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　TECRISでは、登録データ作成時に選択する「発注機関
コード」は、「管理主体」のコードを選ぶこととなっていま
す。この「発注機関コード」の選択については、企業の皆様
から多くのお問い合わせが寄せられることもあり、誤った
認識をされていることが想定されます。
このたび、TECRISで定める発注機関コードの選択基準を
整理し、以下に公開いたしますので参考にしてください。
◇契約主体と管理主体
発注機関コードを選択する場合に想定される区分と
して「契約主体」と「管理主体」があります。

◇発注機関コード選択基準の整理
TECRIS登録データ作成時に選択する「発注機関コー
ド」は、以下の選択基準をもとに選択してください。

（選択基準）

（代表的事例）
事例の番号は、上記、（選択基準）の番号 ①、②に対応し
ています。

※複数の発注機関が連名等により、１つの業務を発注または
執行管理する場合には、選択するコードについてはJACIC
では判断しかねるため、発注機関の判断に委ねます。
ご不明の点は、財団法人日本建設情報総合センター　
TECRISセンター（TEL.03-3505-2973、FAX.03-3505-2974）に
お問い合わせください。

　TECRISセンターでは、平成14年1月4日より登録企業
の皆様にデータ提供サービス（電子データ）を開始いたし
ました。
　TECRISデータ提供サービス（電子データ）はTECRISに
登録されたデータのうち、自社の希望する業務情報を
TECRISセンターがデータベースより検索・電子媒体に
出力し、提供するサービスです。TECRISに登録した自
社の業務実績データの提供を受けることができます。
　詳しくはTECRISデータ提供サービス係までお問合せ
ください。

契約主体：当該業務を起案（予算化）した部署
（例：道路部・河川部等）

管理主体：当該業務の執行管理を行う部署（例：出先事
務所等）

例えば、「総務部」や「契約課」などを契約主体と考える
場合がありますが、TECRISではその考え方は適用され
ません。（※）
（※）代表例
道路部が起案した事業を→総務部契約課で入札→局長
名で契約→工事事務所が施工管理する
TECRISでは
⇒ 「契約主体」：道路部／「管理主体」：工事事務所

①「管理主体」となる機関が「契約主体」と同じ組織の場
合は、「管理主体」となる機関のコードを選択する。
②支出負担行為を依頼する者（事業主体）と支出負担行
為を行う者（契約主体）がいる場合で、施工管理する機
関（管理主体）が「契約主体」と同じ組織の場合は、「管
理主体」となる機関のコードを選択する。
③「管理主体」となる機関が「契約主体」とは別組織の場
合、もしくは「契約主体」と「管理主体」が同組織で「管
理主体」となる機関のコードがコード表にない場合
は、「契約主体」となる機関のコードを選択する。
※「別組織」：（例）契約主体：○○県 ≠ 管理主体：×
×市
「同組織」：（例）契約主体：○○県土木部 ＝ 管理主
体：○○県土木事務所
④複数の都道府県をまたがる機関が単一の組織として
発注する場合は、広域行政のコード（29800000）を選択
する。（コード表上の広域行政の取り扱いについて
は、別途検討する。）
※「複数の都道府県をまたがる」 ：（例） 大阪市と神戸
市が単一の組織として発注

⑤同一の都道府県内で複数の機関が単一の組織として
発注する場合は、各都道府県のその他（小分類99）のそ
の他（細分類999）を選択する。
※「複数の機関が同一の都道府県内で組織」 ：（例） 埼
玉県戸田市と蕨市が共同で処理

事例①
「国土交通省」発注業務で、契約者は「○○地方整備局
長」であり、業務管理を「内部部局（営繕部）」が行う場合
・発注機関コード：営繕部のコード
・発注機関名：国土交通省○○地方整備局
・担当事務所（部署）名：営繕部
・担当者氏名：営繕部の担当者
事例②
「環境省」の事業で、支出負担行為担当官が「○○県土木
部長」であり、業務管理を「××工事事務所」で行う場合
・発注機関コード：××工事事務所のコード
・発注機関名：○○県
・担当事務所（部署）名：××工事事務所
・担当者氏名：××工事事務所の担当者
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　平成13年4月に一部国の機関の独立行政法人化や地方

