
 
 
 
 
 
 

■ 登録と訂正手続きの変更 

TECRIS には、以下の「登録段階」があります。 

・業務を契約したときに行う「契約時登録」 

・業務が完了するときに行う「完了時登録」 

・業務途中で変更契約が行われた場合に行う「途中

変更時登録」 

その他に、間違えて登録したデータを訂正すると

きに行う「訂正手続き」があります。1つの業務でも

低 2 回の登録を行います。 

TECRIS に蓄えられたデータは発注機関に提供しま

すが、発注機関に提供するのは、１つの業務につき

最新の「登録段階」のデータだけです。つまり、「契

約時登録」だけが行われている業務は「契約時登録」

データを、「途中変更時登録」まで行われている業務

は「途中変更時登録」データを、「完了時登録」まで

行われている業務は「完了時登録」データを発注機

関に提供しています。 

今までの TECRIS は、『発注機関に提供しているデ

ータの訂正』と『発注機関に提供しているデータよ

り新しい「登録段階」のデータの登録』を受け付け、

『発注機関に提供していないデータの訂正』と『発

注機関に提供しているデータより古い「登録段階」

の登録（たとえば、「完了時登録」後の「契約時登

録」）』は禁止していました。 

しかし、『「契約時登録」と「完了時登録」を行っ

た後、「契約時登録」データを訂正したい』、『「契約

時登録」と「完了時登録」を行った後、「途中変更時

登録」をしたい』などの要望が多くあり、平成 15 年

5 月 6 日から TECRIS の登録と訂正手続きを以下に変

更しました。 

 

（１）順番どおりではない登録も可能 
① 「完了時登録」だけを行っている状態で、「契

約時登録」をする場合。 

 
登録の順番が違いますが、登録は可能です。

「契約時登録」データを送ってください。 
【注意】「完了時登録」の後の「契約時登録」は別

に「さかのぼり手続き申請書」が必要となります。

TECRIS センターへ問い合わせのうえ、行ってくだ

さい。 
② 「完了時登録」だけを行っている状態で、「途

中変更時登録」をする場合。 
「契約時登録」をしないと「途中変更時登録」

をすることはできません。まず、「契約時登録」

を行い「契約時業務カルテの受領書」を受け取っ

てから「途中変更時登録」を行います。 
③ 「契約時登録」、「完了時登録」を行っている状

態で、「途中変更時登録」をする場合。 
登録は可能ですので、「途中変更時登録」データ

を送ってください。 
④ 「契約時登録」、「途中変更時登録」、「完了時

登録」を行っている状態で、２回目の「途中変

更時登録」をする場合。 
・登録済みの「途中変更時登録」の契約変更日よ

り後の「途中変更時登録」をする場合は、登録

は可能ですので、「途中変更時登録」データを

送ってください。 
・登録済みの「途中変更時登録」の契約変更日よ

り前の「途中変更時登録」をする場合は、「途

中変更時登録」データと一緒に、登録済みの「途

中変更時登録」の受領書（原本）を送ってくだ

さい。「途中変更時登録」を複数回行っている

場合は、登録する「途中変更時登録」の契約変

更日より後の登録済みの「途中変更時登録」の

受領書（原本）の全てを同封してください。新

しい受領書（原本）を返却します。 
 
 



