
先輩からの声

①シーリング工事の手伝いをし
たら面白かったからです。
②シーリング防水、改質アス
ファルトシートトーチ工法防
水、塩化ビニール系防水、FRP
防水、ウレタンゴム系塗膜防水
③1級建築施工管理技士を取り
たいです。
④防水工事には、職種が多いか
ら自分に合った仕事が見つけや
すいです。

①先輩のお誘いで防水工事を手
伝う様になった。建設業だから
きついところはあるが、完成す
るにつれてやりがいはあります。
②シーリング防水、改質アス
ファルトシートトーチ工法防
水、塩化ビニール系防水、FRP
防水ウレタンゴム系塗膜防水、
合成ゴム系シート防水、アクリ
ルゴム系塗膜防水
③今持っている資格の内容に
もっと技を磨きたいです。
④いろんな職種にチャレンジで
きますよ。

①職業安定所にて社会保険に加
入している会社を探していた時
にたまたま見つけて決めました。
②シーリング防水、改質アス
ファルトシートトーチ工法防
水、塩化ビニール系防水、ウレ
タンゴム系塗膜防水、合成ゴム
系シート防水、アクリルゴム系
塗膜防水、樹脂接着剤、ピンネッ
ト工法
③頑張れるしこ頑張ります。
④作業は、自分から率先して質
問したり体を動かすことで覚え
てください。

霍本　知秀 （９年目）
若手の 働き盛りの この道ベテランの

見﨑 正敏 （19 年目） 宮本 睦夫 （33 年目）

　熊本県防水工事業協会の会員の雇用する社員の人材育成の

ために、 熊本市技術専門学院を積極的に活用しております。

この専門学院では、2 年間、週に１日、防水技能士となるように、

防水 ・ 建築の基礎から習得することができます。

　　　　職業訓練法人　熊本市職業訓練協会　　　　職業訓練法人　熊本市職業訓練協会
・ 熊本市技術専門学院 （人材育成）
・ 熊本市産業開発求人対策協議会 （人材募集）
〒860-0812　熊本市中央区南熊本 3 丁目 8-16
TEL　096-366-2384　FAX　096-372-8975

