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■CCUS
建退共電子申請方式における
連携用CSVファイル出力操作画面

操作手順案内



■CCUS 現場・契約情報出力（1-1）
１．事業者管理者ログイン 510閲覧_50施工体制登録状況メニューを選択
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510＿閲覧を選択



■CCUS 現場・契約情報出力（1-2）
２．現場名等を指定して現場を検索、選択したのち現場・契約を選択

対象の現場を選択

2

50＿施工体制登録情報を選択

現場・契約情報を押下



■CCUS 現場・契約情報出力（1-3）
３．表示された現場・契約情報を確認して、画面下のCSV出力を選択

CSV出力
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現場・契約情報を確認

CSVファイルはご使用のPCに
ダウンロードされます

※ファイルは開かずに
保存してください



■CCUS 就業履歴一覧（月別カレンダー）出力（2-1）
１．事業者管理者ログイン 510閲覧_メニューを選択
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510＿閲覧を選択



■CCUS 就業履歴一覧（月別カレンダー）出力（2-2）
２．就業年月・現場名等を指定して、画面下の月別カレンダーを選択

月別カレンダーを押下
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40＿所属技能者就業履歴を選択

現場を指定

就業年月を指定



■CCUS 就業履歴一覧（月別カレンダー）出力（2-3）
３．表示された就業履歴を確認して、画面下のCSV出力を選択（横スクロールして月別の就業履歴を確認）

CSV出力

・就業日翌月末までに、Web直接入力と元請承認を終えた就業履歴
・現場にてカードタッチし、CCUSに送信された就業履歴
（連携（認定）システムにより送信タイミングが異なります。 通信環境の悪い現場などは要注意）

＜出力可能な就業履歴＞
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技能者の就業履歴を確認
（横スクロール）

CSVファイルはご使用のPCに
ダウンロードされます

※ファイルは開かずに
保存してください



建退共電子申請方式

就労実績報告作成ツールにおける

CCUSのCSVファイル取込操作画面

操作手順案内



ファイル取込までの画面遷移
CCUS就業履歴一覧を取込むためには、まずCCUS現場・契約情報を取込んで対象となる工事に現場IDを紐付けてください。
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「②就労実績報告作成業務」タグを選択

CCUS現場・契約情報を取込む場合
（5）「工事データ作成・受渡」を押下

CCUS就業履歴一覧を取込む場合
（8）「就労実績報告データ作成・受渡」を押下

（エ）「CCUS現場・契約情報関連
付け」を押下⇒P9へ

（ノ）「CCUS就業履歴一覧ファイル
取込」を押下⇒P14へ



(カ)外部ファイル取込 直上から渡された工事情報ファイル取込

ホーム

就労実績報告作成業務

被共済者別就労実績確認

電子申請用

設定と補助機能

(４)工事情報の作成・受渡 工事情報一覧

(キ)外部ファイル作成

(13)工事情報ファイル作成

(15)エラー情報確認

電子申請専用サイト

建退共ＨＰ

CCUSホームページ

(20)設定の確認・変更

(21)ファイル作成・取込履歴

就労実績入力(工事別)

(セ)外部ファイル取込

(ソ)外部ファイル作成

(チ)様式確認

(ツ)証紙貼付状況報告書

(テ)掛金充当実績総括表作成

1
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操作する立場の会社を選択

下請会社へ渡すための工事情報ファイル作成

代理入力（下請へ渡すための工事情報ファイル）

就労実績報告を年月別に入力（画面で入力）

下請会社が作成した就労実績ファイル(zip)取込

様式2,4,5号、共済契約者別一覧および被共済者
一覧(工事別)をPDF/Excel出力
様式3号を画面で確認またはPDF/Excel出力

掛金充当実績総括表をPDF/Excel出力

画面遷移と機能概要

直上へ提出する就労実績ファイル(zip)作成

CCUS現場・契約情報
ファイル取込

(16)一現場複数工事按分

(１) (会社の)【選択】ボタン 会社情報選択

工事情報選択(２) (工事の)【選択】ボタン

(３)【会社と被共済者の
新規作成・管理】ボタン

(３)会社・被共済者の
新規作成・管理

会社一覧

被共済者一覧 被共済者情報一覧表示と新規登録・編集

(４)【工事データ作成・受渡】
ボタン

(ク)工事情報展開

工事情報を手入力

会社情報一覧表示と新規登録・編集

操作する対象工事を選択

CCUSの現場情報から工事登録

(５)工事別被共済者選択(５)【工事情報と被共済者
の紐付け】ボタン

就労実績報告の作成・受渡
(６)

