
工種・職種紹介パンフレット

team-z.jp

記載された内容は2022年2月時点の情報です。予告なく変更される点がありますので予めご了承ください。

「　　　　　　」とは、前田建設と工事を行う協力会社会の愛称です

https://team-z.jp/contents/company/

■ 関西支部  大阪府／兵庫県／奈良県／京都府／滋賀県／和歌山県

■ 沖縄支部  沖縄県

登録企業

■ 中国支部  広島県／岡山県／山口県／鳥取県／島根県

■ 九州支部  福岡県／大分県／長崎県／佐賀県／熊本県／宮崎県／鹿児島県

■ 四国支部  愛媛県／高知県／香川県／徳島県

■ 福井支部  福井県

■ 中部支部  静岡県／愛知県／三重県／岐阜県

■ 北陸支部  新潟県／富山県／石川県

■ 東京支部  東京都／千葉県／神奈川県／山梨県

■ 関東支部  栃木県／群馬県／茨城県／埼玉県／長野県

■ 東北支部  青森県／岩手県／秋田県／宮城県／山形県／福島県

■ 北海道支部  北海道
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      の歴史、
　 　 そ れ は 未 来 へ 向 け た

　　　　 挑戦の歴史 
TEAM

TEAM

建築物・土木構造物をつくりあげる、
さまざまなプロフェッショナルの技術。
それらの技術を詳しく、そこで輝く現場の声をお伝えします。

»»»»»»»

青函トンネル（吉岡工区） 北海道松前郡福島町 大槌町町づくり造成 岩手県大槌町

酒々井プレミアム・アウトレット新築工事
 千葉県

愛知県新体育館（設計中～2025.3） 愛知県

新名神高速道路(宝塚SA～切畑トンネル） 兵庫県

五台山トンネル 高知県

BIG FRONT ひろしま 広島県広島市天神ビジネスセンター 福岡県 ハレクラニ沖縄 沖縄県

宇奈月ダム 富山県恐竜博物館 福井県

宇都宮駅東口地区整備事業コンベンション施設
（施工中～2022.10） 栃木県

幾多の「No.1」を成 し遂げてきました。東洋No.1のダム、世界No.1の海底トンネル、国内No.1の高層マンション…
1919年の創業以来、前田建設は時代のニーズに応える挑戦を続け、

新たな「No.1」への挑 戦をし続けます。私たちはこれまでの歴史を継承し乗り越え、

「　　　 」は、2021年現在全国12支部561社で構成する、
前田建設工業の厳しい入会基準をクリアした協力会社組織です。
前田建設と一緒に工事を行う協力会社会は、「    　　　　　」としてさまざまな現場で活躍しています。

      が携わった
代表的な建築物・土木構造物
TEAM

2021年10月1日、前田建設・前田道路・前田製作所は
インフロニアホールディングスとして経営統合いたしました。
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建築

建築 建築
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https://www.maeda.co.jp/works/

実績・事例
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トンネル

シールド インフラ再生

山、森、川、海を相手にトンネルやダム、道路や橋などのインフラ（＝社会基盤）をつくります。
安全で便利な私たちの暮らしを支える仕事です。

暮らしや 経済を支える基盤をつくる

土木の仕事

工事のイメージ

構造物基礎・躯体

電気
ガス
水道

②橋脚をつくります。

③埋め戻して
　仮設を撤去します。

④橋げたを架けます。

①橋脚の基礎をつくります。
都市の中にシールドマシンでトンネルをつくる工事です。最先端技術
により自動化され、きれいな環境の中で工事は進みます。トンネルは、
鉄道や道路あるい共同溝（ガス、電気、水道など）として利用されます。

