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受注登録： 5,000円　　　　　受注登録 
変更登録： 3,000円　　　　　変更登録　  9,030円 
竣工登録： 5,000円　　　　　竣工登録 

合　　計：13,000円　　　　　合　　計 ： 9,030円 

1. CORINS新運用のお知らせ 
  （重要） 
　平成16年４月１日から、CORINS登録の運用を変

更します。発注機関および建設会社の皆様に関係す

る重要なお知らせです。必ずお読みください。 

（１）登録料の１工事１料金制 

　平成16年４月１日登録分から、登録料を１工事１

料金に改定します。 

＜登録料改定の概要＞ 

①登録の種類（受注，変更，竣工登録）や、変更登

録の回数に拘わらず、請負金額2,500万円以上の工

事の登録料は全て１件につき9,030円（税込）とし

ます（表１．参照）。 

注）過去工事の登録など受注登録を行わず竣工登

録だけを行う場合も、登録料は１工事分（9,030

円（税込））となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現在、CORINSへの登録ごとに請求している登録

料を、受注登録時に1工事分の登録料を請求します。 

③訂正手続きは、登録した工事カルテの内容に誤り

があり、正しい内容に訂正する場合に行う手続き

です。従って、訂正手続きは無いものとして登録

料を設定しています。そこで、訂正手続きの料金

は訂正手続きごとに請求します。訂正の無いよう、

注意して登録データを作成してください。 

④平成16年４月１日以降に最初の登録（受注登録）

を行った工事から適用します。従って、平成16

年３月31日以前に最初の登録（受注登録）を行

った工事は、現行の登録料を適用します（図１．

参照）。  

 

 

 

 

 

 

 
＜現行登録料と改定後登録料の比較＞ 

請負金額2,500万円以上工事で、変更登録を1回行った

場合の登録料を比較すると以下のとおり値下げとな

ります。　　　　　 

 

 

 

 

 

（２）変更登録対象項目 

　現行の請負金額2,500万円以上工事の変更登録は、工

期、請負金額、現場代理人、主任技術者、監理技術者

に変更が生じた場合に必要でしたが、国土交通省の指

導により平成16年４月１日からは、工期、技術者（現

場代理人、主任技術者、監理技術者）に変更が生じた

場合に変更登録を行います（表２．参照）。従って、

請負金額だけが変更になった場合は、変更登録の必要

はありません。ただし、請負金額が2,500万円を跨（ま

た）いで変更となった場合は、たとえ請負金額だけの

変更であっても必ず登録をしてください。 

 

 

 

 

 
 
 

 

