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建設業の対象

⼟⽊︓道路、トンネル、ダム、橋、河川 など

発 注 者・・
国、

地⽅⾃治体
⺠間

（企業）
⺠間

（個⼈）

発注内容・・ 設計業務 施⼯業務
設計・施⼯⼀括

建築と⼟⽊、発注者、発注内容

建築︓ビル、学校、⼯場、住宅（集合、⼾建）など



2

出典︓⼀般社団法⼈建築設備技術者協会
技術絵本Ⅰ「くうき・みず・でんき」（改訂２版）
https://www.jabmee.or.jp/what-build-equip/

建築設備とは
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･基本計画 ･基本設計
･実施設計 ･設計監理

･基本設計
･実施設計
･設計監理

･建設⼯事

･建設⼯事
・機器及び
資材納品

設計事務所
（意匠・構造・設備）

・維持管理

計画

建築物の建設・運⽤に関連する事業者

サブコン
ゼネコン

メーカー
専⾨業者

維持管理会社

・建設⼯事

設計 施⼯ 運⽤ 改修
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意匠設計
総合設計事務所

建築設計の種類と設計事務所

さまざまな条件・環境を考慮して、建築物の構造・
外観・室内空間のデザインや間取り構成を含む、
建築物の形態のすべてを設計。

意匠設計、構造設計、設備設計の全て
の設計・監理を実施

[参考]
(⼀社) ⽇本設備設計事務所協会連合会
https://www.jafmec.or.jp/eqdesign/

構造設計
安全性・機能性・経済性を考慮し、主に⼒学的
な観点から⼟台・柱や梁の性能・形状・配置など
を設計。

設備設計
建築物の環境・エネルギーを最適化し、快適な室
内環境を設計。
室内空間の「品質」※1＋「コスト」※2を創造。
※1 品質︓快適性、機能性、安全性、利便性、省エネルギー・省資源
※2 コスト︓イニシャル・ランニング・ライフサイクルコスト

専業設計事務所
意匠設計、構造設計、設備設計のいず
れか⼀つの設計・監理を実施
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設
計
事
務
所

‼

弊
社

設
備
設
計
専
業

設計事務所ランキング 建設通信新聞（2021年9⽉6⽇版）
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建築設備設計業務を主とした４つの業務領域

環境・エネルギーソリューション領域

◇再エネ・未利⽤エネルギーの有効活⽤提案等の
エネルギーコンサルティング

◇環境・エネルギーソリューション

設計・監理領域

◇建築設備に関する設計・監理業務
◇北海道〜沖縄まで事務所を配置することに

よる全国対応

FM（ファシリティマネジメント）
ソリューション領域

◇システム検証評価・運⽤改善提案
◇省エネ診断・劣化診断
◇ファシリティマネージメント（ＦＭ）

システムソリューション領域

◇ＦＭ管理システム及びソフト開発

総合設備コンサルタントの業務領域

建築設備設計事務所として５０年近く培ったノウハウを重ね、調査・検討〜設計〜診断評価までの
トータルソリューションをお客様へご提供しています。
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拠点・社員・売上⾼

拠点 ︓全国に９事業所を展開
社員数 ︓154名

（男性125名、⼥性29名）

※2021年7⽉1⽇現在 嘱託社員含む

平均年齢︓47.0歳

25億5,762万円（2021年6⽉期実績）

東京本社⼤阪事務所

名古屋事務所

仙台事務所

札幌事務所

熊本営業所
システムソリュー
ション部

九州事務所
広島事務所

沖縄営業所 - 東京本社 -
設計・監理本部
環境・エネルギーソリューション部
総務経理部、企画部、営業本部具体的な設計事例（⼤学施設・研究実験室・事務所・航空灯⽕など）は、

別冊「設計事例集」及び弊社ホームページをご覧下さい。
https://www.socon.co.jp/actualintroduction/actualresults_field

WWW

拠点・社員

売上⾼
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弊社の中期経営計画
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資格取得の推進
2021〜2023年度の中期経営計画で、公的
資格者増を明記。

