
「空調衛生設備業」とは、企業･家庭でも使用されて
いるエアコン設備や、キッチン･トイレの給水、およ
び排水設備などを扱う仕事です。清潔な空気と水
は、人間にとって欠かせないもの。私たちは設備工
事を通じて、お客様に「快適な住環境」を提供する
という重要な使命を担っています。「快適」をつくる仕事。

暮らしと・働く環境の空調衛生設備工事とは
水と空気をコントロールして
衛生的で住みやすい街をつくる

工場・研究所
病院など

住宅・学校
福祉施設など

農地・畑など

水

畑に水を引き込む！

快適な居住環境を
つくる！

無菌空間をつくる！

生産環境に合った温度の
空気や水をつくる！

どうやって「快適」をつくる？

設備工事が加わって
はじめて建物は
快適に住めるようになる！

空調衛生設備業者が
水と空気をコントロールし
環境に合った工事を行います

衛生設備

空気
空気調和設備工事
温度 湿度 気流 空気清浄

調整機器の設置
配管工事

給水 排水 消火

機器の設置（トイレなど）
配管工事

トイレの給排水

「飲み水」
エアコン

空気清浄機

工事

水槽

吸込口

水道

↑水道本管

↓下水本管トイレ

吹出口

空気
調和機

外気

排気

建物
（建築会社が施工） （設備会社が施工）

設備+

働きながら取得できる
国家資格がある
管工事施工管理技士や電気工事施工管理技
士など、様々な国家資格を働きながら取るこ
とができます。資格があれば再就職もしやす
く、あなたの一生の財産になります。

自然エネルギーや再生エネルギーを利用した
空調設備の導入により、低炭素社会や循環型
社会を実現し、地球環境の保全に貢献してい
ます。

設備の仕事は
ECOな未来につながる

美しい海に囲まれた観光立県長崎には、観光・娯
楽施設や、水産物の加工場、歴史ある造船会社
や、自衛隊など、空調衛生設備を必要とする関連
施設が多く存在します。私たち設備業は、長崎の
大事な産業を支える役割も担っています。

地元長崎県には
設備が必要な産業がある

設備業界って将来性はあるの？

みんなの生活に
密着した仕事です 空気

セツビの仕事

つなぐのは、
街の元気と自分の未来。

長崎県空調衛生設備業協会

水と空気を

自在に操る仕事？ 建築業と
どこが違うの？

長崎県の産業には

欠かせないもの？

Nagasaki

空調・衛生

水
Water control

Air control

これから就職を考える学生の皆さんへ

工場や研究所に
欠かせないもの？

先輩インタビュー

業の

公開中！

セツビ 本音

空調衛生設備

長崎県空調衛生設備業協会について

会員企業一覧

活動内容

長崎県空調衛生設備業協会
一般社団法人 〒850-0026 長崎県長崎市古町54番地 管工事会館内

TEL：095-824-2611 ・ FAX：095-895-7637
https://www.chokuei.or.jp　　　　

インターンシップの受け入れを行っている企業もありますので、
長崎県空調衛生設備業協会までお問い合わせください。

㈱旭管工社
九設工業㈱
㈱ KIYO
㈱松栄設備
ダンレイ中央㈱
㈱チョーエイ
長崎冷凍工業㈱
㈱ナガネツ
㈱日本冷熱
伏水設備㈱
㈱フジエアテック
松本設備工業㈱
ヤナガワ工業㈱

〒850-0873 長崎市諏訪町4番8号
〒852-8134 長崎市大橋町19番7号
〒850-0001 長崎市西山 2 丁目 11-1
〒850-0007 長崎市立山 5丁目4番30号
〒850-0012 長崎市本河内 3丁目6番37号
〒852-8143 長崎市川平町 698番地1
〒851-2211 長崎市京泊 2丁目8番37号
〒851-1132 長崎市小江原 2丁目35番3号
〒850-0035 長崎市元船町14番10号橋本商会ビル8階
〒850-0063 長崎市飽の浦町6番4号
〒851-0134 長崎市田中町599番地
〒852-8021 長崎市城山町27番 4号
〒852-8026 長崎市金堀町 54 番 6号

095-822-7441
095-847-8651
095-895-7315
095-824-1793
095-821-0224
095-844-3377
095-850-4022
095-845-5246
095-823-6001
095-861-3525
095-838-8879
095-861-5581
095-861-5636

