















































































































































































































































	平成2年 -1990- エネルギー生産・需給統計年報
	序
	目次
	利用上の注意
	正誤表
	概況
	1. 一般概況
	2. 石油
	3. 石炭
	4. コークス

	統計表
	主要業種分類生産・出荷・在庫指数

	石油
	1. 石油需給推移
	2. 天然ガス・石油生産
	1. 天然ガス
	(1) 天然ガス生産・出荷・在庫
	(2) 天然ガス鉱床別，県別生産
	(3) 天然ガス道県別，産業別出荷・消費内訳
	(4) 天然ガス鉱場労務
	(5) 天然ガス鉱場通商産業局電力消費

	2. 原油
	(1) 原油生産・出荷・在庫
	(2) 原油県別生産
	(3) 原油油種別生産
	(4) 原油鉱場労務
	(5) 原油鉱場通商産業局別電力消費
	(6) 原油輸入
	①原油地域別，国別輸入
	②原油油種別輸入

	(7) 非精製用出荷内訳

	3. 石油製品
	(1) 石油製品製油所受払
	①総括（平成2年）
	②総括（平成2年度）

	(2) 石油製品油種別生産
	①総括
	②精製業者
	③潤滑油業者
	④その他業者

	(3) 石油製品通商産業局別生産
	(4) 投入・産出
	①総括
	②精製業者
	③潤滑油業者
	④その他業者

	(5) 原油・原料油及び半製品在庫
	(6) 労務
	(7) 資材品種別消費
	①総括
	②精製業者

	(8) 石油製品得率及び稼働率推移
	(9) グリース生産・在庫・原料消費・労務
	(10) エネルギー消費
	①燃料消費
	②電力



	3. 石油需給
	1. 石油製品需給総括
	(1) 総括（平成2年）
	(2) 総括（平成2年度）

	2. 石油製品製造・輸入業者販売部門受払
	3. 石油製品販売業者受払
	4. ボンド扱石油製品受払
	(1) 総括（平成2年）
	(2) 総括（平成2年度）

	5. 石油製品消費者向月別販売
	6. 石油製品の輸出入
	(1) 月別輸入
	(2) 相手先別輸入（平成2年）
	(3) 相手先別輸入（平成2年度）
	(4) 月別輸出
	(5) 仕向先別輸出（平成2年）
	(6) 仕向先別輸出（平成2年度）

	7. 石油製品月別業態別在庫
	8. 石油製品製造業者・輸入業者月別国内向販売
	9. 石油製品販売業者月別受入・消費者向販売
	10. 製造・輸入業者の品種別，月別消費者向販売及び在庫内訳
	11. 石油製品産業別消費者向販売
	(1) 産業別消費者向販売総括（平成2年）
	(2) 産業別消費者向販売総括（平成2年度）
	(3) 灯油産業別消費者向総販売
	(4) 軽油産業別消費者向総販売
	(5) 重油産業別消費者向総販売
	①重油計
	②A重油
	③B重油
	④C重油
	⑤重油の製造業向販売内訳

	(6) 潤滑油産業別消費者向総販売

	12. 液化石油ガス及び液化天然ガス需給総括
	13. 液化石油ガス及び液化天然ガス月別販売
	14. 液化石油ガス及び液化天然ガス月別輸出入
	15. 液化石油ガス及び液化天然ガス用途向販売
	(1) 総括
	(2) 製造・輸入業者
	(3) 販売業者

	16. 液化石油ガス及び液化天然ガス国別輸出入
	(1) 国別輸入
	(2) 国別輸出

	17. 液化石油ガス業態別，月別生産・在庫
	18. 液化石油ガス製造業者，輸入業者月別国内向総販売・輸出

	4. 石油設備（販売部門）
	1. 油槽所貯油タンク通商産業局別保有状況（平成2年度末）
	2. ガソリンスタンド通商産業局別保有状況（平成2年度末）
	3. タンクローリー通商産業局別保有状況（平成2年度末）
	(1) 白油
	(2) 黒油
	(3) 液化石油ガス

	4. 貯油設備
	(1) 総括
	(2) 製油所



	石炭
	1. 石炭生産
	1. 生産推移
	2. 総括
	3. 鉱業所受払
	4. 生産規模別生産・労務
	5. 一般炭・粒度・発熱量別生産
	6. 炭鉱数
	7. 平均発熱量
	8. 炭鉱ガス抜きガス
	9. 電力・燃料

	2. 炭鉱資材
	3. 炭鉱労務
	1. 従業者
	2. 従業者就業状況
	3. 常用従業者（職員を除く）出勤率・稼働率
	4. 常用従業者（職員を除く）労働生産性
	5. 勤続年数・年齢別常用従業者（職員を除く）
	6. 職種別常用従業者（職員を除く）
	7. 作業別請負従業者
	8. 常用従業者平均賃金
	9. 職員平均賃金

	4. 石炭需給
	1. 需給推移
	2. 需給総括
	3. 主要積出港別払出・在庫
	4. 積出港月別積出
	5. 積出港仕向先別積出
	6. 産炭地・地区別販売
	7. 国内炭産業別販売
	(1) 総括
	(2) 月別
	(3) 炭種・産炭地別

	8. 鉱業所消費
	9. 国内炭業者在庫
	(1) 総括
	(2) 場所別

	10. 輸入炭入着
	11. 輸入炭産業別販売
	(1) 炭種別販売
	①計
	②原料炭
	③一般炭
	④無煙炭

	(2) 通商産業局別販売
	①原料炭
	②一般炭
	③無煙炭


	12. 輸入炭業者在庫


	コークス
	1. コークス推移
	2. 需給総括
	3. 生産
	(1) 品種別
	(2) 通商産業局別

	4.生産工場消費
	(1) 品種別
	(2) 通商産業局別

	5. 出荷
	(1) 品種別
	(2) 通商産業局別

	6. 原料
	(1) 消費
	(2) 在庫

	7. 労務
	(1) 月別
	(2) 通商産業局別

	8. 生産能力・稼働率
	9. 販売
	(1) 産業別
	(2) 品種別（国内コークス）

	10. 在庫
	11. 原料炭総在庫
	12. 輸出向先地域別内訳
	13. 電力・燃料（コークス工場）

	参考資料
	1. 一次エネルギー供給推移
	2. 原油の国別輸入推移
	(1) 年別
	(2) 年度別

	3. 天然ガス，原油の生産・輸入推移
	4. 石油製品の生産推移
	5. 石油製品の輸入推移
	6. 石油製品の販売推移
	7. 石油製品製造・輸入業者（23社）通商産業局別，都道府県別販売
	8. 石油備蓄量推移
	9. 石油輸入価格推移
	10. 通関統計による原油輸入量
	11. 世界国別原油確認埋蔵量推移
	12. 世界国別・地域別原油生産推移
	13. 電力
	(1) 発電量
	(2) 汽力発電所主要燃料受入・消費実績
	(3) 大口電力の産業別使用電力量

	14. ガス
	15. 地区別石炭生産推移
	16. 輸入炭入着推移
	17. 通関統計による輸入炭
	18. 基準炭価推移
	19. 業態別コークス生産推移
	20. 石油・石炭政策（平成2年度）
	(1) 石油
	(2) 石炭

	21. 業界日誌
	(1) 石油（平成2年1月～平成3年3月）
	(2) 石炭（平成2年1月～平成3年3月）