注）変更登録対象項目に変更があり変更登録を行うときは、
請負金額など変更登録対象項目以外も変更登録時点の情
報で登録データを作成してください。 

（３）受領書等の送付方法の変更 

　平成16年４月１日登録分から、工事カルテ受領書、

登録工事明細書の送付方法を変更します。 

工事1件につき 
9,030円  

手続きごとに 
2,940円 

2,940円  

手続きごとに 
1,995円 

・工期 

－ 

・技術者の変更 

　　現場代理人 

　　主任技術者 

　　監理技術者 

図１．現行の登録料を適用する例 

表２．変更登録対象項目 

・工期 

・請負金額 

・技術者の変更 

　　現場代理人 

　　主任技術者 

　　監理技術者 

現　　行 平成16年４月１日以降 

変
更
登
録
対
象
項
目 

【現行の登録料】 【平成16年４月１日以降の登録料】 

H16  4/1
受注登録 
5,000円 

変更登録 
3,000円 

竣工登録 
5,000円 

最初の登録（受注登録）が3/31以前なので4/1以降の登録
でも現行の登録料を適用します。 

● ● ● 

（税込） 

表１．新登録料一覧 

区分 登録の種類 現行 平成16年４月１日以降 

受注登録 

変更登録 

竣工登録 

訂正手続き 

登録 

訂正手続き 

5,000円 

3,000円 

5,000円 

3,000円 

3,000円 

2,000円 

請負金額500万円 
以上2,500万円未 
満の工事 

請負金額2,500万 
円以上の工事 

（税込） 

図２．現行登録料と改定後登録料の比較 



＜送付方法変更の概要＞ 

①現在、CORINSへの登録が正しく行われると工事カル

テ受領書を宅配便で送っていますが、４月１日から

は工事カルテ受領書を電子データ（PDFファイル）に

して電子メールに添付するか、FAXなどで送付します。 

②オンライン登録の利用者は、CORINSへの登録を

正しく行うとすぐにPDF化した工事カルテ受領書

を得ることができます。オンライン登録システム

で工事カルテ受領書をダウンロードしてください。 

注）発注機関へ工事カルテ受領書を提出するときは、

工事カルテ受領書が手元に残るように注意し

てください。工事カルテ受領書の再発行には、

再発行手続きが必要となります。 

・PDFファイルで受け取った場合は、ファイ

ルを保管する。  

　・FAXなどで受け取った場合は、必ずコピーする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. 発注機関の皆様へ！ 
（１）倍増！ CORINSの活用市町村  

　発注機関はパソコンで簡単に工事実績や業務実績

を確認することができます。市町村と東京23区の発

注機関のCORINS,TECRIS,JCISの検索提供年間利用

料金は表4.となっています。 

 

 

 

 

 

 

　CORINSの年間利用料金は、平成15年４月から

42,000円にしました。この10ヶ月間で、CORINSを利

用する市町村が、76市町村から160市町村に増えまし

た。また、CORINSは、請負金額500万円以上2,500万

円未満の小規模工事の情報も収集し、市町村発注の

工事情報も多く蓄えるようになったのも市町村での

活用が増えた要因の１つです。どうぞ、市町村内の

工事からの不良不適格業者排除にCORINSを活用し

てください。  

　 JAC I CはさらにPR活動を行い、COR INS ,  

TECRIS,JCISの市町村への普及に努めます。  

（２）CORINSの活用例 

　発注機関の活用例を以下に記述します。 

①公募条件を検討する際、発注予定工事と同種工事

の施工実績を持つ建設会社を検索し、公募条件の

設定を行う。 

②指名競争入札の指名会社を選定する際、発注予定

工事と同種工事の施工実績を持つ建設会社を検索し、

指名会社のリストを作成する。 

③建設会社の手持ち工事量を確認し、発注予定工事

に対する現状の施工能力を調べる。 

④建設会社に工事カルテやCORINS登録番号を通知

してもらうことにより、提出してもらう技術資料

の簡素化を図る。 

⑤配置予定技術者の施工実績を検索し、発注予定工

事に関する技術者の施工能力の判断材料とする。 

⑥配置予定技術者について、他工事の配置状況との

重複確認を行う。 

（３）「CORINS,TECRIS,JCIS」とは……… 

◆CORINS：工事実績情報の検索と技術者の配置確

認ができます。情報量は、工事データが約126万件、

会社数が約８万４千社にものぼります。  

◆TECRIS：測量・調査・設計業務の実績情報の検索

と技術者情報の検索ができます。情報量は、業務

データが約55万件、会社数が約７千社、技術者が

約12万人にのぼります。  

◆JCIS：CORINSの工事実績情報と建設会社の資本金、

社員数、経審点数など様々な情報の検索ができます。

また工事実績情報と経審点数などを絡めた検索が

できます。さらに、技術者の配置確認、監理技術

者証の内容（許可業種など）確認もできます。 

　発注機関のCORINS，TECRIS，JCISの導入に関す

る問い合わせは、下記にお願いします。詳しい資料

をお送りいたします。CORINS検索システムのイン

ターネット環境で使えるデモ版も用意しています。 

TEL：03－3505－3210 

FAX：03－3505－2030
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＜FD登録の場合＞ 
・電子メール　または 
・FAX  

＜オンライン登録の場合＞ 
・ダウンロード 

・登録が完了したとき 

21,000円 

21,000円 

42,000円 

表４．市町村と東京23区での年間利用料 

表３．工事カルテ受領書の送付方法等の変更点 

CORINS新運用の詳細は、CORINSホームページ
を参照してください（http://www.ct.jacic.or.jp/corins/） 

CORINS 

TECRIS 

JCIS

同時アクセスユーザ 
利用料 

年間利用料 サービス 

42,000円 

105,000円 

682,500円 

項目 現行 平成16年４月１日以降 

送付方法 
 
 

