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○業務カルテの確認を必ず行ってください 

　⇒確認は細心の注意をお願いします。 

　　間違っていると正確な実績データとはな 

　　りません。訂正は登録企業の負担（有料 

　　3,000円）となります。 

○業務カルテの確認ポイントは？ 

　⇒TECRISホームページ（業務カルテの確認）

　　に確認ポイントをとりまとめています。 

↓ホームページアドレス 

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/job02.html

○完了時登録を行っていますか？ 

　⇒完了時登録しないと手持ち業務となり、実

　　績として取り扱われず不利益になります。 

○会社固有情報の更新を行っていますか？ 

　⇒発注機関が正確な情報を把握できない他、

　　TECRISから連絡文書やバージョンアッ

　　プ資料が送れません。 

○発注機関コードを間違えていませんか？ 

　⇒発注機関コードを間違えて選択していると、

　　検索時に実績として正しく表示されません。 

○業務分野、業務キーワードを正しく入力して

　いますか？ 

　⇒正確に入力しないと、発注機関が検索時に

　　業務情報を確認できません。 

■【重要】ご注意ください！　　　
　TECRISからのお知らせ 

■技術者情報の申請をしないと、
　業務登録が行えません！  
（１）｢TECRIS技術者ID｣を取得しないと業務登

　録ができません！ 

　TECRISでは、技術者を一意に認識するため、１

人の技術者に１つの「TECRIS技術者ID」を付与

して管理しています。従って、「TECRIS技術者ID」

を取得しないと業務登録することができません。 

　この「TECRIS技術者ID」は、TECRIS入力シ

ステムVer.4.0で申請する技術者の  

　・「氏名（漢字）」 

　・「氏名（フリガナ）」 

　・「生年月日」 

　（これら３つの情報を「基本情報」とします）

を入力し、「技術者登録FD」と「新規技術者登録

申請書」をCORINS/TECRISセンターTECRIS担

当へ送付してください。登録が完了すると、

CORINS/TECRISセンターから代表部署に「TECRIS

技術者ID」をFAXで通知します。  

 

（２）「TECRIS技術者ID」は終身IDです！  

　一度取得した「TECRIS技術者ID」は終身使用

しますので、１技術者の業務実績は「TECRIS技

術者ID」を通じて、終身一元的にTECRISデータ

ベースで管理し、発注機関へ提供しています。従

って、１技術者が複数の「TECRIS技術者ID」を

取得している場合や所属企業を変更したことを申

請していない場合等では、発注機関が技術者の業

務実績を正しく活用できません。 

 

　一度登録した技術者情報に変更が生じた場合は、

以下の事例に応じた申請を行ってください。 

 

①「TECRIS技術者ID」を取得した技術者の基本

　情報を変更するには？ 

　また、この項目以外にも注意点、確認事項等、

TECRISに関する情報がTECRISホームページに

記載しております。是非、この機会に活用してく

ださい。 

　http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/

《発注機関の方へ》 

《登録企業の方へ》 



　の問い合わせに対して、CORINS/TECRISセン

　ターに登録した「TECRIS技術者ID」と基本情

　報の一覧表を代表部署にFAXで通知します。

  

 

 

　 

 

 

 

（３）｢技術者情報」は最新のデータを入力！ 

　技術者の資格や発表論文等の基本情報をのぞく「技

術者情報」は、業務カルテ登録時に更新されますので、

｢技術者情報｣に誤りがあった場合や、古いデータで

登録した場合でも最新のデータとして更新されること

になります。従って、業務カルテ登録を行う際に「技

術者情報」の最新のデータを入力していないと発注

機関が「技術者情報」を正しく活用できません。 

 

■登録対象期間が変わります! 
１．背景 

　平成14年10月発行のJACICNewsTECRIS特集

号№５でお伝えしたとおり、平成16年４月より、

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」という運用を開始します。

具体的には平成16年４月に平成５年度業務のデー

タ提供を停止します。  

　これに合わせてTECRISでは「情報登録できる

期間」と「情報提供を行う期間」を一致させ、10

年に変更することを検討しています。 

 

２．現在の登録対象期間 

　従来の登録対象期間は調査設計業務、測量業務

で１年ずれており、登録段階も「業務の契約時」

と「業務の完了時」がある等発注機関や登録企業

の方にはわかりにくい運用でした。 

 

