
財団法人　日本建設情報総合センター

Ｈ５．１２　　中央建設業審議会の建議（公共工事に関する入札・契約制度の改革について）

Ｈ６．　１　　建設省の直轄工事でＣＯＲＩＮＳへの登録義務付け開始

Ｈ６．　３　　竣工時データの登録開始（請負金額５，０００万円以上）

Ｈ６．　７～　建設省以外の発注機関でＣＯＲＩＮＳへの登録義務付け開始

Ｈ７．　４　　受注時・途中変更時データの登録開始

Ｈ９．　４　　登録範囲を請負金額５，０００万円以上から２，５００万円以上に拡大

Ｈ９．　６　　オンライン登録の開始

Ｈ１０．２　　中央建設業審議会の建議（建設市場の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について）

Ｈ１１．４～　ＣＯＲＩＮＳのデータ項目の見直し検討

 J A C I C  n e w s 特集号
  の発行について

　ＣＯＲＩＮＳ（工事実績情報サービス）は平成６年
４月から登録を開始し、今日に至っております。
　その間、公共工事施工実績のＣＯＲＩＮＳへの登録
に関しまして、ご理解とご協力を賜り誠にありがとう
ございます。
　さて、このたび、財団法人日本建設情報総合セン
ター（ＪＡＣＩＣ）では、毎月発行しておりますＪＡＣ
ＩＣｎｅｗｓの特集号として、定期的にＣＯＲＩＮＳ
を取り上げることといたしました。
　「ＣＯＲＩＮＳへのデータ登録の注意点」や「発注機
関のＣＯＲＩＮＳ活用状況」などを中心に年３回程度

特集を組み、ＣＯＲＩＮＳ
登録ユーザの皆様に無料送
付することにしたもので
す。
　ＣＯＲＩＮＳに関する有
効でタイムリーな情報を提
供することにより、皆様の
ＣＯＲＩＮＳ登録作業の一
助となることを期待するも
のです。
　ＣＯＲＩＮＳの運用につきまして、今後、より一層
のご協力を賜りますようお願いいたします。

財団法人　日本建設情報総合センター
理事長　玉田博亮

 C O R I N S の概要

　公共工事の発注をめぐり、「入札・契約手続きにおけ
る不正行為の防止」、「建設市場の国際化への対応」な
どの社会的要請を背景に、平成５年１２月２１日に建
設大臣の諮問機関である中央建設業審議会で、「公共
工事に関する入札・契約制度の改革について」の建議
がまとめられました。
　今、公共工事発注機関では、「建設会社の工事施工実
績の把握」や「建設会社の技術力の適正な評価」などを
行って建設会社を選ぶよう入札・契約制度の大幅な改

革が進められています。
　公共工事発注機関は、各工事の地域性、特殊性、企業
の技術的適正などを総合的に勘案評価するために、
「各公共発注機関が共同で利用できる」、「自らが発注
した工事施工実績情報のみならず、他機関が発注した
情報も得ることができる」データベースを整備する必
要が発生しました。
　
　そこで、広く建設情報を手掛けている財団法人日本
建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）が公益法人とい
う立場で、工事実績情報のデータベースを構築し、公
共発注機関に情報提供することになったものです。

1999年12月１日発行
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 C O R I N S 登録状況

　ＣＯＲＩＮＳは、平成２年度以降の5,000万円以上
の工事、および、平成９年度以降の2,500万円以上の工
事が登録されています。運用開始当初にくらべると、
登録の義務付けを行っている発注機関が徐々に増え
てきており、登録件数も増加傾向にあります。

表１　CORINS登録状況

※平成11年10月31日現在

図１　発注機関別の登録割合（竣工時登録）

 発注機関の活用状況

　皆様の登録した全国の工事情報が１つのデータ
ベースとなり、これを公共工事発注機関が「各建設会
社の工事実績の確認」や「技術者の専任制チェック」等
に活用しています。

