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●序にかえて●

序にかえて

環境と
就職を
「競争」と「調和」の二律背反を
超えて
序にかえて● 2000 年度実行委員長
近藤 大介

小学生たちの絵を見る機会があった。
ひとつは有名スポーツ選手の写真を用いて、実力
のない選手が実力のある選手を食べようとしている
『弱肉強食』の図。
もうひとつは、皿のチーズをおいしそうに眺める
ネズミの絵かと思えば、そのネズミが皿に乗った所
をおいしそうに眺めるネコがいる絵があった。じゃ
ばら折りにした紙を使い、左右からみて別の絵を見
せるようにした仕掛けで、
『食物連鎖』を題材にして
いるといっていいだろう。
昭和の昔、私が小学６年生の時には思いもつかな
かった着眼点である。
今だからわかる違いだが、当時はちょうどバブル
の時期だった。戦後体制を続けて経済成長が絶頂に
乗ったこの頃、日本人のほとんどが中流以上だとい
う意識をもち、
弱肉強食を考えなくてもよかった。
そして何より、自分たち人間が自然の連鎖の一部と
いう冷厳な事実に目を向けなくてもよい時代でも
あった。先祖代々から受け継がれた自然界の森羅万
象を敬う精神は薄れ、
ある意味、
私たち人間は傲慢に
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考える。
なっていたともいえる。
●
「環境就職相談会」に携わり始めたのは、それから
10年後のことだ。
1998年当時の学生は、大卒間もない私と大した意
識の違いはなく、
「何やわからへんけど、環境は新し
い」と、良い意味での物好きから集まった若者が多
かったように思う。
伝統的な自然崇敬は別として、
自
然環境と人間という関係づけが学問的にも社会的に
も薄いままの時代だから、物好きの学生たちは自分
で考えなければならない。
というわけで、
学生たちの
気質も自発的に行動、質問も我流で作るといったよ
うに、
手作りで動いていた面が強かった。
また当時の相談会は、数少なかった「環境関連」を
掲げる職業人が集まるというだけで充分な意味を持
ち、学生の注目を浴びていた。ただし、注目をしそう
な学生の数は少なかった。一般化されていなかった
のである。
さらに今日まで７年の歳月が過ぎた。
時とともに環境意識の向上が促され、ようやく世
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開催レポート

「 環 境 」 就職
・ 進路相談会 2 0 0 4 i n 東京
就職・

序にかえて

開催日：2004 年 12 月 11 日（土）10:00 〜 17:00
第１部：シンポジウム「企業の環境部って何？！」
第２部：
「環境」就職・進路相談会
開催場所：日経「エコプロダクツ展」内 東京ビッグサイト
参加費：無料
参加者数：４１５名
（第１部・第２部合わせて）
社会人カウンセラー数：５３名
（キャリアカウンセラー２名含む）
広報：全国の８００大学・
キャンパスの就職相当課宛に
ポスターを郵送
各メーリングリストに転送
予算規模：８０万円程度

間に、特に若者層を中心に自然の流れを敬う心がよ
みがえってきたのだろう。参加する学生たちも受け
る社会人も、
その意識は大きく変わってきた。
●
当日の学生のやり取りからは「必死」ではあるが
「おとなしい」との印象を受け、環境問題草創期？の
７年前に比べると自発性に欠ける傾向がみられた。
いや、その評価は酷かもしれない。そう、小学生の
絵にも現れたように、この10年近くで『弱肉強食』へ
の礼賛が強まった影響ではないか。このキーワード
で、環境問題を案ずる若者が就職時につきつけられ
る矛盾が浮かび上がる。
彼らにとっても、報告書をお読みくださる各位に
とってもお気づきだろうが、人間同士の過剰な競争
は、
偏った製品生産や水・燃料など資源の大量消費を
進め、
さらには軍事紛争というように、
他人との差を
つけようとして自然を痛めつける恐れがある。だが
その反面、職を得て仕事を守るためには他者を蹴落
とすといった、適度な競争主義も必要だ。
二律背反である。
が、
多くの学生たちは環境意識が

高いはずで、頑張って他者を蹴落とそうとするより
は、それでもおとなしくなるケースが多いと思われ
る。
「独創的」などと下手な動きはせず、なるべく調
和策をとろうとする面があるのだろう・・・。
●
当企画の大きな目的のひとつが、この矛盾の解消
だ。
いつしかのように
「ある目標に向けて頑張る」人材
だけを重宝するのではなく、自然や社会を大きく見
渡して
「頑張らずに調和や共存を求める」人材をも必
要としている課題を学生と職業人とで共有すること
が、
各世代の精進に寄与するのではないだろうか。
もちろん、
私の理想だけでは語れないことが多い。
それ以上に、
今回の相談会が参加者・関係者各位それ
ぞれの目的にかない、自然環境のなかの一生物「ヒ
ト」
にとって役立つことを願ってやまない。
重ねて、各位のご厚誼とご協力に厚くお礼申し上
げます。
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●シンポジウム●

シンポジウム

講演録

「企業の環境部って何？！」
・評価
報 告 ・・

環境問題に関心があり、
環境部署で仕事をしたいと思っている学生が年々増えている。
果たして環境部の
仕事にはどんなものがあり、
実態はどうなっているのか？どの様な能力が必要とされているのか？それらの
疑問について実務者の日常業務を学び、
環境の仕事の実際を理解してもらう。

●パネラー
長沼 雄彦

氏

株式会社損害保険ジャパン コーポレートコミュニケーション企画部ＣＳＲ・環境推進室室長

田中

丈夫

氏

株式会社東京電力 環境部 環境交流グループ 副長

山口

真一

氏

トヨタ自動車株式会社 環境部 企画グループ 担当課長

●ファシリテーター（司会）

田中

啓介

00年度実行委員長／ホールアース自然学校
司会 それではまず最初に、今日はどのような学生の
皆さんが来ているかなあということを、少し私たちに教
えて頂きたいと思います。今から２つ大きな質問をしま
す。まず１つ目についてです。
「企業の環境部って何？！」
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４番目：むちゃむちゃ環境系。環境系でガンガンやっ
て行きたい。
それでは、１番の方。・・・お、いた。
２番の方。３人くらいかな。

というテーマで話がありますが、現時点で実際、皆様が環
境部についてどのくらいイメージが出来ているのかを伺

３番の方。これが一番多いですかね。全体の９割行く
のかな・・。

います。選択肢は次の３つです。
１番目：色々と本を読んで、とても明確に何やってい

いや、４番目。・・これも結構多い・・。
はい、分かりました。そんな皆様とこれから一緒に時

るか分かっている。
２番目：ちょっと自信がないけど、何となくこんなこと

間を作っていきたいと思います。
大きな流れといたしまして、まずお３方にプレゼン

をしているんじゃないかなというイメージを持っている。
３番目：実は、ごめんなさい、就活やっていますが、全

テーション、今それぞれの企業でどんなことをしている
のかを紹介していただいます。その後、私の手元に、皆様

然環境部って分かりません。よいですか？
では、まず１番の方。誰もいない・・素直でいいですね。

から事前に寄せていただいた質問集がありますが、これ
を元に代表的な質問をピックアップしながら、できるだ

２番目の方。
・・これが全体で多いですね。７割ぐらい。
３番の方。・・はい、３割くらい。いいですよ、その

け僕自身が皆さんの声の代弁者となって、疑問に思って
いること、聞いてみたい事を率直にお３方にぶつけてい

皆さんのための時間でもありますから。
次の質問です。今日のシンポジウムに来た目的を伺い

きたいと思っています。ただ、これは皆様の時間ですか
ら、ここを聞いてみたいということがあったら、積極的に

たいと思います。選択肢は４つ。
１番目：就職活動をやっているので、とりあえず何か

質問して頂いて結構です。
それではさっそくですが、プレゼンテーションに移っ

「就職・進路」って書いてあったから来てみた。
２番目：環境系ではなくて、パネリストの企業に関心

ていきます。
大学時代、この方は芝居をされていました。当時９０

があるから来た。
３番目：営業もしてみたいしメーカーにも興味がある

年代、芝居と言えば、ドラマと言えば、ＴＢＳ。とまあ、
一種の流行語のようなものがありまして、自分はテレビ

けど、環境系のことも何かしたいので、とりあえず選択肢
の一つとして環境系があるから来た。

ドラマを作りたいということで、ＴＢＳの入社を希望さ
れていました。残念ながら、ＴＢＳからは内定がもらえま

●シンポジウム●
間仕事をさせていただきまして、この２００４年４月に
現職に就いたという流れになります。
それで、この部署はちょっと珍しい名前かと思います
が、わりと歴史は長いです。安田火災の時代ですが、１９
９２年に地球サミット、初めて温暖化などが取り上げら
れたサミットですが、これに当時の社長が民間企業から
参加しまして、これからは企業として真剣に取り組まな
ければならないと思ったらしく、この部署が設立されま

・評価
報 告 ・・

した。設立から色々な変遷を辿って、２００３年１２月か
ら現在のＣＳＲ環境推進室になっています。
それで、現在この部署で働いている社員は、総合職が
７名、業務職が３名、総合職の内訳は男性６名の女性１
シンポジウムの様子
せんでした。その方は、形があるモノよりも、形のないモ
ノを商品として扱っていきたいと思って、例えば、商社で
あるとか、コンサルであるとか、保険であるとか・・・そ
んなことを考えて就職活動をした結果、今この方がい
らっしゃいます。
「株式会社損害保険ジャパンコーポレー
トコミュニケーション企画部ＣＳＲ・環境推進室の長沼
雄彦様、お願いします。

●損保ジャパンの概要
長沼氏（以下、敬称略） ご紹介ありがとうございます。
まず簡単に、損害保険ジャパンの会社概要についてお話
させて頂きます。その名の通り、損害保険会社です。皆様
にも親しみがあると思う自動車保険ですとか火災保険、
そういった保険商品を売っている会社です。
２００２年７月に、元々別の会社であった安田保険と

名、業務職は女性３名。だいたいこの１０名が中心になっ
て仕事をしています。ですから、１５５２９分の１０人、
という部署になります。
ＣＳＲ環境推進室の位置づけですが、経営企画部門、要
は会社が事業を行っていく上での方向性を決める部門で
すね、その中に会社組織全体に指示を送る、経営企画部で
すとか、人事関連の人事部、社長や役員の意見を反映する
秘書部がありまして、その中の一部署として「コーポレー
トコミュニケーション企画部」が位置づけられています。
これは会社の広報部ですね、マスコミの対応をしたり、当
社でやっている活動の情報発信・宣伝をやったり、ＣＭを
作ったりという部署なのですが、そのコーポレートコ
ミュニケーション企画部の中の一部門として、ＣＳＲ環
境推進室が位置付けられています。

