
再生資源利用（利用促進）計画書の入力方法 

＊＊＊COBRIS の入力例＊＊＊ 
【新規登録画面（計画）】 

① 工事概要 
 

 
 

【重  要】 

 〇 請負金額が、100 万円以上の工事が対象になります。 

 〇 該当する建設資材の搬入、あるいは該当する建設副産物の全くない場合であって 

 も工事概要のみ記入して登録してください。 

 
 
 
 
 

①計画であるか確認 

②選択から発注機関を選択 

担当者名及び連絡先

を必ず入力 

工事場所を地図で指定

する。 

請負を選択 
工事場所は、選択ボタンを

押す。（次頁参照） 

右のプルダウンから

工事種類を選択 



※参 考 

（工事場所等の入力方法） 

 
 

      ※都道府県及び市町村の選択ができたら、確定ボタンを選択する。 
 

（工事種類の選択例） 
 例１ 市道○○○号線改良工事、市道○○○線道路改良工事などの道路工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・改良（道路）を選択 
 例 2 市道○○○号線舗装工事、市道○○○号線整備工事（内容が舗装工事） 
    市道○○○号線舗装補修工事または修繕工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・舗装（道路）を選択 
 例 3 ○○○○農道整備工事 
    ※プルダウンリストから・・・・・農道（農林）を選択 
 例 4 ○○○○かんがい排水路整備工事または改修工事、○○○○堰改修工事、 

○○○○ポンプ改修工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・農林その他（農林） 
 例 5 下水道・排水路工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・下水道関係工事 
 例 6 ○○○○水辺再生工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・その他（河川）を選択 
 例 7 ○○○○川改修工事、○○川護岸工事、○○川多自然河床整備工事などの場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・護岸（河川）を選択 

右のプルダウンから都

道府県を選択 

右のプルダウンから市

町村を選択 

営繕工事の新築・増築・

解体工事の場合は入力。 



 例 8 ○○川防護柵設置工事または防護柵補修工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・構造物（河川）を選択 
 例 9 ○○公園整備工事、防災用ベンチ整備工事、○○公園遊具更新工事などの場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・公園関係工事を選択 
 例 10 ○○○橋修繕工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・維持修繕（道路）を選択 
 例 11 ○○○小学校グラウンド改修工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・公園関係工事を選択 
 例 12 ○○○小学校○棟校舎外壁・屋根改修工事、トイレ改修工事の場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・非木造改築・改修（建築）を選択 
 例 13 ○○○小学校○棟校舎外壁・屋根改修（衛生または電気・空調）工事 
    ※プルダウンリストから・・・・・非木造改築・改修（建築）を選択 
 例 14 ○○○小学校体育館解体工事などの場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・非木造解体（建築）を選択 
 例 15 ○○児童館解体工事などの場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・木造解体（建築）を選択 
 例 16 ○○老人憩の家・児童館複合施設新築工事などの場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・木造新築（建築）または非木造新築（建築）を選択 
 例 17 ○○老人憩の家・児童館複合施設新築（衛生または電気・空調）工事などの場合 
    ※プルダウンリストから・・・・・木造新築（建築）または非木造新築（建築）を選択 
 

② 建設資材利用 

 

 

工事概要の入力終了後、次に、建

設資材利用タブを選択し、各資材

について入力していきます。 
ここで、工事概要の入力に入力漏

れなどのエラーがある場合、エラ

ーリストが表示され、建設資材利

用への移動ができません。 



○コンクリート 

 
 

 コンクリート骨材等に再生材を使用していない新材の場合 

 

 

利用量を入力する。 
※単位に注意。 生コン（新材）の場合は、再生資

材の利用がないので、供給元施

設の名称・供給元種類・施工条件

内容は空白にする。 

生コン（新材）なので、

再生資材利用量は０に

なる。 

注：発生・利用量の数値は、発生・利用しているにもかかわらず

四捨五入して「0.0」となる場合は、「0.1」で入力する。 

① 

② 

例：コンクリート資材を登録する場合 
① コンクリートを選択 
② 建設資材を追 加しますを選択 
※ この例は、登録後の画面です。 

プルダウンから、利用

する資材を選択。 



 コンクリート骨材等に再生材を使用している場合 

 
 
