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平成28年度第2回JWRC水道講座

イベント告知その１

水道が抱える様々な課題について、水道事業体ならびに関連企業がどのように考え対応してきたか、その経験

や具体例を、二名の講師より発表いただきます。講演後は、グループ討議の時間もご用意しております。講師と

参加者の対話により、問題解決や業務改善のヒントが得られるのではないでしょうか。

毎回多くの方にご参加いただき、盛況な講座になっております。水道技術研究センター主催の研修ということで、

水道事業体職員の方にも参加いただきやすい講座と思います。申込み期限が近くなっておりますで、興味のあ

る方はお早めにお申込みください。

＜日時＞

l 平成28年10月11日（火） 14時30分~16時30分 （14時受付開始）

＜会場＞

ｌ オカモトヤ第2ビル貸会議室 l 

l （東京都港区虎ノ門1-22-16第二オカモトヤビル3階）

＜参加費＞ 無料 ＜言語＞ 日本語

＜講演者及びテーマ＞

l ①(株)日水コン水道事業部東京水道部技術第三課 渡辺佑輔 様

l 「水道広域化の取り組みに係るコンサルティングの実際」

l ②神奈川県企業庁企業局水道部浄水課 諸節聖爵 様

l 「神奈川県営水道における水安全計画実効性向上のための取り組み」

＜お申込み＞

l 10月4日（火）までに、申込票に必要事項を記入し、[ kouza@jwrc-net.or.jp ] あて電子メールでお申込み ｌ

l ください。詳細については、Japan-YWP Webサイトのイベント開催案内か、（公財）水道技術研究センター

ｌ Webサイト[ http://www.jwrc-net.or.jp/kenshuu-koushuu/kouza/28_2nd.html ]をご確認ください。

mailto:kouza@jwrc-net.or.jp
http://www.jwrc-net.or.jp/kenshuu-koushuu/kouza/28_2nd.html
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Japan-YWPでは、メンバー間の交流の促進を図る目的で、会員同士が集まってそれぞれの情報を持ち寄り、自

由に議論する場としてイブニングセミナーを開催しております。セミナーではYWPメンバーからいくつかの話題提

供をいただいた後、討論・意見交換を行います。

セミナー終了後には、会場近隣にて懇親会も予定しております。様々な業種の仲間をつくれる良いチャンスと思

いますので、多くの方々のご参加をお待ちしております。

Japan-YWP イブニングセミナー

イベント告知その２

＜日時＞

l （予定）平成28年10月中

＜会場＞

ｌ （予定）東京大学本郷キャンパス

l 工学部14号館

＜参加費＞ 無料 （懇親会参加費は別途）

＜言語＞ 日本語

※※詳細が決定次第、Japan-YWPのWebサイト及びメーリングリストにてお知らせします※※

Japan-YWP お仕事セミナー2016

イベント告知その３

水分野の仕事は官公庁、自治体、企業、研究機関など多岐に渡ります。本イベントでは、様々な分野から集った

若手Japan-YWP会員が、水分野に興味を持つ学生に実際の仕事について紹介します。はじめに全体セッション

で数名の方に水分野に関する話題提供をいただいた後、続く交流セッションでは各機関・団体でブースに分かれ

て日頃の業務内容等について紹介します。

休日開催、普段着で参加のカジュアルなイベントです。イベント後は懇談会も予定しています。

学生必見!