●ＣＳＲとは
ＣＳＲとは、Corporate Social Responsibility、企業

日産火災という二つの会社が合併して、今の損保ジャパ
ン、同１２月に大成火災も合併して、３社が合わさった形

の社会的責任と訳されています。端的に言うと、企業が事
業活動の中で、業績を上げることは当たり前のことです

で発足しました。覚えていただきたいのは、社員ですね。
現時点で、１５５２９名おります。その後、その中で環境

が、それに加えて、自主的に環境や社会への配慮を組み込
むことだと考えています。ですから、今までの日本の高度

の仕事に携わっているかは、後でご説明していきたいと
思います。

成長期の企業でしたら、単純に利益さえ上げていれば、そ
れだけで良い企業と呼ばれていたのですが、これからは

次に、大学から今までの経歴をお話します。９５年に
慶應義塾大学の環境情報学部を卒業しました。第一期生

違いますでしょうと。利益をあげて、株主に還元したり給
料を払うのは当たり前のことです。それに加えて、社会貢

だったので、先輩はいませんでしたし、他に就職する人間
も、我々３５０人くらいが初めてでした。ただ、大学時代

献も行っていかないといけないし、人権の問題ですとか、
労働関係の問題など社内の問題にも取り組まないといけ

は特に環境問題について詳しく勉強していたわけではあ
りません。卒業と同時に、安田火災海上保険に入社いたし

ない。さらには、環境問題にも企業として何らかの形で貢
献していかなければならない。企業の評価というのはこ

まして、一年間の研修期間を経まして、９６年に三重県の
営業課に配属になりまして、そこで３年間営業活動をし

の３つの軸で評価されるべきですね、と。それがＣＳＲで
して、当社も、ＣＳＲを果たす企業を標榜しています。

ました。その後、東京にある本店のＳＣ（サービスセン
ター）で、お客様が自動車事故にあわれたときに、自動車

ＣＳＲ環境推進室の業務内容をほんの一部の例ですが
紹介します。まず、社内外でＣＳＲを推進するための総合

事故の調査をしたり、時には相手方と交渉したり、最終的
に自動車保険の保険金を支払う査定の仕事をしていまし

窓口業務があります。個人的には、ＣＳＲ関係の情報収
集、つまりインプットと、自分なりに咀嚼して社外内の企

た。そこに三年間いたところ、２００２年の７月に環境省
に出向せよ、と言われまして、全く環境の仕事をしていた

画に反映させるアウトプット、これの繰り返しだと思い
ます。

わけではないのですが、環境省の地球環境局地球温暖化
対策課に出向しまして、そこで京都議定書に関わる各国

Ａ：ＣＳＲに関する社内取り組みの推進（社内研修、情
報提供、営業支援）

との国際交渉を担当させていただきました。そこで二年

Ｂ：ＣＳＲを通じた社外とのコミュニケーション業務
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●シンポジウム●
（取材対応、講演、会議・ワークグループ参加、来客との

している環境ＮＧＯに行って、
色々と勉強をしながら働い

情報交換）
Ｃ：環境関連商品・サービス、ＳＲＩ（社会的責任投

てもらおうと。そのアルバイト料などは、有志の社員の給
料から天引きして、自給いくらかでお支払いをする。

資）ファンド
Ｄ：コミュニケーションツール製作（ＣＳＲレポート、
ＨＰ、コンソーシアム）
Ｅ：環境関連活動、イベント事務局業務

●損保ジャパンのある一日の仕事
もう少し具体的に話をしますと、実際に一ヶ月くらい
前にあった一日を紹介します。
８時半くらいに出社して大

・評価
報 告 ・・

Ｆ：社会貢献活動（文化事業を含む）の推進
Ｇ：損保ジャパン各財団法人（環境、美術、記念）と

体３０分くらい、新聞記事ですとか雑誌の内容で、ＣＳＲ
あるいは企業の環境関連活動に関する記事をチェックし

の連携業務
Ｈ：社員が自主的に行う環境保全、福祉、文化、国際

て、役員・社長に送る作業があります。その後、９時から
３０分くらいミーティングがありまして、
１０時から社外

協力などの社会貢献活動等の取り組みの推進
と列挙しましたが、ざっとご覧になっていただければ

で行われているＣＳＲのワーキンググループ、
企業ですと
か、
環境省といった政府の方々が集まって意見交換をする

分かると思いますが、ＣＳＲですとか、当社の環境問題の
内容について、社内の研修を行ったり、社外の方々と意見

ような会合に出ました。その後昼食を挟みまして会社に
戻ってきて、
色々な部署の社員に当社が行っているＣＳＲ

交換、情報交換を行ったり、環境関連活動・イベントの事
務局業務を行います。損保ジャパンは、１０年間ほど「市

活動の研修の講師をやりました。
その後３時から４時まで
環境省を訪問しました。
私は一時環境省で仕事をしていま

民のための環境講座」と言う、色々な環境問題に関するセ
ミナーを開催して、市民に知っていただくイベントを継

したので、昔の同僚に顔を見せに行くこともあるのです
が、そうやって新たな情報収集を行いました。

続して行っていますが、そういったアクティビティの事
務局業務もやらせていただきております。

会社に戻ってきて、ＣＳＯラーニング制度の大学生と
環境財団で色々打ち合わせをしたり、最近どんな活動を

あと、３つ財団を持っています。環境財団、美術財団、
記念財団の行う活動との連携業務も行っています。
環境財

やっているのかと報告をもらったりしています。その後
６時半から時々あるのですが、新宿区内で活動する環境

団がやっているものに、
ＣＳＯラーニング制度があるので
すが、これは希望する大学生、大学院生の皆さんに、提携

関連のＮＰＯの方で、テーマは当社の環境報告書の内容
について紹介して欲しいということで、その講演を行い

左から、長沼氏、田中氏、山口氏
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●シンポジウム●
のポイントは、様々な業種・業界を覘いた上で、的を絞っ

