators（パワーポイン
ト）, ・Guidelines for the management and
assessment of a drinking water supply
service(本)

英語 2.5時間

9
無収入水対策：配水管理・経営との関わ
り

講義
無収水対策における配水管理・経営との関わりに
ついて。無収水管理の重要性とその対策につい
て概説

（株）クボタ　鉄管事業ユニット 民間
・Importance of NRW Management and
its Reduction Measures(パワーポイント)

英語 5時間

研修整理番号：⑧
和文名：水道管理行政（A）
英文名：The Seminar on Administration by Competent Authorities for Better Management of
Water Services (A)
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10 人材育成手法：人材育成関係施設見学 視察 東京都研修開発センターの見学 東京都水道局研修・開発センター研修課 地方公共団体

・TMWB Training and Technical
Development Center: An Outline（ＰＤＦ）,
・TMWB Training and Technical
Development Center: An Outline of
Human Resources Development
Program（PDF）, ・Exhibition Room of
Development Articles（ＰＤＦ）

英語 4時間

11 インプルーブメントプラン発表会 演習 各研修生のインプルーブメントプランの発表 （社）国際厚生事業団研修事業部 実施機関
各研修生のインプルーブメントプラン（パ
ワーポイント）

英語 3時間
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・演

習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民間・
大学・　その他水道分野関

連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関す
る研修内での実
施時間（何日な

ど）

1 水道分野の国際協力 講義 日本の水道分野の国際協力について概説 厚生労働省大臣官房国際課国際協力室 国
International Contributions　on Water
Supply（パワーポイント）

英語 1時間

2 日本の水道行政 講義

・ 日本の水道の歴史
・ 日本の水道行政の概要。水道法の概要
・ 日本の水道の今後

厚生労働省健康局
水道課 水道計画指導室

国

・Water Supply Administration in Japan（パ
ワーポイント）, ・水道ビジョン（ワード）, ・
Administrations concerning the water
supply systems in Japan（ワード）, ・
General Check Points regarding the
Management of Water Utilities（ワード）, ・
Policy and Administration of Water Supply
in Japan(PDF)

英語 3時間

3 公衆衛生と水道（生活と水ＤＶＤ） 講義

保健衛生面からの水道の意義、水道水の安全性
の考え方、及び、水道水の安全確保方策としての
「水安全計画」につき、WHO飲料水水質ガイドライ
ンに基づいて説明。また、日本における水道整備
の歴史と水道技術の現状、日本による水道分野
の国際協力等につき概説

静岡県立大学環境科学研究所 大学
・Public Health and Water Supply（パワー
ポイント）, ・生活と水（ＤＶＤ）

英語 1時間30分

4 カントリーレポート 演習 各国のカントリーレポートの発表 静岡県立大学環境科学研究所 大学
・各国のカントリーレポート（パワーポイン
ト）

英語 4時間

5 水質管理１：Water Safety Plans 講義
Water Safety Plansについて解説 World Health Organization

Western Pacific Regional Office
その他水道分野関連
団体（ＷＨＯ）

・Risk Management Approach to Water
Quality Control –  Water Safety Plans （パ
ワーポイント）, ・Improvement schedule
costing and Benefits in Niue（パワーポイン
ト）, ・Tonga Water Safety Plan for Cement
Rainwater Tank（ＰＤＦ）, ・Guidelines for
Dringking-water Quality(本)

英語 2.5時間

6 水質管理2：水安全計画の事例 講義
水安全計画が具体的にどのようなものになるか
を、日本の一浄水場を例にして説明

東京都水道局浄水部
水質担当課

地方公共団体

・Tokyo High Quality Water Management
Program ～Tokyo Water Safety Plans～
（パワーポイント）, ・ Examples of Water
Safety Plans（ワード）, ・Water Quality
Management Center(PDF), ・Tokyo High
Quality Water Management Program-
Tokyo Water Safety Plans -（ワード）

英語 2.5時間

7 地方公営企業としての水道事業 講義 地方公営企業としての水道事業について
総務省自治財政局
公営企業経営企画室

国
・Water Utilities by Local Public Enterprise
（パワーポイント）

英語 2.5時間

8
水道事業の適正な管理：開発途上国の
水道規格作成とその要点

講義

1．規格化の経緯
2．規格の背景
3．規格と水道ビジネス
4．世界の中の日本水道マネジメント
5．水道事業ガイドライン
6．比較と評価
7．開発途上国での規格作成
8．開発途上国でのガイドライン作成と運用の問題
点
9．開発途上国でのPI

（財）水道技術研究センター
その他水道分野関連
団体

・Administrative Improvement by
Performance Indicators（パワーポイント）,
・Guidelines for the management and
assessment of a drinking water supply
service(本)

英語 2.5時間

9 無収水対策１：配水管理 講義
無収水対策における配水管理。無収水管理の重
要性とその対策について概説

（株）クボタ　鉄管事業ユニット 民間
・Importance of NRW Management and its
Reduction Measures(パワーポイント)

英語 2.5時間

研修整理番号：⑨
和文：水道管理行政 (B)
英文：The Seminar on Administration by Competent Authorities for Better Management of Water Services B
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10 無収水対策2：経営との関わり 講義 無収水対策における経営との関わりについて
社団法人　日本水道協会研修国際部国際
課

