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知ってほしい建築を支える専門工事業
第

2回

とび・土工工事業 「現場の華」の技術・技能
才賀清二郎 ■（一社）日本建設躯体工事業団体連合会 会長

（鉄
とび・土工工事業とは、現代の建築工事における躯体主要 3 工種
筋工事、型枠工事、とび・土工工事）のうちの一つです。しかし、担当

する工事範囲は、足場や仮囲いなどの仮設物、揚重機械の組立て
解体、鉄骨建方などのとび工事並びに、掘削工事、地業工事、コン

とび・土工職の成り立ち
しょく

クリート打設工事などの土工工事までと、幅が広いのが特徴です。

「とび職」とは、一般的に日本の建設業において、高所での作業を専

さらに、40 年ほど前には山留めや杭打ちなども行っていたこと

門とする職人を指し（建築現場の職人の間では、高所を華麗に動き回る

から「土方 3 年、とび 7 年」と、一人前の職人になるには 10 年かかっ

ことから「現場の華」とも称される）
、地業工事や基礎工事も行うこと

たと言われ、その職長は自らの経験工学とリーダシップをもって、

［註 1］
」と一括りで呼ばれることもあります。
から「とび、土工（土方）

元請所長のよきパートナーとなり、建築工事の起工式から竣工を迎

作業の種類や職業などによって、足場とび、重量とび、鉄骨とび、

えるその日まで、現場のまとめ役・推進役としての役割を担ってき

橋梁とび、機械とびなど多岐にわたり、それらを総合的もしくは専

ました。

門に行う者がいますが、現代では主に以下の3 種類のとび職に分類

分業化が進んだ現在の建築現場においても、職長会の会長職を

ど こう

。
されます（ただし、会社・職人によっては複数の職をこなせる場合がある）

任されることが多く、非常にやりがい・働きがいのある職種だと言
えます。しかし、きつい・汚い・危険、いわゆる3Kのイメージが強く、

足場とび

若年層入職希望者が少ないことや、労働条件の厳しさから入職後

建築現場で必要な足場を設置する職人です［写真 1］。単に高所作業

の定着率も低く、高齢化が著しいため、将来の担い手確保は差し

を行うだけでなく、設置場所の状態や作業性、足場解体時の効率

迫った課題となっています。

など、その場に応じて的確に判断して組み立てることが求められま

写真 1（上） 足場とび
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写真 2（右） 鉄骨とび
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す。会社組織として、建築現場の仮設足場のレンタル・据付・解体
を一体となって請け負っている場合が多くなっています。
鉄骨とび
鉄工所、ファブリケーター（鉄骨製作会社。ファブともいう）などで製
作された、鉄骨構造の建築物の柱や梁になる鋼材を、クレーンなど
で吊り上げて組み立てるとびです［写真 2］。
重量とび
土木では、橋梁の現場で主桁架設を行います［写真 3］。また、建物内