表２　CORINS の発注機関の活用状況

※平成11年10月31日現在

 義務登録と任意登録

　工事受注時の契約図書（共通仕様書、特記仕様書等）
に、ＣＯＲＩＮＳへのデータ登録が明記されている場
合の登録を「義務登録」と呼んでいます。それに対し
て、義務付けされていない工事の登録を「任意登録」と
呼び、公共性のある工事であれば、任意に登録するこ
とができます。今後、発注機関のＣＯＲＩＮＳ活用が
進む中、工事実績を登録する価値はますます大きく
なってくるものと思われます。

 工事カルテの発注者確認

　ＣＯＲＩＮＳデータは、「発注者の確認」が必要で
す。入力システムでデータ内容（工事カルテ）を印刷
し、「発注者の確認」を受けた後、ＦＤをＪＡＣＩＣに
送付してください。

 竣工時登録も忘れずに

　ＣＯＲＩＮＳへの登録は、「受注時登録」と「竣工時
登録」が基本です。「受注時登録」のみ行い、「竣工時登
録」を行っていないものはありませんか。ＣＯＲＩＮ
Ｓによる工事実績確認は、「竣工時登録」により行って
いますので、「竣工時登録」がないと実績にはなりませ
ん。

 工事カルテ受領書に
  発行日、工事内容を表示

　従来、工事カルテ受領書に発行日を表示しておりま
せんでしたが、平成１１年１２月より、受領書右上に
発行日を印刷いたします。また、入力された工事カル
テの抜粋を受領書に印刷いたします。

受注時
（件）

竣工時
（件）

小計
（件）

平成２年度 － 42,991 42,991

平成３年度 － 48,262 48,262

平成４年度 － 55,809 55,809

平成５年度 － 61,800 61,800

平成６年度 － 59,192 59,192

平成７年度 58,169 61,761 119,930

平成８年度 65,184 72,869 138,053

平成９年度 117,515 109,809 227,324

平成１０年度 143,845 123,618 267,463

平成１１年度 59,109 31,193 90,302

合計 443,822 667,304 1,111,126

登録企業数 43,372社

国の機関
都道府県
・政令指
定都市

市区町村
その他 計

活用中 31 53 9 93

準備中 3 5 11 19

計 34 58 20 112
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建設会社

①登録確認
②受領書発行
③受領書の発送

ＣＯＲＩＮＳ
センター

ＣＯＲＩＮＳ
登録用サーバ

モデム パソコン

電話回線 受領書を郵送

 COR I N S をとりまく近況

中央建設業審議会（建設大臣の諮問機関）
　ＣＯＲＩＮＳは平成５年１２月の中央建設業審議
会の建議に基づき、運用開始されたわけですが、平成
１０年２月に再び「建設市場の構造変化に対応した今
後の建設業の目指すべき方向について」と題した建議
が出されています。この建議では、技術と経営に優れ
た企業が伸びられる透明で競争性の高い市場環境の
整備について述べられており、その１手段として発注
者支援データベース・システム（ＣＯＲＩＮＳ＋企業
情報）の普及を図るものとしています。これを機に、発
注者のＣＯＲＩＮＳデータ活用が大幅に増加してお
ります。

登録データ項目の見直し
　ＣＯＲＩＮＳの登録データ項目は、運用開始当初
（平成６年）から全く変わっていませんでした。そこ
で、最近の新しい工法を取り入れた"ＣＯＲＩＮＳ新
入力項目"を検討中です。平成１２年６月から、ＣＯＲ
ＩＮＳ入力システムＶｅｒ．４を配布する予定です。

２０００年問題
　ＣＯＲＩＮＳ入力システムVer.3.0は、今話題の「２
０００年問題」に対応しております。ただし、お使いの
パソコンのＯＳが２０００年対応済みであることが
前提です。ＯＳによっては、何らかの対処が必要な場
合がありますので、ＯＳのメーカ等にお問い合わせ下
さい。

 各種サービス

オンライン登録
　ＣＯＲＩＮＳ入力システムにより入力したデータ
をＣＯＲＩＮＳセンターへ登録する際、フロッピー
ディスクを郵送する方法の他に、電話回線によるオン
ライン登録が可能です。このオンライン登録を用いる
と、電話回線の通話料のみで郵送料がかかりません。
また、オンライン登録を行った翌営業日には受領書を
発送できますので、より早く登録できることになりま
す。オンライン登録に関する詳しい情報はＣＯＲＩＮ
Ｓセンターまでお問い合わせ下さい。

