
「東日本大震災」に関する

建設資材情報（第４回）

（平成23年4月6日現在）　　

※震災名は政府の4/1の閣議決定に則り「東日本大震災」と変更しています。

　このたびの東日本大震災におきまして、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りする

とともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

　平成23年4月6日までに収集した復旧工事に必要となる建設資材や、今回の地震の影

響により需給動向等に大きな変化が見られた資材の状況をお知らせいたします。

　状況は常に変化しているため、最新の状況とは異なる場合があることをご了承のう

え、ご参照ください。

　東北地区においては、情報の収集が困難な場合もあります。新しい情報は入手でき

次第お知らせいたします。

　ご多忙のなか、情報を提供いただきました皆さまに深く感謝いたします。

　今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　建設物価調査会
　　　　　　　　　　　　　　　　  　災害復旧資材情報室(調査統括部内)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:03-3663-3892
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mail:revival@kensetu-bukka.or.jp
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本資料の留意点

本資料を参照いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

資材 地区名 対象都市
都道府県 県庁所在都市
都道府県（被災地） 甚大な被害を受けた主に沿岸地区
北海道 札幌市
東北（被災地） 甚大な被害を受けた主に沿岸地区
東北 仙台市
関東 東京
北陸 新潟市
中部 名古屋市
大阪 大阪市
中国 広島市
四国 高松市
九州 福岡市
沖縄 那覇市

■被災地の一部地区への供給は、輸送ルートの確保が前提となります。

■東北地方の【地場資材】各プラントの稼働状況は
　＜東北地区地場資材のプラント稼働状況＞を参照ください。

一般資材

地場資材

１．価格決定の困難な資材は以下のとおり
　・骨材・砕石（岩手県の釜石、大船渡周辺）
　・アスファルト混合物（岩手県の釜石、大船渡周辺、福島県の一部）
　・コンクリート型枠用合板（全国）、ブルーシート（全国）、土のう（全国）、
　　ＰＣ管（東北、関東、中部、大阪）

２．燃料関係はローリー車の不足が改善されつつあるものの被災地には十分に行き届いて
　おらず、調達難が続く。ガソリンスタンドの稼働率も急速に回復しているが、緊急車輌や
　被災地向け優先の販売からまだ一般向けは不足気味の状況にある。

■本資料は各資材の全体的な需給動向等のトレンドであって、個々の品目、規格により
　差異が生じる場合があります。

■各地区の供給（現時点・先行き）、価格（現時点・先行き）は以下の都市の状況を
　表示しています。

■価格欄の「･･･」は当該地区において取引実例が極めて少ない等、価格の把握が
　難しい場合を示しています。

地場資材：レディーミクストコンクリート、骨材・砕石、
　　　　　アスファルト混合、コンクリート二次製品

一般資材：上記を除く資材
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【地場資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

青森 通常 通常 変わらず 横ばい 八戸地区で一部工場復旧作業中。　燃料不足、運搬車両不足等によりセメント、原材料等が調達難。

岩手（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 釜石地区の１工場、大船渡周辺地区の2工場が復旧。セメントＳＳの被災や燃料不足等により出荷制限あり。

岩手 通常 通常 変わらず 横ばい 現在、緊急を要する物件のみ対応している。

宮城（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 生コン工場の被災、セメントＳＳの被災、燃料不足、運搬車両不足等により原材料が調達難。

宮城 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 仙台周辺生コン工場の被災、セメントＳＳの被災、燃料不足、運搬車両不足等により原材料が調達難。

秋田 通常 通常 変わらず 横ばい

山形 通常 通常 変わらず 強含み 震災の影響ではない。出荷減少を受け値上げ打ち出し、交渉中。

福島（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 一部原発事故退避地区あり。セメントＳＳの被災、燃料不足、運搬車両不足等により原材料が調達難。

福島 通常 通常 変わらず 横ばい 燃料油不足が解消に向かえば通常通り。

茨城（被災地） 通常 通常 変わらず 横ばい

茨城 通常 通常 変わらず 横ばい

栃木 通常 通常 変わらず 横ばい

群馬 通常 通常 変わらず 横ばい

埼玉 通常 通常 変わらず 横ばい

千葉 通常 通常 変わらず 横ばい

東京 やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 湾岸部では、原材料である骨材の調達難が続いている。

神奈川 やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 湾岸部では、原材料である骨材の調達難が続いている。

山梨 通常 通常 変わらず 横ばい

長野 通常 通常 変わらず 横ばい １工場が休止中も、供給に影響なし。

新潟 通常 通常 変わらず 横ばい

富山 通常 通常 変わらず 強含み 現状供給に問題なし。

石川 通常 通常 変わらず 強含み 金沢、小松、鶴来、七尾地区においては、原材料価格の上伸を理由に4/1契約より値上げ実施予定。各地区とも
共販体制が取られており、管内に員外社もないことから、強含み推移の公算が多い。