長崎地区

岩崎断熱㈱
大菱電気工業㈱
㈱水栄管工社
西部産業㈱
双峰設備㈱
㈱大東設備
㈱二宮機工

〒857-0135 佐世保市瀬戸越町 453 番地の 1
〒857-0016 佐世保市俵町 24番 29 号
〒857-1173 佐世保市十郎新町 140-7
〒857-0051 佐世保市浜田町1-1
〒857-1166 佐世保市木風町1473 番地 7
〒859-3605 東彼杵郡川棚町百津郷 296番地122
〒857-0016 佐世保市俵町 24番45号

0956-49-3427
0956-23-2177
0956-31-6659 
0956-25-3680
0956-27-8866
0956-82-4720
0956-22-6540

県北地区

九州テクノ㈱
研進工業㈱
三信設備㈲
大和工業㈱
㈱谷野電機空調
ユーアイ設備工業㈱
豊工業㈱

〒854-0065 諫早市津久葉町 6 番地10
〒854-0053 諫早市小川町 1251番地 1
〒855-0878 島原市大下町丙 1191-20
〒855-0841 島原市崩山町 6805番地18
〒856-0820 大村市協和町 777-8
〒854-0005 諫早市城見町 34 番13号
〒854-0001 諫早市福田町 47番15号

0957-25-3080
0957-22-3211
0957-63-2765
0957-63-4077
0957-53-2311
0957-23-2302
0957-22-3643

県央地区

業のセツビ 現場Photo

出前講座／セミナー・講習会等開催／視察旅行等／地域貢献・社会奉仕活動 
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20代がやる気とやりがいを持って働ける
設備業の現場を見てみませんか？

先輩
インタビュー

裏
面も

チェック！
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空調衛生設備を扱う会社で活躍中の先輩たちに
この業種を選んだきっかけや仕事のやりがいを聞いてみました。

先輩インタビュー

業のセツビ 本音 INTERVIEW
REAL

QR コードで
ムービーを再生！

修理や建築を通して得る達成感
「この仕事に関わってよかった」
をあなたも！

インタビュー
ムービー

インタビュー
ムービー

インタビュー
ムービー

長崎市

朝長 和彦さん川棚高校出身 （29歳）
（2011年入社） 金山　倫さん川棚高校出身 （28歳）

（2016年入社）

生活に密着した設備業だからこそ
人とのつながりを感じる

手に職つけてスキルアップ！
人に感謝されるやりがいのある仕事

株式会社大東設備

東彼杵町 内山 啓汰さん

長崎総合科学大学附属高校出身（23歳）
工事部（2017年入社）
株式会社松栄設備

長崎市

粒崎：機器サービス部では機械のアフターサービスとしてメンテナ
ンスや修理を行っています。病院や老人ホームなどの施設の修理依頼
や定期的なメンテナンスなども、数ある仕事のうちのひとつです。
中井：設備工事部では、建築における設備工事の施工管理を行って
います。小学校や老人ホームなどの新築工事・マンションなどの施
工管理を担当し、工事内容としてはトイレの衛生器具や空調機器、
エアコンや換気機器などの取り付け工事を行っています。

この仕事を選んだきっかけは？Q

この仕事を選んだきっかけは？Q

粒崎：エアコンなどの空調設備は、ふだん身近にあって生活を快適
にするために欠かせない存在です。その快適性をとことん追求して
いく、この会社の仕事に惹かれました。高校時代からものづくりに
接していたので、なおさら興味が湧きました。
中井：同じ業種で働いていた父親の背中を見て、この仕事を知った
ことがきっかけです。専門学校に進み、技術や知識を学んでいくうち
にこの職業に就きたいと思い、入社を決めました。

この仕事を選んだきっかけは？Q

長崎のライフラインを支えたいとずっと前から思っていまし
た。そのために、手に職をつけてスキルアップしたいという思
いがあり、松栄設備を志望しました。入社する前は長崎高等技
術専門校で勉強していたので、技能や知識に関しては自信が
あったのですが・・。実際は、入社してから学ぶことの方がとて
も多く、おかげで毎日が学びの連続でとても充実しています。

会社や上司の方々の印象は？Q

仕事中は、みなさん真剣に集中して励んでいらっしゃいます。
しかし休憩時間や仕事終わりになると、面白い話や冗談を言
い合ったりと、互いにコミュニケーションの時間を楽しんでい
ます。会社行事のバーベキューや会食、社員旅行などもとても
楽しく、家族ぐるみで仲が良くなることもあります。この会社
での仕事を通じて、生活が充実しているなと感じます。

やりがいを感じる時は？Q

現場では様々な職人さんたちと接することが多く、自分が現
場の段取りを任され、職人さんたちと連携をとって上手く工事
を進められた時は、すごくやりがいを感じます。また、自分が
関わった建物が完成した時は、とても達成感があります。

