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平成３０年度 建設副産物実態調査 

用語の解説とＱ＆Ａ（共通編） 

□□ 島根県内公共工事版 □□ 

 この資料は、「平成３０年度 建設副産物実態調査 調

査票作成要領」〔島根県内公共工事版〕を補足するため、

請負業者及び監督職員向けに整理したものです。 

 なお、集計・とりまとめ等に関する補足事項ついては、

別途協議会・発注機関用としてまとめています。 

島根県技術管理課

ver 1.0 



Ⅰ センサス調査で使う用語・略語の解説 

１．調査要領等 ※島根県オリジナルです

１ 調査票作成要領（作成要領） 

・ 本県が集計を行う「H30センサス調査」の「利用量・搬出先調査」のための県版

の要領で、主に調査票の作成方法を説明している。

・ 国交省の要領は、関係のない部分が多いため、ポイントを絞って作成し直した。

・ 本県が集計するセンサス調査については、全国版は使用しないこと。

・ 各要領等でこの用語を使う場合は、全て県版の作成要領を指す。（以下、同じ）

２ 用語の解説とＱ＆Ａ（共通編） 

・ 本書。調査票作成要領を補足するもの。

３ 調査要領（協議会・発注機関用） 

・ 本県が集計を行う「H30センサス調査」の「利用量・搬出先調査」の集計等のた

め作成した県版の要領で、協議会及び発注機関で利用する。

・ 国交省の要領とは、スケジュールやとりまととめ方法が異なるので、県版による

こと。

４ Ｑ＆Ａ（協議会・発注機関用） 

・ 調査要領を補足する県版のＱ＆Ａ集。

２．予算区分など 《行政用語なので分からない場合は監督職員等にお尋ねください》

（１）債務負担工事 

・ 通常の単年度工事と異なり、複数年にまたがって契約し、各年度の予算を充てる。

・ 予算は単年度分しか議決できないため、次年度以降について債務負担を行う旨の

議会承認を受けて契約される。

・ 契約書には、年度毎の内訳（年割り）が記載されている。

（２）ゼロ国債、ゼロ県債 

・ 年度末頃に、経済対策や執行の平準化のために実施する、債務負担工事の一種。

・ 発注年度（概ね年度末）の出来高（支払額）をゼロとする。

（３）繰越工事 

・ 何らかの事由により当該年度に工事を完了することができなくなり、議会や財務
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局の承認を得て、完了日を翌年度（事故繰越は翌々年度）まで延期した工事。

・ 結果的に複数年にまたがるが、債務負担工事と異なり、契約時には複数年となる

ことが想定されておらず、1カ年の予算を次年度に支出できるようにしたもの。

３．建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）  ←「コブリス」と読む

・ H30センサス調査は COBRISで行うことを基本としている。
・ 建設副産物のデータをWEB上で一元的に管理するシステムで、JACICが運営。

・ 「再生資源利用［促進］計画書（実施書）」を作成する機能（「CREDAS 機能」

という。）によりセンサス調査にも利用できる。

・ 工事の仕様書で指定されている「再生資源利用（促進）実施書」を COBRIS 上

で正しく入力すれば、そのままセンサスのデータとして JACIC で集計されるため、

別途データ提出が不要となります。

・ COBRISを利用するためには、各社で JACICと契約手続き（H29に契約していな

い者は H30の利用料は無料）が必要。

４．（一財）日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）  ←「ジャシック」と読む

・ 建設事業の円滑な執行に資する情報システムの調査研究、開発・改良及び運用・

保守等を行う団体で、COBRISの他にもコリンズ・テクリス、建設発生土情報交換

システム、積算システム、電子入札システム等を開発・運用している。

・ COBRISに関しては、こちらへ問合せのこと。

（一財）日本建設情報総合センター内の建設副産物情報センター

TEL 03-3505-0410（土日祝日を除く 9:30～17:30）

FAX 03-3505-0520 

メール ：recycle@jacic.or.jp 

５．ＣＲＥＤＡＳシステム   ←「クレダス」と読む

・ CREDAS機能との混同を避けるため、ここでは「CREDASシステム」とする。

・ 無償で配布されていたオフライン型の入力・集計プログラムだが、セキュリティ

の問題等により H29末で廃止された。

・ 主に「再生資源利用［促進］計画書（実施書）」を作成するプログラム。

・ H24センサスでは、CREDASシステムを利用していた。

・ H29 繰越工事等で CREDAS システムにより計画書・実施書等を作成済みの場合、

当該工事で提出する書類をCREDASシステムで作成することは問題ない（ただしセ

キュリティ上は保証されない）が、このデータはH30センサス調査で使えないので、

あらためて COBRISで入力する必要がある。

６．ＣＲＥＤＡＳ機能 

・ CREDASシステムとの混同を避けるため、ここでは「CREDAS機能」とする。
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・ ここでは、COBRISに組み込まれた「再生資源利用［促進］計画書（実施書）」