その他水道分野関連
団体

・Water Utility Management and Tariffs（パ
ワーポイント）

英語 3.5時間

11 人材育成手法：人材育成関係施設見学 視察

・施設の設立趣旨、現状説明
・施設の構成説明
・各教室、実技場の案内
・実施研修の内容説明

東京都水道局研修・開発センター 地方公共団体

・TMWB Training and Technical
Development Center: An Outline（ＰＤＦ）, ・
TMWB Training and Technical
Development Center: An Outline of
Human Resources Development Program
（PDF）, ・Exhibition Room of Development
Articles（ＰＤＦ）, ・Training and Technical
Development Center pamphlet(PDF)

英語 4時間

12 施設見学：上水道施設 視察 東京都水道局深大寺浄水場の見学 東京都水道局多摩給水管理事務所施設課 地方公共団体
・Outline of Jindaiji Purification Plant（ワー
ド）

英語 1.5時間

13 施設見学：小規模水道施設 視察 東京都水道局高月浄水場の見学 東京都水道局八王子給水事務所 地方公共団体 ・Takatsuki Purification Plant 英語 1.5時間

14
小規模水道事業の整備と運営/小規模水
道事業の水質管理と施設維持管理

講義
・ 小規模水道の経営指標と課題
・ 小規模水道の維持管理と水質基準
・ 水源確保、水道料金回収などの事例

全国簡易水道協議会
その他水道分野関連
団体

・Status of water quality standard & water
quality management in the small scale
water supply services.（パワーポイント）, ・
Management of small scale water supply
facilities （パワーポイント）, ・Management
of Transmission and Distribution Facilities
（ワード）

英語 5時間

15 インプルーブメントプラン発表会 演習 各研修生がインプルーブメントプランを発表
全国簡易水道協議会
（財）水道技術研究センター
（社）国際厚生事業団研修事業部

その他水道分野関連
団体及び実施機関

各研修生のインプルーブメントプラン 英語 3.5時間
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研修名：