これが毎日の流れではなくて、一日中デスクワークの
日もあれば出張する日もあります。平均して月に一回く

ていくことだと思います。まずは興味のある業界会社を
訪問してみることから。
色々な業界や会社を渡り歩いて、

らい、愛知万博の仕事で名古屋出張をさせて頂いたり、時
には海外出張も年に二回くらいさせて頂いております。

会社の人々に何の利害関係もなく会って頂けるのは今だ
けです。ですから、興味のある業界や会社があると思い

皆さんが一番興味があるところかなと思いますが、こ
こで働くにはということですが、特に当社の場合、必要と

ますが、もう少し興味の幅を広げてみて、とにかくバン
バン行ってみること。
その会社に行かなかったとしても、

される環境関係の知識・能力・人脈などはない「はず」
、と
書いてありますが、これは人事部に直接聴いたわけでは

後々の経験に繋がってきます。是非、そういった観点で
活用していただきたいと思います。

ないのですが、少なくともそこで働いている私自身は、特
別な知識や経験があるわけではないので、やる気があれ

司会 はい、どうもありがとうございました。皆さん、
色々な人に会えるのは今だけだそうです。是非とも有効

ばできるのではないかなと考えています。それよりも、社
内外とのコーディネーション業務が多いので、会社組織

活用をして欲しいと思います。
さて、次の方にうつります。大学時代のゼミの先生が、

と本来業務の内容を知っていることの方が重要だと思い
ます。先ほども申し上げましたが、社内で研修をやった

メーカー志向、つまり、モノを作って利益を追求する、と
言われていたために、初めはメーカーを志望していらっ

り、省エネですとか環境活動に関する企画を立ち上げた
り、社外の方々とＣＳＲ活動どんなことをやっているの

しゃいました。しかし、自分ひとりの力で社会を変えて
いくことを考えた時に、ひょっとすると企業の力で変え

ですかと情報交換をすることもあります。そういう社外
の人と話す時に、社内の組織や保険のことについて全く

ていったほうが良いのではないか。それでは、より社会
に強い影響力を持っている企業の方が活動できるのでは

知らないとなると、現場で働いている方々と全く話が通
じないんですよね。ですから、自分達の仕事を知らないヤ

ないか、と考えてこの会社に入られた方のプレゼンテー
ションをお願いしたいと思います。東京電力環境部環境

ツの言うことをどうやって聞けるか、となりますので、基
本は抑えていくことが必要。それと、社外の方々と話をさ

交流グループ副長、田中様。

せて頂く時に、環境関連の部ではありますが、社外の方々
は私のことを損害保険業界の人間だと思って接して下さ

・評価
報 告 ・・

まして、９時くらいに帰宅でした。

●東京電力の概要
田中氏（以下、敬称略） 始めまして。東京電力環境部

るので、当然、損害保険業界について、損保ジャパンとい
う個別の会社について、全くそれは知りません、という話

環境交流グループ副長の田中丈夫と申します。よろしく
お願いします。

はできませんよね。
ということで、ある程度の経験は必要かなと思ってい

東京電力では、
「ＴＥＰＣＯのＥＣＯ」と言うことで、
最近この環境メッセージを使っています。。双葉のマーク

ます。それを踏まえると、これも人事部に聴いたわけでは
ないのですが、総合職の場合、入社１年目から配属される

をモチーフに、片方が電球で片方が葉っぱとなっていま
す。東京電力では、電気を作ることも非常に大切に考え

可能性は低いです。実際今まで過去代々いた担当者の中
でも、一番早くて３、４年目くらい。とりあえず、現場を

ていますし、それと同時に環境を守ることも考えていま
すよ、ということで、この「作る大切さ、守る大切さ」を

１回経験してみてからですね。業務職の場合は、入社１年
目からのケースもあります。

伝えています。
さらに、これは文字遊びですが、ＴＥＰＣＯの中には

ただ、希望を出し続けて配属されることは運任せか、と
いうとそうではなくて、当社の場合は、入社後希望の部署

「Ｔ「Ｅ」Ｐ「ＣＯ」
」と、ＥＣＯがあるので、東京電力
の仕事にエコが含まれているというメッセージです。電

に移動するための「ジョブチャレンジ制度」があります。
これは希望の部署が人を募集していたら社内のネットの

気を作ることと一緒に環境を守ること、これは私たちの
変わらない使命であり、東京電力全体で環境に対して取

掲示板に、この部署こんな人募集のように出ます。そこに
行きたいと思っていたら、自分で手を挙げて人事部に直

り組んでおります。
まず、自己紹介ですが、私が環境問題を意識するよう

接送ります。そうすると、自分の今の上司には分からない
ように、人事部と直接交渉できます。それで面接も上司に

になったきっかけは、高校の部活動でヨットをやってい
たことからです。茨城県の霞ヶ浦で練習をしていました。

分からないように、日曜日にこっそり本社何階の会議室
に来てくださいと言われて、直接希望理由を述べたりし

実は、霞ヶ浦では、１９７０年代から８０年代くらいに
湖の水質の栄養価が高くなってきました。
富栄養化です。

ます。それで認められれば、次の異動の時期に希望の部署
にいけると。そこで、自分の上司はお前そんなことをやっ

そうすると、アオコが発生します。実は今ではアオコは
発生しないそうですが、あまりにも栄養価が高くなりす

ていたのかと初めて分かると。落ちたとしても上司には
分からないわけですから、今の仕事に不満を持っている

ぎてしまったためらしいです。何故、アオコが発生する
かというと、霞ヶ浦の周りに養豚場がありまして、そこ

ことは絶対にばれないわけです。そういう制度がありま
して、ここ５、６年ですかね、この制度を活用してＣＳＲ

から処理されていないし尿が流れ込んできて、栄養価が
高くなってしまったためです。私が練習していた頃は、

の部署に来た人間もいます。
終わりにですが、自分の経験を踏まえまして就職活動

夏場にアオコが大量発生して、非常に悪臭を漂わせてい
ました。ヨットのレースの場合、水面はどこを使っても
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良いのですが、たまたまアオコの近くに入ってしまうと、

浮上してきました。更に電力の需要も今後伸びていきま

ヨットのスピードが急に遅くなって、先頭を進んでいた
のに急に最後になってしまいます。その時に、環境の大切

せんので、発電所を建てる必要がなくなってきます。そう
すると業務の中心が、地球環境対策、あるいは廃棄物対

さを体感しました。
そんなこともあり、１９８８年に慶応大学を卒業し、東

策、広報活動、情報開示活動になってきまして、２００２
年に環境部が経営企画部門として独立し、て今に至って

京電力に入社しました。初めに配属されたのは茨城支店
の龍ヶ崎営業所で、営業課に配属になりました。営業の仕

います。

・評価
報 告 ・・

事は、電気工事屋さんから「屋内配線工事が終了したから
新規に電気を入れてください」という申し込みの受付で

●東京電力の環境部門
東京電力の環境部門に携わっている社員は５４０人い

す。それともう一つは、例えば車庫を作るのに電柱が邪魔
になるから移動させてください、という時の対応をして

ます。本店で環境業務を担当している社員は約１４０人
おりまして、そのうち私たちの環境部の人数は８０名く

いました。
１９９３年になって、
「環境部環境総括課」に異動にな

らい。残りの４００名は現場の支店や発電所におります。
１０年前に配属した時、環境総括課と環境技術開発グ

りました。現在は「環境部環境交流グループ」におります
が、通算して１０年以上環境の仕事をしています。その途

ループという、技術と事務のグループだけで、全員で２０
名弱ぐらいでした。それが今では８０名くらいの人員を

中、１９９９年に「The Nature Conservancy」という、
アメリカ最大級の環境ＮＧＯに一年間出向しました。そ
こで、海外の環境ＮＧＯがどういうものかを実体験した
り、あるいは広報活動の手伝いをしたりしてきました。

かかえる大きい部になっています。東京電力全体を見て
も、ここまで伸びている部門はないと思います。
具体的に環境部がやっている仕事は、かなり多岐にわ
たっています。それぞれのグループが何をやっているか

The Nature Conservancy の話をちょっとだけします
と、生態系の豊かな地域を保全するのですが、そのために

をお話しますと、まず、①環境管理グループは、環境報告
書、今はサスティナブルレポートという言い方をしてい

同組織の科学者達がアメリカを小さなグリッドに分けて、
その中にどれだけ生態系が豊かかどうかを判断し、保存

る場合があるのですが、東京電力で１９９２年から環境
行動レポートを作っています。当社が日本で最初に発行

していく。保存するためにどうしたらよいかというと、そ
の土地を開発されないように買ってしまうとい

したと思います。環境管理グループでは、ＩＳＯ１４００

うことです。
自然系の不動産屋さんのようなこ
とをしているＮＧＯです。
帰国し、しばらくしてから環境広報を専門
に携わる「環境交流グループ」で仕事をするよ
うになりました。
１９９３年に環境部に配属になってから現
在に至るまで、環境省の「環境カウンセラー」
という資格を取得したり、
自然体験活動推進協
議会の「ＣＯＮＥ」という自然系の資格を取得
しました。
続いて、東京電力の環境部がどうなってい
るかという話をします。ちなみに、東京電力
は、社員が約４万人いまして、１９５１年に発
足しております。環境部の変遷なのですが、ま
ず東京電力が行っていたのは公害対策でした。
そのために１９６３年に、
排気対策委員会とい
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ファシリテーターの田中氏

う、
公害を防止するための委員会が本店組織に
できまして、その後１９６８年に初めて本店の中に「公害

１などの環境管理の業務も行っています。

対策本部」という専門組織が出来ました。ですので、この
時がいわゆる「環境部」という部門ができたということで

②環境技術グループでは、廃棄物対策などにかかわる
業務を行っています。あるいは、発電所の緑化活動を行う

す、ただ、業務は公害対策です。
その後、１９８５年に「立地環境本部」が出来まして、

時に、どういう施工をしたら良いかや、どういう活用がで
きるかを考えております。

その中に環境部が発足しました。環境部の業務内容は、立
地環境ということで、発電所を建てた後に環境影響があ

それと、ＣＯ２に関わる仕事の割合が多くなりまして、
地球環境グループ・国際業務グループ・生活環境グルー

るかを調査することでした。火力発電所を作って、煙突か
ら出る排気が地域周辺にどういう影響を与えるかとか、

プ・グリーンサポートグループ・社会システムグループが
関わっていて、それぞれの業務内容は細分化されていま

そういうことを調べるのが環境部の仕事でした。その後、
だいたい１０年前から地球温暖化問題とか廃棄物問題が

す。

●シンポジウム●
③地球環境グループは、国内の地球温暖化対策への提
言や、当社のＣＯ２削減目標に向けた方策を検討してい
ます。
④国際協力グループでは、オーストラリアの当社植林
地の管理や、炭素クレジットにかかわる海外プロジェク
トの検討を行っています。
⑤生活環境グループでは、家庭でのＣＯ２削減に向け

・評価
報 告 ・・

た提言を行っています。ＣＯ２の排出量、１９９０年に
比べて民生部門あるいは運輸部門では、２０、３０％伸
びてしまっています。それを国全体として下げるために
はどうしたらよいかということですが、例えば、レタス
クラブと一緒にＣＯ２家計簿を作り、ＣＯ２を下げるこ
とで地球環境に優しい暮らしをしつつ、自分達の家計も
助かりますよと言うことをご理解いただく取り組みをし
ています。

熱心に聞く２００名を超える参加者

⑥グリーンサポートグループは、国内におけるＣＯ２
削減に貢献できる森林保全活動について検討しており、

脈はもちろんなくて、入社一年で配属されることも全く今
までないですね。だいたい現場で色々な仕事を経験した上

⑦社会システムグループでは、運輸部門のＣＯ２の伸び
が高くなっていますが、運輸部門のＣＯ２削減をどうし

で配属になるようです。
司会 はい、どうもありがとうございました。

たらよいか考え、実行していこうというグループです。
⑧ＰＣＢソリューションセンターは、昔の変圧器の中

最後の方のプレゼンテーションにうつって行きます。
元々、車が好き、特にセリカという車が好きになって、そ

に有毒物質であるＰＣＢが混入している絶縁油があり、
そのＰＣＢの無害化処理に取り組んでいるグループです。

れがきっかけで車のメーカーに入られたそうです。この方
いわく、皆さんのほうがよっぽど就職活動に対して前向き

⑨環境交流グループでは、社外に対して当社の環境対
策はどうしているかとか、社員の環境意識を上げるため

で色々なことを研究されている。自分は、当時は漠然とし
たことしか就職のことを考えていなかったと仰っていまし

にどうしたらよいかを行っている部署です。最近の成果
というと、このエコプロダクツ展に出展していることで

た。トヨタ自動車環境部企画グループ担当課長の山口眞一
様、お願いします。

す。また、この４月から環境のＴＶコマーシャルをやって
いますが、これを広報部と一緒に作っています。社内外の
環境広報業務を行っているのが、環境交流グループです。

●東京電力のある一日の仕事

●トヨタ自動車の概要
山口氏（以下、敬称略） 山口です。よろしくお願いし
ます。さっそく、自己紹介をします。現職は、先ほど紹介

一日のスケジュールですが、手短にお話しますと、８：

がありましたように、環境部企画グループの担当課長で
す。大学は、大阪大学経済学部を卒業した後、トヨタ自動

２０くらいに出社しまして、新聞を見たり、メールを見
たりという対応を９時くらいまで行っています。これは

車に入社しまして、最初は財務部経理課、次に経理部監査
課、ということで、最初は全然環境とは関係のない部署に

本当にある日の一日ですが、この日は１０時から１１時
に社外の広報関係のお客様が来て、当社の環境広報をす

おりました。それから広報部交通環境グループで、この辺
からちょっと環境寄りになってきています。交通環境グ

るのにどういう媒体を使ったらよいか、という打ち合わ
せをしました。１１時から１２時に出張報告会に参加し

ループは交通安全と環境と交通政策の３つがありまして、
その中の交通政策を担当していました。ただ、同じグルー

ました。イタリアとフランスにＬＲＴ（Light Railway
Transit）の視察をしてきた報告会です。

プ内で環境をやっていたので、この辺で少し環境に寄って
きたわけです。

１２時から１２時３０分というのはお昼休みですが、
メールの処理をしています。お昼休みにすぐ食堂に行っ

それから、渉外部自動車グループ。ここの仕事は環境関
連です。環境省とか、通商産業省（現経済産業省）の環境

てもかなり混んでいるので時間差で行っています。１３
時から１５時まで社内会議で、１５時から１７時は資料

政策をやっている部署を担当していましたので、この辺か
らだいぶ環境によって参りました。それから平成１０年に

作成です。この資料作成というのは、先週千葉県で自然
科学講演会があって、東京電力の環境教育の支援活動が

財団法人ＥＶ（電気自動車）協会に出向して、ハイブリッ
ドの補助金を担当しました。要は、１９９７年１２月１０

どういうことをやっているかを発表してきましたが、こ
の発表のためのものです。１８時から２０時はＮＰＯと

日にプリウスが発売されました。その関係で補助金が国か
ら出ることになりまして、通産省から、どうせ補助金はプ

の勉強会で、世界の環境教育について高野孝子さんから
発表があったので聴いてきました。
以上が私の紹介です。

リウスだけなのだから手伝いに来い、ということでした。
それで、うちの会社から私ともう一人ＥＶ協会に呼ばれま

東京電力の「環境部」で働く、ということですが、人

して、一年間行って補助金をどういう風に交付するかとい
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●シンポジウム●
で豊田本社は５０名で、私は豊田本
社にいます。
環境部の業務内容ですが、私が
担当しているのは環境諸課題への対
応方針取りまとめや調整です。それ
から環境の委員会がございまして、
トヨタ環境委員会の事務局をやって

