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　CORINSでは、登録データ作成時に選択する「発注機
関コード」は、「管理主体」のコードを選ぶこととなって
います。この「発注機関コード」の選択については、企
業の皆様から多くのお問い合わせが寄せられることも
あり、誤った認識をされている場合が想定されます。
　このたび、CORINSで定める発注機関コードの選択基
準を整理し、以下に公開いたしますので参考にしてく
ださい。
◇契約主体と管理主体
発注機関コードを選択する場合に想定される区分と
して「契約主体」と「管理主体」があります。

◇発注機関コード選択基準の整理
CORINS登録データ作成時に選択する「発注機関コー
ド」は、以下の選択基準をもとに選択してください。

（選択基準）

（代表的事例）
事例の番号は、上記（選択基準）の番号 ①～⑤に対応し
ています。

契約主体：当該工事を起案（予算化）した部署（例：道路部・
河川部等）

管理主体：当該工事の施工（執行）管理を行う部署（例：出先
事務所等）

例えば、「総務部」や「契約課」などを契約主体と考える場合が
ありますが、CORINSではその考え方は適用されません。（※）
（※）代表例
道路部が起案した事業を→総務部契約課で入札→局長名で契
約→工事事務所が施工管理する
CORINSでは
⇒ 「契約主体」：道路部／「管理主体」：工事事務所

①「管理主体」となる機関が「契約主体」と同じ組織の場合は、
「管理主体」となる機関のコードを選択する。
②支出負担行為を依頼する者（事業主体）と支出負担行為を行
う者（契約主体）がいる場合で、施工管理する機関（管理主
体）が「契約主体」と同じ組織（※）の場合は、「管理主体」とな
る機関のコードを選択する。
※「同組織」：（例）契約主体：○○県土木部 ＝ 管理主体：
○○県土木事務所
③「管理主体」となる機関が「契約主体」とは別組織の場合、も
しくは「契約主体」と「管理主体」が同組織で「管理主体」とな
る機関のコードがコード表にない場合は、「契約主体」とな
る機関のコードを選択する。
※「別組織」：（例）契約主体：○○県≠管理主体：××市
④複数の都道府県をまたがる（※）機関が単一の組織として発
注する場合は、地方公共団体広域行政のコード
（29800000）を選択する。（コード表上の広域行政の取り扱
いについては、別途検討する。）
※「複数の都道府県をまたがる」 ：（例） 大阪市と神戸市が
単一の組織として発注

事例①「国土交通省」発注工事で、契約者は「○○地方整備局

長」であり、施工管理を「内部部局（営繕部）」が行う場合

・発注機関コード：営繕部のコード

・発注機関名：国土交通省○○地方整備局

・担当事務所（部署）名：営繕部

・担当者氏名：営繕部の担当者

事例②「環境省」の事業で、支出負担行為担当官が「○○県土

木部長」であり、施工管理を「××工事事務所」で行う場合

・発注機関コード：××工事事務所のコード

・発注機関名：○○県

・担当事務所（部署）名：××工事事務所

・担当者氏名：××工事事務所の担当者

事例③「○○県」の発注工事で、施工管理を「民間（設計事務

所）」が行う場合

・発注機関コード：○○県のコード

・発注機関名：○○県

・担当事務所（部署）名：○○県の部署

・担当者氏名：○○県の担当者

事例③「国土交通省」発注工事で、契約者は「○○地方整備局

××工事事務所長」であり、施工管理を「△△出張所」が行う

場合

・発注機関コード：××工事事務所のコード

・発注機関名：国土交通省○○地方整備局

・担当事務所（部署）名：××工事事務所△△出張所

・担当者氏名：△△出張所の担当者

事例④「複数の発注機関」が単一の組織として発注する場合

（複数の都道府県をまたがる場合）（※）

・発注機関コード：広域行政のコード

・発注機関名：（○○組合）

・担当事務所（部署）名：（○○組合）の担当事務所

・担当者氏名：（○○組合）の担当者

事例⑤「複数の発注機関」が単一の組織として発注する場合

（同一の都道府県内で組織する場合）（※）

・発注機関コード：県-その他-その他のコード

・発注機関名：××組合

・担当事務所（部署）名：××組合の担当事務所

・担当者氏名：××組合の担当者

※複数の発注機関が連名等により、1つの工事を発注または

施工管理する場合には、選択するコードについてはJACICで

は判断しかねるため、発注機関の判断に委ねます。

⑤同一の都道府県内で複数の機関が単一の組織として発注す
る場合は、各都道府県のその他（小分類99）のその他（細分
類999）を選択する。
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　JACICnews特集号（CORINS版/No.5）に記載した、平
成13年4月の発注機関組織変更情報を整理し、登録
データ作成時に皆様に確認していただくための｢発注
機関新旧対応表｣を作成しました。CORINSのホーム
ページ（http://www.ct.jacic.or.jp/corins/）の
「NEWS」より資料をダウンロードできますので、どうぞ
ご利用ください。

