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東北関東大震災 
災害復旧資材供給情報 

 

財団法人 経済調査会 

 

 

 

この度の東北関東大震災により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げるとと

もに、犠牲となられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。 

 

東日本を襲った巨大地震、大津波は、東北、関東の太平洋沿岸部を中心に、広範囲に未

曾有の被害をもたらす事態となっております。 

当会は、国土交通省からの要請を受けて、当会本部内に「災害復旧資材の供給情報提供

窓口」を設置し、災害復旧に必要となる各種建設資機材の供給動向等を把握し、当会ホー

ムページ等で情報をご提供することで、被災地の復興に向けた一助としたいと考えており

ます。 

 

茨城、千葉、栃木等関東各地区につきましては、建設業界関連団体、事業所各位にご協

力いただき、生コンクリート、アスファルト混合物、骨材類、コンクリート二次製品、石

油製品等の供給動向等について、別紙のとおり状況をとりまとめましたので、ご参照くだ

さい。 

また、大震災により甚大な被害を受けている東北各地区については、現在、鋭意情報収

集を図っており、状況が確認でき次第、順次情報を提供してまいります。 

 

 

 

                           【問い合わせ先】 

財団法人 経済調査会 

第一調査部 

℡03-3543-1471 



2011/3/16現在

財団法人　経済調査会

確認日

3月16日

根岸 ○ 特に無し 現在、停止中。次週からの再稼動に取り組んでいる

鹿島 × 有（出荷設備の損傷） 再開日 未定

千葉 × 有（隣接するLPGタンクの損傷） 再開日　未定

東燃ゼネラル 川崎 一部可 特に無し 停電の影響で製油所の稼動が落ちている

極東石油 千葉 ○ 安全確認中

東亜石油 昭和シェル 川崎 ○ 特に無し 被災地への出荷を優先

千葉 ○ 特に無し 被災地への出荷を優先

袖ヶ浦 不明 特に無し（ＨＰ公表） 確認がとれていない

【製油所全体の概況】
最大級の製油所が、現在停止中のため全体的な稼動は落ちている。また、計画停電の影響により工場に損傷のない製油所も出荷を停止、または制限している。
各社、依頼に応じて被災地への出荷を最優先にしている。その分関東地区への出荷量が通常より減少している。

【関東地方のガソリンスタンドの状況】
元売は、販売店の注文に対して、通常の２～３割程度の出荷に留まっている。
このため、製品が売り切れるスタンドが続出している。都内では午前中には品切れで閉店するスタンドが目立つ。

【当会の市場価格調査の結果】
最新の価格情報 （3月22日発刊予定 デジタル物価版石油製品編3月下旬号）では、上記により、東北地区（6県）、関東地区（1都6県）の
市場価格の掲載はない見込み。