この業種に興味を持っている方へQ

この業種は人手不足で、若い方の活躍を希望している企業さ
んも多いので、その点でもお勧めです。
空調衛生設備業は自分の生活に身近なものの工事になりま
すので、建物が完成した時などにはとてもやりがいを感じら
れます。
また、資格などを取得し専門スキルも身につけることもでき
ますので、ぜひこの仕事を選んでいただけたらと思います。

スキルが身につく！

インタビュー
ムービー

現場での職人さんたちとの
チームプレーに達成感！

倉田　翼さん

創成館高校出身 （33歳）
工務課（2020年入社）

研進工業株式会社

やりがいを感じる時は？Q

会社や上司の方々の印象は？Q

会社や上司の方々の印象は？Q

粒崎：日頃からお客様に対して一人一人が誠意を持ち、「決して手を
抜かない」をモットーに修理を行っています。上司の方々には丁寧に
業務を教えていただき、時には厳しく指導してくださるので、良いメ
リハリがあります。ソフトボール大会や忘年会では、部署関係なく、
みんなが盛り上がる、とても楽しい職場だと思います。
中井：設備工事は現場に事務所を構え、上司と常駐し作業をすること
も多いのですが、とても優しく指導してくださいます。事務所内では、
様々な人が出入りするので、部署を超えた会話も楽しいです。

仕事内容は？Q

仕事内容は？Q

やりがいを感じる時は？Q

粒崎：壊れた空調機が直った事で、お客様に喜んでいただける事が
何よりのやりがいです。お客様と同じくらいに喜びを感じます！
中井：新築工事に関わったとき、出来上がった建物を見て「これに
自分が関わることができたんだ」って思う瞬間が一番です。過去に
小学校の新築工事に関わった際、自分たちが手掛けた校舎で、子ど
もたちが楽しそうにしているのを見たときは、「関わることができて
本当に良かったな」と感じました。

この業種に興味を持っている方へQ
この業種に興味を持っている方へQ

粒崎：入社してから、資格取得など日々の勉強を通してできることが増えていくことで、ものづくりに関しての喜びや、お客様と同じ喜びを味わえると
いうのが一番の魅力だと思います。ぜひ、一緒にものづくりに携わっていければと思います。
中井：ものづくりをする上で、やはり完成した時の達成感というのはすごい良いものがあります。設備業は、そのような充実感を得られる良い職場だ
と思います。資格を取ることでスキルアップにも繋がり、自分の財産にもなるので、ぜひ技術を磨けるこの会社で働いて欲しいです。

朝長：施設や工場、戸建てなどの給排水、空調設備工事を行っ
ています。現場での施工業務に加え、設計図面作成も担当して
います。
金山：生活に必要な給排水管・空調・換気等の施工業務をメイ
ンに担当しています。

朝長：年配の先輩も多く勤めていらっしゃいますが、一緒に遊
びに行ったり、飲みに誘っていただくこともあり、年齢関係なく
和気あいあいとした雰囲気です。
金山：みんな仲が良く、楽しく仕事ができる会社だと思います。
海に近い現場がある場合には、先輩と釣りを楽しむこともあり
ます｡

朝長：社長が小学校時代からの剣道の恩師で、高校卒業後、縁
あって入社させていただきました。学生時代は、社長がどのよう
な仕事をされていたのかを知らなかったのですが、実際入社して
みると、仕事は楽しく、技術力が身についていく実感もあり、とて
も良かったと思っています。
金山：高校卒業後、建築資材業という設備業とは異なる業種の
企業に勤務していましたが、資材の知識など自分の強みを活か
した業種で働いてみたいと思い、現在の会社に入社しました。

朝長：ひとつの工事を終えた時や、急な水回りトラブルの修理
が終わった直後などに、お客様から「本当にありがとう」「良
かったよ」と嬉しい言葉をかけていただくことがあります。そ
こで生まれる「人とのつながり」にやりがいを感じています。
金山：過去に自分が担当した施工現場の近くに家族で行った
時、「お父さんの会社がここをやったんだよ！」と子どもたちに
言うと、「へぇー！すごい」と反応してくれるので、とても嬉しく
なります。

朝長：この業種は感謝されることも多く、身につけた技術が自分のものになるというのは、非常に良いと思います。興味がある方は一緒に
頑張りましょう！
金山：建築業の仕事は目に見える部分が多いですが、設備業は目に見えない部分が多く、あまり馴染みがない方も多いと思います。しか
し、設備の仕事がないと一個の建物として成り立たず、生活の重要な部分を担っています。ぜひ設備業に興味を持っていただければと思い
ます。
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長崎のライフラインを
一緒に支えていきましょう！