を作成・印刷する機能をいう。

・ COBRISにログインすれば使用できる。

・ H30センサス調査は、もっぱらこの機能を利用して行う。

７．ＣＯＢＲＩＳにおける各種用語   詳しくは操作マニュアルをご覧ください

◆工事概要 

・ 発注者情報、請負者情報、工事概要から成る。

・ 最初に必ず入力しないといけない部分。

◆副産物情報交換システム情報 

・ センサス調査には不要なので、飛ばして CREDAS情報に進んでよい。

◆ＣＲＥＤＡＳ情報 

・ 建設資材の利用及び建設副産物の搬出の情報であり、センサス調査の重要な

部分。

◆チェックリスト   詳しくはチェックリスト解説書をご覧ください

・ エラーをチェックし、エラー情報をリスト出力する機能。

◆ステータス 

・ 工事一覧における、「チェックリストの確認状態」の表示内容のこと。

・ 請負業者、監督職員がそれぞれ確認し、エラーを解消して、最終的に「確認

済み」とすること。

８．再生資源利用［促進］計画書（実施書） 

・ 建設資材を搬入又は建設副産物を排出する建設工事において、リサイクルの実施

状況を把握するために作られた様式で、島根県公共工事共通仕様書の第 1編第 1章
第 1節 18建設副産物で、作成及び提出を定めている書類。

①再生資源利用計画書 

  土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、こ

の書類を作成し、施工計画書に含め提出しなければならない。

②再生資源利用促進計画書 

  建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、この書類を作

成し、施工計画書に含め提出しなければならない。
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③再生資源利用実施書、④再生資源利用促進実施書 

  前述の計画書を作成した工事の完了後、実施状況を記録したこの書類を提出し

なければならない。

・ ①と②をまとめて「再生資源利用［促進］計画書」又は「計画書」、

  ③と④をまとめて「再生資源利用［促進］実施書」又は「実施書」、

  ①～④をまとめて「再生資源利用［促進］計画書（実施書）」又は「計画書（実

施書）」という。

・ 島根県公共工事共通仕様書特記事項において、再生資材の利用及び建設副産物の

発生・搬出の有無に関わらず、請負金額 100 万円以上の場合は、COBRIS により
作成・提出することを義務づけている。

※ H29 までは、資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事となっている場

合、CREDASシステムによる作成・提出を義務づけていた。

・ COBRISにより適正に入力し、エラーチェック等を完了すれば、当該工事に関す

るセンサス調査は完了する。

９．Ｈ３０センサス入力シート（平成３０年度建設副産物実態調査シート） 

・ H30 センサスは COBRIS を基本としているが、COBRIS が使えない場合に代用

する方法。

・ H30センサス調査のために、国交省が作成したエクセル形式の帳票。

・ 島根県技術管理課の特設ホームページから、最新版をダウンロードのこと。

    ※ 修正される場合があるので、最新版を使うこと。

・ 調査票は、「土木工事用」、「建築工事用」、「解体工事用」の３つがある。

１０．センサス調査に携わる機関・関係者 

（１）請負業者 

・ 調査対象となる公共工事を受注した建設業者（元請業者）。

・ 調査票の作成を行っていただく主体。

（２）監督職員 

・ 調査対象となる公共工事の監督を行う発注機関の職員。

・ 請負業者に調査を依頼するとともに、調査票の内容をチェックする。

（３）発注機関（又は発注者） 

・ 調査対象となる公共工事の発注を行う県・市町村の行政機関及び公社等外郭団体。

（４）窓口担当者 

・ センサス調査において、ブロック協議会又は県協議会との連絡・調整・報告等を
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取り仕切る発注機関の担当者。

・ 監督職員から対象工事一覧表やＨ３０センサス入力シートをとりまとめ、ブロッ

ク協議会等へ提出する。

（５）地方協議会（中国地方建設副産物対策連絡委員会） 

・ 各省庁の地方機関、県及び政令市、公団、公益企業、建設業団体等で構成。

・ 委員長は中国地方整備局長、事務局は中国地方整備局技術管理課。

（６）県協議会（島根県建設副産物対策連絡協議会） 

・ 建設残土や建設廃材の適正な処理と利用促進のため、島根県関係課、県土整備事

務所等で構成。

・ 地区協議会の依頼を受けて、県及び市町村（外郭団体を含む）の公共工事につい

てとりまとめを行う。

・ ブロック協議会傘下団体以外は、直接県協議会事務局がとりまとめる。

・ 会長は土木部次長、事務局は技術管理課。

（７）ブロック協議会（ブロック建設副産物対策連絡協議会） 

・ 県協議会の下、県内７ブロックにおいて具体的な連絡。調整を行う組織。

・ 県の他、国、公団、事業団、市町村、建設業協会各支部、舗装協会で構成。

・ 会長は県土整備事務所長、事務局は企画調整スタッフ。

  ※「ブロック協議会傘下団体」と称する場合は、ブロック協議会事務局がとりまとめ

を行う対象となる団体を指す。

対象：県の地方機関（県土整備事務所、水産事務所、浜田河川、浜田港湾、農林振興セ

ンター等）、市町村（地方公営企業、一部事務組合、市町村の公社等を含む）

（８）建設副産物実態調査事務局 

H30センサス調査を国土交通省から受託し、調査票の記入方法等の問い合わせ先

となっている。

 ㈱日本能率協会総合研究所 環境政策研究チーム

TEL 0120-116-078（土日祝日及び年末年始は除く 9:30～17:00）

FAX 0120-310-293 

E-mail H30_recycle@jmar.co.jp 

１１．ＣＯＢＲＩＳに関するマニュアル等 

JAICIの建設副産物情報交換システムの HP（http://www.recycle.jacic.or.jp/）

から、「総合」の「各種マニュアル」をクリックした先の、「建設副産物情報交換シ

ステム」から、各種マニュアルをダウンロードできます。
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（１）操作マニュアル、操作マニュアル簡易版 

