
   

 

このたび、西日本を中心に発生した平成 30年 7月上旬の記録的な豪雨に伴う

災害により、お亡くなり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。 

 

気象庁による大雨特別警報が発表された地域を中心に、平成 30年 8月 1日ま

でに「建設物価」の調査対象者から得られた情報をもとに、豪雨災害の影響によ

る建設資材の供給プラント・工場の稼働および需給状況をお知らせいたします。

なお、被災地では復旧作業が続けられており、最新の情報と異なる場合がありま

すのでご注意ください。 

 

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。 

 

 なお、今回（第４報）から、情報提供地区は中国および四国地区に限定させていただきました

が、対象資材を追加するとともに、各資材の需給状況を加えております。 

 

        お問い合わせ先 

一般財団法人 建設物価調査会 

災害関連資材情報室(調査統括部内） 電話 03-3663-3892 

大阪事務所 電話 06-4300-4770 

中部支部 電話 052-955-5261 

中国支部 電話 082-227-2711 

四国支部 電話 087-851-1233 

九州支部 電話 092-481-0951 

 

「平成 30年 7月豪雨」に関する 

建設資材情報（第４報） 

(平成 30年 8月 2日) 

当会では、被災地域において定期刊行物をご利用の皆さまに対しまして、当分の間、積算業務の支援として、

｢Ｗｅｂ建設物価｣、「デジタル土木コスト情報」、「デジタル建築コスト情報」を無償で提供いたしております。  

 

詳細は下記 URL をご覧ください。 

https://www.kensetu-navi.com/news/information/c5bjqu0000000peg.html 

https://www.kensetu-navi.com/news/information/c5bjqu0000000peg.html


平成30年8月1日時点  各地区における工場の稼働および需給状況（１）

中国地区
県名 資材名 地区名 工場の稼働状況 需給状況

高梁地区
地区内5工場のうち、1工場が浸水により出荷停止となり、
当面の間休業。

協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。
需給のひっ迫はみられない。

総社地区
※倉敷市真備町含む

地区内5工場のうち、1工場が浸水により出荷停止（出荷再
開時期は未定）。1工場は運搬車両被災により出荷困難。3
工場は稼働を再開。

近隣地区から搬入可能であり供給面で災害の影響は限
定的。需給のひっ迫はみられない。

赤磐地区 地区内1工場が、被災により出荷停止。
協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。
需給のひっ迫はみられない。

骨材砕石 真庭地区 地区内3工場、全プラント稼働。
近隣地区から搬入可能であり供給面で災害の影響は限
定的。需給のひっ迫はみられない

呉地区 地区内6工場、全プラント稼働。
道路事情により運搬が困難な為、供給にややひっ迫が
みられる。

東広島地区 地区内11工場のうち、2工場が土砂流入により出荷停止。
協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。
しかし、道路事情により運搬が困難な為、供給にやや
ひっ迫がみられる。

再生アスファルト
混合物

三次地区 地区内2工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。
他工場から搬入可能であり供給面での影響は限定的。
需給のひっ迫はみられない。

四国地区
県名 資材名 地区名 工場の稼働状況 需給状況

大洲地区
地区内4工場のうち、3工場が浸水・土砂流入により出荷停
止。

協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。
需給のひっ迫はみられない。

⻄予地区 地区内5工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。
協組の共販体制により供給面で災害の影響は限定的。
需給のひっ迫はみられない。

