創業以来、半世紀以上に
まるケースが多いからで

の相談を起点に仕事が始

に入ったと思いますし、

事内容に心惹かれまし

にわたり水を提供する仕
してお客さまの信頼を勝

目標は一人の人間と

すい環境づくりのために

で、お客さまが話をしや

必 要 不 可 欠 で す。そ こ

である水道に携わる上で

計画、設計、施工、竣工

はなく、極端にいえば、

機器を納入して終わりで

ということは、単に設備

処理システムを提供する

にあると感じている。「水

大な苦労があります。こ

その裏には各事業体の多

当たり前に得られる水、

ません。蛇口をひねれば

は並大抵のことではあり

統廃合計画を策定するの

け、さらに将来の更新、

日安全な水を提供し続

で、安全な水

あたり、

入するに

客様に納

うという気持ちです。ま

とことん突き詰めてやろ

になりたい。脱臭装置を

から最後までできるよう

携わっていますが、最初

「今は最後の試運転に

趣味は大学時代からの

い」と強調した。

に飛び込んできてほし

興味を持って上下水道界

を感じています。是非、

実感でき、一層やりがい

必要な事業であることが

が、入社して日常生活に

国土交通省下水道部や
民間企業の若手・中堅職
員などで構成される『下
水道を未来につなげる会
（ＧＫＰ未来会）
』は高校
生や大学生、高専生など
に、下水道の魅力や仕事
の内容を伝え、下水道の

