
「東日本大震災」に関する

建設資材情報（第６回）

（平成23年4月20日現在）　　

　このたびの東日本大震災におきまして、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上

げます。”被災地の一日も早い復興”と”ニッポンの復興”を実現するため、微力な

がら当会にできることを全力でお手伝いしたいと考えております。

　平成23年4月20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．震災の影響により価格決定の困難な資材は以下のとおり
　・骨材・砕石（大船渡周辺）
　・アスファルト混合物（福島県の一部）
　・コンクリート型枠用合板・構造用合板（全国）、ブルーシート（全国）、
　　仮設ハウス・トイレ（全国）、土のう（全国）、燃料油（東北(被災地)）、
　　ＰＣ管（東北、関東、中部、大阪）

２．今回より、「木材関連」は「仮設・土木用木材（くい丸太、矢板、バタ角等）」
　として、また、「コンクリート型枠用合板（構造用合板含む）」は、「構造用合板」、
　「普通合板」、「コンクリート用型枠合板」の３つに分けて情報提供しています。

■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。また、価格の現時点欄に表示している「変わらず」「上伸」「下落」
　は前回（第５回：平成２３年４月１３日時点）と比較しての状況を示しています。

■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の被災や道路状況等により出荷制限あり。

岩手 通常 通常 変わらず 横ばい 一関地区で一部の事務所施設や設備に破損がみられるが、出荷可能。

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 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 震災の影響はなく、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る原材料調達難で値上げ打ち
出し。

福島 通常 通常 変わらず 横ばい 燃料油不足が解消されつつあり、通常の出荷体制。セメントの安定的調達に懸念。

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

石川 通常 通常 変わらず 強含み

資材 状況地区
供給 価格

レディーミクスト
　　　コンクリート

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会

2



【地場資材】

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

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

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会

3



【地場資材】

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 運搬車両不足。

宮城 通常 やや困難 変わらず 横ばい

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 通常 通常 変わらず 横ばい 燃料不足は状況改善。

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

石川 通常 通常 変わらず 強含み

骨材・砕石
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【地場資材】

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

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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【地場資材】

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 原材料、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。

岩手（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 釜石、大船渡周辺の各工場が出荷再開。ストアス迂回搬入でややひっ迫、燃料調達がやや困難。

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 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 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。燃料油の調達難。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 強含み

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

アスファルト
　　　　混合物
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【地場資材】

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 強含み

静岡 通常 通常 変わらず 強含み

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 強含み

アスファルト
　　　　混合物
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【地場資材】

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 やや困難 変わらず 横ばい 一部に原発事故による避難地区あり。余震で、製造設備破損や製品荷崩れ被災。

福島 通常 通常 変わらず 横ばい 余震により製造設備破損や製品荷崩れ被害が発生も、甚大ではなく出荷可能。

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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【地場資材】

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

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

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会

9



【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)の復旧が進んでいる。当面、関東、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)の復旧が進んでいる。当面、関東、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 品種にもよるが、鉄鉱石等の原材料価格上昇の影響から強含みで推移する模様。

北陸 通常 通常 変わらず 強含み 現在も供給不足には陥っていないが、鉄鉱石等の原材料価格上昇の影響から強含みで推移する模様。

中部 通常 通常 変わらず 強含み 軽量H形鋼、C形鋼など一部品種で品薄感がみられる。

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 棒鋼類、形鋼類ともに供給不安はみられない。

九州 通常 通常 変わらず 強含み 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

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 横ばい 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 横ばい 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 横ばい

沖縄 通常 通常 変わらず 横ばい

北海道 通常 通常 変わらず 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 変わらず 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 変わらず 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 変わらず 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 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

中部 通常 通常 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

近畿 通常 通常 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

中国 通常 通常 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

四国 通常 通常 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

九州 通常 通常 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

沖縄 通常 通常 変わらず 強含み 原油高の影響により強含み。

鉄鋼関連

セメント

状況地区
供給 価格

ストレート
アスファルト

資材
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 通常 通常 変わらず 強含み 原木不足が続いており例年より在庫量が少ない状況。価格はカラ松のみやや高めで、その他は横ばい。