資材 状況地区
供給 価格

レディーミクスト
　　　コンクリート
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

岐阜 通常 通常 変わらず 横ばい

静岡 通常 通常 変わらず 横ばい 計画停電の影響もあるが、お互いにカバーし影響を最小にしている。

愛知 通常 通常 変わらず 横ばい

三重 通常 通常 変わらず 横ばい

福井 通常 通常 変わらず 横ばい

滋賀 通常 通常 変わらず 横ばい

京都 通常 通常 変わらず 横ばい

大阪 通常 通常 変わらず 弱含み

兵庫 通常 通常 変わらず 横ばい

奈良 通常 通常 変わらず 横ばい

和歌山 通常 通常 変わらず 横ばい

鳥取 通常 通常 変わらず 弱含み

島根 通常 通常 変わらず 横ばい

岡山 通常 通常 変わらず 横ばい

広島 通常 通常 変わらず 横ばい

山口 通常 通常 変わらず 横ばい

徳島 通常 通常 変わらず 横ばい

香川 通常 通常 変わらず 横ばい

愛媛 通常 通常 変わらず 横ばい

高知 通常 通常 変わらず 横ばい

福岡 通常 通常 変わらず 横ばい

佐賀 通常 通常 変わらず 横ばい

長崎 通常 通常 変わらず 横ばい

熊本 通常 通常 変わらず 横ばい

大分 通常 通常 変わらず 横ばい

宮崎 通常 通常 変わらず 横ばい

鹿児島 通常 通常 変わらず 横ばい

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

レディーミクスト
　　コンクリート
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

青森 やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 燃料油の調達問題は改善しつつあるが厳しい状況。　現時点、需給への重大な影響は確認されていない。

岩手（被災地） やや困難 やや困難 … 強含み 釜石、大船渡周辺では道路障害や燃料不足、停電等で生産･出荷に一部支障あり｡迂回等による割増価格が散
見される。

岩手 通常 通常 変わらず 横ばい

宮城（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 燃料不足、運搬車両不足。

宮城 やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 燃料不足、運搬車両不足。

秋田 通常 通常 変わらず 横ばい

山形 通常 通常 変わらず 横ばい

福島（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 一部原発事故退避地区あり。燃料不足、運搬車両不足。

福島 やや困難 通常 変わらず 横ばい 燃料油不足が解消されれば通常通り供給。

茨城（被災地） 通常 通常 変わらず 横ばい

茨城 通常 通常 変わらず 横ばい

栃木 通常 通常 変わらず 横ばい

群馬 通常 通常 変わらず 横ばい

埼玉 通常 通常 変わらず 横ばい

千葉 通常 通常 変わらず 横ばい

東京 通常 通常 変わらず 横ばい

神奈川 通常 通常 変わらず 横ばい

山梨 通常 通常 変わらず 横ばい

長野 通常 通常 変わらず 横ばい

新潟 通常 通常 変わらず 横ばい

富山 通常 通常 変わらず 強含み 骨販組合が4/1以降の契約から値上げを発表し、現在交渉中。先行き、強含み。

石川 通常 通常 変わらず 強含み 金沢、小松地区において、砂利・砂で値上げ実施中。先行き、強含み。

骨材・砕石
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

岐阜 通常 通常 変わらず 横ばい

静岡 通常 通常 変わらず 横ばい 富士川以東に計画停電の影響があるが、需給の影響は今のところ無し。

愛知 通常 通常 変わらず 横ばい

三重 通常 通常 変わらず 横ばい

福井 通常 通常 変わらず 横ばい

滋賀 通常 通常 変わらず 横ばい

京都 通常 通常 変わらず 横ばい

大阪 通常 通常 変わらず 横ばい

兵庫 通常 通常 変わらず 横ばい

奈良 通常 通常 変わらず 横ばい

和歌山 通常 通常 変わらず 横ばい

鳥取 通常 通常 変わらず 横ばい

島根 通常 通常 変わらず 横ばい

岡山 通常 通常 変わらず 横ばい

広島 通常 通常 変わらず 横ばい

山口 通常 通常 変わらず 横ばい

徳島 通常 通常 変わらず 横ばい

香川 通常 通常 変わらず 横ばい

愛媛 通常 通常 変わらず 横ばい

高知 通常 通常 変わらず 横ばい

福岡 通常 通常 変わらず 弱含み

佐賀 通常 通常 変わらず 横ばい

長崎 通常 通常 変わらず 横ばい

熊本 通常 通常 変わらず 横ばい

大分 通常 通常 変わらず 横ばい

宮崎 通常 通常 変わらず 横ばい

鹿児島 通常 通常 変わらず 横ばい

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

骨材・砕石
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 通常 変わらず 強含み

青森 通常 通常 変わらず 強含み 原燃料の入手難。ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

岩手（被災地） 不明 不明 … 不明 釜石、大船渡では地区内の津波被害甚大で、主要メーカーとの連絡不通

岩手 通常 通常 変わらず 強含み ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

宮城（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 合材工場の被災は無し。原燃料の入手難。ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

宮城 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 仙台周辺における合材工場の被災。燃料油の入手難。ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

秋田 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 燃料油の入手難。ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

山形 通常 通常 変わらず 強含み ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

福島（被災地） やや困難 やや困難 … 強含み 一部原発事故退避地区あり。燃料油の入手難。ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

