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竣工登録をしないデータは 
　　工事実績として認められません！ 
（請負金額2,500万円以上工事） 

　CORINSの登録には、工事を受注したときに行

う「受注時登録」と、工事が竣工したときに行う

「竣工時登録」があります。「受注時登録」デー

タは監理技術者の専任制の確認などに使い、「竣

工時登録」データは企業の工事実績の確認に使い

ます。従って、「竣工時登録」をしないと、工事

の実績とはなりません。 

　CORINSデータベースには、「受注時登録」後

に「竣工時登録」を行っていない工事がたくさん

あります。竣工時登録を行わないと以下の問題が

発生しますので、必ず竣工時登録を行ってください。 

1. 発注機関が工事実績を条件として企業を選定す

　るときに検索されない。  

2. 建設会社が工事実績を発注機関に提出しても

　CORINSを工事実績として認めている発注機関

　は工事実績を確認できない。  

　なお、自社の「竣工時登録」をしていないデー

タは、CORINSオンライン登録システムもしくは、

CORINSの自社データ提供で確認することができ

ます。 

 
マニュアルに無い発注機関の　　

　　　発注機関コード入力！ 
　正しい発注機関コードを選択せずに登録すると、

実績として発注機関に伝わりません。発注機関に

名称の変更があった場合は訂正して入力してくだ

さい。 

　発注機関新旧対応表は、組織変更があった発注

機関のコード表が見つからず、どのコードを選択

したらよいか分からない場合に利用します。最新

（平成15年6月1日）の発注機関コードをCORINS 

ホームページ（http://www.ct.jacic.or.jp/corins/）で 

提供していますので利用してください。 

＜発注機関名称が変更した場合の利用例＞ 

　ここでは、山形県企業局庄内事務所から２つに

分かれた事務所のうち北部発電管理事務所を選択

する場合を例に説明します。 

発注機関新旧対応表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業手順： 

（1）山形県企業局北部発電管理事務所を発注機関 

　　新旧対応表の左側の新発注機関名称から探し 

　　ます。 

（2）北部発電管理事務所が見つかったら、表の右 

　　側の対応する発注機関コードを入力システム

　　で選択します。今回は「30608101」を選択し

　　ます。 

（3）上記コードを入力すると、発注機関名には「山 

　　形県」、担当事務所名には「企業局庄内事務所」  

　　と表示されます。今回は担当事務所名を「北

　　部発電管理事務所」に書き換え修正します。 

 
一部の登録手続きが　　　　　　

　　　簡単で安くなりました！ 
　請負金額500万円以上2,500万円未満工事と請負

金額2,500万円以上工事は収集項目等の違いから

異なるものとして収集しています。請負金額が 

新発注機関名称 
（平成15年6月1日の情報） 

CORINS入力システムで選択する発注 
機関コード 
大分類 

（コード） 
中分類 

（コード） 
小分類 

（コード） 
細分類 

（コード） 

地方公 
共団体 

山形県 企業局 庄内地 
区水道 
事務所 

地方公共 
団体 
（3） 

山形県 
（06） 

企業局 
（08） 

庄内事 
務所 
（101） 

地方公共 
団体 
（3） 

山形県 
（06） 

企業局 
（08） 

庄内事 
務所 
（101） 

北部発 
電管理 
事務所 

目的の発注機関名称 
　を新発注機関名称か 
　ら探す 

新発注機関名称に対応した入力 
　システムでの発注機関コードを 
　選択 



2,500万円を境に変更された場合は、既に登録し

た工事を一度削除し、登録し直していましたが、

平成15年６月から一部登録手続きを簡単にして料

金を安くしました。 

1.  変更点 

（1）500万円以上2,500万円未満から2,500万円以上  

　　に変更になった場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）2,500万円以上から500万円以上2,500万円未満

　　に変更になった場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分社・合併の工事実績の移動が　
　簡単に対応できるようになります！ 
1．経緯  

　分社・合併した企業が工事実績を移動すること

が大変であるためにCORINSでは「企業が行う工

事実績移動方法」を変更します。 

2．工事実績移動方法  

■ 開始予定時期：平成16年2月頃 

（1） 現在 

【分社】登録を行った建設会社は該当する工事実

績データを一旦削除して再登録する。 

【合併】申請に基づき建設業許可番号および会社

名を変更する。 

（2）変更後  

【分社・合併】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術者データを正確に入力しないと
技術者の工事実績が認められません！ 
１．現状 