東北（被災地） やや困難 やや困難 上伸 強含み 需給ひっ迫感が高まり、取扱店では仕入れ値上昇分の一部を販売価格に転嫁。

東北 やや困難 やや困難 上伸 強含み 需給ひっ迫感が高まり、取扱店では仕入れ値上昇分の一部を販売価格に転嫁。

関東 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 東北地区からの仕入れは一部で再開しているものの、不足感の解消には至らず強含み推移。

北陸 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 原木が不足気味にあるものの、ほぼ通常どおりの出荷となっている。

中部 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 仮設住宅基礎向けのくい丸太が東北へ優先的に出荷されており、ひっ迫気味。先行き、原木不足から強基調が継続する見込
み。

近畿 やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 松材、杉材とも原木不足から品薄気味。今後も仮設住宅向けなどに大量に使用される見込みから需給ひっ迫の見通し。

中国 通常 やや困難 変わらず 強含み 現時点では、通常どおり出荷されている。今後、木杭等の需要が見込まれ強基調で推移するものとみられる。

四国 通常 通常 変わらず 強含み くい丸太については仮設住宅建設向けが優先され、大量調達は困難な状況にあるものの、四国地区の需要は限られ、需給
ひっ迫には至っていない。

九州 やや困難 やや困難 変わらず 横ばい 震災復旧向け需要の増加から杉原木がひっ迫気味だが、丸太等の供給に関して目立った支障はみられない。

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。

足場材

仮設
・土木用木材
（くい丸太、
 矢板、
 バタ角等）
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 やや困難 やや困難 … 強含み 需給は徐々に改善されているが、需要に供給が追いついていない状況が続いており、品薄感の解消には時間を要するものと見
られている。

東北（被災地） 困難 やや困難 … 強含み 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、
品不足から安定した入荷ルートは確保されていない。 大手問屋では、不定期の入荷を受けて需要家からの引合いに対応し始
めたが、数量及び納期の条件を確約できないなど、正常取引が困難な状況が続いている。

東北 困難 やや困難 … 強含み 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、
品不足から安定した入荷ルートは確保されていない。 大手問屋では、不定期の入荷を受けて需要家からの引合いに対応し始
めたが、数量及び納期の条件を確約できないなど、正常取引が困難な状況が続いている。

関東 やや困難 やや困難 … 強含み 東北で稼働している工場では増産体制を継続していることから、関東への出荷が再開している。 しかし需要に見合った供給量
を補うまでには至っておらず、メーカーは受注残を抱えている模様。 震災復旧向けの出荷が優先されており、需要に供給が追
いつくにはまだ時間を要する見込みである。

北陸 困難 やや困難 … 強含み 震災復旧向け需要が優先されており、既契約分の入荷の遅れや新規契約分については仕入れが困難な状態が続いている。
今後の入荷については引き続き不透明な状況が続くものと見られる。

中部 困難 やや困難 … 強含み 流通業者は、多くが東北地区のメーカーから仕入れているが、流通業者への入荷が一部で再開している。 関西地区のメーカ－
からの入荷も徐々に進んでいるが、依然として品薄感は解消されていない。

近畿 困難 やや困難 … 強含み 西日本の各工場においても増産体制を継続している。依然として、震災復旧向け出荷が優先となっていることや、増産体制にも
限度があるため供給困難な状態が続いており、需要に供給が追いつくにはまだ時間を要する見込みである。

中国 困難 やや困難 … 強含み 中国管内の製造メーカーでは増産体制を継続しており、主に増産分を東日本向けに出荷している。管内にはこれまでどおり、
供給できるように努めている。ただし、販売業者では遅れていた受注済物件の出荷を優先し始めているため、新規の大口物件
等向け需要の対応が困難な状況となっている。

四国 やや困難 やや困難 … 強含み 震災復旧向けの供給が優先されており、依然として需給はひっ迫している。また、正常取引が困難な状況が続いており、品薄感
の解消には時間を要するものと見られる。