今年度より、１級建築⼠、建築設備⼠受験対
象者に対して、全社横断的サポート体制を整備。

2021年7⽉現在

資 格 ⼈数
設備設計⼀級建築⼠ 18名
⼀級建築⼠ 31名
⼆級建築⼠ 6名

建築設備⼠ 60名
１級電気⼯事施⼯管理技⼠ 34名

１級管⼯事施⼯管理技⼠ 45名

空気調和・衛⽣⼯学会設備⼠ 23名

第三種電気主任技術者 6名

建築物環境衛⽣管理技術者 3名

建築設備検査資格者 22名

建築設備診断技術者 3名

技術⼠ 2名
博⼠（⼯学） 1名
ファシリティマネジャー（CFMJ） 16名
JABMEE SENIOR 7名

CASBEE建築評価員 11名

SHASE技術フェロー 2名

システムアーキテクト 1名

ネットワークスペシャリスト 1名

情報処理安全確保⽀援⼠ 1名

◆ 資格取得費⽀援
１級建築⼠資格取得費（70万円〜80万円）
建築設備⼠資格取得費（40万円〜50万円）

◆ 資格取得表彰⾦⽀給
１級管⼯事施⼯管理技⼠、１級電気⼯事施⼯管理技⼠、
１級電気通信施⼯管理技⼠ 等有⽤な資格合格者
（3万円〜5万円）

◆ 資格⼿当の⽀給【定年退職時まで毎⽉⽀給】
１級建築⼠、建築設備⼠ 資格保有者（1万円）
設備設計1級建築⼠、技術⼠ 資格保有者（5千円）

資格取得補助制度

弊社の資格保有者数とサポート体制
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◇弊社企業理念
より豊かな⽣活環境を創造し社会の発展に貢献する

企業理念に沿って事業を進め、左の
各項⽬の達成に貢献しています。

◇例えば、学校の空調改修の設計を実施すれば、

◇再⽣可能エネルギー、未利⽤エネルギー活⽤へのチャレンジは、

脱炭素社会への選択肢拡⼤と共に、地域発展にも寄与しています。

エネルギー消費の効率化、学習環境の向上を実現しています。

弊社の事業内容は国内の SDGs 推進に直結
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⻑時間労働の是正や健康増進施策
の推進など、社員の健康を維持、向
上する⼿⽴てを更に実施

※テレワーク制度も導⼊済み

・社員が資格取得を達成するための
⼿⽴てに全社で取り組む
・社員の⼦育てを⽀援
・インターンシップを通じた学⽣のキャリ
ア研究のサポート

・ジェンダー平等に関する啓発活動
の実施
・⼥性社員の意⾒、要望の収集と
対応策の検討、実施
・⼥性社員の採⽤継続

・ハラスメントの無い、社員が⼒を
発揮できる、良好な職場環境の
維持、向上
・働き⽅改⾰の取り組みメニュー
を拡充

・学会活動への参加拡⼤、発表・
寄稿の実施
・他企業、⼤学等との連携による
技術⾰新への貢献

以下のような事項についても既に改善の取り組みを実施していますが、中期経営計画の実⾏の中で
更に推進していきます。

今後も SDGs を意識した事業運営を推進
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本社フロアをリニューアル

5Fエントランス ▶

環境、未来を志向するデザインで、
皆様のお越しをお待ちしております。

5Fオフィス ▼

全体の⾒渡せるオープンなオフィスで、コミュ
ニケーションの活性化、⼀体感の醸成を図
ります。

4F会議室A ▶

Webミーティングも快適に実施
出来る会議室。
この他にもフリースペース、会議
室を新設しました。

2021年9⽉に本社フロアのリニューアル⼯事を⾏いました。
お客様をお迎えするエリアを充実させると共に、優れた社員を育成し競争⼒を⾼めるための
職場環境作りも実現しています。
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建築設備技術者協会による表彰（２年連続）

