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　JACIC news特集号（TECRIS/No.4）におきまして、
「TECRIS は過去10年間の業務実績情報を公共発注
機関に情報提供する。」という運用を提案し、皆様
からご意見を募集しましたが、ご意見はありません
でした。
　従いまして、今後のTECRIS情報提供の運用は以
下のとおりに定めますので、ご了承願います。公共
発注機関及び登録企業へは、「毎年4月1日時点で
登録データの完了年月日が10年を越えている業務
実績情報」は情報提供いたしません。具体的には初
回として平成 5 年度に完了した業務について平成
16年4月1日から公共発注機関及び登録企業への情
報提供を停止することとなります。

　TECRISでは技術者1名に対して「TECRIS技術者
ID」を１つ発行していますが、同一技術者の方が複
数の「TECRIS技術者ID」を取得している事例があ
り、発注機関の検索においてそれら技術者が従事さ
れた業務実績データを正確に把握することができ
ず、業務発注に支障をきたすことがあります。
　多くの要因として、技術者の方が他の登録企業か
ら異動してきた場合や、他の登録企業の業務に携
わった（出向等）場合に、それら登録企業において
も「TECRIS技術者ID」を取得していることが考え
られます。
　つきましては、貴社に所属する技術者が上記に該
当する場合は、「TECRIS技術者ID」を取得した登録
企業に「TECRIS技術者ID」を照会していただいた
うえで、貴社の代表部署よりTECRISセンターあて
に「技術者情報申請書（異動）」、「技術者情報申請
書（統合）」の提出をお願いします。

　なお、「TECRIS技術者ID」を複数取得されている
と思われる技術者情報をお知らせする技術者情報
（異動・統合）の申請促進を、例年6月に実施して
います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　TECRIS では、業務契約時に契約時、契約変更時
に途中変更時、業務完了時に完了時とそれぞれの段
階で登録を行うことになっています。契約時登録を
行ってから完了時まで登録されないと、発注機関で
は業務実績として確認することができず、手持ち業
務として扱われます。
　それに対してTECRISセンターでは完了（予定）日
を３ヵ月以上経過し、完了時登録がされていない業
務を完了時未登録業務とし、それら業務一覧を例年
6月と12月の計2回、登録企業代表部署ご担当者様
あてに通知する、登録促進を実施し、早めに完了時
登録を行うようお願いしています。（完了時登録を
行う際は、契約時登録時にTECRISセンターが発行
した業務カルテ受領書に記載している「TECRIS 登
録番号」を必ず入力してデータを作成してくださ
い。）
　なお、契約時登録を行った後に契約変更により契
約金額が500万円未満（消費税込み）に減額したな
ど登録対象外となった場合には、データの削除手続
きを行ってください。
　業務カルテの登録およびデータの削除にあたって
は、必ず発注者に確認したうえで手続きを行ってく
ださい。詳しくはTECRISセンターまでお問い合わ
せください。

　TECRISでは、平成10年12月以降JACICとの窓口
的役割を果たす代表部署の情報や、本社情報等の会
社固有情報（両者を総称して会社固有情報といいま
す。）を収集しています。代表部署情報については、
バージョンアップ版のTECRIS入力システムや、本
紙をはじめとするJACICからの各種ご案内の発送先
としています。会社固有情報については、公共発注
機関が業者選定を行うための情報として活用されて
います。

・「技術者情報申請書（異動）」･･･所属会社を

変更するための申請書

・「技術者情報申請書（統合）」･･･複数のIDを

ひとつにまとめるための申請書
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　つきましては、会社固有情報を構成する内容
（表-1参照）に変更等が生じた場合、すみやかに貴
社代表部署にてTECRIS入力システム上でデータを
更新のうえ、会社固有情報申請書および会社登録
FDを１セットとして、TECRISセンターあてに提出
をお願いします。登録料は無料です。
　なお、TECRIS センターでは会社固有情報を最後
に登録して以降、一定期間、会社固有情報の更新を
行われていない企業に対して、例年11月に申請促
進を実施いたします。ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

表表表表表 -1- 1- 1- 1- 1：：：：：会社固有情報の収集項目会社固有情報の収集項目会社固有情報の収集項目会社固有情報の収集項目会社固有情報の収集項目（（（（（抜抜抜抜抜粋粋粋粋粋）））））

