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１．実行委員長挨拶
この度１２月１９・２０日に開催されました『環境』就職・進路相談会２００９ｉｎ関西の実行委員長を務
めました、大阪府立大学理学部２年の大賀裕之と申します。
そもそも私が環境問題というものを意識したのは、中学生の頃です。
幼少期、良く遊んだ水路の水量が減り、水棲生物がいなくなったことや友人と昆虫採集した土地が綺
麗な住宅地に整備されていたことに気付き、身近に環境破壊が進行していることを実感しました。
そして、このエコ・リーグの下で環境に対して自分から行動を起こして取り組みたいと思ったきっかけ
でした。
また、最近では、企業個別の説明会にもいかに環境に着手しているかというのが頻繁に見られるよ
うになりました。当イベントのように環境に特出したイベントに参加をしなくても企業の説明会でやって
いるので、存在意義というのが問われるという問題に直面しています。そのためにも組織として成熟し、
成長できる基盤づくりというのが来期、それ以降の課題だと感じでいます。
今回の『環境』就職・進路相談会の目的は環境に携わる職業に就きたい学生とカウンセラーが仕事
内容、環境に対する取り組み・考えを対話形式で行うことによって、環境に対する考えを再考すること
でしたが、皆様いかがでしたでしょうか？
アンケートを拝見しておりますと、このイベントを通じて得た物は多いのではないかと確信しておりま
す。そしと、それらを今後の環境活動や就職活動に是非活かして下さい。
最後になりましたが、私達の目的・活動にご理解、ご支援頂き誠にありがとうございました。厚く御礼申
し上げます。これからも活動をより発展させていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願い致しま
す。
『環境』就職・進路相談会2009in 関西
実行委員長 大賀 裕之
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２．決算
2009 年 『環境』就職･進路相談会２００9in 関西 決算書
エコ・リーグ（全国青
年環境連盟）
収支計算書（予算）

（単位：円）
科目小

科目

計

説明

数
項目

単価

量

金額

１日参加

1,500

43 64,500

両日参加

2,800

5 14,000

EL1 日

1,200

2

2,400

EL2 日

2,200

0

0

収入
参加費収入

収入合計
収入合計

A

80,900
80,900

支出
おおさか ATC グリーンエコプラ
固 会場費

ザ

0

2

0

0

変 保険費

イベント保険

0

0

210

0

固 消耗品費

封筒

105

2

0

固

お茶

0

0

0

固

etc…

0

0

1,520

固 郵送費

カウンセラー宛報告書

80

19

210
1,520

固 諸会費
固 会議費
固 印刷費
固

印刷紙

0

当日パンフ

0

報告書

0

0

固 備品費
固

0

固 諸礼金

分科会講師

3,000

固 交通費

19 57,000

57,000
0

固 雑費
支出合計

B

58,730

収支差額

C

22,170
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３．開催概要
■日程
2008 年 12 月 19 日(土）,20 日(日)
■タイムスケジュール
19・20 日（おおさか ATC グリーンエコプラザ）
11：30～
12：10～12：30
12：30～12：40
12：40～12：55
12：55～13：35
13：35～13：50
13：50～14：30
14：30～14：45
14：45～15：25
15：25～15：40
15：40～16：20
16：20～16：40
16：40～17：00

受付
オープニング
相談ブース説明
移動
相談コーナー①
休憩
相談コーナー②
休憩
相談コーナー③
休憩
相談コーナー④
アンケート記入
クロージング

■参加費
・19 日参加
…1500(1200)円
・20 日参加
…1500(1200)円
・両日参加
…2800(2200)円
＊( )内はエコ・リーグ会員
■場所
19・20 日
おおさか ATC グリーンエコプラザ
大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 11F
http://www.ecoplaza.gr.jp/
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４．参加者集計
■参加者人数
19 日：27 名
20 日：28 名
うち両日参加：5 名
■大学別参加者数(上位５大学)

他、大阪市立大学・龍谷大学・立命館大学・滋賀大学・ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校・関西
学院大学・京都橘大学・同志社大学・長崎総合科学大学 等