 
 

○アスファルト混合物 

 
 

再生生コンの利用量を

入力する。 

再生生コンの再生資材利用量

を入力する。全て再生材の場合

は、利用量と同量で入力する。 

再生コンの供給元の内容を入力する。 
住所は、町・字名まで記入し、番地等は記入しない。 

【施工条件内容】 
設計仕様書で再生材を指定している場合は、指

示ありを選択する。 

注：発生・利用量の数値は、発生・利用しているにもかかわらず

四捨五入して「0.0」となる場合は、「0.1」で入力する。 

① 

② 

例：アスファルトを登録する場合 
① アスファルトを選択 

② 建設資材を追 加しますを選択 
※ この例は、コンクリート登録後の画面例です。 



再生骨材を使わない新材のアスファルト合材の場合 

 

 
 
 再生アスファルト合材の場合 

 
 

プルダウンから、利用する

資材及び利用用途を選択。 

利用量を入力する。 
※単位に注意。 アスファルト（新材）の場合は、再

生資材の利用がないので、供給元施

設等の名称・供給元種類・施工条件

内容は空白にする。 

（新材）なので、再生資

材利用量は０になる。 

プルダウンから、利用

する資材及び利用用途

を選択。 

利用量を入力する。 

※単位に注意。 

再生アスファルト合材の再生資材利用

量を入力する。 

全て再生材の場合は、利用量と同量で

入力する。 

【施工条件内容】 
設計仕様書で再生材を指定している場合

は、指示ありを選択する。 

供給元施設の名称及び住所・供給元種類

の入力方法は、次頁の入力例を参照して

ください。 



◆供給元の入力例 

a. 工事等の名称 b. 供給元の場所（市区町村名） c. 供給元の場所（地先） 

d. 供給元種類 e. 施工条件内容  

 
◇下記の供給元ごとの入力例に従ってください。 

 ※下記の供給元にない場合は、入力例の内容を参考にしてください。 

a. 東亜道路工業（株）厚木アスコン b. 神奈川県厚木市  c. 金田 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり  

a. 共同企業体綾瀬アスコン b. 神奈川県綾瀬市  c. 小園 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 鹿島道路（株）・（株）ＮＩＰＰＯ共同企業体相模県央アスコン  

b. 神奈川県相模原市南区 c. 新戸 d. 再資源化施設 e. 再生材利用の指示あり 

a. 平塚アスコン共同企業体 b. 神奈川県平塚市  c. 片岡 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 前田道路（株）・大成ロテック（株）共同企業体相模アスコン  

b. 神奈川県横浜市瀬谷区 c. 北町 d. 再資源化施設 e. 再生材利用の指示あり 

a. 相模開発（株）  b. 神奈川県高座郡寒川町  c. 田端 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 福田道路（株）相模原合材工場  b. 神奈川県相模原市緑区  c. 田名 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 大和アスコン（株） b. 神奈川県大和市  c. 下鶴間 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 
 
 
 
 



○土 砂 

 再生砂の場合 
 
※埋戻し材などで再生砂を再生資材利用する場合は、土砂を選択。 
入力画面の切り替え方法は、コンクリート又はアスファルト混合物を参照してください。 

 

 
 

◆供給元の入力例 

a. 工事等の名称 b. 供給元の場所（市区町村名） c. 供給元の場所（地先） 

d. 供給元種類 e. 施工条件内容  

 
◇下記の供給元ごとの入力例に従ってください。 

 ※下記の供給元にない場合は、入力例の内容を参考にしてください。 

 ※コンクリート塊等処理指定工場登録名簿（Ｈ30.9 現在）より記載 

 
a. 露木建設工業（株）厚木工場 b. 神奈川県厚木市  c. 山際 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり  

