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「一級技能士」それは、専門的知識と卓越した施工技術。
国の定めた最高基準をクリアした一流の職人です。

施工現場において群を抜いてその技術力は高く、
あいまいな知識ではなく本当の仕事を知っています。
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技能士としてのプライド
住まいが家族の安心のために長きにわたって有り続けるには、リフォームと無縁ではいられません。古く傷ん

できた住まいも、地震に耐えられるか心配な住まいも、お年寄りにバリアのある住まいも、水漏れや腐食が進み、

落ち着かない住まいも、リフォームで問題を解決することができます。

わたしたち一級技能士の店 SB 工業は、住まいの欠点や不安を解決すべく、いつどんなメンテナンスが必要な

のかあらゆる知識、経験をもとに施主様にご提案します。

住まいの質の向上を願う御家族の喜びや安心のために「技能士としてのプライド」をもって日々仕事に取り組

んでいます。
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技能検定制度とは
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能

検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能

力開発促進法に基づき実施されています。

技能検定は昭和３４年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、平成２６年４月現在１１４職種について実

施されています。技能検定の合格者は平成２５年度までに３８５万人を超え、確かな技能の証として各職場に

おいて高く評価されています。
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《技能検定の等級区分》

【中央職業能力開発協会】

特　　　　　 　級 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度……

2 　　　　 　　級 中級技能者が通常有すべき技能の程度……

3 　　　　 　　級 初級技能者が通常有すべき技能の程度……

１級及び 単一等級 上級技能者が通常有すべき技能の程度……



どこよりも美しい施工作品として仕上げる。
人を感動させるその腕と実直さ。

SB 工業の一級技能士

自己PR
２２歳の時に社長とこの仕事に出会いもう１０年以上も続けています。

もしもこの仕事に才能があるとするなら、その資質を見つけ育ててくれた社長や先輩に

感謝しています。

技能士としてのプライド
どんな建造物の施工でもただ仕上がりや段取りにだけこだわるのではなく、施主様がも

つ不快感や不便な点を少しでも改善してあげられるよう細やかな気配りと作業を心掛け

ています。

SB工業について
尊敬出来る先輩、助けてくれる仲間、頼ってくれる後輩がいます。

いつか自分がいて良かったと言われるような人財になることと、お客様からはあそこに

頼めば何とかしてくれると思ってもらえるような信頼のある会社にしたいです。

松尾　歩 防水登録基幹技能士・一級塗装施工技能士・一級防水施工技能士

自己PR
１０代から続けてきたこの仕事。どんな現場でもこだわりをもってひとつひとつが自分

の作品だと思って作業しています。どんな仕事でも丁寧さを求めすぎて休憩時間を忘れ

るくらい没頭してしまうことが多々あります。

技能士としてのプライド
培ってきた塗装の技術、知識、経験をどんな現場においても最大限に活かし、お客様の

ご要望以上のものを提供したいです。

SB工業について
塗装班の主任として多くの現場を任され、後輩たちに自分が思うこだわりの仕上がりや

段取りをしっかりと伝えていきたいです。

休憩中は笑い声がたえない皆が仲良く働きやすい会社です。

米田篤史 一級塗装施工技能士

自己PR
先輩達に多くのことを教わり一人で現場に向かうことが増えてきました。

熱意をもって仕事に取り組みまだまだ上を目指します。高い屋根の上での作業は最高で

す。

技能士としてのプライド
お客様との信頼関係を大切にし、お客様が求めておられるものに仕上がる様に迅速かつ

丁寧に取り組むことを日々心掛けています。

SB工業について
いつも笑顔溢れる和気あいあいとした楽しい会社です。

仕事は仕事、休憩は休憩とシャキっと切り替え皆仕事に励み、よりパワーある SB 工業

を目指しています。

村松　平 一級塗装施工技能士



より丁寧に、より細心に。
一つ一つの工程を真剣に取り組む、その積み重ねSB 工業の一級技能士

自己PR
自分の持っている技術、知識、経験を後輩に伝え、育っていく姿を見ていきたいです。

技能士としてのプライド
防水一筋３５年のこの腕で、その現場ごとに最適な進め方や施工で丁寧な作業。

SB工業について
自分が育てた後輩達それぞれが努力をしつづけ、一人で現場へ向かえるようになること

を誇らしく思っています。

そして、自分らしくいられるこの会社を、苦楽をともに分かち合える仲間と盛り上げて

行きたいと思っています。

藤原健次 防水登録基幹技能士・一級防水施工技能士・二級建築施工管理技士

大切な「学びの時期」
自分一人でこなせるようになるための「夢」への努力先輩一級技能士に続け

自己PR
先輩の一級技能士から色々なことを教わったり、技術や知識を見て学び、一日でも早く
自分一人でも現場に行けるよう日々努力しています。

技能士としてのプライド
先輩たちの考え方や会社の理念に沿ってその想いを受け継ぎ伝えていきたいです。そし
て、現場でお客様から『ありがとう』といってもらえるような仕事をしていきたいです。

SB工業について
みんなで意見を言い合ったりする場面でも、悪いところは悪いと指摘して改善し、自分
のように若い者の意見でも皆が耳を傾けてくれるので、互いに高め合いながらよりよい
仕事が出来る会社です。

紙谷晃平 一級防水施工技能士 (受験中 )