かずとも なが ひこ ひとしかな やま

けいうち やま

つばさくら た

た

家族や息子に
誇れる仕事です！

株式会社
フジエアテック

粒崎　蒼 さん長崎工業高校出身 （22歳）
機器サービス部（2018年入社）

つぶ さき そう

中井 虹希さん大阪工業技術専門学校 （26歳）
設備工事部（2020年入社）

なか い こう き

ものづくりは
楽しい♪

部署関係なく

諫早市



空調衛生設備を扱う会社で活躍中の先輩たちに
この業種を選んだきっかけや仕事のやりがいを聞いてみました。

先輩インタビュー

業のセツビ 本音 INTERVIEW
REAL

QR コードで
ムービーを再生！

修理や建築を通して得る達成感
「この仕事に関わってよかった」
をあなたも！

インタビュー
ムービー

インタビュー
ムービー

インタビュー
ムービー

長崎市

朝長 和彦さん川棚高校出身 （29歳）
（2011年入社） 金山　倫さん川棚高校出身 （28歳）

（2016年入社）

生活に密着した設備業だからこそ
人とのつながりを感じる

手に職つけてスキルアップ！
人に感謝されるやりがいのある仕事

株式会社大東設備

東彼杵町 内山 啓汰さん

長崎総合科学大学附属高校出身（23歳）
工事部（2017年入社）
株式会社松栄設備

長崎市

粒崎：機器サービス部では機械のアフターサービスとしてメンテナ
ンスや修理を行っています。病院や老人ホームなどの施設の修理依頼
や定期的なメンテナンスなども、数ある仕事のうちのひとつです。
中井：設備工事部では、建築における設備工事の施工管理を行って
います。小学校や老人ホームなどの新築工事・マンションなどの施
工管理を担当し、工事内容としてはトイレの衛生器具や空調機器、
エアコンや換気機器などの取り付け工事を行っています。

この仕事を選んだきっかけは？Q

この仕事を選んだきっかけは？Q

粒崎：エアコンなどの空調設備は、ふだん身近にあって生活を快適
にするために欠かせない存在です。その快適性をとことん追求して
いく、この会社の仕事に惹かれました。高校時代からものづくりに
接していたので、なおさら興味が湧きました。
中井：同じ業種で働いていた父親の背中を見て、この仕事を知った
ことがきっかけです。専門学校に進み、技術や知識を学んでいくうち
にこの職業に就きたいと思い、入社を決めました。

この仕事を選んだきっかけは？Q

長崎のライフラインを支えたいとずっと前から思っていまし
た。そのために、手に職をつけてスキルアップしたいという思
いがあり、松栄設備を志望しました。入社する前は長崎高等技
術専門校で勉強していたので、技能や知識に関しては自信が
あったのですが・・。実際は、入社してから学ぶことの方がとて
も多く、おかげで毎日が学びの連続でとても充実しています。

会社や上司の方々の印象は？Q

仕事中は、みなさん真剣に集中して励んでいらっしゃいます。
しかし休憩時間や仕事終わりになると、面白い話や冗談を言
い合ったりと、互いにコミュニケーションの時間を楽しんでい
ます。会社行事のバーベキューや会食、社員旅行などもとても
楽しく、家族ぐるみで仲が良くなることもあります。この会社
での仕事を通じて、生活が充実しているなと感じます。

やりがいを感じる時は？Q

現場では様々な職人さんたちと接することが多く、自分が現
場の段取りを任され、職人さんたちと連携をとって上手く工事
を進められた時は、すごくやりがいを感じます。また、自分が
関わった建物が完成した時は、とても達成感があります。

この業種に興味を持っている方へQ

この業種は人手不足で、若い方の活躍を希望している企業さ
んも多いので、その点でもお勧めです。
空調衛生設備業は自分の生活に身近なものの工事になりま
すので、建物が完成した時などにはとてもやりがいを感じら
れます。
また、資格などを取得し専門スキルも身につけることもでき
ますので、ぜひこの仕事を選んでいただけたらと思います。

スキルが身につく！

インタビュー
ムービー

現場での職人さんたちとの
チームプレーに達成感！

倉田　翼さん

創成館高校出身 （33歳）
工務課（2020年入社）

研進工業株式会社

やりがいを感じる時は？Q

会社や上司の方々の印象は？Q

会社や上司の方々の印象は？Q

粒崎：日頃からお客様に対して一人一人が誠意を持ち、「決して手を
抜かない」をモットーに修理を行っています。上司の方々には丁寧に
業務を教えていただき、時には厳しく指導してくださるので、良いメ
リハリがあります。ソフトボール大会や忘年会では、部署関係なく、
みんなが盛り上がる、とても楽しい職場だと思います。
中井：設備工事は現場に事務所を構え、上司と常駐し作業をすること
も多いのですが、とても優しく指導してくださいます。事務所内では、
様々な人が出入りするので、部署を超えた会話も楽しいです。