最近の受賞企業︓ ○令和３年度 新⽇本空調株式会社 ○令和２年度 株式会社関電⼯
○令和元年度 株式会社⼤気社 ○平成３０年度 株式会社九電⼯、株式会社⽇建設計

⼀般社団法⼈建築設備技術者協会（JABMEE）より、令和２年度、令和３年度と２年連続で
会⻑表彰をいただきました。
令和３年度 ︓ 建築設備技術の進歩改善による社会貢献を讃えて ⇦ 建築設備に関する新型コロナ感染対策
令和２年度 ︓ 協会の会員増員等の活動に貢献のあったもの ⇦ 建築設備⼠資格者の継続的な輩出
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◇空気調和設備
空気調和設備、⾵道（ダクト）設備、配管設備、換気設備、排煙
設備、⾃動制御設備 など

◇給排⽔衛⽣設備
給⽔設備、給湯設備、排⽔通気設備、衛⽣器具設備、消⽕設備、
ガス設備、し尿浄化槽設備、特殊設備（厨房・洗濯） など

機械設備設計の対象

設備設計の種類

◇電気設備
受変電設備、照明設備（電灯・コンセント）、動⼒設備、幹線設備、
監視制御設備、弱電設備（電話・テレビ共同受信・インターホン・防犯・
表⽰・情報 等）、防災設備（⾃動⽕災報知・防排煙・ガス漏れ⽕災
警報・⾮常⽤照明等）、構内配電設備、避雷設備 など

電気設備設計の対象
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◇第１〜第４、ＮＴＴの５つの設計・監理グループと航空施設
グループの６グループ（１グループ 6〜10名）

◇航空施設グループ以外は、機械設備設計担当と電気設備設
計担当の両⽅のメンバーが在籍

（航空施設グループは電気設備設計担当のみ）

設計・監理本部

設計チームの構成

◇⼤阪事務所︓
機械設備設計グループと電気設備設計グループ

◇その他事務所︓
グループ分けせず、メンバー毎に機械設備設計か電気設備設計
を担当

地⽅事務所
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最終ユーザーや受注元の総合設計事務所等に、建築する建物
の概要、要求条件を確認

設計の⽅向性、設計条件・法的制約の整理、期間・コストを
概算

要求条件の詳細確認、現地の詳細調査、意匠設計内容の
把握、採⽤⽅式等設備設計概要の決定

要求条件の最終確認、適宜建築設計内容を把握しつつ詳細
設計を実施

必要な納品物を揃えて納品し、設計業務完了

設計業務とは別契約で監理業務も受注している場合は、設計
通りに施⼯されているか否かを監理

お客様意向
把握・企画

基本計画

設備設計・監理業務全体の流れ

設計監理

基本設計

実施設計

納品

竣⼯
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問題なく設置できるか確認しつつ、機器の配置を決定

仕様、お客様要求条件、意匠設計内容を把握

現地を調査し、詳細な状況を把握

導⼊可能な複数の⽅式から最適な⽅策を検討

関連法令を遵守出来ているかを確認

給⽔量、熱負荷、電⼒量等、設備関連諸数値を計算

導⼊する機器に要求されるスペックを検討、決定

使⽤する設備関連部材の数量を計算し、必要コストを算出

仕様・意向把握

現地調査

各種計算

法令確認

機器スペック決定

機器配置・納まり検討

数量拾い・値⼊れ

設計図書完成

設備設計業務の詳しい流れ

⽅式検討
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設計者の１⽇、１週間

9:00 出社、メールチェック等、今⽇進める
作業の確認

9:30 設計作業等

12:00 ランチ、事務所周辺の飲⾷店に出
かける（たまにお弁当購⼊）

13:00 外部打合せ、最近はWeb会議も
多い

15:00 設計作業等

17:30 退社
業務の忙しさに応じて、時間外勤
務を実施

１⽇のスケジュール 例
⽉ 10:00-11:00 来客（メーカー打合せ）

⽕ 10:00-12:00
13:00-14:00

グループリーダー会議
グループミーティング

⽔ 11:00-12:00 (物件)打ち合わせ

⽊ 10:00-10:45 ウェビナー参加

⾦ 9:00-14:00 現場調査

１週間のスケジュール 例

[補⾜]
・シフト勤務制度があり、出社時間は8:00, 
8:30, 9:00, 9:30 のいずれかを選択。
・現場調査で１⽇外出の時もあり。
・資格取得の⾃⼰研鑽は、⾃宅にて。

