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2021 年 3 月 10 日 
Japan-YWP 総会資料 

 

Japan-YWP 第 11 回（2020 年度）総会 

 
 Japan National Young Water Professionals（Japan-YWP）は、International Water Association（IWA）

日本国内委員会（IWA の日本支部）の下部組織として、2010 年 3 月 5 日に設立されました。

Japan-YWP は、日本水環境学会、日本水道協会等と密接な連携をとりながら、上下水道・水環

境に関連する分野の学術的研究・知識の普及・水環境保全への積極的な貢献を目的とした若手

中心の組織です。教育・研究機関、官公庁・自治体、民間企業に所属する水関連の若手が広く

集まることで、分野・職種間の交流を促進し、水問題に関する様々な情報交換を行うプラット

フォームを構築しています。また、他国の YWP とも交流を行うことで、若手の国際ネットワ

ークを広げております。 
 本年度、Japan-YWP は第 6 期（2020−2021 年度）の運営委員に代替わりいたしました。本年

度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ウェブセミナーを企画して参りました。

来年度につきましても、ウェブセミナーを中心にイベントを開催し、会員の皆様に情報交換や

交流の機会を創出できるよう努めていきたいと考えています。 
 以下に本年度の活動報告および来年度の予定等に関してご報告させていただきます。 
 
2020 年度の活動報告 
総務関連 
１）会員現況 （2021 年 1 月時点） 
会員数：503 名（2020 年 1 月から+29 名） 平均年齢：33.7 歳（同+0.1 歳） 
所属別の割合：官公庁・事業体：18.5%、民間 45.1%、教育機関（大学・研究機関）：34.6%、

その他：1.8%。 
《入退会の状況》 
・ ウェブセミナーを開催するタイミングで入会者が増える傾向でした。 

 
２）メーリングリストの管理 
送信されたメーリスへの返信（自動応答など）が全体メーリスに流れてしまうことを避ける

ため、メーリスへの返信は Japan-YWP アドレス（japanywp@gmail.com）にのみ送信される

設定に変更いたしました。また、年度末には、年度始めから所属や連絡先が変更になった場合

の登録変更手続きに関する連絡を行うことで、メーリングリストが不通となることを避けるよ

うにいたします。 
 
3）Japan-YWP 活動費 経理報告 

Japan-YWP では、2011 年 11 月に IWA-ASPIRE 組織委員会より、活動費として 2,017,306
円の補助を受けました。IWA 日本国内委員会の承認を受け、Japan-YWP 運営委員が本活動費

の経理を担当し、Japan-YWP 専用口座に移管し、以降の活動費や運営費としています。 
2019年度 1～3月の経理状況とあわせて、2020年度経理状況を次ページに記載いたします。 
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2019 年度（2020 年 1 月 21 日～3 月 31 日）の経理状況 
収 入  

前年繰越金 ¥3,194,486 
利息収入 ¥12 
合計 ¥3,194,498 

 
支 出  
ホームページ維持管理費 ¥9,834 
Japan-YWP10 周年関連イベントによる支出 
(2020 年 1 月 21 日以降の支払い) 

¥855,471 

雑費（振込手数料等） ¥2,640 
合計 ¥867,945 

 
資金残高の推移 

移管資金 期首残高 ¥3,194,486 
次期繰越活動増減差額  ¥△867,933 
移管資金 期末残高 ¥2,326,553 

 
2020 年度（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 10 日）の経理状況 

収 入  
前年度繰越金 ¥2,326,553 
利息収入 ¥11 
合計 ¥2,326,564 

 

支 出  
メーリングリスト維持費 ¥26,136 
ホームページ維持管理費 ¥39,336 
Zoom 利用料 ¥18,133 
会議室利用料 ¥6,110 
雑費（振込手数料等） ¥ 1,720 
合計 ¥91,435 

