担当部署（連絡先）：コリンズ・テクリスセンター
番号 掲載日

いただいたご意見、ご要望等

電話：03-3505-0452

FAX：03-3505-0851

回答及び実施状況等

発注契約機関と実施機関が異なる場合がある。発注 発注者と実施者の２欄を設けるか今後検討するとと
1 H28.5.31 機関情報欄を発注者と実施者の２欄を設置してほし もに、どちらを入力するか誤解の無いように画面の説
明等を見直す予定です。
い。
発注機関から条件検索しても出てこないと言われ
次期システムで発注機関と同等の検索機能を開発
2 H28.5.31 る。登録機関にも発注機関と同等の自社検索ができる
する予定です。
ようにしてほしい。
担当技術者は複数の工種を担当しているにも関わら
次期システムで複数工種登録できるように改良する
3 H28.5.31 ず、システムは1工種しか登録できない。実態に合わ
予定です。
せて複数工種登録できるようにしてほしい。
次期システムで半角の記号、英数字は半角のまま登
工事・業務概要記入欄が全角となっている。半角で
4 H28.5.31 の記入も可能としてほしい。また、文字数を増やしてほ 録できる改良を行うと共に、文字数は500文字程度ま
で拡張する予定です。
しい。
工事実績データで工種、工法、型式の登録が最大5
次期システムで登録できる工種、工法、型式を増や
5 H28.5.31 項目しかできない。実態は多工種に及ぶので記入枠を
す改良を行う予定です。
増やしてほしい。
6 H28.5.31

7 H28.5.31

工種によっては小数点以下が入力できない。小数点 桁数の入力範囲を含めて、次期システムで技術デー
以下2位くらいまで登録できるようにしてほしい。
タの内容を見直す予定です。
各種事務手続きを見直してほしい。

入力操作を連続10分間しなかったり、×印、戻るボタ
ンを押すと10分間入力ができなくなる。入力操作未作
8 H28.5.31
動時間の延長、×印を押してもすぐに入力が開始でき
るようにしてほしい。
9 H28.5.31

10 H28.5.31

機種依存文字も登録できるようにしてほしい。

次期システムの運用開始に合わせて、各種手続きを
簡素化する予定です。

次期システムでの改良を検討しています。

今のところ、対応の予定はありませんので、ご理解を
よろしくお願いします。

コリンズのマニュアル用語に曖昧なものがある。明確 次期システムで技術データ及びマニュアル内容を見
に定義していただきたい。
直す予定です。

11 H28.5.31

曖昧検索ができるようにしてほしい。

12 H28.5.31

企業表彰や技術者表彰の情報がほしい。

次期システムで評定点や表彰情報を自社実績デー
タ利用で確認できるようにする予定です。
（※発注者が情報を付加した実績のみ）

13 H28.5.31

JV工事の登録企業、技術者数を増やしてほしい。

次期システムでJV工事の登録企業（構成企業）を増
やす予定です。また、技術者も構成企業ごとに15人ま
で登録できるようにする予定です。

14 H28.5.31

測量業務の施行地登録数を増やしてほしい。

次期システムで業務対象地域を複数登録できるよう
にする予定です。

女性技術者を配置要件とする工事を受注したが、技
15 H28.5.31 術者情報に性別はない。発注形態に合わせてシステ
ムを改良していくべきではないか。
16 H28.5.31

技術データが実態に合っていない。また、どの入力
値を入力すればよいのか曖昧なところがある。

次期システムで実装する予定です。

次期システムで項目を追加する予定です。
次期システムで技術データ及びマニュアル内容を見
直す予定です。

17 H28.5.31

技術データで自社の実績が検索できない。

18 H28.5.31

余裕工期・フレックス工期への対応を依頼する。

19 H28.5.31

20 H28.5.31

技術者情報が監理技術者のデータベースの情報(監
理技術者番号やCPDS記録）と連動するとよい。

工事休止期間や評点を入れられるとよい。

次期システムでは発注機関と同等の検索機能を設
け、技術データを検索条件にした検索も可能とする予
定です。
次期システムで実工期を追加する予定です。
他システムとの連携は検討しています。
次期システムで、工事中止期間については改良を検
討中です。評定点については自社実績データ利用で
確認できるようにする予定です。
（※評定点については、発注者が情報を付加した実
績のみ）

