グリーンサイト 元請機能のご案内
■

１．グリーンサイトとは
施工体制台帳／労務安全書類（通称 “グリーンファイル” ）を電子的に作成・提出・管理するため、
元請会社・協力会社が加入する会員制（有償）のインターネットサービスです
グリーンサイト加入済
元請会社Ａ

グリーンサイト未加入
元請会社B

現場

元請会社D

元請会社C

現場

現場

・・・

元請会社E

現場

現場

データ閲覧
（書類の確認・指導）

インターネット

印刷して紙で提出
データ登録
（書類の作成）

協力会社
A

個人事業主
B

＋

協力会社
C

グリーンサイト未加入の下位企業の情報は
編成上の上位企業が代行して登録可能

■

グリーンサイトの登録作業員は全てIDを保持
しており、これを活用した入退場管理機能
QRコード、各種ICカード、静脈認証に対応済

２．利用企業社数
■ グリーンサイトをご利用中の元請会社：
大成建設㈱、清水建設㈱、鹿島建設㈱、㈱大林組ほか、準大手・中堅ゼネコン・設備会社など、
合計約290社（＊）が元請として加入済み。常時約19,000現場で稼動中。 （＊）
<<「グリーンサイト」(個別サービス)をご導入いただいている主な元請会社様>>
•大成建設株式会社
•清水建設株式会社
•鹿島建設株式会社
•株式会社大林組
•株式会社淺沼組
•青木あすなろ建設株式会社
•株式会社安藤・間
•株式会社イチケン
•伊藤組土建株式会社
•岩田地崎建設株式会社
•オーク設備工業株式会
•株式会社奥村組
•株式会社加賀田組
•岐建株式会社
•株式会社きんでん

•株式会社熊谷組
•株式会社鴻池組
•五洋建設株式会社
•日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
•新菱冷熱工業株式会社
•ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海建設株式会社
•住友不動産株式会社
•株式会社大気社
•大鉄工業株式会社
•大和ハウス工業株式会社
•大和リース株式会社
•鉄建建設株式会社
•東亜建設工業株式会社
•東鉄工業株式会社
•東レ建設株式会社

■ グリーンサイトに加入している協力会社：
■ 代行登録されている協力会社：

•東急建設株式会社
•戸田建設株式会社
•飛島建設株式会社
•西松建設株式会社
•株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
•株式会社福田組
•株式会社藤木工務店
•株式会社フジタ
•前田建設工業株式会社
•松井建設株式会社
•丸彦渡辺建設株式会社
•三井住友建設株式会社
•三菱ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
•MHIﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ株式会社
•矢作建設工業株式会社
（順不同・敬称略）

全国約68,000社（＊）の協力会社が加入済み

全国約510,000社（＊）の情報を上位企業が代行登録
（＊）2020年11月末時点
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■

３．グリーンサイト導入のメリット
労務安全書類管理の各工程で業務の効率化・省力化を実現します。
労務安全書類の受領

① 帳票漏れチェック不要（システムが自動チェック）
② 記入漏れ（必須項目）チェック不要 （システムが自動チェック）

新規入場者の受入れ

① 新規入場者アンケート記入時間の短縮（氏名、資格等の基本情報は自動的にｱﾝｹｰﾄに出力）
② 作業員名簿との突合せ不要 （アンケート印刷は作業員名簿への登録が必要）
③ 新規入場者受入日登録の自動化（QRコードリーダーアプリで読込んだ日付を自動登録）
① 施工体系図・施工体制台帳の手作業による作成不要（システムが自動作成）