＜日時＞

l （予定）平成28年11月5日（土） 午後

＜会場＞

ｌ （予定）東京大学本郷キャンパス

l 工学部14号館1階

＜参加費＞無料 ＜言語＞日本語

＜参加条件＞

l 当日までにYWP会員になっていただくこと。普段着でお越しいただくこと。

※※詳細が決定次第、Japan-YWPのWebサイト及びメーリングリストにてお知らせします※※
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11月9日（水）～11日（金）に開催される日本水道協会平成28年度全国会議（第89回総会・水道研究発表会）に

おいて、日本水道協会、厚生労働省並びにJapan-YWPによる共催で国際水道フォーラムが開催されます。本

フォーラムでは、東南アジアを中心とする海外水道協会の方々と、各国水道界の取組や良好事例の紹介などを

行います。研究発表会に参加されるYWP会員の皆様は、ぜひともお誘い合わせの上ご参加いただきますよう、

お願い申し上げます。

平成28年度国際水道フォーラム

イベント告知その４

＜日時＞

l 平成28年11月10日（木） 14時～17時30分

＜会場＞

ｌ 京都市国際交流会館 イベントホール

l （京都市左京区粟田口鳥居町2-1）

＜参加方法＞

l 日本水道協会平成28年度全国会議（第89回総会・水

l 道研究発表会）への有料の参加登録が必要です。

l 詳細は日本水道協会Webサイトをご確認ください。

l [ http://www.jwwa.or.jp/gyouji/soukai.html ]

＜言語＞英語、同時通訳有り（予定）

第7回Japan-YWP総会兼セミナー

イベント告知その５

Japan-YWPの活動の一環として、都内にてJapan-YWP第7回総会兼セミナーを開催いたします。これまでの
活動報告や今後の活動予定の紹介に加え、水分野を題材とした基調講演、YWP会員からの一般講演等を企画

しています。さらに、会員同士のコミュニケーションを行うためのネットワーキングセッション（名刺交換会）や、懇
親会の実施を予定しております。多くの方々の御参加をお待ちしております。

＜日時＞

l 平成29年1月21日（土）午後

＜会場＞

l 日本水道協会７階第１－３会議室

l （東京都千代田区九段南４－８－９）

＜参加費＞無料

＜言語＞日本語

※※講演・お申込み等の詳細は、後日Japan-YWPのWebサイト及びメーリングリストにてお知らせします※※

前回ネットワーキングセッションにて

※※テーマ等の詳細は、後日Japan-YWPのWebサイト及びメーリングリストにてお知らせします※※

http://www.jwwa.or.jp/gyouji/soukai.html
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私は、1978年秋のイラン革命に端を発する第二次石油危機のさなか、1981年春に東京都に入都しました。