研修内容
番号

研修内容
講義・視察・

演習
簡単な講義内容 講師名および所属

講師・視察実施先の分類
（国・地方公共団体・民

間・大学・　その他水道分
野関連団体等）

使用教材
講義で使用
した資料の

言語

その内容に関
する研修内での
実施時間（何日

など）

1 カントリーレポート発表 演習
・研修生参加国の水道行政についての各研修生
が発表

なし なし
各国のカントリーレポート（パ
ワーポイントデーター）

英語 5.0ｈ

2 日本の水道 講義
・日本の概要、水道の概要、近代水道の歴史、水
道法の概要、水道ビジョンについての説明

厚生労働省健康局
水道課 水道計画指導室

国
日本の水道（パワーポイント
データー）

英語 2.5ｈ

3 水道記念館 視察 ・水道記念館の見学 ㈱大阪水道総合サービス 民間 1.0ｈ

4 大阪市の上水道の概要 講義
・大阪市の概要、大阪市水道の変遷、水道水源、
水道施設と浄水処理フロー、施設整備、給水装
置、危機管理、環境対策についての説明

大阪市水道局工務部 地方公共団体
大阪市上水道の概要（パ
ワーポイントデーター）

英語 2.5ｈ

5 大阪市の上水道事業経営 講義 ・組織の概要、事業経営についての説明
大阪市水道局総務部
経営企画担当

地方公共団体
大阪市の水道事業経営（テ
キスト）

英語 3.0ｈ

6 浄水場概要説明 講義
・大阪市の水道施設建設から高度浄水処理導入
の経緯についての説明及び柴島浄水場の施設紹
介

大阪市水道局工務部
柴島浄水場

地方公共団体
大阪市の浄水場の概要（パ
ワーポイントデーター）

英語 2.5ｈ

7 浄水場施設の概要（凝集沈殿・ろ過池） 講義
・浄水場施設の概要（凝集沈澱、ろ過池）について
の説明

大阪市水道局工務部
柴島浄水場

地方公共団体
水道施設の運転・維持管理
（パワーポイントデーター）

英語 1.5ｈ

8 浄水場施設の概要（施設見学） 視察 ・浄水場構内及び取水口の施設見学
大阪市水道局工務部
柴島浄水場

地方公共団体 1.5ｈ

9
浄水施設の運転管理（ろ過砂採砂、試験
ろ過池）

演習 ・ろ過池の運転管理及びろ過池調査、試験の実習
大阪市水道局工務部
柴島浄水場

地方公共団体 5.5ｈ

10 浄水施設の運転管理（ジャーテスト） 演習
・凝集のしくみについての説明及びジャーテスト
（実習）

大阪市水道局工務部
柴島浄水場

地方公共団体 2.5ｈ

11 配水施設の運転管理（施設見学） 視察 ・配水場の施設説明及び施設見学
大阪市水道局工務部
庭窪浄水場

地方公共団体
長居配水場設備概要（テキス
ト）

英語 3.0ｈ

12 浄水管理（昔の浄水処理概要） 講義
・淀川水系の概要、大阪市の水道の歴史、旧緩速
ろ過池、天日乾燥池についての説明

大阪市水道局工務部
庭窪浄水場

地方公共団体
浄水管理（昔の浄水管理）
（テキスト）

英語 2.5ｈ

13 取・浄・配水施設の運転管理（管理設備） 講義
・豊野浄水場の概要、管理設備の概要について
の説明及び中央管理室で操作体験

大阪市水道局工務部
豊野浄水場

地方公共団体
取･浄･配水施設の運転管理
（テキスト）

英語 3.0ｈ

14
水質管理（基本的事項、水質管理の方
法）

講義 ・水道における水質管理についての説明
大阪市水道局工務部
水質試験所

地方公共団体 2.5ｈ

15
水質管理（塩素消毒の理論・その他浄水
処理）

講義
・塩素消毒の理論、その他浄水処理についての説
明

大阪市水道局工務部
水質試験所

地方公共団体
その他の浄水処理（テキス
ト）

英語 2.0ｈ

16 水質管理（事故事例の研究等） 講義
・過去の事故事例の紹介、緊急体制についての
説明

大阪市水道局工務部
水質試験所

地方公共団体 英語 1.0ｈ

17 電気・機械設備の維持管理（見学） 講義、視察
・ポンプ他の整備についての説明及び現地での実
機、点検作業の見学

大阪市水道局工務部
施設保全センター

地方公共団体
電気・機械設備の維持管理
（パワーポイントデーター）

英語 2.5ｈ

研修整理番号：⑩
和文名：都市上水道維持管理
英文名：Operation　and　Maintenance　of　Urban　Water　Supply　Systems
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18 電気設備の維持管理 講義
・浄水場で使用している電気設備の維持管理につ
いての説明

大阪市水道局工務部 地方公共団体 1.5ｈ

19 機械設備の維持管理 講義 ・機械設備についての説明 大阪市水道局工務部 地方公共団体
電気・機械・計装設備の維持
管理（パワーポイントデー
ター）

英語 1.5ｈ

20 地下水源利用浄水場見学 視察 ・浄水場施設の見学 吹田市水道部 地方公共団体 2.5ｈ

21 工場見学（水道資器材製造工場） 視察 ・水道資機材製造メーカー工場見学 大成機工 民間 3.0ｈ

22
管路維持管理（概要・漏水調査・漏水修
繕）

講義 ・配水管の概要、配水運用についての説明 大阪市水道局工務部 地方公共団体
管路の維持管理（パワーポイ
ントデーター）

英語 3.0ｈ

23 管路の維持管理（漏水調査計画実習） 演習 ・漏水防止対策についての説明 大阪市水道局工務部 地方公共団体
管路の維持管理（漏水防止）
（パワーポイントデーター）,
Leakage Control Practice

英語 2.5ｈ

24
管路の維持管理（管路図面の整理・補
正・保管）

講義
・配水設備図（図面）の使用目的、管路情報管理
システムの概要についての説明

大阪市水道局工務部 地方公共団体
管路情報管理ｼｽﾃﾑについて
（パワーポイントデーター）

英語 1.0ｈ

25
管路の維持管理（管路図面の整理・補
正・保管）

視察 ・マッピングシステム、ファイリングシステムの見学 ㈱大阪水道総合サービス 民間 2.0ｈ

26
管路の維持管理（管路の附属設備・継
手）

講義
・水道工事センターの業務内容（漏水検知、修繕）
についての説明

大阪市水道局工務部
東部水道工事センター

地方公共団体
管路の維持管理（パワーポイ
ントデーター）, 管路の維持管
理（漏水修繕）（テキスト）

英語 2.5ｈ

27 管路の維持管理（配管実習他） 演習
・実技（管切断、配管の洗浄排水、塩素注入・排
水）

大阪市水道局工務部
東部水道工事センター

地方公共団体 3.0ｈ

28 管路の維持管理（機動的点検整備） 演習
・機動的点検整備についての実技（漏水探知、鉄
管探知、鉄蓋探知）

大阪市水道局工務部
南部水道工事センター

地方公共団体 2.5ｈ

29 管路の維持管理（漏水調査機器・現場） 演習 ・漏水修繕についての実技
大阪市水道局工務部
南部水道工事センター

地方公共団体
管路の維持管理（漏水調査
機器）

英語 3.0ｈ

30 給水装置の維持管理・営業所の業務 講義
・営業担当業務及び営業所管内の概要、工事担
当業務についての説明

大阪市水道局工務部
北部水道工事センター

地方公共団体 2.5ｈ

31 工場見学（鋳鉄管・バルブ製造工場） 視察 水道資機材製造メーカー工場見学 ㈱クボタ 民間 5.5ｈ

32 日本水道協会の概要 講義 ・日本水道協会の役割についての説明 日本水道協会 水道分野関連団体 3.0ｈ

33
メーカー研修（データによる漏水調査等、
各種探知機による漏水調査等）

演習 ・漏水探知の理論の講習と実習 フジテコム（株） 民間 8.0ｈ

34 営業業務の概要 講義
・水道料金体系、メーター点検・料金請求、お客さ
まセンターについての説明

大阪市水道局工務部 地方公共団体
営業業務の概要（パワーポイ
ントデーター）, 営業業務の概
要（テキスト）

英語 2.0ｈ

35 給水装置の維持管理（水道メータ） 講義、視察
・水道メーター、メーター試験場業務についての説
明及び見学

大阪市水道局総務部 地方公共団体
給水装置の維持管理(水道
メータ)（パワーポイントデー
ター）

英語 2.5ｈ

36 給水装置の維持管理（概要） 講義
・給水装置、給水方式、受水槽の構造基準・維持
管理についての説明

大阪市水道局工務部
給水担当

地方公共団体
給水装置の維持管理（概要）
（パワーポイントデーター）

英語 3.0ｈ
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37 工場見学（水道資器材製造工場） 視察 水道資機材製造メーカー工場見学 積水化学工業㈱ 民間 2.5ｈ

