
2002年9月25日発行

　平成14年10月1日よりCORINSの登録対象工事が請
負金額2,500万円以上から500万円以上へと拡大し
ます。
　JACICnews特集号（CORINS／No.7）にてお知らせし
た素案では、請負金額500万円以上2,500万円未満
工事の「登録のタイミング」を「竣工時」としていま
したが、「受注時」へと変更になりました。
　請負金額500万円以上2,500万円未満工事の場
合、工事カルテの登録は1契約工事につき、工事を
受注したときに行う「「「「「受受受受受注注注注注時時時時時登登登登登録録録録録」」」」」ののののの11111回だけ回だけ回だけ回だけ回だけで
す。
　請負金額2,500万円以上工事の場合はこれまでと
同様です。工事カルテの登録は1契約工事につき工
事を受注したときに行う「受注時登録」と工事が竣
工するときに行う「竣工時登録」の2回の登録が必要
です。また、施工途中の変更契約で「請負金額」、
「工期」、「技術者の配置」等に変更があった場合は
「途中変更時登録」が必要となります。
　請負金額2,500万円以上工事と請負金額500万円
以上2,500万円未満工事の運用の違いを下の表にま
とめました。また、次頁からは今後の運用で特に
注意すべき項目を取り上げています。

◇登録のタイミングと登録データ◇登録のタイミングと登録データ◇登録のタイミングと登録データ◇登録のタイミングと登録データ◇登録のタイミングと登録データ

請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額500500500500500万円以上万円以上万円以上万円以上万円以上2,5002,5002,5002,5002,500万円未満工事の場合万円未満工事の場合万円未満工事の場合万円未満工事の場合万円未満工事の場合

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工事の場合万円以上工事の場合万円以上工事の場合万円以上工事の場合万円以上工事の場合

請負金額2,500万円以上工事 請負金額500万円以上2,500万円未満工事

登録対象金額 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

登録対象範囲
契約上の工事開始年月日が平成9年4月1日（関東ブロ
ックは平成8年10月1日）以降の工事を登録できます。
（※）

契約上の工事開始年月日が平成11年4月1日以降の工事
を登録できます。

登録の
タイミング

基本 受注時，途中変更時，竣工時
受注時のみ（竣工時は登録不可）
予定工期（受注時データの工期の終了日）を過ぎた時
点で自動的に竣工時データ扱いとします。

設計変更等
があったとき

設計変更や技術者の配置変更があった場合は、「途中
変更時登録」を行います。

工事の請負金額が5割以上増減した場合にのみ「訂正
手続き」を行います。時期は竣工する時点とします。

内容に誤り
が合ったとき 誤りを確認した時点で「訂正手続き」を行います。 誤りを確認した時点で「訂正手続き」を行います。

データ収集項目 一般データ
技術データ

「一般データ」のみ
「技術データ」は無し
「一般データ」も請負金額2,500万円以上工事の収集
項目から抜粋した項目

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

受　注　時：3,000円

訂正手続き：2,000円

「過去工事」の無料登録 －

契約上の工事開始年月日が平成11年4月1日～平成14
年9月30日の間にあり、すでに竣工した工事を、平
成14年10月1日～平成15年4月30日の間に登録した場合
は、登録料を無料とします。契約上の工事開始年月日
が平成11年3月31日以前の工事登録はできません。

