
学生のみなさんに知ってほしい！ 

廃棄物コンサルタントとして働くこと 
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Ｑ．学生さんへのメッセージをお願いします。 

 

Ｑ．どんな人が廃棄物コンサルタントに向いているでしょうか？ 

 

Ｑ．1 日の標準的な過ごし方を教えてください。 

８時頃にオフィスに出勤。暗

くなると治安が悪くなる地域

では 17 時頃にオフィスを出

て 18 時頃にアパートに戻り

ます。その後、22～23 時頃

まで、現場レポート作成等にか

かることも多いです。 

日本人数名のチームで行っ

ている場合は、週末は皆で食事

をしたり、ゴルフに行く人もい

ます。 

海外編（回答者：坂田さん） 

朝は準備とお弁当を作りか

ら始まります。８時 50 分頃に

出勤し、まずはメールのチェッ

クを行います。社内にいるとき

は、だいたい、資料作成、電話

対応、社内打合せで 1 日が終

わります。もちろん休憩もとり

ますよ！ 

また、客先との打合せや現地

調査で、出張も多く、週の半分

くらいは外出をしています。 

国内編（回答者：高橋さん） 

人付き合いができる人！（回答者：森さん） 

コンサルタントという仕事は、いろいろな年代や立
場の人と接します（上司や同僚、協力会社、発注者、
施工業者・・・等々）。 
目上の人への礼儀、尊敬を忘れないこと、仲間意識

を持つことも仕事をするうえでは必要です。 
また、現場を知らずに設計や施工監理はできませ

ん！若い頃は、プラントメーカーやゼネコン等の施工
業者の人達に聞いて学ぶことも大事です。 

ポジティブは大きな強みに！（回答者：近藤さん） 
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まずは実際の話を聞いてみて！（回答者：長谷川さん） 

親しい人がこの業界にいない限り、廃棄物コンサルタ
ントの仕事がどのようなものかなかなか分かりづらい
のでは？と思うので、インターンや OB 訪問等を利用し
て、まずは具体的な仕事がどのようなものかを実際に目
で見て聞いてみてください。 
誰に聞いたらよいか分からない人は、ぜひ私まで

（笑）！もしくは、このパンフレットの下にある協会に
コンタクトをとってみてもよいと思います。 
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施設を建て直したいのですが 

どうしたらいいでしょう？ 

施設計画から建設まで

専門家の私たちが支援

します！ 

ごみが増え続けて

困っています 

ごみ減量化の計画づくり

をお手伝いします！ 

ワタシタチ ノ クニ モ 

ゴミ タクサンアリマスヨー？ 

地域に合ったごみ処理やリサイクル

を一緒に考えましょう！ 

環境への影響をきちんと調

査して安全・安心な施設づ

くりをお手伝いします！ 

施設からの環境への

影響が心配です 

女子学生のみなさんへ 
 良い意味で、女性扱いはされない業種です。男性も女性も同じように調査を行い、現場

にも行きます。最近は、育児休暇を取る男性社員もいて、フォローしたりされたりも普通

にできる職場ですね。 

コンサルタントは、社会に提案をして実現していく仕事です。より長く働きや 

すい職場にしていくために、「仕事を続けていくためにこういう制度を作りたい」 

という提案を自らできる業種だと思います。 
女性技術者懇談会メンバー 

就職活動では、面接に受からなかったり、失敗もたく
さんあると思いますが、落ち込まず、縁がなかったと納
得して、ポジティブに次に進むことが大事です。 
入社してからは、専門分野にとらわれない、幅広い知

識やスキルが求められます。コンサルタントとして人と
人をつなげたり、業務を進めていくことは、学生時代に
は味わえない新しい楽しさです。物事をポジティブに捉
えられることも、立派な能力だと思います。 

自分の頭で考えられる人！（回答者：比良さん） 

仕事の範囲は必ずしも自分がよく知っていることと
は限りません。手探りのような状況で仕事を進めていか
なければならないこともあります。 
先輩や経験者の意見に耳を傾けることは大事ですが、

それが絶対に正しいとも限りません。何でもかんでも鵜
のみにせず疑問に思うことがあれば確認や質問し、自分
の頭で考えて対応できる人は向いていると思います。 

リサイクル施設 

最終処分場 

焼却施設 

 

 

発行：平成 28年 11月  女性技術者懇談会 

 

私たち廃棄物コンサルタントはこんな場面で活躍しています！ 

 

廃棄物は、皆さんの生活に最も身近な環境問題です。 

廃棄物コンサルタントは、皆さんの生活環境と深く関わる仕事です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先輩社員① 