・排出事業者用（平成 30年 5月版）

・［簡易版］排出事業者用（平成 30年 5月版）

・発注機関用（平成 30年 5月版）

・［簡易版］発注機関用（平成 30年 5月版）

・建設副産物窓口担当者用（平成 30年 5月版）

・［簡易版］建設副産物窓口担当者用（平成 30年 5月版）

（２）チェックリスト解説書 

・COBRIS排出事業者用（平成 30年 5月版）

・COBRIS発注機関用（平成 30年 5月版）

・COBRIS建設副産物窓口担当者用（平成 30年 5月版）

※ その他、コード表などもあります。

※ 請負業者は「排出事業者用」、監督職員は「発注機関用」、協議会は「窓口担当

者」を使用してください。

←操作マニュアル 

←操作マニュアル簡易版 

←操作マニュアル 

←チェックリスト解説書 
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Ⅱ Ｑ＆Ａ集 

〔Ｑ＆Ａの目次〕 

１．基本事項 

１－１ 調査票は誰が記入するのですか。

１－２ 繰越工事や債務負担工事の調査対象の考え方を教えてください。

１－３ 廃棄物の搬出が無くとも調査対象となりますか。

１－４ 調査の対象となる 100万円とは、消費税込みですか。

１－５ 入力は、発注工事毎に行うのですか。

１－６ 下水汚泥は調査対象になりますか。

１－７ 道路維持における除草は調査対象となりますか。

１－８ 国土交通省の調査ですが、他所管の公共事業や単独事業も対象ですか。

１－９ 災害復旧事業は膨大な件数となりますが、調査の対象となりますか。

１－１０ 点在する箇所をまとめて発注した場合、調査票は箇所毎に作成しなければ

なりませんか。

１－１１ 要領などはどこに掲載されていますか。

１－１２ 「計画書」「実施書」とは何ですか。

１－１３ 調査品目に該当がない工事（調査票への記入数量がない工事）は、対象工

事から除外してよいでしょうか。また、機械設置工事で廃棄物を一切場外

へ搬出しない工事も対象でしょうか。

１－１４ 前回（平成 24年）調査からの主な変更点を教えてください。

２．ＣＯＢＲＩＳについて 

２－１ 「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」とは何ですか。

２－２ COBRISは無料ですか。

２－３ COBRISの利用のために、特別な環境が必要ですか。

２－４ COBRISを利用するにはどうしたらよいですか。

２－５ COBRISで登録する場合、請負業者は特別な作業を伴わないと考えてよい

ですか。

２－６ COBRISで登録した工事は、別途、CD-R等で提出する必要がありますか。

２－７ COBRISで入力した場合、紙帳票による提出は必要ですか。

２－８ 仕様書で定めている「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実施書」

と同じものですか。

２－９ 最終的に、「再生資源利用［促進］実施書」を提出すればよいようです

が、工事完成の際に既に提出しているので、省略してもよいですか。

２－１０ COBRISの問合せ先はどこですか。
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３．その他の調査方法など 

３－１ 請負業者がどうしてもインターネット環境を使えない場合は、どのように

すればよいですか。

３－２ 請負業者がどうしてもパソコンでエクセルファイルの入力ができない場合

は、どのようにすればよいですか。

３－２ H30センサス入力シートはどこから取得できますか。

３－３ COBRISと平成 30年度建設副産物実態調査入力シート（H30センサス入

力シート）の利用方法の違いを教えてください。

３－４ H30センサス入力シートで入力した場合、紙帳票による提出は必要ですか。

３－５ 「建設リサイクル報告様式」という Excel ファイルがあると聞いたのです

が、これで提出してもよいですか。

３－６ 搬入元や搬出先が多い場合、入力できますか。

３－７ H30センサス入力シートは 3種類ありますが、１工事で、土木工事、新築

工事又は解体工事の２種類以上をあわせて行う場合、どのようにすればよ

いですか。

３－８ H30センサス入力シートの入力方法やシステムの問合せ先を教えてくださ

い。

４．調査票の入力など 

４－１ 資材品目が明確に当てはまらず、どこへ入力してよいかわかりません。

４－２ 木材等の重量換算係数は、調査票作成要領の表９のどの値を適用すればよ

いですか。

４－３ 建設資材利用量の入力において、「コンクリート」「コンクリート及び鉄

から成る建設資材」「鉄」がどの区分がわかりません。

４－４ デリネーターやポリエチレン管を使用する場合、どの区分に入力すればよ

いですか。

４－５ 抜根、抜木、抜開物（草や笹）は調査対象となりますか。

４－６ 記入する数値は、積算の値を記入するのですか、それとも実際の現場の値

を記入するのですか。

４－７ 発注者から、材料の集計表を取り寄せてよいですか。

４－８ 発注機関の組織が年度中に変更（廃止、統合等）した場合はどのコードを

選択すればいいですか。

４－９ 「工事施工場所住所」を記入するにあたって、施工範囲が複数の市町村に

またがる場合は、どの市町村コードを記入すればいいのでしょうか。

４－１０ 建築物等の一部を解体もしくは、改修をする場合、建築面積、延床面積は

何を記入すればいいのでしょうか。

４－１１ 情報 BOX 設置等の通信関係設備の工事種類は、どれを選択すればいいで

すか。
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４－１２ 債務負担工事は H30 工事のみ分割対象ということですが、記入方法を詳