・評価
報 告 ・・

います。それから環境動向分析、渉
外活動はだいたい東京本社の環境部
が担当しております。また、環境マ
ネジメントの推進ですが、自社はか
なりやってきているので、今後は連
結子会社ですね、世界中に連結子会
社が５５４社ございますので、トヨ
タ自動車本体のみならず、連結子会
社についても推進しています。それ
から来年１月から施行されます自動

プレゼンをする田中氏

車リサイクル法への対応、それから
環境会計で環境コストや経済効果を
分析しています。あとは、環境報告
書の発行、環境教育、環境プレゼン
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う制度を作り上げました。それが大体軌道に乗っかった
ので、どこかに戻してということで、財務経理は好きじゃ

です。役所や大学に呼ばれたり講演したり、あとは展示
ですね。こういうことへの対応をしています。

なかったので、じゃあ、環境部に行かしてくれ、というこ
とで、環境部に行きました。環境部は、事務屋と技術屋だ

先ほどの委員会ですが、
「トヨタ環境委員会」が一番上
にあって、張社長が委員長になっています。その下に「製

と、３：７くらいで技術屋が多い。それなので、学部はど
こであっても関係ございません。

品環境委員会」はハイブリッドカーなど製品関係、
「生産
環境委員会」は工場の環境ですね、それから「リサイク

次に一日のスケジュールですが、フレックスタイム制
なので、だいたい９時くらいに行って、メールチェックや

ル委員会」となっています。

電話応対をしまして、この日はお客さんに対して環境プ
レゼンテーションがありました。そのまま、昼食をとりな

●環境をやっているのは環境部だけではない

がらやりました。それから席に戻ってきて資料作りをし
て、社内会議、そして資料作りで帰るというようなこと

けではないのですよ。というより、環境部自体は実務は
やらない。どちらかというと、コーディネーション、調

で。そのほか、一日中出張もありますし、海外出張もあり
ます。

整をやります。実際にやっているのは、そこの主管部署
です。例えば、道路交通システムだったら、ＩＴ・ＩＴ

トヨタとしては、環境問題への対応は経営の最重要課
題と位置づけまして、
「トヨタ基本理念」や「トヨタ地球

Ｓ企画部がやっています。植林も、バイオ・緑化事業部
という部署がやっています。例えば、ＣＯ２を吸収する

環境憲章」、これはいわゆるＩＳＯ１４００１で言えば、
環境方針に当たるものです。そして、トヨタ環境取り組み

植物はどんなものがあるかとか、中国に木を植えたりし
ています。それから、トヨタの環境の取り組みをＰＲす

プランというアクションプランに進めてやっているとい
うことです。

る環境フォーラムを開催していますが、これは広報部が
やっています。環境部は協力しているだけ。トヨタの環

「２０１０年グローバルビジョン」は、０２年４月に２
０１０年に会社がどうあるべきかを発表したものです。

境施設・工場見学ツアーは、企業ＰＲ部がやっていまし
て、お客さんを案内して説明をしています。商品カタロ

これは、４つ柱があって、その一番に再生社会・循環型社
会の到来を予測し、それに対して地球にフレンドリーな

グへの環境情報掲載は宣伝部で、環境部は内容をチェッ
クするだけです。あとは、環境展示は広報部がやったり、

技術で地球再生を牽引することを、社会に対して公約し
たということです。グローバルビジョンにおいて一番初

環境部がやったりといった感じです。あとは、社会貢献
活動で言うと、
「トヨタの森」という、トヨタの本社の近

めに持ってきているということで、会社が環境に本気で
取り組んでいる、ということが分かって頂けたと思いま

くに森がありまして、そこを保存していますが、これは
総務部がやっています。中国での植林は、バイオ・緑化

す。
それから、トヨタ環境部の概要ですが、ちょうど１９

事業部がやっています。中国政府から依頼されて、砂漠
に木を植えて今すっかり木が生えて砂漠だった場所が、

９７年１２月にプリウスを発売して、９８年の１月に環
境部が出来ています。人員が７４人で、東京本社は２４名

林くらいにはなっています。
「トヨタ白川郷自然学校」は
来年開校しますが、これは環境部の担当ですね。あとは、

ここで言いたいのは、環境をやっているのは環境部だ
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という方が圧倒的でしたが、実はそれでよかったようで

に表彰され、聞くところによれば、企業の受賞は珍しいの
ですが、取り組みが高く評価されたということです。しか

すね。というのは、
「環境部＝これですよ」ということで
はなくて、非常にたくさんの業務が多岐にわたっていま

し、受賞の見返りに寄付をしなければならなくなって、年
間二億円ずつ寄付しています。これは、全国のＮＰＯ等に

した。講師があり、イベントがあり、資料作成があり、と
にかくたくさんの仕事をしているのが環境部なので、逆

環境プログラムを募集しまして、こういう環境のプログ
ラムをやるのでお金を下さい、ということで提案を出し

に言うと、ちゃんと組織の中のことを理解していかない
とダメなんですよ、だから皆さん仰っていましたね、入社

てもらう。それを審査して、二億円の中からこれはどこど
このＮＰＯさんの取り組みに何百万円ということでお出

一年目からの環境部への配属は通常まずありえませんよ、
ということでした。ただ、その一方で、ジョブチャレンジ

ししています。あとは、ＷＢＣＳＤ（持続可能な発展のた
めの世界経済人会議）では、当社の名誉会長が副会長を

制度、つまり志向していればいつかは認められてそこに
行くことができる制度もあるので、可能であればそう

やっていますが、全世界の有力企業が入って持続可能な
社会に向けてどう取り組んでいくべきかについて研究し

いったものを使うこともできますよ、と。ただし、希望す
れば行くのだけど、じゃあ、本当に希望する先が環境部で

ています。

いいのか、ということを山口さんが仰っていました。環境
部だけが環境のことをしているんじゃない、山口さんの

●トヨタ自動車の今後の取り組み
最後に、環境部の今後の取り組みとしては、３つくらい

・評価
報 告 ・・

「グローバル５００賞」は、国連からトヨタが３、４年前

言葉を借りると、環境部はコーディネート業務に徹する、
ということが環境部を端的に表していると思いますが、

かなと。トヨタ本体だけではなくて、連結子会社も含めて
環境取組を推進していく連結環境マネジメント。それか

長沼さんや田中さん、その辺環境部でなければ環境のこ
とができない、というのはどうも妄想だということで、お

ら、自動車リサイクル法が一月から施行されるので、これ
への対応もやっていかなければならない。それから化学

話はありますか？
田中 環境部でなければ環境が出来ない、ということ

物質の管理ですが、これはグローバルにしっかり管理し
ていく必要があります。

ですが、当社の環境に携わる人間は５４０人います。例え
ば、地中線の工事事務所の中でも、地中線の工事をする時

気になる配属で言いますと、環境部はコーディネー
ション部署ですから、いきなり新人が配属されることは

に土を掘り返して、この土を数日保管して、また道路を塞
がなければならない。要するに、工期を短縮することに

ほとんどないです。今年初めて私の下に博士号を取った
新人が来ましたけど、それ以外はないのでほとんどない

よって環境負荷が少なくなるとか、土を掘ったあとどう
するか、また埋め戻したり、またはどこかに持っていかな

と思ってください。先ほど申しましたが、別に環境部だけ
が環境をやっているわけではなくて、色々な部署がやっ

ければならなかったり。全ての所で環境の考えた方の必
要性はあります。ですので、どこに行っても環境の意識は

ています。そういう部署はもちろん新人もおります。だか
ら、最初から環境部に行こうと思っても行けませんので、

大切だと思っています。
司会 どこに行っても環境の意識は大切で、それが全

行ける部署で環境に関して出来ることはたくさんあるわ
けですから、そういうところに行かれたらよいのではな

てつながっているということですね。
長沼 損保ジャパンも全く同じですね。我々の仕事は、

いかと思います。
司会 はい、どうもありがとうございました。以上で

企画運営・コーディネーションが中心ですが、例えば保険
会社で、産業廃棄物に関する保険ですとか、風力発電事業

お３方のプレゼンテーションを終了します。たくさんの
キーワードが出てきたと思います。まず、最初に伺った

をやる時のリスクを担保する保険、それらを支援する
サービスですとか、環境に配慮した株だけを集めたファ

「環境部のことは何となくしか理解できていないのだけど」

ンド、エコファンドを作っているような部署はそれぞれ
個別になりますので、そういった商品開発ですとか、新し
いサービスを考える部門でも多いに環境の観点から仕事
ができると思います。
司会 何も環境部だけが環境のことをしているのでは
ないのだから、常に環境に対する意識を持って、仮に環境
部とは全然違うようにみえる部署に行っても、実はそれ
が全て環境のことに繋がっているということも少しずつ
明らかになってきたかと思っています。
その環境部、または他の部署で環境の事でやっていこ
うとする時に、よく皆さんからこのような質問がありま
す。先ほどから、例えばＣＳＲなどという話があります
が、環境のことをやって行くと、ひょっとすると企業の利
益を追求する活動と相反するのではないか。だから、他の

参加者からの質問

部署と確執があったりとか、他の部署から疎んじられて
いるのではないかという質問があるのですが、今の話を
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聞いていると、むしろ環境部が企業の活動を促進してい
くような役割を担っているような印象を思ったのですが、
山口さん、その辺いかがですか？

