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工事管理ファイルについて

工事管理項目の記述

工事番号の入力

CORINS情報の入力

境界座標情報の入力

その他 参考資料
山梨県ホームページ 電子納品関連情報掲載
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工事管理項目の記述
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・【INDEX_C.XML】は、市販の電子納品作成
支援ツールを利用すれば簡単に作成できま
す。

・【INDE_C03.DTD】は、国土交通省CALS/EC 
Webサイト「電子納品に関する要領・基準」か
ら取得できます。
http://www.cals-ed.go.jp/index_denshi2.htm

工事管理項目の記述（１）

～工事管理ファイル【ＩＮＤＥＸ＿Ｃ．ＸＭＬ】～
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（作成例）
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ここをクリック
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工事管理項目の記述（２）

工事管理ファイル【ＩＮＤＥＸ＿Ｃ．ＸＭＬ】の

主な入力項目

＜工事番号＞

電子納品運用マニュアルを参照

＜測地系＞

＜境界座標情報＞

・・・・・など

※＜請負者コード＞は入力不要×

（県土整備部でコードを定めていないため）
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工事管理ファイル【ＩＮＤＥＸ＿Ｃ．ＸＭＬ】

※必須項目に入力ミスがある！

よくある間違い

＜工事実績システムバージョン番号＞

＜工事分野＞

＜工事業種＞

＜工種－工法型式＞

＜住所情報＞

＜測地系＞

＜境界座標情報＞

・・・など

工事管理項目の記述（３）
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工事番号の入力
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（電子納品運用マニュアルPP-11）
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工事番号の入力（１）

山梨県 県土整備部 電子納品運用マニュアル
Ｈ２１．４．Ｐ１１参照
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工事番号の入力（２）
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ＣＯＲＩＮＳ情報の入力
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ＣＯＲＩＮＳ（コリンズ）／工事実績情報システム

・ＣＯＲＩＮＳへの登録義務のない工事でも、電子納品する場
合は、工事管理ファイル【ＩＮＤＥＸ＿Ｃ．ＸＭＬ】にＣＯＲＩＮＳ入
力システムで使用しているコード（情報）を入力します。

（必須項目）

市販の電子納品作成ツールには、CORINS入力システム
から出力されるCFDファイル（CORINS提出用ディスクのファ
イルフォーマット）を利用した入力支援機能を備えたものもあ
ります。

ＣＯＲＩＮＳ情報の入力（１）
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ＣＯＲＩＮＳコードの取得方法（１）

（１） JACIC（(財)日本建設情報総合センター） Webサイト
「CORINS工事実績情報システム」から取得できます。

http://www.jacic.or.jp/

ＣＯＲＩＮＳ情報の入力（２）

ここをクリック
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ここをクリック

例えば
ア） 「技術データ」
イ） 「コード」
等と入力することで
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ア） 「技術データ」検索結果 イ） 「コード」検索結果

クリック

クリック
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テクリス代行サービス申込一覧画面のイメージコリンズ選択項目詳細画面のイメージ

必要に応じて、対象データを辿って取り
出せる様になっています．
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ＣＯＲＩＮＳ情報の入力（２）
ＣＯＲＩＮＳコードの取得方法（２）

（２） ＣＡＬＳ／ＥＣ 電子納品に関する要領・基準 Webサ
イト 「電子納品に関する要領・基準」から取得できます。

http://www.cals-ed.go.jp/

クリック
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ＣＯＲＩＮＳ情報の入力（２）
その他資料から、電子納品関連の箇所の、「ＴＥＣＲＩＳに関する資料」、「ＣＯＲＩＮＳに関する資料」よ

り入手できます．

クリック

必要な資料の入手
が可能です．
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ＣＯＲＩＮＳ情報の入力（２）
「ＴＥＣＲＩＳに関する資料へ」の画面 「ＣＯＲＩＮＳに関する資料へ」の画面
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ＷＥＢページの刷新に伴い、Ｑ＆Ａの参照が可能
Ｑ＆Ａアドレス http://ct.jacic.or.jp/cgi-bin/faq.cgi

ＣＯＲＩＮＳ情報の入力（３）
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＜工事分野＞

コード一覧表から、該
当する「工事の分野」
を選択して入力する。

河川工事ならコード01
の「河川」、道路工事な
らコード02の「道路」と
入力する。

発注事業主体の分野
から選択することに注
意！！
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コード一覧表から、該当する
「工事の業種」を選択して入
力する。

法面工事ならコード05の「と
び・土工・コンクリート工事」、
舗装工事ならコード13の「舗
装工事」と入力する。

建設業法上の許可業種であ
ることに注意

＜工事業種＞
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工事管理ファイル

コード一覧表から、該当する「工種」、「工法・型式」を選択して入力する。
護岸工事なら工種には「護岸工事」、工法型式には「護岸工」と入力する。
道路改良工事、河川改修工事などは、工種には「その他土木一式工
事」、工法型式には「その他土木一式工」と入力する。
コリンズでは５つまで登録できるので、同じ内容で入力する。

コード表の一部

＜工種－工法型式＞
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【注意】

①住所コードが、市町村合
併後の新名称に更新され
ていない場合は、旧市町村
名のコードを選択する。

②住所名は、旧名称でなく
新名称に手入力で変更す
る。
（例）19385 田富町

→ 19385 中央市
19383 玉穂町

→ 19383 中央市

＜住所情報＞
• コード一覧表から、該当する「住所コード」と「住所」を選択して入力する。
• 住所コードには、該当する市町村名のコードを選択して入力する。
• 住所には、該当地域の住所を入力する。
• 複数箇所ある場合は、複数入力する。
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・組織再編により組織及びその名称が変更されると、CORINS入力システムの発注
機関コードも随時変更される。
・最新のCORINS「発注機関コード新旧対応表」を確認のうえ工事管理ファイルに入
力する。（現在H21.8.システム更新後）

＜発注者情報＞
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境界座標情報の入力
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測地系と境界座標情報

測地系は、境界座標情報をどのような方法で入手
するかで異なる。
（国土地理院の境界座標入力支援サービスで得ら
れた情報は、世界測地系（＝日本測地系２０００））

境界座標（緯度・経度）が明確な場合は、監督員に
確認の上、入力する。（世界測地系か日本測地系
のどちらかも確認する。）
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境界座標情報の調査方法

次の５つの方法がある。

1. “測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標
入力支援サービス”を利用する。

2. 地形図閲覧サービス（国土地理院）を利用する。

3. 地形図から読み取る。（インターネットが利用で
きない場合など）

4. 都道府県の東西南北端点と重心の緯度経度か
ら調査する。

5. 既知の平面直角座標を変換する。

一番簡単な方法
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国土地理院のホームページ

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html

測量成果電子納品「業務管理項目」

境界座標入力支援サービス

クリックすると・・・
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情報取得方法（１）
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情報取得方法（２）
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該当する箇所を
クリックしていくと・・・ 境界座標情報が

得られました

情報取得方法（３）
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（入力支援サービスで得られた結果を使用する場合）

＜測地系＞
入力支援サービスで得られた情報なので世界測地系「０１」
を入力する。
＜境界座標情報＞を次のように入力する。

＜西側境界座標経度＞1383404＜/西側境界座標経度＞

＜東側境界座標経度＞1383410＜/東側境界座標経度＞

＜北側境界座標経度＞0353953＜/北側境界座標経度＞

＜南側境界座標経度＞0353948＜/南側境界座標経度＞

＜場所情報＞

得られた情報
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その他 参考資料

山梨県のホームページ（電子納品関連情報）のWEBサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/97667770858.html
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＜その他＞
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