九州 やや困難 やや困難 … 強含み 需給はひっ迫した状況が続いている。注文住宅等の小口物件には対応する流通業者もみられるようになってきたが、 数量確保
が困難なことから大口物件向けの対応は困難な状況が続いている。特に24mmや28mmの厚モノが調達困難となっている。 震災
復旧向けが優先されるため、当面、正常取引が困難な状況が続きそう。

構造用合板
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 やや困難 やや困難 … 強含み 震災復旧向けが優先され流通業者への入荷が少ない状況は続いている。需要が少ないものの、輸入品の入荷量が少ないため
品薄感の解消には至っていない。

東北（被災地） 困難 やや困難 … 強含み 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、不定期の入荷を受けて需要家からの引合いに対応し始めたが、数量及び納期の条件を確約で
きないなど、正常取引が困難な状況が続いている。

東北 困難 やや困難 … 強含み 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、不定期の入荷を受けて需要家からの引合いに対応し始めたが、数量及び納期の条件を確約で
きないなど、正常取引が困難な状況が続いている。

関東 やや困難 やや困難 … 強含み 産出国の丸太不足から生産量が伸びておらず国内への輸入品の入荷量は少ない。厚みの薄いものから厚いものまで幅広く震
災復旧向けの需要があるため、依然、入荷が困難な状況が続いている。

北陸 困難 やや困難 … 強含み 震災復旧向け需要が優先されるため品薄状態が続いている。数量制限があるものの流通業者への入荷が始まっており、今後も
入荷量は、徐々に増加するとの見方も出始めている。

中部 困難 やや困難 … 強含み 流通業者への入荷は一部で再開されているものの、品薄感の解消には至っていない。従来より需要は低迷していたが、依然と
して需給はひっ迫しており、正常取引が困難な状況となっている。

近畿 困難 やや困難 … 強含み 産出国の原木不足から輸入品の入荷量は少ない。依然として正常取引は困難な状況が続いている。

中国 困難 やや困難 … 強含み 産出国の原木不足から輸入品の入荷量は少ない。依然として正常取引は困難な状況が続いている。

四国 やや困難 やや困難 … 強含み 需要が少なく国内への輸入品の入荷量は少ない状況が続いている。

九州 やや困難 やや困難 … 強含み 産出国の原木不足による輸入量の減少から需給がひっ迫しており、震災復旧向け需要の影響で調達が困難な状況が続いてい
る。少量のオーダーには対応する流通筋もみられるが、大口物件向けの対応は困難な状況が続いている。当面、正常取引が困
難な状況が続きそう。

沖縄 困難 やや困難 … 強含み 産出国からの入荷量が少なかったことに加え、震災復旧向け需要が発生しているため、需給はひっ迫している。依然、正常取
引は困難な状況が続いている。

普通合板

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会

13



【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 やや困難 やや困難 … 強含み 依然、流通在庫はひっ迫しており、需要家は入荷待ちの状況が続いている。今後の品薄感は幾分、改善されるとの見方もある
が、正常取引には時間を要する見込み。

東北（被災地） 困難 やや困難 … 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。現在は震災前の注文を優先に出荷を始
め、新規注文も受け付けを開始している。しかし、市中では流通在庫が底をついており、いまだ取引実績は少ない。
■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、不定期の入荷を受けて需要家からの引合いに対応し始めたが、数量及び納期の条件を確約で
きないなど、正常取引が困難な状況が続いている。

東北 困難 やや困難 … 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。現在は震災前の注文を優先に出荷を始
め、新規注文も受け付けを開始している。しかし、市中では流通在庫が底をついており、いまだ取引実績は少ない。
■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、不定期の入荷を受けて需要家からの引合いに対応し始めたが、数量及び納期の条件を確約で
きないなど、正常取引が困難な状況が続いている。