福島 通常 通常 変わらず 強含み サイロ転倒被害のあった須賀川の1工場は復旧。ストアスや燃料油が強含みで製品値上げの動き。

茨城（被災地） 通常 通常 変わらず 強含み

茨城 通常 通常 変わらず 強含み

栃木 通常 通常 変わらず 横ばい

群馬 通常 通常 変わらず 強含み

埼玉 通常 通常 変わらず 強含み

千葉 通常 通常 変わらず 強含み

東京 通常 通常 変わらず 強含み

神奈川 通常 通常 変わらず 強含み

山梨 通常 通常 変わらず 強含み

長野 通常 通常 変わらず 横ばい

新潟 通常 通常 変わらず 横ばい

富山 通常 通常 変わらず 横ばい

石川 通常 通常 変わらず 横ばい 需給状況に動きなし。ただし、再生合材を生産するための練材の手配に苦慮。

アスファルト
　　　　混合物
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

岐阜 通常 通常 変わらず 横ばい

静岡 通常 通常 変わらず 強含み 富士川以東に計画停電の影響があるが、需給の影響はなし。

愛知 通常 通常 変わらず 強含み

三重 通常 通常 変わらず 強含み

福井 通常 通常 変わらず 強含み

滋賀 通常 通常 変わらず 強含み

京都 通常 通常 変わらず 強含み

大阪 通常 通常 変わらず 強含み

兵庫 通常 通常 変わらず 強含み

奈良 通常 通常 変わらず 強含み

和歌山 通常 通常 変わらず 強含み

鳥取 通常 通常 変わらず 強含み

島根 通常 通常 変わらず 強含み

岡山 通常 通常 変わらず 強含み

広島 通常 通常 変わらず 強含み

山口 通常 通常 変わらず 強含み

徳島 通常 通常 変わらず 強含み

香川 通常 通常 変わらず 強含み

愛媛 通常 通常 変わらず 強含み

高知 通常 通常 変わらず 強含み

福岡 通常 通常 変わらず 強含み

佐賀 通常 通常 変わらず 強含み

長崎 通常 通常 変わらず 強含み

熊本 通常 通常 変わらず 強含み

大分 通常 通常 変わらず 強含み

宮崎 通常 通常 変わらず 強含み

鹿児島 通常 通常 変わらず 強含み

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

アスファルト
　　　　混合物
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

青森 通常 通常 変わらず 横ばい

岩手（被災地） 通常 通常 変わらず 横ばい

岩手 通常 通常 変わらず 横ばい

宮城（被災地） やや困難 通常 変わらず 横ばい 製造設備、製品荷崩れ被災。燃料不足、運搬車両不足等により原材料が調達難。

宮城 やや困難 通常 変わらず 横ばい 燃料不足、運搬車両不足等により原材料が調達難。

秋田 通常 通常 変わらず 横ばい

山形 通常 通常 変わらず 横ばい

福島（被災地） やや困難 通常 変わらず 横ばい 浜通りでは津波被害や原発事故による避難の会社が多く、通常営業の見通しはたっていない。

福島 通常 通常 変わらず 横ばい 荷崩れ被害や設備の軽微な破損はあるが、燃料油不足が解消されれば問題なし。

茨城（被災地） 通常 通常 変わらず 横ばい

茨城 通常 通常 変わらず 横ばい

栃木 通常 通常 変わらず 横ばい

群馬 通常 通常 変わらず 横ばい

埼玉 通常 通常 変わらず 横ばい

千葉 通常 通常 変わらず 横ばい

東京 通常 通常 変わらず 横ばい

神奈川 通常 通常 変わらず 横ばい

山梨 通常 通常 変わらず 横ばい

長野 通常 通常 変わらず 横ばい

新潟 通常 通常 変わらず 横ばい

富山 通常 通常 変わらず 横ばい

石川 通常 通常 変わらず 横ばい

コンクリート
　　二次製品
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

岐阜 通常 通常 変わらず 横ばい

静岡 通常 通常 変わらず 横ばい 計画停電の影響もあるが、目に見える混乱はない。

愛知 通常 通常 変わらず 横ばい

三重 通常 通常 変わらず 横ばい

福井 通常 通常 変わらず 横ばい

滋賀 通常 通常 変わらず 横ばい

京都 通常 通常 変わらず 横ばい

大阪 通常 通常 変わらず 横ばい

兵庫 通常 通常 変わらず 横ばい

奈良 通常 通常 変わらず 横ばい

和歌山 通常 通常 変わらず 横ばい

鳥取 通常 通常 変わらず 横ばい

島根 通常 通常 変わらず 横ばい

岡山 通常 通常 変わらず 横ばい

広島 通常 通常 変わらず 横ばい

山口 通常 通常 変わらず 横ばい

徳島 通常 通常 変わらず 横ばい

香川 通常 通常 変わらず 横ばい

愛媛 通常 通常 変わらず 横ばい

高知 通常 通常 変わらず 横ばい

福岡 通常 通常 変わらず 横ばい

佐賀 通常 通常 変わらず 横ばい

長崎 通常 通常 変わらず 横ばい

熊本 通常 通常 変わらず 横ばい

大分 通常 通常 変わらず 横ばい

宮崎 通常 通常 変わらず 横ばい

鹿児島 通常 通常 変わらず 強含み

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

コンクリート
　　二次製品
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
北海道 通常 通常 変わらず 強含み

東北（被災地） やや困難 通常 変わらず 強含み 流通拠点(岩沼周辺)の復旧未了。関東や北陸方面からの供給となる見込み。

東北 やや困難 通常 変わらず 強含み 流通拠点(岩沼周辺)の復旧未了。関東や北陸方面からの供給となる見込み。

関東 通常 通常 変わらず 強含み

北陸 通常 通常 変わらず 強含み 今のところ需給状況に大きな動きはない。震災地区への供給はこれからの見込み。

中部 通常 通常 上伸 横ばい 震災による需給状況に大きな変化はないが、一部品種で震災前のメーカー値上げ分が浸透し上伸。

近畿 通常 通常 変わらず 横ばい

中国 通常 通常 変わらず 強含み 現時点では、需給・価格ともに大きな影響は確認できない。今後、復興が本格化すると品種によっては需給のひっ迫感が高ま
り、強含みになる可能性もある。

