
※受講に関するお問合せ先・・・公益財団法人　日本環境整備教育センター　

　　〒１３０ｰ００２４　東京都墨田区菊川２－２３－３

　　ＴＥＬ　０３－３６３５－４８８０　　ホームページ　　http://www.jeces.or.jp

■浄化槽設備士講習

会場

～ ～

～ ～

愛知 ～ ～

大阪 ～ ～

香川 ～ ～

福岡 ～ ～

*受講資格・・・1級又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者。 ※受講料・・・８６，７００円（浄化槽管理士で講習教科目一部免除希望者８１，７００円）

*受講申請書・・・受講希望会場の受付機関より入手してください。

■浄化槽管理士講習

会場

北海道 ～ ～

宮城 ～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

新潟 ～ ～

愛知 ～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

☞ 熊本 ～ ～

*受講資格・・・学歴、実務経験等なし。 ※受講料・・・129,700円（浄化槽設備士資格取得者で受講一部免除を選択される方は120,200円）

*受講申請書・・・受講希望会場の受付機関より入手してください。

１月１７日（金）

平成２５年１１月１１日（月） １１月２３日（土） 平成２５年１０月４日（金） １０月１１日（金）

一般社団法人　愛知県浄化槽協会
〒453-0017

名古屋市中村区則武本通1-31
℡052-481-7200

平成２５年８月２６日（月） ９月７日（土） 平成２５年７月１２日（金） ７月２６日（金）

公益社団法人　熊本県浄化槽協会
〒861-3107

上益城郡嘉島町上仲間227-86
℡096-284-3355

一般社団法人 東京都水環境ｼｽﾃﾑ協会
〒191-0011

日野市日野本町4-5-5エイチエスビル3Ｆ
℡042-589-8781

平成２５年９月９日（月） ９月２１日（土） 平成２５年７月２２日（月） ８月５日（月）

一般社団法人　新潟県浄化槽整備協会
〒950-0965

新潟市中央区新光町15-2
新潟県公社総合ﾋﾞﾙ4F

℡025-283-2048

公益財団法人 日本環境整備教育センター
〒130-0024

墨田区菊川2-23-3
℡03-3635-4880

平成２５年７月８日（月） ７月２０日（土） 平成２５年６月３日（月） ６月１０日（月）

平成２６年３月１０日（月） ３月２２日（土） 平成２６年２月３日（月） ２月１０日（月）

平成２５年１２月1６日（月）２月８日（土）平成２６年１月２７日（月）

平成２６年１月２０日（月） ２月１日（土） 平成２５年１２月２日（月） １２月１３日（金）

公益社団法人　北海道浄化槽協会
〒062-0935

札幌市豊平区平岸五条7-7-10
℡011-823-4755

東京

平成２５年５月２０日（月） ６月１日（土） 平成２５年４月１９日（金） ４月２６日（金）

平成２５年７月１日（月） ７月１３日（土） 平成２５年５月２２日（水） ５月２９日（水）

公益社団法人　宮城県生活環境事業協会
〒983-0035

仙台市宮城野区日の出町2-5-15
℡022-783-8070

平成２５年９月２日（月） ９月１４日（土） 平成２５年７月２６日（金） ８月２日（金）

平成２５年１１月２５日（月） １２月７日（土） 平成２５年１０月１８日（金） １０月２５日（金）

１２月２４日（火）

平成２５年１１月２５日（月） １１月２９日（金） 平成２５年１０月１５日（火） １０月２５日（金）

一般財団法人　福岡県浄化槽協会
〒811-2412

糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2
℡092-947-1800

講　習　期　間 受　付　期　間 受　付　機　関

平成２５年９月９日（月） ９月１３日（金） 平成２５年７月２９日（月） ８月９日（金）

一般社団法人　愛知県浄化槽協会
〒453-0017

名古屋市中村区則武本通1-31
℡052-481-7200

平成２５年６月１７日（月） ６月２１日（金） 平成２５年５月７日（火） ５月１７日（金）

一般社団法人　大阪府環境水質指導協会
〒591-8032

堺市北区百舌鳥梅町1丁24-3
℡072-256-1056

平成２６年１月２０日（月） １月２４日（金） 平成２５年１２月６日（金） １２月１６日（月）

公益社団法人　香川県浄化槽協会
〒761-8012

高松市香西本町1-106
℡087-881-6600

　　　　　平成25年度　浄化槽設備士講習・浄化槽管理士講習・技術管理者講習のご案内

講　習　期　間 受　付　期　間 受　付　機　関

平成２５年６月１０日（月） ６月１４日（金） 平成２５年４月２０日（火） ５月１３日（月）

東京

平成２５年１２月１６日（月） １２月２０日（金） 平成２５年１１月５日（火） １１月１８日（月）

公益財団法人日本環境整備教育センター
〒130-0024

墨田区菊川2-23-3
℡03-3635-4880

大阪
平成２５年７月２２日（月） ８月３日（土） 平成２５年６月14日（金） ６月２１日（金） 一般社団法人　大阪府環境水質指導協会

〒591-8032
堺市北区百舌鳥梅町1丁24-3

℡072-256-1056平成２５年１１月１８日（月） １１月３０日（土） 平成２５年１０月１１日（金） １０月１８日（金）

福岡
平成２５年９月２４日（火） １０月６日（日） 平成２５年８月１６日（金） ８月２３日（金） 一般財団法人　福岡県浄化槽協会

〒811-2412
糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2

℡092-947-1800平成２６年２月１７日（月） ３月１日（土） 平成２６年１月９日（木）



■浄化槽技術管理者講習会

会場

宮城 ～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

愛知 ～ ～

大阪 ～ ～

福岡 ～ ～

*受講資格・・・浄化槽管理士であること。 ※受講料・・・４９，０００円

*受講申請書・・・受講希望会場の受付機関より入手してください。

平成２６年１月２９日（水） １月３１日（金） 平成２５年１２月１６日（月） １２月２４日（火）

一般財団法人　福岡県浄化槽協会
〒811-2412

糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2
℡092-947-1800

平成２５年９月１８日（水） ９月２０日（金） 平成２５年８月５日（月） ８月１２日（月）

一般社団法人　大阪府環境水質指導協会
〒591-8032

堺市北区百舌鳥梅町１丁24-3
℡072-256-1056

平成２５年１２月１１日（水） １２月１３日（金） 平成２５年１０月３０日（水） １１月７日（木）

公益社団法人 宮城県生活環境事業協会
〒983-0035

仙台市宮城野区日の出町2-5-15
℡022-783-8070

東京

平成２５年６月２５日（火） ６月２７日（木） 平成２５年５月１７日（金） ５月２４日（金）

平成２５年８月２８日（火） ８月３０日（木） 平成２５年７月２２日（月） ７月２９日（月）

公益財団法人 日本環境整備教育センター
〒130-0024

墨田区菊川2-23-3
℡03-3635-4880

平成２６年３月４日（火） ３月６日（木） 平成２６年１月２７日（月） ２月３日（月）

平成２５年１１月６日（水） １１月８日（金） 平成２５年９月２７日（金） １０月４日（金）

一般社団法人 東京都水環境ｼｽﾃﾑ協会
〒191-0011

日野市日野本町4-5-5エイチエスビル3Ｆ
℡042-589-8781

講　習　期　間 受　付　期　間 受　付　機　関

平成２５年８月６日（火） ８月８日（木） 平成２５年６月２８日（金） ７月５日（金）

一般社団法人　愛知県浄化槽協会
〒453-0017

名古屋市中村区則武本通1-31
℡052-481-7200