■学年別参加者数
１回生

4

２回生

10

３回生

32

４回生

5

その他

4
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５．参加者アンケート集計
５．参加者アンケート集計
■参加者アンケート集計
【１】相談会を何でお知りになりましたか？（複数回答可）
１．友人・知人からの紹介 20 ２．チラシ 4
３．掲示板の書き込み 1 ４．ネット検索 13
５．サークル等の ML 7 ６．mixi 8
７．先輩からの紹介 3 ８．去年も参加した 4
９．その他 3
（エコプロダクツ HP：２、大学の先生：１）
【２】参加費についてはいかがでしたか？
１．高い 23
２．相応 26
３．安い 2
【３】スタッフの対応はいかがでしたか？
１．良い 24
２．普通 29
３．悪い 2
【４】HP
【４】HP は相談会の情報を得るのに役立ちましたか？
１．役立った 29
２．普通 12
３．役立たなかった 4
４．見ていない 5

【５】今回の相談会で、環境就職の実態を知ることが出来ましたか？(
【５】今回の相談会で、環境就職の実態を知ることが出来ましたか？(抜粋)
抜粋)
環境就職と一口でいっても、人それぞれの価値観や考え方によって違ってくるという事を知った。また、
環境だかではダメだという事も合わせ知った。
知ることが出来たが十分ではない。四人の方のお話しか聞くことが出来ず、興味があるのに聞けなか
ったのが残念。もっとたくさんの方の話を聞いて研究してみたかった。
女性カウンセラーも必要だと思います。
とてもおもしろかったです。こうした環境をテーマにした就職イベントは他にないので、参加して良かっ
たです。
まぁまぁ出来たと思います。もっと多くの情報を収集しないと実態を知ることが難しいと思いました。
様々な形で環境に関わる仕事があると思った。また、あまり考えていなかった職種にも興味が湧いた。
環境関連の仕事に直就くという事が難しいということが分かりました。NPO の方や、転職された方のお
話など、とても参考になりました。
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社会人の本音を聞けてよかった。
話す時間が 40 分と、たっぷりあったので詳しく説明していただくことが出来ました。また、日常から気に
なっていた疑問をカウンセラーの方にぶつけることが出来、とても良い機会でした。
様々な業種の方々と、直接同じ席で会話を交わすことで他の説明会では到底聞けないような所まで聞
けて非常に良かったです。
企業や行政の仕事の中で環境の分野がどのような仕組みになっているのかを知ることが出来ました。
様々な分野の人たちのお話が聞けたので、くる前より環境に関する仕事の事を具体的に考える事が出
来ることになりました。
分かった部分もあるし、分からなかった部分もある。個別的相談会だけでなく、幅広く扱った講演会を
するのもよいかも。
実際にその職について環境に関わることが出来るとは限らないというのを肌で感じた。
自分が知っている環境の仕事のほとんどが環境に良い物を売ったり、環境問題に直接関わっていく仕
事だったり、漠然としていたものだったが、環境を切り口に仕事を行っている仕事がこれほど多岐にわ
たっていることに気づかされて驚いた。
自分の知識のなさ、意識の低さを感じた。

