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台風第 14号による被害状況等について（第７報） 
※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。 

 

１ 気象状況 気象庁発表（9/21 06:00 時点） 

○14 日 03 時に小笠原近海で発生した台風第 14 号は、18 日 19 時頃に中心気圧

935hPa、非常に強い勢力で鹿児島市付近に上陸し、19 日朝にかけて九州を縦

断。その後進路を東よりに変え、20 日 09 時に日本の東で温帯低気圧に変わっ

た。 

○九州を中心に西日本で記録的な大雨や暴風となり、9 月 15 日の降り始めからの

総雨量は、九州や四国の複数地点で 500 ミリを超えるなど、9 月 1 か月の平年

値の 2 倍前後となった。宮崎県美郷町では 1,000 ミリ近い雨量を観測した。ま

た、最大瞬間風速では、鹿児島県屋久島町で 50.9 メートルを観測したほか、

複数地点で観測史上 1 位を更新した。 

 

２ 体制等 

○非常体制：本省、国土地理院、気象庁、国総研 

○警戒体制：九州地整 

○注意体制：東北地整、関東地整、関東運輸、北陸地整、中部運輸、近畿地整、 

中国地整、中国運輸、四国運輸 

 

３ 一般被害情報（消防庁 HP 9/21 12:00 時点） 

○人的被害 

・死者 2 人（宮崎 2） 

・行方不明 1 人（広島 1） 

・重傷 15 人（兵庫 2、和歌山 3、岡山 1、愛媛 1、佐賀 3、大分 3、宮崎 1、鹿児島 1） 

○住家被害 

・半壊 2 棟（宮崎 2） 

・一部破損 100 棟（秋田 1、神奈川 1、福井 1、兵庫 2、和歌山 1、岡山 1、広島 2、愛媛 6、高知

4、福岡 18、長崎 2、熊本 4、大分 19、宮崎 9、鹿児島 29） 

・床上浸水 32 棟（福岡 1、熊本 1、宮崎 30） 

 
４ 被害情報等 

(1)河川（9/21 14:00 時点） 

8 水系 10 河川で氾濫 

○国管理河川（1 水系 1 河川） 

 ・太田川水系太田川で溢水。家屋浸水なし。浸水解消。 

○県管理河川（7 水系 9 河川）詳細調査中。 

・熊本県が管理する球磨川水系川辺川では、溢水により、家屋 1 戸浸水。 
＜島根県管理河川：1 水系 1 河川＞ 

・高津川水系高津川 

＜広島県管理河川：1 水系 1 河川＞ 

・小瀬川水系小瀬川 

災  害  情  報 

令和 4 年 9 月 21 日 16:00 現在 

国 土 交 通 省 



2 

＜山口県管理河川：2 水系 3 河川＞ 

・錦川水系錦川、保木川、厚狭川水系厚狭川 

＜高知県管理河川：1 水系 2 河川＞ 

・仁淀川水系久万目川、柳瀬川 

＜熊本県管理河川：1 水系 1 河川＞ 

・球磨川水系川辺川 

＜宮﨑県管理河川：1 水系 1 河川＞ 

・広渡川水系西の園川 

 ※国県管理河川の上記以外の氾濫は確認されていないが、高い水位が継続したこ

とから、支川や水路などからの排水が困難となり、浸水が発生しているところ

がある。（詳細調査中） 

 

(2)ダム（9/21 14:00 時点） 

○洪水調節（事前放流を含む）を実施 274 ダム 

 274 ダムのうち、事前放流の基準に達したダム 209 ダム 

・事前放流を実施 124 ダム（うち、利水ダム 75） 

・すでに事前放流の容量を確保 85 ダム（うち、利水ダム 50） 

 