口座振替サービス
　登録料金等は、毎月、１カ月分をまとめてご請求し
ております。通常、振込用紙による銀行振込ですが、銀
行口座からの自動引き落としがご利用でき、振込手続
きの手間が省けます。詳しくは、ＣＯＲＩＮＳセン
ターまでお問い合わせ下さい。

 CORINS ホームページの
  ご案内

　ＪＡＣＩＣでは、ＣＯＲＩＮＳ関連情報のホーム
ページを設けています。
　「データ登録時の注意事項」や「オンライン登録手
続き」等が確認できます。

http://www.jacic.or.jp/corins.html
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ると表示されなくなります。

‚p•D 受注時登録のときは、２５００万円以上の工事

であったものが、変更契約（減額）により２５
００万円未満となった場合には、続けて登録す
ることができますか。

‚̀•D 登録対象から外れます。ただし、特記仕様書等

に登録を義務付けされており、発注機関の指示
があった場合には登録可能で、受領書も発行し
ます。しかし、竣工時点で２５００万円未満の
場合、発注機関が参照する工事実績データには
含まれないことになります。

‚p•D 契約当初２５００万円未満であったものが、変

更契約（増額）により２５００万円以上となっ
た場合には、登録することができますか。

‚̀•D ２５００万円以上となった時点から、登録可能

となります。２５００万円以上となった変更契
約時に、受注時登録を行うことになります。

‚p•D 工事カルテ受領書を紛失してしまったので、Ｃ

ＯＲＩＮＳ登録番号を教えてほしい。

‚̀•D ＣＯＲＩＮＳ登録番号を電話等によりお教えす

ることはできません。受領書の再発行手続きを
とっていただく必要があります。詳しくは、Ｃ
ＯＲＩＮＳセンターまでお問い合わせ下さい。

‚p•D オンライン登録を利用したいのですが、イン

ターネットに加入する必要がありますか。

‚̀•D インターネットに加入する必要はありません

が、パソコン通信を行うための環境と接続のた
めの申請が必要となってきます。詳細について
は、ＣＯＲＩＮＳセンターまでお問い合わせ下
さい。

 よくある質問（Ｑ＆Ａ）

‚p•D ＣＯＲＩＮＳに登録できる工事を教えて下さ

い。

‚̀•D 公的発注機関の発注した２５００万円以上（税

込）の公的な工事であれば登録できます。公的
発注機関とは、国、県市町村等の地方自治体、
および、ＮＴＴや電力会社、ＪＲ等の公益民間
企業を指します。注意しなければならないの
は、公益民間企業の発注工事で対象となるのは
「公的な工事のみ」ということです。例えば、電
力会社の発注した社員寮建設は対象となりませ
ん。

‚p•D 訂正手続きと途中変更時登録の違いがよくわか

りません。

‚̀•D 訂正手続きとは、データ登録が完了し、「工事

カルテ受領書」を発行した後、登録したデータ
に間違いがあった等の理由で、工事カルテの内
容を修正する手続きのことを言います。それに
対して、途中変更時登録とは、施工途中に変更
契約があった場合や技術者の変更があった場合
に、変更のあった内容で登録するものです。手
続きが若干異なりますので、注意して下さい。

‚p•D 工事実績入力システムは、Ｗｉｎｄｏｗｓ９８

で動きますか。

‚̀•D Ｗｉｎｄｏｗｓ９８で使用することは可能で

す。

‚p•D オンライン登録を行って、『直近のオンライン

状況の確認』等で確認すると、エラーや保留の
表示が残っています。この表示はいつまで残っ
ているのですか。

‚̀•D この一覧表示は、御社より過去２週間以内に受

け付けた登録の一覧ですので、２週間が経過す

〒107-8416
東京都港区赤坂７丁目１０番２０号アカサカセブンスアヴェニュービル２階
TEL.(03)3505-0411  FAX.(03)3505-2665

財団法人　日本建設情報総合センター
　　　　　ＣＯＲＩＮＳセンター

Japan Construction Information Center