登録のタイミング 登録するデータ

受注時登録 工事を受注したとき

一般データ
請負金額2,500万円以上工
事で収集している一般デー
タから抜粋した項目

途中変更時
登録 － －

竣工時登録 － －

工事カルテの
訂正手続き

登録した工事カルテの内容
に誤りがあったとき 一般データ

請負金額に5割以上増減が
あった場合に工事が竣工す
るとき

一般データ

登録のタイミング 登録するデータ

受注時登録 工事を受注したとき 一般データ

途中変更時
登録

変更契約が行われたとき
技術者の配置変更を行った
とき

一般データ

竣工時登録 工事が竣工するとき 一般データと技術データ

工事カルテの
訂正手続き

登録した工事カルテの内容
に誤りがあったとき

受注時登録データの訂正は
一般データ
途中変更時登録データの訂
正は一般データ
竣工時登録データの訂正は
一般データと技術データ

※）請負金額5,000万円以上工事の竣工時登録は、契約上の工事終了年月日が平成4年4月1日以降の工事が対象となります。請負金額5,000万
円以上工事の受注時登録は、契約上の工事開始年月日が平成7年4月1日以降の工事が対象となります。
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◇◇◇◇◇「「「「「過過過過過去去去去去工工工工工事事事事事ののののの無無無無無料料料料料登登登登登録録録録録」」」」」にににににつつつつついいいいいててててて
　請負金額500万円以上2,500万円未満工事で、契
約上の工事開始年月日が平成11年4月1日～平成14
年9月30日の間にあり、すでに竣工した工事（過去
工事）も登録することができます。
　過去工事を平成14年10月1日～平成15年4月30日
（必着）に登録申込みをすると、登録料3,000円は
無料となります。過去工事を平成15年5月1日以降
に登録すると、登録料が必要となります。
　「過去工事の無料登録」は、表のとおり有料登録
とは異なる運用となります。

「過去工事の無料登録」の注意事項

①契約上の工事開始年月日が、平成11年4月1日～平成14

年9月30日の間にあるが、過去工事の無料登録期間であ

る平成14年10月1日～平成15年4月30日の間に竣工しな

い場合は、竣工後にCORINSへ登録するかどうか判断し

てください。登録する場合は登録料3,000円が必要とな

ります。

②過去工事の工事カルテを訂正する場合は、「工事カルテ

登録一覧」を受け取ってから、訂正手続きをしてくださ

い。その場合は訂正手続き料2,000円が必要となりま

す。

③過去工事も発注者に工事カルテの確認を受けた上で登

録してください。

◇◇◇◇◇Ver.4.1Ver.4.1Ver.4.1Ver.4.1Ver.4.1とととととVer.5.0Ver.5.0Ver.5.0Ver.5.0Ver.5.0の併用期間の併用期間の併用期間の併用期間の併用期間
　CORINS2000入力システム(Ver.4.1)で作成した
工事カルテは、平成15年4月1日以降、登録が出来
なくなります。CORINS2000入力システム(Ver.4.1)
利用者には、CORINS入力システム(Ver.5.0)のCD-
ROMを無料で配布しますので、すみやかにVer.5.0
への切り替えを行ってください。

◇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
　CORINS情報を発注者へ提供する際は、「詳細
CORINS」と「簡易CORINS」の2種類のデータベースを
用意します。
　詳細CORINSは請負金額2,500万円以上の「施工中
の工事」と「竣工した工事」の情報を、簡易CORINS
は請負金額500万円以上すべての工事について詳
細CORINSよりも項目を限定した情報を備えていま
す。

　詳細CORINSは従来のCORINSそのものですので、
引き続き運用します。
　簡易CORINSは平成15年2月から運用を開始する
予定ですが、2月と3月は試用期間とし、平成15年
4月より有料とする予定です。

「過去工事の
無料登録」の運用

通常の有料登録の
運用

工事カルテ
受領書の
発行

工事カルテ受領書
は発行しません。
代わりに1ヵ月間に登
録された「工事カル
テ登録一覧」を発
行・送付します。
工事カルテ受領書が
必要な場合は登録料
が必要となります。

JACICに届いた翌営業
日に工事カルテ受領
書を発行・送付しま
す。

登録FD
受付場所

CORINSセンター（東
京本部）でのみ受
付し、地方センター
では受付しません。

CORINSセンター（東
京本部）および、仙
台，新潟，名古屋，
大阪，広島，高松，
福岡の7地方センター
で受付を行います。

オンライン
登録

JACIC提出用FDを送付
する方法だけです。
オンライン登録は
できません。

JACIC提出用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。

詳細詳細詳細詳細詳細CORINSCORINSCORINSCORINSCORINSの特徴の特徴の特徴の特徴の特徴
①請負金額2,500万円以上工事について、竣工時情報