(3)砂防 

〇土砂災害（9/21 15:00 時点） 

31 件（神奈川県 2、広島県 3、熊本県 1、大分県 3、宮崎県 13、鹿児島県 9） 

 人的被害 死者 1 名（宮崎県三股町 1）、負傷者 2 名（宮崎県日之影町 1、諸塚村 1） 

人家被害 全壊 3 戸（大分県 1、宮崎県 2）、一部損壊 6 戸（宮崎県 5、鹿児島県 1） 

○土砂災害警戒情報（9/21 15:00 時点） 

15 道県 105 市町村に発表 
（北海道、福島市、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 

※全て解除済み 

 

(4)道路（9/21 14:00 時点） 

○高速道路 

被災による通行止め：なし 

雨量基準超過等による通行止め：なし 

○有料道路 

被災による通行止め：なし 

雨量基準超過等による通行止め：なし 

○直轄国道 

 被災による通行止め：なし 

○補助国道 

被災による通行止め：20 路線 28 区間 

国道 186 号（広島県廿日市市）：道路損壊 

国道 204 号（長崎県平戸市）：倒木 

 国道 212 号（熊本県阿蘇市）：倒木 



3 

 国道 212 号（熊本県阿蘇市～南小国町）：倒木 

 国道 212 号（大分県中津市）：倒木 

 国道 217 号（大分県佐伯市）：倒木 

 国道 218 号（宮崎県五ヶ瀬町～高千穂町）：倒木等 

 国道 221 号（熊本県人吉市）：倒木 

 国道 265 号（宮崎県五ヶ瀬町）：土砂流入 

 国道 265 号（宮崎県椎葉村）：土砂流入 

 国道 267 号（鹿児島県伊佐市）：倒木 

 国道 268 号（宮崎県小林市～宮崎市）:倒木 

 国道 269 号（宮崎県宮崎市）：倒木 

 国道 269 号（宮崎県都城市）：倒木 

 国道 322 号（福岡県朝倉市～嘉麻市）：路肩崩壊 

 国道 325 号（熊本県高森町）：倒木 

 国道 327 号（宮崎県日向市）：崩土 

 国道 327 号（宮崎県諸塚村～椎葉村）：倒木 

 国道 327 号（宮崎県諸塚村）：道路損壊 

 国道 327 号（宮崎県椎葉村）：路肩損壊 

 国道 387 号（大分県九重町）：倒木 

 国道 388 号（宮崎県美郷町）：路肩損壊 

国道 439 号（高知県檮原町）：土砂崩れ 

 国道 439 号（高知県津野町）：土砂流入 

 国道 442 号（宮崎県豊後大野市）：倒木 

 国道 443 号（熊本県大津町）：倒木 

 国道 446 号（宮崎県日向市～美郷町）：倒木 

 国道 503 号（宮崎県諸塚村）：路肩崩落等 

○都道府県道等 

被災による通行止め：17 県 171 区間 

千葉県 1 区間（路肩崩壊 1） 

愛知県 1 区間（法面崩壊 1） 

奈良県 1 区間（倒木 1） 

和歌山県 1 区間（路肩崩壊 1） 

島根県 3 区間（倒木 1、土砂流出 1、落石 1） 

岡山県 1 区間（倒木 1） 

広島県 6 区間（土砂崩れ 3、道路損壊 1、路面陥没 2） 

山口県 9 区間（土砂崩れ 7、路肩崩壊 2） 

愛媛県 8 区間（倒木 2、土砂崩れ 4、路面変状 1、路面陥没 1） 

高知県 7 区間（倒木 6、路肩崩壊 1） 

福岡県 2 区間（土砂崩れ 1、路肩崩壊 1） 

佐賀県 1 区間（倒木 1） 

長崎県 3 区間（倒木 3） 

熊本県 8 区間（倒木 4、土砂流出 1、土砂崩れ 1、橋梁損傷 1、道路損壊 1） 
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大分県 38 区間（倒木 26、土砂流出 10、路面陥没 1、電柱倒壊 1） 