就職する決め手となった

ベントが、下水道分野へ

そのＧＫＰ未来会のイ

詳しく説明

関わるのか

どのように

れの企業が

し、それぞ

理場のフロ

と話すのは今年の春に下
されてい

ー図を示

水道関連の会社に就職す
た。吉久さ

担い手の確保のために活

る木更津工業高等専門学
んはイベン

動を行っている。

校５年生の吉久華野香さ
トについて

ん。
吉久さんが所属する研

必要だった。そのような

知識が無く、情報収集が

は業界についてほとんど

のの、就職活動をする時

水道界に興味はあったも

行っていたため、元々下

に下水処理装置の開発を

番役立ちま

職活動で一

たことが就

るのか聞け

事をしてい

のような仕

が実際にど

関わる企業

究室では開発途上国向け 「下 水 道 に

時、一昨年の 月に同学
校で行われたＧＫＰ未来

について知

した。内情

と当時を振り返った。将

未来会への恩返しと下水

くの人にＰＲし、ＧＫＰ

り、下水道界について多

来は「ＧＫＰ未来会に入

か、学生たちがそれぞれ

仕事について紹介したほ

後、未来会メンバーが各

市場規模などを説明した

加した。下水道の役割や

はたくさんいるのか」「下

道界の更なる発展に繋が

水道の匂いは我慢できる

ＧＫＰ未来会のメンバー

さ ら に、
「興

のか」などと学生ならで

に「仕事が大変だと思っ

味のある企業の

はの視点から質問した。

るように貢献したいで

社員と直接話

ＧＫＰ未来会のイベン

た こ と は な い か」
「女 性

し、企業がどの

トは平成 年の活動開始

す」と今後の目標を教え

ような人材を求

てくれた。

めているのか調

から 年までに 回実施

職イベントのよ

ＫＰ未来会や就

をする方は、Ｇ

れから就職活動

ど無いので、こ

る機会はほとん

の方とお話しす

活の中で社会人

ました。学生生

就職活動を始め

月１日～４日）でも１Ｄ

れる今年の下水道展（８

えている。東京で開催さ

の内容を多くの学生に伝

ワークを通して下水道界

シップを実施しグループ

は、１ＤＡＹインターン

どを紹介する下水道展で

業・団体が技術・機器な

参加した。下水道関連企

しており延べ７２７人が

べるところから

うに直接企業の

ＡＹインターンシップの
活動内容は、ＧＫＰ未

実施を予定している。
来会のホームページやフ

人と話せる機会
して欲しいで

を積極的に活用
す」と話した。

ェイスブックで紹介され
ている。

ＧＫＰ未来会は今年の
を開き、 人の学生が参

選 択 に つ な が り ま し た」 １月にも同校でイベント

ることができ、就職先の

会のイベントに参加し
た。
イベントではＧＫＰ未
来会のメンバーが下水処

下水道展の１ＤＡＹイン
ターンシップで企業ブー
スを見学する学生ら

木更津高専の吉久さん

と思います」
。

水質や気
た。社会貢献に直結する

は何が必要なのかと考え
を経て初めてスタートラ
の記事が、わずかでも水

を提供し続け

装置の設

た、新製品の開発でも一

スノーボードとボウリン

ウリングの平均スコアは

学生に下水道の魅力を伝えるGKP未来会

システム全体を総合的に
考え向き合う姿勢、
また、

候、浄水
ち取ることと話す西澤

お客さまの信頼を
勝ち取る

処理に関
仕事には、もちろん大き

水処理設備を通して長期

する考え
さんに、学生へのメッセ
「水道事業体で現場に

ージをいただいた。
携わる職員は減少傾向に

な責任をともないます
る達成感も大きいのでは

が、それによって得られ
と思い、入社を決めまし

を綿密に
チ、情報

リ サ ー
収集する
負担は増大しています。

あり、職員１人あたりの

仕事のやりがいは、顧

た」
。
そんな中で 時間３６５

ことは、
人々の生
客との長期的な付き合い

たときに、顔を合わせて
インに立ちます。その後

は、
「人 に 誇 れ る 仕 事 で
ることを共通

い環境が整っていると思

計、どの

日も早く実用化につな

１５０。始めた当初はス

$

活の基盤

話をすることが安心感に
の運用、管理の中で、当

あること、仕事の成果が
の目標に、お

の尊さ、水に携わる仕事

形として残ることです。
客さまと二人

のやりがいへの理解につ

これらは自分が仕事をす
三脚で仕事に

初の計画から修正をする

ることをイメージした時
取り組めるこ

こともしばしばです。そ

つながると思い立ちまし
た」
。

人に誇れる仕事

に、モチベーションの維
とが一番のや

ながれば幸いです」
。

持に不可欠な要素だと考

ういった試行錯誤の中

えます」と話す西澤さん
りがいであ

会社選びのポイント

とウォーターテックとの
り、仕事の実

います」と社風をアピー

貴重な機会だ

感が得られる

出会いは必然的だったと
も言える。
「水源から蛇口まで、
のミスも経験している
ルする。

で調べて自分なりに理解

が、現在はなくなった。

してから、上司に聞くよ 「入 社 す る ま で 上 下 水 道

分からない点はまず自分
装置の試

くらいの

げ、当社事業の柱になる

事業が分からなかった

学生へのアドバイスは

運転作業
うにしている。

大きさだ

る 。「 お

に 携 わ

と臭気が取れるかという

グ。スノーボードは毎年
「三協工業に入社して

コアが悪く、一日 ゲー

一回スキー場に行く。ボ

計算をしています。
また、 よう頑張りたい」のが当

一番感じたのは、社員の

ムの猛特訓をした。現在

面の目標だ。

方が気さくで、やさしく

は野球部に所属して活躍

新製品の開発にも関わっ
い部署に来られたと思っ

接してくれることです。

ています。自分自身、良
ています。新たに入社し

仕事についても分からな

している。何事も「真剣

就活で積極的に活用を！
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ションなしに進めること

わたり「水を通して社会
す。地域によって異なる

長く続けたいです」と話

た後輩社員の指導を含め

勝負」だ。

"

運ぶことだという。
「システムの提案はお

は難しく、お客さまから

客さまとのコミュニケー

ウォーターテックは、

最適な水処理シス
テムを提案

１９６３年
（昭和 年）
の

に貢献する」という企業
理念のもと、水処理設備
の開発、設計、施工、管
理や浄水設備機器の販売
「私が所属している水

を行ってきた。
処理営業部は、社内でも
年齢層が一番若く、活気
のある部署です。お客さ
まが抱える水質や水処理
設備の管理運用など、さ
まざまな悩みに応じて最
適な水処理システムを提
案しています」と話す西
澤さんが、日ごろの営業
活動で心がけているのが

「大学院で応用化学を
す。入社後は埼玉工場設

日々勉強です」とヤル気

いことは分かりやすく教

%

#

えてくれます。聞きやす

満々だ。

とことん突き詰め
たい
朝はラジオ体操から始
まり朝礼後、資料作成、
サンプルの分析などで、
あっという間に１日が終
わ る。
「お 客 様 に 脱 臭 装
置を引き渡しますが、そ
の後、お客様から良い装
置だ、ということを当社
の営業マンから聞いたの
が一番嬉しかったし、や

(

西澤 宥太朗さん
データの取り忘れなど

２０１７年（平成２９年）２月２７日（月曜日）

自治体や企業の仕事を紹介
１ＤＡＹインターンシップの参加者で
記念撮影

!

水処理営業部・営業室
りがいがあります」
。

お客さまからの相談が起点に
水質検査も重要な仕事だ

工学部建築工学科卒 入社３年目
大学院応用化学専攻修了 入社５年目

お 客 さ ま の も と に 足 を
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企業です。社会貢献度が

専攻し、土壌汚染改善の
計・技術部に配属、脱臭

良い会社に入った

技術を学んでいました。

高い仕事なので良い会社

三協工業には先輩もいま
したし、ホームページで
も水道、下水道施設の事
業で社会に貢献している
ことを知り、興味を持ち
ました」と就職活動を振
り返るのは三協工業埼玉
工場の設計・技術部の田
島由昌さん。面接日と役
員会の日程が重なり、い
きなり役員面接に。「緊張
して何を話したのかも忘
れてしまいました」と言
うが、白いボードに図や
化学式を書きながら説明
したのが内定につながっ
たと自己分析している。
「三協工業は水と空気
の環境エンジニアリング

神奈川県立大師高校で行ったイベントでは雨水貯留管を見学
ＧＫＰ未来会のメンバーに質問する
木更津工業高等専門学校の学生

&

大きな責任と達成感が
仕事は日々勉強です

田島 由昌さん

お客さまと二人三脚で

社会貢献度高い企業

埼玉工場設計・技術部

'