労務安全書類の管理

② 健康診断・資格・建設業許可の期限切れチェック不要（システムが自動チェック）
③ 労務安全書類の提出状況・記載事項を一覧で把握可能

労務安全書類の保管

① 保管場所の省スペース化（全ての書類を電子ファイルでサーバー等に保管可能）
② 工事名称・書類名称等で簡単に検索可能

本社・支店（安全部門等）による各現場の書類確認、整備等の後方支援が可能となります。
本社

安全書類担当者

現場A

本社（主管部局）支援者

現場Ｂ

グリーンサイト
・・・ 導入

現場A

現場B

現場C

・・・

施工体制台帳管理票により現場毎に施工体制台帳記載事項をExcelで一覧表示・出力可能となります。
＜管理帳票の主な出力項目＞
・編成情報： 編成更新日、協力会社名、請負次数
・契約関係：工事内容、工期、注文者との契約日、注文書や請書の添付状況
・建設業許可証情報： 業種、許可番号、許可年月日、写しの添付状況
・主任技術者情報： 主任技術者名、資格名、資格証等の写しの添付状況、専任・非専任
・社会保険情報： 営業所の名称、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況、証票添付状況
・外国人就労者、技能実習生の有無
・グリーンファイル担当者： 担当者名、連絡先
など

出力イメージ
Copyright MC Data Plus, Inc. all rights reserved.
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＊画面の記載内容・デザインは
一部変更となる可能性がござい
ます。

■

４．協力会社の社会保険加入状況チェック
現場毎に協力会社の加入状況を確認出来、グリーンサイトを通じ指導・その内容を記録する事が出来ます。

【社会保険加入状況一覧（企業）】

【社会保険加入状況一覧（作業員）】

※抽出条件：法人／個人事業主（常用5人以上／未満／一人親方）、加入／未加入／適用除外
※各々画面より、指導対象企業・指導対象作業員の所属企業に対してのメール送信機能がございます。

■

５．通門管理（入退場管理）
作業員毎に一意に紐付けたQRコードで日々の入退場管理が可能となります。
【機能・管理項目】

現在の入場状況 （本日サマリー）
1次会社別に現在の入場・残留・定時外入場者数を表示

入場者詳細
所属会社別に入場者の入場、退場、就業時間一覧を表示

月次集計

１次会社別、所属会社別に入場者の入場、退場、就労時間
の月間集計表示

残留者／定時外入場者の詳細
残留者や入場定時時刻以降の入場者を表示

ゲスト登録
常時訪問しない入場者への対応

Copyright MC Data Plus, Inc. all rights reserved.

※スマートリーダーforグリーンサイト
（iOS専用無料アプリ）での読取りも可能です。
※その他ＱＲコードリーダー・管理用ＰＣ、Felica、
指静脈、顔認証等 様々なデバイスに対応可能です。
（弊社パートナー企業より有償提供となります。 ）
※建設キャリアアップシステムデータ連携サービスを
ご利用いただく事で入退場情報を建設キャリアアップ
システムにデータ連携する事も可能です。
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■

６．料金体系

「①ID利用料」（元請・協力会社共通） （注1）と「②プロジェクト利用料」（元請のみ） （注2）の合算となり、それ
ぞれに「初期設定料金」と「年額利用料」がございます。（注3）
（注1）ご利用いただくユーザー数分のご負担が必要です。
（注2）ご利用いただく現場（プロジェクト）数分のご負担が必要です。

（注3）金額は、全て税抜表示です。別途、消費税を申し受けます。

②プロジェクト利用料（元請のみ必要）

①ID利用料（元請・協力会社ともに必要）
・初期設定料金 10,000円/一式

・初期設定料金 300,000円/一式

・年額利用料 12,000円/10ﾕｰｻﾞｰ/年
または、4,800円/1ﾕｰｻﾞｰ/年（小規模協力会社向)

・年額利用料

※ IDは元請企業、協力会社、どちらの立場でも共通でご利用いただけます。
※ 12か月分を前払いでいただき、発注数量分までご利用が可能となります。
（年度中の追加は残期間×月額換算単価となります。）

※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 通常は現場単位、諸口管理の場合は管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位です。
※ 12か月分を前払いでいただき、発注数量分までご利用が可能となります。
（年度中の追加は残期間×月額換算単価となります。 ）