仕事内容は？Q

仕事内容は？Q

やりがいを感じる時は？Q

粒崎：壊れた空調機が直った事で、お客様に喜んでいただける事が
何よりのやりがいです。お客様と同じくらいに喜びを感じます！
中井：新築工事に関わったとき、出来上がった建物を見て「これに
自分が関わることができたんだ」って思う瞬間が一番です。過去に
小学校の新築工事に関わった際、自分たちが手掛けた校舎で、子ど
もたちが楽しそうにしているのを見たときは、「関わることができて
本当に良かったな」と感じました。

この業種に興味を持っている方へQ
この業種に興味を持っている方へQ

粒崎：入社してから、資格取得など日々の勉強を通してできることが増えていくことで、ものづくりに関しての喜びや、お客様と同じ喜びを味わえると
いうのが一番の魅力だと思います。ぜひ、一緒にものづくりに携わっていければと思います。
中井：ものづくりをする上で、やはり完成した時の達成感というのはすごい良いものがあります。設備業は、そのような充実感を得られる良い職場だ
と思います。資格を取ることでスキルアップにも繋がり、自分の財産にもなるので、ぜひ技術を磨けるこの会社で働いて欲しいです。

朝長：施設や工場、戸建てなどの給排水、空調設備工事を行っ
ています。現場での施工業務に加え、設計図面作成も担当して
います。
金山：生活に必要な給排水管・空調・換気等の施工業務をメイ
ンに担当しています。

朝長：年配の先輩も多く勤めていらっしゃいますが、一緒に遊
びに行ったり、飲みに誘っていただくこともあり、年齢関係なく
和気あいあいとした雰囲気です。
金山：みんな仲が良く、楽しく仕事ができる会社だと思います。
海に近い現場がある場合には、先輩と釣りを楽しむこともあり
ます｡

朝長：社長が小学校時代からの剣道の恩師で、高校卒業後、縁
あって入社させていただきました。学生時代は、社長がどのよう
な仕事をされていたのかを知らなかったのですが、実際入社して
みると、仕事は楽しく、技術力が身についていく実感もあり、とて
も良かったと思っています。
金山：高校卒業後、建築資材業という設備業とは異なる業種の
企業に勤務していましたが、資材の知識など自分の強みを活か
した業種で働いてみたいと思い、現在の会社に入社しました。

朝長：ひとつの工事を終えた時や、急な水回りトラブルの修理
が終わった直後などに、お客様から「本当にありがとう」「良
かったよ」と嬉しい言葉をかけていただくことがあります。そ
こで生まれる「人とのつながり」にやりがいを感じています。
金山：過去に自分が担当した施工現場の近くに家族で行った
時、「お父さんの会社がここをやったんだよ！」と子どもたちに
言うと、「へぇー！すごい」と反応してくれるので、とても嬉しく
なります。

朝長：この業種は感謝されることも多く、身につけた技術が自分のものになるというのは、非常に良いと思います。興味がある方は一緒に
頑張りましょう！
金山：建築業の仕事は目に見える部分が多いですが、設備業は目に見えない部分が多く、あまり馴染みがない方も多いと思います。しか
し、設備の仕事がないと一個の建物として成り立たず、生活の重要な部分を担っています。ぜひ設備業に興味を持っていただければと思い
ます。
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長崎のライフラインを
一緒に支えていきましょう！
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家族や息子に
誇れる仕事です！