【ご注意】
・既に登録された工事データについて、発注機関の組
織変更があった場合、「発注機関コード」や「発注機
関名称」を訂正する必要はありません。
・「発注機関新旧対応表」にて変更のない発注機関につ
いては、これまでどおり入力してください。

　CORINS2000入力システムの一般データ「14.工事の
分野」は、当該工事の発注事業主体の事業分野（発注者
の系列分野）を入力してください。
　例えば、○○営繕部が発注している工事は、「電気工
事」でも「通信工事」でも、工事の分野は（16.建築）を、
○○市道路課が発注した「砂防・地滑り」対策工事は、
（2.道路）を選択してください。「工事の分野」は「どこが
発注したか」ということを捉えるためにあります。
例

発注事業主体 工事の分野
例1） ○○港湾局 11：港湾
例2） ○○営繕部 16：建築
例3） ○○○市道路課 02：道路
例4） ○○鉄道株式会社 07：鉄道・軌道
例5） ○○○下水道組合 05：下水道
例6） ○○市河川課 01：河川

例7） ○○道路公団 02：道路

　これまでCORINS検索システムで活用する発注機関
コードは、新たなシステムをリリースするタイミング
で見直しを行うとともに、それまでに蓄積された
CORINS登録データの発注機関コードも、最新の発注機
関コードで検索ができるよう最適化処理（データコン
バート）を行って提供していますが、以前のバージョ
ンで収集した発注機関コードのうち、現在の発注機関
コードに対応するコードがあるにもかかわらず、細分
類コード（事務所等の情報）が「999：その他」となって
いるデータがあります。
　これらのデータにつきまして、以下の通りデータコ
ンバート作業を行い、再提供することにしましたので
お知らせいたします。
　コンバートした情報は、平成１４年２月１日（金）の
通常配信より提供を行っています。

◇コンバート方法
①CORINS_Ver.2.0以前のデータについては、
CORINS_Ver.3.0の発注機関コード表上の名称で判
断してCORINS_Ver.3.0形式のコードにコンバート
する。
②上記①の対応により該当するコードが割り当てられ
たデータは、CORINS2000形式のコードにコンバー
トする。
③CORINS_Ver.3.0のデータ及び上記①の対応によっ
ても該当するコードを割り当てることができなかっ
たデータについては、CORINS2000の発注機関コー
ド表上の名称で判断してCORINS2000形式のコード
にコンバートする。

　工事カルテに入力されている技術者の情報は、「技
術者情報」として公共工事発注機関に最新の情報を提
供しています。
　同一の「技術者情報」の場合、登録された「最新の監
理技術者証番号」を提供する仕組みとなっています。
　工事カルテに技術者情報を入力する際、「担当技術
者」であっても「監理技術者証番号」を持っている技術
者であれば「最新の監理技術者証番号」を入力の上、登
録をお願いします。
　「監理技術者番号」が正しく入力さ
れていないと、発注者に正しい監理
技術者の情報が提供されない場合が
あります。
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　「CORINS2000入力システム(Ver.4.1)省庁再編対応
版」のWindowsXP上での動作について検証を行った結
果、下表の現象を確認しました。よってCORINSセン
ターといたしましては「CORINS2000入力システム
(Ver.4.1)省庁再編対応版」のWindowsXP上でのご使用
は現状ではおすすめできません。何卒、ご了解いただ
きますようお願い申し上げます。

※検証は「WindowsXP Professional」「WindowsXP
HomeEdition」で行いました。
　入力システムのWindowsXP対応につきましては、次期
バージョンからを予定しております。ご了承ください。

　技術者情報の「2.氏名（フリカナ）」を入力する際、同
じ読みカナであっても「ヅ」と「ズ」、「ジ」と「ヂ」など、
財団法人建設業技術者センター（CE財団）に登録されて
いる技術者氏名のフリカナと異なった入力をした場
合、同一技術者であっても異なる技術者情報または
誤った技術者情報と見なされますので注意してくださ
い。