写真 4 仮設工事（仮囲い）

写真 5 鉄骨建方

の影響を受けやすいことを考慮して組み立てています。
使用する材料については、単管足場、枠組み足場に加え、次世代

部の重量物（大型機械など）の据付（設置）を行うのも重量とびです。

足場（クサビ締結足場）が多く使われるようになってきましたが、い

足場とびや鉄骨とびに比べて専門性が高く、プラント・空調給排水

ずれの材料を使う際も、施工計画図面および強度計算結果に基づ

設備・電気設備工事の一部を重量とびが仕事する場合も多くなっ

いた壁つなぎの設置並びに補強を実施することと併せ、現場施工

ています。

時に台風などの強風が予測される際は、適時垂直養生の一次撤去
や補強を行い、足場の倒壊事故を防ぐこともとび工の使命です。

とび工の作業

外部足場以外には、階段部やエレベーター開口や吹抜け部に架
こうびょう

設する内部足場のほか、鉄骨の鉸鋲足場や吊り足場など、それぞれ
の用途にしたがって他の職人が作業しやすいように組めばよいの

足場架設、仮設工事

ですが、構造上の主要点は労働安全衛生規則に決められています。

足場架設はとび工の作業でも最も基本的なものです。高い建物を

これを遵守しつつ過度なコストをかけず、所詮仮設と侮ることなく

建てる場合、後工程の作業員のために、高所への手がりとする足場

魅せる施工を実践し、安全で使いやすく、見た目よく仕上げるセン

を中空に向かってかけます。鉄筋コンクリート造の建物ならば、足

スが求められます。

場ができてから鉄筋の組み立て、型枠工事、コンクリートの打ち込
み作業が始まります。外壁の外側に架設する外部足場や垂直養生

鉄骨建方（鉄骨の組み立て）

および仮囲い［写真 4］などの仮設物は、第三者災害を防ぐのはもち

建築現場で誰よりも早く建物の骨組みを組み上げていくこの作業。

ろんのこと、現場の印象をよくするために神経を使う工事です。

仕事の難易度も高く、一つ間違えれば命を落とす危険性も孕んでい

また、外壁と隣地境界線の間に余裕がある場合は、なるべく本足

ます。建築現場で最も危険な作業で、
とびの花形とも言われています。

場とし、材料の仮置きを可能にするとともに、作業者の施工効率と

この作業は、鋼材や構造工学の基礎知識を基本とし、その上に

安全を確保することが望まれます。敷地に余裕がない場合は片足

（架構）
経験の蓄積による応用判断力を必要とします。建物の構造体

場としますが、メッシュシートなどで垂直養生を先行させる際は風

を分割し柱・梁として製作された部材を組み上げていく過程で起こ
りうる倒壊災害などの危険性を予見しつつ、建物の全体像とその
立地条件などを勘案し、揚重機の配置や保安施設の設置などの施
工計画を、元請職員とともに立案することから始まります。昔から
「段取り八分」と言われるように、生産性の確保はもとより、現場内
および第三者を巻き込む災害の発生を防ぐため、関係者で十分に
検討を重ね施工準備を行います。
」と
「取付け」の2グ
施工開始後、鉄骨建方は「下まわり（地走り）
」の主な作業は、
ループに分かれて作業します。
「下まわり（地走り）
地上で荷を吊るための段取りです。
「取付け」は、地上から吊ってき
た鉄骨を高所にて納める作業が主となります［写真 5］。
簡単に鉄骨建方の作業手順と内容を説明しますと、資材・部材
の搬入から始まり、柱を建て、梁を繋いでいきます。命綱となる安
全帯を架ける設備を整え、開口部には落下防止のための水平ネッ

写真 3 重量とび

トを張り、外周部分には飛散防止用の垂直ネットを張ります。
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仮設資材や仮ボルト・本ボルト、スラブ材となるデッキプレート
や鉄筋材、電気・設備用の機械やライザーユニット、本設エレベー
ターのウインチなど他業者の重量物を揚重するのもとびの仕事です。

土工の作業

写真 6 根切り
（掘削）工事

根切り（掘削）工事

③上部にスリーブが配置された梁・壁

建物の基礎や地下工作物をつくるために地盤を掘削することを「根

④梁が交差し隙間が無い部分

写真 7 コンクリート打設工事

切り」
と言います［写真 6］。ほとんどの場合は建設機械を活用し掘削を

これらはいずれも上部からのバイブレーターが入らない部分な

行いますが、躯体図を基にした根切り図面にしたがって墨だしを行

ので、型枠を工夫しコンクリートの投入口を設置したり、コンクリー

い、建設機械のオペレーターに指示を出すのが土工職長の役割です。

トに流動化剤を添加するなど何らかの処置を施してから打設に臨

また、山留コーナー部など狭あいな部分の人力掘削や、H 鋼横矢

みます。

板の挿入を同時進行で行い、床付け作業の仕上げや砕石敷き込み

近年は、エアーバイブレーターなどコンクリート打設に関する道

などの地業工事を実施します。建設機械と残土運搬車両並びに作

具の進歩はあるのですが、それ以上に鉄筋量の増加や耐震スリッ

業員が一体となって行う作業であるため、接触による重大な災害

トの配置などにより、従前に比べて難易度は高くなっているように

が発生する可能性が高く、注意を要する工事です。

感じます。設計を担当する方々には、デザイン性とともに施工性を

さらに、掘削する地盤面からの湧水や、軟弱地盤への対応によっ

考慮した設計をお願いしたいと思います。

て、その施工効率は倍半分以上の差が発生します。したがって、掘
削する地盤の性質をよく理解し、山留め工法と排水計画、掘削計画
を、全体最適の視点でバランスよく立案することが、トータルコス
ト低減と掘削地盤の安定をもたらすと言えます。

