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第９章 建設リサイクル実施状況の把握等 

        推進計画では、平成 27 年度における再資源化等率の目標を定めており、毎年度

建設リサイクル実施状況を把握し、その結果をもとに補足改善することにより、さ

らに建設資源循環を促進していくことが必要である。 

    このため、各工事ごとに再生資源利用（促進）の状況等について請負者から報告

を受けるとともに、実態把握及び補足改善等に必要な各種の調査を実施するものと

し、協議会又は利用調整会議が発注部局に調査を依頼する。 

    なお、「東京都・区市町村建設副産物対策連絡協議会」の活動等により各種調   

査を円滑に実施する。 

 

 第１ 再生資源の利用（促進）状況等の報告 

        請負者は、再生資源の利用（促進）状況、リサイクル阻害要因等について報告書

に取りまとめの上、監督員に報告するものとし、以下のとおり作成・提出する。 

    １ 再生資源の利用（促進）状況 

      (1) 再生資源利用状況 

          再生資源利用状況の報告は、以下のとおり行う。 

①再生資源利用状況の報告は、以下の要件に該当する場合に行う。 

 なお、発注部局の判断により、簡易契約方式の工事等を除外できるものとする。

（要件） 

・土砂を搬入した工事 

・砕石を搬入した工事 

・加熱アスファルト混合物を搬入した工事 

②再生資源利用状況の報告は、「再生資源利用実施書」により行うものとし、その

作成は、ＣＯＢＲＩＳに登載されているＣＲＥＤＡＳにより必要なデータを入力、

そのデータを 2 部印刷し、  1 部を監督員に提出、1 部を自ら保管する。（工事完了

後 1 年間） 

       

      (2) 再生資源利用促進状況 

        再生資源の利用促進状況の報告は、以下のとおり行う。 

①再生資源利用状況の報告は、以下の要件に該当する場合に行う。 

 なお、発注部局の判断により、簡易契約方式の工事等を除外できるものとする。

（要件） 

・建設発生土を搬出した工事 

・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、建設泥土、 

 建設混合廃棄物を搬出した工事 

・金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物を搬出した工

事 

②再生資源利用促進状況の報告は、「再生資源利用促進実施書」（建設廃棄物処理実

績報告を兼ねる。）により行うものとし、その作成は、ＣＯＢＲＩＳに登載されて

いるＣＲＥＤＡＳにより必要なデータを入力、そのデータを 2 部印刷し、1 部を監

督員に提出、1 部を自ら保管する。（工事完了後 1 年間） 
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    ２ リサイクル阻害要因 

        請負者は、工事着手段階でリサイクル阻害要因がなかった場合においても、工事

途中においてリサイクル阻害要因が生じた場合は、監督員に報告しなければならな

い。 

       リサイクル阻害要因の報告は、以下のとおり行う。 

①リサイクル阻害要因の報告は、設計、積算段階ではリサイクルを行うように指定

されていたものについて、施工途中において何らかの原因によりリサイクルが阻害

された場合に報告するものである。 

②請負者は、施工途中でリサイクル阻害要因が生じた場合は、「リサイクル阻害要

因説明書（工事完了段階）」により 2 部作成し、1 部を監督員に提出し、１部を自ら

保管する。（工事完了後１年間） 

 

 第２ 建設副産物実態調査等の実施 

        建設副産物等の発生量、処理方法、再生資源利用（促進）の状況等についてその

実態を把握し、補足改善を行っていくため、以下の各種調査を実施する。 

    １ 建設副産物実態調査 

        建設副産物実態調査（以下「センサス」という。）は、建設リサイクルの実施状況

を把握し、効果の大きい施策の継続や不十分な施策の補足改善等の方針を検討する

ため行うものであり、以下の 3 種類のタイプがある。 

    都は、国のセンサスの実施動向等を踏まえ適宜最適な調査を実施する。 

名称（略称） 実施主体 センサスの内容 

 統計センサス 国土交通省  国が統計報告調整法に基づき総務大臣の承認を

得て行う統計調査 

 簡易センサス 関東協議会  統計調査として行わない各地方ごとに行う簡易

的な調査 

 東京都センサス 東  京   都  統計センサスも簡易センサスも行われない場合

に東京都独自で行う調査 

      （調査内容） 

 利用量・搬出先調査：建設副産物の搬出量、建設資材利用量、

再生資源の利用率、搬出先実態等の把握 

・全てのセンサスで実施

 施設調査   ：施設立地状況の把握、施設からの搬出先調査 ・統計センサスで実施 

 

