
データ収集項目データ収集項目データ収集項目データ収集項目データ収集項目

×：入力する必要はない項目　　　

△：該当するときだけ入力する項目

◇◇◇◇◇CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS入入入入入力力力力力シシシシシススススステテテテテムムムムム（（（（（Ver.5.0Ver.5.0Ver.5.0Ver.5.0Ver.5.0）））））

　平成14年10月1日の対象工事の拡大に伴い、

「CORINS入力システム(Ver.5.0)」をリリースします。

　「CORINS入力システム(Ver.5.0)」は、 請負金額

2,500万円以上と未満の両方の登録データを作成

することが可能です。また、Windows XP （Microsoft

社）にも対応する予定です。

2002年5月10日発行

　CORINS の市区町村発注者への普及と「公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣

旨に沿った運用とすることを目的に、CORINS の対

象工事を現行の「請負金額2,500万円以上」から「請

負金額500万円以上」に拡大いたします。実施は平

成14年 10月 1日からの予定です。

◇請負金額◇請負金額◇請負金額◇請負金額◇請負金額2,5002,5002,5002,5002,500万円以上と未満の登録の違い万円以上と未満の登録の違い万円以上と未満の登録の違い万円以上と未満の登録の違い万円以上と未満の登録の違い

　現行の請負金額2,500万円以上のCORINSと請負

金額2,500万円未満のCORINSは、下表のとおり登

録について異なった運用とする予定です。
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一般データの項目名
2,500万円以上 2,500万円

未満

受注時 途中変更時 竣工時 竣工時

1.受注時登録
1）受注時登録の有無 必須 必須

2）CORINS登録番号 必須 △

2.途中変更年月日 必須

3.契約形態
1）随意契約か否か 必須 必須 必須

2）CORINS登録番号 △ △ △

4.登録義務の有無 必須 必須 必須 必須

5.工事件名 必須 必須 必須 必須

6.路線・水系名等 △ △ △

7.請負金額 必須 必須 必須 必須

8.工期 必須 必須 必須 必須

9.発注機関

1）発注機関コード 必須 必須 必須 必須

2）発注機関名 必須 必須 必須 必須

3）担当事務所（部署）名 △ △ △ △

4）担当者氏名 必須 必須 必須 必須

5）工事カルテ内容確認年月日 必須 必須 必須 必須

10.工事契約コード △ △ △

11.受注形態 必須 必須 必須 必須

12.VE,ISO対象

1）VE対象工事 ― ― ― ―

　a．VE対象工事か否か 必須 必須 必須

　b．方式種別 △ △ △

　c．提案の採否等 △ △ △

2）ISO対象工事 ― ― ― ―

　a．ISO対象工事か否か 必須 必須 必須

13. 請負会社
1）請負会社名 必須 必須 必須 必須

2）建設業許可番号 △ △ △ △

14.工事の分野 必須 必須 必須 必須

15.工事の業種 必須 必須 必須 必須

16.工事種別 必須 必須 必須 必須

17.工種，工法・型式 必須 必須 必須 必須

18.施工場所
1）施工場所 必須 必須 必須 必須

2）施工地域区分 必須 必須 必須

19.夜間工事の有無 必須 必須 必須 必須

20.交通規制

1）交通規制の有無 必須 必須 必須 必須

2）規制道路の種別 △ △ △

3）規制道路の交通量 △ △ △

4）規制車線数 △ △ △

5）交通の確保手段 △ △ △

21.近接施工
1）近接施工の有無 必須 必須 必須 必須

2）近接する構造物 △ △ △

22.技術者名・区分 必須 必須 必須 必須

23.JVの構成請負会社 △ △ △ △

― ― 技術データ

2,500万円以上 2,500万円未満

対象範囲 全国の公共工事

対象金額 請負金額2,500万円（税
込み）以上

請負金額500万円（税込
み）以上2,500万円（税
込み）未満

登録のタイミ
ング

受注時，途中変更時，
竣工時

竣工時のみ（受注時，
途中変更時は登録不
可）

データ収集
項目 右表「データ収集項目」参照

登録料

受　注　時：5,000円
途中変更時：3,000円
竣　工　時：5,000円
訂正手続き：3,000円

竣　工　時：3,000円
訂正手続き：2,000円

データ保存
期間 工事竣工後10年

無料登録 －

平成11年4月1日～平
成14年9月30日に着工し
た工事で、平成14年10
月1日～平成15年4月30
日に登録受付があった
工事は登録料無料。

入力システム
新たに開発を行う「CORINS入力システム
(Ver.5.0)」で、請負金額2,500万円以上と未満の
両方の登録データ作成が可能。
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◇過去工事の無料登録について◇過去工事の無料登録について◇過去工事の無料登録について◇過去工事の無料登録について◇過去工事の無料登録について