【６】相談コーナーにおいて、話を聞いた社会人カウンセラーの方の氏名と、話を聞いてのご感想をご
記入ください。（敬称略）(
記入ください。（敬称略）(抜粋)
抜粋)
氏名（会社名）
井上卓（国土交通省近畿地方整備局）
・現場の最前線で、環境負担を減らすために動くか、法律等の大きな枠組みで環境問題で取り組んで
いくか、どちらを自分がしたいのか見つめ直したいと思いました。
・国交省の環境の取り組みがわかって勉強になった。
・参加者の考えを意欲的に聞こうとして下さり、打ち解けた雰囲気でお話を下さって、得たものの多い
40 分でした。
・自分が具体的にどのようなプロジェクトで社会でやっていきたいのか問われ、度肝を抜かれました。
・特定の人と難しい話をしていたので半分分からなかった。でも質問には丁寧に答えて頂きとても勉強
になりました。
井上雅之（ダイキン工業株式会社・個人相談員）
・転職のことを話していただいたので、とても参考になった。
・キャリアやアイデア発想で参考になるお話が聞けた。
・いろんな業界の実情を一番生々しく聞けた様に思います。今後のビジョンがとても参考になりました。
・どうすればメーカーで環境の仕事が出来るか等、企業の実態を教えて頂き良かったです。
・自分から社会を変えていくという発想がとても参考になり、勉強になりました。
上田敦（日本リファイン株式会社）
・化学系の院や就職について聞けて、とても参考になりました。
・専門的な内容の知識が得られた。就職活動について具体的な話が聞けた。
・自分自身の方向性にすごく似ていてますます勉強への意欲が湧き、とても参考になりました。
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・化学の知識が全く無くても説明が分かりやすかったです。
宇野健一（プラン・ド・ウノ）
・環境とビジネスの関係が体系的にわかった。
・自分がどういう所で仕事をしたいかということを考えさせられ、自分のやりたいことが決まってないなと
再認識した。
・話の中心が環境の仕事の幅の広さなどでした。これはこれで大変参考になりましたが、ご自身の仕
事のお話なども聞いてみたいと思いました。
・理系・文系の関係がないという考えには大変共感しました。人事の方に会ったとき理・文を聞かれて
困ることがあったのでそんなこと気にしなくてもいいと思えるようになりました。
榎本義行（都市銀行個人部門融資）
・「政治、経済など社会をよく知った上で、初めて環境のことがいえる」というお話は、本当にそうだと思
い、まずは社会を幅広く知れる会社を選ぶという選択肢もあるというのを知りました。
・人生経験をもとに話していただいたので、他と違って為になった。
・銀行ということで、他のカウンセラーの方とはまた違った視点で環境についてお話頂け、いろんなアプ
ローチがあると思いました。
・学生時代の熱い話など、私の質問にも熱く語っていただきとても嬉しかったです。
・社会についての熱い思いを聞かせて頂きました・共感できる部分も多く、自分の考えに自信がついた
気がします。

太田航平（環境デザイン研究所 ecotone）
ecotone）
・NPO の取り組みや給料などとても新鮮なお話が多く、とても面白かったです。是非入りたいと思いまし
た。
・NPO 自体にこれまで関わりがなかったのですが、太田さんの活動を聞いて、少し NPO とはどのような
ものなのかを知れて勉強になりました。
・NPO で働く難しさがわかったような気がしました。
・私自身、現在 NPO でインターンさせて頂いている ecotone さんのお話は身近に感じ、また行っている
活動はとても面白く、自分も参加してみたいと思いました。
・実際の活動内容を分かりやすい説明と写真で具体的に紹介して、打ち解けた雰囲気でお話を下さっ
て得たものがとても多かったです。
尾曽洋樹（株式会社クボタ）
尾曽洋樹（株式会社クボタ）
・大学院での研究を仕事に結びつけることの大変さがわかりました。
・お二人とも入社二年目ということで、年齢が近いので就職活動の不安に思うところを気軽に聞ける雰
囲気だったので良かったです。
・農業用ディーゼルエンジンの開発におけるエンジン部品の金属や排ガスに対しての努力を知りました。