(６)【就労実績報告データの
作成・受渡】ボタン (ケ)【就労実績報告作成・編集】ボタン

(コ)【就労実績報告受渡
（データ取込・出力）】ボタン

(タ)就労実績情報展開 代理入力（直上へ渡すための就労実績ファイル連携）

(サ)【帳票出力・確認】ボタン

(ナ)Excel5号様式作成 日数入力用として、工事情報・提出先情報・
被共済者情報等が印字済のExcelを作成

(ニ)Excel5号様式取込 日数を手入力したExcelを取込

(シ)【Excel作成・取込】ボタン

(ス)【独自様式・CCUS取込】ボタン
(ヌ)外部ファイル取込 独自様式(CSV)を取込

(ネ)CCUS就業履歴一覧
ファイル取込

CCUSから出力した就業履歴一覧ファイル取込

電子申請利用申込書作成

(22)バックアップ

(23)本支店データ共有

(10)【複雑なファイル
作成】ボタン (17)JV工事按分

(18)電子申請用工事情報閲覧

(19)電子申請用就労実績閲覧

(11)【電子申請専用サイトへ】ボタン

(12)【建退共ホームページへ】ボタン

【建設キャリアアップシステムホームページへ】リンク

(９)【電子申請ファイル
の作成】ボタン

(８)【電子申請利用申込書
作成】ボタン
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(14)就労実績ファイル作成

(ト)工事別共済証紙受払簿 工事別共済証紙受払簿を画面で確認または
PDF/Excel出力

就労実績(被共済者別)確認・修正
(７)

(ア) 会社情報新規作成・管理】
ボタン

(イ)【被共済者情報新規作成・
管理】ボタン

(ウ)【工事情報情報新規作成・
編集】ボタン

(エ)【CCUS現場・契約情報関
連付け】ボタン

(オ)【工事情報受渡】ボタン
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CCUS現場・契約情報ファイル取込画面 （1-1）

初期表示画面

CCUS現場・契約情報ファイルを取り込み、現場IDと工事情報の紐付けを行います。

CCUS

CCUS現場・
契約情報
ファイル 現場ID

就労実績報告作成ツール

工事情報工事コード
情報の紐付け
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CCUS現場・契約情報ファイル取込画面 （1-2）

①「ファイル選択」ボタンを押して、予め保存した
「現場・契約情報」のCSVファイルを選択するか、
ファイルを直接ドラッグ＆ドロップします。

※CSVファイルは開かずに取込んでください。
ファイルを開いてしまうと、取込みが出来なくなります
のでご注意ください。

②ファイル選択後、「内容確認」ボタンを押して
ファイルの内容を確認します。
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CCUS現場・契約情報ファイル取込画面 （2-1）

チェックを入れる③-1「新規工事を作成して紐づ
ける」にチェックを入れます。

④-1現場IDを紐付ける、工事の情報を入力します。
工事コードには現場IDを使うこともできます。
工事期間の工事開始日は必須項目です。

新しく工事情報を登録して
現場IDを紐付ける場合

11



CCUS現場・契約情報ファイル取込画面 （2-2）

登録済みの工事に現場IDを
紐づける場合

③-2「既存の工事に紐づける」
にチェックを入れます。

④-2「選択」ボタンを押して表示される工事情報一覧から
現場IDを紐付ける工事を選択してください。
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CCUS現場・契約情報ファイル取込画面 （補足説明）

⑤「取込実行」ボタンを押してファイルを取り込み、
工事情報の紐づけを行います。

現場IDを紐付ける工事を登録済みの工事か
ら選択する。
※「既存工事」選択での取込は、取込対象
項目を現場・契約情報ファイルの内容で上
書き登録します。

カレンダーから日付選択
※開始日のみ必須

現場IDを工事コードに
コピーする機能
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建設キャリアアップシステムより
CSVファイルを出力し取込む



CCUS就業履歴ファイル取込画面 （3-1）

初期表示画面

現場IDと工事情報の紐付け後に、就業履歴ファイルを取り込みます。
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CCUS就業履歴ファイル取込画面 （3-2）

※内容確認ボタン押下後、対象年月表示。
データ内容を表に表示。

①「ファイル選択」ボタンを押して、建設
キャリアアップシステムから予め保存した
「所属技能者就労履歴」のCSVファイルを

選択するか、
ファイルを直接ドラッグ＆ドロップします。

※CSVファイルは開かずに取込んでください。
ファイルを開いてしまうと、取込みが出来なくなります
のでご注意ください。

②ファイル選択後、「内容確認」ボタンを押して
ファイルの内容を確認します。

③「取込実行」ボタンでCSVファイルの内容を取り込みます。
※エラーがあれば修正し「取込可否表示」ボタンで再度内容を確認してください。
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CCUS就業履歴ファイル取込画面 （補足説明）

＜エラーチェック内容一覧＞
(全チェックOK) 1．○
フリガナ(セイ)不一致 2．△
フリガナ不一致 3．▲
被共済者番号ブランク 4．被共済者番号入力なし
被共済者番号未登録 5．マスター登録なし
工事別被共済者未登録 6．工事別登録なし
被共済者番号重複 7．被共済者番号重複あり
現場ID不一致 8．対象外（現場ID相違）
共済契約者番号不一致 9．対象外（共済契約者番号相違）
工事期間外 10．対象外(期間外就業履歴含む)
技能者ID不正 11．技能者ID不正

一覧内容でCSVを作成

取込可能件数、全体件数表示

取込不可の行が
あっても実行可能

1つ前の値に戻す

一時保存用テーブルへ
一覧内容を保存
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エラーチェック内容が
1～ 3（○、△、▲のいずれか）の
データのみ取込むことができます。

エラーチェック内容が
4～ 11についてはCCUS等の登録内容を修正

して再度取込みをしてください。



CCUS就業履歴ファイル取込画面 （4）

証紙の場合はボタンの色が異なります

共済証紙の場合
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