（２）全ての「登録段階」のデータが訂正可能 
発注機関に「提供している」，「提供していない」

に係わらず、登録済みのデータであればどの「登

録段階」のデータも訂正が可能です。しかし、訂

正の対象となるデータは訂正手続きを行ったデー

タだけです。たとえば、「契約時登録」と「完了時

登録」を行っている状態で「契約時登録」データ

を訂正した場合は、「契約時登録」データだけが訂

正されます。同時に「完了時登録」データも訂正

されるようなことはありません。「契約時登録」デ

ータと「完了時登録」データの両方を訂正する場

合は、両方のデータに対して訂正手続きをしてく

ださい。 

● 発注機関が活用しているデータ？ 
新の「登録段階」のデータだけ訂正することが

できたのを、登録済みのデータはどれでも訂正でき

るようにしました。そこで、注意しなければならな

いことがあります。 
データを訂正する場合は、発注機関がどのデータ

を活用中か把握してデータを訂正する必要がありま

す。そうしないと、データを訂正したつもりなのに、

訂正内容が発注機関に届いていないという現象が起

きます。登録企業の方は、以下を注意してください。 
①「登録段階」を正しく理解してください。 
②「発注機関に提供しているデータはどれか」を知

ってください。 
③ データを訂正するとき、どのデータに対する訂正

かを理解し、正確に「訂正データ」や「業務カル

テの訂正願」を作成してください。 

● 順序どおり登録してください。 
業務カルテを登録すると、JACIC は登録日を記載

した「業務カルテ受領書」を発行します。「業務カル

テ受領書」の登録日は、業務カルテを TECRIS に登録

した日で、絶対に修正することはできません。「契約

時登録」、「途中変更時登録」、「完了時登録」の受領書

を並べたとき、登録日が逆転していると発注機関が業

務カルテ登録を危ぶむこととなります。業務カルテの

登録は、順序どおり「契約時登録」、「途中変更時登録」、

「完了時登録」の順で登録してください。 

■ 完了時未登録業務の扱いについて

（意見照会） 

TECRIS には、業務を受注したときに行う「契約時

登録」と、業務が完了するときに行う「完了時登録」

があります。「契約時登録」データは技術者や登録企

業の作業中の業務量の確認などに使い、「完了時登

録」データは技術者や登録企業の業務実績の確認に

使います。よって、「契約時登録」だけを行って、「完

了時登録」をしないと、いつまでも作業中の業務と

して発注機関に伝わり、業務完了の実績とはなりま

せん。 

 

TECRIS データベースには、「契約時登録」だけを行

い、業務カルテに記載した完了年月日が過ぎても「完

了時登録」を行っていない業務カルテがたくさんあ

ります。 

 

そこで、以下の活動をしたいと考えています。 

① 年に１度、履行期間（工期）が過ぎても「完了時

登録」が行われていない業務カルテを洗い出し、

登録企業にダイレクトメールで登録状況を説明

し、「完了時登録」または「履行期間（工期）延

長の途中変更時登録」をお願いする文書を送る。 

② 隔年（2 年に 1 度）で、発注機関にも「完了時登

録」が行われていない業務カルテについて報告す

る。 

③ ①と②を４年間行い、「完了時登録」および「途

中変更時登録」が行われない場合は、「契約時登

録業務カルテ」の発注機関への情報提供を停止す

る。 

 

この活動は、平成 16 年度から行います。この活動

について意見がございましたら、機関(会社)名、所属

名、氏名、電話番号、FAX 番号を明記の上、TECRIS セ

ンターまで FAX（03-3505-2974）してください。平成

15 年 9 月 12 日（金）までに届くようにお願いいたし

ます。 
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■ TECRIS オンライン登録の対応 OS 

TECRIS オンライン登録の対応 OS を Windows95、98

としていましたが、下表に示す OS について、オンラ

イン登録の動作検証を行い、問題なく稼動すること

を確認しました。各 OS の環境設定手順書は TECRIS

ホームページの上段メニューか右側メニューの「マ

ニュアル」からダウンロードできますので、どうぞ

ご利用ください。 

オンライン登録の稼動環境 
OS 権限 

Windows95  

Windows98  

WindowsMe  

WindowsNT Workstation4.0 Administrators 

Windows2000 Professional Administrators 

WindowsXP HomeEdition コンピュータの管理者 

WindowsXP Professional Administrators、Power Users 

 

ブラウザソフト 

Netscape Navigator3.01、Netscape Communicator4.0～4.75 

注）上記以外の環境で使用する場合はサポートできません。

また、ブラウザソフトのその他機能については動作確認

しておりません。 

 

■ TECRIS で使用する各種番号 

TECRIS で使用する以下の番号（コード）について

問い合わせが多くありますので、以下に説明します。 

① TECRIS 登録番号 

TECRIS には「契約時登録」「途中変更時登録」

「完了時登録」の「登録段階」があります。それ

ぞれの「登録段階」の業務カルテを１つの業務の

データとして認識するためにTECRISセンターが発

行している番号です。登録企業には「業務カルテ

受領書」でお知らせしています。 

② 設計書コード 

各発注機関が、自機関が発注する業務を管理す

るために使用している番号です。発注機関により

取り扱いが異なります。発注機関から業務を管理

するための番号を聞いて入力してください。 

③ シリアル番号 

TECRIS 入力システム Ver.4.0 で初めて登録デー

タを作成するとき「固有情報（代表部署）」で必要

となります。「シリアル番号」が不明な場合は、

TECRIS センターにお問い合わせください。 

④ 顧客コード 

登録料などの支払いに「口座振替」を利用する

場合に入力します。「顧客コード」は「口座振替」

の利用を申し込んだとき TECRIS センターが返送す

る「預金口座振替依頼書（お客様控）」に記載して

います。しかし、登録料などの支払いに「口座振替」

を 14 ヶ月以上利用しない場合は無効となります。 

 