商品の使い手との意識の差が問題にもなってくるのかなとも思いました。
・農業機械以外にも水システムなど別の分野にも進出していることが知れてとても勉強になりました。
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北俊宏（DOWA
北俊宏（DOWA エコシステム株式会社）・山野賢一（DOWA
エコシステム株式会社）・山野賢一（DOWA エコシステム株式会社）
エコシステム株式会社）
・あまり身近な企業ではなかったので、たくさん質問をしましたが、その質問も的確にこたえて頂きまし
た。
・ご自身の経験や現場での思いもお話頂いて、とても参考になるものが多かったです。
・最後に話していた消費者からは見えないビジネスのほうが多いというのが心に残った。もっとアイデア
を広げてアンテナを張れば視野が広がり新しいものの見方が出来ると思った。
・北さんのやっている仕事の楽しさに深く心を動かされました。きっちりした説明だった。
小寺卓郎（パナソニック株式会社）
・資源の枯渇問題とかを分かりやすく説明してくれたので、分かりやすかった。
・電機メーカーにおける環境の仕事がよくわかった。
・パナソニックというイメージのクリーンな大企業に働いていた話を聞いて、大変感動した。
・環境部が 3 年（5 年？）で人が変わるのはもったいないなと思いました。
・説明が分かりやすく、資料まで用意してくださり理解しやすかったです。パナソニックの環境業務の役
割や就職で大事なことがわかりました。
・終始笑顔でいらっしゃったのでとても親しみやすく、また少し聞きにくい質問に対しても正直なお答を
頂き、とても参考になりました。
・穏やかな雰囲気と表情でお話されとても質問しやすく、回答も丁寧にしてくださりとても充実した 40 分
でした。
・資料が多くて、とても参考になりました。今年就活をしている身としては非常に為になりました。
柴田政明（株式会社エイワット）
・本質的な視点にいくつか気付けて勉強になった。
・非常に広い視野で物事を考えていると感じ、色々な事業をやっている話は凄くて、普段聞くことの出
来ない話でした。
・社長自らお話して頂いて、社風がとてもよくわかりました。ただビジョン策定、計画に至るプロセス等を
もっと知れたら良かったと思います。
・とても勢いのある方でただただ圧倒されました。柴田さんのような楽しく仕事をしたいとおもいました。
上田哲也（株式会社エイワット）
・ソーラーシステムや小推力発電等のエネルギー利用の現場を作り手の立場や経験から話していただ
き、とてもやる気が出ました。
・太陽光発電を進められているということで、メーカーが製造だけでなく販売、コンサルをしていく上で顧
客を得ることを理解しました。
・丁寧に分かりやすく話して下さったり、面白い話をしてくださったので楽しかったです。自分が知らない
分野だったので、参考になりました。
中川政寿（Nadi
中川政寿（Nadi Kitagawa Outdoor Fitness Club）
Club）
・夢を持って生活していると感じた。何がしたいのか、何を目的に仕事をするのか非常にいい話が聞け
ました。僕の中で一番いい話が聞けました。
・今までの経験を聞かせて頂くだけで転職か迷っている自分とリンクして為になりました。
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・自分の思った道に進んで良かったという発言が雰囲気が伝わりました。
・中川さんのようなライフスタイルもありだなと思うと同時に、決断力がないと出来ないことだなと思いま
した。
・環境啓発を仕事にしている人なんてほとんどいないと思うが、仕事の中でお客さんに環境を伝えるこ
とが出来すごいなとおもいました。
・目的の大切さを教えて頂き、とても勉強になりました。
野口真裕（ダイキン工業株式会社）
・企業の CSR の事例やダイキンが行っている環境活動の話が聞けて興味深かったです。
・空調設備から環境保護について詳しく聞くことが出来、とても勉強になりました。
・環境分野に携わることについての気持ちや持ちようなど色々なことを聞けて非常によかったです。
・自分が得意なことが大切であるということ、将来することが違っていることと関係ないことのパラドック
スを理解しました。