プルダウンから、利

用する資材及び利用

用途を選択。 

利用量を入力する。 
※単位に注意。 

供給元施設の名称及び住所・供給元種類

の入力方法は、下記の入力例を参照して

ください。 

再生材の再生資材利用量を入力する。 
全て再生材の場合は、利用量と同量で

入力する。 

【施工条件内容】 
設計仕様書で再生材を指定している場合

は、指示ありを選択する。 

厚木工場 



a. 露木建設工業（株）及川工場 b. 神奈川県厚木市  c. 及川 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 大森産業（株）   b. 神奈川県厚木市  c. 上依知 

d.  再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 篠崎建材合資会社  b. 神奈川県愛甲郡愛川町  c. 角田 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 有限会社泰成建工相武台工場  b. 神奈川県相模原市南区  c. 新戸 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. （株）相模土建 県央リサイクルセンター b. 神奈川県相模原市南区 c. 磯部 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 世紀東急工業（株）相模原再生工場  b. 神奈川県相模原市緑区  c. 田名 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 前田道路（株）相模合材工場  b. 神奈川県横浜市瀬谷区   c. 北町 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. 相模開発（株）   b. 神奈川県高座郡寒川町  c. 田端 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

a. （株）ニノ倉開発小田原工場  b. 神奈川県小田原市    c. 小竹 

d. 再資源化施設  e. 再生材利用の指示あり 

 

 

 

 

 

 



○砕 石 

 再生砕石（RC-40）の場合 

 
 

 新材のクラッシャランの場合（C-40） 

 

プルダウンから、

利用する資材及び

利用用途を選択。 

利用量を入力する。 

※単位に注意。 

供給元施設の名称及び住所・供給元種類の

入力方法は、再生アスファルト合材又は再

生砂の入力例を参照してください。 

【施工条件内容】 
設計仕様書で再生材を指定している場合

は、指示ありを選択する。 

再生材の再生資材利用量を入力する。 
全て再生材の場合は、利用量と同量で

入力する。 

新材の利用量を入力

する。 
※単位に注意。 

新材の場合は、再生資材の利用がな

いので、供給元施設等の名称・供給元

種類・施工条件内容は空白にする。 

新材なので、再生資材

利用量は０になる。 

プルダウンから、利用

する資材を選択。 



○塩化ビニル管・継手 

新材の塩化ビニル管の場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プルダウンから、利用

する資材を選択。 

新材の利用量を入力

する。 
※単位に注意。 

新材の場合は、再生資材の利用がない

ので、供給元施設等の名称・供給元種

類・施工条件内容は空白にする。 

新材なので、再生資材

利用量は０になる。 

注意の記載内容に従い入力して

ください。 



③ 建設副産物発生・搬出 

○コンクリート塊 

 
 
※運搬距離は、入力桁の指定に従い入力してください。 

例： ０．４ｋｍ → １ｋｍ 
 

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称  b. 搬出先場所（市区町村名）  c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分  e. 施工条件  f. 搬出先の種類  
 

◇下記の搬出先ごとの入力例に従ってください。 
 ※コンクリート塊等処理指定工場登録名簿（Ｈ30.9 現在）より記載 
 
a. 露木建設工業（株）厚木工場 b. 神奈川県厚木市  c. 山際 
d. 民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. 露木建設工業（株）及川工場 b. 神奈川県厚木市  c. 及川 
d. 民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. 大森産業（株）   b. 神奈川県厚木市  c. 上依知 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 

搬出先の名称・区分・施工条件・搬出先の

種類の入力方法は、下記の入力例を参照し

てください。 

選択ボタンを押し、搬出先住所

を選択。（町・字名は、手入力） 

【入力例にない搬出先の場合】 
神奈川県コンクリート塊等処理指定工場登録名簿を

確認し、入力してください。 

入力が終了したら更新ボタン

を選択してください。 



a. 篠崎建材合資会社  b. 神奈川県愛甲郡愛川町  c. 角田 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. 有限会社泰成建工相武台工場  b. 神奈川県相模原市南区  c. 新戸 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. （株）相模土建 県央リサイクルセンター b. 神奈川県相模原市南区 c. 磯部 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. 世紀東急工業（株）相模原再生工場  b. 神奈川県相模原市緑区  c. 田名 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. 前田道路（株）相模合材工場  b. 神奈川県横浜市瀬谷区  c. 北町 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. 相模開発（株）   b. 神奈川県高座郡寒川町  c. 田端 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
a. （株）ニノ倉開発小田原工場  b. 神奈川県小田原市  c. 小竹 
d.  民間  e. Ｂ指定 f. 中間合外 
 
