
スキルマップサイトは、元請会社が独自で発行している資格等を保
有する作業員の登録や、認定された作業員の就業日数を集計できる
サービスです。

1-1. スキルマップサイトの概要説明

「優良技能者認定制度」におけるスキルマップの利用

-独自資格保有者の勤怠実績集計

「優良技能者認定制度」とは

各元請会社が、建設技能労働者の人材確保・育成のため、条件を
満たした優良な作業員に対し、就労実績に応じた手当金額を支払
う制度です。

スキルマップサイトでできること

・紙・エクセル等で行っている就業時間の報告業務の電子化

・対象となる作業員の勤務日数などを自動集計

・「グリーンサイト」の入退場データ付記による真正性向上

株式会社MCデータプラス（以下、弊社）が提供する「グリーンサ
イト」で登録された作業員情報と、スキルマップサイト上で登録さ
れた独自の資格情報を紐づけます。

その紐づけによって、入退場データ・プロジェクト情報等を自動連
携することができ、資格保有者がいつ・どの現場に入場したかを記
録することができます。

（注）スキルマップサイトで登録した資格情報はグリーンサイトの作業員名簿等には

反映されません。

（注）スキルマップサイトで登録した資格情報および修正した就労日数は、
　　　グリーンサイトおよび建設キャリアアップシステム（CCUS）上には
　　　反映されません。



1-1. スキルマップサイトの概要説明

• スキルマップサイトでは、元請各社が管理している、独自の資格

保有者リストに記載されている作業員情報と、グリーンサイトに

登録されている作業員情報を照合させます。

• 条件に合致した作業員は、スキルマップサイト上に登録される仕

組みです。

用語：
◼ 「資格保有者リスト」 …各元請会社が認定する独自の資格を保有する作業員の一覧

グリーンサイト

スキルマップ
サイト

元請会社
所属企業 作業員名 生年月日 保有資格 ・・・

あいうえお株式会社 田中太郎 1967/1/9 スーパー職長 ・・・

株式会社かきくけこ 鈴木一郎 1990/2/16 スーパー職長 ・・・

ABC建設 斎藤三郎 1959/1/9 スーパー職長 ・・・

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・

元請会社独自で管理している資格保有者一覧

作業員名・所属企業名・
生年月日で照合*

照合した結果、合致した
作業員のみスキルマップ
に登録

* グリーンサイトに加入している企業、登録されている作業員が対象

作業員情報



初期設定

日次業務

元請会社 協力会社

①ログイン

1-2. スキルマップサイトの作業フロー

-独自資格保有者の勤怠実績集計

⑥勤怠の確認・承認・差戻

勤怠の確認

勤怠を提出

グリーンサイトで入退場登録

②利用権限・操作権限の設定

月次業務

⑦勤怠実績の集計

③独自資格の管理
④独自資格保有者の管理

グリーンサイトで入退場時間の補正(任意)

⑤協力会社の管理



2-1-1. ログイン

初回ログイン時に、サービス利用約款が表示されます。内容をご確認の上、

ご同意いただける場合は、「『スキルマップサービス利用約款』に同意し

ます。」にチェックを入れて「確認」をクリックします。

建設サイト・シリーズよりログイン後、
『スキルマップサイト』をクリックする。



• 本サービスの利用権限が付与されたユーザは、スキルマップサイトにアクセ

スできます。

• 就労実績を報告するユーザは、「勤怠提出者」権限を設定してください。

• 1人のユーザに対して、複数権限を付与が可能です。

• 元請会社が自社の作業員をスキルマップサイトに登録した後、企業担当者に

「利用者」・「システム管理者」権限が付与されます。

2-1-2. 利用権限・操作権限の設定

「システム管理者権限」が付与されたユーザが、スキルマッ
プサイトを利用するユーザに利用権限を付与します。

〇権限一覧

*1…全資格保有者の閲覧が可能です。

閲覧 編集 提出 提出取消 閲覧 利用者の登録/削除

利用者 〇*1 〇*1 - - - -

勤怠提出者 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 - -

システム管理者 〇*1 〇*1 - - 〇 〇

権限管理勤怠管理
権限



スキルマップを利用するユーザIDには、利用者としての権限
を付与します。「権限管理」にて、利用者権限の設定を行い
ます。

本操作は、「システム管理者」権限が付与されたユーザが行うことが出来ます。

補足

2-1-2. 利用権限・操作権限の設定



・「ユーザ権限管理一覧」画面に遷移し、自社で発行しているMCDP-IDが

表示されます。

・「利用権限」が「☑」になっているユーザはスキルマップを利用できます。

・「編集」をクリックすることで設定変更できます。

この画面で検索しても該当のユーザが見つからない場合、そのユーザはMCDP-IDを保有し

ていません。その場合は、自社の企業担当者または企業サブ担当者にID発行の手続きを

依頼してください。

補足

2-1-2. 利用権限・操作権限の設定



ユーザに付与する権限を選択した後、「確定」をクリック
します。

2-1-2. 利用権限・操作権限の設定

画面上部に確認のポップアップが表示されますので、「OK」ボタンをクリッ

クすることで内容が反映されます。



2-2-1.勤怠実績の確認

グリーンサイトから連携された入退場情報（勤怠情報）を
確認します。

「勤怠実績報告」にて、元請会社に報告する勤怠時間を確認します。



2-2-1.勤怠実績の確認

グリーンサイトから連携された入退場情報（勤怠情報）を
確認します。

「提出状況」のご説明

•本画面にて表示される勤怠は以下の通りです。
プロジェクト
•元請会社が、スキルマップサイトを利用設定しているプロジェクト
•自社で提出している再下請負通知書の工期内のプロジェクト(*1)

所属企業
•一次協力会社のユーザが閲覧する場合：
自社及び、自社編成下に同元請会社の独自資格保有者が所属する協力会社
（代行企業・グリーンサイト加入企業）
•二次協力会社以下のユーザが閲覧する場合：
自社及び、自社編成下に同元請会社の独自資格保有者が所属する協力会社
（代行企業のみ）

補足 *1…工期外の場合でも、勤怠の提出を行うことができます。詳細は、P. 19をご参照ください.