　CORINSの技術者データは、以下の3点が一致

する場合に限り同一人物と認めています。 
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登
録
方
法 

登
録
料 

・受注時登録のCORINS登録番号をそのまま

　使って、2,500万円以上工事の途中変更時

　または竣工時登録を行ってください。 

※削除手続きは必要ありません 

・ 途中変更時登録：3,000円 

・ 竣工時登録　　：5,000円 

登
録
方
法 

登
録
料 

・ 変更ありません。  

　登録済みの請負金額2,500万円以上工事を

　削除し、請負金額500万円以上2,500万円未

　満工事として登録し直す。 

・請負金額2,500万円以上工事の削除書類と「工

　事カルテの登録願」「提出用FD」を一緒

　に送付した場合は、登録料が無料です。 

初めてのトンネル工事の現場で先輩に「スリ

ッパを２丁持ってこい！」と言われたので、

急いで事務所からスリッパを２足持っていっ

たら、先輩たちが唖然！周りの皆が笑い出し、

爆笑の渦・・・？。後でこっそり調べたら建

設用語で「スリッパ」とは、「まくら木」のこ

と。明治時代の初期に建設工事に欧米のエン

ジニアが来日して使った英語が訛って定着し

たらしい・・・。英語の綴りは「sleeper」で、

日常生活で我々が使うスリッパは「slipper」

です。（20/20ほぉ～） 

CORINSの湧水 

建設会社 JACIC

①分社・合併等に伴う実績 
　データの移動処理を行う 
　旨をJACICに連絡。 

②内容を確認し、必要 
　事項の調整を行う。 

③「該当データ」と「実績移動 
　データ作成システム」を送付。 

④該当データを 
　移動先の建設 
　会社に振り分 
　ける。 

⑤振り分け結果を出力し、 
　JACICに提出 

⑥提出されたデータに 
　基づき、実績データ 
　の移動処理を行う。 

ちょっと休憩 



　（1）所属会社  

　（2）氏名（フリカナ）  

　（3）生年月日  

　既存のデータでは、登録時の入力ミス等により

同一人物であるにも関らず、異なる人物として蓄積

されている可能性があるデータが12万件あります。 

CORINSの技術者データは、以下の通りに活用し

ていますので、誤ったデータを入力すると技術者

の工事実績として認められません。 

　（1）技術者の重複配置確認  

　（2）技術者が過去に携わった工事実績確認  

２．既存データの整理 

　JACICは、技術者データを整理するために登録

した企業に平成15年5月初旬から内容の確認およ

び修正をお願いしています。 

　その結果、回収率が80％程度となり、平成15年

8月～平成16年3月までに誤りのある技術者データ

を無料で修正します。回答内容に不備があるもの

は、再度確認を行いますので協力をお願いします。 

３．監理技術者証番号が入力されている技術者登

　　録の確認方法 

（1）現在の確認方法  

　一時保留となった技術者データは、登録企業に

確認のうえ、登録しています。 

（2）今後の確認方法  

　平成15年12月1日（月）より監理技術者証番号

を持つ技術者データの確認で一時保留となったデ

ータは、以下に示すような確認できる書類等の提

出が必要となります。 

提出書類例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
過去の工事はいつから登録できるのか？ 
　「過去の工事はいつの分から登録できるのです

か？」という問い合わせがCORINS/TECRISセン

ターに来ることがあります。  

　CORINSデータは、「竣工後10年」までの工事

を発注機関に提供しているので、登録できる工事

も「竣工後10年」までということになります。し

かし、請負金額や地域により登録を開始した時期

が異なるので、登録開始から10年を経過していな

いものもあります。 

　CORINSに登録できる工事を以下にまとめました。 

CORINSに登録できる工事 

 

 

 

 

 

 

　請負金額5,000万円以上工事の受付は、スタート

して10年が経過しているので、平成15年現在に登

録できる工事は平成5年4月以降に竣工した工事の

「竣工時データ」です。「受注時データ」が登録

できるのは、平成7年4月以降に開始した工事です。

　また、請負金額2,500万円以上5,000万円未満の

工事は、「関東ブロックでは平成8年10月以降に

開始した工事」、「関東ブロック以外では平成9年

4月以降に開始した工事」という具合に登録でき

る工事が地域ごとに異なっています。  

　請負金額500万円以上2,500万円未満の工事は、

平成11年4月以降に開始した工事から登録できます。 
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確認項目 確認に必要な書類等の例 