３．今後の登録対象期間 

　平成16年４月からの登録対象期間は以下のよう 

になります。 

JACIC news

　　婚姻等で名前の変更があった場合、基本情報

　に誤りがあった場合等は、「技術者情報申請書（変

　更）」をCORINS/TECRISセンターTECRIS担

　当へ送付してください。  

②「TECRIS技術者ID」を取得した技術者が所属

　企業を異動した場合は？  

　　「技術者情報申請書（異動）」をCORINS/ 

　TECRISセンターTECRIS担当へ送付してください。

【ご注意】 

　・異動元の企業は申請する必要がありません。 

　・技術者を異動しても会社としての実績は異動

　　しません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 企業内で同一技術者が複数の「TECRIS技術者

　ID」を取得している場合には？  

　　「技術者情報申請書（統合）」をCORINS/ 

　TECRISセンターTECRIS担当へ送付してください。

④他の企業間で同一技術者が別の「TECRIS技術

　者ID」を取得している場合には？  

　　「技術者情報申請書（異動）」および「技術

　者情報申請書（統合）」をあわせて、CORINS/ 

　TECRISセンターTECRIS担当へ送付してくだ

　さい。なお、申請は現在の所属企業が行ってく

　ださい。 

⑤ 自社の技術者登録状況がわからない場合は？ 

　　CORINS/TECRISセンターでは代表部署から 

● ｢TECRIS技術者ID｣が分からない？  

　TECRIS技術者登録をした技術者が他社から
異動してきたが「TECRIS技術者ID」がわか
らない場合には、該当技術者が間違いなく異
動元企業に在籍していたことを証明する書類
と異動申請書と合わせて送付してください。
TECRISで「TECRIS技術者ID」をひきあてる
ことで「異動申請手続き」ができます。 

＜異動元会社の在籍を証明する書類＞ 
・異動元企業が発行した在籍証明または離職
　証明の写し  
・給与の源泉徴収票の写し  
・技術者が所属企業を異動する前に取得した
　技術士やRCCM等の資格証明書の写し  

【ご注意】 
　給与の源泉徴収票の写しは、金額の部分を
消してください。 

●申請時の注意事項！ 

・各種申請には「TECRIS技術者ID」が必要です。 

・各申請手続きは、代表部署が行います。 

・各申請書には、会社印を捺印してください。 

不備があった場合、手続きが大幅に遅れるこ

とがありますので、ご注意ください。 



TECRISに登録できる業務  

 

 

 

 

　この「平成16年4月より登録対象期間（＝情報

提供期間）を10年にする」運用について、ご意見

等ありましたら、１月15日までに、機関（会社）

名、所属名、お名前、電話番号、FAX番号を明

記の上、CORINS/TECRISセンターTECRIS担当

までFAX（03-3505-2974）をお願いします。 

 

■分社・合併した業務実績の移動が
　簡単になります！ 
１．経緯  

　建設業界の再編が進んでおり、分社・合併の申

請が増えております。しかし現在のTECRISでは、

業務実績移動の再登録が面倒なことから、分社・

合併の業務実績移動処理の運用を変更します。 

２．運用  

●運用変更の開始予定時期：平成16年2月頃  

（１） 現在の運用方法 

【分社】登録を行った会社は該当する業務実績デ

　　　　ータを一旦削除して再登録する。 

【合併】申請に基づき会社コードおよび会社名を

　　　　変更する。 

（２） 新運用方法 

 

■発注機関コード「XXXXX999」 
　を整理します！ 
　TECRIS登録項目「発注機関コード」の〝その

他（XXXXX999）〟のコードをご存知でしょうか？

〝その他〟で登録されている完了時登録済みの業

務が約８万件あります。この中には発注機関の組

織改編の影響や入力ミス等により、本来、選択可

能な発注機関組織があるにもかかわらず、〝その

他〟として登録されているものもあります。

TECRISでは正確な発注機関情報を提供すること

を目的に、登録された「発注機関事務所名」およ

び「発注部署名」から判断して、明らかに〝その

他〟ではなく選択可能な組織がある約４万件の業

務について、平成15年12月上旬に「発注機関コー

ド」をコンバートします。  

　なお、この「発注機関コード」コンバートに伴

う業務カルテ受領書の再発行および業務カルテの

電子データの再提供は行いません。詳細は

CORINS/TECRISセンターTECRIS担当まで問い

合わせてください。 
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平成16年４月からの 
登録対象業務 