社外の方々と意見交換をして企画を立ち上げたりとか、
そういう仕事がとても多いのです。ですので、人と会うの

●環境と経済の両立は

が嫌いだと言う人は、ちょっと向いていないかなと思い
ます。まあ、これも慣れなので、やっていけばだんだん自

山口

いえ、別に全然敵対はないですね。重要なキー

ワードとしては、環境と経済の両立なんですよ。ですか
ら、利益追求ももちろん大事ですし、環境保全も大事。そ
の両立を図って進めていくということが大事なんです。
その方向付けをするのも環境部がやるものですから、敵
対したりとかは全然ありません。例えば、ハイブリッドの
開発をしている部署があります。それから、利益計画を経
理がやっていると。この二つの部署が敵対することがあ
りますが、そこへ私どもが出て行って、まあまあ、とコー
ディネーションをやる。環境部が直接的に敵にはならな
いです。
司会 文字通り、環境と経済の両立をする時の潤滑油
のような役割を果たすと言うのが、環境部であると。
田中 潤滑油、というか、相乗効果を働かせるのかも
しれませんね。例えば、営業との相乗効果。当社にはエコ
キュートという給湯機があります。これはヒートポンプ
の仕組みを使って、１００投入したエネルギー以上の力
を生み出せる仕組みです。化石燃料を燃やしてエネル
ギーを取り出しても１００以上の力にはなりません。そ
んなエコキュートを営業が売っています。ただ、営業が普
通に売るだけだとなかなかお客さんも理解してくれない
し、購入いただけないのですが、環境部で環境の非常に良
い側面を訴求してあげると、営業と一緒になって売上を
伸ばせるかもしれません。そういう取り組みをしていま
す。要するに支援することはできると。
司会 環境と経済の両立を図る潤滑油、または、相乗
効果を求めてうまくコーディネートをしていくのが環境
部。だから、コーディネートをやってみたいと思っている
方にはすごくよい部署かもしれません。ただし、皆さんの
中でも、いや自分はどちらかというと現場に出てもろに
環境をやっていきたい人にとっては、むしろ環境部では
なくて他の部署で環境に繋がることに目指して行った方
がよいことになるかと思います。
さあ、その中でもう一つ出てくることがあります。環
境部に行ってもよし、環境部以外のところで環境に繋が
るようなことを考えていくでもよし、いずれにしても環
境に向けた方向性で自分の進路を考えていく時に、企業
からよく「即戦力」を言われます。環境部、または、それ
以外の部署でも環境で頑張っていこうとする皆さんに対
して言われている「即戦力」
、つまり企業がどういう人材
を求めているのか、について長沼さん、少しお話していた
だけますか？

●どういう人材が求められているのか
長沼

専門知識ですとか、経験はもちろん問うていま

せん。もちろん、そういったものがあれば、皆さんの武器
にはなると考えます。ただ、ＣＳＲ環境推進室の業務で言
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えば、社内の人たちと一緒に新しい仕事を始めたりとか、

分で能力的に育っていくと思いますが・・・。
司会 人とのコミュニケーション能力、というところ
ですね。それ以外で何かありますか？
田中 コミュニケーション能力は重要だと思いますが、
他に環境部が欲している人材は、大学の専門だけではカ
バーできない仕事をしていますので、技術だけではなく、
社会情勢とか、電気・エネルギーの場合、世界のエネル
ギー事情とか、政治と経済とか、幅広く、適切な情報を取
れる能力、ということも要求されてくると思います。
山口 知識は、必要なときにぱっと身に付ければよく
て、コミュニケーションとか交渉能力とか、調整能力と
いったことが重視されると思います。ですから、最近の学
生さんは、あまり人と話したがらないと言われています
けど、そのあたりは頑張って身に付けられた方が良いと
思います。例えば、年の離れた人と話したり。学生同士で
は喋れるけど、会社に入れば当然他の部署の部長さんと
かと話さないといけないから、できるだけ年の離れた人
と話すことを練習されると良いと思います。
司会 この中で具体的に、世代の違う方とよく話す機
会を良く持っているという学生の方いらっしゃいます
か？・・・あ、結構いらっしゃいますかね。その方たちは、
自分のコミュニケーション力を磨くと共に、他の人にも
そのような機会を与えてもらいたいと思います。長沼さ
んや田中さん、コミュニケーション力を磨いていくヒン
トと言うか、こんなことを学生はしたほうがよいという
アドバイスはございますか？

●学生時代にした方がよいこと
田中 学生時代をどう過ごしていくか、と言うメッ
セージにも通じるかと思いますが、自分の業務だけをし
ていると、なかなかコミュニケーション能力はつきませ
ん。例えば、自然のことを話題として持ち出せるとか、芸
術的な知識とか、あるいは自然公園に行って色々な体験
をしてくるとか、色々と見て経験することによって、自分
の幅の広さを増やすことが大切なのではないかなと思い
ます。学生さんなら今は時間がたくさんありますよね。社
会人になると、一ヶ月も休んで旅行するなんてできませ
んから、旅行などの体験をすることによって、コミュニ
ケーション力が養われるのではないかなと思います。
長沼 皆さんがすぐにできることとしては、就職活動
もすごく良い機会だと思います。大学生だと、自分の友達
とか家族とだけ付き合っていれば良いので、なかなか会
社の人間と会う機会ってないと思うのですが、先ほども
申し上げましたが、興味のある業界や会社があったら、ど
んどん行ってみると。それで、ＯＢや上の人に会ってみ
る。その中で、敬語の使い方はこれでいいのかとか、どの
タイミングで挨拶をしたほうが良いかとか、色々な不安
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があると思いますが、今なら失敗しても許されますから、

る時に、最近日本でも外国人が多く住んでいらっしゃる

経験をしていくことで社会人になってからの予行演習が
できるんじゃないかと思いますので、インターネットで

ので、外国人の契約者ですとか、外国人被害者の交通事故
の規模が多くなったのですね。そうすると、営業は意外と

応募するのも良いのですが、是非会社に遊びに行ってく
ださい。

話せる人間がいなかったので、とりあえず外人案件は長
沼に回しちゃえというような、暗黙の了解みたいなもの
が出来上がってしまって。そこで多分、人事や上司がそう
いうことを聞いて、たまたま環境省が要望した時に合っ
たのかなと思います。
田中 私の場合は、営業課で地域とのコミュニケー
ション活動をやっておりました。東京電力の広報部門は、
マスコミやマス媒体対応をしておりますが、具体的な部
門の広報活動はそれぞれの部門に任せられています。環
境部門としても広報活動やコミュニケーション活動の必
要性が生じ、配属されました。
質問② 長沼様と山口様にお聞きしたいのですが、部
署の環境意識についてお伺いしたいのですが。というの
も、学生の立場から環境を考える場合、環境をよくしたい

多くの質問が出された

という思想じみたものが多いと思います。実際、会社に
入った後、環境の意識はどう変わるのか、例えば環境をよ
くすることは、企業にとって戦略的に益になるとか、そう
いう会社に入った後の環境意識をお伺いしたいです。会

司会 前半部分に出た、皆さんが持っている今だけの
特権、あるいは特権階級みたいなものですが、これをフル

社に入ったことで変わった環境意識はありますか。
山口 最初は経理・財務部門でしたから、環境意識は

に生かしてたくさんの機会をつかまえてくれということ
ですね。

まるでありませんでした。広報部交通環境グループに
いって、段々環境の意識が高まってきました。うちは環境

さあ、そんな機会、特権を持っている皆さん、今まで
の話の中で環境部のこと、あるいは、環境部以外のこと、

への取り組みは経営の最重要課題にしておりますから、
環境の意識は環境部だけではなく皆持っていると思いま

常に自分の中で環境の意識を持っていなければならない
のだということが見えてきたかと思いますが、このこと

すが、お陰様で一応企業の環境イメージではＮｏ.１でご
ざいますので、誇りを持って取り組んでいます。

でこの方に質問をしてみたい方、挙手をお願いします。
質問① 長沼さんと田中さんにお聞きしたいのですが、

長沼 私は環境情報学部でしたから、学生時代は理想
的な思想すら持っていなくて、環境問題は、ああ、そうな

自己紹介で見ますと、長沼さんの場合は、サービスセン
ターから環境省に出向したと。それが転機となって、ＣＳ

んだくらいしか思っていませんでした。うちの会社の旧
安田火災が、金融機関の中では積極的に環境問題に取り

Ｒ部門に戻られたという流れだと思います。田中様の場
合は、板橋区の営業をなさっていて、そこから環境部の方

組んでいることも、入社するまで知りませんでした。ま
あ、変わった意識というか、組織全体で環境問題に取り組

に配属になったと、仰っていましたが、そこの部署に配属
された原因はどういうふうにお考えになっていますか？

んでいるので、入った時からそういう教育をされるとい
うか、例えば、会社の廊下やトイレの電気は使っていな

●環境部に配属されるきっかけ

かったら消すとか、紙をできるだけ使わないとか、自分の
机の横に一人ゴミ箱を三つずつくらい持っていて、

長沼 私も環境省に出向と聞いて、何で自分がと思っ
たのですが、一つあるとすれば、環境省に出向するのは私

ジュースのパックとストローを捨てるのでも、分別して
捨てています。そういう文化が入社した段階であったの

で７代目なのですが、その前に必ず２年ずつなのですが、
多分私の先々代くらいの担当者にとったら地球温暖化対

で、自分達にとってはわりと当たり前という意識でやっ
ているのですが、他社の方とお話をしていると、そんなこ

策課に損保ジャパンの人間が配属されるようになったと
思うのですが、そこでの主な仕事が国際交渉だったので

とをやっているのですか、と言われることが多いので、芽
生えたというか刷り込まれたということでやっています。

す。京都議定書に関わる色々な問題、日本は先進国ですか
ら、途上国との間で色々と折衝しなければならない。そう

司会 むしろ、ここにいる学生の方がこの時点から環
境意識が高いので、よっぽど進んでいるかもしれないで

すると、英語が出来ないとなかなか苦しい仕事ですよね。
私は、いわゆる帰国子女でして、中学・高校時代はアメリ

すね。
長沼

カで過ごしたので英語は出来ました。本当は社内で国際
部門の仕事がしたかったのですが、なかなかそういう機

質問③ 田中さんに伺いたいのですが、環境の資格を
取ることで自分の仕事にどのようなメリットがあるので

会に恵まれませんでした。自動車事故の調査をやってい

しょうか。
田中 先に、ＣＯＮＥリーダーを取得してから、ＣＯ

ここにいるのが申し訳ないです（笑）
。
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●シンポジウム●
ＲＮトレーナーになりました。東京電力では、１９９３年