受領書の送付ま
での日数（最短） 

・宅配便 
 
 

・登録が完了 
　した次の日 

（税込） 



3. 発注機関コード新旧対応表 
（１）４月上旬公開予定 

　発注機関コードは、受注者のデータ登録において

も発注機関の検索においても重要ですので、平成16

年度の発注機関コード新旧対応表は４月の早い時期

に公開します。それには、発注機関の皆様のご協力

が不可欠です。現在、一部の国の機関・公団および

都道府県・政令市へ依頼している組織変更調査に是

非ご協力ください。  

（２）ダイジェスト版 

　従来の全発注機関コードの新旧対応表に加え、組

織変更のあった発注機関だけを抜粋したダイジェス

ト版も用意します。ご期待ください。 

（３）新旧対応表の利用方法 

　CORINS入力システム（Ver．5.0）の発注機関コ

ードは、平成13年４月１日現在の発注機関をコー

ド化したもので、平成13年４月２日以降の発注機

関の組織変更は反映していません。そこで当センタ

ーでは、定期的に発注機関の組織変更調査を行い、

新組織はコード表のどのコードを選べばよいのかを

示した新旧対応表を作成し、CORINSホームページ

（http：//www.ct.jacic.or.jp/corins/）から提供し

ています。４月上旬の公開後は、そちらを利用して

ください。  

 

発注機関コード新旧対応表の利用例 
　「山形県企業局庄内事務所」が「庄内地区水道事

務所」と「北部発電管理事務所」の２つに分割さ

れました。ここでは、現在使用しているCORINS入

力システム（Ver．5.0）の発注機関コードには無

い「北部発電管理事務所」が発注した工事を

CORINSへ登録する際の発注機関コードの作成例を

紹介します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①CORINSホームページの新旧対応表の新発注機関

名称から「北部発電管理事務所」を探します。 

②表の右側でコード番号（30608101）を確認します。 

③CORINS入力システムでコード番号（30608101）

を入力します。 

④CORINS入力システムでは、旧名称の「地方公共

団体-山形県-企業局-庄内事務所」が表示されます

ので「庄内事務所」を「北部発電管理事務所」と

修正します。  

＜発注機関コード選択の基本的なルール＞ 

　発注機関が合併した場合は合併前の発注機関コー

ドのうち一番若いコードを選択し、発注機関が分割

した場合は分割前の発注機関コードを入力します。

そして、発注機関名を修正します。 

 
4. JACICnews特集号（CORINS/№11） 
    の記事についての補足 
　JACICnews特集号（CORINS/№11）に掲載した「竣

工時登録をしないデータは工事実績として認められ

ません！」の記事は、請負金額2,500万円以上の工事

を対象として記述されたものです。 

　従って、請負金額500万円以上2,500万円未満の工

事は竣工登録の必要はありません。 

　この旨の記述が無かったため多くの方から質問が

ありましたので、改めてお知らせしておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5. 分社・合併による 
    工事実績データ移動の運用 
　JACICnews特集号CORINS/№11でお知らせした分

社・合併の工事実績移動の運用を平成16年3月1日か

ら開始します。分社または合併したことでCORINS

に登録されている工事実績データの旧社名を新社名

に変更する場合は、CORINS担当へ連絡してください。 
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＜シューズ→くつ→沓？＞ 