21 H28.5.31

次の受注に向けた戦略を立てるためにデータが活用 登録企業にもメリットが感じられるように務めてまいり
できるとよい。
ます。

22 H28.5.31

下請け、専門業種として登録できるようにしてほし
い。

今のところ、対応の予定はありませんので、ご理解を
よろしくお願いいたします。
今のところ、対応の予定はありませんので、ご理解を
よろしくお願いいたします。

23 H28.5.31

民間での実績を登録できるようにしてほしい

24 H28.5.31

コリンズで新技術の内容が入るようにしてほしい。

次期システムで工種・工法体系、技術データを見直
す予定です。

25 H28.5.31

Web上で自社技術者登録状況の一括表示ができる
ようにしてほしい。

次期システムでは技術者の登録状況を一括で表示
できるように検討しています。

26 H28.5.31

27 H28.5.31

コリンズでは、ネット上か紙かどちらかにしてほしい。

次期システムの運用開始に合わせて、インターネット
上から手続きを行えるようにする予定です。

業務分野や技術者の並び替えができるようにしてほ 次期システムで表示順を変更できるようにする予定
しい。
です。

これまでの経験では、利用責任者宛のメールを行う
と多くの苦情が寄せられるなどの実態があり対応に苦
システム変更の情報など、ホームページに掲載する
慮しておりますので、ご理解をよろしくお願いいたしま
28 H28.5.31 だけでなく、利用管理者あてメール等で知らせてほし
す。
い。
なお、大幅な変更がある場合は業界団体等を通じたお
知らせを検討しています。
技術者を氏名別に検索した時に、一覧表で役割別
29 H28.5.31 （監理技術者、照査技術者、担当者）で表示してほし
い。
30 H28.5.31

次期システムで一覧表に技術者の役割を表示する
か検討します。

システム更新等の保守実施時期を、年末、年始等の 引き続き登録集中期にシステム変更等を行わないよ
繁忙期を避けてもらいたい。
うに対応します。

確認サインについて、原本を受注者保管となってい
次期システムで発注機関の確認方法や確認した書
31 H28.5.31 るが、コピーやメールでの返信も多く、受注者保管につ
類の保管について見直しを行う予定です。
いてはコピーでもかまわないのではないのか。
32 H28.5.31
33 H28.5.31

契約日を入力できるようにしてほしい。
工事実績一覧表のダウンロードできる項目に技術
データを追加してほしい。

今後の検討課題として整理させていただきます。
次期システムでは技術データを含め、ダウンロードで
きる項目を増やす予定です。

コリンズの技術データについて、データの内容が大ま
次期システムで技術データを見直す予定ですので、
34 H28.5.31 かすぎる。特に維持修繕についてもっと細かな内容を
具体的な要望があればお知らせ下さい。
登録できるようにしてほしい。
35 H28.5.31

「鋼橋上部工」「鋼製橋脚工」の技術データ項目に現 次期システムで技術データを見直す予定ですので、
場溶接の有無、最大板厚を追加してほしい。
具体的な要望があればお知らせ下さい。

36 H28.5.31

次期システムでは発注機関と同等の検索機能を設
検索条件設定の画面に「発注者支援業務」がない。 け、「主な業務分野」を含め、指定できる検索条件を充
実させる予定です。

受注案件の登録にて利用登録時に、発注者情報を
37 H28.5.31 入力する際、国立大学法人などは場所がわかりにく
い、改善を望む。

次期システムではユーザインターフェイスを考慮する
と共に、Ｑ＆Ａやマニュアル等でも工夫します。

38 H28.5.31

当社の登録情報を一括して取得できるサービスの提 現在でも、自社実績データ利用で可能となっておりま
供をしてほしい
す。

39 H28.5.31

発注者（特に国土交通省）と入力内容や必須項目の 引き続き、事前に発注機関や業界団体へ意見照会
すりあわせをしてほしい。
を実施してまいります。

施工内容によっては、工法・型式の選択肢にマッチし
次期システムで技術データを見直す予定ですので、
40 H28.5.31 たものがない場合がある。（例えば、補強土壁、中層
具体的な要望があればお知らせ下さい。
混合処理など）
コリンズの登録区分の工種に悩んでおり対応を検討
次期システムで技術データを見直す予定ですので、
41 H28.5.31 してほしい。例えば、橋梁修繕、農業用水路補修、下
具体的な要望があればお知らせ下さい。
水道管渠更正工事等。
コリンズの登録区分が一括りになっており登録先が
わからない。例えば、軽量盛土でのテールアルメ、ウレ
42 H28.5.31 タン工法また、ネティス登録の工法等でも登録先に苦
慮した。登録先を逆引きできるようなシステム等も考え
られないか。

次期システムで技術データを見直す予定です。

農林関係の「アグリス」では発注者のメール決裁で承
次期システムで発注機関の確認方法を見直す予定
43 H28.5.31 認するシステムとなっている。そのような改善は考えら
です。
れないか。
工事の工種区分と同様に、防災、維持管理などの多
次期システムで技術データを見直す予定ですので、
44 H28.5.31 様な工種が増えているので、登録しやすいように工種
具体的な要望があればお知らせ下さい。
区分を増やしてほしい。
45 H28.5.31

46 H28.5.31

技術者登録の入力方法を氏名、ID番号等、複数の方 技術者IDで選択することも含め、次期システムでは、
法で入力可能としてほしい。
登録時の技術者の選択方法を見直す予定です。
他社の登録情報を閲覧したい。

現時点では、自社以外の実績を閲覧可能にする予
定はありませんので、ご理解をよろしくお願いいたしま
す。

次期システムでは発注機関と同等の検索機能を設
施工場所規制等、橋梁形式、最大支間長等の同種
47 H28.5.31 工事の施工実績に関わる部分が検索できるようにして け、技術データを検索条件にした検索も可能とする予
定です。
ほしい。