 
 
 
 

 
 

 

【更新後の画面】 
入力内容を再確認してください。別の搬出先がある場合

は、追加ボタンを選択し、追加入力してください。 



○アスファルト・コンクリート塊 

 再資源化施設：合材プラントへ搬出する場合 

 
 
 
※運搬距離は、入力桁の指定に従い入力してください。 
例： ０．４ｋｍ → １ｋｍ 
 

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 

◇下記の搬出先ごとの入力例に従ってください。 
 ※合材プラント以外に搬出する場合は、コンクリート塊搬出先を参照してください。また、

入力例以外の合材プラント等へ搬出する場合は、入力例の内容を参考にしてください。 
 ※神奈川県県土整備局建設リサイクル認定資材一覧表（Ｈ30.7 現在）より記載 
 
a. 厚木アスコン b. 神奈川県厚木市  c. 金田 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
a. 綾瀬アスコン b. 神奈川県綾瀬市  c. 小園 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
 

選択ボタンを押し、搬出先住所

を選択。（町・字名は、手入力） 

搬出先の名称・区分・施工条件・搬出先の

種類の入力方法は、下記の入力例を参照し

てください。 

入力が終了したら更新ボタンを選

択してください。 
画面のようにメッセージボックス

が表示されます。 

【入力例にない搬出先の場合】 
神奈川県コンクリート塊等処理指定工場登録名簿

を確認し、入力してください。 



a. 相模県央アスコン b. 神奈川県相模原市南区  c. 新戸 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
a. 平塚アスコン b. 神奈川県平塚市  c. 片岡 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
a. 相模アスコン   b. 神奈川県横浜市瀬谷区  c. 北町 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
a. 相模開発（株）  b. 神奈川県高座郡寒川町  c. 田端 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
a. 福田道路（株）相模原合材工場  b. 神奈川県相模原市緑区  c. 田名 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
a. 大和アスコン b. 神奈川県大和市  c. 下鶴間 
d.  民間  e. Ｂ指定  f. 中間合材 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【更新後の画面】 
入力内容を再確認してください。別の搬出先がある場合

は、追加ボタンを選択し、追加入力してください。 



○建設木材Ａ 

 柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったものの場合 
・下記の搬出先は、本市の過去実績から参考としてあげています。参考例にない場合は、入力

例に従ってください。 
 

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a.  中央カンセー(株)上依知リソースセンター b.  神奈川県厚木市  c. 上依知  
d. 民間  e. 自由  f. 中間合外  
 
a.  中央カンセー(株)愛川リソースセンター  b. 神奈川県愛甲郡愛川町 c. 中津 
d. 民間  e. 自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）IWD 神奈川第 1 工場 b. 神奈川県海老名市  c. 杉久保北五丁目 
d. 民間  e. 自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）田中工務店神奈川資源リサイクルセンター  b. 神奈川県綾瀬市  
c.  吉岡東二丁目 d. 民間  e. 自由  f. 中間合外  
 
a.  吉岡リサイクルセンター  b. 神奈川県綾瀬市  c. 吉岡  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）竹内建設平塚リサイクルセンター  b. 神奈川県平塚市  c. 長瀞  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （有）コイデ R 中間処分場  b. 神奈川県相模原市中央区  c. 田名  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （有）田所産業  b. 神奈川県相模原市南区  c. 新戸  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）イイダ リサイクルセンター  b. 神奈川県秦野市  c. 曽屋  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （有）青木商店   b. 神奈川県平塚市  c. 中堂  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
 
 
 
 
 
 