四国 通常 通常 変わらず 強含み 一部品種で、品薄感がみられる。

九州 通常 通常 変わらず 強含み 震災前のメーカー値上げ分の価格転嫁が進んでいる。荷動きは低調であるが、流通筋の売り腰強く、強含み推移。

沖縄 通常 通常 変わらず 強含み 荷動きが低調のため現時点では震災の影響はなし。

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

東北（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 太平洋側のＳＳが被災し、日本海側のＳＳからの供給にシフトしているため需給がタイト化。

東北 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 太平洋側のＳＳが被災し、日本海側のＳＳからの供給にシフトしているため需給がタイト化。

関東 通常 通常 変わらず 横ばい

北陸 通常 通常 変わらず 横ばい

中部 通常 通常 変わらず 横ばい

近畿 通常 通常 変わらず 横ばい

中国 通常 通常 変わらず 横ばい

四国 通常 通常 変わらず 横ばい

九州 通常 通常 変わらず 強含み 震災前から予定されていた値上げによる。

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

北海道 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

東北（被災地） やや困難 やや困難 下落 強含み 仙台の製油所、八戸、塩釜の油槽所が被災し、青森、秋田、新潟の油槽所からの供給にシフトしているため需給がタイト化。

東北 やや困難 やや困難 下落 強含み 仙台の製油所、八戸、塩釜の油槽所が被災し、青森、秋田、新潟の油槽所からの供給にシフトしているため需給がタイト化。。

関東 やや困難 やや困難 下落 強含み 関東管内の鹿島・千葉の２製油所が休止中。稼働中の製油所では燃料油中心の製造及び被災地への輸送を優先しており、スト
アスは備蓄分からの供給が中心。安定供給には時間を要する見込み。

北陸 やや困難 やや困難 下落 強含み 不需要期でもあり、現時点では供給不足には陥っていない。復旧の需要と相まって、強含みの公算大。

中部 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

近畿 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

中国 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

四国 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

九州 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

沖縄 通常 通常 下落 強含み 原油高の影響により強含み。

ストレートアスファルト

資材

鉄鋼関連

セメント

状況地区
供給 価格
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい 原木不足から押角、松矢板、桟木のみ小幅上伸の見込み。

東北（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 取扱い店では現在は在庫販売中だが、今後入荷困難となる懸念。

東北 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 取扱い店では現在は在庫販売中だが、今後入荷困難となる懸念。

関東 やや困難 やや困難 上伸 強含み 仮設・土木用木材については、もともと原木不足により上伸基調であったが、震災の影響により東北地区からの仕入れが困難と
なる等、需給のひっ迫感が高まっている。

北陸 やや困難 やや困難 上伸 強含み 仮設・土木用材の引き合いが集中。原木不足から入荷は不透明な状況。

中部 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 仮設・土木用木材については、原木不足から上伸基調が継続。小幅上伸の見込み。

近畿 通常 やや困難 変わらず 横ばい 仮設・土木用木材については通常出荷。ただし、仮設住宅建設のための木杭等の需要が増えると見込まれる。

中国 通常 やや困難 変わらず 強含み 仮設・土木用木材中心に今後、需給がひっ迫するものと見込まれる。

四国 通常 通常 変わらず 強含み 仮設・土木用木材についてはこれまで通りの取引は可能。仮設住宅建設向けの杭として優先され、丸太の大量購入は困難な状
況にある。四国地区の需要は限られ、ひっ迫までは至っていない。

九州 やや困難 やや困難 上伸 強含み 合板類の需要増加から、原木の入荷量が減少。需給は仮設・土木用木材を中心にひっ迫気味。目先、強含みで推移しそう。

沖縄 通常 やや困難 変わらず 強含み 全国的な杉原木不足の傾向から入荷が遅れ気味も、現時点では流通在庫で対応。

北海道 通常 やや困難 変わらず 強含み

東北（被災地） 通常 やや困難 変わらず 強含み

東北 通常 やや困難 変わらず 強含み

関東 通常 やや困難 変わらず 強含み

北陸 通常 やや困難 変わらず 強含み

中部 通常 やや困難 変わらず 強含み

近畿 通常 やや困難 変わらず 強含み

中国 通常 やや困難 変わらず 強含み

四国 通常 やや困難 変わらず 強含み

九州 通常 やや困難 変わらず 強含み

沖縄 通常 やや困難 変わらず 強含み

現在のところ震災関連について若干の引き合いはあるものの、ひっ迫までには至っていない。復旧工事が本格化するにつれ、
需給もひっ迫していくものと見られ、先行き、強含み推移の公算が大きい。

木材関連

足場材
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 困難 やや困難 … 強含み ■コンクリート型枠用合板
震災前から流通在庫が少なかったことに加え、震災後に先高感・品不足予想から仮需が起きている。 商社は５月の入荷は問題
なく、入荷した時点で動向を見極めるようす。
■構造用合板
東北の工場の被害から、販売店では新規契約を受け付けてない。特に厚ものは入手が困難。