宮崎県 60 区間（倒木 41、土砂流出 2、土砂崩れ 7、路肩崩壊 10） 

鹿児島県 21 区間（倒木 16、土砂崩れ 2、路肩崩壊 3） 

○その他 

電力復旧に向けた電力及び道路の連絡調整会議開催 

関係機関（整備局、産業保安監督部、電力会社、県）で構成する連絡調整会

議を開催し、被災状況の共有、早期復旧に向けた課題の共有・調整等を実施 

 ・九州地整（9/20、9/21） 

  ・四国地整（9/21） 

 

(5)鉄道（9/21 14:00 時点） 

○施設被害 

・現在、点検中であるが、JR 九州 久大線、豊肥線、吉都線、日豊線、肥薩線、

日南線において、路盤流出等が確認されている。 

 今後、点検の進ちょくにより、新たな被害が判明する場合がある。 

○運行状況 

＜新幹線＞ 

【現在、運転を見合せている新幹線】：なし 

＜在来線＞ 

【現在、運転を見合せている路線】：3 事業者 9 路線 

 

(6)空港（9/21 13:30 時点） 

○運航に支障となる空港施設等の被害情報なし 

○運航への影響 

  16 日 欠航便 2 便（日本エアコミューター2 便） 

 17 日 欠航便 243 便（ANA14 便、JAL110 便、その他 119 便） 

18 日 欠航便 915 便（JAL304 便、ANA229 便、その他 382 便） 

19 日 欠航便 1339 便（JAL461 便、ANA366 便、その他 512 便） 

20 日 欠航便 154 便（JAL43 便、ANA30 便、その他 81 便） 

 

(7)海事（9/21 13:00 時点） 

○17 業者 17 航路において運休または一部運休 

〇施設被害 

 ・熊本県上天草市の桟橋が沈没（当面抜港予定沈没した桟橋に代えて他桟橋を使

用することを検討中）。 

 ・山口県周防大島町の浮桟橋連絡橋が崩落（22 日から運航再開予定）。 

 ・長崎県時津町の桟橋連絡橋が落水（22 日までに復旧の見通し）。 

 ・岡山県笠岡市の桟橋連絡橋が破損（当面抜港予定（次港は同島内数百メートル

の距離））。 

 ・熊本県苓北町の浮桟橋のボルトが破損（当面運休）。 

 ・兵庫県洲本市の浮桟橋と連絡橋の接合部が破損（当面運休）。 
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 ・福井県小浜市で旅客船と桟橋が接触し損傷（23 日から運航再開予定）。 

 ・佐賀県伊万里市の桟橋を固定するチェーンが一部破損（当面運休）。 

 

(8)自動車（9/21 14:00 時点） 

○バスの被害状況等 

・高速バス：3 社 3 路線運休、0 社 0 路線一部運休 

・路線バス：1 社 1 路線運休、5 社 5 路線一部運休 

○宅配事業者：大手 5 社において一部地域で集配遅延等 

1 社車両 7 台全損、3 営業所浸水被害 

○大分県内のトラック運送事業者：車両一部破損 3 社、施設一部破損等 11 社 

 

(9)下水道（9/21 15:00 時点） 

○佐賀県唐津市：下水処理場 1 箇所が停電により停止（復旧済み）、マンホールポ

ンプ 2 基が停電により停止（復旧済み）。 

○宮崎県諸塚村：下水処理場 1 箇所が浸水（浸水解消済み、バキューム車による応

急対応手配済み）。 

 