公共団体の組織変更など、発注機関の情報が大きく変わ

りましたが、現在皆様にご利用いただいております

「TECRIS入力システムVer.4.0」の発注機関コード表は、

平成13年2月以降の組織変更の情報に対応しておりませ

ん。その結果、TECRIS登録データ作成時の発注機関

コードの選択、発注機関名称の記入で分かりづらいとこ

ろがあります。

　TECRISセンターでは、平成13年4月の発注機関組織変

更情報を整理し、登録データ作成時に皆様に確認してい

ただくための資料として｢発注機関新旧対応表｣を作成

しました。T E C R I S のホームページ（（h t t p : / /

www.ct.jacic.or.jp/tecris/）の「お知らせ」より資料

をダウンロードできますので、どうぞご利用ください。

【ご注意】

・既に登録された業務データについて、発注機関の組織

変更があったからといって、「発注機関コード」や「発

注機関名称」を改めて訂正することは、原則として必

要ありません。ただし、発注機関より訂正するように

指導があった場合を除きます。

・「発注機関新旧対応表」にて変更のない発注機関につい

ては、これまでどおり入力してください。

・この新旧対応表はTECRIS入力システム次期バージョ

ンの発注機関コード表として確定しているものではあ

りません。

▲発注機関新旧対応表

　「TECRIS入力システムVer.4.0」のWindowsXP上での動
作につきましては現在（平成13年12月現在）検証作業を
行っております。 検証が終わり次第ホームページにて
お知らせいたします。
　現時点でWindowsXP上での動作につきましては保証し
ておりませんので、予めご了承いただきますようお願い
申し上げます。

　TECRISでは、以下の固有番号（コード）があります。
各番号とも業務実績登録に欠かせない重要な番号です。
業務カルテ作成時等に間違いがないよう十分注意してく
ださい。

①｢会社コード｣
会社コードは、TECRISに登録する会社を一意に認識
するために、TECRISセンターが発行する番号で、
TECRISにおける各種申請手続きの際に必要となりま
す。会社コードは、入力システムのご購入時にお知
らせしています。
②｢TECRIS技術者ID｣
TECRIS技術者IDは、TECRISに登録する技術者を一意
に認識するために、TECRISセンターが発行する番号
で、TECRISに業務実績データを登録する（登録する業
務に従事する技術者を選択する場合）際に必要となり
ます。TECRIS技術者IDは、新規技術者情報の申請を
行うことにより取得できます。また、他社へ異動さ
れても変わらない番号です。
③｢TECRIS登録番号｣
TECRIS登録番号は、TECRISに登録する業務実績デー
タを一意に認識するために、TECRISセンターが発行
する番号です。この番号は業務が最初に登録された
時に発行され、「業務カルテ受領書」（JACICがTECRIS
登録完了を証明する書類）により登録企業に通知しま
す。
TECRIS登録番号は、その業務の次の登録段階（途中変
更時登録や完了時登録）に進む際に必須となります。
TECRIS登録番号を誤って入力したり、必要であるに
もかかわらず未入力であったりすると別業務として
登録されることになり、発注機関において正確な実
績確認ができなくなる場合があります。
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　TECRISセンターでは、電話回線を通じたオンラインによる登録も受付けております。
　お手持ちのパソコンから業務実績データを登録できる便利な方法です。

オンライン登録のメリット
1.手間・費用の軽減…
業務登録ＦＤ・登録願の送付および送料の必要がありません。
通信料は全国均一1分10円
（夜間8.5円）となり、初期
費用、基本料金は一切かか
りません。
2.時間の短縮…
業務登録ＦＤ・登録願を送
付する必要がないため、
「業務カルテ受領書」を受け
取るまでの時間が短縮され
ます。登録用ＦＤにエラー
があった場合でも、パソコ
ン画面上で確認することが
できます。
3.自社の登録状況を確認でき
る…
直近の業務登録受付状況と
未完了登録業務を確認でき
ます。
なお、「オンライン登録」と
「ＦＤ送付による登録」を併
用することも可能です。オ
ンライン登録に関するお問
い合わせ・お申し込みは
TECRISセンターの「JACIC
NET EXTRA係」までお願いい
たします。