東北（被災地） 困難 困難 … 強含み ■国産コンクリート型枠用合板
被災のない秋田県内のメーカーが生産を継続しているが、需要に追いついていない。そのため震災後は新規注文の受け付け
が困難な状況となっている。また今後の状況改善の見通しもめどが立っていない。流通業者では手持ち在庫量が減少しており、
取引実績も少ない。
■輸入コンクリート型枠用合板
震災前から流通在庫が少なかったことに加え震災直後の注文急増によって、大手問屋・一次店及び小売店における在庫は底を
ついている。 大手問屋では、関東方面等からの入荷ルートを探っているが、輸送体制の確立に手間取り仕入れができない状
況。 そのため現在は受注を停止している。
■構造用合板
大手グループの各主力工場が甚大な被害を受け稼動できないため、大手問屋・一次店では新規の入荷ルートを探っているが、
輸送体制の確立に手間取り仕入れができない状況。このため、現在は受注を停止している。

東北 困難 困難 … 強含み ■国産コンクリート型枠用合板
被災のない秋田県内のメーカーが生産を継続しているが、需要に追いついていない。そのため震災後は新規注文の受け付け
が困難な状況となっている。また今後の状況改善の見通しもめどが立っていない。流通業者では手持ち在庫量が減少しており、
取引実績も少ない。
■輸入コンクリート型枠用合板
震災前から流通在庫が少なかったことに加え震災直後の注文急増によって、大手問屋・一次店及び小売店における在庫は底を
ついている。 大手問屋では、関東方面等からの入荷ルートを探っているが、輸送体制の確立に手間取り仕入れができない状
況。 そのため現在は受注を停止している。
■構造用合板
大手グループの各主力工場が甚大な被害を受け稼動できないため、大手問屋・一次店では新規の入荷ルートを探っているが、
輸送体制の確立に手間取り仕入れができない状況。このため、現在は受注を停止している。

関東 困難 困難 … 強含み ■コンクリート型枠用合板
以前から入荷量が少なかったことに加え、被災地向けが優先され品薄状態が進んでいるため、 販売店では需要に見合った仕
入れができていない。そのため、正常取引が困難な状況となっている。
■構造用合板
東北の一部工場で生産を再開しているが、被災地向けが優先されるため流通業者への入荷が減少している。関東への入荷量
が極端に少なくなっている。

コンクリート型枠用合板
（構造用合板含む）
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北陸 困難 困難 … 強含み 各種合板ともに仕入れが困難な状態。震災需要が最優先されるため、今後の入荷については引き続き不透明な状況になってい
る。

中部 困難 困難 … 強含み ■コンクリート型枠用合板
商社は在庫量が少なかったことに加え復旧需要を優先させており、販売店への入荷のめどが立っていない状態。 そのため、正
常取引が困難な状況となっている。
■構造用合板
流通業者は、地区内への仕入れの多くが東北地区のメーカーであるため、入荷のめどがたっていない状況。 また近隣の関西地
区のメーカ－からの手配も進んでいない。メーカーは、被災の影響の少ない工場で増産することにより供給量を確保していきた
い意向であるが、流通業者への手配は進んでいないため、取引が困難な状況である。

近畿 困難 困難 … 強含み ■コンクリート型枠用合板
元々、輸入量も減少しており、品薄。震災復旧向けが優先されているため、 正常取引が困難な状況となっている。
■構造用合板
西日本にあるメーカー工場は被災は免れているものの、被災地向け出荷が優先されていて需給はひっ迫。今後も震災による需
要が続くと見込まれる。

中国 困難 困難 … 強含み 震災以前から入荷量が少なかったことに加え、震災の影響から販売店では仕入れができてない状態。正常取引が困難な状況
が続いている。

四国 困難 困難 … 強含み 極端な品薄状態。正常取引が困難な状況が続いている。

九州 困難 困難 … 強含み 震災前から原木不足により需給はひっ迫気味であったが、震災の影響で調達は更に困難な状況。産地では日本向けの供給を
増やす等の協力体制をとるとしているが、国内では震災による仮需の発生で、当面、ひっ迫状況は続きそうである。

沖縄 困難 困難 … 強含み 入荷量が少なかったことに加え、先行きの入荷量減少を見込んで仮需が発生している。実需が伴っていないため、市中に多少
の在庫はあるとみられているが、正常取引は困難な状況。

コンクリート型枠用合板
（構造用合板含む）
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 やや困難 困難 … 強含み