プロジェクト利用数に応じて変動/年
(詳細は下記の表をご参照ください。）

契約プロジェクト（pj）数

単価

追加単位

10 pj～99 pj

7,000円/pj・月

1 pj

100 pj～249 pj

6,500円/pj・月

10 pj

250 pj～499 pj

6,000円/pj・月

10 pj

500 pj～999 pj

5,000円/pj・月

10 pj

1000 pj 以上

4,000円/pj・月

10 pj

（例）年間20id、10プロジェクトお申し込みの場合
＜初年度＞
・ID利用料（初期設定料金）
・プロジェクト利用料（初期設定料金）
・ID利用料
・プロジェクト利用料
合計

10,000円/年
300,000円/年
20id×1,000円×12ヶ月＝
24,000円/年
10pj×7,000円×12ヶ月＝
840,000円/年
＝ 1,174,000円/年

＜次年度以降＞
・ID利用料
・プロジェクト利用料
合計

20id×1,000円×12ヶ月＝
10pj×7,000円×12ヶ月＝
＝

Copyright MC Data Plus, Inc. all rights reserved.

24,000円/年
840,000円/年
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■

７．その他 オーナー基本サービス

■データ分析サービス「cacicar(カシカル) for 建設」基本メニュー
グリーンサイトにご登録いただいた情報を集計・可視化する機能を標準提供しています。
分析結果をExcelなどに出力可能です。
【集計対象】

グリーンファイル提出状況
協力会社のグリーンファイル提出状況を集計

施工体制台帳管理表

支店毎に各現場の施工体制台帳管理表を一括で確認

作業員集計

作業員数や年代、職別などの作業員の属性に分けて分析

社会保険加入状況（企業単位）
企業毎の社会保険加入状況・登録内容を確認

社会保険加入状況（作業員単位）
作業員の社会保険加入状況・登録内容を確認
※ご利用にあたってグローバルIPアドレスによりcacicarへのアクセスを制限しますので
貴社のグローバルIPアドレスをお知らせいただく必要があります。

■

８．オーナーオプションサービス

■データバックアップサービス
・現場竣工時にデータをまとめてバックアップするサービスです。
※協力会社から提出された帳票類は、標準サービス内で協力会社毎に手動でバックアップする事も可能です。
初期設定料金：
バックアップ利用料：

100,000円
6,000円／1プロジェクト・1回当たり

■システム連携サービス
・API連携機能：
プロジェクト新規作成・削除、バックアップ予約申請、ユーザーID新規作成・削除、プロジェクトへの
ユーザー招待などを、一括実施する機能です。
・シングルサインオン機能：
シングルサインオン（＝貴社イントラサーバーなどから「建設サイト・シリーズ」へ自動ログイン）に
必要なツール、環境を提供致します。
初期設定料金：
年額利用料：

100,000円
600,000円／年

■データ分析サービス「cacicar(カシカル) for 建設」のID追加
・10id単位でのcacicarIDの追加が可能です。
追加利用料：
Copyright MC Data Plus, Inc. all rights reserved.
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■

９．オーナープライムサービス

オーナー基本サービスに加え、建設業界の業務効率化を実現するため、
月額定額で複数のサービスがご利用いただける新しいサービスメニューです。

プライムサービス

基本サービス
グリーンサイト

CCUS連携

ワークサイト

通門管理

ペイレポサイト

スキルマップサイト

cacicar for 建設
基本メニュー

cacicar for 建設
プライムメニュー

建設データインサイト

■建設キャリアアップシステムデータ連携サービス
・建設キャリアアップシステムデータへのAPI連携機能を提供致します。
データ連携する事で建設キャリアアップシステムへの情報登録作業工数を大幅削減する事が可能です。
（連携する情報：就業履歴情報、現場情報、施工体制情報、施工体制技能者情報）

■ワークサイト（作業間連絡調整サービス）
・日次の調整会議＆付随業務をシステム上で一括管理出来るサービスを提供致します。
作業間連絡調整会議フローをデジタル化する事で各工程の設定工数を大幅削減する事が可能です。
（利用できる機能：作業日報作成機能、安全日誌作成機能、安全巡視記録管理機能 他）