提出状況 表示されている数字の内容

未提出 協力会社が、勤怠を提出していない作業員数

提出済 協力会社が、勤怠を提出した作業員数

確認済 元請会社が、提出された勤怠に対して「確認」した作業員数

承認済 元請会社が、提出された勤怠に対して「承認」した作業員数

その後、確定する勤怠をクリックします。



2-2-1.勤怠実績の確認

グリーンサイト上に蓄積された入退場時間及び、自動計算
された労働時間が表示されます。

•表示される入退場時間は、グリーンサイト上で、その日に最も早く登録された入場時間と
、最も遅く登録された退場時間が表示されます。

•入場時間、退場時間がグリーンサイト上に登録されていない場合空欄になります。
どちらかが入力されていない場合、労働時間の自動集計はされません。

•グリーンサイト上で入退場時間を更新した場合、最長1時間程でスキルマップサイトに
反映されます。

•作業員名簿に独自資格保有者を登録した場合などグリーンサイトの情報の更新は、
10分程度でスキルマップサイトに反映されます。

補足

「状態」のご説明

*差戻：
元請会社から勤怠を差戻された場合、勤怠を提出したユーザ宛てにメールが送信されます。
修正内容を直接元請会社にご確認の上、再度提出操作を行ってください。

勤怠年月の切り替え可能
*グリーンサイトに登録された再下請負通知書の自社工期が満了し、
「勤怠実績報告一覧画面」に勤怠が表示されなかった場合、
当該画面にて過去にさかのぼり、勤怠を提出することが可能です。

状態 詳細

未提出 協力会社が、勤怠を提出していない状態

提出済 協力会社が、勤怠を提出した状態

差戻* 元請会社が、提出された勤怠に対して「差戻」した状態

承認済 元請会社が、提出された勤怠に対して「承認」した状態

グリーンサイト上に蓄積された入場時間および労働時間が
表示（就労した日に「8:00」が自動表示）されます。



労働時間に相違がある場合は、「編集」をクリックし、正
しい労働時間を入力します。

2-2-1.勤怠実績の確認

ABC建設東京支店田中太郎

就労日数に相違がある場合は、「編集」をクリックし、
就労日数に追加する日付の労働時間に『8:00』を入力します。

8:00

入力後、「確定」をクリックします。
※修正箇所が黄色で表示されます。



勤怠実績を確認したら、「提出」操作を行います。

• 勤怠実績を提出する作業員を選択し、「提出」をクリックします。

• 提出操作を行うことで、元請会社は勤怠実績などを確認・集計できます。

本操作は、「勤怠提出者」権限が付与されたユーザが行うことが出来ます。

補足

2-2-2.勤怠実績の提出

画面上部に確認のポップアップが表示されますので「OK」
ボタンをクリックすることで内容が反映されます。



提出が完了したら、「状態」や「提出状況」が「提出済」に
なります。

2-2-2.勤怠実績の提出

【勤怠実績報告一覧＜勤怠実績報告作業者別明細】

【勤怠実績報告一覧】



勤怠を誤って提出した場合、「提出取消」操作を行います。

【勤怠実績報告作業者別明細画面】

• 提出を取り消す作業員を選択し、「提出取消」をクリックします。

• その際、元請会社で勤怠を確認する担当者に、勤怠が取消された旨のメール

が送信されます。

本操作は、「勤怠提出者」権限が付与されたユーザが行うことが出来ます。

補足

2-2-3.勤怠実績の提出取消

画面上部に確認のポップアップが表示されますので「OK」
ボタンをクリックすることで内容が反映されます。



提出取消が完了したら、「状態」や「提出状況」が「未提
出」になります。

2-2-3. 勤怠実績の提出取消

【勤怠実績報告一覧＜勤怠実績報告作業者別明細画面】

【勤怠実績報告一覧】



2-3. 帳票出力

勤怠を元請会社に報告する際利用する「勤怠実績報告書」と、
協力会社毎の資格手当合計金額の集計結果を提供する「勤怠
実績サマリ帳票」を出力できます。

勤怠実績
報告書

勤怠実績
サマリ帳票

提供項目

作成日

元請会社名

所属会社名

提出先

年月

元請認定番号

氏名

資格名

プロジェクト名

手当獲得合計日数

手当合計金額

プロジェクト名

一次協力会社名

職種

承認日

勤怠実績詳細

作成日

所属会社名

集計対象年月

提出先支店

元請認定番号

氏名

手当合計金額

種類

毎月ご提出頂く請求書の付属書類として、
『勤怠実績報告書』を添付してください。
※『承認日』欄に日付が入力されたものを
　必ずご提出ください。



2-3 帳票出力

「帳票出力」をクリックし、「勤怠実績帳票」または「勤怠実績サマリ帳票」を

選択の上、必要情報を入力します。

帳票を出力します。



2-3. 帳票出力

条件を入力した後、「暗号化パスワード」を入力し、「帳票
出力」をクリックすることで、Zipファイルがダウンロードさ
れます。

半角英数字20文字まで入力可能



2-3. 帳票出力

Zipファイルを任意の場所に保管いただき、前頁で設定した
パスワードを入力することで、CSVファイルをご確認いただ
けます。

解凍ソフトが、「Lhaplus」の場合、文字化けします。
Windows標準のものや7Zipなどで解凍してください。