　橋において、橋台に桁を乗せボルトなどで固定

するところを「しゅうざ」といい、漢字にすると「沓

座」となります。まさに「しゅう」から「シュー

ズ」、「くつ」、「沓」となった当て字です。また、

橋台の下部などを「フーチング」といいますが、

これも足の「フット」からきたものです。 

ちょっと休憩 

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） 

山形県 
（06） 

企業局 
（08） 

庄内事 
務所 
（101） 

地方公 
共団体 
（3） 

地方公 
共団体 

山形県 企業局 
庄内地 
区水道 
事務所 

北部発 
電管理 
事務所 

地方公 
共団体 
（3） 

山形県 
（06） 

企業局 
（08） 

庄内事 
務所 
 （101） 

平成15年６月１日の情報での 
新発注機関名称を表記 

新発注機関名称に対応した
「CORINS入力システムVer.5.0」
で選択すべきコードを表記 



6. 施工実績確認は 
    CORINSのみ（愛媛県） 
　平成15年８月26日付けの建通新聞（愛媛）に以下

の内容の記事がありました。  

　愛媛県では、平成15年９月以降に発注する一般競

争入札の参加資格要件に求める施工実績などについ

てCORINSに登録している工事以外は、実績として

認めないことを決めた。  

　県では、平成６年９月からCORINS登録に係る経

費を設計金額に計上するとともに特記仕様書（平成

９年５月以降は、共通仕様書）にも明記して登録を

義務付け、受注者の登録の促進および発注者間の情

報の共有化を行ってきたが、今回の措置でその徹底

を図る。 

　なお、建設関係団体には、過去に行った工事の

CORINSへの登録を呼びかけ、県の各部局や出先機関，

市町村にも、登録に必要な工事カルテの内容確認に

ついて協力を要請した。 

　CORINSで四国４県の県内で行われた工事件数を

調べると下表となります。県・市町村が発注した工

事は、愛媛県が多く登録されています。今後も増え

ることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　発注機関は「建設会社の工事施工実績、手持ち工

事量」、「専任技術者の配置状況」の確認に、建設会

社は「自社の工事施工実績を発注機関へ届ける手段」

としてCORINSを活用してください。 

7. 監理技術者証番号の変更 
　平成16年３月１日以降に交付される監理技術者資

格者証の交付番号は、現在の８桁から11桁に変更と

なり（表5.参照）、平成16年３月１日から５年間は「８

桁」と「11桁」の交付番号が混在します。  

 

 

 

 

 

 

 

　それに伴い、平成16年３月１日からCORINS入力

システムでの監理技術者証番号の入力方法を変更し

ます。 

（１）監理技術者証番号の入力方法 

＜監理技術者資格者証の交付番号が８桁の場合＞  

　先頭の２桁に"00"を入力し、残りの６桁に交付番号

の下６桁（個人を特定する番号）を入力します。  

＜監理技術者資格者証の交付番号が11桁の場合＞ 

　先頭の1桁に"０"を入力し、残りの７桁に交付番号

の下７桁（個人を特定する番号）を入力します。 

 

 

 

 

 

 
※平成16年２月27日以前に登録した監理技術者証番

　号は、JACICで変換します。  

（２）発注機関が使う検索システムでの表示方法 

　検索システムでの監理技術者証番号の表示も（１）

の説明と同じ方法で変更します。詳細はCORINSホ

ームページをご覧ください。 
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22,054（件） 

12,312（件） 

12,213（件） 

17,734（件） 

（平成16年1月現在） 

愛媛県 

徳島県 

香川県 

高知県 

県と県内の市町村が 
発注した工事件数 

国・公団等が 
発注した工事 

合　計 

18,134（件） 

9,560（件） 

9,730（件） 

13,990（件） 

3,920（件） 

2,752（件） 

2,483（件） 

3,744（件） 

表５.交付番号の体系 

表６．監理技術者証番号の入力例（H16.3.1以降） 

現行（H16.2.27交付分まで） 変更後（H16.3.1交付分から） 

ＸＹＺＺＺＺＺＺ（8桁）  

  Ｘ：再交付の回数（1桁）  

  Ｙ：追加または更新の回数（1桁） 

  Ｚ：個人を特定する番号（6桁） 

ＸＸＹＹＺＺＺＺＺＺＺ（11桁） 

  Ｘ：再交付の回数（2桁） 

  Ｙ：追加または更新の回数（2桁） 

  Ｚ：個人を特定する番号（7桁）　 

交付番号桁数 交付番号 入力する番号 

８桁 

11桁 

11123456 

01011234567

00123456 

01234567

財団法人　日本建設情報総合センター 
　　　　CORINS/TECRISセンター　CORINS担当 

〒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 
E-mail.　corins@sup.jacic.or.jp 
URL.  http://www.ct.jacic.or.jp/corins/