38 工場見学（ポンプ製造工場） 視察 ポンプ製造メーカー工場見学 酉島製作所 民間 3.0ｈ

39
給水装置の工事実習（分水･割丁穿孔・ｻ
ﾄﾞﾙ穿孔）

演習
・実技（甲型分水栓穿孔、サドル式分水栓穿孔、
割Ｔ字管穿孔）

大阪市水道局工務部
西部水道工事センター

地方公共団体 5.5ｈ

40
給水装置の工事実習（圧着修繕・断水
器・小径管解体）

演習
・実技（圧着器修繕・断水器修繕、メータ設置、小
口径配管解体）

大阪市水道局工務部
北部水道工事センター

地方公共団体 5.5ｈ

41 アクションプラン発表 演習 ・普及計画の説明と模擬活動 なし なし
各研修生のアクションプラン
（パワーポイントデーター）

英語 5.5ｈ
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資料3：研修科目の分野整理表

研修科目の分野の色分け
官
産 団体その他
学 官・産（どちらも

入るもの）

縦軸の項目 横軸の項目

計画 設計 施工 維持管理 運転／運営
管理

日水協分類コー
ド番号

大分類 中分類 小分類 科目 科目 科目 科目 科目

0010101 水道法 官 ③ー6日本の水
道
⑦－３日本の水
道行政組織及び
機構・水道法解
説
⑧⑨－２日本の
水道行政
⑩ー２日本の水
道

0010102 水道条例（旧水
道法）

0010103 給水条例
0010104 地方公営企業

法
0010105 水資源関係法
0010106 環境保全関係

法
0010110 その他
010201 水道行政 官 ①-１日本の水

道事情
①ー名古屋市の
水道概論
②③－２札幌の
水道
③ー６日本の水
道
④-１広島市の
水道事業の概要
⑤-1横浜市水道
局概要
⑤-3日本の水道
に関する映像視
聴/横浜市の水
道事業運営
⑦－３日本の水
道行政組織及び
機構・水道法解
説
⑦－５４沖縄県
企業局の概要
⑧－２日本の水
道行政
⑩ー２日本の水
道
⑩－４大阪市の
上水道の概要

010202 公営企業行政 官 ⑧⑨－7地方公
営企業としての
水道事業

010203 水資源行政
010204 環境行政
010210 その他
010301 労働関係
010302 訴訟・判例
010310 その他
020101 経営一般 官 ⑦－２日本の水

道経営・水道料
金
⑩－５大阪市の
上水道事業経営
⑩ー３０営業業
務の概要

020102 事務改善
020103 統計資料
020104 民活・民営
020105 営業業務
020106 事業統合
020110 その他 官 ⑤－20財政面か

ら見た横浜水道
の歩み・経営計
画の策定・財政
収支計画の策
定・料金改定
⑥－６経営計
画・財政収支計
画

⑦-４業務指標に
よる経営改善
⑧⑨－8水道事
業の適正な管理
／水道規格作成

②ー25、③ー16
環境配慮型経営
⑤ー21経営改善
⑤-27お客様満
足度向上
⑤ー28コールセ
ンターお客様さま
サービスセン
ター
⑥－12水質相談
サービス、水質
診断サービス

020201 財務一般

JWWA分類項目 主な講義
者（産・官・
学・その
他）

（訴訟・判例）

（財務）

（水道関係法
令）

法制・行政

（水道関係行
政）

水道経営 （経営一般）
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資料3：研修科目の分野整理表

020202 財務計画 官 ⑤－20財政面か
ら見た横浜水道
の歩み・経営計
画の策定・財政
収支計画の策
定・料金改定
⑥－６経営計
画・財政収支計
画

020203 会計
020204 契約
020205 財産管理
020210 その他
020301 水道料金一般 官 ⑦－２日本の水

道経営・水道料
金

020302 検針制度
020303 料金徴収 官 ①ー9　水道料金

と不正使用対策
②③-4検針・調
定・収納
⑤ー２４水道料
金/未納料金対
策
⑥－10水道料金
体系と徴収方法

020304 水道料金表・料
金体系

官 ⑤－20財政面か
ら見た横浜水道
の歩み・経営計
画の策定・財政
収支計画の策
定・料金改定
⑤ー２４水道料
金/未納料金対
策
⑥－10水道料金
体系と徴収方法

020310 その他 官 ⑤ー25水道料金
事務オンラインシ
ステム

020401 人事一般 官 ⑤ー29組織・人
事管理昇任試験
制度
⑥－５組織・人
事管理

020402 労務関係
020403 職員採用関係
020404 職員研修 官 ⑧－1０人材育

成手法，⑨-11
人材育成手法

020410 その他
020501 広報一般 官 ⑤ー26広報・広

聴
⑥－７広報活動

020502 水道習慣関係
020503 各種イベント 官 ⑤－23出前水道

教室/地域SC業
務

020504 節水PR
020505 情報開示
020510 その他
030101 水道計画論 官 ②-6、③－５６水

道計画概論
④ー3水道計画
策定の手順
⑤－10水利権・
水道計画・水需
要予測・有収率
⑦－６水道基本
計画演習
⑦－49水道基本
計画
⑦－51水道基本
計画演習