しく教えてください。また、工期は実際の工事完了日とするのですか。

４－１３ コンクリートなどの建設資材の利用量を「トン」ではなく「 」で記入し

てよいですか。

４－１４ 木製のコンクリート型材等の仮設材は、調査対象に含まれるのでしょうか。

４－１５ 再生資材に記載する内容については、特記仕様書で再生資材の利用を指定

されたものに限定するのでしょうか、それとも全ての再生資材について記

載するのでしょうか。

４－１６ 原木の木材チップと廃木材のチップを混合させて製作しているパーティク

ルボードは、再生資材となりますか。

４－１７ 現場内利用を行ったものについては、発生量にカウントし、場外搬出量に

はカウントしないということでよいですか。

４－１８ 第 1種建設発生土、第 2種建設発生土などの土質区分がよく分かりません。

４－１９ 建設発生土をセメント工場へ持ち込みマテリアルリサイクルの原料として

活用する場合は、どのコードになりますか。

４－２０ 建設廃棄物を中間処理施設へ搬出しましたが、その後、最終処分されたの

か再資源化されたのかが不明です。搬出先種類は、どれを選択すればいい

のでしょうか。

４－２１ 建設発生木材を搬出する場合、単純焼却かサーマルリサイクルの判断は請

負者が行えばよいのか。

４－２２ 現場内で、アスファルトの付着した砕石を再生砕石として再生する際に発

生するグリズリアンダー材を盛土材として使用する場合等、アスコン塊を

アスファルト合材以外の用途で再生利用する場合はどのように記入すれば

よいですか。

４－２３ アスベスト含有建材はどのように記入すればよいですか。

４－２４ 中間処理施設搬出後に最終的に減量化や最終処分される量を把握すべきで

すか。

４－２５ 運搬距離の記入がありますが、実際の運搬距離でしょうか、直線距離でし

ょうか。

４－２６ 工事ごとの調査データは公表されますか。

４－２７ 有価で売却した立木は調査の対象になりますか。
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１．基本事項 

１－１ 調査票は誰が記入するのですか。

 請負業者（元請）とされていますので、よろしくお願いします。

１－２ 繰越工事や債務負担工事の調査対象の考え方を教えてください。

 調査票作成要領の表１をご覧ください。

１－３ 廃棄物の搬出が無くとも調査対象となりますか。

 そのとおりです。請負金額が 100万円以上となる工事は、全て対象となります。

１－４ 調査の対象となる 100万円とは、消費税込みですか。

 消費税込みで 100万円以上です。

 なお、当初契約額ではなく最終変更の契約額です。

１－５ 入力は、発注工事毎に行うのですか。

COBRISは発注工事毎に入力願います。

COBRISにおいて債務負担工事を入力する場合は、発注工事単位で入力した工事デ

ータをコピーして、センサス調査用のデータを作成してください。詳しくは、調査票

作成要領の６の（５）のとおりです。

H30センサス入力シートについては、調査票作成要領の５の（２）の他、Ｑ＆Ａ３

－８のとおりです。

１－６ 下水汚泥は調査対象になりますか。

 建設工事の汚泥については調査対象となります。

 下水汚泥は調査対象ではありません。

１－７ 道路維持における除草は調査対象となりますか。

 除草によるものは一般廃棄物であり、調査対象ではありません。

 センサス調査の対象は、産業廃棄物・建設発生土・有価物であり、一般廃棄物は調

査対象ではありません。詳しくは、調査票作成要領の６の（１１）のとおりです。

 また、廃棄物の区分については、別添「調査対象となる建設副産物の範囲」を参考

にしてください。

１－８ 国土交通省の調査ですが、他所管の公共事業や単独事業も対象ですか。

 国土交通省が建設副産物行政を所管しているだけであり、他の省庁の補助事業、県

単事業、市町村単独事業、公社等の単独事業も全てセンサス調査の対象です。

 また、民間事業や公益（運輸・電力・通信等）事業についてもセンサス調査の対象で
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すが、これらは別途国土交通省から関連団体等を経由して調査されます。

１－９ 災害復旧事業は膨大な件数となりますが、調査の対象となりますか。

 災害復旧も対象から外れることはありませんので、よろしくお願いします。

 なお、土木工事の災害復旧は、通常の工事とは異なり、工事種別コード「Ｋ－」で

設定してください。

１－１０ 点在する箇所をまとめて発注した場合、調査票は箇所毎に作成しなければ

なりませんか。

 調査票は、契約単位で作成してください。

１－１１ 要領などはどこに掲載されていますか。

 共通編は島根県技術管理課のホームページ、LGWAN、県のライブラリに掲載して

います。

 協議会・発注機関向けの資料は、LGWANと県のライブラリに掲載しています。

１－１２ 「計画書」「実施書」とは何ですか。

 計画書とは、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」、実施書と

は「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実施書」のことです。

 いずれも、仕様書において提出を義務づけている書類であり、再生資源の現場から

の排出量や、現場での使用量を記入します。

 詳しくは用語の解説をご覧ください。

 なお、COBRISで入力した実施書のデータを吸い上げ、全国集計されます。

１－１３ 調査品目に該当がない工事（調査票への記入数量がない工事）は、対象工

事から除外してよいでしょうか。

また、機械設置工事で廃棄物を一切場外へ搬出しない工事も対象でしょう

か。

 調査品目に該当しない工事でも集計に必要ですので、工事概要のみ記入願います

（全体量を推計するのに必要なため）。

 また、廃棄物の搬出がない工事でも調査対象となるため、工事概要のみ記入してく

ださい。

１－１４ 前回（平成 24年）調査からの主な変更点を教えてください。

 主な変更点は、以下のとおりです。

・ 調査表を土木工事用、建築工事用、解体工事用の 3種類に区分。調査票ごと

の要・不要の項目等を調整。
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・ 請負会社の法人番号記入欄の追加。