株式会社
フジエアテック

粒崎　蒼 さん長崎工業高校出身 （22歳）
機器サービス部（2018年入社）

つぶ さき そう

中井 虹希さん大阪工業技術専門学校 （26歳）
設備工事部（2020年入社）

なか い こう き

ものづくりは
楽しい♪

部署関係なく

諫早市



空調衛生設備を扱う会社で活躍中の先輩たちに
この業種を選んだきっかけや仕事のやりがいを聞いてみました。

先輩インタビュー

業のセツビ 本音 INTERVIEW
REAL

QR コードで
ムービーを再生！

修理や建築を通して得る達成感
「この仕事に関わってよかった」
をあなたも！

インタビュー
ムービー

インタビュー
ムービー

インタビュー
ムービー

長崎市

朝長 和彦さん川棚高校出身 （29歳）
（2011年入社） 金山　倫さん川棚高校出身 （28歳）

（2016年入社）

生活に密着した設備業だからこそ
人とのつながりを感じる

手に職つけてスキルアップ！
人に感謝されるやりがいのある仕事

株式会社大東設備

東彼杵町 内山 啓汰さん

長崎総合科学大学附属高校出身（23歳）
工事部（2017年入社）
株式会社松栄設備

長崎市

粒崎：機器サービス部では機械のアフターサービスとしてメンテナ
ンスや修理を行っています。病院や老人ホームなどの施設の修理依頼
や定期的なメンテナンスなども、数ある仕事のうちのひとつです。
中井：設備工事部では、建築における設備工事の施工管理を行って
います。小学校や老人ホームなどの新築工事・マンションなどの施
工管理を担当し、工事内容としてはトイレの衛生器具や空調機器、
エアコンや換気機器などの取り付け工事を行っています。

この仕事を選んだきっかけは？Q

この仕事を選んだきっかけは？Q

粒崎：エアコンなどの空調設備は、ふだん身近にあって生活を快適
にするために欠かせない存在です。その快適性をとことん追求して
いく、この会社の仕事に惹かれました。高校時代からものづくりに
接していたので、なおさら興味が湧きました。
中井：同じ業種で働いていた父親の背中を見て、この仕事を知った
ことがきっかけです。専門学校に進み、技術や知識を学んでいくうち
にこの職業に就きたいと思い、入社を決めました。

この仕事を選んだきっかけは？Q

長崎のライフラインを支えたいとずっと前から思っていまし
た。そのために、手に職をつけてスキルアップしたいという思
いがあり、松栄設備を志望しました。入社する前は長崎高等技
術専門校で勉強していたので、技能や知識に関しては自信が
あったのですが・・。実際は、入社してから学ぶことの方がとて
も多く、おかげで毎日が学びの連続でとても充実しています。

会社や上司の方々の印象は？Q

仕事中は、みなさん真剣に集中して励んでいらっしゃいます。
しかし休憩時間や仕事終わりになると、面白い話や冗談を言
い合ったりと、互いにコミュニケーションの時間を楽しんでい
ます。会社行事のバーベキューや会食、社員旅行などもとても
楽しく、家族ぐるみで仲が良くなることもあります。この会社
での仕事を通じて、生活が充実しているなと感じます。

やりがいを感じる時は？Q

現場では様々な職人さんたちと接することが多く、自分が現
場の段取りを任され、職人さんたちと連携をとって上手く工事
を進められた時は、すごくやりがいを感じます。また、自分が
関わった建物が完成した時は、とても達成感があります。

この業種に興味を持っている方へQ

この業種は人手不足で、若い方の活躍を希望している企業さ
んも多いので、その点でもお勧めです。
空調衛生設備業は自分の生活に身近なものの工事になりま
すので、建物が完成した時などにはとてもやりがいを感じら
れます。
また、資格などを取得し専門スキルも身につけることもでき
ますので、ぜひこの仕事を選んでいただけたらと思います。

スキルが身につく！

インタビュー
ムービー

現場での職人さんたちとの
チームプレーに達成感！

倉田　翼さん

創成館高校出身 （33歳）
工務課（2020年入社）

研進工業株式会社

やりがいを感じる時は？Q

会社や上司の方々の印象は？Q

会社や上司の方々の印象は？Q

粒崎：日頃からお客様に対して一人一人が誠意を持ち、「決して手を
抜かない」をモットーに修理を行っています。上司の方々には丁寧に
業務を教えていただき、時には厳しく指導してくださるので、良いメ
リハリがあります。ソフトボール大会や忘年会では、部署関係なく、
みんなが盛り上がる、とても楽しい職場だと思います。
中井：設備工事は現場に事務所を構え、上司と常駐し作業をすること
も多いのですが、とても優しく指導してくださいます。事務所内では、
様々な人が出入りするので、部署を超えた会話も楽しいです。

仕事内容は？Q

仕事内容は？Q

やりがいを感じる時は？Q

粒崎：壊れた空調機が直った事で、お客様に喜んでいただける事が
何よりのやりがいです。お客様と同じくらいに喜びを感じます！
中井：新築工事に関わったとき、出来上がった建物を見て「これに
自分が関わることができたんだ」って思う瞬間が一番です。過去に
小学校の新築工事に関わった際、自分たちが手掛けた校舎で、子ど
もたちが楽しそうにしているのを見たときは、「関わることができて
本当に良かったな」と感じました。