 

先輩社員② 

 

先輩社員③ 

 

先輩社員④ 

 

先輩社員⑤ 

 

先輩社員⑥ 

 近藤 晋さん 

災害廃棄物処理で“復興”という 

プロジェクトに貢献できることに 

やりがいを感じます。 

 仕事のきっかけ 

学生の頃から環境問題に興味があり、現在の

会社に就職しました。農学部出身で、廃棄物

と関わりがなかったのですが、入社後土壌汚

染対策の仕事を経て、今の仕事をしています。 

 

具体的な仕事の中身 

災害廃棄物に関わる計画（仮置場でどのよう

に処理するか）、調査（廃棄物の種類や量な

ど）、収集運搬等の実施状況の監理を行ってい

ます。 

 

やりがい 

一つは、復興という大きなプロジェクトに貢

献できること。もう一つは、自分の知識や経

験を活かして、課題解決のための道筋をつけ

られることです。事業全体がうまく進むと、

チームの一員として貢献できたことに、やり

がいを感じます。 

坂田幸久さん 
 

コンサルタントの仕事は提案することで

す。しかし適切な提案をするためには現況調

査が大切なので、業務の前半４割は現地の状

況を正しく理解する作業に充てます。現地に

はデータが無いことが多いので、そういう場

合は現地で計測や見聞きをして、状況を正し

く理解することが必要です。続いて重要なの

が、正確に相手に伝えることです。難しい調

査結果を、相手にわかる言葉で説明できるこ

とも大切です。 

コンサルタントは、「人が悩んでいることの

解決策を提案して、そこでお金を貰う」仕事

だと思います。調査結果をまとめて考察する

辺りからが、ようやくプロの仕事になってき

ます。仕事が面白いと思うのは、雑用も含め

ていろんな経験をして、それらが繋がったと

きでしょうか。そこから楽しいことが増えて

くると思います。 

■会社名：株式会社エックス

都市研究所 

■経験年数：17 年 

■出身：九州大学大学院 

工学研究科水工土木学専攻 

■仕事内容：海外（途上国）

の廃棄物管理・技術指導 等 

 

仕事が面白くなるのは 

様々な経験が繋がったとき。 

そこから楽しいことが増えると思う。 

高橋麻由さん 

■会社名：八千代エンジニヤ

リング株式会社 

■経験年数：4 年 

■出身：九州大学大学院 

都市環境システム工学専攻 

■仕事内容：最終処分場に係

る計画、設計、施工監理 等 

現場を確認し、 

お客さんと相談しながら 

業務を進めていくのが楽しいです！ 

私が廃棄物に関わるようになったのは、学

部時代に入った研究室がきっかけでした。最

初は、先輩に勧められて入ったのですが、勉

強を重ねていくうちに私たちの生活から切っ

ても切れない『ごみ』の問題に興味を持ち始

めました。 

就職活動は学部時代に１度経験しました

が、どの会社に対しても志望動機がはっきり

せず、大学院に進むことを決めました。２度

目の就職活動では、廃棄物に限らず、環境と

いう広い枠でコンサルタントを志望し、その

結果、今の会社の廃棄物の部署に落ち着くこ

とになりました。 

入社して１～３年目は各種計画の策定業務

に携わり、廃棄物の基礎を学びました。現在

は、最終処分場の計画、設計、施工監理をし

ており、新たに学ぶことはたくさんあります

が、充実した日々を送っています。 

■会社名：応用地質株式会社 

■経験年数：9 年 

■出身：東京農工大学  

生物システム応用科学府 

生物システム応用科学科 

■仕事内容：被災地の災害廃

棄物処理 等 

社内で最初の、廃棄物分野に 

おける PFI・PPP 事業の業務が 

印象に残っています！ 

長谷川貴之さん 
 

仕事のきっかけ 

入社時にざっくりと「環境分野」で希望し、1

年目から廃棄物関連部署に配属、現在に至り

ます。大学院の研究内容とは全く関係のない

分野での配属ですが、何とかやっています。 
 
具体的な仕事の中身 

入社間もない頃から、事業者選定アドバイザ

リー業務が中心です。具体的には、自治体の

ごみ処理施設を整備・運営する民間事業者選

定のお手伝いであり、どのような発注仕様書、

契約書を作るのか、民間事業者の提案書をど

う評価するか等について、支援しています。 
 
やりがい 

特に、初めての事業を行おうとして困ってい

るお客さんから、業務を終えて「初めてで何

も分からず不安だったが、うまくいってよか

った！」と感謝された時に、やりがいを感じ

ます。 

■会社名：パシフィックコン

サルタンツ株式会社 

■経験年数 17 年 

■出身：京都大学大学院工学

研究科環境地球工学専攻 

■仕事内容：事業者選定アド

バイザリー業務 等 

森耕太郎さん 

現場でのものづくりを体感でき 

施設ができあがっていくことの 

達成感がある。 

 