で建設会社の類似工事実績の確認ができます。

②竣工時情報は技術データ（施工延長、施工面積など

工事の規模を表す数値データなど）も蓄えています

ので、より詳細に工事を検索することができま

す。

③請負金額2,500万円以上工事について、施工中の工

事情報で「建設会社の手持ち工事量」や「技術者の専

任配置状況の確認」ができます。

④蓄積データは請負金額2,500万円以上の工事実績情

報です。請負金額500万円以上2,500万円未満の工

事実績情報は含みません。

簡易簡易簡易簡易簡易CORINSCORINSCORINSCORINSCORINSの特徴の特徴の特徴の特徴の特徴
①請負金額500万円以上2,500万円未満工事と請負金額

2,500万円以上工事について、建設会社の類似工事

実績の確認ができます。

②請負金額500万円以上工事について、施工中の工事

情報で「建設会社の手持ち工事量」や「技術者の専任

配置状況の確認」ができます。

③技術データは含みませんので、施工延長などの数値

データを工事カルテに表示することや検索条件とし

て使うことはできません。
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CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS利用料利用料利用料利用料利用料（（（（（平平平平平成成成成成1515151515年年年年年44444月より）月より）月より）月より）月より）

（単位：万円）

※初期導入費は導入時のみ必要です。
※年間利用料は１年間の利用料です。年度途中契約の場合は加入月数分を月
割り計算した料金です。

※現地調整が必要な場合は、別途交通費などを負担していただきます。
※消費税は含まれていません。
※同時アクセスユーザによる利用の場合は別途費用が必要です。（下表参照）

同時アクセスユーザ利用料同時アクセスユーザ利用料同時アクセスユーザ利用料同時アクセスユーザ利用料同時アクセスユーザ利用料（（（（（平平平平平成成成成成1515151515年年年年年44444月より）月より）月より）月より）月より）
（単位：万円）

※消費税は含まれていません。

　CORINS入力システム（Ver.5.0）のマニュアルCD-
ROMには、オンライン登録用の専用システムであ
る「CORINSオンライン登録システム(Ver.1.0)」が
入っています。

　従来のオンライン登録は、「ブラウザソフト
（Netscape Navigator 3.0～4.75）」上で行ってい
ましたので、「ブラウザソフトが限定される」、
「新しいブラウザソフトへの対応が困難」という問
題点がありました。CORINSオンライン登録システ
ム（Ver.1.0）は、パソコンにインストールして使
うシステムでブラウザに依存しません。
　なお、オンライン登録とはKDDIのデータオンデ
マンドサービスを利用して、工事カルテをCORINS
に登録する仕組みです。オンライン登録の利用に
当たっては、次の条件を満たす必要があります。

◇オンライン登録を利用するための条件◇オンライン登録を利用するための条件◇オンライン登録を利用するための条件◇オンライン登録を利用するための条件◇オンライン登録を利用するための条件
① 「CORINS入力システム(Ver.5.0)」を持っていること。

②最低1回は「FD登録」で、CORINSに登録していること。

③パソコンが「モデムまたはターミナルアダプタ（TA）」で電

話回線接続が可能であること。

④JACICへオンライン登録の利用申し込みをしていること。

⑤回線接続のためのKDDI「データオンデマンドサービス」へ

の登録（登録料：無料）を行っていること。

　「工事カルテ受領書」の左側に保管のため穴を開
けると文字の一部が欠けてしまうので、左余白を
もっと大きくして欲しいという要望がありまし
た。
　CORINSセンターで検討を行った結果、この度は
「工事カルテ受領書」のレイアウト変更は行わない
ことにしました。
　「工事カルテ受領書」をファイルに保管する場合
は、穴を開ける位置を調整するか、穴を開けずに
クリアファイル等に入れて保管してください。