建設業の未来に向けて

根切り（掘削）工事とは自然との闘いでもあるため、建物（特に地

私たち建設業は、一品受注生産・現地屋外生産・労働集約型生産と

下・基礎）の設計側と施工側が有機的な関係性をもって検討を行う

いった特性があり、特に鉄筋コンクリート造の労働生産水準は低い

ことで、施工効率は大きく改善されると思われます。

と思われます。国交省では、建設業の生産性向上を目的としたICT
技術の全面的な活用を推進するとしていますが、最後は人の手によ

コンクリート打設工事

るものづくりが行われる建設現場においては、どれほどの効果が生

一般的にコンクリート圧送工（ポンプ車）との協働作業で型枠の中に

み出されるのでしょうか。逆に今、経験と技術を持っている本物の

流し込み、バイブレーターなどで密実に締め固める作業です［写真 7］。

職人が、何を考え、何を悩み、何をしようとしているかを知り、職人

やり直しがきかない一発勝負の作業だけに、事前打ち合せの重要

と一緒になって悩み、考え方やプロセスをよりよい方向に変えるこ

・
性もさることながら、元請職員のもと、土工（コンクリート打設工）

とが求められているのではないかと思います。そのためのコミュニ

・相判工（型枠工・鉄筋工・設備工）
・左官（土間屋）
圧送工（ポンプ車）

ケーションツールとして、IT 技術の進歩に期待したいと思います。

が一つのチームとなり、躯体構築の最終工程に臨むことが重要です。
チームのメンバーは「上部」と
「下部」に分かれ、連携しながら型
枠内に流し込んだコンクリートを締め固めます。上部の作業員は、
高周波バイブレーターを柱・梁・壁鉄筋の隙間から差し込み、振動
を与えます。下部の作業員は、タタキ棒やエアーバイブレーターを
使用し、コンクリートヘッドの若干下部（10〜20cm）を目安に、壁・
柱型枠を振動させ、締め固めを行います。この際、充填不足による
不具合（ジャンカなど）が発生しやすい部位（階段・腰壁・窓枠開口・設
備配管用スリーブ開口・耐震スリットなど）に注意して打設しますが、

施工計画段階で対応しなければならないケースは下記のとおりです。
① G 梁の芯に配置された間仕切壁
②両サイドを耐震スリットで塞がれた腰壁
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図 1 とび・土工工事業の許可業者数の推移（2015 年 3 月末時点）
（出典…国

土交通省「建設業許可業者数調査」
）

図 2 技能工の昇進モデル

そして、建設業就労者の高齢化は目を覆うばかりの状況であり、
特にコンクリート打設工の処遇改善による担い手の確保は喫緊の
課題です。建設業、とりわけ躯体職種が社会から3Kと呼ばれる仕

註 1 土工とは、主に掘削、床付け（地均し）
、コンクリート打設の技術を持つ
職方である。また、建築業は職種が多種多様のため、職域で不明瞭な部分
が多く、その間にある雑務をこなす必要があり、それを主にとび職の見習い、
もしくは高所作業をできない者がその職域をカバーすることが多い

事をやらなければ、いったい誰が建築物をつくりあげるのでしょうか。
今まで社会から正しく評価されてきたとは言いがたい職人の社
会的地位向上と処遇改善を実現させなければなりません。社会基
盤の整備という誇りある仕事に見合う報酬が得られるようにし、若
者の言葉で「コスパ悪すぎ」な状態を早急に改善しなければならな
いと思っています。

さいが・せいじろう
（株）才賀
中央大学文学部国文科中退。
（一社）建設産業専門団
組取締役会長。
体連合会会長、職業訓練法人全国建設
産業教育訓練協会 富士教育訓練セン
タ ー 会 長。2004 年 6 月 〜2013 年 3 月
中央建設業審議会委員、2013 年 4 月中
央建設業審議会専門委員

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

とび工の作業に関する内容について、
正しいものは次のどれか。

土工の作業に関する内容について、
正しいものは次のどれか。

a. 使用する材料は単管足場と
枠組み足場のみが使われている。

a. 掘削する地盤の性質をよく理解し、
山留め工法と排水・掘削計画を全体最適
の視点でバランスよく立案することがよい。

b. 鉄骨建方は仕事の難易度が高く危険を
伴うが、とびの花形とも言われている。
c. 鉄骨建方においては鋼材や構造工学の
基礎知識があれば、経験の蓄積による
応用判断力は不要。

b. 作業員全員がタタキ棒や
エアーバイブレーターを使用して
コンクリートを締め固める。
c. 近年はコンクリート打設道具の進歩により、
施工の難易度が大幅に下がった。

認定教材の設問への回答は、
CPD 情報システムのページ

https://jaeic‑cpd.jp/

にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における、
会誌『建築士』選択項目は、
平成 28 年 1 月より建築士会会員のみの
表示項目になります。
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