
平成 20 年 12 月 8 日 

H20 センサスに伴う COBRIS の改良について 

 
平成 20 年度建設副産物実態調査（H20 センサス）の改定に伴い、COBRIS の改良を行いました。 
改良の主な内容は以下の通りです。 
 
※ 改良前に登録したデータを修正すると、エラーとなることがあります。詳細については、

「調査データ移行確認チェックシート」を確認ください。 

※ 平成 19 年度以前の完成工事データにつきましては、H20 センサスの対象工事データ

ではありませんので、以下に示す工事データの修正を行う必要はありません。 
 
1 データ登録時の、画面・項目・コードの追加・変更・削除等 

① コンクリートの小分類「生コン」を細分化しました 

改良前 仮コード 改良後 

1.生コン（バージン骨材） 

2.再生生コン（Co 再生骨材 H） 

3.再生生コン（Co 再生骨材 M） 

4.再生生コン（Co 再生骨材 L） 

5.再生生コン（その他の Co 再生骨材） 

1.生コン 

  

  

  

  

  

 

（旧）生ｺﾝ

 

 

 

 6.再生生コン（Co 再生骨材以外の再生材） 

改良前に登録した工事データで「生コン」が選択されている場合は、「（旧）生コン」の仮コードにな

ります。改良後の新コードからいずれかを選択しなおしてください。 
 

② 搬出先種類コード（建設廃棄物用）を細分化・変更・廃止しました 

改良前 仮コード 改良後 

1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） → 2.他の工事現場 

－  3.広域認定制度による処理 

4.中間処理施設（合材プラント） 

5.中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）

2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント 

  

  

  

（旧）中間再生

6.中間処理施設（サーマルリサイクル） 

3.売却 → 1.売却 

4.建設発生土ストックヤード（再利用工事決定） （旧）スト再 廃止 

5.他の工事現場（海面埋立、海岸、海浜事業含む） （旧）海面埋立 廃止 

6.最終処分場（海面処分場） → 8.廃棄物最終処分場（海面処分場） 

7.最終処分場（内陸処分場） → 9 廃棄物最終処分場（内陸処分場） 

8.建設発生土受入地 （旧）土受入地 廃止 

9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定） （旧）スト処分 廃止 

10.中間処理施設（焼却） → 7.中間処理施設（単純焼却） 

11.その他 → 10.その他 

改良前に登録した工事データで、「2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント」「4.建設発生土

ストックヤード（再利用工事決定）」「5.他の工事現場（海面埋立、海岸、海浜事業含む）」「8.建

設発生土受入地」「9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）」が選択されている場合は、「（旧）

○○」の仮コードとなります。改良後の新コードから該当のコードを選択しなおしてください。 



③ 搬出先種類コード（建設発生土用）を細分化・変更・廃止しました 

改良前 仮コード 改良後 

1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） → 2.他の工事現場（内陸） 

4.土質改良プラント（再利用先工事が決定） 2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント 

  

（旧）改良プラント

 5.土質改良プラント（再利用先工事が未決定） 

3.売却 → 1.売却 

4.建設発生土ストックヤード（再利用工事決定） → 6.ストックヤード（再利用先工事が決定） 

5.他の工事現場（海面埋立、海岸、海浜事業含む） → 
3.他の工事現場（海面）ただし、廃棄物最終処分場

を除く 

10.廃棄物最終処分場（覆土として受入） 6.最終処分場（海面処分場） （旧）海面処分 

11.廃棄物最終処分場（覆土以外の受入） 

10.廃棄物最終処分場（覆土として受入） 7.最終処分場（内陸処分場） （旧）内陸処分 

11.廃棄物最終処分場（覆土以外の受入） 

8.工事予定地 

9.採石場・砂利採取跡地等復旧事業 

12.建設発生土受入地（公共事業の土捨場） 

13.建設発生土受入地（農地受入） 

8.建設発生土受入地 （旧）土受入地 

 

 

14.建設発生土受入地（民間土捨場・残土処分場）

9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定） → 7.ストックヤード（再利用先工事が未決定） 

10.中間処理施設（焼却） → 廃止 

11.その他 （旧）他 廃止 

改良前に登録した工事データで、「2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント」「6.最終処分場