東北（被災地） やや困難 困難 … 強含み

東北 やや困難 困難 … 強含み

関東 やや困難 困難 … 強含み

北陸 やや困難 困難 … 強含み

中部 やや困難 困難 … 強含み

近畿 やや困難 困難 … 強含み

中国 やや困難 困難 … 強含み

四国 やや困難 困難 … 強含み

九州 やや困難 困難 … 強含み

沖縄 やや困難 困難 … 強含み

北海道 やや困難 困難 … 強含み

東北（被災地） やや困難 困難 … 強含み

東北 やや困難 困難 … 強含み

関東 やや困難 困難 … 強含み

北陸 やや困難 困難 … 強含み

中部 やや困難 困難 … 強含み

近畿 やや困難 困難 … 強含み

中国 やや困難 困難 … 強含み

四国 やや困難 困難 … 強含み

九州 やや困難 困難 … 強含み

沖縄 やや困難 困難 … 強含み

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

東北（被災地） 通常 通常 変わらず 横ばい 厚のし・紐丸に関しては、現時点で供給がやや困難、先行きは困難。価格は現時点で変わらず。

東北 通常 通常 変わらず 横ばい 厚のし・紐丸に関しては、現時点で供給がやや困難、先行きは困難。価格は現時点で変わらず。

関東 通常 通常 変わらず 横ばい 厚のし・紐丸に関しては、現時点で供給がやや困難、先行きは困難。価格は現時点で変わらず。

北陸 通常 通常 変わらず 横ばい

中部 通常 通常 変わらず 横ばい

近畿 通常 通常 変わらず 横ばい

中国 通常 通常 変わらず 横ばい

四国 通常 通常 変わらず 横ばい

九州 通常 通常 変わらず 横ばい

沖縄 - - - -

各メーカー・リース業者は、業団体を窓口に自治体単位で全国にある在庫を集め、被災地へ供給し始めている。メーカー各社は
新規生産を増やそうとしているものの、一部材料のひっ迫を受けて生産数は低迷している。大幅な需要増に対し供給が追いつ
いていないことから、全国的に在庫の先行きは、ひっ迫する公算が大きい。また、貸し出し後の大量の在庫管理を回避すべく売
り渡し契約が増えている。賃貸契約については在庫減も影響して減少傾向にある。先行き、需給のひっ迫が続くこと、原材料で
ある鋼材・合板等が強基調で推移していることから、強含みで推移する公算が大きい。

東北地区及び関東地区からの引き合いが多く、メーカー在庫は底をついた状況。原材料である石油の値上りにより、製品価格
は先行き強含み推移の公算が大きい。

仮設ハウス・トイレ

かわら

ブルーシート
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

東北（被災地） 通常 通常 変わらず 横ばい

東北 通常 通常 変わらず 横ばい

関東 通常 通常 変わらず 横ばい

北陸 通常 通常 変わらず 横ばい

中部 通常 通常 変わらず 横ばい

近畿 通常 通常 変わらず 横ばい

中国 通常 通常 変わらず 横ばい

四国 通常 通常 変わらず 横ばい

九州 通常 通常 変わらず 横ばい

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

北海道 やや困難 やや困難 上伸 強含み 本土からの供給ルートが確保困難となっており、市中在庫は減少の一途。安値在庫の解消を背景に価格上伸。先行き強含みで
推移しそう。

東北（被災地） やや困難 やや困難 上伸 強含み

東北 やや困難 やや困難 上伸 強含み

関東 やや困難 やや困難 上伸 強含み 計画停電の影響や素材（銅・被覆材）の仕入れ難を背景に、生産量は通常時期よりも減少している。その結果、復旧向け需要が
拡大しているIV・CV（T）・VVFについては需給が逼迫。市中の安値在庫がなくなった事から価格は上伸している。被災した工場
も本格稼動を始めており、生産量は回復に向うものと予想されるが、需給の逼迫状況は早急に解消されない見込みである。価格
はしばらく強含み推移する公算大。

北陸 やや困難 やや困難 上伸 強含み 現在は市中在庫で対応可能。ただし、震災需要の動向が不透明なため問屋・工事業者が在庫の確保を優先しており、宅内配
線等で使用するVVFは品薄状態、引込線（DV等）の調達が困難になってきている。安値在庫の解消を背景に価格上伸。先行き
強含み推移の公算大。

中部 やや困難 やや困難 上伸 強含み 電線・ケーブル（通信ケーブルを除く）は在庫の減少による、安値玉の解消を背景に価格上伸。先行き強含み推移の公算大。

近畿 困難 困難 上伸 強含み 電線・ケーブル（通信ケーブルを除く）は全般的に品薄の状況。特に宅内配線用のVVFが不足している。安値在庫は完全になく
なり、手当て優先の商いが行われており、価格は上伸している。需給の逼迫状況は早急に解消されない見込みであり、価格はし
ばらく強含み推移する公算大。

中国 やや困難 やや困難 上伸 強含み 電線・ケーブル（通信ケーブルを除く）は在庫の減少による、安値玉の解消を背景に価格上伸。先行き強含み推移の公算大。

四国 やや困難 やや困難 上伸 強含み 電線・ケーブル（通信ケーブルを除く）は全般的に品薄。流通筋は大口注文を断り、小口注文のみ受付ける等の対応をしてい
る。安値在庫の解消を背景に価格上伸。今後も強含みで推移しそう。

九州 やや困難 やや困難 上伸 強含み

沖縄 やや困難 やや困難 上伸 強含み

北海道 困難 困難 変わらず 強含み

東北（被災地） 困難 困難 変わらず 強含み

東北 困難 困難 変わらず 強含み

関東 困難 困難 変わらず 強含み

北陸 困難 困難 変わらず 強含み

中部 困難 困難 変わらず 強含み

近畿 困難 困難 変わらず 強含み

中国 困難 困難 変わらず 強含み

四国 困難 困難 変わらず 強含み

九州 困難 困難 変わらず 強含み

沖縄 困難 困難 変わらず 強含み

被災地で仮設材需要が増加する中、全国的に品薄感が強まっている。これは、①東日本地区の工場で、震災による生産設備の
損害や計画停電の影響により、生産効率が低下していること、②メーカーは被災地のライフライン復旧に向けて優先的に供給す
る方針であること、等が主な要因。西日本地区の工場では、生産量を増加して対応しているものの、東日本の減少分をカバーす
るまでには至っておらず、一部案件では納入日時が決められないケースもでてきている。価格は現状横ばい推移ながら、安定
供給への不安が続く中、原油価格の上昇も重なり、先行き、強含み推移の公算が大きい。