        センサスは、以下の方針により行うものとし、センサス事務局から発注部局に調

査の実施を依頼し、調査結果については、取りまとめが完了した時点においてセン

サス事務局から発注部局に文書等により通知する。 

 実施主体 ○センサスは、協議会が主体となって実施する。 

 調査対象工事 ○都関連工事のうち、ＣＯＢＲＩＳに登録された工事（ＣＯＢＲ

ＩＳの対象建設副産物（5 品目）が発生する工事）  

○金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃

棄物を一品目当たり１トン以上搬出した工事 
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 調査時期 ○説明会等により、別途通知を行う。 

○提出期限は、原則、毎年５月（年１回）。 

 調査内容 ○工事件名、工事場所、工期等 

○建設廃棄物及び建設発生土の種類、発生量、減量化量、現場内

利用量、現場外搬出量、現場外搬出先、再生資源利用促進率等 

○建設資材の種類、利用量、再生資材の利用量、再生資源利用率

等 

 調査の方法 ○センサスは、請負者がＣＯＢＲＩＳに登載されたＣＲＥＤＡＳ

で入力した「再生資源利用〔促進〕実施書」のデータを活用する

ことにより行う。この場合、請負者は、センサスの調査票の作成・

提出を省略することができる。 

○センサスの詳細については、別途定める「建設副産物実態調査

調査要領」による。 

○ＣＯＢＲＩＳに登載されたＣＲＥＤＡＳの入力については、入

力ミスを防止するため、監督員は請負者を、別途定める「再生資

源利用〔促進〕計画書（実施書）作成の手引き」により指導する。

チェックの徹底

 

○センサスに当たっては、入力ミスは再資源化等率などの数値に

大きな影響を与えるので、発注部局は、各段階において、チェッ

クを徹底する。   

  なお、チェックに当たっては、「再生資源利用〔促進〕計画書

（実施書）作成の手引き」及び「建設副産物情報交換システム（Ｃ

ＯＢＲＩＳ）における調査データの確認の要点」を活用する。  

  （各段階におけるチェック） 

※工事中又は完了後 

 国の調査への

協力 

○国が統計センサス又は簡易センサスを実施する場合には、これ

に協力するものとし、この場合もＣＯＢＲＩＳの登録データを使

用することにより実施する。 

○統計センサスに伴い実施される「施設調査」（建設副産物関係

の施設（建設発生土受入地、建設廃棄物の再資源化施設、産業 

 廃棄物最終処分場等）の調査）に対しても協力することとし、協

議会が対応する。 

チェック チェック チェック チェック

施工計画
作成時

登録情報
変更時

再資源化
完了時

センサス
実施時
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調査フロー 

 

 

●：前年度データの提出 

 センサス事  

 務局 

○東京都建設副産物対策協議会事務局  

 

    ２ 建設発生土有効利用実績調査 

        推進計画では、建設発生土の「指定処分率」及び「工事間利用率」が新たな指標

として示されており、その実績調査を行うこととなっている。また、関東地方にお

いては、関東協議会が行う公共工事土量調査において建設発生土の実績調査（工事

間利用の有無、工事間利用が実現しなかった理由、最終的な搬出先・搬入元の調査

を含む。）を行うこととなっている。 

    この調査に関しては、指定処分率及び工事間利用率については発生土情報システ

ムに入力されたデータを利用することが可能なことから、都においては、利用調整

会議事務局が発生土情報システムから必要な情報を抽出して、これを関東協議会事

務局に提供することで対応する。 

         

工事間利用率等の考え方 

(1) 工事間利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工事間利用率とは、建設発生土の場外搬出量（現場内利用は含まない。）に対

する工事間利用された割合をいい、以下のものが対象となる。 

 ・直接他の工事現場に搬出されたもの 

 ・ストックヤードを経由して他の工事現場に搬出されたもの 

 ・土質改良プラントを経由して、間接的に他の工事現場に搬出されたもの 

 （再利用センター、青梅事業所、中川プラント、民間土質改良プラント） 

 ・ＵＣＲ事業地に搬出されたもの 

 ・港湾局事業地に搬出されたもの（中防内側受入基地、新海面処分場） 

 ・海面処分場に覆土材として搬出されたもの 

(2) 利用土砂の建設発生土利用率     

  利用土砂の建設発生土利用率とは、現場内利用を含む土砂の利用量（購入材（新

材）を含む。）に対する建設発生土等を利用した割合をいい、以下のものが対象

となる。  

・現場内利用されたもの 

・公共工事等から直接搬入（民間工事を含む。）されたもの  

 ・ストックヤードを経由して公共工事等から搬入されたもの 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