030102 管理論・管理計
画

030103 需要予測 官 ②ー7、③ー57需
要予測
⑤－10水利権・
水道計画・水需
要予測・有収率
⑦－50水需要予
測と管路の水理
学

030104 事業概要
030105 広域化
030106 更新計画 官 ⑤－22経年管更

新

030107 耐震化計画
030108 再利用計画
030110 その他 官・学 ⑧－5、⑨-3公

衆衛生と水道
⑧－６、⑨－３水
質管理１，２

030201 実施計画
030202 実施設計
030203 工事報告

計画及び施設
概要

基本計画

実施計画

(水道料金）

（人事・労務・研
修）

（広報・広聴）
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資料3：研修科目の分野整理表

030204 施設更新
030205 環境対策
030210 その他
030301 施設概要
030310 その他
040101 水利権 官 ⑤－10水利権・

水道計画・水需
要予測・有収率

040102 水資源開発・管
理

官 ⑦－４日本の水
資源開発

040103 水源保護 官 ④－５太田川源
流の森視察
⑤ー６水源保全
⑥－２６水源、取
水施設

040104 水源涵養
040105 河川
040106 ダム・貯水池・

自然湖沼
官 ②-11、③－14

水源施設
④－6温井ダム
視察
⑤－８水源、ダ
ム施設

040107 地下水・伏流
水・湧水

産 ⑦ー27地下水の
探査技術
⑦－28地下水の
放射能探査方法
⑦－３1地下水
技術

040108 海水・かん水 官 ⑦ー56浄水場・
海水淡水化の新
設・施設見学

040110 その他
040201 取水一般
040202 取水施設の設

計・施工
産 ⑦-18取水施設

の計画・設計
②－36、③ー48
井戸の掘削技術

040203 取水施設の管
理

産・学 ②－37、③ー49
井戸の掘削現場
見学

②－36、③ー48
井戸の掘削技術

⑤－16取水施
設・水質モニタリ
ング・浄水場運
転維持管理
⑥－２６水源、取
水施設
⑩－１３取・浄・
配水施設の運転
管理

040210 その他
040301 導水一般
040302 導水施設の設

計・施工
040303 導水施設の設

計・施工管理
040310 その他
050101 浄水処理一般 学 ⑦ー７浄水処理

概論

050110 その他 官 ⑦－２４鉄バクテ
リアを利用した地
下水浄水処理

050201 浄水施設一般 産・官 ③ー３４浄水場
等施設の設計

①-11浄水場の
概要
②③-9藻岩浄水
場見学
②ー12、③ー15
小規模浄水場見
学
②-16地下水を
水源とする浄水
場
②ー28、③ー43
膜処理施設見学
②ー38、③－52
オゾン処理施設
③ー42地下水水
道施設見学
③－44緩速濾過
施設見学
③ー45白川浄水
場の概要
⑤－16取水施
設・水質モニタリ
ング・浄水場運
転維持管理
⑤－17膜処理の
浄水場
⑥-24高度処理
浄水場
⑦－10水質管理
⑨－１２上水道
施設
⑨-13小規模水
道施設
⑩－６，７，８浄
水場概要説明、
浄水場施設の概
要

050202 浄水施設の設
計・施工

産 ②ー13寒冷地向
け浄水場施設の
設計

施設概要

水源・取水・導
水

水源

取水

導水

浄水 浄水処理

浄水施設
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資料3：研修科目の分野整理表

050203 浄水施設の管
理

官 ②ー12、③－15
小規模浄水場見
学
③ー45白川浄水
場の概要
④ー７浄水場の
運転管理と維持
管理
④-8湯来町施設
見学

①-16水道基幹
施設における漏
水防止対策
②ー32、③－27
総合運転Ⅰ
④ー７浄水場の
運転管理と維持
管理
④-8湯来町施設
見学
⑥－２１浄水場
の運転管理
⑦-14　浄水場
の運転管理
⑦-16　浄水場
運転管理演習
⑩－９、１０浄水
施設の運転管理
⑩－１３取・浄・
配水施設の運転
管理

050210 その他 官 ①ー18膜処理浄
水施設の概要
②ー33、③－28
総合運転Ⅱ

050301 凝集理論 学 ⑦-12凝集とフ
ロック生成
⑦－３０凝集沈
殿処理の除去性
と水質

050302 フロック形成理
論

官 ②ー31、③－26
ジャーテスト実習
⑦-13ジャーテス
ト

050303 凝集施設 官 ②ー３９ハイブッ
ト凝集処理

050304 フロック形成施
設

050305 凝集剤
050306 凝集補助剤
050307 薬品注入設備
050310 その他
050401 沈殿理論
050402 沈殿施設
050403 傾斜板　沈殿池
050404 強制沈殿池
050405 高速凝集沈殿

池
050410 その他
050501 濾過理論
050502 緩速濾過 官 ③－44緩速濾過

施設見学
⑦－４３緩速濾
過浄水場見学

050503 急速濾過
050504 多層濾過
050505 特殊濾過
050506 濾材
050507 下部集水装置
050508 膜濾過 産・学 ⑦－３２膜処理