この業種に興味を持っている方へQ
この業種に興味を持っている方へQ

粒崎：入社してから、資格取得など日々の勉強を通してできることが増えていくことで、ものづくりに関しての喜びや、お客様と同じ喜びを味わえると
いうのが一番の魅力だと思います。ぜひ、一緒にものづくりに携わっていければと思います。
中井：ものづくりをする上で、やはり完成した時の達成感というのはすごい良いものがあります。設備業は、そのような充実感を得られる良い職場だ
と思います。資格を取ることでスキルアップにも繋がり、自分の財産にもなるので、ぜひ技術を磨けるこの会社で働いて欲しいです。

朝長：施設や工場、戸建てなどの給排水、空調設備工事を行っ
ています。現場での施工業務に加え、設計図面作成も担当して
います。
金山：生活に必要な給排水管・空調・換気等の施工業務をメイ
ンに担当しています。

朝長：年配の先輩も多く勤めていらっしゃいますが、一緒に遊
びに行ったり、飲みに誘っていただくこともあり、年齢関係なく
和気あいあいとした雰囲気です。
金山：みんな仲が良く、楽しく仕事ができる会社だと思います。
海に近い現場がある場合には、先輩と釣りを楽しむこともあり
ます｡

朝長：社長が小学校時代からの剣道の恩師で、高校卒業後、縁
あって入社させていただきました。学生時代は、社長がどのよう
な仕事をされていたのかを知らなかったのですが、実際入社して
みると、仕事は楽しく、技術力が身についていく実感もあり、とて
も良かったと思っています。
金山：高校卒業後、建築資材業という設備業とは異なる業種の
企業に勤務していましたが、資材の知識など自分の強みを活か
した業種で働いてみたいと思い、現在の会社に入社しました。

朝長：ひとつの工事を終えた時や、急な水回りトラブルの修理
が終わった直後などに、お客様から「本当にありがとう」「良
かったよ」と嬉しい言葉をかけていただくことがあります。そ
こで生まれる「人とのつながり」にやりがいを感じています。
金山：過去に自分が担当した施工現場の近くに家族で行った
時、「お父さんの会社がここをやったんだよ！」と子どもたちに
言うと、「へぇー！すごい」と反応してくれるので、とても嬉しく
なります。

朝長：この業種は感謝されることも多く、身につけた技術が自分のものになるというのは、非常に良いと思います。興味がある方は一緒に
頑張りましょう！
金山：建築業の仕事は目に見える部分が多いですが、設備業は目に見えない部分が多く、あまり馴染みがない方も多いと思います。しか
し、設備の仕事がないと一個の建物として成り立たず、生活の重要な部分を担っています。ぜひ設備業に興味を持っていただければと思い
ます。
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02 03

04

長崎のライフラインを
一緒に支えていきましょう！

かずとも なが ひこ ひとしかな やま

けいうち やま

つばさくら た

た

家族や息子に
誇れる仕事です！

株式会社
フジエアテック

粒崎　蒼 さん長崎工業高校出身 （22歳）
機器サービス部（2018年入社）

つぶ さき そう

中井 虹希さん大阪工業技術専門学校 （26歳）
設備工事部（2020年入社）

なか い こう き

ものづくりは
楽しい♪

部署関係なく

諫早市



「空調衛生設備業」とは、企業･家庭でも使用されて
いるエアコン設備や、キッチン･トイレの給水、およ
び排水設備などを扱う仕事です。清潔な空気と水
は、人間にとって欠かせないもの。私たちは設備工
事を通じて、お客様に「快適な住環境」を提供する
という重要な使命を担っています。「快適」をつくる仕事。

暮らしと・働く環境の空調衛生設備工事とは
水と空気をコントロールして
衛生的で住みやすい街をつくる

工場・研究所
病院など

住宅・学校
福祉施設など

農地・畑など

水

畑に水を引き込む！

快適な居住環境を
つくる！

無菌空間をつくる！

生産環境に合った温度の
空気や水をつくる！

どうやって「快適」をつくる？

設備工事が加わって
はじめて建物は
快適に住めるようになる！

空調衛生設備業者が
水と空気をコントロールし
環境に合った工事を行います

衛生設備

空気
空気調和設備工事
温度 湿度 気流 空気清浄

調整機器の設置
配管工事

給水 排水 消火

機器の設置（トイレなど）
配管工事

トイレの給排水

「飲み水」
エアコン

空気清浄機

工事

水槽

吸込口

水道

↑水道本管

↓下水本管トイレ

吹出口

空気
調和機

外気

排気

建物
（建築会社が施工） （設備会社が施工）

設備+

働きながら取得できる
国家資格がある
管工事施工管理技士や電気工事施工管理技
士など、様々な国家資格を働きながら取るこ
とができます。資格があれば再就職もしやす
く、あなたの一生の財産になります。