自己 PR
一緒に働く後輩でも、新しく入ってくる若者でも同じ目線で物事を考え、丁寧に指導、

教育が出来るよういつも心掛けています。

技能士としてのプライド
施工に対し皆が意見を言い合い、よりよい結果を求め自ら進んで発言するようにしてい

ます。そのチームワークが現場でのスマートな仕事につながり、施主様の要望に応えた

施工が出来ていると感じています。

SB工業について
常により良いものを目指す姿勢を皆がもち、切磋琢磨することでより高みを目指し、個々

が成長できる会社です。

船倉新吾 一級防水施工技能士



 《条件》

・当該基幹技能者の職種において、10 年以上の実務経験

・実務経験のうち３年以上の職長経験

・実務機関において定めている資格等の保有一級技能士、施工管理技士等 )

お客様の絶対的信頼を得るために
当たり前の心構えをもって。SB 工業の営業職

専門店としての自信　
多くの施工事例や最新の施工情報を収集し、お客様のメリットを
一番に考えたご提案を行い、防水、塗装工事での安心の実績を積
むことこそが信頼のつながり。

倉石和政 営業

やる気のある元気な“人材”を雇用し、実際の現場作業を通してベテラン職人から技術や考え方を学び、個人が自分で考えて自分で成
果をあげられる”人財”となっていくよう応援します。そして職人としての一生の資格となる一級技能士や施工管理の資格取得を目指
す若者をサポートしています。

お客様の絶対的信頼を得るために
当たり前の心構えをもって。

専門店としての自信　
SB 工業の職人は個々の技量が高く、良い仕事をするために妥協

をしません。お客様のために出来ることを常に考え、SB 工業だ

からこそ出来る、「最高の品質」をご提供します。

長尾和則 営業

お客様からリフォーム工事の依頼を引き受けた以上
「最高の品質」を提供しなければならないのです。

SB 工業の登録基幹技能者 現場の要　登録基幹技能者

《主な役割》

①現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等

②現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、作業方法、

　作業手順等の構成

③生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導

④前工程・後工程に配慮した他の隊長との連絡、調整 

基幹技能者は熟練した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場

をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた

技能者で専門工事業団体の資格認定を受けたものです。現場ではい

わゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し補佐す

ることが期待されています。

人 財 育 成 人材を人財へ



一級防水技能士と一級塗装技能士が携わる家づくり。

建物は完成と同時に劣化がはじまると言われています。5年、10 年となれば必ずメンテナンスが必要となります。

とくに風雨の影響を受ける外壁、屋根の劣化は免れません。住宅リフォームを手掛けていく中で生まれた防水、

塗装の専門店だからできる「水に強い外壁」１軒１軒丁寧に、最高の作品づくりを目指します。

防水工事はもちろん住宅リフレッシュ工事でも 10 年もしくは 10 年を超えても保証出来るような仕事をし、お客

様の大切な財産を守ります。

利益や早さだけを求めた施工を行わないことをモットーとしています。

家づくりへの挑戦

建設業 28 業種の中で唯一防水工事業が保証制度を活用出来ます。

防水工事／・FRP ・塗り床 ・塩ビシート ・加硫ゴムシート ・塗膜防水 ・シーリング 他
外壁工事／・劣化補修 ・注入 ・Uカットシール 他
建築塗装／・吹付け ・ローラー
建築一式／・リフォーム ・新築

事業案内

平成 22 年 1 月
平成 21 年 11 月
平成 23 年 3 月
平成 23 年 12 月
平成 24 年 1 月
平成 24 年 9 月
平成 24 年 12 月
平成 25 年 3 月
平成 25 年 6 月　
平成 26 年 1 月　
平成 26 年 8 月　
平成 27 年 7 月
平成 27 年 9 月

県住（比津が丘団地）2号棟屋上防水工事（公共元請）
エクレシア松江大規模修繕工事
県住（八重垣団地）11 号棟屋上防水工事（公共元請）
県住（斐川町直江団地）1号棟外壁工事（公共元請）
県住（松江市羽入団地）3・4号棟屋上防水改修（公共元請）
松江市立女子高屋上防水改修（公共元請）
メゾン宍道湖マンション大規模改修（民間下請）
島根大学図書館改修（公共下請）
グランディオス米子マンション改修工事（民間下請）
マンション野津大規模改修工事（民間元請）
島根県営住宅（松江市第 2淞北台団地）4号棟外壁改修工事（公共元請）
松江清心養護学校（管理棟・プール棟）リフレッシュ工事（公共元請）
エスポアール高橋大規模リフレッシュ工事（民間元請）

工事内容

工事実績



創業 15 年をむかえ、作業工種を雨漏り補修や外壁の塗装だけでなく樋の直し･･間取

りのリフォーム･･水回りのリフォームなど建築に関する困り事全般に広げ、私や自

社スタッフの持っている知識、経験に基づいて創業当初からの理念である、仕事へ

のこだわり、人とのつながりを大切に依頼された方々に満足頂ける仕事が出来るよ

う努めております。

１５年前に 1 人で始めた事業も現在は内勤 4 名、作業スタッフ 10 名となりました。

中には勤続 10 年を超える頼もしいスタッフもいます。

最近では次世代の労働者の確保、育成を考えております。塗装工、防水工と言えば

昔からの職人が多く、年齢層も年々高くなっているのが現状です。やる気のある労

働者を確保し、腕のある職人とマッチングさせることで職人の層の幅を広げこの業

界の品質の安定を目指すことも私の使命であると感じております。

代表取締役 蒼座　誠　

商号　　　有限会社 SB工業

所在地　　〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 724-9

代表者　　蒼座　誠

事業内容　防水工事・塗装工事・建築一式

許可番号　島根県知事許可（般ー 26）第 8385 号

資本金　　3,000,000 円

従業員数　14 名

取引銀行　山陰合同銀行・米子信用金庫

沿革　　　平成 12 年個人事業スタート

　　　　　平成 15 年 10 月（有）SB工業設立

　

会社概要