(10)港湾（9/21 14:00 時点） 

○施設被害（港湾利用に問題なし。詳細確認中。） 

・広島港（広島県）：9/20 マリーナ桟橋の部材が破損 

・須波港（広島県）：9/20 浮桟橋の部材が破損 

・宇部港（山口県）：9/20 岸壁背後地の照明が倒壊 

・伊保田港（山口県）：9/19 浮き桟橋への連絡橋（浮桟橋側）が落下 

・下関港（山口県）：9/20 岸壁の損傷 

・宇和島港（愛媛県）：9/19 高波での小型船転覆による油の流出 

・内海港（香川県）：9/19 高潮・高波による浸水 

・高松港（香川県）：9/20 ソーラスフェンスの損傷 

・土庄東港（香川県）：9/20 海岸施設における階段護岸の損傷 

・北九州港(福岡県)：9/20 転落防止柵の転倒、防波堤の損傷 

・細島港（宮崎県）： 9/19 ソーラスフェンス・岸壁の損傷 

・宮崎港（宮崎県）：9/19 防波堤の一部損傷 

・美々津港（宮崎県）：9/19 物揚場、防砂堤の倒壊 

・延岡港海岸（宮崎県）方財地区：9/19 ゴミ・流木等の堆積 

・呼子港（佐賀県）：9/19 防波堤の一部損傷 

・八代港（熊本県）:9/19 臨港道路に倒木、港内にゴミ・流木等の堆積 

 ・上天草港（熊本県）：9/20 浮桟橋の損傷、施設の損傷 

・別府港海岸（大分県）：9/19 水叩きの被災 

・佐伯港（大分県）：9/19 岸壁のグレーチング崩落 

・大分港（大分県）：9/19 コンテナ衝突によるソーラスフェンス損傷 

 緑地護岸の転落防止柵の流出 

・別府港（大分県）：9/20 突堤水叩の破損 
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・守江港（大分県）：9/20 海岸施設の破損、防波堤の損傷 

・佐伯港（大分県）：9/20 連絡人道橋の損傷 

・時津港（長崎県）：9/20 連絡橋の落橋 

 ・唐津港（佐賀県）：9/20 浮桟橋の損傷 

 ・伊万里港（佐賀県）：9/20 浮桟橋の移動 

・宮ヶ浜港（鹿児島県）：9/20 石積護岸の崩壊 

・志布志港（鹿児島県）：9/20 内防波堤(西)一部消失 

・鹿児島港（鹿児島県）：9/20 高速船 FT ルーフ破損、舗装やフロート等の損傷 

・加治木港（鹿児島県）：9/19 岸壁、取付護岸の破損 

○利用規制 

・徳山下松港、油津港、四日市港、神戸港、伏木富山港、伊万里港、酒田北

港、魚津港の臨港道路で通行止めが発生、現在は規制解除済み 

〇その他 

・志布志港（鹿児島県）：9/18 12:00 頃 ケーソン制作工事の作業用台船が損傷 

（船内に乗務員 3 人が待機していたが、下船完了） 

・大分港（大分県）：9/19 係留中の小型船 2 隻が沈没。 

・指宿港（鹿児島県）：9/19 海岸施設の浮標灯１基が流出 

・宮崎港（宮崎県）：9/20 仮設灯台の太陽光パネル欠損 

・新門司（福岡県）：9/20 消波ブロック飛散、浮き桟橋の手すり脱落、 

沖土処分場の被覆シート剥離 

 

(11)公園・都市（9/21 14:30 時点） 

○都市公園：21 施設被災 
（富山県 1、広島県 1、福岡県 2、佐賀県 1、熊本県 6、大分県 2、宮崎県 7、鹿児島県 1） 

 

(12)観光（9/21 14:30 時点） 

 ・宮崎県えびの市のホテル 1 軒が周辺道路 2 本の陥没等道路通行止めにより孤立

状態（ホテルには従業員のみで宿泊客はいない状況。人的、建物、電気・水道な

どのライフラインに被害なし）。 

 

(13) 物流施設（9/21 14:00 時点） 

○倉庫業 

・宮崎県宮崎市の営業倉庫１棟において外壁の一部破損（営業に支障なし。） 

 

(14)海岸（9/21 14:30 時点） 

○施設被害 

・直轄海岸 １海岸 

高知県南国市：高知海岸  消波ブロック沈下   L=80m 程度 

・都道府県管理海岸 １海岸 

愛媛県伊方町：大久西海岸 護岸前面の張 Co 破損 L=20m 程度 
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(15) 官庁施設（9/21 14:30 時点） 

◯官庁施設 7 施設において、外灯の倒壊、漏水等の被害情報あり 

 