富士石油

日鉱日石エネルギー

備　　考工場の損傷の有無

コスモ石油

所在地

出光興産

製油所/会社名

エクソンモービル

京浜地区　石油製品製油所　出荷状況について

製品出荷状況



月刊「積算資料」掲載品（地場資材）東北関東大震災における関連団体への工場被害状況および供給体制確認結果一覧  2011/03/16

品名 関連団体 地域 地区名 確認日　他 被害状況 供給体制 備考

2011/3/15

協会

2011/3/14･15

協同組合

2011/3/14･15

協同組合

2011/3/14･15

協同組合

2011/3/14･15
協同組合

2011/3/14･15
協会

2011/3/15
協同組合

2011/3/15

協会

2011/3/15

協同組合

2011/3/15

協同組合

2011/3/15
協同組合

コンクリート二次製品 茨城県コンクリート製品協同組合 〃 県全域
加盟25社中（賛助会員含む）3
社に設備被害。1社連絡不能。

セメント、燃料等の入荷次第による
ところが大きく、安定供給は厳し
い。

物件により対応可能。

設備被害無し
（製造は可能）

現状で継続的安定供給は確約できな
い
・燃油調達の先行き不安
・庸車確保に先行き不安

協会から資材委員長に連絡つか
ず、被害把握できていない。各
社混乱して把握不可能。

〃 鹿島生コンクリート協同組合 〃 鹿島

アスファルト混合物 茨城県アスファルト合材協会 〃 県内全土

1社が設備被害。復旧に1週間程
度要する。

県内全土

被害は無し。

〃 水戸　日立　鉾田

〃 土浦　筑西、取手

加盟１５社は全て稼動可能。

ガソリン、軽由、セメントが不
足している。被害状況は確認
中。

材料が殆ど入らない為、安定供給は
厳しい。

大型物件は対応不能。

アスファルト混合物 社団法人　日本アスファルト合材協会

砕石

生コンクリート

茨城県砕石事業協同組合

〃 大型物件は対応不能。

茨城県

材料の不足が深刻であり安定供給は
厳しい。

材料が殆ど入らない為、安定供給は
厳しい。

茨城県北部生コンクリート協同組合

茨城県南部生コンクリート協同組合

ダンプ燃料無く、電気供給不安で安
定供給は厳しい。

大型注文対応不可

組合で相談して、対応可能物件
を決める。

ストアス在庫も先行き不明のた
め、緊急以外の大型物件への対
応は現状確約できない

設備被害無し
（製造は可能）

当面問題なしも先行き不透明
・燃油調達の先行き不安
・庸車確保に先行き不安
・計画停電による影響
・原材料の供給不安

電源確保、原材料調達と異常な
制約の中での製造出荷となるた
め、生産状況を考慮した納入条
件緩和をお願いしたい

全国
協会員のうち、大手舗装会社13
社に対して状況を確認中であ
り、被害状況不明。

・操業可能のプラントでは、現
在、工場内にある材料での操業
は可能だが、原材料の供給状況
もつかめていないため、プラン
ト内に保有している材料使用後
は、不明。

停電中のプラント等もあり、実際操
業してみないと、外見からではわか
らない部分が多い。さらに、原材料
の供給状況もつかめていない。

千葉 全域アスファルト混合物 千葉県アスファルト合材協会

生コンクリート
中央

生コン協組
〃 千葉

〃
西部

生コン協組
〃

市川
船橋

設備被害無し
（製造は可能）

当面問題なしも先行き不透明
・燃油調達の先行き不安
・計画停電による影響
・原材料の供給不安

電源確保、原材料調達と異常な
制約の中での製造出荷となるた
め、生産状況を考慮した納入条
件緩和をお願いしたい

〃
北部

生コン協組
〃

松戸
柏

設備被害無し
（製造は可能）

当面問題なしも先行き不透明
・燃油調達の先行き不安
・計画停電による影響

1 財団法人経済調査会
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品名 関連団体 地域 地区名 確認日　他 被害状況 供給体制 備考

2011/3/15

協同組合

2011/3/15

協同組合

2011/3/15
木村屋金物建材

2011/3/15
青木商店

2011/3/15
小澤商事

2011/3/15
白浜生コン
館山生コン

2011/3/15

協同組合

2011/3/15

協同組合

2011/3/15

協同組合

2011/3/15

協同組合

2011/3/15

協会

2011/3/15

協同組合

現在、プラント等の被害報告は
挙がっていない。

福島、茨城方面よりｾﾒﾝﾄ購入してい
るﾌﾟﾗﾝﾄは今後購入が不可能なた
め、組合員同士で手当てを行なう用
意がある。

現時点では問題は無いが、今後
の軽油等燃料への不安あり。

生コンクリート 栃木県北部生コンクリート協同組合 栃木県 那須塩原

〃 宇都宮

現時点では、ﾌﾟﾗﾝﾄ等の被害の
報告は１件もなし。

燃料面でも現在のところ不安は無い
状況。

〃 栃木県中央生コンクリート協同組合
現時点では問題は無いが、先行き、
ｾﾒﾝﾄ、骨材、燃料の手当てに対する
不安がある。

骨材類 栃木県砕石工業協同組合 〃 県全域

アスファルト混合物 栃木県アスファルト合材協会 〃 県全域 特に問題はないと聞いている。
現状、供給面については分からな
い。

〃 栃木県北部砂利採取協同組合

コンクリート二次製品 栃木県コンクリート製品協同組合 〃 県全域

組合員で工場一部損壊（程度は
分からず）の報告がある。ま
た、在庫品が崩れ製品が壊れた
との報告もある。

計画停電、断水、燃料の供給不足の
影響から工場はﾌﾙ稼働できない状況
である。

福島県のメーカーでは甚大な被
害との噂がある。

若干の被害報告はあるものの、
操業に影響を与えるものでな
く、現時点では問題はなし。

今後の状況によるが、今後の輸送体
制に不安あり。

〃 那須塩原

1プラントではボルトが外れた
との被害報告があったが、この
程度であり、すでに修理を行
い、問題は無いとのこと。

生コンクリート
北総

生コン協組
千葉 成田

1工場で破損
（修復には1ヶ月程度）
他工場は設備被害無し

当面問題なしも先行き不透明
・燃油調達の先行き不安
・計画停電による影響
・原材料の供給不安

電源確保、原材料調達と異常な
制約の中での製造出荷となるた
め、生産状況を考慮した納入条
件緩和をお願いしたい

〃
東総

生コン協組
〃 銚子

2工場で破損
（修復には1ヶ月程度）
他工場は設備被害無し

当面問題なしも先行き不透明
・燃油調達の先行き不安
・計画停電による影響
・原材料の供給不安

〃
九十九里

生コン協組
〃

匝瑳
東金

設備被害無し 当面問題なしも燃油調達が不安要素

〃 ー 〃 鴨川 設備被害無し 当面問題なしも燃油調達が不安要素

〃
アクア

生コン協組
〃 木更津 設備被害無し 当面問題なしも燃油調達が不安要素

〃 ー 〃
南房総
館山

設備被害無し 当面問題なし

2 財団法人経済調査会



平成２３年 ３月１６日 

 
【茨城県内プラント稼動状況】 

 
「生コンクリート」 

・ 茨城県北部生コンクリート協同組合では、組合員全１３工場のうち、３工場

に設備被害。茨城県南部生コンクリート協同組合では、全１０工場とも設備

被害は無し。鹿島生コンクリート協同組合では、組合員全５工場のうち、１

工場が設備被害を受け復旧に１週間程度要する模様。 

 
「アスファルト混合物」 

・ 茨城県アスファルト合材協会では、当初協会員全２５工場中６工場に設備被

害があったが、うち５工場は復旧済み。現在は１工場のみ操業停止中。 

 
 
「砕石」 

・ 茨城県砕石事業協同組合では、組合員１５社全て稼動可能。 

 
「コンクリート二次製品」 

・茨城県コンクリート製品協同組合では、組合員２１工場・賛助会員４工場計

２５工場のうち、３工場に設備被害。他に連絡不能な工場が１工場あり。た

だし、製造可能工場は３／１５確認では５工場のみ。 