[補⾜]
・上記以外の時間は、設計作業、資料作成、納品物の
作成などを実施。
・テレワーク制度はあるが、出社して勤務することが基本。
（TW実施は週1~2回。但し個別事情のある者はフルテレワーク可。）

⼟ 14:00-18:00 １級建築⼠受験講座受講
[休⽇]
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設計者の１年

7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉
新年度開始
株主総会（⽉末）

内定式
技術年報発刊
レクリエーション

仕事納め 28⽇

建築設備⼠ 1次発表
1級建築⼠ 学科試験

建築設備⼠ 2次試験 １級建築⼠学科発表 １級建築⼠製図試験 建築設備⼠合格発表 １級建築⼠合格発表

前年度期末⾯談
チャレンジシート作成

前年度評価FB⾯談
業績⼿当⽀給

昇格発令 業績⼿当⽀給(⼀部)

※夏期休暇（計3⽇）取得期間 6/1-10/31
※⽉１回定例（技術交流会、BIM-WG、ZEB-WG）

1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉
仕事始め 4⽇ ⼊社式

技術年報タイトル募集
会社表彰式典
創⽴記念⽇ 27⽇
会社決算

建築設備⼠試験申込 １級建築⼠試験申込 建築設備⼠ 1次試験

繁忙期

繁忙期 繁忙期
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・エネルギーコンサルティング
（実現可能性調査、システム導⼊効果 “環境性・経済性・社会性 “ の検討）

・地域・都市・街区・建物に関する環境・エネルギーシステム提案
（ゼロエネ・ゼロエミッション地域、スマートシティ・コンパクトシティのエネルギー供給計画、
地域の地産地消エネルギーシステム）

・室内環境（温熱・気流・清浄度など）シミュレーション
（MR、CFD解析）

環境・エネルギー
コンサルティング

・環境、エネルギー関連研究開発事業

・再エネ・循環社会システム導⼊事業⽀援業務
（再エネシステムの導⼊、廃棄物利⽤によるバイオマス熱供給システム導⼊、
地域循環共⽣圏やゼロカーボン化に資するシステムの実導⼊を⾏う事業者⽀援）

・⾃治体ZEB化、省エネ改修事業
（調査・計画・検討・設計業務・補助⾦申請・コミッショニング）

・PPP/PFI⼿法による事業化⽀援
（事業化に向けたコンソーシアム内に⼊るなどの事業化⽀援）

・スマートビルマネージメントシステム
（エネルギー・各種環境情報の⾒える化、BAS/BEMSシステム導⼊⽀援、AI・IOTの活⽤）

研究開発

環境・エネルギー
ソリューション事業

地球温暖化などの環境問題と共に、エネルギー消費量の抑制という課題の解決が、次の世代の未来のためにも
急務となっています。これらの課題解決のために、電気や熱の再⽣可能エネルギー活⽤が有効と考えています。
「環境・エネルギー問題へ、設備領域から貢献する」をモットーに、持続可能なまちづくりをめざします。

環境・エネルギーソリューション領域
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経済産業省「ゼロエミ・チャレンジ企業」に選定

経済産業省からのプレスリリース
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211005004/20211005004.html

国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からのプレスリリース
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101478.html

2021年10⽉5⽇に経済産業省より発表された「ゼロエミ・チャレンジ企業」（脱炭素社会の実現に向けてイノベー
ションの取組に果敢に挑戦する企業）に、選定されました。

環境・エネルギーソリューション部が、国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施
されているプロジェクト「再⽣可能エネルギー熱利⽤にかかるコスト低減技術開発」に参画していることにより認定された
ものです。
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より良い施設環境づくりのためのＦＭ（ファシリティマネジメント）を中⼼とした、多彩なシステムの開発を⾏っています。
お客様のニーズに対応したシステムにより、ソリューションをご提供いたします。

施設情報管理システム ⼊居者サポートクラウドサービス

ビルのテナント向けのサポートシス
テムです。ビルの電気使⽤量の⾒
える化や、ビルの予定・連絡事項
の共有、その他⾝の回りの役に⽴
つ情報共有をクラウドを使⽤して
実現します。