施設の設計・運
転・維持管理

⑦－３２膜処理
施設の設計・運
転・維持管理

①ー18膜処理浄
水施設の概要
②ー28、③ー43
膜処理施設見学
⑤－17膜処理の
浄水場
⑥-24高度処理
浄水場
⑦－３２膜処理
施設の設計・運
転・維持管理

050510 その他
050601 浄水池一般
050610 その他
050701 消毒一般
050702 塩素及び塩素

剤
050703 貯蔵設備・注入

設備
050704 除害設備
050705 紫外線照射
050710 その他
050801 高度処理一般 学 ③ー55高度浄水

処理

050802 活性炭処理
050803 オゾン処理 産・官 ⑦ー20オゾンシ

ステムの運用と
維持管理

②ー38、③－52
オゾン処理施設

050804 生物処理
050810 その他
050901 特殊処理一般
050902 侵食性遊離炭

酸除去
050903 フッ素除去
050904 色度除去

沈殿

浄水池

消毒

高度処理

特殊処理

濾過

凝集・フロック形
成
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資料3：研修科目の分野整理表

050905 トリハロメタン対
策

050906 トリクロロエチレ
ン等対策

050907 陰イオン界面活
性剤除去

050908 臭気除去
050909 アンモニア性窒

素・硝酸性窒素
除去

050911 砒素除去
050910 その他
051001 前塩素処理・中

塩素処理
051002 エアレーション
051003 除鉄・除マンガ

ン
051004 生物除去
051005 海水淡水化
051010 その他
051101 排水処理一般
051102 浄水場排水の

特性
051103 排水池・排泥池
051104 濃縮・調整
051105 脱水
051106 乾燥
051107 処分・有効利用
051110 その他
060101 送水一般 官 ②-17、③ー10

札幌水道の送・
配水システム

060102 送水設備
060110 その他
060201 送水管の設計・

施工
060210 その他
070101 配水池の設計・

施工
070102 配水池の管理
070110 その他 官 ④-10配水施設

の計画
②ー18、③ー１１
高区配水池・ポ
ンプ場・流量計
見学

070201 配水塔の設計・
施工

070202 配水塔の管理
070210 その他
070301 配水管の設計 官 ①-5配水管維持

管理

070302 管網解析 官 ③－37配水管の
管網解析
⑦-48管網計算・
パソコンの活用

070303 配水管の施工 官 ②ー２１、③ー18
配水管の布設計
画

③ー２１配水管
の新設工事設計
積算/積算実習

②ー22水道管工
事現場
③ー22給配水管
工事現場見学
⑦－36配水管布
設における開削
工法

070310 その他 官 ④-10配水施設
の計画

①ー14配水管接
合模範演技視察
③－51配水用ポ
リエチレン管製
造工場見学

①－3漏水防止
対策概要
①-5配水管維持
管理
②－19、②ー12
管路の維持管理
③－２４配水管
の配管と漏水修
理
④－１３給配水
管の破裂修理
⑩－２２管路維
持管理

070401 管理一般 官 ④-11配水施設
の概要と維持管
理

⑦－３９配水施
設の運転管理
⑩－１３取・浄・
配水施設の運転
管理

070402 配水施設の衛
生管理

070403 腐食と防食
070404 電食と電食防止

070405 配水管の更正
070406 消化用水
070407 管理用機器
070408 緊急時の対応
070409 施設診断
070410 その他

その他の処理

配水

送水 送水

送水管

配水池

配水塔・高架タ
ンク

配水施設の管
理

配水管

排水処理
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資料3：研修科目の分野整理表

070501 配水コントロー
ル一般

官 ④-18配水管路
の機能評価と改
良計画の策定

⑤－13配水ブ
ロック管理・配水
圧力残塩管理
⑦－２１配水シス
テム

070502 配水系の水量
管理

官 ④-18配水管路
の機能評価と改
良計画の策定

070503 配水系の水質
管理

官 ④-18配水管路
の機能評価と改
良計画の策定

070510 その他
070601 漏水防止一般 官 ①-3漏水防止対

策概要
⑤－１２漏水管
理
⑦ー３４東京都
の漏水防止対策
⑦ー４７漏水防
止対策の策定
⑧－８無収水対
策
⑩－２３管路の
維持管理

⑥－19無収水低
減対策・漏水防
止

070602 漏水防止関連
機器

産・官 ①－６漏水探知
実地研修
③ー３３漏水探
知実習
④－17漏水防止
研修
⑩－３３メーカー
研修

②－27漏水防止
機器説明・操作

070603 漏水防止作業と
効果

産・官 ①-3漏水防止対
策概要
①－６漏水探知
実地研修
②ー26、③－３１
漏水防止
③ー３３漏水探
知実習
④－17漏水防止
研修
⑥－20漏水調査
実習
④-19地下漏水
の計画的発見・
修理
⑤－12視察実習
（漏水修理工事、
管路研修施設）
⑦－３５漏水探
査演習
⑩－29管路の維
持管理