　平成11年4月1日～平成14年9月30日に着工した

「過去工事」について、平成14年10月1日～平成15

年4月30日に登録した場合は登録料金を「無料」と

いたします。平成14年10月1日～平成15年4月30日

を過ぎると「過去工事」も1件につき3,000円の登録

料が必要となります。無料の「過去工事」登録は

「工事カルテ受領書の発行」、「登録FD受付場所」、

「登録方法」について有料のCORINSと運用が異なり

ます。

無無無無無料料料料料ののののの「「「「「過過過過過去去去去去工工工工工事事事事事」」」」」登登登登登録録録録録ののののの運運運運運用用用用用

◇◇◇◇◇CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS検索システム検索システム検索システム検索システム検索システム

　公共工事発注機関が利用する「CORINS検索シス

テム」は、現行通り「直接提供方式」と「検索提供方

式（Web版検索システム）」の2方式があります。

　両方式とも「詳細CORINS」と「簡易CORINS」の２つ

のデータベースとして提供します。「詳細CORINS」

は現行のCORINSと全く同じです。「簡易CORINS」

は、2,500万円未満の登録データと、2,500万円以

上の「竣工時データ」から項目を限定したデータを

併せて提供します。

 【【【【【詳詳詳詳詳細細細細細CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS】】】】】
　請負金額2,500万以上の工事が対象となりま
す。受注時、途中変更時登録の情報がありますの
で、建設会社の手持ち工事量の把握、技術者の専
任配置状況を確認することができます。また、竣
工時登録は技術データ（施工延長や施工面積など
工事の規模を表わす数値データや、工事難易度を
知るためのデータなど）がありますので、より詳
細な工事情報を得ることができます。
【【【【【簡簡簡簡簡易易易易易CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS】】】】】
　「竣工時」だけが登録対象となりますので施工中
の工事情報を持っていません。よって、建設会社
の手持ち工事量の把握、技術者の専任配置状況を
確認することは出来ません。また、「竣工時」に技
術データは収集しませんので、詳細な工事情報を
得ることは出来ません。工事件名，発注機関名，
工期，請負金額など工事を特定する為の一般的な
情報だけですが、請負金額2,500万円以上の工事
実績情報も含め、請負金額500万円以上の工事実
績情報を全て持っていますので、建設会社の工事
実績を一度の検索で得ることが出来ます。

詳細詳細詳細詳細詳細CORINSCORINSCORINSCORINSCORINSと簡易と簡易と簡易と簡易と簡易CORINSCORINSCORINSCORINSCORINSの比較の比較の比較の比較の比較

発注機関に提供する詳細発注機関に提供する詳細発注機関に提供する詳細発注機関に提供する詳細発注機関に提供する詳細・・・・・簡易簡易簡易簡易簡易CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS の構成の構成の構成の構成の構成

詳細CORINS 簡易CORINS

対象項目

・施工中工事データ
・実績（竣工時登録）
データ
・工法別詳細項目
（技術データ）

・実績（竣工時登録）
データのみ
・技術データなし

対象
請負金額 ・2,500万円以上 ・500万円以上

無料の「過去工事」
登録の運用

有料登録の運用

工事カルテ
受領書の発行

工事カルテ受領書の発
行はいたしません。
登録された一覧表を月単位
で発行し、登録者へ送付い
たします。

JACICに届いた翌営業日に
工事カルテ受領書を発行
し、登録者へ送付いたしま
す。

登録FD受付
場所

CORINSセンター（東京）
のみで受けつけます。
地方センターでは受けつけ
ません。

CORINSセンター東京およ
び、仙台、新潟、名古屋、
大阪、広島、高松、福岡の
７ヵ所の地方センターで受
けつけます。

登録方法

オンラインによる登録
はできません。
登録用FDを送付する方法に
限り登録を受けつけます。

登録用FDを送付する方法の
他に、作成したデータを電
話回線を通じてオンライン
登録することができます。
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◇運用開始までのスケジュール◇運用開始までのスケジュール◇運用開始までのスケジュール◇運用開始までのスケジュール◇運用開始までのスケジュール