骨材砕石 大洲地区
地区内2工場のうち、1工場が出荷再開。1工場は浸水によ
り出荷停止しているが、一般土木工事向けに限り在庫品の
出荷を再開。

近隣地区から搬入可能であり、豪雨災害による需給の
ひっ迫はみられない。

大洲地区 地区内3工場のうち、2工場が浸水により出荷停止。
近隣地区から搬入可能であり供給面で災害の影響は限
定的。需給のひっ迫はみられない。

大洲地区
地区内3工場のうち、1工場が浸水により出荷停止。
在庫品のみ出荷可。

近隣地区から搬入可能であり供給面で災害の影響は限
定的。需給のひっ迫はみられないものの、被災工場で
しか製造されていない製品もあり要注意。

高知県
レディーミクスト

コンクリート
香美地区

地区内1工場が、道路寸断により、一部地区への運搬に制
限有り。

工場の被災なく供給面で災害の影響は限定的。需給の
ひっ迫はみられない。

再生アスファルト
混合物

レディーミクスト
コンクリート

愛媛県

コンクリート
二次製品

レディーミクスト
コンクリート

レディーミクスト
コンクリート

岡山県

広島県

※第3報（7月25日）と状況が変化した箇所は朱記しています。
※また、今回（第4報）より需給状況を追加しています。 1/3 一般財団法人 建設物価調査会調べ  



平成30年8月1日時点  
各地区における工場の稼働および需給状況（２）

地区名 資材名 工場および置場等の状況 需給状況

ブルーシート 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

仮設ハウス 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

簡易トイレ 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

土のう 豪雨災害による大きな被災なし
特に被災の激しい地区でややひっ迫がみら
れる。

重仮設リース 豪雨災害による大きな被災なし
特に被災の激しい地区でややひっ迫がみら
れる。

敷鉄板リース 豪雨災害による大きな被災なし
特に被災の激しい地区でややひっ迫がみら
れる。

建設機械賃貸料金 豪雨災害による大きな被災なし
特に被災の激しい地区で掘削機械、運搬機
械を中心にややひっ迫がみられる。

移動式クレーン作業料金 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

ブルーシート 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

仮設ハウス 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

簡易トイレ 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

土のう 豪雨災害による大きな被災なし
特に被災の激しい地区でややひっ迫がみら
れる。

重仮設リース 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

敷鉄板リース 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

建設機械賃貸料金 豪雨災害による大きな被災なし
特に被災の激しい地区で掘削機械、運搬機
械を中心にややひっ迫がみられる。

移動式クレーン作業料金 豪雨災害による大きな被災なし
豪雨災害による需給のひっ迫はみられな
い。

中国
地区

四国
地区

※第3報（7月25日）と状況が変化した箇所は朱記しています。
※建機・クレーン以外は、今回（第4報）より追加いたしました。 2/3 一般財団法人 建設物価調査会調べ



平成30年8月1日時点＜参考＞ 特に被災の激しい地区のプラント稼働状況

中国地区

  （工場） うち出荷停止 浸水 道路事情 停電 断水 その他
総社地区

※倉敷市真備町含む 5 2 1 1
(運搬車両被災)

8月末

赤磐地区 1 1 1 8月上旬

レディーミクスト
コンクリート

東広島地区 11 2 2
(浸水と土砂) 8月以降

稼働している工場においても、交通規制等の影
響で製品の運搬や原材料調達が困難、もしくは
平常時に比べて大幅に時間がかかっている。

再生アスファルト
混合物

三次地区 2 1 1 8月中旬

四国地区

  （工場） うち出荷停止 浸水 道路事情 停電 断水 その他

大洲地区 4 3 3
8月以降(2)

未定(1)

⻄予地区 5 1 1 8月以降

骨材砕石 大洲地区 2 1 1 8月以降

再生アスファルト
混合物

大洲地区 3 2 2
8月中旬(1)

未定(1)
コンクリート

二次製品
大洲地区 3 1 1 未 定

在庫品のみ出荷可。
他地区からの搬入は可。

高知県
レディーミクスト

コンクリート
香美地区 1 1 1 未定 一部地区への運搬に制限あり。

レディーミクスト
コンクリート

愛媛県

地  区

地  区

レディーミクスト
コンクリート

岡山県

広島県

 地区内の工場数

 地区内の工場数

備考
出荷停止理由

復旧見込

備  考
出荷停止理由

復旧見込

※第3報（7月25日）と状況が変化した箇所は朱記しています。 3/3 一般財団法人 建設物価調査会調べ  