入社一年目での配属もないようです。ただし、皆さんが環

から自然体験の支援活動を行い、ノウハウが蓄積された
ので、９９年から先生方対象の環境教育の支援活動を始

境に対する意識、マインドをどれだけ持つこと、持ち続け
られるかによって、恐らく社会に出てからの人生が大き

めました。自然系の研修会を受講いただいた先生に私ど
もから何か資格を出したいと思いました。
、民間資格を付

く変わってくるのではないかなあと思います。そのため
にも今、皆さん自身が今磨かなければならないのが、コ

与することができる団体になるために、ＣＯＮＥトレー
ナーを取りました。

ミュニケーション力、行動力といった、人間力。人間とし
ての力を今、特権を与えられている時期だからこそ、どん

もう一つは、環境カウンセラー。これは、環境教育支
援の目的で取得しました。東京電力では、小学校や中学校

どん磨いていってください、というお話でした。最後に１
人１分ずつで、ここに並んだこれから将来自分の部下に

に環境エネルギーの出前講座をやっています。大体年間
１０万人の子ども達にエネルギーや環境問題の大切さを

なるかもしれない、希望に溢れた若者に、一言ずつ応援の
メッセージを、長沼様からお願いします。

理解してもらうような活動をしています。その時に、ただ
東京電力の肩書きで行くよりも、市民の環境意識を高め

長沼 自分の就職活動で学んだことがありまして、
「一
期一会」ですね。色々な会社・組織を回られて、本当にた

ころに行く時に、こういう資格が非常に有効だと思って
取得しました。

くさんの人に会うと思うのですが、その方々と一緒に仕
事をする機会は将来訪れないかもしれませんが、意外に

司会 大事なところなので確認しますが、先ほどの話
を含めると、知識をつけるよりも、むしろ人間力・コミュ

そこであった方々と５年後、１０年後ばったり何かの仕
事で繋がることって多いのです、世の中って。そんなこと

ニケーション力を高めようということなので、確かにメ
リットはあるかもしれませんが、資格を取らなきゃ、とい

ないって仰る方もいるかもしれせんが、それは単に気付
いてないだけです。なので、社会は意外に狭いので、ここ

う考えにはならないで下さいね。

で今日、面接をして、ここの会社第一志望じゃなくて、第
二次面接も行かなかったからもう会うこともないと思わ

●国際交渉のやりがい
長沼様に伺いたいのですが、環境省に出向さ

ずに、逆にどこかで会うかもしれない、そこでまた何か新
しい関係が生まれるかもしれないという意識で就職活動

れた時の主な仕事は各国との交渉ですが、交渉の中でこ
ういったことが難しかったとか、こういったことにやり

をやってください。そうすることによって、将来新たな関
係が生まれるかもしれませんし、皆さんの後輩の方々に

がいがあったということがありましたら。
長沼 各国といっても、全世界に国がありますし、そ

も道を開くかもしれませんので、ぜひそういう考え方で
頑張っていただきたいと思います。

の中でも日本というアジアの中でも唯一の先進国は注目
を集めているのですね。私が主に担当していたのは、途上

田中 このパネラーを受ける時に、環境の仕事をして
いて嬉しかったことを伝えて欲しい、という依頼があり

国との交渉、主に東南アジアの国ですね。そことの交渉ご
と・折衝ごとを担当させていただいたので、やりがいは、

ました。せっかく用意してきたので披露させてください。
あの壁にかかっているのは、東京電力が読売新聞に出し

ＣＯ２を減らしていくのが一応全世界的な課題になって
いる中で、途上国の方々は日本の省エネ技術を欲しがっ

た広告のポスターですが、読売新聞社が１年間で一番良
かった新聞広告だった、ということで大賞を頂きました。

ているわけです。そういうものを出来るだけ良い形で何
とか提供できないかと言う相談というか、打ち合わせを

東京電力が発電所の周りに生息する鳥を題材にしました。
読売広告大賞の副賞で２００万円もらったのですが、鳥

やっていたので、いがみ合うような交渉ではなくて、やる
と感謝される内容でした。だから、楽しかったです。

への恩返しのために巣箱を作り、希望するお客さまへ差
し上げました。

難しかった部分は、企業の出向者として環境省の仕事
をしていたわけですよね。ただ、一応出向期間中には肩書

次に学生へのメッセージですが、色々な勉強をしてく
ださいという話をしましたが、一つオタクになって欲し

きを頂いていましたが、やっぱり自分の気持ちとしては、
民間企業の人間ですから、できるだけ世の中にためにい

いと思います。何か専門性があるオタク。後は、センスを
磨いて欲しいなと思っています。

いことをやりたいし、実益の上がる効率的なことをやり
たいという意識があるのですが、なかなか日本の役所は

山口 環境問題もグローバルになってきております。
コミュニケーション能力も重要です。そういう面から言

全てがスムーズに進むような体制になっていないのです
よね。自分はこうやりたいのだけど、許可がなかなか下り

うと、英会話をしっかりやっておくとよいと思いますね。
海外のＮＧＯの人と話す機会も今後どんどん出てくると

ないとか、そういった難しさはありました。
司会 まだまだ語りつくせないところはございますが、

思いますし、途上国の人と話をしないといけないとかね。
そういう機会は増えてくると思いますので。

約１時間半にわたって、駆け足で「企業の環境部って
何？！」というテーマで話を進めてきました。環境部だけ

司会 ということで、短い時間でしたが、お３方から人
生に通じる話を伺うことが出来ました。皆さんも是非、こ

が、環境のことをしているのではないようです。環境にい
いことをしているのが環境部でもないようです。そして、

れからの就職活動に大いに役立てていただきたいと思い
ます。ありがとうございました。

質問④
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●一期一会を大切に

るため役割をもつ環境カウンセラーの資格があったほう
が、より説得力があると考えました。つまり、先生方のと

●アンケート●

アンケート集計結果
「シンポジウム」
（n=128）

１．本企画は何でお知りになりました
か？
・メーリングリスト ７名（５．５％）
（エコ・リーグ、世代間環境フォーラムなど）
・ホームページ １２名（９．４％）
（エコリーグ、エコ２０００、大学など）
・イベント ５名（３．９％）
・エコプロ広告 ２６名（２０．３％）
・知り合いから
・大学の就職課
・その他

４２名（３２．８％）
３０名（２３．４％）

１０名（７．８％）

（日経新聞の記事、『環境の仕事大研究』など）

２．現在、サービスを受けている就職
支援ツール（ウェブサイト、メーリン
グリストなど）はありますか？（複数
可）

４名

４名

⑩損保ジャパン

３名

⑫シャープ

３

□■□

４．印象に残った言葉・話・キーワー
ドは何ですか？箇条書きで挙げてくだ
さ い 。（ ◎ は 、 特 に 多 か っ た も の ）
◎コミュニケーション能力
◎ジョブチャレンジ制度
◎環境と経済の両立
◎環境部はコーディネート役
◎環境部以外でも環境の仕事はできる、環境部だけが環
境のことをやっているわけではない
・ＣＳＲ
・入社一年目での環境部への配属はない
・一期一会
・組織のことを知ってはじめて環境部の仕事ができるとい
うこと
・ポテンシャル採用
・ＮＧＯ・ＮＰＯとの関わり

部署も環境につながること
・会社利益につながらないように見える活動も、どこかで
つながっている
・今だけの特権を活かせ、今だから利害関係なく関われる
・環境部は現場を見る必要があること
・人と接する力を身につける（磨く）
・会社を見る、他の業務を知る

１０８名

日経就職ナビ
毎日就職ナビ

⑨イオン

４名
⑪エネルギー業界
名
⑬日立 ３名
など

・知識・スキルよりも人間力
・どの部でも環境について意識していることが重要、どの

□■□

リクナビ

スモ石油

７４名
７２名

・企業は金儲けのためにあるのではない、とはっきり言っ
てくれたこと

学情就職 NAVI ２２名
アクセス就職ナビ ８名

・営利は追求しないといけない

メガジョブ ９名
en japan ２１名
就職コンパス ３名
エックスジョブ ４名
Yahoo！求人情報 １名
みんなの就職活動日記 １４名
その他

７名

□■□

３ ．「 環 境 問 題 に 取 り 組 ん で
と聞いて、
どこを
いる企業」と聞いて、
と聞いて、どこを
いる企業」
イメージしますか？
①トヨタ自動車 ４３名
②東京電力
２８名
③リコー １０名
④東京ガ
ス ７名
⑤サントリー ６名
ヤノン ５名
⑦ＮＥＣ ５名

⑥キ
⑧コ
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●アンケート●

アンケート集計結果
「相談会」

以下（1 名）製紙業・建設業・自動車メーカー・プラント
メーカー・電機メーカー・銀行・小売・広告・出版・第一
次産業・総合商社・食環境関係・国立研究所の研究者・化
学研究者・中小企業など
□■□

環境就職進路相談会の形式

３．印象に残ったカウンセラーはどなた
でしたか？また、印象に残ったことは何
でしたか。

環境に携わる各業
界・業種の社会人が
カウンセリング形式
で、学生の就職や進
路上の相談に乗る企
画。
およそ４時間を５
タームに分けるので
（１ターム／４５
分）、数名のカウン
セラーの相談が受け
られる。

カウンセラー

・Aさん＠シンクタンク（コンサルとシンクタンクの違い、
問題意識を持ち自分なりの考えを出すということ）
・A さん＠農業（農業をする人は売るだけでなく、消費者
との交流などのイベントを開くことも大切）
・A さん＠シンクタンク（本を読め）
・I さん＠環境コンサルティング（入ってから知識は身に
付ける）
・U さん＠地方自治体（女子が働きやすい職場、国と比べ

参加者

て現場があることが強み）
・K さん＠総合サービス（環境環境だけではだめ）
・Sさん＠自動車（主要自動車メーカーの特徴がわかった）
・T さん＠環境教育（話し方が印象的だった）
・N さん＠保険（環境報告書を作るのにも、色々な活動を
行っているので簡単だとおっしゃっていた）

〜配布資料〜
カウンセラーリスト
カウンセラープロフィール集

・M さん＠シンクタンク（仕事がすきであることが伝わっ
てきた）

アンケート

１．相談会に参加する前まで興味を持っ
ていた職種・業種は何ですか。

・Y さん＠国家公務員（環境政策に携わっている人数の環
境省と経済産業省の比較）

・Y さん＠エネルギー（自らこの国の政策を能動的にシフ
トできる）
コンサルタント（9 名）
、公務員(5 名)・環境教育(5 名)、
・視野を広く
環境コンサルタント（4 名）
、以下（3 名）建設コンサルタ
ント・エネルギー・小売、以下（2 名）環境省・官公庁・ ・コミュニケーション力が大事だということ、
行政・廃棄物処理・商社・自動車・自然環境保全・農業･
林業・設計・研究職、以下（1 名）環境アセスメント・機