⼩中学校向け⾒える化システム

⼩中学校の冷暖房に使⽤する空
調機の電気使⽤量を、分かり易く
⾒える化するシステムです。
本システムを使⽤する事により、
学校でのエネルギー使⽤状況、
CO2排出状況、エアコン使⽤状
況をインターネットで⾒ることができ
ます。

修繕予定サポートシステム

マンションの修繕管理を⾏う上で、
⼊居者や業者との⽇程調整の改
善を⾏うシステムです。
管理会社、業者、⼊居者が当シ
ステムへアクセスし、⽇程調整をス
ムーズに⾏うことができます。

システムソリューション領域

県や市の所有する施設台帳(敷
地、建物、スペース) データベース
を管理するシステムです。
エネルギー使⽤量、事故・故障履
歴、⼯事履歴、図⾯情報の管理
も⾏うことができます。
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建物劣化診断と整備計画の作成

劣化診断報告書 整備計画表（⼯事単位、劣化度、影響度）整備計画総括表 整備計画データ

FMコンサルティング

・FM業務に関わる業務内容の検討⽀援業務
・システム導⼊コンサルティング
システムの要件定義業務、データベース化業務、現況図作成業務

建築物及び設備の物理的劣化（劣化診断）、事業継続（安⼼・安全）、社会的劣化（機能向上・資産管理向上）
への取り組みを調査し、建物整備計画を作成することにより未来のリスク排除、施設のトータルコスト縮減、⽣活環境の安
⼼・安全追求、快適環境の維持向上を⽬指します。

FMソリューション領域
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採⽤情報（2023年春卒業⾒込み者）

詳細は弊社Webページ 「新卒採⽤情報」をご参照下さい
https://www.socon.co.jp/recruit/newgraduates

採⽤職種 建築設備設計・監理技術者（電気・機械（空調・衛⽣）分野）

採⽤⼈数 ５〜７名程度

勤務地 本社、各事務所、営業所 ＊希望勤務地を考慮します
（原則、⼊社後３年程度は東京本社または⼤阪事務所に配属し、基礎技術を習得）

勤務時間 標準勤務 9:00〜17:30 ＊シフト勤務あり

給与 基本給等 ⼤卒210,000円 院卒232,000円（2021年10⽉実績）
賞与は、組織、個⼈業績に応じて⽀給（8⽉･12⽉の2回）
その他諸⼿当・各種制度あり

社会保険 健康保険、介護保険、労災保険、雇⽤保険、厚⽣年⾦、確定拠出年⾦

休⽇・休暇 【年間休⽇ １３０⽇】
完全週休2⽇制（⼟・⽇）、国⺠の祝・祭⽇、年末年始休暇（12/29〜1/3）、
年次有給休暇２０⽇、夏季休暇（計３⽇︓6/1〜10/31の期間内で⾃由取得可）、
創⽴記念⽇（１⽇）、その他の特別休暇（結婚、出産、忌引等）

WWW
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⼊社後にミスマッチが無い様に、⼊社後の業務等について丁寧に
ご紹介し、対⾯開催の際は職場を⾒学していただきます。
先輩社員、代表取締役社⻑も出席し、皆様からのご質問にお答え
させていただきます。

会社説明会にご参加後、採⽤選考に進むことを希望される⽅には、
以下の書類をご提出いただきます。（電⼦メール送付可）
・履歴書（様式適宜） ・成績証明書
・卒業（⾒込）証明書 ・健康診断書

採⽤フロー

内々定・内定（2022年６⽉以降を予定）

マイナビ2023よりエントリー、会社説明会を予約して下さい。

内々定・内定

エントリー・予約

会社説明会
（対⾯・Web）
※職場⾒学会

書類選考

⼀次⾯接

⼆次⾯接
⼀次・⼆次の⾯接を通じて採⽤の可否を判断します。
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今後、環境負荷の軽減など、建築設備の設計に求められる要素は更に多
岐に渡り、重要度は増していくと思います。私達と共にその最先端の世界に
チャレンジしていく⽅が増え、共に働くことが出来るのを、楽しみにしています。
設備設計の知識が⼗分ではなかった私のことを認め、⼤事に育ててくれてい
る総合設備コンサルタントは、就職先の候補の⼀つとしてお薦めできる会社
だと思います。