 
資金残高の推移 

移管資金 期首残高 ¥2,326,553 
次期繰越活動増減差額  ¥△91,424 
移管資金 期末残高（2020 年 3 月 10 日現在） ¥2,235,129 
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広報関連 
１） YouTube チャンネルの作成と配信ウェビナーの公開 
 URL：https://www.youtube.com/channel/UCAQ9Z-2vOOCV5CMwRfKsJCw 
 
企画関連 

2020 年度における Japan-YWP 関連イベントの実施状況を下表に示します。国内イベント

6 件、国際イベント 1 件の計 7 件を主催・開催協力いたしました。2020 年度のイベントはウ

ェブでの開催となり、懇親会等の会員同士の直接的な交流が難しい状況となりましたが、日本

各地から多くの方に参加いただけました。 
 

2020 年度の開催イベント等 
時期 セミナー（場所/言語） 

2020.9.12 
Japan-YWP ウェビナー 「水業界のいろは」（Web/日本語） 
前半パート視聴 URL：https://www.youtube.com/watch?v=6HufP_tKVDQ&t=1209s 

後半パート視聴 URL：https://www.youtube.com/watch?v=pA2AdSkALHQ&t=13s 
2020.9.19 Japan-YWP ウェビナー 「下水から何がわかるのか」（Web/日本語） 
2020.11.13 第 14 回 JWRC 水道講座（Web/日本語、開催協力） 

2021.11.28 
Japan-YWP ウェビナー「下水道に眠る「宝の山」」（Web/日本語） 
視聴 URL：https://www.youtube.com/watch?v=DemnKiilxLQ&t=6s 

2021.2.13 
Japan-YWP ウェビナー 「みんなの Dr life -博士課程進学は人生のハードモ

ード選択なのか？-」（Web/日本語） 

2021.2.17 
Get-Together（IWA-YWP イベント）：後藤正太郎運営委員と橋口亜由未運

営委員が企画に参加（Web/英語） 
2021.2.27 Japan-YWP ウェビナー 「お仕事セミナー」（Web/日本語） 

その他：2020 年 10 月に Women for Water Partnership にて、後藤正太郎運営委員が IWA の

推薦を受け、若手代表としてプレゼン・議論に参加 
（URL：https://www.youtube.com/channel/UCNke_sr5lBWCR2HZ2tJf5Mg） 

 
2021 年度の活動予定  
企画関連 
■ Japan-YWP 国際シンポジウム（水環境学会 WET2021）（2021 年 8 月、Web） 
※この他、4 月以降にウェブセミナーを開催予定です。詳細が決まりしだい、HP および会員

メーリスにてご連絡いたします。 
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参考資料：第 6 期運営委員（2020-2021 年度：2021 年 3 月現在） 
 

代表  栗田宗大（電力中央研究所） 

副代表  

高田一輝（三菱総合研究所） 
長尾麻未（NJS） 
藤木一到（EY 新日本有限責任監査法人） 
渡利高大（長岡技術科学大学） 

関西支部長  横井貴大（水道技術研究センター） 

運営委員  

大石若菜（東北大学、学生委員） 
北尾亮太（ヴェオリア･ジェネッツ） 
熊越瑛（日本下水道事業団） 
後藤正太郎（EY 新日本有限責任監査法人） 
柴野汐理菜（坂戸、鶴ヶ島水道企業団） 
鈴木真実（神奈川県内広域水道企業団） 
蝶名林郁也（日水コン） 
丁青（中央大学） 
野村洋平（東京大学） 
橋口亜由未（島根大学） 
秦裕弥（日水コン） 
服部啓太（土木研究所） 
羽深昭（北海道大学） 
濱田祐綺（JFE エンジニアリング） 
平片悠河（産業技術総合研究所） 
松永光司（北海道大学、学生委員） 
山梨由布（群馬大学、学生委員） 
雪岡聖（京都大学） 
吉田健人（日立製作所） 

アドバイザー  
片山浩之（東京大学大学院工学系研究科 都市工学専攻 都市環境工学講座 教授） 
市村敬正（公益社団法人日本水道協会 研修国際 部長） 
本田康秀（国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業調整官） 

 