熊本市技術専門学院で防水について勉強する

技能士取得のために勉強する

技能検定を受験する

①入職したきっかけ　②取得した資格　③目標　④新しく入る方へのアドバイス

さん さん さん

「安心して暮らしてもらいたい」「安心して暮らしてもらいたい」
　　これが私たちの願いです　　これが私たちの願いです

「安心して暮らしてもらいたい」
　　これが私たちの願いです

一般社団法人 熊本県防水工事業協会



熊本県防水工事業協会では、 責任ある施工を目指します。

熊本県防水工事業協会では、 事前の調査を行い、 工事終了後は、 現地調査を行うなど責任施工を実施します。

△検査風景△外壁調査風景△外壁調査風景

改修前改修前改修前 改修後改修後改修後

改修前改修前改修前 改修後改修後改修後

改修前改修前改修前 改修後改修後改修後

工事箇所　プール

施工内容

工事箇所　屋根

施工内容

屋根塗膜防水

施工数量：１，２０３㎡

工事箇所　屋上

施工内容

塩ビシート機械固定工法

施工数量：５３４㎡

塩ビシート機械固定工法

施工数量：４８６㎡

Q 防水工事とは？

Q 防水工事は、 なぜ必要か？

　防水工事とは、コンクリート建造物の雨や水にさらされる部分を防水処理することで、建物

内部に水が染み込むのを防ぐことを言います。

　一般的な鉄筋コンクリート構造物には、軟らかいコンクリートは、固まるときにひび割れが

わずかながら存在しています。最初は、全く影響がありませんが、年月が経つと共にこのひび

割れが大きくなっていき、それが漏水の原因となるのです。

　特に鉄筋コンクリート構造物においては、定期的な防水工事が必要です。漏水は、建物内部

に損害をもたらすだけでなく、建物の耐久性能に大きく影響を及ぼします。

　そのほかにも、住宅の屋根・外壁・ベランダなど、雨や水の侵入の可能性がある部分には、

防水工事を行いましょう。防水工事を行うことで、建物の寿命を長くすることができるのです。



アーキヤマデ㈱福岡営業所 田島ルーフィング㈱福岡営業所

梅居産業㈱熊本営業所 ㈱ニシイ熊本営業所

AGCポリマー建材㈱九州営業所 日新工業㈱九州営業所

コニシ㈱福岡支店 ユナイト㈱福岡営業所

サンスター技研㈱九州営業所 ロンシール工業㈱福岡営業所

ダイニッカ㈱熊本支店 横浜ゴムMBジャパン㈱九州カンパニー熊本支店

合成高分子ルーフィング工業会　加硫ゴム部会

賛助会員
わたしたちは、 （一社） 熊本県防水工事業協会を応援します。

(33社)

NO 事業所名  氏 名 郵便番号 住     所 電話番号 FAX番号

1 アサヒサンダイン㈱ 加藤義則 861-8030 熊本市東区小山町1647-1 096-388-6610 096-388-6804

2 安藤工事㈱熊本支店 小原祐之 862-0962 熊本市南区田迎4-9-5 096-370-6880 096-370-6888

3 ㈲イチエイ技工 小車栄一 862-0957 熊本市中央区菅原町10-9 096-364-5452 096-364-5514

4 ㈲岡村産業 岡村貞博 861-2102 熊本市東区沼山津1-12-12 096-365-2946 096-367-9105

5 ㈱オフィス・エスビーケー 田崎恵三 861-4106 熊本市南区南高江1-15-17 096-320-3885 096-320-3887

6 ㈱木崎工業熊本支店 内田良一郎 866-0895 八代市大村町829-3 0965-35-2558 0965-35-1699

7 ㈲九州工建 田中謙太郎 867-0002 水俣市初野224-1 0966-63-3377 0966-63-7382

8 ㈲コスモ技研 西嶋英治 862-0946 熊本市東区画図町所島333 096-378-5611 096-378-7591

9 サイクル産業㈱ 迫田隆弘 862-0950 熊本市中央区水前寺6-10-30 096-213-0876 096-213-0880

10 ㈱坂井防水工業 坂井幸一 861-4113 熊本市南区八幡5丁目1-28 096-358-6772 096-358-3133

11 ㈲サン技研 鬼塚龍彦 861-5253 熊本市南区八分字町261-3 096-227-3181 096-227-0440

12 ㈲しげる防水工業 柏木　茂 861-5253 熊本市南区八分字町5-1 096-228-1770 096-228-1771

13 ㈲新栄防水工業 住宅貞義 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼2339-5 096-232-6366 096-232-7456