・ 震災関連選択項目の削除。

・ 建設資材に「コンクリートニ次製品」を追加、砕石を「クラッシャーラン」、

「ぐり石・割ぐり石・自然石」、「その他の砕石」に区分。

・ 建設廃棄物搬出先種類の選択肢から「その他」を削除。

・ 建設発生土搬出先種類の選択肢を再編。

２．ＣＯＢＲＩＳについて 

２－１ 「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」とは何ですか。

 工事発注者、排出事業者及び処理業者間の情報交換により、リサイクルの推進を目

的としたインターネットを利用したWebオンラインシステムです。

 主な機能は以下のとおりです。

①CREDAS機能(再生資源利用(促進)計画書・実施書の作成機能) 

②処理施設の検索機能

③工事情報の検索機能

①CREDAS 機能は、建設工事で契約上必要な書類の作成、提出を一元的に行うこ

とができる機能です。「建設リサイクルガイドライン」や「建設リサイクル法」

に基づく法 11 条通知などにおいて作成が義務づけられている、再生資源利用

［促進］計画書（実施書）の必要事項の入力及び印刷をすることができます。

②処理施設の検索機能は、工事現場から発生する建設副産物の搬出先及び工事現場

で利用する再生資材の購入先を検索することができます。検索結果として、施設

情報や建設副産物の処分費、専生資材の販売費、工事現場から施設までの最短経

路や距離、運搬時間が表示されます。当機能は、発注者および工事元請業者が利

用できる機能です。    ［この機能は、センサス調査には関係ありません］ 

③工事情報の検索機能は、工事元請業者が登録した工事データを検索する機能です。

検索結果として、CREDAS 機能で登録した工事データ等が表示されます。なお、

発注者については全ての情報項目が表示されますが、工事元請業者と処理業者に

つきましては、工事概要（発注機関名、工事名、工期等）しか表示されません。当

機能は、主に発注者が自機関発注の工事データを確認するために利用します。

※COBRIS ： Construction By products Resource Information Interchange System 

２－２ COBRISは無料ですか。

 平成 29 年度に契約を行っていない団体（発注者・請負業者）は、平成 30 年度の利

用は無料です。ただし、申込みの手続きが必要です。

 詳しくは、JACICにお問い合わせください。
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２－３ COBRISの利用のために、特別な環境が必要ですか。

 一般的なパソコンとインターネット環境があれば利用できます。

２－４ COBRISを利用するにはどうしたらよいですか。

COBRIS を運営している（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）に利用の

申し込みを行い、COBRIS に加入（請負業者のインターネットによる利用は 8,640 円/税

込み/年度間利用料金、但し平成 30年度加入者は無料）する必要があります。

 詳しい内容は、JACICにお問い合わせください。

２－５ COBRIS で登録する場合、請負業者は特別な作業を伴わないと考えてよい

ですか。

 あらためて調査票の作成などを行う必要はありません。

 なお、エラーを解消し、監督職員が「チェックリストの確認状況」のステータスを

「確認済み」にしてください。

２－６ COBRIS で登録した工事は、別途、CD-R 等で提出する必要があります

か。

COBRIS で登録した工事データは、JACIC のサーバで一元的に管理されているた

め、別途ファイルで提出する必要はありません。

 なお、センサス調査とは別に、県発注の土木工事については、H30.4 以降は 100

万円以上の工事（H30.3 までは資源有効利用促進法の対象となる工事）について共通仕様

書に基づいて「再生資源利用［促進］計画書」「再生資源利用［促進］実施書」を提

出する必要があります。

２－７ COBRISで入力した場合、紙帳票による提出は必要ですか。

 仕様書に基づき、工事契約の関係書類として「計画書」及び「実施書」を提出する

必要がありますが、センサス調査のために提出する必要はありません。

 センサス調査としては、WEB 上で国がデータを回収されますので、紙帳票の提出

は不要です。

 なお、実施書の入力後、COBRIS で出力されるチェックリストを監督職員に提出

（メールか紙かは監督職員と相談願います）し、内容の確認を受けてください。

２－８ 仕様書で定めている「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実施書」

と同じものですか。

COBRISでは、仕様書で定めている「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実

施書」の入力をし、エラーチェック等の処理をすれば、センサス調査に回答したこと

になる・・・と考えていただくとよいでしょう。
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H30センサス入力シートについては、仕様書で定めている「再生資源利用実施書」