・仕事を通して何をしていくか。仕事が人生の中でどの位
置にあるか(価値/重き)をしっかり自己分析すること

械メーカー、食品メーカー・化粧品メーカー・消費剤メー
カー・金融・証券・保険・接客・公社・広告・水質分析･

が大切。一生のビジョンにも関わるということ。
・営業職で理科系の人が多いこと。

汚染処理・緑化・マスコミ・住宅・SE・NGO など

・問題意識を持つことが大事。それに自分の専門性が加わ
り解決に導くことができる。

□■□

２．今回のカウンセラー以外で話を聞い
てみたい職種・業種はありますか。

□■□

４．開催時期、時間配分、企画内容につ
いて、ご意見・アドバイスなどがござい
食品メーカー（3 名）
・化粧品メーカー（3 名）
・建設コ
ンサルタント（2 名）
・化成メーカー（2 名）
・広告（2 名）
、 ましたらお書きください。

カウンセラー一覧
環境省、経済産業省、資源エネルギー庁、地方自治体、財団法人、NGO（自然保護・国際）、農
業、流通（商社・小売）、電力、物流、金融（証券・損害保険）、製造（繊維・鉄鋼・電機・化学・
自動車・事務機器・機械）、環境計量証明、廃棄物処理、シンクタンク、コンサルティング（全
般・建設・ISO 認証・環境報告書）、人材派遣、環境教育、ホテル、マスコミ（出版・放送）、情
報通信、ベンチャー、キャリアカウンセラーなど、53 名
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●アンケート●
（開催時期・時間）

（感想）

・開催時期をもっと早く、時間配分をもっと長く
・30分間の１タームで1つの会社しか見れないのが残念で
した。２つくらいみれれば・・・
・もう少し聞きたかった。

・仕事をしている人の意見を聞けて参考になった。
・少人数で対応して頂ける点や幅広い業種の方がカウンセ
ラーである点でとても貴重なお話が伺えました。あ
りがとうございます。

・3 日間にかけて開催していただきたいです。
・会社の説明の資料を事前に配る（数日前に郵送など）
・タームを増やして欲しい！とても 5 回じゃ足りません。
orweb上で公開などをしてほしかった。直前で配って
・時期を夏期にして欲しい。時間をもう少し長く。
・希望としては、50 分は欲しいです。
・2 日間にわたって実施して頂きたい。このようなイベン
トをたくさんやって欲しい。

も迷ってしまう。実際にそれを選ぶので2回分の時間
を使ってしまった。よろしくお願いします。
・時間はちょうどいいかと思います。貴重な機会で、やは
り事前にどの企業がいらっしゃるか知っていればよ

・この時期でよかった。
かったと思います。
・1対１だとちょっと長いけど、1対4 だとちょっと短い。 ・メーカーの方をもっとカウンセラーとしてお願いして欲
（場所）
・タームの間の移動時間が短いと思う。

しいです
・スタッフの皆さんお疲れ様でした。もう少し他種の業界

・会場が暑かった。
・椅子の間隔をもっとあけてください。

の方が来て頂けるとさらによかったです。
・集団でカウンセリングを受けるので、やはり多数派のこ

・２ F の行き方をわかりやすく表示して欲しい。
・カウンセラーの番号が、座席と冊子で違っていました。

とばかり説明されて、自分の聞きたいことが聞けな
かったのが残念です。

プロフィール集
（例 )
プロフィール集（
名前（ふりがな）

Y.I

勤務先
部署

環境調査・コンサルティング会社

仕事内容と環境との関わり

企業や役所から依頼を受けて、環境問題の調査、分析、コンサ
ルティング（改善提案）をしている。
具体的には、環境アセスメント、環境モニタリング、環境報告
書の作成など。
環境アセスメントは、廃棄物処理施設などの生活環境影響調
査、高層ビル建設や再開発事業などの条例アセスメント、大規模
なお店に適用される大店立地法アセスなど、小・中規模で地域密
着のものが多い。
扱う環境問題は、地域密着のものが中心で、７大公害が多く、
自然環境、景観、電波障害、日照、風害なども。

職場でのある一日のスケジュー
ル（例）

9：30 出社（フレックスなので日によって異なる）
9：30〜10：00 メール、ＦＡＸ、回覧物確認。契約社員に仕事
をふる
1 0 ： 0 0 〜 1 2 ： 0 0 デスクワーク（パソコンで報告書作成）
1 2 ： 0 0 〜 1 2 ： 5 0 昼休み
1 2 ： 5 0 〜 1 5 ： 0 0 外出（お客様との打合せ）
1 5 ： 0 0 〜 1 8 ： 0 0 外出（現地下見、調査の段取り）
18：00〜20：00 デスクワーク（報告書作成、議事録作成、事
務）

新入社員に求める即戦力とは

・問題の全体像が見渡せる人：多くの環境問題を同時に扱うこと
が多いので、常に全体像と今やってることの位置づけを確認す
る。
・ものおじしないコミュニケーション能力：１つの環境アセスメ
ントでも、開発主、設計会社、ゼネコン、他社コンサル、役所、
外注先の調査会社、社内の他部署など、多くの関係者とかかわる
必要があるため。相手の話を引き出せる人：コンサルは、引き出
してなんぼというところがあり。
・勉強好き：これも、コンサルの条件でしょう（笑）。

仕事をしていく中で身に付けた
能力を「○○力」と表現する
と・・・

・相手の話を引き出す力：コンサルは相手のニーズを引き出して
なんぼというところがあり。入社当初は、自分の発言やＰＲに必
死だったが、徐々に聞くことの重要性を覚えていった。
・工程管理能力：物件の納期と、それまでのスケジュールを常に
考えるようになった。

学生へのメッセージ

・環境に関する勉強や活動をするとき、常に、すべての環境問題
解決策のどのへんに位置するのかを意識。
・大学の外で、ボランティア活動などに積極的に参加して、コミ
ュニケーション能力アップ。
・本を読む！（私は、活動ばかりしてて、読めなかったので）

17

●アンケート●

アンケート集計結果
「カウンセラー」
（複数回答可

n=52）

４．学生と話していて感じたこと、又は
学生に足りない視点・考えなどがあれば
お書きください。
（感想）
・昔の自分を思い出した。あと皆さんよく勉強されてる
なぁと感心しました。
・自分の学生時代の悩みと同じような考えを持っている人
がいて、当時を思い出した。
・私が学生のときよりもずっとまじめに就職のことを考え
ていると思いました。

1 ．相談会に参加されていかがでしたか
（複数回答可）
・いい刺激になった（23 名）

・楽しい人が多くて何よりでした。
・熱心な学生さんが多く楽しい時間でした。

・自分を見つめなおすきっかけになった(15 名)
・横のつながりが出来た(6 名)

・よく勉強している人、中途半端な人、何も考えていない
人、それぞれですね。

・学生にちょっと失望した(2 名)
・疲れた(7 名)
・無回答(1 名)
□■□

（足りない視点）
・前向きに考えている人と何も知らない人と色々。知識は
あるが、自論に自信が無い。
・
「まず始めてみる」ということに対して不安を持つ人が

２．主にどのような話をなさいました
か？

多い。
「知識がない」ということに対しての情報の集
め方がわからないようだ。

1 位：業務内容（38 名） 2 位：勤務先（22 名） 3 位：個
人（15 名）

・まだ自分が何をしたいか決められない人もいる。人との
つながりを大切にして欲しい。

□■□

・時期的にまだ早いのかもしれないが「環境」という言葉
にとらわれすぎている気がしました。やりたいこと

３．印象的に残った質問は何でしたか。
・今の仕事を自分でなくてもできると思うことはあるか？
・電力会社が「電気の使用量を減らしましょう」というの
は事業と矛盾していないか。
・環境の資格を武器に面接を受けたいがどうすればいい
か？
・中国からの留学生の採用もあるか？
・海外からの留学生を採用する方針はあるのか。
・国籍の問題
・専門性がないのに働けるのか。自分の専攻している分野
が必要とされているのか。
・情報を捻じ曲げているのでは？
・青年海外協力隊について。
・シンクタンクは世の中の役に立っているのか？
・コンサルティング会社の見分け方って？
・コンサルって何といった初歩的な質問。
・仕事を通して実現させたい夢は？
・視聴率は気にするのか。
・中国に対する企業としての展開は？／アジア全体に対す
る企業としての環境への取り組みは？
・入社後の仕事は希望通り選択できるか。
・英語が必要な理由。
・本を見て来ました。
・環境の資格が必要かどうか。
・廃棄物業者はどうやって利益をあげているのか、経営の
規模はどのくらいか(売上)。
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・皆さんの熱意を感じました。
・真面目に考えている

がまだ見つからず苦労している人が多いと思います。
資格・スキルにこだわりすぎかもしれません。
・大学3年生がメインということで、まだ自分の希望する
業界・職種など、具体的にイメージできていない学生
が多かったです。
・具体的な疑問、質問が欲しい。全般の説明と言われても
困る。去年よりは考えている学生は多いと感じまし
たが・・・・。
・環境調査の会社に就職したいというが、大学を出てすぐ
に環境部門に入るのはどうかと言っておいた。実業
を数年してから。
・ある程度仕事内容を知っている学生とは話が弾むが、そ
うでないと難しい。
・何をすべきかまだ明確でない。
・仕事に対する明確なイメージをより持っていたほうがよ
い。
・理想を追いすぎ。
・まだ切迫感が少ないと思いました。
・仕方が無いところと思いますが、現実味が不足している
ところ。
・お金を稼ぐという意識が足りない。
・企業は利益を上げる組織だということ。
・
「どうすれば入れる？」という質問が続くと、少しせつ
ない。
・インターネットをもっと多く活用してください。