自然エネルギーや再生エネルギーを利用した
空調設備の導入により、低炭素社会や循環型
社会を実現し、地球環境の保全に貢献してい
ます。

設備の仕事は
ECOな未来につながる

美しい海に囲まれた観光立県長崎には、観光・娯
楽施設や、水産物の加工場、歴史ある造船会社
や、自衛隊など、空調衛生設備を必要とする関連
施設が多く存在します。私たち設備業は、長崎の
大事な産業を支える役割も担っています。

地元長崎県には
設備が必要な産業がある

設備業界って将来性はあるの？

みんなの生活に
密着した仕事です 空気

セツビの仕事

つなぐのは、
街の元気と自分の未来。

長崎県空調衛生設備業協会

水と空気を

自在に操る仕事？ 建築業と
どこが違うの？

長崎県の産業には

欠かせないもの？

Nagasaki

空調・衛生

水
Water control

Air control

これから就職を考える学生の皆さんへ

工場や研究所に
欠かせないもの？

先輩インタビュー

業の

公開中！

セツビ 本音

空調衛生設備

長崎県空調衛生設備業協会について

会員企業一覧

活動内容

長崎県空調衛生設備業協会
一般社団法人 〒850-0026 長崎県長崎市古町54番地 管工事会館内

TEL：095-824-2611 ・ FAX：095-895-7637
https://www.chokuei.or.jp　　　　

インターンシップの受け入れを行っている企業もありますので、
長崎県空調衛生設備業協会までお問い合わせください。

㈱旭管工社
九設工業㈱
㈱ KIYO
㈱松栄設備
ダンレイ中央㈱
㈱チョーエイ
長崎冷凍工業㈱
㈱ナガネツ
㈱日本冷熱
伏水設備㈱
㈱フジエアテック
松本設備工業㈱
ヤナガワ工業㈱

〒850-0873 長崎市諏訪町4番8号
〒852-8134 長崎市大橋町19番7号
〒850-0001 長崎市西山 2 丁目 11-1
〒850-0007 長崎市立山 5丁目4番30号
〒850-0012 長崎市本河内 3丁目6番37号
〒852-8143 長崎市川平町 698番地1
〒851-2211 長崎市京泊 2丁目8番37号
〒851-1132 長崎市小江原 2丁目35番3号
〒850-0035 長崎市元船町14番10号橋本商会ビル8階
〒850-0063 長崎市飽の浦町6番4号
〒851-0134 長崎市田中町599番地
〒852-8021 長崎市城山町27番 4号
〒852-8026 長崎市金堀町 54 番 6号

095-822-7441
095-847-8651
095-895-7315
095-824-1793
095-821-0224
095-844-3377
095-850-4022
095-845-5246
095-823-6001
095-861-3525
095-838-8879
095-861-5581
095-861-5636

長崎地区

岩崎断熱㈱
大菱電気工業㈱
㈱水栄管工社
西部産業㈱
双峰設備㈱
㈱大東設備
㈱二宮機工

〒857-0135 佐世保市瀬戸越町 453 番地の 1
〒857-0016 佐世保市俵町 24番 29 号
〒857-1173 佐世保市十郎新町 140-7
〒857-0051 佐世保市浜田町1-1
〒857-1166 佐世保市木風町1473 番地 7
〒859-3605 東彼杵郡川棚町百津郷 296番地122
〒857-0016 佐世保市俵町 24番45号

0956-49-3427
0956-23-2177
0956-31-6659 
0956-25-3680
0956-27-8866
0956-82-4720
0956-22-6540

県北地区

九州テクノ㈱
研進工業㈱
三信設備㈲
大和工業㈱
㈱谷野電機空調
ユーアイ設備工業㈱
豊工業㈱

〒854-0065 諫早市津久葉町 6 番地10
〒854-0053 諫早市小川町 1251番地 1
〒855-0878 島原市大下町丙 1191-20
〒855-0841 島原市崩山町 6805番地18
〒856-0820 大村市協和町 777-8
〒854-0005 諫早市城見町 34 番13号
〒854-0001 諫早市福田町 47番15号

0957-25-3080
0957-22-3211
0957-63-2765
0957-63-4077
0957-53-2311
0957-23-2302
0957-22-3643

県央地区

業のセツビ 現場Photo

出前講座／セミナー・講習会等開催／視察旅行等／地域貢献・社会奉仕活動 

2022

20代がやる気とやりがいを持って働ける
設備業の現場を見てみませんか？

先輩
インタビュー

裏
面も

チェック！


