
YWPの足跡
（2020年1月25日のJapan-YWP10周年記念イベント
にて発表されたスライドの一部となります）

たくさん名前と所属が出てきますが、所属と名前が当時のものもあります。
ご了承願います。



第1期、第2期

2010年3月発足



春日郁朗 （東京大学）
佐藤久 （北海道大学）
金田一智規 （広島大学）
橋本崇史 （メタウォーター）
本多了 （金沢大学）
真名垣聡 （横浜国立大学）

Japan-YWP 設立準備委員会 委員 （2010年1月29日）
吉田征史 （日本大学）
岸田直裕 （国立保健医療科学院）
小野寺崇 （長岡技術科学大学）
辻幸志 （日本下水道事業団）
寺田昭彦 （東京農工大学）
中園隼人 （東京設計事務所）
真砂佳史 （東北大学）



民間企業、事業体、研究機関など組織ごとのネットワークは見られるものの、
所属機関を超えて個々の若手のアクティビティを横断的につなぐネットワーク
というものは、十分に構築されていないのが実状ではないでしょうか。

既に皆様には、研究・業務に関連した独自のネットワークがあると思います。
そうした個別のネットワークをJapan-YWPの枠組みの中で結び合うことで、緻
密で総合的な水に関する情報網が構築されると期待しています。

研究や事業のベクトルがそろえば、関連情報の共有や協同展開などを推進でき
るでしょうし、相互の刺激にもなるでしょう。

本会の発足以降、民間企業、事業体の若手の方々とお話する機会があります
が、大学に所属している私では知ることのなかった情報を多々インプットいた
だいております。

「知る」ということは、実に奥深いものであり、教科書を読んだだけでは伺い
知れない面があるということを痛切に実感いたしました。一人ですべてを知る
ことには限界がありますが、専門性をもった方々との交流を通して、視野を広
げ、耳を澄ませば、効率的に情報を収集することができます。

2010年9月30日発行 ニューレターより

Japan-YWP設立の経緯と抱負



代表：春日郁朗 （東京大学）
副代表：佐藤久（北海道大学）金田一智規（広島大学）

寺田昭彦（東京農工大学）
本多了（東京大学）
真砂佳史（東北大学）
真名垣聡（横浜国立大学）
山村寛（中央大学）

山本敦史（関西大学）

吉田征史（日本大学）

中園隼人（東京設計事務所）
橋本崇史（メタウォーター）
松原康一（日水コン）
山下喬子（日本下水道事業団）

岸田直裕（国立保健医療科学院）
柿本貴志（埼玉県環境科学国際セン
ター）
小野寺崇（国立環境研究所）

二宗史憲（日本水道協会）
森谷直子（環境省）総務 戦略 広報 国際

大学

研究機関

官公庁・事業体

民間

日本水道協会
日本水環境学会

アドバイザー
古米弘明（東京大学教授）
松井庸司（日水協研修国際部長）
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第2期 Japan-YWP運営メンバー （2012年～2014年）



2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

IWA YWPワークショップ
＠IWA-ASPIRE

水道技術国際シンポジウム
Japan-YWP企画セッション

水道研究発表会での
ジョイントワークショップ

Japan-YWP
イブニングセミナー 下水道場×Japan-YWP

水インフラを担う若手による
ワークショップ

第1回Japan-YWP
下水道研究発表会ジョイントワークショップ

第4回IWAアジア太平洋
若手水専門家地域会議（AP-YWP）

1～2期の主な活動記録 定期的なイベント
特別なイベント

Japan-YWP 国際シンポジウム
＠WET水環境学会

2015年



Japan-YWP運営メンバー
佐藤久 （北海道大学）
春日郁朗 （東京大学）
金田一智規 （広島大学）
橋本崇史 （メタウォーター）
本多了 （金沢大学）
真名垣聡 （横浜国立大学）



↑ IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conferenceでの
集合写真

懇親会の様子→



第3期

2014年～2016年



Japan-YWP: 運営委員（2014.4～2016.3）
代表: 岸田直裕 (国立保健医療科学院) 

副代表: 中園隼人 (JFEエンジニアリング）

酒井宏治 (東京大学)
浅田安廣 (京都大学)
山村寛 (中央大学)
押木守 (長岡高専)
山本敦史(関西大学）

関隆宏(メタウォーター)
松原康一(日水コン）
佐野翔一 (みずほ情報総研)

小野寺崇 (国立環境研究所)
柿本貴志 (埼玉環科国際セ)
宮本豊尚 (国土技術政策総合研究所)

森谷直子 (環境省)
二宗史憲 (日本水道協会)
山下喬子(下水道事業団）

大学
国公立研究機関

民間企業
官公庁/事業体関係

アドバイザー
古米弘明教授 (東京大学)
佐久間勝 研修国際部長(日本水道協会)

学生委員
関根真 (横浜国立大学)
前田充登 (東京大学)



会員の皆様から「敷居が高くセミナー等に参加しつら゙い」という意見をよくいた
だきます。このため、誰もが参加しやすい雰囲気作りを進めていけたらと考えて
おります。また、諸外国のYWP組織と比較して、これまでは水分野の学生との関
わりが薄かったことから、本ニュースレターの4ページ目にも書かれている通
り、学生向けのイベントも今期から新しく企画することとしました。