電線・ケーブル（通信ケーブルを除く）は在庫の減少による、安値玉の解消を背景に価格上伸。先行き強含み推移の公算大。

電線・ケーブル（通信ケーブルを除く）は在庫の減少による、安値玉の解消を背景に価格上伸。先行き強含み推移の公算大。

ガラス

電線・ケーブル

硬質塩化ビニル管
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 通常 上伸 強含み 先行き、原油価格が強基調で推移していることから、強含み推移の公算が大きい。

東北（被災地） 困難 困難 … 強含み ローリー車の不足から被災地には十分に行き届かず、調達難が続く。需給ひっ迫と原油高から、先行き、強含み推移の見通し。

東北 困難 困難 … 強含み 緊急車輌や被災地向け優先の販売からローリー車は不足しており、需給はひっ迫している。品薄感と原油高から、先行き、強含
み推移の見通し。

関東 通常 通常 上伸 強含み
北陸 通常 通常 上伸 強含み

中部 通常 通常 上伸 強含み

近畿 通常 通常 上伸 強含み

中国 通常 通常 上伸 強含み

四国 通常 通常 上伸 強含み

九州 通常 通常 上伸 強含み

沖縄 通常 通常 上伸 強含み

北海道 通常 通常 変わらず 強含み 関東地区の各製油所が本格稼動を始めたことを受け、需給は徐々に均衡している。燃料油のような民間の駆け込み需要も見ら
れないことから、販売価格は３月上旬以降、横ばいで推移。先行き、原油価格が強基調で推移していることから、強含み推移の
公算が大きい。

東北（被災地） 困難 困難 変わらず 強含み 被災地向けの早期供給体制の確立が急がれる。被災地の避難場所への納入は、自治体等の協力要請を受けた地域中心に実
施されている。

東北 通常 通常 変わらず 強含み 太平洋側の基地の出荷停止から、青森･新潟･茨城（鹿島）経由の代替輸送ルートが確保され、安定供給に向けての動きが進行
している。先行き、横ばい推移の見通し。

関東 通常 通常 変わらず 強含み

北陸 通常 通常 変わらず 強含み

中部 通常 通常 変わらず 強含み

近畿 通常 通常 変わらず 強含み

中国 通常 通常 変わらず 強含み

四国 通常 通常 変わらず 強含み

九州 通常 通常 変わらず 強含み

沖縄 通常 通常 変わらず 強含み

関東地区の各製油所が本格稼動を始めたことを受け、需給は均衡している。
先行き、原油価格が強基調で推移していることから、強含み推移の公算が大きい。

関東地区の各製油所が本格稼動を始めたことを受け、需給は徐々に均衡している。燃料油のような民間の駆け込み需要も見ら
れないことから、販売価格は３月上旬以降、横ばいで推移。先行き、原油価格が強基調で推移していることから、強含み推移の
公算が大きい。

プロパンガス

燃料油
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現時点 先行き 現時点 先行き
資材 状況地区

供給 価格

北海道 通常 やや困難 変わらず 強含み

東北（被災地） 通常 やや困難 変わらず 強含み

東北 通常 やや困難 変わらず 強含み

関東 通常 やや困難 変わらず 強含み

北陸 通常 やや困難 変わらず 強含み

中部 通常 やや困難 変わらず 強含み

近畿 通常 やや困難 変わらず 強含み

中国 通常 やや困難 変わらず 強含み

四国 通常 やや困難 変わらず 強含み

九州 通常 やや困難 変わらず 強含み

沖縄 通常 やや困難 変わらず 強含み

北海道 やや困難 困難 … 強含み

東北（被災地） やや困難 困難 … 強含み

東北 やや困難 困難 … 強含み

関東 やや困難 困難 … 強含み

北陸 やや困難 困難 … 強含み

中部 やや困難 困難 … 強含み

近畿 やや困難 困難 … 強含み

中国 やや困難 困難 … 強含み

四国 やや困難 困難 … 強含み

九州 やや困難 困難 … 強含み

沖縄 やや困難 困難 … 強含み

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

東北（被災地） 通常 やや困難 変わらず 強含み 現在供給の多くは緊急用発電機、ポンプ等に限られている。災害復旧工事が本格化するにつれて他の建設機械の引合いが増
えてくるものとみられ、先行き、供給がやや困難視される。

東北 通常 通常 変わらず 横ばい

関東 通常 やや困難 変わらず 横ばい

北陸 通常 通常 変わらず 横ばい

中部 通常 通常 変わらず 横ばい

近畿 通常 通常 変わらず 横ばい

中国 通常 通常 変わらず 横ばい

四国 通常 通常 変わらず 横ばい

九州 通常 通常 変わらず 横ばい

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

東北（被災地） 困難 困難 … …

東北 困難 困難 … …

関東 困難 困難 … …

中部 困難 困難 … …

近畿 困難 困難 … …

九州 通常 通常 変わらず 横ばい 宮崎にある工場から全国に出荷可能であるが、九州価格に輸送費が加算され、割高となる。

コア式プレストレストコ
ンクリート管(ＰＣ管)

