は、地震対策に関する案

向。特に、下水道分野で

に関する業務が増加傾
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上下水道の
コンサルタント
「自治体などのお客さ
まと直接会話をし、相談
に乗りながら、提案をし
ていく仕事です。私は下
水処理場を主に担当して
いて、例えば、どのよう
にすれば地震に強い施設
にできるか、より効率的
に改造ができるか、とい
った提案をしています」
。
日本水工設計は、上下
水道を中心に、河川、廃
棄物も手がけるコンサル
タント会社だ。本社は東
京だが、支社を東北、東
京、名古屋、大阪、広島、
九州に持ち、全国で事業
を展開している。施設の
老朽化対策や耐震化の必
要性が叫ばれる上下水道
界にあって、改築・更新

る技術二課が立てる全体

があります。私の所属す

備計画を立てる事業計画

５年くらいの現実的な整

から資料や説明を「分か
は、下水道のコンサルタ

就職活動をするまで

が好き。そのうちに環境

り易いね」と言ってもら

問題に興味を持った。大

ント会社があることを知

仕事をする上で島並さ
学では水環境を学んだ。

らなかった。明確な志望

んが心がけていること。
生きものや水環境は、下

った時。「お客さまに伝わ

東日本
それは「一人で悩まない
水道と繋がりがある。い

りやすいよう、図表を加

大震災の
で、何でも上司に相談す
つの間にか、この仕事に

件が増え

教訓から
る こ と」
。現 に 相 談 で き

業界もなかった。出発点

だと島並
る環境にあるし、そうし
辿りついていた。

に な っ た の は興 味
。

さんは説
たアットホームなと
会社を見つけるのが難し

えたりして資料作りを工

明する。
ころが、この会社を選ぶ
い人もいるでしょう。そ

夫していますし、納得し

下水処理
決め手にもなった。社員
んな時は会社の雰囲気に

てきてい

場ごとに診断を行い、ど
数はおよそ３６０人。大
注目したり、少し視点を

て頂けると嬉しいです」
。 小さいころから生きもの

の部分を補修する必要が
手の同業他社と比べ規模

う。

あるか見極める。処理場
が小さい分、上司との関
変えてみたらいいかもし

る と い

を補強する最適な方法を

れません」―。島並さん

送る。

後輩たちにそうエールを

は、これから進路を選ぶ

「自分のしたい仕事や

提案するのが、島並さん
係や同僚との結びつきも

興味あることが
仕事に

強いのだという。

「入社以来、下水道二

の仕事だ。
部施設設計課という部署
に所属しています。処理
場そのものについて、改
造を行う場合や新しく増
設する場合の設計を行っ
ています」
。

一人で悩まな
いがモットー
初めて主担当を任され
た案件が印象深い仕事だ
と振り返る。ある県の流
域下水道の処理場内の躯
体接続部分の補強を提案
した。入社１年目の秋ご
ろのことだった。やりが

も と づ

業計画に

計画と事

て欲しい』との言葉をい

た際は、また担当になっ

オリジナル設計が受託し

から『事業計画の変更も

直しを担当した役所の方

とが多いので、自分１人

の下で業務を補助するこ

く と、
「今 は 上 司 や 先 輩

今後の目標について聞

援に関わることができた

き、技術
ただき、自分の作った成

で任せてもらえるように

までに山梨県や静岡県を

一 課 で
果品に対する評価をいた

なりたいです。技術士の

ことを嬉しく思いまし

は、実際
だけたということに仕事

資格も取得したい」と話

た」と振り返る。

に工事に
のやりがいを感じまし

す瀬田さんに、学生への

比較的多く担当していま

要する費

た」と、着実に力をつけ

メッセージを聞くと「コ

す。昨年、全体計画の見

用の見積

ていることを実感してい

技術士取得が
目標

もりや、
る。

ンサルタントは技術的提

て一人前になるのはどん

案を行う難しい仕事です

な業種でも共通していま

生活に密接に結び付い

に生じる住民の生活への

す。習得した技術力を生

面を作成する実施設計を

影響が大きい。

かして社会貢献を行える

が、入社してから勉強し

て、
「全 体 計 画 で 難 し い

「長野県神城断層地震が

ている下水道施設は、震

のは、それぞれのまちの

発生した際には、下水道

災等により被災した場合

情勢に合わせて、例えば

オリジナル設計で一緒に

それぞれの計画につい

定住者の多い都心である

働きましょう」
。
降る中、１

施設に大きな被害を受け

週間ほどか

た白馬村の調査に私も加
測することです。また事

けて浮上し

か、観光業が中心の郊外

業計画では、法律に従っ

たマンホー

であるかにより、将来の

て決まった様式で申請す

ルの測量な

わりました。 月の雪が

る必要があるのが難しい

どを行いま
した。その

て は、
「設 計 計 画 部 の 管

仕事のやりがいについ

き、まだ駆

状をいただ

からは感謝

後、白馬村

轄は、主に関東地方の１

被災地から
感謝状が

点です」と話す。

人口の見通しを適切に予

行います」と説明する。

事を施工する時に使う図

現場で工

いを感じるのは、発注者

オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオリリリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリジ
ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジナ
ナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル設設設設設設設設
設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設計計計計計計計計
計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計

オオオオオオオオ
オ
リ
ジジジジジジジジ
ナナナナナナナナ
ルルルルルルルル
設
計


年、 年後のま
ちを想定
オリジナル設計は、昭
業した建設コンサルタン

大学院（環境水域工学）修了 入社３年目

分も復旧支

都６県と長野県、
山梨県、 け出しの自

快適で豊かな暮らしの基盤づくりに貢献

２０１７年（平成２９年）２月２７日（月曜日）
２０１７年（平成２９年）２月２７日（月曜日）

諒さん
島並
瀬田 和紀さん

施設の調査にも力が入る
下水道事業の基本となる計画をつくる

東京支社 下水道二部施設設計課
設計計画本部設計計画部技術二課
静岡県です。私は、これ

入社後のフォロー体制が充実

和 （１９６２）年に創
ト。
上下水道を基軸に、
国
内外の社会インフラ関連
施設の計画、設計などを
手がけ、自治体に対する
技術的提案を行ってい
る。
瀬 田 さ ん は、
「設 計 計
画部の仕事は、下水道の
管きょに係る設計や計画
がメインです。上水道に
ついては、水道部が担当
しています。下水道事業
を行う上で基本となる計
画は２種類あり、 年か
て、処理場から下水道を
どこまで延伸するのかを
考える全体計画と、今後

!

「分かり易いね」
が励みに
勉強して一人前に

３０

ら 年後のまちを想定し

"

大学院土木工学専攻修了 入社３年目

地震に強い処理場を提案
技術力を生かして社会貢献
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