その後、80年代後半になり、バブルの時代へと突入していくわけですが、当時は、我が国の高度経済成長を

支えてきた終身雇用制度、あるいは年功序列賃金制度の転換期にさしかかっており、都でも給与制度の見直

しが検討されていました。

私も若手職員として、制度見直しの作業に携わり、専門書籍などを読みながら自分なりに見直し案を作成し

ました。

しかしながら、先輩職員からは、「給与制度見直しにあたっては、その水準が勤続年数の短い者が長い者に

追いつくのは仕方がないが、追い抜きはあってはならない。」とダメ出しをされました。数か月を無駄にしたこと

になりました。

まさに、「下手の考え休むに似たり」だったのです。

そこで、今度は、過去の給与制度の変遷を調べるとともに、年齢層ごとに生涯賃金をシミュレーションし新た

な給与制度との比較を行うなど、徹底して調査分析することにより、ようやく見直し案の完成をみました。

（次ページへ続く）

市村 敬正 （いちむら たかまさ）

（公益社団法人 日本水道協会 研修国際部長）

前例をヒントに、新しいことにチャレンジ

手紙 ～拝啓 若手の君へ～

2016年10月9日から14日までオーストラリアのブリスベンでWorld Water Congress & Exhibition 2016が開催され

ます。世界中から10,000人以上の水の専門家が集まるこの会議では、若手に向けた様々なYWPイベントが予定

されています。特に10月11日（火）15時30分からSky roomで開催予定の「Emerging Water Leaders forum」では、

世界各国から100人以上の若手が集まり、次世代の水問題解決に向けて残された課題とその解決に向けたアク

ションについてグループディスカッション形式で討論する予定になっており、人的ネットワークの構築や世界の水

問題を学習する上で非常に有用なイベントと言えます。英語の苦手な方も、シャイな方も、テーブル毎のファシリ

テーターがきちんとリードしてくれるので、心配無用です。今回、日本から本会議に参加されるYWP会員の皆様は、

ぜひともお誘い合わせの上ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

10/9 19:30 YWP Dinner
@ IWA carrier development hub

10/10 10:30-12:00 Building Leadership ， 13:30-15:00 Curious power of story –writing narrative-
10/11 10:30-12:00 How to review a paper ， 13:30-15:00 Art of publishing
10/12 10:30-12:00 Building leadership ， 13:30-15:00 Bring your idea to the market
10/13 13:30-15:00 Stakeholder engagement

@ Sky room
10/11 15:30-17:00 Emerging Water Leaders forum

@Room S1
10/12 15:30-17:00 Water Career Development session

IWA-YWPイベント inブリスベン

イベント告知その６



Japan-YWP入会方法とお問合せ先

Japan-YWPは、随時会員募集中です。会員要件は、大学・研究機関、官公庁、上水道・下水道事業体、民間企

業などに所属する水関連の若手・学生（原則35歳以下）とし、専門内容やIWA会員であることの有無は問いませ

ん。また、年会費等は不要です。入会手続きはメールまたはWebサイトから行えます。

■メールから入会希望の方は、

①所属 、 ②氏名

③生年月日 、 ④E-mailアドレス

⑤専門分野

を明記の上、以下のメールアドレスまでお気軽

にお申込みください[ japanywp@gmail.com ]。

■Webサイトから（右図参照）

Webサイト[ http://www.japan-ywp.site/ ]から

も入会手続きが可能です。 トップページの

「Japan-YWPへのご入会はこちら」から申込

フォーム、お問合せ先へお進みください。

こちらから
入会申込みができます！

編集後記
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＜ご略歴＞
昭和56年4月 東京都に入都（交通局、財務局） 、 平成05年4月 水道局に異動 総務部主計課 予算係次席
平成11年4月 水道局 総務部主計課 予算係長 、 平成21年7月 水道局 総務部 経営改革推進担当課長
平成25年4月 水道局 総務部 主計課長 、 平成28年4月 公益社団法人日本水道協会 派遣 研修国際部長

現状を無視できないのは当たり前の事なのですが、なかなか気付かないものです。

神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は中世で最も進歩的な君主と評価された一方、現状にとらわれない強引な改

革を推し進めようとした結果、教皇庁や都市国家の抵抗を生んだほか、ドイツを混乱させることとなりました。

何事も、前例にとらわれず、現状に素朴な疑問を持って新たなことに挑戦することは必要です。しかし、現状

分析とデータに基づき判断する事がなければ良い案ができません。結論に至る過程で、どう現状分析し、どう

いうデータに基づき、方向性を定めたかが重要です。

今、日本の水道事業は、施設の老朽化に伴うシステムの再構築、災害にも負けない強靭なシステムの構築、

新たな水質問題の発生に伴う対応、収益減少の中での持続可能な事業経営の確立など、かつて経験のした

ことのない様々な課題に直面しています。

また、事情は異なれ、世界にも日本と同様の課題を抱える国々があります。

今後ともＹＷＰの若い皆さんが、国際社会に貢献するため、新しいことに果敢に挑戦し、成果を上げていくこと

を大いに期待しております。

下半期は関連イベントが多く予定されておりますので、今号をきっかけにして、会員の皆様にも足を運んでいた

だければ幸いです。イベントの開催報告も随時Webサイトに掲載いたしますので、ぜひご覧下さい。今号を作成

するにあたり、原稿をお寄せいただきました皆様、ご協力頂き誠にありがとうございました。

（前ページからの続き）

mailto:japanywp@gmail.com
http://www.japan-ywp.site/