調査設計 
業務 

測量業務 

従来の登録 
対象業務 

平成６年４月以降に 
業務を完了した業務 

平成７年４月以降に 
業務を完了した業務 
平成８年４月以降に 
業務を開始した業務 

（「発注機関コード」コンバート具体例その１） 

●登録された発注機関コード：22701999 

　（地方公共団体・大阪府・大阪府・その他） 

　発注機関事務所名：大阪府八尾土木事務所 

●コンバート後発注機関コード：22701105 

　（地方公共団体・大阪府・大阪府・八尾土木事務所） 

（「発注機関コード」コンバート具体例その２） 

●登録された発注機関コード：12707999 

　（国の機関（公団）・本州四国連絡橋公団・その他） 

　発注機関事務所名：本州四国連絡橋公団第一管理局 

　発注部署名：鳴門管理事務所 

●コンバート後発注機関コード：12707202 

　（国の機関（公団）・本州四国連絡橋公団・鳴門管  

　 理事務所） 

登録企業 JACIC

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。 

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。 

①分社・合併等に伴う実 
　績データ移動処理を行 
　う旨をJACICに連絡。 

④該当データを 
　移動先の会社 
　に振り分ける。 



■Ｑ＆Ａ（よくある質問です）  
■発注機関の方から寄せられる質問  

Ｑ１．初めてTECRIS検索システムを利用します

　　　が、ユーザIDとパスワードを入れても画

　　　面に変化がありません。また、TECRIS検

　　　索システムは稼動しましたが、検索画面で

　　　会社名を入力する際、全角カナを入力して

　　　も、候補名が表示されないのですが？ 

　　　（検索システムが使えない！） 

Ａ１．Webブラウザのバージョンを確認してくだ

　　　さい。TECRIS検索システムに使用するブ

　　　ラウザはNetscape Communicator 4.05で 

　　　す。なお、バージョン4.05を入手希望の機

　　　関は、CORINS/TECRISセンターTECRIS

　　　担当まで連絡してください。 

 

Ｑ２．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ですが？ 

Ａ２．以下の可能性が考えられます。 

　　　　・登録企業がデータの削除を行った 

　　　　・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、

　　　実績として確認できません。原因が分から

　　　ない場合は、CORINS/TECRISセンター 

　　　TECRIS担当まで連絡してください。 

 

■登録企業の方から寄せられる質問  

Ｑ１．技術者が新たに資格を取得したので申請を

　　　行いたいのですが？ 

Ａ１．技術者の保有する資格、発表論文など発注 

　　　機関に対してPRしたい項目に関する情報

　　　を変更する場合は、入力システム上の［技

　　　術者情報］で、該当する項目を変更してく

　　　ださい。 

　　　なお、変更した情報で業務登録を行うと業

　　　務情報登録時に技術者データとして反映さ

　　　れますので、申請様式などを提出する必要

　　　はありません。 

 

Ｑ２．同じ業務の途中変更時訂正手続と完了時登

　　　録は一緒のFDにいれて送付してもいいで

　　　すか？ 

Ａ２．同一業務の途中変更時訂正手続きと完了時

　　　登録を一緒のFDにいれて登録を行う場合、

　　　いずれかに間違いがあると両方とも保留と

　　　なり、登録できないことがありますので、

　　　FDを分けて送付すると安心です。 
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財団法人　日本建設情報総合センター 
　　　　CORINS/TECRISセンター　TECRIS担当 

Japan Construction Information Center

～ちょっとTECRIS～ 

　CORINS（工事）とTECRIS（業務）は、貴社の

実績を発注機関へ届けます。 

ＣＯＲＩＮＳ＋ＴＥＣＲＩＳ＝ＪＩＳＳＥＫＩ 

　アルファベットに、０～９の数字を入れて足

し算を完成させてください（覆面算）。アルフ

ァベットと数字は１対１で重複しません。Ｃ＝

７、Ｊ＝１、Ｏ＝０、Ｓ＝３が入ります。 

　さて、Ｎの数字は何でしょう？ 

（正解は次号でお知らせします！） 

〒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/


