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 トピックス
　これまで、公共工事の発注における入札参加資格
の審査は、経営事項審査にもとづく客観点数と、工事
の成績評定による主観点数の合計点数から格付け等
級化することで行われてきました。平成１２年２月
２５日の建設専門紙各紙によれば、建設省では、現
在、この評価制度を見直すことを検討している模様
です。これまでの「完成時の評価」に加え、「施工途中の
評価」と「引き渡し後の評価」を評価制度に組み入れ
る方針で、建設、農水、運輸の三省による発注者責任
研究懇談会での議論を経て、具体化していくと思わ
れます。
「施工途中の評価」……日常の安全管理や地元対応等
「引き渡し後の評価」…施工上の欠陥等
　この評価制度見直しにより、複雑化する評価基準
に対応するシステムの構築が必要となりますが、そ
れはＣＯＲＩＮＳを拡充することで対応する方向で
す。今後、さらにＣＯＲＩＮＳへの工事実績登録が重
要なものとなってくることが予想されます。

 北海道地方センター開設
　これまで、ＪＡＣＩＣの地方センターは全国８カ
所（仙台，東京，新潟，名古屋，大阪，広島，高松，
福岡）にあり、各種事業を行ってまいりましたが、平
成１２年４月より、９カ所目として北海道地方セン
ターを開設いたしました。北海道地方センターで
は、「建設ＣＡＬＳ／ＥＣ」の啓蒙普及活動を中心に
行ってまいります。ＣＯＲＩＮＳに関するサービス
は、「入力システムの販売」のみとさせていただきま
す。登録手続きについては、従来どおりＣＯＲＩＮ
Ｓセンター本部（東京）へお願いいたします。

※ＣＯＲＩＮＳ：工事実績情報サービス

（Construction Records Information Service）
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 C O R I N S の登録状況
　ＣＯＲＩＮＳは、平成６年３月の登録開始から
徐々に登録件数が増えてきており、平成１２年４月
２７日現在、竣工時登録で約７７万５千件となって
います。また、発注機関別に見ると、都道府県、市
区町村の割合が全体の約２／３を占めており、地方
に浸透していることがうかがえます。
　平成１１年度工事の登録については、今後も続く
ものと思われます。

ＣＯＲＩＮＳ登録実績

平成12年 4月 27日現在

発注機関別の登録割合（竣工時登録）

 発注機関の利用状況
　平成１２年３月現在、１１８機関でＣＯＲＩＮＳを
活用もしくは導入準備を進めています。今後、市区町
村における活用が増えてくることが予想されます。

平成12年 3月 31日現在

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 32 50 9 91

準備中 2 7 18 27

計 34 57 27 118

施工年度 受注時
（件）

竣工時
（件）

小計
（件）

平成２年度 43,028 43,028

平成３年度 48,294 48,294

平成４年度 55,875 55,875

平成５年度 61,886 61,886

平成６年度 59,323 59,323

平成７年度 58,038 63,088 121,126

平成８年度 65,171 75,818 140,989

平成９年度 117,658 112,756 230,414

平成１０年度 146,259 130,654 276,913

平成１１年度 132,185 123,683 255,868

平成１２年度 1,279 421 1,700

合計 520,590 774,826 1,295,416

登録企業数 46,854社
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 オンライン登録サービス
　工事実績データをＣＯＲＩＮＳへ登録する方法は、
「ＦＤの送付」と「オンライン登録」の２種類がありま
す。オンライン登録とは、ＣＯＲＩＮＳ入力システム
で作成したデータを電話回線を利用して直接ＣＯＲ
ＩＮＳセンターに送付するもので、以下のような利点
があります。
①データ送付に要する時間の短縮
「オンライン登録」によるＣＯＲＩＮＳデータの送
付は、「ＦＤの送付」にくらべ、送付に要する時間を
短縮することができます。ＣＯＲＩＮＳへの登録が
義務付けられている（仕様書等に明記されている）
場合、登録までの期限（土木工事共通仕様書では契
約後１０日以内となっています。）が定められてい
ることから、「オンライン登録」が大変有効です。
②送料が不要
「ＦＤの送付」で必要な送料がかかりません。電話回
線による通信料は発生しますが、全国どこからでも
１分当たり１０円ですので、費用はわずかで済みま
す。