　平成7年4月から運用を開始しましたTECRISは、
現在45万件を上回る業務実績情報があり、広く公
共発注機関、登録企業で利用されています。
　TECRIS は、運用開始以来、時代のニーズに沿っ
て、バージョンアップをその都度行ってまいりまし
たが、システム開発からかなりの年月がたってお
り、この間の社会情勢、技術動向も大きく変動して
います。また、検索システムをお使いになられてい
る公共発注機関からも見直しの要望、特に業務分野
の過不足が指摘されてきていることから、TECRIS
収集項目の見直しを実施することといたしました。
　TECRIS収集項目の見直しにあたっては、TECRIS
を利用されている公共発注機関が多岐にわたってい
ること、利用目的に沿った見直しが必要であること
から、検索システムを導入いただいている公共発注

機関を対象にアンケート調査を実施しました。更に
検索システムを導入しておられない公共発注機関及
び登録企業からも広くご意見・ご要望等をお聞きし
たいと考え、現在TECRISホームページ
http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/
において、「会社固有情報」、「技術者情報」、「業務
分野」、「技術データ」の収集項目についてご意見・
ご要望を募集しています。
　ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、アンケー
ト調査へのご協力をお願いいたします。なお、シス
テムの構成上、皆様から頂いた全てのご意見・ご要
望にお応えすることはお約束できませんことを予め
ご了承ください。

　JACICは、自身で登録データを作成しない企業の
ために、代行してTECRISの登録データを作成する
代行入力業務を行っています。
　代行入力業務は、企業がTECRISに登録するデー
タを様式に記入してJACICに提出し、JACICはこれ
を受けて登録用フロッピーディスクを作成するもの
です。代行入力は有償で、登録料とは別に契約・完
了時登録が6,000円／件、途中変更時・訂正登録が
4,000円／件です。
　代行入力業務は、TECRIS の歴史的な経緯から
JACICが担当してきましたが、財団法人の業務が民
間業務を圧迫するとの批判があるなか、JACIC以外
の方に代行入力を任せることが批判に応えることと
なるとJACICは考えており、民間企業がTECRIS代
行入力業務に参入することを歓迎します。
　TECRIS 代行入力業務は、年度末に業務が増加す
るため、業務量の季節変動が大きいという特徴があ
りますが、巧く季節変動を吸収するような業務計画
を立案すれば、JACICが設定している代行入力料金
よりも安く料金を設定することも可能と考えられま
す。
　参考までにTECRIS及びCORINSの代行入力業務の
需要について、過去4年間の推移を表-2に示します。

表表表表表 -2-2-2-2-2：：：：：TECRISTECRISTECRISTECRISTECRIS 及び及び及び及び及び CORINSCORINSCORINSCORINSCORINS 代行入力件数の推移代行入力件数の推移代行入力件数の推移代行入力件数の推移代行入力件数の推移

会社
固有情報

・本社情報（住所・電話番号等）

・登録規定による
登録番号

建設コンサルタント
登録番号

地質調査業者登録番号

補償コンサルタント
登録番号

測量業者登録番号

一級建築士事務所
登録番号

・各種技術者数 技術士数

ＲＣＣＭ数

地質調査技士数

測量士数

・総技術者数
・建設コンサルタント登録部門別技術士数及び
ＲＣＣＭ数

代表部署
情報 ・代表部署情報（住所・電話番号・担当者名等）

年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度

TECRIS 823 678 423 214

CORINS 18,903 18,735 13,363 8,336
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　TECRIS代行入力業務の請負は、JACICへの登録行為

の代行ではなく、データ入力行為の代行です。従って、

登録及び登録内容については、登録企業が一切の責任

を持つものです。

　つきましては、TECRIS代行入力業務の登録責任を明

確にするため、以下の点にご協力のほどお願います。

1.JACICはTECRISデータの登録料を登録会社へ請

求し、代行入力業務を行う方には請求いたしま

せん。

2.JACICは業務カルテ受領書を登録会社へ送付し、

代行入力業務を行う方には送付いたしません。

3.オンライン登録のID、パスワードは代行入力業

務を行う方には発行いたしません。

4.TECRIS データの登録受付時または登録後に、

TECRISデータの内容について疑義を発見した場

合、JACICは問い合わせを登録会社に行い、代

行入力業務を行う方に問い合わせることはいた

しません。

■■■■■     発注機関のみなさまから寄せられる質問発注機関のみなさまから寄せられる質問発注機関のみなさまから寄せられる質問発注機関のみなさまから寄せられる質問発注機関のみなさまから寄せられる質問