　「CORINS2000入力システム（Ver.4.1）省庁再編対応
版」の技術データの選択肢に誤字が見つかりました。

(1)70.通信工事「650.通信工」
　2.細別の選択肢［14:衛生通信設備］は［14:衛星通信
設備］、[15:衛生小型画像伝送設備]は[15:衛星小型
画像伝送設備]の間違いです。入力システムもマニュ
アルも［14:衛生通信設備］、［15:衛生小型画像伝送設
備］と記述していますが、表示だけの間違いですの
で、入力データは正しく登録できます。

【対応方法】
CORINSのホームページ（http://www.ct.jacic.or.jp/
corins/）の「NEWS」に「CORINS2000入力システムサービ
スパック3」のファイルを用意しています。このファイ
ルをダウンロードした後、インストールを行ってくだ
さい。
「CORINS2000入力システムサービスパック3」は、以前
お知らせした不具合と今回の不具合の全てを修正しま
す。ホームページを参照できない方はCORINSセンター
またはJACIC地方センターにお問い合わせください。

財団法人日本建設情報総合センター　CORINSセンター

〒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４階
電話番号 03-3505-0411
FAX番号 03-3505-2665

　CORINSセンターのフロアが同じビル
の2階から4階に移動しました。お越し
の際はご注意ください。
　フロアの移動に伴い、お問い合わせ
等の電話番号に変更はありません。

現　象 ユーザー
の権限

1

工事カルテ入力画面で［次頁］、［前頁］のボ
タンを素早くクリックし、完全に画面表示され
ていない時に［中止］ボタンをクリックすると
「CORINS2000エラー0140」が表示され、［OK］
をクリックすると”実行時エラー5”が表示され
る場合がある。

管理者

2
［その他］-［集積ファイルのバックアップ］を
行った際、ntdll.dll で問題が発生し入力シス
テムが終了する場合がある。

管理者

3

［入力・編集］で、［次頁］ボタンをクリック
して、技術データの画面を表示したところ、
「CORINS2000エラー0173」が表示され、［OK］
をクリックすると”実行時エラー438”が表示さ
れる場合がある。

管理者

4
XP Visual Style（Windows XPの機能）で表示す
ると、入力箇所・ボタンの一部が黒く表示され
る。

管理者

5

CORINSのシステムファイル等がインストールさ
れている「CORINS4」フォルダとCORINSのデータ
が格納される「CORINS DATA」フォルダに制限が
かけられているため、データーベースのオープ
ンができず、入力システムが終了してしまう。

制限付き
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〒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4階
TEL.03-3505-0411　FAX.03-3505-2665

Japan Construction Information Center

日本建設情報総合センター
ＣＯＲＩＮＳセンター

財団法人

電気通信設備工事に係る「工事カルテ」及びCORINS登録について（お願い）

平成１４年１月２８日
国土交通省大臣官房技術調査課

　CORINS（工事実績情報サービス）の電気通信設備工事に係る技術データ収集項目については、工事実績データベースとしてより一
層充実させるため、下記のとおり運用することとなりましたので、工事請負者におかれましては、工事の受注・変更・完成時の
「工事カルテ」の作成や(財)日本建設情報センターへの登録に際して、ご協力いただくようお願いいたします。
　なお、本運用は、平成14年2月1日以降に完成する工事について適用します。

記
1.対象工事
以下の電気通信設備工事を対象とします。
①51電気工事　＜500建設電気設備工＞
②70通信工事　＜650通信工＞
③56鉄骨・鉄塔・鋼製煙突工事　＜550鉄骨・鉄塔・鋼製煙突工＞のうち通信用鉄塔・反射板に係る工事
④68機械器具設置工事　＜624トンネル非常用設備工＞のうち非常電話・押しボタン式通報・表示装置に係る工事

2.記載項目
技術データの新工法、新技術等の記入欄に以下の項目を記載します。
①設計体制：［自社/他社］、製作体制：［自社/他社］
②製作場所ISO認証：［9001/9002/9001-2000/無し］、[取得年月]
③障害時連絡体制：［有/無］、（有りの場合）連絡可能時間：［常時/通常（勤務時間内）］

④部品供給体制：［常時/通常（勤務時間内）］、部品保管期間：製造中止から□年以上

記載例
工事で採用した新工法、新技術及び
特殊施工等ありましたら、20文字以
内の単語を５語以内で入力してくだ
さい。該当しない場合は、「なし」等
一切入力しないでください（空白のま
まとしてください。）。

注
1.新技術、新工法等があることにより上記欄に ①～④の項目を全て記入できない場合は、 ①の項目から優先的に可能な範囲
で記入してください。

2.ISO認証の取得年月については、年（西暦下２桁）に続けて、月（２桁）を記入してください。

　国土交通省大臣官房技術調査課より、電気通信設備工事の工事カルテの入力について、以下の通りお願いがあ
りました。


