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　「受注時登録」、「途中変更時登録」、「竣工時登

録」、「訂正手続き」、「削除」は、公共発注機関の確

認を得たうえで行うこととしています。ところ

が、「竣工時登録」を行った後の「登録済み竣工時登

録データ」を公共発注機関の了解を得ないまま「訂

正手続き」および「削除」が行われているケースが見

受けられます。

　そこで、平成15年5月から、「登録済み竣工時登
録データ」の「訂正手続き」および「削除」には、公共

発注機関の確認印を必要とする運用を開始しま

す。「訂正」および「削除」の手続きが大変となりま

すので、間違いのない登録を一層お願いいたしま

す。なお、「受注時登録」、「途中変更時登録」、「竣

工時登録」、「受注時登録、途中変更時登録に対す

る訂正手続きおよび削除」は、今までどおり公共発

注機関の確認は必要ですが、公共発注機関の確認

印は不要とする予定です。

　運用の詳細が決まり次第、CORINSのホーム
ページや次回のJACIC news CORINS特集号でお
知らせします。

　平成14年10月にリリースした「CORINS入力シ
ステム（Ver.5.0）」の発注機関コードに一部誤りが
ありました。長崎県の「五島支庁」を「五島支所」、

「壱岐支庁」を「壱岐支所」など発注機関名を間違え

ている所が5個所ありました。
　誤りを修正するためのサービスパックが

CORINSホームページからダウンロードできます
ので利用してください。

　なお、インターネット環境を利用できない方は

CORINSセンター（03-3505-0411）にお問い合わせ
ください。

　CORINSの発注機関コードには、各都道府県に
「水道企業団（水道組合）」や「下水道組合」がありま

す。これらは、各政令指定都市にも、各市区町村

にもあります。

　例えば、神奈川県に存在する「水道企業団（水道

組合）」は、発注機関コードとして以下の4つがあり
ます。

① 発注機関コード：31416000
→神奈川県の「水道企業団（水道組合）」

② 発注機関コード：40405000
→川崎市の「水道企業団（水道組合）」

③ 発注機関コード：40505000
→横浜市の「水道企業団（水道組合）」

④ 発注機関コード：51403000
→神奈川県の市町村の「水道企業団（水道
組合）」

　さらに神奈川県の場合は、神奈川県企業庁に水

道局もあります。神奈川県企業庁水道局の発注機

関コードは 31414002 となります。
　発注機関コードは、公共発注機関がCORINS
データベースから工事実績を検索するときの重要

なキーとなりますので、建設企業がCORINSへの
登録データを作るときも、公共発注機関がデータ

ベースから検索するときも、CORINS発注機関
コードについて正しく理解する必要があります。

　発注機関コードに限らずCORINSが収集してい
る項目のほとんどが、公共発注機関が使う検索シ

ステムの検索条件指定項目となりますので、建設

企業はデータを正しく作成しないと自社の工事実

績が公共発注機関に届かなくなります。また、公

共発注機関もCORINSが収集している項目を理解
した上で検索条件を指定しないと、希望する工事

実績を検出できません。

　上記は一例に過ぎません。マニュアルなどを参

照し、正しく運用してください。

URL : http://www.ct.jacic.or.jp/corins/
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　CORINSデータベースから発注機関コードにつ
いて見てみると、以下のものがあります。

①発注機関コードと発注機関名が違う。
→正しい発注機関コードを探すことができな
かったが、発注機関名は正しく書き直した。

②発注機関コードに存在するのに「その他」のコード
を選び、発注機関名を記入している。
→正しい発注機関コードを探すことができず「そ
の他」を選んだが、発注機関名は正しく書き直
した。

　CORINSの発注機関コードは、公共工事を発注
する可能性のある機関のほとんどをコード化してい
ますので、該当する発注機関コードが見つからない
ことや、発注機関コードを選択後入力システムが表
示した発注機関名を大幅に変更することや、「その
他」を選択しなければならないことは希です。注意
して発注機関コードを探してください。きっと、目
的の発注機関コードが見つかるものと思います。

　今後のC O R I N Sセンターの活動として、
CORINSデータベースに登録されているデータの中
から発注機関コードに「その他」が選択されている工
事カルテを調査し、該当する発注機関コードを見落
としていると思われるものや、入力システムのバー
ジョンアップなどによる発注機関コードの更新で、
以前は該当する「発注機関コード」が存在しなかった
が、現在の発注機関コードでは存在するものなど
を、正しい発注機関コードに移行することを検討し
ます。