仙台にある工場が震災で被害を受け、生産不能。インフラの復旧状況にもよるが、5月を目処に工場の復旧を目指している。

東北地区及び関東地区からの引き合いが多く、メーカー在庫は底をついた状況。原材料である石油の値上りにより、製品価格
は先行き強含み推移の公算が大きい。

各ﾘｰｽﾒｰｶｰは全国在庫の約40％を被災地復旧工事に供給することを予定している。よって、全国的に在庫は品薄状態となるこ
とが予想される。鋼材市中価格の値上りにより、リース価格も強含みに推移する公算が大きい。

建設機械賃貸

土のう

重仮設・敷鉄板リース
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＜東北地区地場資材のプラント稼働状況＞

◆レディーミクストコンクリート◆

･青森県：(八戸地区)
          1工場が津波による浸水やアジテータ車水没で復旧未定。
          それ以外の6工場は出荷可能｡(復旧済み含む)
         (十和田地区)
          全9工場が出荷可能(復旧･仮復旧済み含む)
･岩手県：(盛岡周辺地区)
          全11工場とも異常なし、但し出荷制限実施中。
         (花巻･北上･一関地区)
          2工場が事務所破損や配管設備等被害で出荷停止中｡
          2工場が軽微破損等で出荷可能、但し出荷制限中｡
          それ以外の12工場は異常なし、但し出荷制限実施中｡
         (宮古･岩泉･釜石地区)
          釜石周辺地区では2工場が津波被災、出荷停止。
          残り1工場は3/29復旧し出荷可能、但し出荷制限実施中。
          それ以外の7工場は異常なし、但し一部出荷制限実施中｡
         (大船渡･陸前高田地区)
          大船渡市と住田町の計2工場が設備復旧し出荷可能、但し出荷制限実施中。
          それ以外の2工場は津波被災で出荷停止。
         (久慈地区)
          全4工場とも異常なし。燃料油の入手難が解消され出荷体制回復。
         (二戸･安代地区)
          全4工場とも異常なし｡
 
         ※岩手県内向けの主要なセメント供給地である大船渡地区が被災により
           出荷不能に陥っているため、秋田県等からの迂回搬入が開始されているが、
           納期などで供給がタイト化する傾向が散見される｡

･宮城県：(仙台地区)
          4工場が設備被害等で休止中｡それ以外の12工場は出荷可能。
         (白石･大河原･角田地区)
          2工場が設備被害で休止中。それ以外の3工場は出荷可能。
         (石巻地区)
          1工場が設備被害大きく休止中。それ以外の4工場は出荷可能。
         (大崎地区)
          全5工場が復旧し出荷可能。
         (気仙沼地区)
          2工場が設備被害大きく休止中。1工場が設備不具合で休止中。1工場のみ出荷可能｡
         (登米･栗原地区)
          1工場が設備被害で休止中。それ以外の8工場は出荷可能。
･秋田県：県内で目立った被害は受けていない模様で出荷可能。
･山形県：県内で目立った被害は受けていない模様で出荷可能。

･福島県：(いわき地区)
          全7工場が数量制限あるが出荷可能。
         (南相馬･相馬地区)
          5工場が原発事故による避難で操業停止。それ以外の2工場は緊急災害復旧用に出荷。
 
          ※上記以外の県内各地区では概ね重大な被害はない模様だが、全県的に
            原材料や燃料の不足が顕在化している。
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◆骨材・砕石◆

◆アスファルト混合物◆

◆コンクリート二次製品◆

日本アスファルト合材協会会員工場(東北６県)の稼動状況
（運転可能でも、停電･資材不足･燃料不足等により出荷できない場合があるので要事前連絡）
･青森県：全19工場運転可能。
･秋田県：全26工場運転可能。
･山形県：全16工場運転可能。
･岩手県：全22工場運転可能。
･宮城県：仙台周辺の2工場が水没により休止中。それ以外の県内14工場は運転可能。
･福島県：(会津地区)
          全6工場運転可能。
　　　　 (中通地区)
          全12工場運転可能。
　　　　 (浜通地区)
          3工場が原発事故の関連で避難中。それ以外の4工場は運転可能。

地震と津波による工場損傷や製品荷崩れ被害、設備点検等で青森県、岩手県、宮城県、福島県の
一部メーカーが操業休止中。さらに福島県沿岸の一部地区では、原発事故による退避が操業再開
に及ぼす影響が懸念されている。

･青森県：県内で目立った被害は受けていない模様で出荷可能。
･岩手県：(久慈地区)
          目立った被害は確認されていない。通常の出荷体制。
         (宮古地区)
          地区内被害甚大で連絡不通につき、状況詳細不明。
         (釜石地区)
          釜石市の1工場、大槌町の2工場は被害なく出荷可能だが、燃料不足等で出荷制限。
          それ以外の工場は地区内被害甚大で連絡不通につき、状況詳細不明。
         (大船渡･陸前高田地区)
          地区内の砕石2工場が出荷可能、但し道路障害多く出荷制限実施。
          他に砕石1工場、骨材１工場が重大な被災は免れているようだが、
          停電等による稼動障害が発生している模様。
･宮城県：沿岸東部の砕石1工場、沿岸南部の細骨材数工場が被災した模様。
　　　　 それ以外の地区では目立った被害は確認されていない。
･秋田県：県内で目立った被害は受けていない模様で出荷可能。
･山形県：県内で目立った被害は受けていない模様で出荷可能。
･福島県：(いわき地区)
          細骨材・砕石とも出荷可能。
          燃料不足等で制約あり｡
         (南相馬地区)
　　　　　緊急災害復旧用に隣接の相馬地区等に一部出荷。
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