
   

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

令和２年１月 10 日までに「建設物価」の調査対象者から「面接調査」および

「電話調査」で得られた情報をもとに、岡山県、広島県、愛媛県の建設資材価格

及び需給動向を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。 

 

 

 

        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 

中国支部 電話 082-227-2711 

四国支部 電話 087-851-1233 

 

「平成 30 年 7 月豪雨」に関する 

建設資材情報（第 22 報） 

(2020 年 1 月 18 日) 



 2020年1月10日 現在

【一般材 岡山地区】

前月比 気配 現在の需給 需給の見通し

異形棒鋼
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１６ （車上渡し）
取引数量：20〜50ｔ直送

ｔ 65,000 変わらず 横ばい やや緩和 やや緩和

Ｈ形鋼
ＳＳ４００ 200×100×5.5×8mm
（車上渡し）
取引数量：20〜50ｔ直送

ｔ 84,000 変わらず 横ばい やや緩和 やや緩和

建設機械賃貸料金
バックホウ（クローラ型）
標準バケット容量 山積0.8m3
賃貸業者置場渡し、置場戻し

台･日 16,200 変わらず 横ばい 均衡 均衡

移動式クレーン作業料金
ラフテレーンクレーン 25ｔ吊り
オペレータ付き（期間：１カ月未満）
クレーン建設業者置場渡し、置場戻し

台･日 55,000 変わらず 横ばい 均衡 均衡

仮設鋼材賃貸料金
鋼矢板Ⅲ型 60kg/ｍ
90日（3カ月）以内
賃貸業者置場渡し、置場戻し

ｔ･日 85 変わらず 横ばい 均衡 均衡

敷き鉄板賃貸料金
鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚
90日（3カ月）以内
賃貸業者置場渡し、置場戻し

枚･日 40 変わらず 横ばい 均衡 均衡

【地場材 総社地区、高梁地区】

前月比 気配 現在の需給 需給の見通し

総社地区

生コンクリート
18-18-25(20)N
取引数量：200〜1,000ｍ3

m3 13,200 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生クラッシャラン
40〜0mm
取引数量：200〜2,000ｍ3

m3 1,700 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生アスファルト混合物
密粒度13mm
取引数量：200〜2,000t

t 11,100 変わらず 横ばい 均衡 均衡

高梁地区

生コンクリート 
18-18-25(20)N
取引数量：200〜1,000ｍ3

m3 16,700 変わらず 横ばい 均衡 均衡

＊価格動向、需給動向欄の⾚字・⻘字について
  ⾚字＝上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫
  ⻘字＝下落、弱含み、やや緩和、緩和

需給動向

品 名 規  格 単位
価 格
（円）

価格動向 需給動向

価格動向

資 材 の 価 格 動 向 ： 岡 山 県

品 名 規  格 単位
価 格
（円）

オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。
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 2020年1月10日 現在

【一般材 広島地区】

前月比 気配 現在の需給 需給の見通し

異形棒鋼
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１６ （車上渡し）
取引数量：20〜50ｔ直送

ｔ 65,000 変わらず 横ばい やや緩和 やや緩和

Ｈ形鋼
ＳＳ４００ 200×100×5.5×8mm
（車上渡し）
取引数量：20〜50ｔ直送

ｔ 84,000 変わらず 横ばい やや緩和 やや緩和

建設機械賃貸料金
バックホウ（クローラ型）
標準バケット容量 山積0.8m3
賃貸業者置場渡し、置場戻し

台･日 16,200 変わらず 横ばい 均衡 均衡

移動式クレーン作業料金
ラフテレーンクレーン 25ｔ吊り
オペレータ付き（期間：１カ月未満）
クレーン建設業者置場渡し、置場戻し

台･日 55,000 変わらず 横ばい 均衡 均衡

仮設鋼材賃貸料金
鋼矢板Ⅲ型 60kg/ｍ
90日（3カ月）以内
賃貸業者置場渡し、置場戻し

ｔ･日 85 変わらず 横ばい 均衡 均衡

敷き鉄板賃貸料金
鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚
90日（3カ月）以内
賃貸業者置場渡し、置場戻し