ところで、先日、YWP関連イベントにて知り合ったお二人が結婚するとお聞きし
て、大変嬉しく思っております。YWPイベントでは、交友関係を築き易い、敷居
の低い雰囲気作りを心掛けておりますので、多くの方々にご参加いただけると幸
いです。このような思いがけない出会いもあるかもしれませんよ。

第3期代表挨拶



2014年 2015年 2016年

お仕事セミナー

水環境学会若手の会・YWP共催
セミナー＠水環境学会

3期の主な活動記録



飛野さん

お仕事セミナー



水環境学会 若手の会・YWP共催セミナー



第4期

2016年～2018年



YWPではセミナーやメーリングリストを通じて、事業・技術・研究・行政・海外
に関する動向の最新情報を共有してきました。YWPの魅力の一つは、気軽に参加
できるセミナーにおいて雰囲気の中で、立場、所属、経験の異なる多くの若手の
幅広いネットワークが構築できることです。
自分の経験や業務を紹介し、他の会員の話に耳を傾けることで、改めて自分の業
務を見直すことにつながり、日々仕事に対するモチベーションが高まることも多
いのではないでしょうか。このネットワークを維持・発展させ、YWPをより有意
義な場とするために、また、職場の若手や大学の後輩など、次の世代の若手を勧
誘して、仲間を増やして頂きたいと考えています。

第4期代表挨拶

今回、単独の代表から共同代表に変更した理由の一つに「Japan-YWPの国際戦略」
があります。この2年間、世界各国でYWP組織が立ち上がっており、アジアパシ
フィック地域では中国、台湾、韓国、シンガポール、インドで新たにYWPが設立
されました。Japan-YWPは世界のYWP組織の中で一番メンバーが多く、かつ最も活
発な組織であり、アジアパシフィック地域のYWPをリードする役割を期待されて
います。これから2018年のIWA東京大会に向けて、Japan-YWPがアジアパシフィッ
クYWPの情報と人の交流拠点となるような国際交流プラットフォームを構築した
いと考えています。



2016年 2017年 2018年

水道研究発表会ジョイントワークショップ
→ 海外水道フォーラム

海外水道フォーラム
→ 国際水道フォーラム

Japan-YWPシンポジウム
上下水道技術における
「温故知新」＠京都

国際研究交流会

ウィークエンドセミナー
→ お仕事セミナー

IWA-YWP Water-Wise 
Innovation Challenge! 

JWRC水道講座

4期の主な活動記録 定期的なイベント
特別なイベント



水環境学会 若手の会・YWP共催セミナー＠熊本大学



IWA-YWP 国際運営委員（第2期 2014−2018）



水道技術国際シンポジウム Japan-YWP企画セッション

国際的な活動がだんだん増える



水道技術国際シンポジウム Japan-YWP企画セッション 懇親会

IWA 会長

IWAとの繋がりもだんだん増える



国際水道フォーラム

国際的な活躍の場もだんだん増える



水道技術国際シンポジウム Japan-YWP企画セッション 懇親会

国際的な交流の場もだんだん増える





IWA-YWP Water-Wise Innovation Challenge! 
~Mission for Phnom Penh Cambodia~ 
＠京都大学



カンボジアから来て頂いた学生達
（IWA-YWP Water-Wise Innovation Challenge! 
~Mission for Phnom Penh Cambodia~ にて）



Japan-YWP第5期活動

若い



Japan-YWP第5期
・代表：浅田安廣 第5期の運営委員会目標

世代間を超えて、フラットに
自由に企画・議論できる場を
作ること

第5期のJapan-YWP全体目標
・Japan-YWPのアウトプットの充実化
→広報活動、ワーキンググループ設置
・様々な地域での活動推進
→首都圏以外でイベント開催、支部設置
・自分たちより若い世代との繋がり
→学生セミナー、講演招待
・国際交流→IWA国際会議関係



Japan-YWP第5期
・代表：浅田安廣 運営委員は30名！！！

たぶん、過去最高です(^^)v

将来に渡り、信頼できる多くの
仲間と出会えました！！

各イベントで奮闘する副代表!!

学生セミナー お仕事セミナー 国際会議セッション

座長!!



広報活動の充実化
HPの充実化(英語サイト開設) Facebookの開設

ニュースレターの発刊
フォロワー100人越え！！



水×SDGsワーキンググループ

Japan-YWP
での新たな試み

若手で何ができるか？

SDGから見る、水道事業体の目標・指標の現状



地方でのイベント開催

Japan-YWP関西支部
の設置へ！！

関西水若手の会「Water Loop」とコラボ

関西メンバーの意見は
結構独特！！



学生に向けたセミナー開催
お仕事セミナー 学生セミナー＠東北大学

社会人と学生がコラボレーション！！

若者よ、今こそ水分野に！！！



国際交流：IWA世界会議2018
ワークショップ Post SDGs Future Vision Calls

@ 東京
2018年9月



最後に
設立～10年間：プラットフォーム

基盤の構築

今後の10年間：新たな価値の創造
へ向けて

多くの方々によるご支援のもと、Japan-YWPの活動を
継続することができました。心より感謝申し上げます。

謝辞
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