高橋恒太郎（きんき環境館）
・環境問題を解決したいという気持ちは多くの人が持っている、だからこそその人達をつなげることに喜
びがある」というお話に共感しました。
・NPO の方の就労の実態や、今まで知らなかった中間支援のお話を聞くことが出来、勉強になりました。
・話を振ってくださったので沢山コミュニケーションをとれました。うれしかったです。また、正直に現状を
話して下さったので、利点・欠点も知れました。
・NPO の仕事はやはり厳しいものだと感じました。
・私の興味のある分野に合わせていただき、勉強になりました。
・環境と直接かかわりのある職ではなくても環境と向き合っていける、半径３メートルから動き出せると
いう言葉がとても印象的でした。

横田潤一郎（アジア航測株式会社）
・現場で経験することの大事さについてのお話で経験を積むことを持続させていく努力をしていくよう頑
張っていきたいと思いました。
・会社に入ってのギャップの話が新鮮でした。
・理解の会社だという印象が強かった。環境アセスメントとその他の会社などとの意見のぶつかり合い、
その衝突を防ぐための妥協という環境に携わる大変さと現実をしりました。
・自然コンサルタントの仕事がどういったものか掴めました。
・「何をつくるか」ということがまずあって、その中でいかに環境を考えていけるかという仕事内容でした
が、そのジレンマというものに触れ、いい勉強になりました。
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【７】ご意見・ご感想をご記入してください。(
【７】ご意見・ご感想をご記入してください。(抜粋)
抜粋)
・ 「環境問題を解決するのに役立ちたい」という気持ちは変わりませんが、そのためにはまず「社会を
知る」必要があるというのと「自分が何を成し遂げたいのか」をもう一度考えてみるきっかけになりまし
た。
・環境に強い意識を持った人たちと交流できて、とても勉強になった。もっと自分も高い意識を持てるよ
うになれればいいなと思いました。
・今日、私は社会人という立場で参加しましたが同業種、異業種で「環境」というテーマについて取り組
み方は想像以上に為になりました。
・相談会に出たことにより、就職活動する為の視野を広げることが出来ました。
・まだまだ自分自身、勉強しなければいけないと感じました。
・今回初めて参加させていただきましたが、参加する前よりも一層環境に携わる仕事がしたいと思える
ようになりました。今や環境に関わっていくことは避けては通れなくなっているからこそ、自分に何が出
来るのか、自分は何がしたいのか、すべきなのか、考え直すいい機会になりました。
・今日エコ・リーグのイベントに参加して大変良かったと思っております。多くの人のお話を聞くことがで
き、大変勉強になりました。
・もっとカウンセラーの方々のお話を聞きたかったです。こういうイベントを主催してくれて、ありがとうご
ざいました。
・文系の自分には少し居づらい雰囲気でした。
・プロフィールの仕事内容をもっと詳しく知りたかったです。参加者への一言メッセージは良かったです。
とても参考になるお話をたくさん聞くことが出来ました。このような機会を提供していただきありがとうご
ざいます。少人数で質問しやすい環境でした。女性がいたらさらに質問などもしやすいのでは・・と思い
ました。
・環境のことだけではなく、就職活動関連にも話をふっていただいて、今後の考え方を見つめなおす一
つの機会になりました。
・環境を経済の中に取り入れ、社会貢献ではなかなか進まない世の中でどれほど社会問題に現実的
にアプローチ出来るかということが学びたくて来場しました。少しそのヒントが今日のお話の中にあった
と思います。ありがとうございました。
・ぼんやりとしか考えていなかった環境に関する仕事というものが、今回参加したことで自分のやりた
いことが少ししぼれたように思います。参加して良かったです。ありがとうございました。
・この場に来ないとお話を聞けないような方々の話が聞けたのでよかったと思います。
・カジュアルな雰囲気でとても話しやすかったのがとても良かったです。就職活動のイベントは堅苦しい
ことが多い中で、今日のイベントはその点がとても良かったです。また皆さん正直な話が聞けて、参考
になりました。
・会場の空気がとても重かったので、改善する必要があると思いました。
・去年も引き続き今年も参加しました。去年は経験も浅く、話を聞くので精一杯でしたが、今年はよく質
問することが出来ました。以前より理解が深まったと思います。また、環境に関することのみを仕事とし
ている会社は少なく、その中の１つの部門で活動していることが多いとわかりました。
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６．主催団体
■主催：エコ・リーグ（全国青年環境連盟）
エコ・リーグ（全国青年環境連盟）は今年で 15 周年を迎える、全国各地で環境活動を行う団体・人をつ
なぐ環境 NGO です。「何か活動したい！」「情報を得たい！」といった思いを持つ人々にとって、
◆探し求めるものが見つかる
◆青年の環境活動を互いに発展、活性化することができる
エコ・リーグはそのような「場」をつくり、持続可能な社会の実現へとつなげていきます。
（現在約 150 団体 2000 名をネットワークしています。）
主な事業（09 年度現在）
◆ネットワークサポート事業
◆マネジメントサポート事業
◆キャリアサポート事業
◆インターナショナルサポート事業
＜ホームページ＞
http://portal.eco-2000.net/
エコ・リーグに興味のある方は上記 HP まで連絡お待ちしております。
■スタッフ・組織
実行委員長 大賀 裕之
副委員長 岡田 光平
広報
寺阪 すみれ
広報
木村 冴希
受付
榎本 勇樹
ＨＰ
玉井 将太
担当理事 溝口 典仁
事務 中小田 すばる
平野 亮介
■連絡先
大賀 裕之（実行委員長）
大阪府立大学 理学部 分子科学科 2 回生
E-mail：hiroyuki0109@sakai.zaq.ne.jp
■ホームページ
『環境』就職・進路相談会 東京・関西・名古屋合同ホームページ
http://soudankai.eco-2000.net/
『環境』就職・進路相談会 2009in 関西 ホームページ
http://soudankai/eco-2000.net/west/
■協力
おおさか ATC グリーンエコプラザ（会場）
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