（海面処分場）」「5.他の工事現場（海面埋立、海岸、海浜事業含む）」7.最終処分場（内陸処分場）」

「8.建設発生土受入地」「11.その他」が選択されている場合は、「（旧）○○」の仮コードとなります。

改良後の新コードから該当のコードを選択しなおしてください。 

 
④ 供給元種類コードの一部の名称を変更しました 

改良前 改良後 

1.現場内利用 1.現場内利用 

2.他の工事現場（陸上） 2.他の工事現場（内陸） 

3.他の工事現場（海上） 3.他の工事現場（海面） 

4.再資源化施設・土質改良プラント 4.再資源化施設 

5.ストックヤード 5.土砂ストックヤード 

6.その他 6.その他 

 



⑤ 土砂の小分類コードの一部名称を変更しました 

改良前 改良後 

1.第一種建設発生土 第一種建設発生土 

2.第二種建設発生土 第二種建設発生土 

3.第三種建設発生土 第三種建設発生土 

4.第四種建設発生土 第四種建設発生土 

5.浚渫土 浚渫土 

6.土質改良土 土質改良土 

7.建設汚泥改良土 建設汚泥処理土 

8.再生コンクリート砂 再生コンクリート砂 

9.山砂、山土等の購入土、採取土 山砂、山土などの新材（採取土、購入土） 

 

⑥ 品目の名称を変更しました 

改良前 改良後 

建設混合廃棄物 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） 

建設発生木材（廃棄物） 
建設木材 A（柱、ボードなどの木製資材が
廃棄物となったもの） 

建設発生木材（伐木材、除根材） 
建設木材 B（立木、除根材などが廃棄物と
なったもの） 

浚渫土 浚渫土（建設汚泥を除く） 

 

⑦ 砕石の「ぐり石、割ぐり石、自然石」が新材のみの取扱いとなりました 

⑧ 「その他の分別された廃棄物」について上位 2 品目を登録していましたが、上位 2 品目に限らず全

て登録に変更となりました 

⑨ 「供給元種類」、「搬出先の種類」の選択可能コードが変更になりました。詳細は「チェックシート」

を確認してください 

⑩ 廃塩化ビニル管・継手の単位が「トン」から「kg」に変更されました 

⑪ 受入地の用途コードの入力欄が削除されました 

⑫ 現場内利用・現場内減量化の入力欄が削除されました 

品目 削除項目 

建設木材 A（柱、ボードなどの木製資材が
廃棄物となったもの） 

・ 現場内減量法 

・ 減量化量 

その他がれき類 
・ 現場内減量法 

・ 減量化量 

建設発生木材 B（立木、除根材などが廃
棄物となったもの） 

・ 現場内減量法 

・ 減量化量 

紙くず 
・ 現場内減量法 

・ 減量化量 

混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） 

・ 現場内利用用途 

・ 現場内利用量 

・ 現場内改良分 

・ 現場内減量法 

・ 減量化量 

・ 現場外改良分 

 

 



 

2 各種提出書類 

① 各種提出書類が統合されました 

これまで 

様式 1・2 再生資源利用（促進）計画書（実施書）－「塩化ビニル管・継手」、「石膏ボード」等追

加版－ 

様式 1・2 再生資源利用（促進）計画書（実施書）－建設リサイクルガイドライン－ 

別表イ・ロ再生資源利用（促進）計画書 

の 3つの様式を作成できましたが、一つの様式にまとまりました。 

【計画時】※計画時、実施時ともに 2枚一組 

様式 1・イ 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－ －「建設リサイクルガイドライン」、

「建設リサイクル法第 11 条通知別表」対応版－ 

様式 2・ロ 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ 

【実施時】 

様式１ 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ －「建設リサイクルガイドライン」、

「建設リサイクル法第 18 条再資源化報告」、「H20 建設副産物実態調査」対応版－ 

様式２ 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ 

 

② 搬出先調査票が削除されました 

これまでの搬出先調査票が削除され、「様式 1再生資源利用実施書」「様式 2再生資源利用促進実施

書」となりました。 

 
3 その他 

① 発注機関コード・住所コードが更新されました 

発注機関コードと、住所コードについて、平成 20 年 4 月 1日現在の機関・住所に更新されました。 

旧発注機関名及び旧住所を選択している場合、データ内に「（旧）××××」と表示されます。 

必要に応じて、新しい発注機関コード・住所コードを選択しなおしてください。 

 


