
TEAM-Z用職人職種マスター

カテゴリー NO. メモ 職　種 含めたい工種 仕　事　内　容

1 躯体 墨出し工 marking 測量して敷地に建物の位置を出したり、壁や柱などの位置を示す作業

2 躯体 杭・山留工 pile-yamadome ⇦杭打工・山留工含める PC杭、鋼管杭、現場打ち杭、山留H工、ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ、SMW等作業

3 躯体 型枠大工 shuttering ⇦型枠解体工含める 型枠の製作、組立、取付、解体作業等

4 躯体 鉄筋工 k-reinforcing-steel ⇦圧接工・含める 鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、組立結束、圧接作業等

5 躯体 鳶工 k-scaffolding ⇦仮設とび・鉄骨とび・重量機械とび 足場の組立解体、鉄骨建て方、クレーンの組立解体などの高所作業、重量物の揚重、ＰＣ版の取付作業

6 躯体 鉄骨工 steel ⇦鍛冶(本締め・合番)工、耐火被覆工 鉄塔、鉄柱、高層建築物の建設における鉄骨の組立、H.Tボルト締めまたは建方および建方相番作業

7 躯体 溶接工 k-welding ⇦仮設・鉄骨本溶接 酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気等の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接・切断作業

8 躯体 コンクリート圧送工 concrete-pumping コンクリート圧送作業

9 躯体 はつり工 chipping コンクリート等のはつり取り、躯体調整作業

10 躯体 解体工 k-demolition 建築物の解体作業

11 躯体 土工 k-civil-engineering ⇦普通作業員、軽作業員名称変更 人力による土砂等の掘削、運搬および資材等の積込み、軽作業、コンクリート工、重機掘削補助等

12 仕上 板金工  sheet-metal ⇦外壁・屋根 金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業

13 仕上 石工 mason 石材の加工、石積みまたは石張り、構造物表面のはつり仕上げ作業

14 仕上 タイル工  tile 外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業

15 仕上 造作大工 feature 木造の家屋、堂宮等の建築、補修、墨付け、造作等の作業

16 仕上 左官工  plasterer 土、モルタル、ブラスター、漆喰等の壁材料を用いての壁塗り、吹付作業等

17 仕上 内装仕上工 interior-finish ⇦LGS工、ボード工、床工、クロス工、畳工、家具工、置床工、UB工等 LGS、床シート・フローリング、クロス、UB・キッチン等内部仕上げ、畳他作業

18 仕上 ガラス工 glass 各種建具のガラスはめ込み作業

19 仕上 建具工 joinery ⇦金属製建具・木製建具・襖、障子 戸、窓、枠等の金属製・木製建具の製作・加工及び取付作業

20 仕上 塗装工 painting 塗料の調整、素地作り、塗り、吹付塗装

21 仕上 防水工 k-waterproof ⇦シール工、塗膜防水工、アスファルト防水工他 アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による防水作業

22 仕上 金属工 metal 各種製作金物の作成、取付

23 仕上 ALC・ECP工 alc-ecp 外壁・内壁・床版等ALC・ECP板の加工、取付

24 仕上 断熱工 insulation 現場発泡断熱ウレタンの吹付作業

25 仕上 クリーニング工 cleaning ⇦養生・片付けも含める マンション、ビル等の建設現場での養生・クリーニング作業

26 仕上 サイン工 sign 各種サイン・看板の設置、取付、施工業務

27 その他 設備工 facility ⇦ダクト工、配管工、熱絶縁工、設備機械工、空調設備工、浄化槽設備士等も含める 空調・冷暖房設備、住宅水回り設備、上下水道の給排水設備など、建築物に付随する設備部分全般の作業

28 その他 弱電・電気工 k-electrical ⇦電気通信設備工、仮設電気工も含める 音響・映像、LAN、電話、インターホンなど通信・制御・情報に関わる”弱電設備”の設置・更新作業