情報登録（施工計画時）

情報登録（情報変更時）

情報登録（再資源化完了時）

事務局が説明会開催 ○

事務局からの調査依頼 ○

ＪＡＣＩＣのデータ送付 ○ ○

各機関でのチェック・修正 ○ ○

修正データの事務局提出 ● ○
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  ・土質改良プラント（再利用センター、青梅事業所、中川プラント、民間土質

改良プラント）から搬入されたもの 

  ・再資源化施設（コンクリート破砕施設等）から搬入された再生砂（再生コン

クリート砂） 

 ・ＵＣＲ事業地に搬入されたもの 

 ・港湾局事業地（中防内側受入基地、新海面処分場）に搬入されたもの 

  ・海面処分場に覆土材として搬入されたもの 

(3) 指定処分率  

  指定処分率とは、建設発生土の場外搬出量（現場内利用は含まない。）に対す

る指定処分されたものの割合をいい、以下のものが対象となる。 

 ・工事間利用されたもの  

 ・ストックヤードを経由して工事間利用されたもの  

 ・指定処分（Ａ）（再利用センター、青梅事業所、中川プラント、ＵＣＲ事業

地、港湾局事業地(中防内側受入基地、新海面処分場)、海面処分場により搬

出されたもの 

 

    ３ しゅんせつ土処分実績の取りまとめ 

        しゅんせつ土は、しゅんせつ土受入計画に基づき新海面処分場への埋立処分や有

効利用等が実施されるが、その実績については、調査によらず、しゅんせつ土の受

入及び埋立等の事業を所管する東京都港湾局において毎年度ごとの実績を取りまと

め、有効利用及び埋立の実績を把握する。 

取 り ま と め 対

象 工 事 （ 当 年

度施工工事） 

○都関連工事のうちしゅんせつ土が発生したもの 

○国・独立行政法人等発注工事 

（都内で施工する国の省庁及び独立行政法人発注工事のうち、し

ゅんせつ土が発生し、新海面処分場への埋立等を行ったものを対

象とする。） 

取 り ま と め 対

象規模 

○しゅんせつ土が発生した工事を対象とする。 

取りまとめ時期 ○毎年度３月末までの実績を踏まえ、４月頃に取りまとめる。 

（調査年度により変動する場合もある。） 

取りまとめ内容 ○工事件名、工事場所、工期、発生量、有効利用量、新海面処分

場搬出量等 

取りまとめ方法

   

○新海面処分場への埋立実績、有効利用等の実績を積み上げて取

りまとめる。 

取りまとめ事  

務局 

○しゅんせつ土調査と同じ（しゅんせつ土調査事務局）。 

 

    ４ 緑のリサイクル実態調査 

        緑のリサイクル実態調査は、せん定枝葉等の発生量や再資源化等の状況、熱帯雨
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林材の使用抑制等の状況、多摩産材の供給と需要（使用）の状況等について把握し、

補足改善するために実施する。  

 

      (1) せん定枝葉等の処理実態調査 

          せん定枝葉、伐採材、伐根材、刈草等の発生量、処理方法、再資源化施設    

の分布等について調査する。 

取 り ま と め 対  

象事業（前年度実

績） 

○都関連工事から発生したもの 

○都、都監理団体、区市町村施設の維持管理に伴って発生したも

の 

取りまとめ対象

規模 

○発生した剪定枝葉、伐採材、伐根材、刈草等のすべて 

取りまとめ時期 ○調査は、必要に応じて行うものとする。 

取りまとめ内容 ○作業件名、作業場所、せん定枝葉等の種類、発生量、処理方法、

再資源化施設の分布等 

取りまとめ方法 ○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

緑のリサイクル

実態調査事務局 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。 

  

 