■ペイレポサイト（賃金支払報告書作成支援サービス）
・就労実績を基に実質賃金方式による賃金支払報告書の作成を支援致します。
賃金支払報告書を作成する為に行う就業実績・賃金情報の収集・集計業務を効率化する事が可能です。
（利用できる機能：就業履歴管理機能、支払賃金情報管理機能）

■スキルマップサイト（独自資格保有者管理サービス）
・該当作業員の就労実績の集計・検収業務を一括管理出来るサービスを提供致します。
自社認定制度（優良職長等）対象者の就労履歴集計工数を大幅削減する事が可能です。
（利用できる機能：独自資格マスタ管理機能、独自資格保有者の就業履歴情報管理機能）

■データ分析サービス「cacicar(カシカル) for 建設」プライムメニュー
・「cacicar(カシカル) for 建設」基本メニューに加えて企業/作業員のCCUS登録状況を確認出来ます。

Copyright
MC
66
Copyright
MCData
DataPlus
Plus
グリーンサイトに事業者ＩＤ・技能者ＩＤを登録している数を集計する事が可能です。
Inc.
all
rights
reserved.
（利用できる機能：建設キャリアアップシステム認証状況分析）
Inc.
all rights reserved.
■建設データインサイト（建設サイト・シリーズ データ利活用サービス）

・建設サイト・シリーズの各サービスで集めたデータを利用して各種集計し、現場管理業務の効率化を支援いたします。
リアルタイム入場者数や作業員工数集計等、現場の安全管理・集計業務に役立つデータを提供します。
（利用できる機能：現在入場者・残留者の確認、過去入場者状況の確認、検温結果と入場状況の突合）

Copyright MC Data Plus, Inc. all rights reserved.

Confidential / Do Not Photocopy

6

■

１０．オーナープライムサービス料金体系

オーナー基本サービス/プライムサービスともにご利用現場数に応じてお申し込みいただけます。
（注1）ご利用いただくユーザー数分のご負担が必要です。
（注2）ご利用いただく現場（プロジェクト）数分のご負担が必要です。

①ID利用料（元請・協力会社ともに必要）

（注3）金額は、全て税抜表示です。別途、消費税を申し受けます。

②プロジェクト利用料（元請のみ必要）

・初期設定料金 10,000円/一式

・初期設定料金 300,000円/一式

・年額利用料 12,000円/10ﾕｰｻﾞｰ/年
または、4,800円/1ﾕｰｻﾞｰ/年（小規模協力会社向)

・年額利用料

※ IDは元請企業、協力会社、どちらの立場でも共通でご利用いただけます。
※ 12か月分を前払いでいただき、発注数量分までご利用が可能となります。
（年度中の追加は残期間×月額換算単価となります。）

※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 通常は現場単位、諸口管理の場合は管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位です。
※ 12か月分を前払いでいただき、発注数量分までご利用が可能となります。
（年度中の追加は残期間×月額換算単価となります。 ）

プロジェクト利用数に応じて変動/年
(詳細は下記の表をご参照ください。）

契約プロジェクト（pj）数

単価

追加単位

10 pj～99 pj

7,000円/pj・月

1 pj

100 pj～249 pj

6,500円/pj・月

10 pj

250 pj～499 pj

6,000円/pj・月

10 pj

500 pj～999 pj
1000 pj 以上

5,000円/pj・月
4,000円/pj・月

10 pj
10 pj

③プライムサービス利用料
・年額利用料

プロジェクト利用数に応じて変動/年
(詳細は下記の表をご参照ください。）

※ 12か月分を前払いでいただき、発注数量分までご利用が可能となります。
（年度中の追加は残期間×月額換算単価となります。 ）

契約プロジェクト（pj）数

単価

追加単位

10 pj～99 pj

4,000円/pj・月

1 pj

100 pj～249 pj

3,700円/pj・月

10 pj

250 pj～499 pj

3,400円/pj・月

10 pj

500 pj～999 pj

3,100円/pj・月

10 pj

1000 pj 以上

2,800円/pj・月

10 pj

Copyright MC Data Plus, Inc. all rights reserved.
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