老朽化が進む高速道路の床板や上下水道管の取替え、港湾や
河川の護岸の補修など、地域の日常を支えるインフラを更新
する工事です。

防音ハウス

①シールドマシン
や資材を運ぶ
立坑を掘ります。

①道路の片側を規制し
対面通行にします。

②通行止めにした橋の床板を
切断しクレーンで撤去します。

③掘った土はベルトコン
ベアで地上に運び、
ダンプで搬出します。

②シールドマシンで掘り
ながらコンクリートや
鋼製のセグメントでト
ンネルをつくります。

構造物の骨格となる基礎や躯体を作る工事です。 山の中に鉄道や道路のトンネルをつくる工事です。コンピュー
タを搭載した機械と測量機械で効率的に掘り進みます。

④コンクリートでトンネルを巻き立てます。

①トンネル前面の岩にコン
ピュータで制御した機械
で穴をあけます。

②火薬を使い岩を砕きます。 ③砕いた岩を搬出します。

ベルトコンベア

セグメント

シールドマシン
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工種・職種紹介（土木）
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地中の見えない所に、杭を
正確に打ち込むのが職人技
です。

GPSを搭載した重機を繊細
に操り、設計図通り豪快に
土を掘削します。

コンクリートを充てんする
型枠を組み立て、設計デザ
インを実現させます。

振動機を使い、建物の骨格
となるコンクリートを締め
固めます。

クレーンと無線で連絡をと
りながら、鉄骨をダイナ
ミックに組み立てます。

外装のつなぎ目をシール材
で密閉し、建物の防水性と
美観を高めます。

各部屋をボードで仕切るこ
とで、綺麗な内装に仕上げ
ます。

さまざまな配管を加工・接
続し、建物に必要不可欠な
水や電気などを通します。

植栽・樹木・池など、建物
周囲に緑ゆたかな環境をつ
くります。

ビルやマンション、工場、住宅、学校、病院、図書館、庁舎、スタジアム、ホールなどの
私たちが生活で利用するあらゆる建物をつくります。

❶基礎工事（杭・山留・掘削） ❷地下躯体工事 ❸地上躯   体工事 ❹外装・内装仕上げ工事着
工

完
成

建物を支える杭を打ち込み、地盤を掘削しま
す。その際、地下工事中の地盤崩壊を防ぐた
め、仮設の壁（山留）を設置します。

地盤面より下の建物地下部分に、鉄筋・コン
クリートなどで上部の建物を支える基礎構造
物をつくります。

タワークレーンなどを 使って鉄骨を組み立
てたり、鉄筋・コン クリートで建物の骨
格となる躯体をつくり ます。

外部ではガラスなどで外観を仕上げて美観と
耐久性向上を、内部では部屋の間仕切・建具・
塗装などで居住性を高めます。

❺設備・外構工事
電気・設備・給排水などの工事により、建物
に命を吹き込みます。建物周りは植栽や舗装
で地域との調和を図ります。

コンクリート
土工 とび工 シール工

（外装）
ボード工
（内装）

配管工
（設備） 造園工バックホー

オペレーター 型枠大工

オフィスビルができるまで

建物の強度を保つため、正
確なピッチで複雑な鉄筋を
組み立てます。

鉄筋工

工種に　属する職種の例

その他の職種

さまざまな 用 途 や 規 模 の 建 物 をつくる

建築の仕事

杭打機
オペレーター

工種・職種紹介（建築）

●クレーンオペレーター
●杭・山留工
●墨出し工
●ガードマン

●圧接工
●コンクリート圧送工
●鉄骨工
●デッキ工

●溶接鍛治工
●スタッド工

●耐火被覆工
●組積工
●はつり工
●左官工

●断熱工
●板金工
●造作大工
●LGS工

●木製建具工
●クロス工
●塗装工
●家具工

●防水工
●鋼製建具工
●ガラス工

●金属工
●住設工
●タイル工
●石工

●床工
●サイン工
●クリーニング工

●電工
●ダクト工
●保温工
●機械設備工

●エレベーター工
●舗装工
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工種・職種紹介（けんせつ小町）

ズバリ！ 
建設業界で女性は働

けますか？
前友会建設女性部会

メンバーが

みんなのギモンに答
えます！

池之上美香
株式会社伊佐工務店（九州支部）
建築（躯体）・建設業界歴24年

確かに、以前はトイレが男女共用だったり、更衣室がなくてコンビニで着
替えたりした場合も。でも今は違います！現場で働く女性が増えたので、
トイレは男女別でキレイ（笑）。働く環境はどんどん改善されています。