070610 その他 官 ①－７漏水防止
公所別取り組み

④ー９水道にお
ける水質管理

080101 給水装置一般 官 ⑩－３９，４０給
水装置の工事実
習

①－７漏水防止
公所別取り組み
⑤－１４給水装
置維持管理
⑩－３６給水装
置の維持管理

②ー２３寒冷地
の給水装置
②ー24寒冷地に
おける給水装置
の製造工場
③－23給水装置
の概要
④－１２給水装
置の概要と現状

080102 給水管の設計・
施工

080103 給水装置の管
理

官 ⑩－３０給水装
置の維持管理

080104 給水装置の管
理衛生管理

080105 水道メーター 官・産 ⑥－16水道メー
ター管理

①ー８水道メー
ターの構造

080106 特殊器具
080107 浄水器
080110 その他 官 ⑦ー58給水装置

計画演習

080201 給水方式一般
080202 直結給水
080203 貯水槽水道
080210 その他 官 ①ー1７離島給水

システムの概要

090101 水道用管一般 産 ⑩－３１工場見
学

090102 鋳鉄管
090103 ダクタイル鋳鉄

管
産 ①-10ダクタイル

鋳鉄管工場視察
②ー39、③ー53
ダクタイル鋳鉄
管工場視察
⑦－29ダクタイ
ル鋳鉄管工場見
学

090104 鋼管
090105 石綿セメント管
090106 プラスチック管
090107 鉄管

配水コントロー
ル

漏水防止

給水

給水方式

水道用管水道用資材

給水装置
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090108 ステンレス鋼鋼
管

090109 塗覆装・ライニン
グ

090110 その他
090201 継手類一般 産 ⑦－19水道用特

殊継手工場見学

090202 いんろう継手
090203 メカニカル継手
090204 フランジ継手
090205 伸縮継手
090206 耐震継手
090210 その他
090301 弁類一般
090302 仕切弁
090303 バタフライ弁
090304 ロート弁
090305 空気弁
090306 栓類
090310 その他
090401 流量計一般 官 ②ー18、③ー１１

高区配水池・ポ
ンプ場・流量計
見学

090402 ベンチュリ流量
計

090403 電磁流量計
090404 超音波流量計
090410 その他
100101 ポンプ設備一覧 産・官 ⑦－４６ポンプの

理論
⑩－１７電気・機
械設備の維持管
理

100102 ポンプ設備の計
画・設計・施工

産・官 ②ー14、③－35
井戸・　ポンプ施
設の設計

①-13ポンプの
組み立てと分解

100103 キャビテーション

100104 水撃作用
100105 ポンプの制御
100110 その他
100201 電動機一般
100202 電動機の選択
100203 回転速度制御
100210 その他
100301 機器設備一般
100302 水中機械
100303 空気源一般
100304 クレーン・ホイス
100305 換気・空調設備
100310 その他
100401 電力設備一般
100402 受電計画
100403 受変電設備
100404 非常用電源設

備
100410 その他
100501 新エネルギー一

般
100502 コージェネレー

ションシステム
100503 太陽光発電
100504 燃料電池
100505 風・水力発電 官 ②③-9藻岩浄水

場見学
⑤－15下水経
営・水再生セン
ター・汚泥資源
化センター・風力
発電所

100510 その他
110101 計装一般
110102 流量計測
110103 水位計測
110104 水圧計測
110105 水質計測
110106 その他の計測
110107 各種施設の計

測
110110 その他
110201 管理方式
110202 監視設備
110203 制御設備
110204 操作設備
110205 伝送設備
110210 その他
110301 コンピューター

一般
110302 基本計画
110303 システム設計
110304 ハードウェア
110305 ソフトウェア
110306 応用システム
110307 更新

継手類

弁類

流量計

機械・電気 ポンプ設備

電動機

各種機械設備

電力設備

新エネルギー

計装 計装用機器

監視操作設備

コンピューター

- 56 -



資料3：研修科目の分野整理表

110308 マッピングシス
テム

官 ④－14施設情報
管理
⑤－18図面管理
⑦-52マッピング
システム

②－20、③－13
管路の維持管理
⑩－２４，２５管
路の維持管理

110310 その他
120101 水質管理一般 官 ②③-8水質管理

⑤-7水質管理
⑤－16取水施
設・水質モニタリ
ング・浄水場運
転維持管理
⑦-11白川浄水
場・取水堰・ダ
ム・水質自動監
視装置見学
⑦ー26日本の水
質管理
⑩－１４，１５，１
６水質管理

120102 水質項目の意
義

120103 水質基準 官 ④ー９水道にお
ける水質管理

120104 環境基準
120105 毒性試験・評価
120106 健康リスク評価
120110 その他
120201 試験方法一般 官 ④ー９水道にお

ける水質管理

120202 試験方法原理
120203 試験機器・器

具・試薬
120204 精度管理
120205 機器分析
120210 その他 官 ②-水質試験実

習

120301 理化学的試験
法一般

120302 重金属
120303 鉄・マンガン
120304 塩素
120305 溶存酸素・酸素

要求量
120306 窒素
120307 合成洗剤
120308 フッ素
120309 有機物
120310 微量有機物
120311 農薬
120320 その他
120401 細菌学的試験

法一般
120402 一般細菌
120403 大腸菌・大腸菌

郡
120404 ウイルス
120405 その他指標細

菌
120410 その他
120501 生物学的試験

法
120502 試験機器・器

具・試薬
120503 生物一般 産 ③ー38水生生物

による水質判定

120504 藻類
120505 動物
120506 原虫
120510 その他
120601 調査研究方法
120602 地下水の調査

研究
120603 河川水の調査

研究
120604 貯水池水の調

査研究
120605 給配水系におけ

る調査研究
120606 水道用資機材

に関する調査研
究

120610 その他
120701 処理一般
120702 凝集・沈殿
120703 濾過
120710 その他
120801 一般細菌
120802 大腸菌・大腸菌