　CORINS入力システム（Ver.5.0）のリリースに伴い、製本したCORINS入力システム（Ver.5.0）のマニュ
アルを販売いたします。
　マニュアルは次の4冊で構成されており、CORINS入力システムを利用される建設会社の方々はもち
ろん、公共工事発注機関の方々も工事カルテの確認時等にご利用いただけます。

【【【【【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）））））マママママニニニニニュュュュュアアアアアルルルルル】】】】】

・登録手続きの手引き
・操作マニュアル
・工事カルテ入力要領
・コード一覧表

販売価格：3,0003,0003,0003,0003,000円円円円円（消費税を除く）
※CORINSセンターまたはJACIC地方センターで、平成14年10月1日より販売します。

簡易CORINS 詳細CORINS＋
簡易CORINS 詳細CORINS

検索提供 直接提供 検索提供 直接提供 検索提供 直接提供

国土交通省
の機関

初期導入費 20 45 100 135 100 90

年間利用料 20 75 100 225 100 150

国・公団等
初期導入費 20 45 100 90 100 90

年間利用料 20 75 100 150 100 150

都道府県
・政令市

初期導入費 20 45 100 90 100 90

年間利用料 20 75 100 150 100 150

市区町村
初期導入費 － 45 － 90 － 90

年間利用料 4 40 4 75 4 75

検索提供を、同一機関が複数の同時アク
セスユーザで使用する場合の増分費用 簡易CORINS 詳細CORINS

１同時アクセス
ユーザが増すごとに

国・公団等
都道府県・政令市 2 5

市区町村 1 2
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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
http://www.ct.jacic.or.jp/corins/

日本建設情報総合センター
ＣＯＲＩＮＳセンター

財団法人

　CORINSホームページのニュース欄に平成14年7
月掲載した「CORINS入力システム（Ver.5.0）ファイ
ルフォーマットの公開（pdf）」の内容に一部誤りが
ありました。
　訂正・削除個所は以下のようになります。

　正しい「CORINS入力システム（Ver.5.0）ファイル
フォーマット」は、CORINSホームページのニュー
ス欄の下記のページに掲載しています。

http://www.ct.jacic.or.jp/corins/00/200208/01.html

　CORINS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を入力してくださ
い。
　例えば、○○営繕部が発注した「機械，電気，
通信」分野の工事の場合は「16:建築」を、○○道路
公団が発注した「砂防・地滑り」分野の工事の場合
は「2:道路」を選択してください。

◇◇◇◇◇     工事の分野の選びかた工事の分野の選びかた工事の分野の選びかた工事の分野の選びかた工事の分野の選びかた
　工事の分野については、発注事業主体を参考に
して、次のように入力してください。

　営繕工事で本来「16:建築」を選択すべきところ、
誤って「17:機械」、「18:電気」、「19:通信」に登録さ
れているのではないかと思われる工事がありま
す。公共工事発注機関の方々は、「工事の分野」を
検索条件とする場合は注意してください。

　CORINS入力システム（Ver.5.0）、CORINS検索シス
テム（Ver.5.0）は、平成13年4月1日時点の公共工事
発注機関の組織に対応した「発注機関コード表」を
用いていますが、このコード表では平成13年4月2
日以降の各公共工事発注機関の組織変更には対応
していません。
　このため、JACICでは現在、平成14年7月1日時点
の発注機関情報を整理しています。整理した発注
機関情報を基に作成した「発注機関コードの新旧対
応表」（CORINSデータコンバート資料（発注機関コー
ド））を、平成14年10月1日よりCORINSのホームペー
ジに公開する予定です。

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

1ページ

ファイル名比較の「請負金額2,500万円未満の過去
工事」の行を削除しました。

18ページ

「48．470 道路付属施設工-4．延長」の桁数につ
いて、
・Ver.4.1では「####(m)」となっていますが
　正しくは「#####(m)」になります。
・Ver.5.0では「#####(m)」となっていますが
　正しくは「######(m)」になります。

39ページ

39ページはCORINS入力システムVer.5.0では使用を
しないため削除しました。
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