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令和３年度岩手県下水道公社技術研修（第１回，第２回）のご案内 

日頃、当公社の業務に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当公社では、下水道事業に携わる職員の技術力向上を目的に、毎年研修会を開催しておりま

す。今年度もテーマを分けて２回開催する予定としております。 

第 1 回は、下水道管渠施設の設計積算に関する演習について、管渠施設の布設工事に関して

図面の見方から積算までを説明します。 

第２回は、管路及び処理場の維持管理をテーマとして、概要から事例紹介まで分かりやすく

説明します。 

つきましては、貴所属職員におきまして参加を希望する場合は下記により「技術研修（第 1

回）参加申込書」、「技術研修（第２回）参加申込書」を期日までに提出願います。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、研修の規模縮小や延期又は中

止する場合があります。（規模縮小の場合は、受付順となります。） 

記 

１ 令和３年度岩手県下水道公社技術研修（第１回）のご案内 

（1）開 催 日 時：令和３年６月３日（木）10：00 ～ 15：30 

令和３年６月４日（金）10：00 ～ 15：00 

（2）場 所：岩手県 CALS／EC 研修センタ－（岩手県盛岡市みたけ 2丁目 2-10） 

（3）申込受付期間：令和３年４月 27 日（火）～ 令和３年５月 17 日（月） 

（4）定 員：28 名 （定員になり次第受付終了となります。） 

 

２ 令和３年度岩手県下水道公社技術研修（第２回）のご案内 

（1）開 催 日 時：令和３年８月 26 日（木）10：00 ～ 15：30 

令和３年８月 27 日（金）10：00 ～ 15：00 

（2）場 所：ふれあいランド岩手 （盛岡市三本柳 8地割 1-3） 

（3）申込受付期間：令和３年７月１日（木）～ 令和３年７月 30 日（金） 

（4）定 員：40 名 （定員になり次第受付終了となります。） 

 

３ 回答先・問い合わせ先 

〒020-0832 盛岡市東見前３－１０－２ 

（公財）岩手県下水道公社 企画管理課 

TEL:019-638-2623  FAX:019-632-1157 

担当 

(公財)岩手県下水道公社 

 企画管理課 髙橋 哲也 

 E-Mail：t_takahashi@isf.or.jp 



日　時 研修科目 内　　　　　容

備考

　　１　受付時間

　　　　　[1日目、2日目]　9 時 30 分 ～ 10 時 00 分

　　２　研修内容は、都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。

　　　　なお、プログラムは当日配布します。

【２日目】

6月4日(金)
 10時00分
 ～15時00分

下水道管渠設計積算演習
　JACIC積算システム操
　作による積算演習

実際に積算システムを使用して積算します。

令和３年度 岩手県下水道公社技術研修（第１回）のご案内

【１日目】

6月3日(木)
 10時00分
 ～15時30分

　５　研修概要

　４　受 講 料　無料

　３　対 象 者　下水道事業に携わる市町村等職員（※公共下水道以外も可）

　　　　　　　  岩手県盛岡市みたけ２丁目２−１０

　２　場　　所　岩手県ＣＡＬＳ／ＥＣ研修センタ－

　１　期　　間　令和 3年 6月 3日（木）、4日（金）

下水道管渠設計積算演習
　開削工法編
　①工事概要説明
　②数量計算書作成
　③仮設材(土留材)の
　　選定と賃料算定

　下水道の経験年数が浅い職員や、下水道管渠工事の
設計及び積算の経験が少ない職員を対象に行う研修で
す。
　午前は、管渠布設工事の概要説明と数量計算書の作
成を行います。
　午後は、仮設材（土留材）の選定と賃料の算定を行
います。



　６　受講申込等

　（1）締め切り　令和3年5月17日（月）

　（2）申込方法　別添「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、FAXかﾒｰﾙで申し込み願います。