　CORINS対象工事拡大の平成14年10月1日運用開

始に向け、現在システム開発及び運用準備を行っ

ているところです。

　また、8月～10月にかけて都道府県ごとに公共

工事発注機関及び建設企業を対象に説明会を開催

する予定です。

CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS対象工事拡大概略スケジュール対象工事拡大概略スケジュール対象工事拡大概略スケジュール対象工事拡大概略スケジュール対象工事拡大概略スケジュール

　旧振込指定口座は支店名が表示されずＡＴＭ機

が利用できませんでしたが、平成14年3月1日から

振込指定口座を変更し、ＡＴＭ機（一部を除く）が

利用できるようになりました。

　平成14年3月1日以降は、下記口座へお振り込み

ください。

　CORINS2000検索システムやJACIC NETの工事カ

ルテには技術者の従事期間を表示します。

　「CORINS工事実績入力システムVer.3.0」で入力

したデータを、CORINS2000形式の工事カルテで表

示すると、以下の2ケースの場合、竣工時に登録

された技術者が「竣工日のみ1日」従事したように

表示されます。

【【【【【ケケケケケーーーーーススススス１１１１１】】】】】

技術者の配置変更があったにもかかわらず、途中

変更時登録を行わないで竣工時登録を行った場合

【【【【【ケケケケケーーーーーススススス２２２２２】】】】】

技術者の配置変更があった時に途中変更時登録は

行ったが、竣工時登録でその工事に主に携わった

技術者として変更前の技術者を入力した場合

旧振込指定口座旧振込指定口座旧振込指定口座旧振込指定口座旧振込指定口座
三井住友銀行　本店公務部　普通預金　3015855

（財）日本建設情報総合センター

【【【【【平平平平平成成成成成 1414141414 年年年年年 33333 月月月月月 11111 日以降の振込指定口座】日以降の振込指定口座】日以降の振込指定口座】日以降の振込指定口座】日以降の振込指定口座】
        0009               0009               0009               0009               0009       　　　　　960960960960960

三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行　関東第二支店　関東第二支店　関東第二支店　関東第二支店　関東第二支店　普通預金　普通預金　普通預金　普通預金　普通預金　　　　　25060002506000250600025060002506000

（（（（（財財財財財）））））日本建設情報総合センター日本建設情報総合センター日本建設情報総合センター日本建設情報総合センター日本建設情報総合センター CORINS CORINS CORINS CORINS CORINS センターセンターセンターセンターセンター
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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

　平成12年12月12日から国土交通省は透明性、競

争性を高めることを目的に、自発注の工事実績情

報（CORINS情報）をJACICのホームページから公

開しています。

　JACICは近日中に国土交通省以外の公共工事発注

機関に工事実績情報公開について資料を送り、自発

注の工事実績情報公開を呼びかける予定です。

ホームページ中央の「建設関連情報」にある「工事工事工事工事工事

実績情報提供実績情報提供実績情報提供実績情報提供実績情報提供」をクリックして下さい。
「検索開始検索開始検索開始検索開始検索開始」のボタンをクリックすると「概要・
規程」が表示されますので、ページの最下部に
ある「同意する同意する同意する同意する同意する」のボタンをクリックして下さ
い。

公共工事発注機関（現在は国土交通省のみ指定
可能）、工事開始年月日、請負会社、技術者名
を元に検索が可能です。検索条件の詳細につい
ては、ヘルプをご確認下さい。

検索結果一覧の「工事件名工事件名工事件名工事件名工事件名」をクリックする
と、その工事に関する詳細が表示されます。

検索結果検索結果検索結果検索結果検索結果

詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報

発注機関発注機関発注機関発注機関発注機関

工事開始年月日工事開始年月日工事開始年月日工事開始年月日工事開始年月日

請負会社請負会社請負会社請負会社請負会社