29 その他 外構全般 exterior ⇦工はつけない、造園工、舗装工含む 外構工事一式、造園、アスファルト舗装等

30 その他 工場加工 k-factory-processing ⇦鉄筋・鉄骨・金属・建具製作等含める 各種工場製作にかかわる業務全般

建　築



カテゴリー NO. メモ 職　種 含めたい項目 仕　事　内　容

1 土工・コンクリート工 d-civil-engineering ⇦普通作業員、多能工、 コンクリート打設工、重機掘削床付埋戻し工等多能工作業

2 型枠工 d-shuttering 合板及びメタル型枠の加工、組立、解体、セパ溶接等土木構造物の型枠作業

3 トンネル工 tunnel ⇦トンネル特殊工、トンネル作業員、トンネル世話役 トンネル坑内でのダイナマイトによる爆破掘削、支保工の建込、アーチ部・インバートコンクリート打設等

4 シールド工 shield シールド工事における各種作業(シールドマシン運転、セグメント組立、バッテリーカーの運転等)

5 潜水工 diving ⇦潜水士、潜水連絡員、潜水送員 海やダムといった水の中に潜り、潜水器を用いて送気やボンベからの給気を受けて行う水中建設工事作業

6 推進工 promotion 推進工事における各種作業

7 しゅんせつ工 dredging 河川、港湾等の水底をしゅんせつする各種作業

8 さく井工 sakui 井戸掘り、地質調査の作業(ウエルポイント工事、ボーリング工事）

9 舗装工 pavement アスファルトコンクリートによる道路の舗装・補修、道路標示・区画線の塗装の作業

10 杭工 pile 杭工事、杭打ち工事、杭抜き工事、場所打ち杭工事の作業全般

11 ケーソン工  caisson ⇦潜かん工から名称変更 加圧された室内での作業、潜かん工事またはシールド工事(圧気)内において土砂の掘削、運搬等の作業

12 管工 tube 配管ならびに管の撤去、金属・非金属製品(管等)の加工および装着

13 PC工 pc ⇦橋梁特殊工から名称変更 PC橋のグラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締、コンクリート橋または鋼橋の桁仮設作業等

14 機械器具設置工 machinery-installation プラント設備、発電設備、集塵機器、トンネル等の給排気機器、揚排水機器などの製作設置作業

15 電気工 d-electrical ⇦土木工事の仮設電気工 受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信等の工事に関する作業

16 地盤改良工 ground-improvement 浅層・中層・深層混合などの地盤改良作業

17 造園工 landscaping 樹木の植栽または維持管理、公園、庭園、緑地等の苑地等の築造する作業

18 法面工 slope 法面でのモルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転、法面整形または金網・鉄筋張り作業

19 石・ブロック工 stone-block 積ブロック、張ブロック、連接ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業

20

1 施工管理 construction-management ⇦１・２級・資格なし、建・電・設それぞれを含む 現場の工程管理、品質管理、原価管理、積算、安全管理を行う(土木・建築・電気工事・管工事・設備工事)

2 CADオペレーター cad CADを使用しての建築物の製図・図面作成の作業

3 測量工 surveying ⇦測量士・士補・資格なし 土木の測量工事全般業務

1 クレーンオペレーター crane ⇦移動式・クローラー・タワー・天井走行を含める トラック・クローラー・タワー・天井走行クレーンを運転して、貨物・資材などを吊り上げて運搬する作業

2 ドライバー driver ⇦ダンプ・トラック運転手を含める ダンプカーを運転して、土砂・砂利などの運搬、トラックを運転して、資材・荷物などを運搬する作業

3 重機オペレーター heavy-machinery ⇦各種重機オペ、巻上機運転手等 掘削機械・整地機械・舗装機械・さく井機械などの建設機械の点検・調整・運転する作業

1 安全管理 safety-management 建築・土木事業所、建設会社等において安全管理業務に従事する

2 営業 sales 公共工事の入札、建設事業計画の提案

3 事務 office-work 建築・土木事業所、建設会社等において建設事務・経理事務に従事する
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