○建設木材Ｂ 

 立木、除根材などが廃棄物となったものの場合 
・下記の搬出先は、本市の過去実績から参考としてあげています。参考例にない場合は、入力

例に従ってください。 
 

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a.  中央カンセー(株)上依知リソースセンター b.  神奈川県厚木市  c. 上依知  
d. 民間  e. 自由  f. 中間合外  
 
a.  中央カンセー(株)愛川リソースセンター  b. 神奈川県愛甲郡愛川町 c. 中津 
d. 民間  e. 自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）IWD 神奈川第 1 工場 b. 神奈川県海老名市  c. 杉久保北五丁目 
d. 民間  e. 自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）田中工務店神奈川資源リサイクルセンター  b. 神奈川県綾瀬市  
c.  吉岡東二丁目 d. 民間  e. 自由  f. 中間合外  
 
a.  吉岡リサイクルセンター  b. 神奈川県綾瀬市  c. 吉岡  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）グリーントーカーズ  b. 神奈川県綾瀬市  c. 小園  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）竹内建設平塚リサイクルセンター  b. 神奈川県平塚市  c. 長瀞  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （有）コイデ R 中間処分場  b. 神奈川県相模原市中央区  c. 田名  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （有）田所産業  b. 神奈川県相模原市南区  c. 新戸  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （株）イイダ リサイクルセンター  b. 神奈川県秦野市  c. 曽屋  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
a.  （有）青木商店   b. 神奈川県平塚市  c. 中堂  
d. 民間  e.  自由  f. 中間合外 
 
 
 
 



○汚泥 

 舗装版切断濁水処理の場合 

 
・下記の搬出先は、本市の過去実績から参考としてあげています。参考例にない場合は、入力

例に従ってください。 
 

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a.  第一カッター興業（株） b.  神奈川県茅ケ崎市  c. 小園  
d. 民間  e. Ａ指定  f. 中間合外  
 
a.  （株）セイワ   b. 神奈川県厚木市  c. 金田 
d. 民間  e. Ａ指定  f. 中間合外 
 
 

○アスベスト 
 ・下記の搬出先は、本市の過去実績から参考としてあげています。参考例にない場合は、入

力例に従ってください。 
 

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a.  かながわ環境整備センター  b.  神奈川県横須賀市   c. 芦名  
d. 公共   e. 自由   f. 廃棄物最終処分場（内陸処分）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○第一種から第四種建設発生土 

 指定処分場（指定処分Ａ）へ搬出する場合 

 
◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a. 厚木市七沢受入地   b. 神奈川県厚木市   c. 七沢 
d. 公共  e. Ａ指定  f.  採石場・砂利採取跡地等復旧事業  
 
a. 愛川町田代受入地   b. 神奈川県愛甲郡愛川町   c. 田代 
d. 公共  e. Ａ指定  f.  採石場・砂利採取跡地等復旧事業  
 
a. 清川村煤ヶ谷受入地  b. 神奈川県愛甲郡清川村  c.  煤ヶ谷 
d. 公共  e. Ａ指定  f.  採石場・砂利採取跡地等復旧事業  
 
 

○第一種から第四種建設発生土 

 指定処分場（指定処分Ａ）へ搬出することができないことから、指定処分Ｂにより 

搬出する場合 
 ・建設発生土が 1,000 立法メートル以上の工事で、厚木地区建設発生土連絡協議会と協議し、

工事請負者が受入地を選定し指定処分Ｂで搬出する場合。 
  

◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a. 請負者が選定した受入地   b.  搬出先場所（市区町村名） c.  搬出先場所（地先） 
d. 民間  e. Ｂ指定  f. 搬出先の種類  
 
 

確認処分により搬出する場合 

 
◆搬出先の入力例 
a. 搬出先名称 b. 搬出先場所（市区町村名） c. 搬出先場所（地先） 
d. 区分 e. 施工条件 f. 搬出先の種類  
 
a. 請負者が選定した受入地   b.  搬出先場所（市区町村名） c.  搬出先場所（地先） 
d. 民間  e. 自由  f. 搬出先の種類  