「再生資源利用促進実施書」とは様式が異なります。

 なお、島根県の土木工事の仕様書特記事項において、平成 30年度から 100万円以

上の工事については、COBRISにより「再生資源利用［促進］計画書」「再生資源利

用［促進］実施書」を作成することとしています。

２－９ 最終的に、「再生資源利用［促進］実施書」を提出すればよいようです

が、工事完成の際に既に提出しているので、省略してもよいですか。

 今回のセンサス調査においては、COBRISにデータを登録することが必要です。こ

のため、従来の CREDASシステムで作成されている場合は、あらためて COBRISに

入力してください。

 また、既に COBRIS で作成されている場合はそのまま使えますので、エラーを解

消し、監督職員が「チェックリストの確認状況」のステータスを「確認済み」にして

ください。

２－１０ COBRISの問合せ先はどこですか。

COBRISの契約及び操作については、JACICにお問い合わせください。

（一財）日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ） 建設副産物情報センター

TEL：03-3505-0410 FAX：03-3505-0520 

http://www.recycIe.jacic.or.jp  メール：recycle@jacic.or.jp 

受付時間：TEL受付時間 9:30～17:30（土日、祝祭日を除く）

FAX、メール受付時間 24時間（回答は上記 TEL受付時間内）

３．その他の調査方法など 

３－１ 請負業者がどうしてもインターネット環境を使えない場合は、どのように

すればよいですか。

H30センサス入力シート（エクセルファイル）で代替する方法も準備しています。

 ただし、このシートは民間工事の調査のために作成されたものなので、公共工事に

おいては原則として COBRIS によることとしています。どうしても COBRIS が利用

できない場合の代替手段とお考えください。

 なお、H30 センサス入力シートの入力には Microsoft Excel2007 以降が必要です。

 監督職員とよくご相談願います。

３－２ 請負業者がどうしてもパソコンでエクセルファイルの入力ができない場合

は、どのようにすればよいですか。

 次のような方法での対応を考えていますが、監督職員とご相談願います。
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① 監督職員が H30 センサス入力シート（エクセルファイル）を印刷し、請負業

者に渡す。

② 請負業者が手書きで①に記入し、監督職員に提出する。

③ 監督職員が①から COBRIS又は H30センサス入力シートに入力する。

 ただし、COBRIS 又は H30 センサス入力シートの入力時に、一定のエラーチェッ

ク機能がありますが、手書き記入の段階では当然そのようなことは不可能ですから、

パソコン入力以上に作成要領をよく理解していただく必要があるでしょう。

３－２ H30センサス入力シートはどこから取得できますか。

 島根県技術管理課のホームページからダウンロードしてください。

http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/kensetsu_taisaku

/H30Census.html 

 市町村等については LGWAN、県機関についてはライブラリからも取得できます。

３－３ COBRIS と平成 30 年度建設副産物実態調査入力シート（H30 センサス入

力シート）の利用方法の違いを教えてください。

H30センサス入力シートは民間工事の調査のために作成されたものなので、公共工

事においては原則として COBRIS によることとしています。どうしても COBRIS が

利用できない場合の代替手段とお考えください。

COBRIS はインターネットを利用したシステムです。登録した工事データは全て

JACIC 内にあるサーバで管理され、工事の共通仕様書に基づいて提出する「再生資

源利用［促進］計画書」「再生資源利用［促進］実施書」を作成することができ、こ

れを用いて建設副産物実態調査が行われます。

 一方、H30センサス入カシートは、1工事につき 1ファイルを作成していただきま

す。様式は、Ｑ３－２のとおりです。

３－４ H30 センサス入力シートで入力した場合、紙帳票による提出は必要です

か。

 センサス調査としては、エクセルファイルをメール等で監督職員に提出していただ

きますので、紙帳票の提出は不要です。

３－５ 「建設リサイクル報告様式」という Excel ファイルがあると聞いたのです

が、これで提出してもよいですか。

 国土交通省がセンサス調査のために、作成した Excel ファイルですが、多様な調査

方法が入り混じると集計に支障をきたすので、本県がとりまとめる対象工事について

はこれを使いません。

- 15 -



３－６ 搬入元や搬出先が多い場合、入力できますか。

COBRISについては、搬入（供給）元箇所数に上限はありませんので、原則として

COBRISに入力することとしています。

H30 センサス入力シートについては、１ファイルで 12 箇所が限度です。13 箇所

以上となる場合は、２つのファイルに分ける必要があります。元々、民間の簡易な工

事のために用意されたシートであり、本件の調査では代替手段としているものです。

３－７ H30 センサス入力シートは 3 種類ありますが、１工事で、土木工事、新築

工事又は解体工事の２種類以上をあわせて行う場合、どのようにすればよ

いですか。

 基本的には、１つの工事を、土木工事・新築工事・解体工事の２～３つに分割して、

それぞれのファイルに記入することになります。その際、契約額は、それぞれの工事

に分割（按分）してください。

例 解体工事 350㎡、新築工事 420㎡、契約額 6480万円の場合

 解体工事用  工事数量：解体 350㎡、工事費：1620万円 ←工事費は設計

 新築工事用  工事数量：新築 420㎡、工事費：4860万円  書より分割

という風に２つのファイルに分けて作成する。

 なお、主たる工事に比べて、他の工事が僅かである場合は、分割せずに主たる工事

の１ファイルにまとめても統計上大きな問題はないと考えています。

※ ただし、土木工事用は工事数量を記入する欄はありませんが、解体工事用又は新築

工事用のどちらかにまとめた場合、延べ床面積は主たる方しか記入できません。

３－８ H30 センサス入力シートの入力方法やシステムの問合せ先を教えてくださ

い。

 H30センサス入カシートの問合せ先

 ㈱日本能率協会総合研究所 環境政策研究チーム

TEL 0120-116-078（土日祝日及び年末年始は除く 9:30～17:00）

FAX 0120-310-293 

E-mail H30_recycle@jmar.co.jp 

なお、シートは島根県技術管理課のホームページからダウンロードできます。

４．調査票の入力など 

４－１ 資材品目が明確に当てはまらず、どこへ入力してよいかわかりません。

 ある程度類似する品目へ入力してもらって構いません。

 どうしてもわからない場合は、「㈱日本能率協会総合研究所 環境政策研究チーム」

にお問い合わせください。
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４－２ 木材等の重量換算係数は、調査票作成要領の表９のどの値を適用すればよ