氏名フリカナ 

 

 

 

生年月日 

 

 

 

所属会社の 

建設業許可番号 

 

 

監理技術者証番号 

フリカナを確認できる書類 

・社員名簿 

・保険証 

・キャッシュカード　など 

生年月日を確認できる書類 

・保険証 

・免許証 

・住民票　など 

所属会社を確認できる書類 

・保険証 

・社員証 

・名刺　など 

監理技術者資格者証 

請負金額 

5000万 
 以上 

2500～ 
5000万 

500～ 
2500万 

→終了した工事（竣工時登録） 

→開始した工事（受注時登録） 

→開始した工事 

→開始した工事（関東ブロック以外） 

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

→開始した工事（関東ブロック） 

提出書類は確認が必要
な項目（氏名フリガナ、
生年月日、所属会社）
が確認できれば問題あ
りません。必要な項目
以外は黒塗りして送っ
てください。 

健 康 保 険 被 保 険 者 証 

生年月日 

名　　称 

保険者番号 

名称及び印 

建設　太郎 

昭和　  45年　  10月　  １日 

ケンセツ 　タロウ 

東京都○○区××１－２－３ 
○×ビル５F

株式会社○○建設 

東京都○○区××１－１－１ 

○○○○健康保険組合 
電話  03（9999）9999

印 

記
号 

被 

保 

険 

者 

事
業
所 

健
康
保
険
組
合 

資格取得 
年 月 日  

所 在 地  

（フリガナ） 
氏 名  

所 在 地  

所 在 地  

番
号 



自社データ提供の内容を 
　　　　　　　　変更しました！ 
　CORINS/TECRISセンターから企業のみなさま

に提供している「自社データ」のうち、電子データ

による提供フォーマットが平成15年７月から以下の

ように変わりました。  

　・受注時登録のデータにはCORINS登録番号があ

　　りませんでしたが、CORINS登録番号をつけて

　　提供します。 

　・登録時の内容をそのまま提供していましたが、

　　技術データは最新バージョンの技術データ名称

　　に統一して提供します。 

　受けとった電子データをCORINS入力システム

（Ver.5.0）で読み込む場合は問題ありませんが、独

自に自社で検索システムを構築している企業の方は

注意が必要です。詳しくは、CORINS/TECRISセ

ンターのCORINS担当まで連絡してください。 

　※　自社データ提供とは、CORINSに登録した自

　　社の工事実績データを提供することです。デー

　　タを受け取れるのは、CORINSに登録してある

　　工事の請負会社であり、ＪＶ工事の場合は、幹

　　事会社と構成会社のどちらでも受け取れます。 

　　データ提供方式には「印刷」および「電子デー

　　タ」の２種類があります。「印刷」は、「工事

　　実績一覧」および「工事カルテ」を紙に印刷し、

　　「電子データ」は登録したデータをFDで提供

　　します。　 

工事実績情報公開をご存知ですか？ 
　行政機関への情報公開請求への対応、工事発注の

透明性向上等を目的として、平成14年５月より各公

共発注機関から「工事実績情報公開依頼書」により

公開の依頼があった場合に、CORINSに登録されて

いる請負金額2,500万円以上の工事実績情報を

JACICホームページ上において発注機関単位で無料

公開しています。なお、国土交通省は平成13年４月

１日の情報公開法の施行に先立ち、工事現場の適正

な施工の確保等に対する社会的要請が高まっている

ことを受け、以下の３つの目的のため平成12年12月

から公開しています。 

（1）相互監視や第三者の目を通した不正行為の抑止 

（2）民間発注者の適切な建設業者選定  

（3）企業活動の透明化  

　平成15年11月17日現在、272の公共発注機関から

公開の依頼があり、約27万件の工事実績情報を公開

しています。また、工事実績情報公開のページへの

アクセス数は公開開始以来の累計で約25万件ありま

す。 

　URLは以下のとおりです。興味のある方は、一度

ご覧ください。 

（http://www.ct.jacic.or.jp/teikyou/） 
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