関東 やや困難 やや困難 … 強含み 以前から入荷量が少なかったことに加え、震災復旧向け出荷が優先されており、需要に供給が追いついていない状況が続いて
いる。商社によっては在庫量が異なっており、流通業者への仕入価格の幅が広がっている。また、需要家の購入価格にも幅が
あり正常取引が困難な状況が続いている。

北陸 困難 やや困難 … 強含み 震災復旧向け需要が優先されるため品薄状態が続いている。数量制限があるものの入荷が始まっており、今後も入荷量は、
徐々に増加するとの見方も一部に出始めている。

中部 困難 やや困難 … 強含み 流通業者への入荷は一部で再開されているものの、需要に対し供給が追いついていない状況。仮需の発生により需給はひっ
迫しており、正常取引が困難な状況が続いている。

近畿 困難 やや困難 … 強含み 輸入量が減少しているため、品薄状態が続いている。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。

中国 困難 やや困難 … 強含み 震災前から入荷量が少なかったことに加え、震災復旧向けの引き合いが増えたことにより、依然として需給はひっ迫している。
正常取引は困難な状況が続いている。

四国 やや困難 やや困難 … 強含み 震災以前から在庫量は低水準であったが、震災復旧向けへの供給が優先されていることで品薄感は解消されていない。一部、
流通業者への入荷のめどは立っておらず、供給困難な状況が続いている。

九州 やや困難 やや困難 … 強含み 産出国での原木不足により輸入量の減少を受け需給がひっ迫しており、震災復旧向け需要の影響から調達が困難な状況が続
いている。少量のオーダーには対応する流通筋もみられるが、大口物件向け対応は困難な状況が続いている。 当面、正常取
引が困難な状況が続きそう。

沖縄 困難 やや困難 … 強含み 入荷量が少なかったことに加え、震災復旧向け需要が発生しているため、需給はひっ迫している。依然、正常取引は困難な状
況が続いている。

コンクリート
型枠用合板

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 やや困難 やや困難 … 強含み

東北（被災地） やや困難 やや困難 … 強含み

東北 やや困難 やや困難 … 強含み

関東 やや困難 やや困難 … 強含み

北陸 やや困難 やや困難 … 強含み

中部 やや困難 やや困難 … 強含み

近畿 やや困難 やや困難 … 強含み

中国 やや困難 やや困難 … 強含み

四国 やや困難 やや困難 … 強含み

九州 やや困難 やや困難 … 強含み

沖縄 やや困難 やや困難 … 強含み

北海道 困難 困難 … 強含み

東北（被災地） 困難 困難 … 強含み

東北 困難 困難 … 強含み

関東 困難 困難 … 強含み

北陸 困難 困難 … 強含み

中部 困難 困難 … 強含み

近畿 困難 困難 … 強含み

中国 困難 困難 … 強含み

四国 困難 困難 … 強含み

九州 困難 困難 … 強含み

沖縄 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。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。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。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

ブルーシート

仮設ハウスについては、各メーカーが業団体を窓口に、応急仮設住宅を製造し、被災地へ供給を急ピッチで続けている。現在
のところ、岩手県・宮城県・福島県の三県で約62,000戸の引き合いがあるものの、着工場所の選定が難航していることや、部材
不足による着工能力の低迷などの影響より、着工予定数は約10,000戸に留まっている。メーカー各社は新規生産数を増やそう
としているが、一部建材の不足により生産数は依然、伸び悩んでいる。このため既存の在庫部材を転用して対応しているもの
の、大幅な需要増に対し供給が追いついていないことから、全国的に仮設ハウスの在庫はひっ迫した状況が続いている。他
方、契約形態も一般的には短期の賃貸が主流であるが、貸し出し（復旧）後の大量の在庫管理をメーカー・リース業者とも回避
すべく、売り渡し契約や二年という長期の賃貸契約が増えており、10カ月以内の短期賃貸契約は在庫のひっ迫を映して大幅に
減少している。先行き、原材料である鋼材・合板等の確保が困難ななか、需給のひっ迫した状況が続いていることから強含みで
推移する公算が大きい。仮設トイレについては、震災直後は大量の引き合いがあったものの、現在は被災者向けの需要も一段
落し、現在のところ需給は落ち着きを取り戻しつつある。先行き復旧工事向けなどの需要が見込まれるなか、依然、原材料の確
保も困難なことから、強含みで推移する公算が大きい。