■ TECRIS 登録件数 

TECRIS は平成 5 年度以降の業務実績が登録されて

います。年度別業務件数は下表のとおりです。平成

15 年 5 月末時点の総登録件数は約 52 万件、総登録企

業数は約 7 千社、総技術者数は約 12 万人となってい

ます。 

円グラフは、完了時登録された業務件数の発注機

関別割合を表しています。都道府県・政令指定都市・

市区町村発注の登録件数が全体の約 7 割を占めてい

ます。 

登録件数の推移 
年度 業務実績＋手持ち業務（件） 

平成 5 年度 38,404 

平成 6 年度 39,607 

平成 7 年度 40,605 

平成 8 年度 49,498 

平成 9 年度 54,285 

平成 10 年度 59,233 

平成 11 年度 58,929 

平成 12 年度 57,675 

平成 13 年度 55,810 

平成 14 年度 52,951 

平成 15 年度 10,397 

合計 517,394 

登録企業数 6,910（社） 

登録技術者数 120,513（人） 

平成 15 年 5 月末現在 

発注機関別の登録割合（完了時登録） 

 

 

 

 

 

 

国の機関 

公団・事業団

33% 

都道府県・ 

政令指定都市

45%

市区町村

21% 
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■ 発注機関の TECRIS 活用状況 

発注機関の TECRIS 活用状況は、下表のとおりです。 

 TECRIS に登録された業務実績情報は、発注機関が

業務発注時に、入札・契約手続きの透明性、競争性を

より一層高めつつ、技術力に信頼のおける企業選定を

行うために活用しています。 

発注機関の TECRIS 活用状況 

 国の機関 
都道府県・

政令指定市

市区町村 

その他 
合計 

活用中 23 29 31 83 

準備中 1 0 13 14 

合計 24 29 44 97 

平成 15 年 5 月末現在 

 

■ 「契約金額 500 万円未満業務」の扱

い 

発注機関が使う TECRIS データベースには、TECRIS

入力システム Ver.1.0 および Ver.2.0 で作成し、登

録した「契約金額 500 万円未満業務」が 666 件あり

ます。入力システム Ver.3.0（平成 11 年 10 月リリー

ス）以降は、「契約金額 500 万円未満業務」は登録で

きません。 

TECRIS は平成 7 年度の登録受付開始当初から、公

共発注機関が発注する業務で、契約金額が 500 万円

（税込み）以上の調査設計業務、地質調査業務及び測

量業務が登録対象ですので、「契約金額 500 万円未満

業務」データは平成 15 年 8 月から発注機関へ情報提

供しないこととします。 

 
 
 
 

■ TECRIS ホームページリニューアル 

① 画面の構成を大幅に変更し、画面の横スクロール

をなくしました。また、画面を印刷した場合もＡ

４判縦に収まるように設計しました。 

② トップページから全てのメニューに飛べます。リ

ニューアル前は３段階のメニュー構成にしてい

ましたので、目的のメニューにたどり着くのに２

～３回のクリックが必要でした。リニューアルで、

トップページに全てのメニューを置きましたの

で、すぐに目的のメニューに飛べます。 

 

URLは、http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/です。 

そ～とっ、のぞいてみてごらん！ 

 

■ Ｑ＆Ａ（よくある質問） 

Ｑ１． 「業務キーワード」と「新語業務キーワード」

の違いはなんですか？ 

Ａ１． 「業務キーワード」は、業務キーワード表か

ら選択します。業務の内容を表現するキーワ

ードで、発注機関が実績確認を行う場合の重

要なデータです。「新語業務キーワード」は、

業務キーワードとしてコード化されていない

キーワードを次期入力システムのバージョン

アップ時の追加要望として入力するもので、

「業務キーワード」として登録されるデータ

ではありません。 
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