●アンケート●
も）
・学生のプロフィールや問題意識を書かせて、それをはじ
めに出してもらったら良い。
・学生がカウンセラープロフィールを事前に見たかったと
いっていた。
・５セットということは、5 人から話を聞けるということ
ですが、そんなに多く必要なのでしょうか。私でなく
てもいいと思う学生も何人かいたので、セットを減
らしてもよいのではと思います。
・学生も打ち上げに参加希望者が多いのでは？と思いまし
た。より突っ込んだ質問も出来るかなと思います。
・番号札だけでなく、ジャンルも書いてると良いかも。
・カウンセラーに名札とかあると話しやすい。
（事前）
（人として）
・思ったより学生がおとなしかった。
・少し遠慮気味だと思いました。もっと元気があっても良
いと思います。
・話す人（質問する人）としない人の差が大きい。
・声が小さいとか、自己紹介も出来ないとか、コミュニ
ケーション能力が不足している人がいました。
・食い下がり方。うざったいくらい質問して欲しい。
・自信のなさ、マニュアル信仰過多。
□■□

５．次回以降のシンポジウム等のテーマ
などでご提案があればお書きください。
・環境経営について
・環境で会社を選ぶポイント？！何を基準に環境企業を選
んでいるか、わからないのでは？
・環境の就職先についての基礎知識。AM に全体像を説明
しては？環境問題の全体像と、各業界・職種との関係
がわかるようなシンポジウム。
・人とのつながり
□■□

・学生の質問アンケートがもらえたのが良かった。その後
も質問できる仕組みがあれば（個別にメルアドは教
えましたが）
。
「資料に載っているよ」ということが多
かったので、事前にプロフィールを読む時間があれ
ばよかった。お疲れ様でした！
・前回のプロフィールを送って頂いたのは、入力の手間が
少なく助かりました。
・エコプロ入場の仕方が 2 日前まで不明だった。
・シンポジウムの案内を下さい。
（その他）
・転職、フリーターの多いのが気になる。これは良いと思
う学生もいる。環境をやりたい学生の性向をアン
ケートなどで調べたらどうか。例えば育ちの環境と
か、田舎があるか・・・。
・カウンセラー年令（キャリア）について ‑ ①学生に近い
年代がよいのか、②キャリアの長い年代が良いの
か・・・参加する学生はどちらを望んでいるのか把握
してみてはいかがでしょうか。
・各大学へのこの会の紹介とか、知らしめる手段などを多
方面からやったらどうか。
（感想）
・とても良い企画だと思いました。

６．一回の相談会の時間にはいかがでし
たか。

・何もございません。素晴らしい対応をありがとうござい
ます。

長い(0 名)・少し長い(4 名)・適当(25 名)・少し短い(7

・よい取り組みだと思うので、引き続き来年もやってもら
えたらとおもいます

名)・短い(0 名)・無回答(1 名)
□■□

・皆さん、お休みのところ細かい配慮いっぱいの会をあり
がとうございました。社会的に意義のあるこうした
場に声をかけていただけてよかったです。本当にお

７．次回もこのような企画がありました
疲れ様でした。
ら 、 都 合 が つ け ば ご 協 力 い た だ け ま す か 。 ・お疲れ様です。これからも頑張ってください！！
協力したい（34 名）
・協力したくない（1 名）
・どちらと
も言えない（2 名）
□■□

８．アドバイス等おねがいします。
（当日）

・毎年、ご苦労様です。
・スタッフの方々、懐かしい面々にお目にかかれてよかっ
たです。
・エコリーグの方の対応がとてもよく、自分の学生の頃と
比較し、とても刺激になりました。

・もう少しグループ化が出来れば良いが、グループ内で玉
石混交だと話しにくい。
・学部か修士かぐらい知りたい（質問すればよかったか
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●プレ相談会●

「相談会」をより充実させるために

「プレ就職相談会」報告
報 告 ・・
・評 価

社会人カウンセラーに相談するための準備と予備知識を付けていただくために、
参加事前申込者を対象に「プレ就職相談会」企画を行いました。

開催日：２００４年１２月４日（土）18:45 〜 22:00
開催場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加者：１６名
講演「相談会を上手に利用する方法」
講師：小林 功英
エコ・リーグキャリアサポート部 部長
キャリア・カウンセラー（ＣＤＡ）

講演内容のポイント：
○

仕事選びは、
「自分がやりたいこと」を考えるのではなく、
「お客さんがやりたいこと、つまり、どのようなニー

ズに対して、どのように応えたいか、あるいは、応えられるか」などの視点から考えること。
○ スキルや知識を気にする学生が多いが、お客さんからのニーズがあって、初めて専門知識が重要になること。
○ 「環境」就職・進路相談会の参加申込者からの２００近くの質問を、大きく６パターンに分類。それぞれのパター
ンについて注意すべき点をアドバイス。
《「 環 境 」 就 職 ・ 進 路 相 談 会 事 前 受 付 の 質 問 の ６ パ タ ー ン 》
１．「学部・スキル・資格」についての質問
例：理系と文系で有利・不利はあるか。
２．やりがい・入社動機など「個人の想い」についての質問
例：職業の選択理由を聞きたい。
３．「環境関連部課署」についての質問
例：環境部の実際の仕事内容を知りたい。
４．「企業の環境問題への姿勢」についての質問
例：環境への取り組みは、実際にはどのくらい重要視されているのか。
５．具体的な分野や今後の展開など「環境関連の業界・職種」を問う質問
例：環境コンサルタントの仕事について聞きたい
６．「環境の政策」についての質問
例：環境税について、どう思いますか。
○

カウンセラーへ効果的な質問を行うには、ある程度準備が必要で、次の二つの点に気をつけて考えること。
・その質問の「前提」と「理由（何を明らかにしたいのか）
」を考える。
・質問の「答え」について、まず自分で考えて、意見を持つ。
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●プレ相談会●

グ ル ー プ ワ ー ク 「 環 境 業 界 の 動 向 （ 仮 称 ）」
講師：安達 剛 氏
エコ・ビジネス・ネットワーク

環境ビジネス創発コンサルタント。共著に「環境の仕事大研究」。

・評価
報 告 ・・

内容のポイント：環境ビジネスを考えてみる。
趣旨：環境ビジネス創発のプロセスを考えることで、
１．法規制から生まれる環境業界の仕組みを知る
２．環境ビジネス・環境経営の違いを知る。
３．消費者・企業・行政のそれぞれの役割を知る。
《 環 境 ビ ジ ネ ス 創 発 ゲ ー ム （ 途 中 ま で ）》
①テーマを発表、それぞれのグループで、Ｇ(Government)、Ｃ(Customer)、Ｂ(Business)がそれぞれ単体での「取り
組み」を５つあげていく。（Ｇ、Ｃ、Ｂについて、それぞれ５つずつ）
②それぞれのセクターの「取り組み」について、他のセクターと、どう関係してくるかを考える。
③その中で、Ｂに注目して、「売れる（利益になる）もの」
「売れない（コストになる）もの」に分類する。
④更に、「売れるもの」に注目し、具体的な例を挙げながら、
「どうしたら他セクターが買いたいと思うか」
を考えてみる。
・・・という進行で進めていく。

今回のテーマ：京都議定書の発効
実際に参加者から出てきたアイディア

太陽電池

Ｃ

節電
買い替え時期の廃棄物
アイドリングストップを心がける

ハイブリッドカーに乗っている人に補助金
パンフを配る
投票

減税

ＣＭ

ＣＳＲ報告書を出す。
グリーン購入を心がける。
環境広告
レジ袋ポイント制

省エネ
特区の設定
インフラの整備
優良企業に投資
グリーン購入の推進

Ｇ

環境税
廃棄物処理への補助金

補助金・ペナルティ
自転車の荷台で運ぶ
法規制

公共事業
排出権取引

Ｂ

ライフサイクルアセスメント
生産効率の向上
太陽発電
鉄道輸送の利用
自然エネルギーに移行する
３Ｒを進める

感想：
ＢｔｏＣ、
ＢｔｏＢ等のビジネスの仕組みが分かった。
環境ビジネスを理解できた。
法律等によって、色々な動きが出てくることが分かった。 など

21

●次回予告●

環境の仕事

・評価
報 告 ・・

学生が、ある会社に話を聞きに行きました。
そこでは、生分解性プラスティックの文房具を
売っていました。
学生は、営業部の社員に話を聞きました。
それは環境の仕事ですか。
問いに対して、その社員は、
無表情で、関心がなさそうに答えました。
そんなこと考えたことないね。
私は上司から言われたことをやっているだけだから。

学生は、次の会社に話を聞きに行きました。
そこでは、普通の文房具を売っていました。
学生は、営業部の社員に、同じことを聞きました。
それは環境の仕事ですか。
すると、その社員は
表情を輝かせ、熱心に、こう答えました。
ええ、いま、なんとか環境にやさしい文房具を
提案するために、奮闘中なのです。

どのような会社で、何を売っているか。
それが「環境の仕事」を定めるのではありません。

皆さんは、どのような想いで、
「環境の仕事」をしますか？
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●次回予告●

次回予告

緊急速報
２００５年冬
全国３地域で開催！
東京会場：
１２月 「エコプロダクツ展」内

名古屋会場：
１ 1 月 未定

大阪会場：
１２月 未定

エコプロダクツ２００３にて開催予定！
社会人カウンセラー
・ スタッフ募集！
社会人カウンセラー・
「環境」就職・進路相談会では、・カウンセラーを募集しています。
詳しくは、エコ・リーグもしくは「環境」就職・相談会ホームページまで。

www.eco-2000.net
soudankai.eco-2000.net
23

STAFF
実行委員長

浅岡

良彦（慶應義塾大学４年）

副実行委員長

小林

功英（団体職員）

シンポジウム担当

浅岡

良彦（慶應義塾大学４年）

カウンセラー担当

飯塚

知子（横浜国立大学大学院１年）

近藤

大介（会社員）

受付

山下 裕子（獨協大学２年）

広報／会計

小林

功英（団体職員）

ホームページ

神代

沙紅良（会社員）

当日運営

竹内

寿浩（会社員）

片岡

雅子（慶應義塾大学３年）

小林

功英（団体職員）

山下

裕子（獨協大学２年）

「プレ相談会」運営
エコ・リーグ担当理事

小清水

宏如（団体職員）

Special Thanks
エコプロダクツ２００４事務局ご担当様（長谷川様）、富士ゼ
ロックス萬ヶ谷様、パネリストの皆様、カウンセラーの皆様、え
こみゅにけーしょんスタッフの皆さん、参加者の皆さん

主催団体エコリーグとは
エコリーグは、環境問題について考え、話し合いたい、
何かしたい、情報を得たい、等、様々な想いを持った
人々にとって、
捜し求めるものを見つけることのできる
「場」であることを目指し、活動しています。

「環境」就職・進路相談会
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