枚･日 40 変わらず 横ばい 均衡 均衡

【地場材 呉地区、東広島地区】

前月比 気配 現在の需給 需給の見通し

呉地区

生コンクリート
18-18-25(20)N
取引数量：200〜1,000ｍ3

m3 16,000 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生クラッシャラン
40〜0mm
取引数量：200〜2,000ｍ3

m3 1,900 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生アスファルト混合物
密粒度13mm
取引数量：200〜2,000t

t 10,400 変わらず 横ばい 均衡 均衡

東広島地区

生コンクリート
18-18-25(20)N
取引数量：200〜1,000ｍ3

m3 15,500 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生クラッシャラン
40〜0mm
取引数量：200〜2,000ｍ3

m3 1,500 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生アスファルト混合物
密粒度13mm
取引数量：200〜2,000t

t 10,100 変わらず 横ばい 均衡 均衡

需給動向

価格動向

品 名 規  格 単位
価 格
（円）

価格動向

＊価格動向、需給動向欄の⾚字・⻘字について
  ⾚字＝上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫
  ⻘字＝下落、弱含み、やや緩和、緩和

資 材 の 価 格 動 向 ： 広 島 県

品 名 規  格 単位
価 格
（円）

需給動向
オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。
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 2020年1月10日 現在

【一般材 松山地区】

前月比 気配 現在の需給 需給の見通し

異形棒鋼
ＳＤ２９５Ａ Ｄ１６ （車上渡し）
取引数量：20〜50ｔ直送

ｔ 67,000 変わらず 横ばい 均衡 均衡

Ｈ形鋼
ＳＳ４００ 200×100×5.5×8mm
（車上渡し）
取引数量：20〜50ｔ直送

ｔ 84,000 変わらず 横ばい 均衡 均衡

建設機械賃貸料金
バックホウ（クローラ型）
標準バケット容量 山積0.8m3
賃貸業者置場渡し、置場戻し

台･日 15,200 変わらず 横ばい 均衡 均衡

移動式クレーン作業料金
ラフテレーンクレーン 25ｔ吊り
オペレータ付き（期間：１カ月未満）
クレーン建設業者置場渡し、置場戻し

台･日 53,000 変わらず 横ばい 均衡 均衡

仮設鋼材賃貸料金
鋼矢板Ⅲ型 60kg/ｍ
90日（3カ月）以内
賃貸業者置場渡し、置場戻し

ｔ･日 85 変わらず 横ばい 均衡 均衡

敷き鉄板賃貸料金
鋼板 22×1,524×3,048mm 802kg/枚
90日（3カ月）以内
賃貸業者置場渡し、置場戻し

枚･日 40 変わらず 横ばい 均衡 均衡

【地場材 大洲地区】

前月比 気配 現在の需給 需給の見通し

大洲地区

生コンクリート
18-18-25(20)N
取引数量：200〜1,000ｍ3

m3 15,600 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生クラッシャラン
40〜0mm
取引数量：200〜2,000ｍ3

m3 2,800 変わらず 横ばい 均衡 均衡

再生アスファルト混合物
密粒度13mm
取引数量：200〜2,000t

t 12,500 変わらず 横ばい 均衡 均衡

需給動向

価格動向

品 名 規  格 単位
価 格
（円）

価格動向

＊価格動向、需給動向欄の⾚字・⻘字について
  ⾚字＝上伸、強含み、ややひっ迫、ひっ迫
  ⻘字＝下落、弱含み、やや緩和、緩和

資 材 の 価 格 動 向 ： 愛 媛 県

品 名 規  格 単位
価 格
（円）

需給動向
オレンジ色の箇所は、前月から変更のあった箇所です。
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