Q1.TECRISを活用して業務発注時の業者選定の参考

にしたいのですが。

A1.TECRISで受注企業が登録した業務、技術者、会

社に関する情報を活用するためには財団法人日

本建設情報総合センター（JACIC）TECRISセン

ターにTECRIS検索システムの利用をお申込みい

ただく必要があります。詳しくはTECRIS セン

ターまでお問い合わせください。

Q2.TECRISへ登録対象となる業務について教えてく

ださい。

A2.公共発注機関などが発注した契約金額が500万

円(消費税込み)以上の調査設計業務、地質調査

業務、測量業務を登録対象としています。建築

関係業務および補償コンサルタント業務は登録

対象外となります。

Q3.TECRISに登録している業務実績データを検索シ

ステム上で確認できないのだが。

A3.以下の可能性が考えられます。

①登録企業がデータの削除を行った

②登録企業が完了時登録まで行っておらず手持

ち業務となっている

なお、各技術者が従事した業務実績データにつ

いても、完了時登録まで行われない限り、検索

システム上では手持ち業務となります。

Q4 . 財団法人や公益民間企業からの発注業務は、

TECRISの登録対象になりますか。

A4.TECRIS では、表-3のとおり公共機関並びに公

益法人、公益民間企業を登録対象発注機関とし

て扱っていますので、TECRISへの登録対象とな

ります。
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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

表表表表表 -3-3-3-3-3：：：：：TECRISTECRISTECRISTECRISTECRIS 登録対象発注機関登録対象発注機関登録対象発注機関登録対象発注機関登録対象発注機関

■■■■■     登録企業のみなさまから寄せられる質問登録企業のみなさまから寄せられる質問登録企業のみなさまから寄せられる質問登録企業のみなさまから寄せられる質問登録企業のみなさまから寄せられる質問

Q1.オンライン登録を行う際にADSL（非対称デジタ

ル加入者回線）で接続できますか。

A1.TECRISではオンライン登録を行う際、セキュリ

ティの面からKDDIのDOD回線（専用線）で接続

を行います。それ以外の回線を利用して登録を

行うことはできません。

Q2.過去に「TECRIS 技術者ID」を取得した技術者

が、退職やその他の理由ですでに在籍していな

い場合、削除などの申請は必要ですか。

A2.TECRISでは現在、退職等による技術者情報の削

除は行っておりませんので、申請を行う必要は

ありません。

Q3.技術者が新たに資格を取得しました。どうすれ

ば更新することができますか。

A3 . 技術者の保有資格が変更となった場合には、

TECRIS入力システム上の［技術者情報］→技術

者を選択し、保有資格情報等を入力してくださ

い。入力後対象技術者が従事する業務をTECRIS

に次回登録する際に、当該技術者の保有資格等

情報も更新されます。

Q4.所属する技術者が技術士の資格で新設された総

合技術監理部門を取得したのですが、入力シス

テムでどのように入力したらよいですか。

A4.TECRIS入力システムVer.4.0の技術士部門/選

択科目では、総合技術監理部門を選択すること

ができません。入力システムの改訂を行うま

で、既存の技術士部門/選択科目を選択して、そ

の他特筆すべき事項に「総合技術監理部門」を

入力してください。

Q5. 業務を受注した発注機関の組織編成が変更さ

れ、入力システムの発注機関の情報をどのよう

に入力すればいいのか分かりません。

A5.現在のTECRIS入力システムVer.4.0が実装して

いる発注機関コード表は平成13年1月時点のも

のとなります。原則として、発注機関コードは

旧組織コードを選択して、発注機関事務所名は

表示される名称を消去して新名称を入力してい

ただくことになります。詳しくは、TECRISホー

ムページの「登録企業のみなさま」にあるお知

らせをご覧いただくかTECRISセンターまでお問

い合わせください。

国の機関 国土交通省等の中央省庁・公団・事業
団等

地方公共団体 都道府県・市区町村・公社等

公益民間企業 電力会社・JR・ガス会社・民鉄・電信
電話会社・その他公益民間企業等

公益法人 財団法人・社団法人（営利社団除く）

海外 海外政府機関・海外公益民間企業