      (2) 熱帯雨林材の使用抑制実態調査 

          熱帯雨林材の使用抑制の実態を把握し、補足改善を行っていくため、型枠、木

材の使用量、材質、使用抑制方法等について、熱帯雨林材の使用抑制実態調査を

実施する。 

 調査対象事業（

前年度実績） 

○都関連工事 

 調査対象規模 ○型枠、木材を使用する工事で請負代金の額が 100 万円以上のも

の 

 調査時期 ○調査は、必要に応じて行うものとする。 

 調査内容 ○工事件名、工事場所、工期、型枠の種類、型枠の使用量等 

取りまとめ方法 ○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

熱帯雨林材の使

用抑制実態調査 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。 

   
事務局  

     

 

 

  (3) 多摩産材の生産・使用実態調査 

          多摩産材の生産状況、使用実態等を把握し、今後の対応方針を検討するため、

「多摩産材の生産・使用実態調査」を実施する。 
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 調査対象事業

（前年度実績）

○都関連工事での使用実績 

○多摩産材の生産実績 

 調査対象規模 ○多摩産材の生産・使用量のすべて 

 調査時期 ○調査は、必要に応じて行うものとする。 

 調査内容 ○工事件名、工事場所、工期、使用用途、使用量等 

○種類、生産量等 

 調査方法 ○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

多摩産材の   

生産・使用実  

態調査事務局 

○多摩産材の生産・使用実態調査事務局 

  東京都産業労働局農林水産部森林課 

    所在地   〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 

    電 話   03-5321-1111 内線37-531  ＦＡＸ内線65-467 

    直 通   03-5320-4855  ＦＡＸ  03-5388-1467 

 

    ５ 建設副産物関係施設調査 

        建設副産物関係施設調査は、建設発生土の民間受入地（土質改良プラントを含む。）、

建設廃棄物の再資源化等施設、せん定枝葉等の再資源化施設等について、その立地

状況、取扱品目、受入条件等について調査を行い、その結果を活かして指定処分の

実施、再資源化費用の積算等に反映する。 

       なお、調査結果については、取りまとめが完了した時点において、建設副産物関

係施設調査事務局から発注部局に通知する。 

      ○ 施設調査 

          施設調査は、国の統計センサスの実施時に全国を対象として実施されるもので

あり、国から都道府県に対して調査への協力が依頼される。都はこれに対して協

力するものとし、この機会に都内に立地する建設副産物関係施設の立地状    

況、取扱品目、処理能力、受入条件等について調査する。 

          施設調査は、センサス事務局が発注部局、環境部局、ＪＡＣＩＣ等と協力し 

    て行うものとする。 

 調査対象施設 ○調査対象施設 

（直近データに

 よる） 

・建設発生土の民間受入地 ・建設発生土の民間土質改良プラン

ト ・建設廃棄物の再資源化等施設 ・せん定枝葉等の再資源化

施設  ・廃棄物最終処分場 ・その他必要なもの 

 調査時期期 ○国から統計センサス等に伴って施設調査依頼があったとき 

 調査内容 ○名称、場所、電話、ＦＡＸ、取扱品目、受入条件等 

 調査方法 ○国から配布される調査票により行う 

   ・前回調査結果、ＣＯＢＲＩＳ登録情報、許可情報等のチェ 

 ックを行う 

 施設調査事務 

 局 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。  

 



 

- 139 - 

    ６ 建設グリーン調達実績調査 

        建設グリーン調達実績調査は、ガイドラインの第８章に規定する「東京都建設   

グリーン調達制度」に基づき調達された「環境物品等」について、その調達実績   

を調査し把握するものである。 

       なお、調査結果については、取りまとめが完了した時点において、建設グリー 

   ン調達実績調査事務局から発注部局に通知する。 

 調査対象事業

（前年度実績）

○都発注工事での調達実績 

 調査対象規模 ○建設資材を使用する工事のうち、請負代金の額が 500 万円以上

のもの 

 調査時期 ○調査は、必要に応じて行うものとする。 

 調査内容 ○工事件名、工事場所、工期、建設資材の種類、環境物品等の種

類、使用量等 

 調査方法 ○エクセルのファイルによる調査票を配布して、電子情報で収集

する。 

 建設グリーン 

 調達実績調査 

 事務局 

○センサスと同じ（東京都建設副産物対策協議会事務局）。 

  

 

    ７ 補足改善 

        各種調査の結果に基づき、推進計画やガイドライン等の効果が十分に現れてい   

る事項の検証及び施策の継続、不十分な部分の発見とその原因の検証及び対策の   

立案などの補足改善を行い、必要がある場合は推進計画やガイドライン等の見直   

しを行い、調査結果及び補足改善の方針を反映していくものとする。 

 