いですか。

 設計積算等で換算している（換算値がある）場合は、その値を適用してください。

 特に定めがない場合は表９の重量換算係数を参考に換算してください。

 値に幅がある場合は、実際に処理した廃棄物の疎密状態から、請負業者の判断で値

を採用してください。

 個々に状況が異なることから、一律の値は適用しませんので、担当者の判断に任せ

ます。

４－３ 建設資材利用量の入力において、「コンクリート」「コンクリート及び鉄

から成る建設資材」「鉄」がどの区分がわかりません。

COBRISの場合、有筋コンクリート二次製品は「コンクリート及び鉄から成る建設

資材」、無筋コンクリート二次製品は「コンクリート」、鉄製資材は「その他建設資

材」に直接入力してください。

JACIC のホームページに掲載されている資材搬入コード表を、巻末に添付してい

ます。建設資材利用用途コードや建設資材小分類コードが参考になります。ただし、

その他建設資材については、資材名を直接入力するためこの表には掲載がありません。

４－４ デリネーターやポリエチレン管を使用する場合、どの区分に入力すればよ

いですか。

 建設資材利用用途コードや建設資材小分類コードを参考にしてください。

 なお、これらの使用量はセンサス調査の対象でないため、センサス調査のためだけ

であれば、入力しなくても支障ありません。

 ただし、これらのプラスチックやビニル製品の搬出量は、センサス調査の対象なの

で、必ず入力願います。

４－５ 抜根、抜木、抜開物（草や笹）は調査対象となりますか。

 一般廃棄物については調査対象とならず、産業廃棄物として処理された排出物のみ

調査対象となりますので、マニフェストを確認願います。

 通常、維持工事（業務）に伴う草・笹・剪定木等は一般廃棄物に該当し、構造物の

設置を伴う建設工事に伴う伐採・抜根等は産業廃棄物に該当しますが、工事の形態や

市町村の対応等により、異なる場合もあり得ます。

４－６ 記入する数値は、積算の値を記入するのですか、それとも実際の現場の値

を記入するのですか。

 現場の実績値を記入してください。
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４－７ 発注者から、材料の集計表を取り寄せてよいですか。