14 ㈲スギ工業 井手道典 861-3544 上益城郡山都町杉木641 0967-72-2385 0967-72-4430

15 住商産業㈱ 内田正寛 861-8045 熊本市東区小山4-9-70 096-389-5300 096-389-5331

16 ㈲セイキ工建 上谷清喜 862-0948 熊本市中央区国府本町12-83 096-363-7760 096-363-7761

17 ㈲大志商会 志土地　猛 862-0945 熊本市東区画図町下無田1595-2 096-370-1441 096-370-1348

18 大昇工業㈱ 大西敏和 862-0949 熊本市中央区国府4-7-53 096-363-8676 096-363-8661

19 ㈲大誠興業 古庄政雄 861-5253 熊本市南区八分字町2640-2 096-227-3390 096-227-3344

20 ㈲田代工業 田代正明 861-2231 上益城郡益城町安永849-2 096-286-4247 096-286-4276

21 ㈲龍田工業 池田栄二 861-8019 熊本市東区下南部3-7-75 096-285-1903 096-285-1904

22 ㈱トップ 村田安利 861-8019 熊本市東区下南部3-4-110 096-389-0558 096-389-0158

23 日東工業㈲ 松本義盛 863-0043 天草市亀場町亀川下浜田216-3 0969-23-7743 0969-23-8854

24 ㈲野田工業 野田宗孝 861-2243 上益城郡益城町大字辻の城292-2 096-286-1107 096-286-8657

25 ㈲ヒカリ産業 藤川正道 861-3206 上益城郡御船町辺田見868-2 096-282-0474 096-282-0483

26 ㈲福德 德村　淳 862-0963 熊本市南区出仲間8-5-26 096-285-7756 096-285-7556

27 ㈲防水のたちかわ 立川和秀 861-5283 熊本市西区松尾1-2-8 096-329-0886 096-329-0886

28 誉産業㈱ 米満泰二 861-4114 熊本市南区野田3-9-19 096-357-2167 096-357-2157

29 誠産業㈱ 遠山誠也 861-8065 熊本市北区清水東町15-38 096-345-6131 096-343-4699

30 ㈲増永化工 増永憲二郎 861-4214 熊本市南区城南町舞原838-2 0964-28-6817 0964-28-6827

31 ㈱ミカド 松本　一 861-4116 熊本市南区中無田町1018-1 096-357-1707 096-357-5721

32 ㈲安田工業 安田芳隆 862-0945 熊本市東区画図町下無田1432-19 096-334-2121 096-334-2122

33 矢野防水産業㈱ 矢野修己 861-4155 熊本市南区富合町南田尻185-13 096-223-8789 096-342-4700

一一般社団法人　熊本県防水工事業協会会員名簿資格取得で防水工のスペシャリストを目指そう！
現在、 熊本県では、 延べ 160 名のスペシャリストが活躍しています。

防水には、 施工箇所や機能性に応じて様々な種類があります。

その他仕上げや状況に応じて多数の施工方法があります。

防水工事の種類防水工事の種類

アスファルト防水

主な施工場所　屋上 主な施工場所　屋上

主な施工場所　屋上 主な施工場所　屋上

主な施工場所　屋上 主な施工場所　屋上

主な施工場所　ベランダ

主な施工場所　外壁

　アスファルト防水は、 溶解アス

ファルトを用いて 2 ～ 1 枚のアス

ファルトルーフィング類を積層す

る工法。

　改質アスファルトシートなどの

裏面及び表面をトーチなどであ

ぶり、 溶融しながら 1 ～ 2 枚を

張り付けて防水層をつくる工法。

　厚さ 1.0 ～ 2.0 ㎜程度の加硫ゴ

ム系シート 1 枚をプライマー及び

接着剤などを用いて下地に張り

付けて防水層をつくる工法。

　厚さ 1.3 ～ 2.0 ㎜程度の塩化ビ

ニル樹脂系シート 1 枚を接着剤

などを用いて下地に張り付けて

防水層をつくる工法。

　ウレタンゴム系防水材を塗布し

ながら補強布などを積層して 3.0

㎜手移動の厚さに仕上げて防水

層をつくる工法。

　アクリルゴムを主成分とした 1

成分形エマルションタイプのアク

リルゴム系防水材を厚さ 1.5 ～

3.0 ㎜程度塗布して防水層をつく

る工法。

　下地に防水用ポリエステル樹
脂を塗布して、 防水用ガラスマッ
ト 1 ～ 2 枚を張り付け、 さらに
防水用ポリエステル樹脂を塗布
し、 含浸脱泡し、 さらに防水用
ポリエステル樹脂を塗布して防
水層をつくる工法。

　エポキシ樹脂系注入材とステ

ンレスピン等を併用して、 下地

コンクリートと仕上げモルタルの

接着を行い、 剥離 ・ 剥落を防

止する工法。

塗る+貼る塗る+貼る 改質アスファルトシートトーチ工法防水 塗る+貼る塗る+貼る

ウレタンゴム系塗膜防水 塗　る塗　る

ＦＲＰ防水 塗　る塗　る

アクリルゴム系塗膜防水 塗　る塗　る

打　つ打　つ樹脂接着剤 （エポキシ樹脂） 注入防水

塩化ビニル樹脂系シート防水 貼　る貼　る合成ゴム系シート防水 貼　る貼　る

主な施工場所　ガラスサッシなどの目地部

　変成シリコーン系、 アクリルウ
レタン系などのシーリング材をガ
ラスやサッシ， パネルなど建物
を構成する様々な部材同士の隙
間 （目地） から雨水が侵入しな
いように， 充填する工法。

シーリング防水 打　つ打　つ

主な施工場所　屋上

　ポリマーセメント系防水材、 ケ

イ酸質系防水材あるいはモルタ

ル防水材を下地に塗布し、 防水

層をつくる工法。

セメント系防水 塗　る塗　る