郡
120803 ウィルス
120804 その他指標細

菌

水質管理

水質試験

水質

理化学的試験
法

細菌学的試験
法

生物学的試験
法

水質に関する調
査研究

処理に関する調
査研究

細菌等に関する
調査研究
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資料3：研修科目の分野整理表

120810 その他
120901 生物一般
120902 藻類
120903 動物
120904 原虫
120910 その他
121001 放射能・放射性

物質
121002 合成洗剤
121003 消毒副生成物
121004 内分泌攪乱化

学物質
121005 ダイオキシン類
121006 変異原生物質
121010 その他
121101 水質汚濁一般 官 ⑦ー２５水源の

水質汚濁

121102 地下水の汚濁
121103 地表水の汚濁
121104 冨栄養化
121105 汚濁源・汚濁物

質
121106 汚濁防止対策
121110 その他
121201 再利用一般
121202 下水の再利用
121210 その他
130101 震災対策一般 官 ⑦－２３耐震工

法と震災対策

130102 被害調査
130103 診断評価
130110 その他
130201 渇水対策一般
130210 その他
130301 風水害対策
130302 雪害対策 官 ②ー２３寒冷地

の給水装置
②ー24寒冷地に
おける給水装置
の製造工場
③－23給水装置
の概要

130303 凍結・寒波対策 官 ②ー２３寒冷地
の給水装置
②ー24寒冷地に
おける給水装置
の製造工場
③－23給水装置
の概要

130310 その他
130401 戦時対策一般
130410 その他
130501 危機管理一般 官 ③ー36緊急貯水

槽見学
④－15管路更
新・事故・災害対
策
⑤ー５水道記念
館、技術資料館

130510 その他
130601 事故一般
130602 水質汚染事故
130603 管路破損
130610 その他
140101 共通
140110 その他
140201 共通
140202 中国
140203 インドネシア
140204 フィリピン
140205 シンガポール
140206 タイ
140210 その他 その他 ②ー41、③－５８

カンボジア水道
における水道事
業人材育成プロ
ジェクト

140301 共通 その他 ④-４中東地域で
の経験に即した
上水道の維持管
理

140310 その他
140401 共通
140402 イギリス
140403 フランス
140404 ドイツ
140405 オランダ
140406 スイス
140410 その他
140501 共通
140502 アメリカ
140503 カナダ
140510 その他
140601 共通
140602 メキシコ
140610 その他
140701 共通

生物に関する調
査研究

特定物質に関す
る調査研究

水質汚濁・汚濁
防止

再利用

危機管理 震災災害

渇水

風水害

戦時対策

危機管理

事故

北アメリカ

中南アメリカ

オセアニア

海外水道事情 アフリカ

アジア

中近東

ヨーロッパ
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資料3：研修科目の分野整理表

140702 オーストラリア
140710 その他
140801 海外事情一般 学 ③－62世界の水

道事情

140810 その他
1501 文献資料
1502 写真資料
1503 その他
2001 法令・経営及び

事務
2002 下水道計画及

び施設概要
2003 下水処理・処分
2004 下水道施設 官 ⑤－15下水経

営・水再生セン
ター・汚泥資源
化センター・風力
発電所

2005 水質
2006 下水道設備
2007 海外下水道事

情
2008 下水道史資料
2009 屎尿・厨芥及び

塵芥処理
2010 その他
21 工業用水
3001 一般 その他 ⑦－１日本水道

協会の役割
⑩ー３２日本水
道協会の概要

3002 総会関係
3003 地方支部関係
3004 会誌関係
3005 検査・認証・ISO

関係
3006 規格関係
3007 研究発表会関

係
3010 その他
3101 IWA(国際水協

会)
3102 IWA(世界会議)
3103 他の国際会議
3104 国際協力 官 ⑧⑨－1水道分

野の国際協力

3105 国際基準
3110 その他

その他

国際活動関係

水道史資料

下水道

日本水道協会
関係
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Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) was established with the sanction of 
the Minister for Health, Labour and Welfare in July 1983 and implements international technical 
cooperation programmes with purpose of contributiing to the promotion of health and social welfare 
activities in the friendly nations. 
 

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) 
Shinjuku Takasago Bldg. 10F, 16-5, Tomihisa-cho 

Shinjuku-ku, Tokyo 162-0067 JAPAN 
Phone: +81-(0)3-3225-6591 

Fax: +81-(0)3-3225-6590 
http://www.jicwels.or.jp 

 
 
社団法人国際厚生事業団（JICWELS）は、国際的な保健・福祉分野の国際協力に貢献するこ

とを目的として、1983 年（昭和 58 年）7 月 7 日に厚生省（現厚生労働省）から社団法人の認

可を受け設立されました。開発途上国の行政官研修や WHO フェローの受入れ、調査企画や

研究開発並びに情報の交換及び広報活動など、海外諸国との国際交流活動を推進しています。 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

〒162-0067 
東京都新宿区富久町 16-5 新宿高砂ビル 10 階 
電話 03-3225-6591 Fax03-3225-6590 
http://www.jicwels.or.jp 