財団法人　日本建設情報総合センター　TECRISセンター

〒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
電話番号 03-3505-2973
FAX番号 03-3505-2974

　平成13年11月26日より、TECRIS
センターのフロアが以前の2階から
同じビルの4階にフロアを移動しま
した。
　フロアの移動に伴い、お問い合わ
せ等の電話番号も次の通りとなって
いますので、ご注意ください。な
お、地方センターの連絡先（住所、
電話番号、FAX番号等）は以前のまま
です。
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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.03-3505-2973　FAX.03-3505-2974
E-mail. tecris@sup.jacic.or.jp
URL. http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/

日本建設情報総合センター
ＴＥＣＲＩＳセンター

Japan Construction Information Center

財団法人

Q1.登録した内容に誤りがあったのですが、どのような
手続きをすればよいのでしょうか。

A1.発注者の了承を得た上で、以下のとおりTECRIS入力
システムVer.4.0上で業務情報の訂正を行ってくだ
さい。
①業務情報一覧画面で訂正登録したい業務情報をダ
ブルクリックし、入力内容を修正します。
②訂正登録する業務情報を選択した状態で、メ
ニューバーの「業務登録ＦＤ作成」をクリックしま
す。
③「選択した業務の登録ＦＤ作成」－「入力ミス等によ
る訂正の場合」を選択し、修正した業務情報をＦ
Ｄに出力します。
④「業務登録ＦＤ作成」－「登録願および訂正願の印
刷」を選択し、「訂正願」を印刷します。
⑤「訂正用業務登録ＦＤ」、「訂正願」、「業務カルテ受
領書」をTECRISセンターへ送付します。
注）訂正手続きは、最新の業務登録に関してのみ
行えます。例えば、完了時登録が終わっている場
合、契約時登録の訂正はできません。完了時登録
の訂正のみ可能ということです。

Q2. 新しく業務に従事する技術者を登録する際の手続
きを教えてください。

A2. TECRIS技術者IDを取得していない場合、業務デー
タ登録前に新規技術者としてTECRISセンターへ申請
する必要があります。TECRIS入力システムVer.4.0
でデータを作成（入力）し、ＦＤ（「技術者登録ＦＤ」）
と申請書（「新規技術者情報申請書」）の２点を代表部
署からTECRISセンターへ送付してください。（FAXで
の受付はできません。）登録申請書に不備がなけれ
ば、登録完了後、代表部署に対して「TECRIS技術者
ID」をFAXでお知らせします。

Q3.他の企業より技術者が転職してきたのですが、どの
ような手続きをすればよいのでしょうか。

A3.他の企業より技術者が異動してきた場合、まずその
技術者が以前在籍していた企業においてTECRIS技術
者IDを持っていたかどうか確認してください。持っ
ていない場合は、新たにTECRIS技術者IDを取得して
ください。持っている場合は、代表部署より「技術
者情報申請書（異動）」様式に必要事項を記入し会社印
を押印の上、TECRISセンターへ提出してください。
なお、技術者が退職した場合については、申請書等
の提出は現在必要ありません。

Q4.既にTECRISに登録されている技術者の情報が間違っ
ている場合や、婚姻等で名字が変更になった場合の
手続きを教えてください。

A4.「氏名」「フリガナ」「生年月日」を変更・訂正したい場
合は、代表部署より「技術者情報申請書（変更）」様式
に必要事項を記入し会社印を押印の上、TECRISセン
ターへ提出してください。

Q5.「代表部署情報」「会社固有情報」の更新手続きを教え
てください。

A5.会社固有情報の申請はTECRIS入力システムVer.4.0
の「固有情報（代表部署専用）」機能を用いて作成した
データ（｢会社登録ＦＤ｣）と申請書（｢会社固有情報申
請書｣）を１セットにしてTECRISセンターへ提出して
ください。

Q6.契約金額５００万円未満の業務が作成できません。
A6.TECRISでは対象金額を５００万円以上（税込み）とし
ていますので、５００万円未満のデータを入力シス
テムで作成することはできません。なお、契約変更
により、途中から請負金額５００万円以上となった
場合には、履行期間開始日を本契約上の開始日と
し、その他のデータは契約変更の内容で作成し、登
録して下さい。