親御さんの中には「建
設業は危険」とおっし

ゃる方も少なくないの
ですが、

危険を伴う仕事だから
こそ、安全に対する意

識がひときわ高い！誰
もが安

全に働けるように、さ
まざまな法的基準や規

制もより厳しくなって
います。

佐藤正恵
株式会社佐藤建設工業（関東支部）
土木（一般土木・重機土工）・建設業界歴20年

実家が建設会社だっ
たというのもあります

が、実際にダムの完成
現

場に行って、スケール
の大きさに驚いたこと

がきっかけかな。「大き
な

ものづくりをしてみた
い！」と思い、この業界

に入りました。

最近は充電式の工具が主流で、女性でも手軽に持てるようになりまし
た。おかげで作業の効率化も進んでいます。ヘルメットや保護具なども
軽量化が進み、多機能なものに進化。安全性にもこだわっています。

萩谷加代子
株式会社大平（関東支部）
鉄筋工・建設業界歴3年

私自身、未経験で知識
もなく、友達に誘われ

てこの業界に入りまし
た（笑）。わか

らないことがあると、
上司や同僚が丁寧に

教えてくれます。新し
いことを学ぶ

のは新鮮だし、できる
ようになれば楽しい

。認められて、任され
るようになる

と、もっと頑張ろうと思
う。それが仕事のやり

がいにつながっていま
す。

おいしいものを食べに行ったり、お出かけしたり。最近は、ダイエット
も兼ねてウォーキングやランニングも。筋トレにも目覚めました（笑）。
オフを楽しむことで、また仕事を頑張ろうって思えるんです。

今西留美
株式会社大平（関東支部）
鉄筋工・建設業界歴10年

一人で抱え込まず、一
緒に働く仲間に話した

り、上司に相談したり
。そもそも

私たちの仕事はチー
ムプレーで行うもの。

例えば、やむを得ない
事情で誰か

が休めば、みんなでカ
バーして作業を行いま

す。休んだ人は次に出
社したと

きにその分頑張る。み
んなで協力し合うので

、自然と協調性も生ま
れます。

仕事ですから、時には大変なことはあります。でも、やり遂げたときの達成
感はなにものにも代え難い！「よく頑張った！」と自分で自分を褒めたくなり
ます。それが新たな仕事にチャレンジするモチベーションになっています。

山本陽子
山本建設株式会社（関東支部）
土木（土木・とび土木・舗装・水道）・建設業界歴30年

工事が円滑に進むよう
に、いろんな人とコミ

ュニケーションをとり
ながら計画

して指示を出し、施工
状況をチェックする。

そんな施工管理の仕
事は女性の

ほうが長けているんじ
ゃないかな。建設業界

は力仕事ばかりじゃな
い！女性

が活躍できる仕事はい
ろいろあります。

建設業は今まさにIT化が進み、新たなステージへと向かっています。だからこそ、
若い皆さんから新しいアイデアをいただきたい。それらを取り入れながら、ますま
す前進していきたいと考えています。ぜひこの業界で一緒に働いてみませんか。

建設業界といえば男性の世界と思われがちですが、それはいまや過去の話。
最近では現場で働く建設女子も増え、働く環境は大きく進化しています。
とはいえ、学生の皆さんには不安も多いのでは？ 
そこで、前友会建設女性部会に所属する5名の女性たちが

　　　　気になる10のギモンに答えます！

知識がないけど大丈
夫？

休日はちゃんとある？

Q5

Q6

仕事で困ったときは
どうしてる？

仕事はホントに楽しい？ 

Q7

Q8

建設業は力仕事ばか
り？Q9

チャレンジしてみようかな？Q10

働く環境はそんなに変わったの？Q1

建設業はやっぱり危
険？Q2

なぜ建設業界に？Q3

使う工具が重そうで心配…。Q4

未経験こそ仕事にや
りがいがもてます！

もちろん！楽しんでます♪

はい！楽しく仕事してます！

女性が活躍できる仕
事もいろいろありま

す！

若い皆さんを待ってます！

上司や仲間に相談し
ています！

大きなものづくりが
したかったから！

工具も機械も軽量化が進んでます！

女性が働きやすい環境になってます！

安全に対する意識は
ものすごく高い！
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