■会社名：株式会社エイト日

本技術開発 

■経験年数：27 年 

■出身：福岡大学工学部 

土木工学科 

■仕事内容：中間処理施設の

計画、発注支援、施工監理 等 

施工監理業務では、プラントメーカーが行

う設計内容や施工内容が、発注者（自治体等）

の示した発注仕様書等の内容を満足している

かどうかの確認・審査等を行います。確認・

審査においては、その内容の良し悪しを判断

するため、ごみ処理施設に関する知識はもち

ろんのこと、プラントメーカー各社のノウハ

ウを把握している必要があります。さらに、

現場での経験による判断も必要となります。

若い頃に、ベテラン社員から機械設備や電気

設備について学んだことや、新設の工事だけ

ではなく改造工事に関わったことで、施工監

理に必要な知識が増えました。 

施工監理業務では、自分が指摘した内容が

改善され、施設ができあがっていくことの達

成感があります。コンサルタント自体は、も

のを作る会社ではありませんが、現場での「も

のづくり」を体感できる職業でもあります。 

 

 一般廃棄物処理基本計画 

今後の廃棄物処理施設の 

整備方針等の整理 

基礎調査 

一般廃棄物処理基本計画 

策定のための調査 

循環型社会形成推進地域計画 

国の交付金を活用するための 

資料作成及び手続き準備 

施設整備基本計画 

廃棄物処理施設の 

計画策定 

環境影響評価 

施設を整備することによる

環境への影響を 

調査、予測、評価 

 

適地選定業務 

建設候補地の決定 

基本設計 

廃棄物処理施設の基本設計 

（概要を設計） 

民間活力導入可能性調査 

施設を整備する 

民間事業者（プラントメーカー等）の 

活用についての調査 

実施設計 

廃棄物処理施設の実施設計 

（詳細を設計） 

主に最終処分場 主に中間処理施設 

発注仕様書作成 

施設や工事内容の 

仕様の検討/資料作成 

発注支援業務 

施設を整備する民間事業者 

を選定するための検討/資料作成 

※発注支援業務には、多くの場合、 
発注仕様書の作成も含まれています。 

工事発注 

モニタリング 

施設の運営状況の確認 

※中間処理施設は設計監理も含みます。 

施工監理 

工事の監理 

跡地利用計画 

施設使用後の 

土地利用の計画策定 

 

 

先輩社員の声② 

高橋麻由さん 

 

 

先輩社員の声① 

比良直美さん 

 

 

先輩社員の声③ 

長谷川貴之さん 
 

 

先輩社員の声④ 

森耕太郎さん 

 

 

 

 

 

 

★その他業務 

海外業務 

海外における廃棄物業務 

災害廃棄物関連業務 

災害廃棄物の処理・処分に関する業務 

 

 

先輩社員の声⑤ 

近藤晋さん 
 

 

先輩社員の声⑥ 

坂田幸久さん 

■会社名：株式会社環境管理

センター 

■経験年数：24 年 

■出身：帯広畜産大学畜産学

部畜産環境学科 

■仕事内容：廃棄物処理施設

の生活環境影響評価 等 

 アセスメントで関わった施設が 

環境負荷の少ない施設に更新 

されたとき、達成感を感じます！ 

比良直美さん 

仕事のきっかけ 

入社後、最初は分析の仕事をしていました。 

会社がコンサルティング業務を拡大していこ

うとしている時期でもあり、もともと興味が

あったこの分野への異動を希望しました。 

 

具体的な仕事の中身 

仕事を始めた当時はバブル期で、焼却施設建

て替え時のアセスメントやゴルフ場建設時の

アセスメントなどが多かったですが、現在は

産業廃棄物処理施設の生活環境影響評価など

に携わっています。 

 

やりがい 

廃棄物問題は、公害問題、資源・エネルギー

問題、リサイクル、住民とのリスクコミュニ

ケーションなど、様々な環境問題の縮図が見

られるので興味深く、やりがいを感じます。 

廃棄物処理施設の整備を例に、仕事の流れを見てみましょう！ 