 利用量・搬出量調査は、搬入及び搬出の実績数量を調べるものですから、設計上の

材料の集計値を基に調査票を作成することは行わないでください。

４－８ 発注機関の組織が年度中に変更（廃止、統合等）した場合はどのコードを

選択すればいいですか。

 発注機関コードは、平成 29 年 4 月 1 日現在で作成されています。平成 30 年度中

に発注機関が変更（廃止、統合等）した場合には、旧発注機関コードで対応してくだ

さい。

４－９ 「工事施工場所住所」を記入するにあたって、施工範囲が複数の市町村に

またがる場合は、どの市町村コードを記入すればいいのでしょうか。

 工事量が一番多い（例えば、延長距離が長い、延床面積が広い）市町村コードを記入し

てください。

４－１０ 建築物等の一部を解体もしくは、改修をする場合、建築面積、延床面積は

何を記入すればいいのでしょうか。

 建築面積、延床面積は、解体もしくは改修する部分の面積を記載してください。

４－１１ 情報BOX設置等の通信関係設備の工事種類は、どれを選択すればいいです

か。

 例えば、情報 BOX を道路に設置する場合は、道路工事「B-9 その他」を選択して

ください。

４－１２ 債務負担工事は H30工事のみ分割対象ということですが、記入方法を詳し

く教えてください。

また、工期は実際の工事完了日とするのですか。

COBRISはそもそもＱ２－１の機能を持ったシステムであり、センサス調査ではこ

の中から、H30.4.1～H31.3.31に完成した工事のデータを抽出して集計します。

 債務負担工事については、仕様書に基づき各種書類を作成するための「全体データ」

と、センサス調査のために切り出（コピペ）した「センサス用データ」の、２つのデ

ータが存在することになりますが、国がセンサス集計をする際に「全体データ」を手

作業で除外するため、「センサス用データ」の工事名には冒頭に「（センサス用）」

をつけることとしています（調査票作成要領６の（５））ので、確実に「全体データ」

が除外できるよう、冒頭の「（センサス用）」以外の部分の工事名は、完全に一致さ

せてください。

- 18 -



例１ 全体データ        県道○△線改良工事（その１） 工期：H29.9.5～H31.9.20 

   センサス用 （センサス用）県道○△線改良工事（その１） 工期：H30.4.1～H31.3.31

例２ 全体データ        平成２８年度□▽地区○◇工事 工期：H28.8.9～H31.2.23 

   センサス用 （センサス用）平成２８年度□▽地区○◇工事 工期：H30.4.1～H31.2.20 

 当然ですが、請負業者名・施工場所等の共通部分も、完全一致させてください。

 一方で、工事費・工事概要・利用量・搬出量等は、センサス用は H30 の実施数量

なので、全体データの内数になっているはずです。

 また、センサス用データの工期は、完成期日が H31.4.1以降であれば H31.3.31、

着工日が H30.3.31以前であれば H30.4.1としてください。

４－１３ コンクリートなどの建設資材の利用量を「トン」ではなく「 」で記入し

てよいですか。

 単位については、必ず設定された単位に換算して数量を記入してください。

 なお、換算にあたっては、各現場の個々の実態に基づいて換算してください。実態

に基づく換算値がない場合は、調査票記入要領に掲載している換算表を参考にして換

算しても構いません。

４－１４ 木製のコンクリート型材等の仮設材は、調査対象に含まれるのでしょう

か。

 仮設材が調査対象に含まれる場合と、そうでない場合があります。

 詳しくは、調査票作成要領の６の（８）をご覧ください。

４－１５ 再生資材に記載する内容については、特記仕様書で再生資材の利用を指定

されたものに限定するのでしょうか、それとも全ての再生資材について記

載するのでしょうか。

 再生資材利用の記載は、特記仕様書の指定の有無にかかわらず、実際に使用した実

績値を記入してください。

４－１６ 原木の木材チップと廃木材のチップを混合させて製作しているパーティク

ルボードは、再生資材となりますか。

 基本的に現場の判断ですが、一般的には再生資材と思われます。

４－１７ 現場内利用を行ったものについては、発生量にカウントし、場外搬出量に

はカウントしないということでよいですか。

 ご質問のとおりで、現場内利用を行った場合、発生量にカウントしますが、場外搬

（センサス用）以降の工事名は、完全一致のこと

工事名だけ修正しても工期を修正しないと集計されない（センサス用）と追加

＝

＝
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出量にはカウントしません。

４－１８ 第 1 種建設発生土、第 2 種建設発生土などの土質区分がよく分かりませ

ん。

 土質区分について、平成 30 年度建設副産物実態調査としては回答する必要はあり

ませんが、契約上必要な場合は、調査票記入要領の「表９ 土質区分」により判断し

てください。なお、この土質区分は、「発生土利用基準について」（平成 18年 8月 10

日国官技第 112号、国官総第 309号、国営計第 59号）に準拠しています。

４－１９ 建設発生土をセメント工場へ持ち込みマテリアルリサイクルの原料として

活用する場合は、どのコードになりますか。

 売却でなければ、土質改良プラントとしてください。

４－２０ 建設廃棄物を中間処理施設へ搬出しましたが、その後、最終処分されたの

か再資源化されたのかが不明です。搬出先種類は、どれを選択すればいい

のでしょうか。

 搬出した中間処理施設で、最終処分場へ持ち込む前に減容するために単純焼却処理

している場合は「単純焼却」、発電設備を有する施設への搬出であれば「サーマルリ

サイクル」（発電目的のチップ化施設であっても発電設備を有しないものは除く）、アス

ファルト・コンクリート塊を処理する合材プラントであれば「再資源化施設（合材プ

ラント）」、それ以外の処理（たとえば、コンクリート塊の破砕・選別施設、建設発生木

材のチップ化施設、建設汚泥の脱水施設、建設混合廃棄物の選別施設など）を行っている場

合は、「再資源化施設（合材プラント以外）」を選択してください。

４－２１ 建設発生木材を搬出する場合、単純焼却かサーマルリサイクルの判断は請

負者が行えばよいのか。

 請負業者の判断で記載願います。

４－２２ 現場内で、アスファルトの付着した砕石を再生砕石として再生する際に発

生するグリズリアンダー材を盛土材として使用する場合等、アスコン塊を

アスファルト合材以外の用途で再生利用する場合はどのように記入すれば

よいですか。

 現場で処理した場合はアスコン塊を現場内利用したものとして「建設副産物発生・

搬出」を記入願います。さらに、「建設資材利用」の「砕石のその他」を再生資源利

用として記載願います。

 それ以外の場合は何らかの中間処理を施していると考えられるので、搬出先種類を

中間処理施設としてください。
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４－２３ アスベスト含有建材はどのように記入すればよいですか。

 飛散性が高い石綿吹き付け材（レベル１）、石綿含有保温材等（レベル２）の特別

管理廃棄物は、調査対象品目ではないため記入の必要はありません。COBRIS では

「アスベスト（飛散性）」に記入してください。

 石綿含有形成板、ビニル床タイルやスレートなどの非飛散性石綿含有建材（レベル

３）は、特別管理廃棄物ではないため調査対象品目となります。その他の分別された

廃棄物に記入してください。COBRISでは「その他の分別された廃棄物」に記入して

ください。

４－２４ 中間処理施設搬出後に最終的に減量化や最終処分される量を把握すべきで

すか。

 中間処理施設の実態は施設調査で把握するため、利用量・搬出量調査では調査不要

です。

４－２５ 運搬距離の記入がありますが、実際の運搬距離でしょうか、直線距離でし

ょうか。

 実際の運搬距離を記入してください。

 国土交通省では、建設リサイクルを促進するために、「リサイクル原則化ルール」

を策定し、一定距離範囲での建設副産物の再資源化施設等への搬出と再生資材の利用

をルール化しています。その効果の検証や「リサイクル原則化ルール」への新たな品

目の追加の検討を行うため、距離データを活用しています。

４－２６ 工事ごとの調査データは公表されますか。

 公表されるのは、国及び都道府県の集計結果であり、工事ごとの調査データは公開

されませんので、安心して記入願います。

４－２７ 有価で売却した立木は調査の対象になりますか。

 調査の対象になります。

 有価で売却した木は、スクラップと同様に、「有価物」に該当します。

 調査対象物の全体構成は「調査対象となる建設副産物の範囲」をご覧ください。
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センサス調査に関しては、基本的な操作方法以外は、

赤実線アンダーライン部分を読んでください

　　　　　　　↑
「請負業者用」と考えてください

【
参
考
】
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
排
出
事
業
者
用
）
で
読
む
べ
き
箇
所

全体で382ページありますが、必要な部分はわずかです
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　　　　　　　↑
「監督職員用」と考えてください

センサス調査に関しては、基本的な操作方法以外は、

赤実線アンダーライン部分を読んでください

なお、赤破線アンダーライン部分は、請負業者と同様

の操作ができる部分です

【
参
考
】
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
工
事
発
注
者
用
）
で
読
む
べ
き
箇
所

全体で340ページありますが、必要な部分はわずかです
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ＣＯＢＲＩＳの資材等コード〔利用・搬入側〕
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ＣＯＢＲＩＳの発生品目等コード〔搬出側〕