　JACICは、建設企業から送付された「提出用FD」と
「工事カルテの登録願」の内容について受付時確認を
行います。その結果、書類やデータに不備があった
場合はCORINSへ登録できません。JACICへ送付
する前に書類やデータについて充分な確認をお願い
いたします。
　下表に書類やデータの不備でCORINSへ登録でき
ない主な事例を挙げますので参考にしてください。

事　例 説明等

書
類
の
不
備

「提出用FD」だけが送られて、「工事カルテ登録願／訂正願」
が添付されていない。

「提出用FD」だけでは、「登録」なのか、「訂正」なのか分か
りません。「登録願」又は「訂正願」を必ず同封してください。

「工事カルテの訂正願」に「工事カルテ受領書」（原本）が添付
されていない。

工事カルテの訂正手続きには、訂正済みの「提出用FFD」、「工
事カルテの訂正願」の他に、該当する工事の「工事カルテ受領
書」（原本）が必要です。

1)途中変更時登録に、受注時登録の「工事カルテ受領書」（原　
　本）が添付されている。
2)途中変更時登録に、「工事カルテの訂正願」が添付されてい　
　る。

工事施工途中に変更契約があり、途中変更時登録を行う場合は、
「途中変更時登録願」と変更契約時点の情報で作成した「提出
用FD」が必要となります。登録済みの工事カルテの間違いを訂
正する場合が「訂正手続き」です。「途中変更時登録」と「訂正
手続き」はしっかりと区別してください。

1)「提出用FD」内の工事カルテ内容と「工事カルテの登録願」
　の受注時登録、途中変更時登録、竣工時登録、訂正手続きの
　区別が一致していない。
2)「提出用FD」内の工事カルテの件数と「工事カルテの登録　
　願」に記載されている件数が一致していない。

「提出用FD」内の情報と「工事カルテの登録願」の記載内容
が、一致していないと登録できません。

同一工事の受注時登録と竣工時登録が同時に送付されている。 受注時登録をして、受注時登録のCORINS登録番号を取得してか
ら、竣工時登録ができます。

「提出用FD」と「工事カルテ（登録用データを印刷したも
の）」が同封されている。

CORINSへの登録願／訂正願には、「提出用FD」と「工事カル
テの登録願／訂正願」が必要です。「登録用データを印刷したも
の」は不要です。

「工事カルテの登録願」の会社名が「（株）」、「（有）」だけ
の場合や、別企業の会社名が記載されている。

「工事カルテの登録願」の会社名は正確に書いてください。

デ
｜
タ
の
不
備

建設業許可番号の大臣・知事コードの入力ミス CORINSでの建設業許可番号は「大臣・知事コード」と6桁の番
号です。大臣や知事が発行する「建設業の許可について（通
知）」の「般」や「特」の後の数字ではありません。

従事技術者の氏名の入力ミス 技術者名の「フリカナ」や生年月日の「年」に間違いが目立ちま
す。

従事技術者の所属会社の入力ミス 「建設業許可番号」の入力ミスが目立ちます。

CORINS登録番号の入力ミス 別工事の「CORINS登録番号」を入力している場合があります。
「CORINS登録番号」は工事カルテ受領書の右上に記載してあり
ます。

請負金額の入力ミス 請負金額には、消費税を含めた契約金額を入力してください。

工期の入力ミス 工期は実工期ではなく、「契約工期」を入力してください。

国家資格合格番号と監理技術者証番号の入力ミス 国家資格合格番号には、「一級土木施工管理技士」などの合格番
号を、監理技術者証番号には財団法人建設業技術者センターが発
行している監理技術者証の番号を入力してください。

施工場所の住所の省略 施工場所の住所は省略しないで入力してください。文字数が多い
場合は都道府県名を省略してください。

書類やデータ不備の主な事例書類やデータ不備の主な事例書類やデータ不備の主な事例書類やデータ不備の主な事例書類やデータ不備の主な事例
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　過去工事の無料登録は、以下の条件を満たしてい

なければ登録できません。

①請負金額500万円以上2,500万円未満工事で
あること

②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日の間にあること

③竣工していること

④平成15年4月30日までに登録手続きを行う
こと

　過去の無料登録を受け付けてから4ヶ月ほど経ち
ますが、上記の③を満足していないケースが多く見

受けられます。必ず、竣工してから、竣工時点の正

確な情報でデータを作成し登録してください。平成

15年4月30日までに竣工しない場合は、上記③と④
の関係で無料登録はできません。竣工してから有料

の登録となります。

　なお、締め切り間近になると申し込みが殺到し、

手続きが遅れる可能性がありますので、早いうちに

準備してください。

　平成14年10月にリリースした「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）」を収めています。
　徒前のオンライン登録ソフトは、Netscape Com-
municator 4.xの環境でないと稼働しませんでした
が、今回の「C O R I N Sオンライン登録システム
（Ver.1.0）」は、その制約を外しています。
　また、パソコンもWindows98、Windows Me、
Windows NT、Windows2000、Windows XPに対
応しています。