■オンライン登録サービスの利用手順
必要なもの
オンライン登録をご利用いただくためには、以下
のものが必要です。
① パソコン（Windows95または98）
② Netscape Navigator3.0以上
③ モデムまたはターミナルアダプタ（ＴＡ）
ご利用手順
①「オンライン登録サービスを利用したい。」とＣ
ＯＲＩＮＳセンターに電話（０３－３５０５－
０４１１）をして下さい。
②ＣＯＲＩＮＳセンターから、「ＣＯＲＩＮＳオ
ンライン登録サービス利用申込書」をＦＡＸし
ます。
③必要事項を記入し、押印した「ＣＯＲＩＮＳオ
ンライン登録サービス利用申込書」と過去に登
録した「工事カルテ受領書」（直近のもの）の写し
を、ＣＯＲＩＮＳセンターへ送付して下さい。
④ＣＯＲＩＮＳセンターから「データオンデマン
ドサービス加入申込書」と「ユーザ登録通知書
（ユーザＩＤ、パスワード）」、「カラーのパンフ
レット」を送付します。
⑤「データオンデマンドサービス加入申込書」に
より、ＫＤＤに登録手続きを行って下さい。この
手続きに、加入料や工事費等は一切かかりませ
ん。
⑥７～１０日程度で、「データオンデマンドサー

ビス開始のご案内」が届きます。その後、手順書
に従い、以下の操作を行うとオンライン登録
サービスがご利用できます。
・ダイヤルアップネットワークを設定する。
・JACIC Net Extraに接続する。
・Netscape Navigator（3.0以上）を起動し、所定の
URLを入力する。【初回ご利用時にオンラインサ
インアップ（ユーザ登録）が必要です。】

■サービス内容
前述の手続きにより、オンライン登録をご利用い
ただきますと、ＣＯＲＩＮＳへの登録手続きとは
別に、以下のサービスが無料でご利用できます。
直近の登録状況確認
過去２週間の間に登録受付が完了している工事
を閲覧することができます。
竣工時未登録の確認
受注時登録を行った工事で、竣工予定日が一定
期間過ぎているにもかかわらず、竣工時登録し
ていない工事を確認できます。ＣＯＲＩＮＳで
は、竣工時登録が完了してはじめて実績となり
ます。
ＣＯＲＩＮＳセンターからのお知らせ
ＣＯＲＩＮＳセンターからのお知らせやＱ＆Ａ
を閲覧することができます。

「ＦＤの送付」（受領書受け取りまで約５日）

「オンライン登録」（受領書受け取りまで約３日）
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 登録の対象となる工事
　ＣＯＲＩＮＳへの登録対象となる工事は、国、県
市町村等の地方自治体、または、ＮＴＴ、電力、ガ
ス、鉄道会社等の公益企業から受注した工事で、請
負金額が消費税込みで２，５００万円以上になるも
のです（以下「登録対象工事」という。）。
　登録対象工事には、登録をしなければならない
「登録義務工事」と登録をしてもしなくてもよい「任
意登録工事」があります。

登録義務工事
　発注者と取り交わした工事請負契約図書等にＣ
ＯＲＩＮＳへの登録を義務付ける旨の記述がある
工事のことを言います。この場合、必ずＣＯＲＩ
ＮＳへの登録を行う必要があります。行わなかっ
た場合は、発注者との契約違反ということになり
ます。

任意登録工事
　「登録義務工事」以外のものということができ
ます。つまり、登録対象工事のうち、ＣＯＲＩＮ
Ｓへの登録を義務付けされていない工事のことを
言います。登録義務のない場合にも、受注者が自
主的に登録することが可能で、「登録義務工事」
と同様に工事実績として評価されます。

 登録の単位について
　ＣＯＲＩＮＳへの登録の単位は、１契約単位ごと
となります。たとえば、同じ件名の工事でも「１期
工事」と「２期工事」で別契約の場合は、それぞれ
を登録しなければなりません。