引き続き、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。原油高による原材料の値上りによ
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
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

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 変わらず 強含み 本土からの輸送ﾙｰﾄはほぼ回復。しかし入荷量は少なく、IV・CV（T）・VVFを中心に品薄の状況が続いている。需給のひっ迫状
況が改善されるには時間を要する見込みであり、価格は強含みで推移する公算大。

東北（被災地） やや困難 やや困難 変わらず 強含み 被災地向けの供給が優先されているものの、復旧向け需要が拡大しているIV・CV（T）・VVFについては需給がひっ迫している
状況。価格はしばらく強含みで推移する公算大。

東北 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 復旧向け需要が拡大しているIV・CV（T）・VVFを中心に品薄の状況が続いている。需給のひっ迫状況が改善されるには時間を
要する見込みであり、価格は強含みで推移する公算大。

関東 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 被災した工場の再稼動が本格化しており、素材（銅・被覆材）の仕入れ不足も解消に向いつつあることから、生産量は回復傾
向。復旧向け需要が拡大しているIV・CV（T）・VVFについては各メーカーとも増産の計画を発表しているが、需給バランスが改
善されるには時間を要する見込み。価格はしばらく強含みで推移する公算大。

北陸 やや困難 やや困難 変わらず 強含み

中部 やや困難 やや困難 変わらず 強含み

近畿 やや困難 やや困難 変わらず 強含み 依然として全般的に品薄の状況。特に屋内配線用のVVFが不足している。メーカーの増産計画の発表があったが、需給のひっ
迫状況が改善されるには時間を要する見込みであり、価格はしばらく強含みで推移する公算大。

中国 やや困難 やや困難 変わらず 強含み

四国 やや困難 やや困難 変わらず 強含み

九州 やや困難 やや困難 変わらず 強含み

沖縄 やや困難 やや困難 変わらず 強含み

復旧向け需要が拡大しているIV・CV（T）・VVFを中心に品薄の状況が続いている。需給のひっ迫状況が改善されるには時間を
要する見込みであり、価格は強含みで推移する公算大。

復旧向け需要が拡大しているIV・CV（T）・VVFを中心に品薄の状況が続いている。需給のひっ迫状況が改善されるには時間を
要する見込みであり、価格は強含みで推移する公算大。

ガラス

電線・ケーブル

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 やや困難 困難 変わらず 強含み

東北（被災地） やや困難 困難 変わらず 強含み

東北 やや困難 困難 変わらず 強含み

関東 困難 困難 変わらず 強含み

北陸 やや困難 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

原料メーカーの工場被災によって、塩ビ樹脂の調達が困難となっており、依然として供給量は十分に回復していない。全国的
に品薄が続く中、メーカーは被災地のライフライン復旧に向けて優先供給を実施しているが、今後工事が本格化すると、さらに
調達難となる可能性もある。価格は現状横ばい推移ながら、原油価格の上昇によって原材料価格は高騰しており、一部メー
カーでは値上げを打ち出している。今後、他メーカーも追随する可能性が高く、先行き、強含み推移の公算が大きい。

硬質塩化
ビニル管

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

北海道 通常 通常 変わらず 強含み

東北（被災地） 困難 困難 … 強含み 大津波の影響で営業不可能なスタンドがあり、需給はひっ迫している。調達難が続くなか、在庫確保をするなど安定供給へ向け
ての対応が進んでいる。品薄感と原油高から、先行き、強含み推移の見通し。

東北 通常 通常 上伸 強含み 休止していたガソリンスタンドが営業を再開するなど、供給面は急速に回復しつつある。需給は震災前の通常に近い状況に戻り
つつあるものの、原油高から、先行き、強含み推移の見通し。