(16) 公営住宅（9/21 15:00 時点） 

◯５団地で屋上防水等の損傷（大分県） 

 

５ 国土交通省の対応 

(1)災害対策本部会議等 

○国土交通省災害対策連絡調整会議（9/16、9/19、9/20） 

○国土交通省特定災害対策本部（9/17、9/18、9/19） 

(2)記者会見 

○合同記者会見（水管理･国土保全局・気象庁 9/17 11:00､22:40、9/18 16:10、9/19 10:00） 

(3)ホットライン構築状況 

北海道、中国、四国、九州の 363 市町村とホットラインを構築 
(北海道 1､鳥取 19、島根 19、岡山 27、広島 23、山口 19、徳島 13､愛媛 16､高知 27､香川 15、福岡 52､ 

佐賀 16､長崎 20､熊本 20､大分 7､宮崎 26､鹿児島 43) 

(4)TEC-FORCE 等【22 人派遣中】 

○リエゾン：2 県 5 町村へ 11 人を派遣中 
(熊本県 1、宮崎県 3、諸塚村 2、椎葉村 1、美郷町 1、高千穂町 1、日之影町 2） 

○被災状況調査班:計 11 人を派遣中 

・熊本、宮崎県内において、九州地整、国総研による被災状況調査等を実施。 

○防災ヘリによる広域被災状況調査 

 ・9/20 防災ヘリ（中国地整）により、広島、山口県内を調査 

     防災ヘリ 2 機（四国、九州地整）により、宮崎、鹿児島県内を調査 

 ・9/21 防災ヘリ（九州地整）により、熊本、宮崎県内を調査中 

 

６ 気象庁の対応 

○暴風、高潮、波浪特別警報を以下の地域に発表 

鹿児島県（9/17 21:40 発表 9/19 08:00 までに注意報へ切替え） 

○大雨特別警報を以下の地域に発表 

宮崎県宮崎市、都城市、三股町（9/18 15:10 発表 9/19 11:00 に警報へ切替え） 

宮崎県日南市（9/18 16:05 発表 9/19 11:00 に警報へ切替え） 

宮崎県日向市、西都市、木城町、椎葉村、美郷町（9/18 18:35 発表 9/19 11:00

に警報へ切替え） 

宮崎県諸塚村（9/18 19:50 発表 9/19 11:00 に警報へ切替え） 

宮崎県都農町（9/18 20:40 発表 9/19 11:00 に警報へ切替え） 

宮崎県五ヶ瀬町（9/18 21:05 発表 9/19 11:00 に警報へ切替え） 

宮崎県国富町、綾町、西米良村（9/19 00:45 発表 9/19 11:00 に警報へ切替え） 

○気象庁災害対策本部会議（9/17 13:30、9/18 16:45、9/19 19:30、9/20 14:00） 

○国土交通省との合同記者会見（9/17 11:00、22：40、9/18 16:10、9/19 10:00） 

○各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会やホットライン等の実
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施により地方公共団体の防災対応を支援。 

 

７ 海上保安庁の対応（9/21 13:00 時点） 

 (1) 体制等 

○非常配備発令中 

全て解除 

○警戒配備発令中 

全て解除 

(2)対応状況等 

①被害対応状況（29 件） 

【対応済】（15 件） 

【対応中】（14 件） 

○大分県大分港で係留中の作業船２隻が沈没 

○福岡県北九州市紫川河口部で台船が流出 

○長崎県松浦市今福港で係留中の小型漁船が沈没 

〇大分県中津港で沈没船及び転覆船が発生 

〇大分県大分市大野川で係留船が流出 

〇大分県エネオス大分製油所前で桟橋等が漂流 

〇鹿児島県鹿屋市船間沖で養殖いかだが漂流 

〇鹿児島県肝属郡波見港で係留船が沈没 

〇鹿児島県志布志市夏井漁港で係留船が転覆 

〇鹿児島県志布志港本港地区で係留船に破孔 

〇高知県幡多郡柏島漁港で漁船 3 隻が転覆 

〇宮崎県宮之浦漁港でヨットが半没 

〇宮崎県一ツ瀬川河口付近で小型船 5 隻が乗揚げ 

〇大分県臼杵市諏訪公園前面海域に漂着船 

○鹿児島県肝属郡波見港で漁船が転覆 

②自治体等からの協力要請(2 件) 