井上 愛

2020年⼊社
設計・監理本部
電気設計担当

どんな分野に携わるのか、就職するのか進学するのか、いろいろと迷うことに
なると思いますが、⾃分が「やりたい」と思うことを⼤切に、考えて欲しいと思
います。
その選択の先が総合設備コンサルタントとなる⽅と、共に働けるのを楽しみ
にしています。

東 拓⼰

2019年⼊社
⼤阪事務所
電気設計担当

この業界を希望する学⽣さんは建築の勉強をされている⽅が多いと思いま
すが、まずは業界の中を幅広く⾒て欲しいです。
建築業界でもゼネコン(総合建設業)、サブコン(設備⼯事業)、設計事務
所などさまざまな業種があり、規模も⼤企業から中⼩企業にいたるまでさま
ざまです。
その中で必ず⾃分に合った会社が⾒つかると思います。弊社に少しでも関
⼼がありましたら、お気軽に事務所に⾒学に来ていただければと思います。

河﨑 啓太

2019年⼊社
設計・監理本部
機械設計担当

私の学校へは施⼯会社からの求⼈が多かったのですが、最初から意匠・構
造・設備など職種を細かく絞りそこに固執すると機会を失うこともあるので、
最初は幅広く業界・職種を知るのもいいと思います。
最初から⼀⼈前の仕事ができる新⼊社員はおらず、⼊社すれば学歴や専
攻にかかわらずほぼ横⼀線でのスタートとなります。当社は将来設備設計
技術者として活躍したい意欲のある⼈にとっては最適な環境だと思いますの
で、是⾮応募してきてください。

根⽥ 瀬⾥加

2018年⼊社
設計・監理本部
機械設計担当

就職活動に関する弊社若⼿社員からのメッセージ

弊社ホームページの「若⼿社員紹介」ではたくさんの若⼿社員の声を紹介しています。
是⾮ご覧下さい。 https://www.socon.co.jp/recruit/employees-n

WWW



27

私たちの業務は建築設備の 総合的な計画・設計業務を通じて、

社会の発展に寄与することのできる やりがいがある仕事 です

◆「より豊かな⽣活環境の創造」に関わり、社会の発展に貢献したい

◆建築設備設計技術者として、地球環境保護や温暖化対策を推進し、
持続可能な社会の構築に貢献したい

◆⾼度な建築設備設計技術者として、夢とやりがいを持って、様々な
建物の設備設計に携わりたい

◆お客様から感謝される仕事をしたい

こんな⽅を求めています︕︕

弊社の求める⼈財
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お客様第⼀

⼀⼈称で考え、⾏動する

技術⼒を磨き、
常にチャレンジする

チームワークを強化して、
より⾼度で確実な仕事をする

・⾼い技術⼒を持つプロフェッショナルとして常にお客様の⽴場に
・真摯にかつ誠実にお客様の課題をソリューション

・⾃分で考え、創意⼯夫を
・10の計画より1つの⾏動、勇気を出して「まずはやってみる」
・業務の優先順位を。時間は無限にない

・他社が模倣困難な差別化技術、独⾃価値を実現
・社員⼀⼈⼀⼈の技術⼒が会社の競争⼒、付加価値の源泉
・「やらないリスク」より「やるリスク」
・失敗からの学びが⼈を育て、会社を成⻑

・組織間および組織内の関わり合い、コミュニケーション
・会社および組織の⼀体感、連帯感、全社⼀体となった事業運営
・より⾼度な仕事、難易度の⾼い仕事にチャレンジ

以下のような⾏動を実践できる⽅は、特に歓迎いたします︕︕

弊社における⾏動理念の実践



- 本⽇のご説明に関するお問い合わせ先 -

（株）総合設備コンサルタント 企画部 泉、吉村

所在地︓〒151-0072
東京都渋⾕区幡ヶ⾕１－３４－１４ 宝ビル５階

電話番号︓03 - 5453 - 3050
e-mail  ︓n.izumi@socon.co.jp
会社URL︓https://www.socon.co.jp/