　「CORINS入力システム（Ver.5.0）」のマニュアル
「登録手続きの手引き」の中でオンライン登録の手続

きなどについて説明していますので、参照してくだ

さい。不明な点などありましたらCORINSセン
ター （03-3505-0411） に問い合わせてください。

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律」が平成13年度から適用され、全ての公共発
注機関に対して入札および契約に係る情報の公開が

義務付けられました。JACICは、CORINSに登録
された工事情報を、公共発注機関からJACICに公
開の依頼があれば、依頼のあった公共発注機関が発

注した工事情報をJACICのホームページで公開し
ます。

　URLは以下ですので、覗いてみてください。

JACICホームページ中央の「建設関連情報」にある「工
事実績情報公開」をクリックしてください。

　公共発注機関は、CORINSに登録されている自
機関発注の工事情報をJACICホームページから公
開することを検討してください。

　一般市民および建設企業から、貴機関が発注した

工事について公開して欲しいなどの要求があったと

き、「C O R I N Sに登録されている工事情報は、
JACICのホームページで公開しています。」と回答
することができるようになります。

　「工事実績情報公開」に関する詳細資料や、公共発

注機関がJACICへ提出する「工事実績情報公開依頼
書」などについては、CORINSセンター（03-3505-
0411）に問い合わせてください。

URL : http://www.jacic.or.jp/
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財団法人

Japan Construction Information Center

　平成14年11月中旬に「CORINS入力システム
（Ver.5.0）」のマニュアル1セットを、公共発注機関
（国の機関、公団・事業団、都道府県・政令市、市
町村）へ無料で配布しました。公共発注機関は、建
設企業が作成した「工事カルテ」をCORINSへ登録
する前に確認します。その時にマニュアルを活用
してください。発注機関コードのマニュアルも同
封していますので、発注機関コードの確認もお願
いいたします。
　マニュアルにはCORINS登録対象工事の拡大に
伴う運用の変更についても詳しく書いています。
CORINSについて、公共発注機関も建設企業も同
じ認識を持ち、正しい運用をお願いいたします。

　平成15年1月中旬に、公共発注機関が活用する
CORINS検索システムをインターネット環境で疑
似体験できるデモ版CD-ROMを、公共発注機関（国
の機関、公団・事業団、都道府県・政令市、市町
村）へ無料配布いたしました。工事実績検索の容易
性、利便性、有効性を実感してください。
　そして、実際のCORINS検索システムの活用を
検討してください。市町村は、4万円／年で活用で
きます。

　請負金額500万円以上2,500万円未満工事は工事
を受注した時に登録し、工事カルテに記入されて
いる竣工予定工期が来たらそのまま竣工したデー
タとして扱いますが、請負金額2,500万円以上工事
は工事を受注した時に「受注時登録」を、工事が竣
工する時に「竣工時登録」を行います。よって、請

負金額2,500万円以上工事は「竣工時登録」をしない
と、会社の工事施工実績とならず、いつまでも施工
中の工事となり、会社の手持ち工事として公共発注
機関へ届きます。CORINSデータベースで登録済み
の「受注時登録」の工事カルテを見ると、竣工予定工
期が過ぎているのに「竣工時登録」が行われていない
ケースが数多くあります。
　今後JACICでは、「竣工時登録」が行われていないと
思われる工事カルテについて建設企業に連絡を取り、
既に竣工している場合は「竣工時登録」のお願いをする
予定です。その節は協力をお願いいたします。

　平成14年10月の国土交通省の「技術者制度研究会」
報告では、監理技術者等は現場の施工において重要
な役割を担うものであり、従事する監理技術者等が
充分な能力および実務経験を有するか否かが、発注
者にとっては大きな関心事だとしています。
　公共発注機関は、CORINSを建設企業の工事実績
の確認だけではなく、工事に従事する技術者の取得
資格や工事経歴などの確認にも使っていくものと思
われます。
　CORINSが収集している技術者情報は生年月日が
1日違っていても別人となり、技術者の工事経歴な
どが正しく公共発注機関に届かなくなりますので、
技術者名（漢字、カタカナ）、生年月日、監理技術者
証番号、国家資格合格番号は正確に入力してくださ
い。既にCORINSへ登録された技術者情報の中に
も、同名で生年月日が1日異なる技術者情報が多く
含まれています。これらは同一技術者にも係わら
ず、2名の技術者として公共発注機関に提供してい
ます。
　JACICはこのような疑わしい技術者情報につい
て、登録者に確認する作業を行う予定です。その節
は協力をお願いいたします。