関東 通常 通常 変わらず 強含み 市中の品薄感は解消されており、需給は均衡している。原油価格が高値圏で推移していることから、元売各社は震災後据え置
きとしていた仕切り価格を再び引き上げた。先行き、強含み推移の公算が大きい。

北陸 通常 通常 上伸 強含み

中部 通常 通常 変わらず 強含み 先週比横ばい。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。

近畿 通常 通常 変わらず 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 原油価格が強基調で推移していることから、製品価格も上伸。先行きも強含み推移の公算が大きい。

九州 通常 通常 変わらず 横ばい 関東地区の各製油所が本格稼動を始めたことを受け、需給は均衡している。

沖縄 通常 通常 変わらず 強含み

北海道 通常 通常 変わらず 横ばい

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 燃料油のような民間の駆け込み需要も見られず、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
していることや震災復旧需要による品薄が見込まれることから、強含み推移の公算が大きい。

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 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や震災復旧需要による品薄が見込ま
れることから、強含み推移の公算が大きい。

近畿 通常 通常 変わらず 強含み

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 販売価格は横ばいで推移しており、先行きも販売店は価格を据え置く見込み。

九州 通常 通常 変わらず 横ばい 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。

沖縄 通常 通常 変わらず 強含み

プロパンガス

燃料油

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

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 やや困難 … 強含み

東北（被災地） やや困難 やや困難 … 強含み

東北 やや困難 やや困難 … 強含み

関東 やや困難 やや困難 … 強含み

北陸 やや困難 やや困難 … 強含み

中部 やや困難 やや困難 … 強含み

近畿 やや困難 やや困難 … 強含み

中国 やや困難 やや困難 … 強含み

四国 やや困難 やや困難 … 強含み

九州 やや困難 やや困難 … 強含み

沖縄 やや困難 やや困難 … 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 供給の多くは緊急用発電機、ポンプ等に限られていたが、ガレキ処理が徐々に動き出したことでバックホウ、ダンプトラック等の
建設機械の引合いが増えてきている。現時点で供給不足との情報は確認されていない。

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

引き続き、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。原油高による原材料の値上りによ
り、製品価格は先行き強含み推移の公算が大きい。

河川の復旧工事が開始された。復旧工事に際し、各リースメーカーでは、鋼矢板を中心に順次納入を進めている。今のところ供
給面で不安は無い。

建設機械賃貸

土のう

重仮設
・敷鉄板リース
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【一般資材】

現時点 先行き 現時点 先行き
状況地区

供給 価格
資材

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。

平成23年4月20日現在　財団法人建設物価調査会
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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工場が出荷可能。
         (花巻･北上･一関地区)
          一部工場で事務所破損や設備等の被害が生じているが、
          復旧により全工場出荷可能（点検併行の操業含む）。
         (宮古･岩泉･釜石地区)
          釜石周辺地区では2工場が津波被災で出荷停止。うち1工場は復旧作業中、1工場は連絡不通。
          他の1工場は出荷可能、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工場が出荷可能。
         (二戸･安代地区)
          全4工場が出荷可能。
 
         ※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)
          1工場が設備被害等で休止中｡それ以外の15工場は出荷可能。
         (白石･大河原･角田地区)
          1工場が設備被害で休止中。それ以外の4工場は出荷可能。
         (石巻地区)
          1工場が設備被害で休止中。それ以外の4工場は出荷可能。
         (大崎地区)
          全5工場出荷可能。
         (気仙沼地区)
          2工場が設備被害で休止中。それ以外の2工場は出荷可能。
         (登米･栗原地区)
          1工場が設備被害で休止中。4/7の余震で新たに1工場が被災し休止中。
          それ以外の7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工場が休止中。それ以外の県内14工場は運転可能。
･福島県：浜通地区の3工場が原発事故の関連で避難中。それ以外の県内22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)
          工場の被害なく出荷可能だが、停電等による稼動障害で出荷制限。
         (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)
          砕石2工場の復旧確認され計4工場が出荷可能、但し道路障害や応急電源使用等で出荷制限。
          骨材１工場が重大な被災は免れているようだが、停電等で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)
          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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