　　　　　　　　 質問事項等がある場合、別紙「事前質問票」を併せて提出願います。

　（3）申 込 先　公益財団法人 岩手県下水道公社　〒020-0832　盛岡市東見前3-10-2

　　　　　　　　 電話番号：019-638-2623　FAX：019-632-1157  【担当】企画管理課　髙橋

                 E-Mail：t_takahashi@isf.or.jp

　（4）持参するもの

　　　・筆記用具 一式

　　　・電卓

　（5）昼食について

　　　 お弁当を希望される方は、受講申込書記載欄に記入願います。

　　　 お弁当は500円/個です。受付時に集金しますので、なるべくお釣りのないようご協力願い

　　　 ます。なお、研修会場の休憩室にお茶を準備しますので、昼食会場としてご利用ください。

　（6）研修当日の欠席等の連絡について

　　　 急用等で出席できない場合や開始時刻に大幅に遅れる場合は、電話連絡お願いします。

　　　　 連絡先：019-638-2623　(公財)岩手県下水道公社 企画管理課

　（7）宿泊施設について

　　　 宿泊施設の斡旋は行っておりませんので、必要な方は各自で手配願います。

　（8）その他

　　　 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、研修の規模縮小や延期又は中止する場合

　　　 があります。（規模縮小の場合は、受付順となります。）

　　　 研修日当日の過去２週間以内に「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が発令され

　　 　ている地域及びその他の新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域や外出の自

　　　 粛等が要請されている国・地域へ訪問したことがある場合は、本研修の受講をお断りしま

　　　 す。



◆　研修会場案内
１　研修場所

２　交通手段

３　駐車場

　　　お車の駐車は、正面入口を入って左側の駐車場をご利用ください。

岩手県CALS／EC研修センタ－

盛岡市みたけ２丁目２−１０

駐車スペース

運動公園北口

運動公園口

方面（起点） 交通手段 所要時間

バス　２番ターミナル乗車

厨川中央線（運動公園下車）

みたけ東線（運動公園北口下車）

徒歩の場合 １５分

タクシーの場合 ０５分

盛岡インターチェンジから 車 １５分

滝沢インターチェンジから 車 １５分

滝沢中央スマートインター
（ETCのみ）から

車 １０分

JR、IGR盛岡駅から

IGR厨川駅から

バス３０分＋下車後　徒歩５分



※添書不要

（公財）岩手県下水道公社　研修担当者（髙橋）行き（FAX送信先：019-632-1157）

研修名称

氏　名（ふりがな）

年齢　　　才 （ 男 ・ 女 ）

（令和3年6月現在）

勤務先住所　〒　　　－　　　　

勤務先電話番号（　　　　）　　  　－　　　　　　

勤務先（所属） 職　名

職種等　※該当する職種に○印を記入

土木　　機械　　電気　　化学　　事務　　その他（　　　　）

下水道経験年数　　　　年　　　月（令和3年6月現在）

お弁当を注文される方は、下記日付に○印をご記入ください。

※1個500円（税込）

備考

※1 質問事項等がある場合、別紙1「事前質問票」を受講申込書と併せて提出願います。

※2 研修科目は都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

※3 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、研修の規模縮小や延期又は中止する

    場合があります。

※4 本申込書で記入いただいた個人情報につきましては、技術研修に関する連絡及び受講

　　者並びに新型コロナウイルス感染症対策における名簿提供目的にのみ使用いたします。

【２日目】
6月4日(金)

下水道管渠設計積算演習（開削工法編）
　JACIC積算システム操作による積算演習

下水道管渠設計積算演習（開削工法編）
　工事概要・数量計算書作成・土留材選定と賃料算定

受　講　申　込　書

【１日目】
6月3日(木)

日程

受
　
　
講
　
　
者

令和３年度 岩手県下水道公社技術研修（第１回）

6/3（木） 6/4（金）

研　修　科　目 受講希望
(○印を記入)



別紙１

（自由記載）

　日頃感じている疑問や悩み（困っていること）などご記入下さい。
　講習会の中で、出来る限り答えてまいります。
　また、研修への意見・要望がございましたら記入お願いいたします。

例）
　　　・下水道の用語がわからず困っている。
　　　・図面の見方がわからない。

令和３年度 岩手県下水道公社技術研修（第１回）

事　　前　　質　　問　　表

市町村名　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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