C O R I N S ホームページのご案内
ＪＡＣＩＣのホームページ

http://www.jacic.or.jp/
ＪＡＣＩＣトピックス、建設省有資格者名簿一覧、
建設技術情報などを見ることができます。

ＣＯＲＩＮＳのホームページ

http://www.jacic.or.jp/corins.html
ＣＯＲＩＮＳの「データ登録時の注意事項」や「オ
ンライン登録手続き」等を確認することができま
す。

ＣＯＲＩＮＳセンター内 口座振替サービス係
ＴＥＬ．０３－３５０５－０４１１
ＦＡＸ．０３－３５０５－２６６５

 受領書に発行日
  工事カルテ表示
　平成１２年３月１５日から、ＣＯＲＩＮＳへの登
録完了後に発行する「ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ受領
書」に、「発行日」と「工事カルテ内容の抜粋」を記
載することとなりました。登録内容を確認した上で、
受領書のコピーを発注機関に提出して下さい。また、
発行日が記載されることから、決められた期日内
（土木工事共通仕様書では、契約後１０日以内となっ
ています。）に登録手続きを行うようお願いいたしま
す。

 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。料金の支払い方法には「銀行振込」の
他に「口座振替サービス」があります。「口座振替
サービス」をご利用いただきますと、振込手数料，口
座振替手続きに関する費用はすべてＣＯＲＩＮＳセ
ンターが負担します。
　「口座振替サービス」の手続き等については、ＣＯ
ＲＩＮＳセンターにお問い合わせ下さい。



JACIC news 2000.5月

‚p•D オンライン登録の「未竣工登録工事の確認」を

見たところ、未竣工の工事が出てきません。な
ぜでしょうか。

‚̀•D「未竣工登録工事の確認」では、受注時登録され

ている工事のうち、竣工予定日を１０日以上経
過しても竣工時登録を行っていない工事を表示
します。施工中で、まだ竣工していない工事が
表示されるわけではありません。
　「未竣工登録工事の確認」という表現がまぎ
らわしいため、現在では「竣工時未登録の確認」
という表現に変更しています。

‚p•D 工事カルテ受領書の発行日は、いつの日付を表

示するのですか。

‚̀•D 「受付日」を表示します。「受付日」とは、ＪＡ

ＣＩＣが登録書類を受け取った日を言います。
オンライン登録の場合は、ＪＡＣＩＣがデータ
を受け取った日となります。

‚p•D 工事カルテ受領書に、なぜ、登録内容が記載さ

れるようになったのですか。

‚̀•D 工事カルテ受領書はＣＯＲＩＮＳへのデータ登

録を証明するものですが、登録の履行証明に加
え、登録した内容を確認できることが、発注機
関および建設会社双方にとって利便性の向上に
つながると判断したものです。

 よくある質問（Ｑ＆Ａ）

‚p•D 工事の途中で幹事会社が倒産しました。登録は

どのようにすればよいのですか。

‚̀•D 登録の方法は、以下の２通りが考えられます。

1) 新たに幹事会社になった企業が、新規に
登録を行う。

2) 今までのデータを継続して使用する。
この場合、受領書および請求書を幹事会社
に送ることとなっているため、別途、書面
により「幹事会社が倒産した事」と「受領
書，請求書の送付先」をＣＯＲＩＮＳセン
ターに送付する。

どちらの方法を用いるかは、発注機関の最終
判断をいただく必要があります。

‚p•D 入力システムの料金および登録料は、いつ支払

えばよいのでしょうか。

‚̀•D 購入または登録していただいた翌月の１０日過

ぎに、ＣＯＲＩＮＳセンターからご請求させ
ていただきます。また、口座振替の場合は、購
入または登録していただいた翌月の２３日
（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に口座
より引き落とさせていただきます。

‚p•D 口座振替にしていたのに、振込用紙が届きまし

た。どうしてでしょうか。

‚̀•D 口座振替の手続き完了後に発行される「顧客

コード」が、データ作成時に入力されていない
と「振込」の扱いとなります。入力システムの
「自社に関する情報」で「顧客コード」を入力
してください。また、代行入力サービスをご利
用の場合は、「預金口座振替申込書（お客様
控）」のコピーを「代行入力サービス申込書」に
添付してください。

〒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
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