〇四国電力からの要請により、停電復旧作業のため同社社員４名を巡視艇で停電が

発生した香川県高松市男木島に 19 日午前 1 時 25 分頃搬送完了。 

○三原消防からの要請により、広島県三原市佐木島で発生した急病人を巡視艇によ

り搬送、19 日 6 時 30 分頃三原港にて消防に引継ぎ搬送完了。 

③118 番通報等の状況（29 件） 

管区本部 10 件(118 番通報) 

保安部署 7 件 

遭難警報 1 件 

その他（被害状況調査による当庁職員認知）11 件 

④被害状況調査 

※被害状況調査の対象地域は、特別警報が発表された地域や被害が確認されている

地域を中心に計画策定。 

〇19 日 
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・午後 5 時 42 分～午後 6 時 9 分 LAJ500（特殊救難隊 5 名同乗） 

【十区管内】奄美大島沿岸部等⇒特異事象等なし 

〇20 日 

・午前 6 時～ 

MH688（関西航空基地）：【五区管内】大阪湾・播磨灘 

MAJ577（北九州航空基地）：【七区管内】長崎県～山口県 

MH966（北九州航空基地）：【七区管内】大分県 

MH696（鹿児島あかつき）：【十区管内】宮崎県（特別警報地域含む。） 

MH694（鹿児島しゅんこう）：【十区管内】熊本県 

・午前 6 時 30 分～ 

MA954（関西航空基地）：【五区管内】高知県～和歌山県、大阪湾・播磨灘 

・午前 7 時～ 

MA951（鹿児島航空基地）：【十区管内】鹿児島県 

(3)投入勢力等 

通常体制（対応中の事案を除く） 

(4)人員 特殊救難隊 5 名（那覇航空基地にて前進配備中） 

(5)航行警報等の発出状況 

①航行警報 14 件(灯台等消灯 8 件、AIS 情報提供業務復旧 1 件、漂流物 5 件) 

②海の安全情報  17 件（注意喚起 1 件、灯台消灯等 16 件） 

(7)港湾における避難勧告等の発出状況 

○第一体制（警戒勧告） なし 

○第二体制（避難勧告） なし 

(8)湾外避難等勧告の発出状況 なし 

(9)臨海部の施設周辺海域での錨泊制限の状況 なし 

(10)被害状況等 

○被害状況等 認知した被害状況なし 

(11)当庁施設等の被害状況  

〇船艇・航空機 被害なし 

〇灯台等 

①鞍埼灯台（宮崎県所在）消灯 

②鞍埼水島照射灯（宮崎県所在）消灯 

③円埼クー瀬照射灯（鹿児島県所在）消灯 

④都井岬ハラジロ瀬照射灯（宮崎県所在）消灯 

⑤喜志鹿埼灯台（鹿児島県所在）消灯 

⑥備前碆灯浮標（大分県所在）移動 

⑦薩摩黒島灯台（鹿児島県所在）消灯 

〇庁舎等 

業務に支障のある被害なし 

 

８ 国土地理院の対応 

○国土地理院災害対策本部会議（9/19 16:00） 
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９ 国土技術政策総合研究所・（国研）土木研究所の対応 

○国道 327 号（宮崎県東臼杵郡諸塚村）の被災箇所に宮崎県の要請を受け専門職員

を派遣（9/21 国総研 5 名、土研 5 名） 

○球磨大橋（熊本県球磨郡錦町）の被災箇所に熊本県の要請を受け専門職員を派遣

（9/21 国総研２名、土研２名） 

 

 

以上 

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林 

代 表：０３－５２５３－８１１１ 内線３５－８２２ 

直 通：０３－５２５３－８４６１ 


