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台風第 14号による被害状況等について（第３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（9/19 12:00 時点） 

○大型の台風第 14 号は 12 時現在、山口県萩市付近を北東に進んでいる。九州や四

国・中国地方の沿岸部を中心に非常に強い風が吹き、海は猛烈なしけとなってい

る。宮崎県では降り始め（15 日 0 時 0 分）からの雨量が 900 ミリを超えたとこ

ろがある。 

○台風は今後次第に速度を上げながら本州付近を北東へ進み、20 日夜までに日本

の東で温帯低気圧に変わる。 

○台風周辺や台風本体の発達した雨雲により、19 日は中国地方から東日本の広い

範囲で非常に激しい雨が降り大雨となる。20 日は東日本と北日本で大雨とな

る。20 日 12 時までの 24 時間に予想される雨量は多い所で、東海地方 400 ミ

リ、近畿地方、関東甲信地方 300 ミリ、四国地方 250 ミリ、中国地方、北陸地

方、東北地方、北海道地方 150 ミリ。 

○19 日は西日本を中心に、20 日は東日本や北日本を中心に非常に強い風が吹き、

海は大しけとなる。特に、19 日は西日本でうねりを伴った猛烈なしけとなる。 

○20 日にかけて、瀬戸内海や西日本から東日本の日本海側を中心に潮位が高くな

り、警報級の高潮となる。 

○土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮、暴風、高波に厳重に警

戒。西日本や東海地方では、20 日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災

害の危険度が急激に高まる可能性がある。 

 

２ 体制等 

○非常体制：本省、九州地整、国土地理院、気象庁、国総研 

○警戒体制：中部地整、近畿地整、中国地整、中国運輸、四国地整、四国運輸、 

九州運輸 

○注意体制：北海道開発、北海道運輸、東北地整、東北運輸、関東運輸、中部運

輸、近畿運輸、神戸運輸管理部 

 

３ 被害情報等 

(1)河川（9/19 13:00 時点） 

１水系２河川で氾濫 

○国管理河川 
 ・被害情報なし。詳細調査中。 

○県管理河川（1水系２河川） 

 ・高知県が管理する仁淀
によど

川水系久万目
く ま め

川、柳
やな

瀬
せ

川で溢水。家屋浸水なし。浸水

縮小中。 

 ※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
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がある。（詳細調査中） 

 

(2)ダム（9/19 12:00 時点） 

○洪水調節（事前放流を含む）を実施又は実施予定 235 ダム 

 235 ダムのうち、事前放流の基準に達したダム 198 ダム 

・事前放流を実施 123 ダム（うち、利水ダム 77） 

・すでに事前放流の容量を確保 75 ダム（うち、利水ダム 44） 

 

(3)砂防 

■土砂災害（9/19 14:00 時点） 

7 件（神奈川県 1、熊本県 1、大分県 1、宮崎県 4） 

 人的被害 安否確認中 1 名（宮崎県三股町 1、現在、現地にて捜索活動中） 

人家被害 一部損壊 1 戸（宮崎県 1） 

○土砂災害警戒情報（9/19 13:00 時点） 

14 道県 105 市町村に発表 
（北海道、愛知県、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） 

※12 県 66 市町村で継続中 
（愛知県、島根県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、

鹿児島県） 

 

(4)道路（9/19 13:00 時点） 

○高速道路 

被災による通行止め：1 路線 1 区間 

E77 九州中央自動車道 深角 IC ランプ部 法面崩落 

雨量基準超過等による通行止め：24 路線 201 区間 

E1A 伊勢湾岸道 みえ川越 IC～飛島 JCT【5 区間】強風 

E2 山陽道 廿日市 JCT～山口 JCT【11 区間】強風 

E2 山陽道宇部下関線 宇部 JCT～下関 JCT【4 区間】強風 

E2A 関門道 下関 IC～門司 IC【2 区間】強風 

E2A 中国道 広島北 JCT～下関 IC【15 区間】強風 

E3 九州道  門司 IC～鹿児島 IC 【42 区間】強風（※区間内で土砂流入確認） 

E3A 南九州道 鹿児島西 IC～市来 IC【4 区間】強風 

E3A 南九州道 八代 JCT～日奈久 IC【2 区間】強風 

E10 宮崎道 えびの JCT～宮崎 IC【6 区間】強風 

E10 東九州道 北九州 JCT～佐伯 IC【22 区間】強風 

E10・E78 東九州道 延岡南 IC～清武南 IC【11 区間】強風 

E11 松山道 三島川之江 IC～いよ西条 IC【3 区間】強風 

E28 神戸淡路鳴門道 洲本 IC～鳴門 IC【4 区間】強風 

E32 徳島道 鳴門ＪＣＴ～藍住ＩＣ【3 区間】強風 

E34 大分道 湯布院 IC～日出 JCT【1 区間】強風（※区間内で土砂流入確認） 

E34 大分道 日田 IC～湯布院 IC【4 区間】強風 
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E34 大分道 鳥栖 JCT～日田 IC【5 区間】強風 

E34 長崎道 鳥栖 JCT～長崎 IC、武雄 JCT～武雄南 IC【15 区間】強風 

E35 西九州道 武雄南 IC～佐世保中央 IC【5 区間】強風 

E35 西九州道 佐々IC～佐世保中央 IC 【2 区間】強風 

 E55 徳島南部道 徳島 JCT～徳島沖洲 IC【1 区間】強風 

E55 徳島南部道 徳島沖洲 IC～徳島津田 IC 【1 区間】強風 

E56 宇和島道路 津島岩松 IC～宇和島北 IC【5 区間】大雨 

E56 松山道 宇和島北 IC～西予宇和 IC【2 区間】大雨 

E56 松山道 大洲南 IC～西予宇和 IC【2 区間】強風 

E56 須崎道路 須崎東 IC～須崎西 IC【2 区間】強風 

E56 高知道 須崎西 IC～四万十町中央 IC【3 区間】強風 

E77 九州中央道 嘉島 JCT～益城 TB【1 区間】強風 

E78 東九州道 末吉財部 IC～加治木 JCT【5 区間】強風（※区間内で土砂流入確認） 

E78 東九州道 末吉財部 IC～志布志 IC 【6 区間】強風 

E96 長崎バイパス 起点～西山町 IC【4 区間】強風 

E97 日出バイパス 速見 IC～日出 IC【1 区間】強風 

福岡高速１号線 百道〜天神北【1 区間】強風 

福岡高速４号線 粕屋〜福岡 IC【1 区間】強風 

○有料道路 4 路線 17 区間 

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： 

一ツ葉有料道路（北線・南線）【7 区間】強風 

指宿有料道路（鹿児島 IC～中山 IC、谷山 IC～頴娃
え い

IC）【6 区間】強風 

川平有料道路 【3 区間】強風 

ながさき出島道路 【1 区間】強風 

○直轄国道 

 被災による通行止め：2 路線 2 区間 

 国道 10 号（大分県佐伯市）：倒木 

国道 220 号（鹿児島県垂水市）：土砂流入 

○補助国道 

被災による通行止め：18 路線 25 区間 

国道 186 号（広島県廿日市市）：冠水 

国道 204 号（長崎県平戸市）：倒木 

 国道 212 号（熊本県阿蘇市）：倒木 

 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 
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 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 439 号（高知県檮原町）：土砂崩れ 

 国道 439 号（高知県津野町）：土砂流出 

 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 492 号（徳島県穴吹町）：落石 

○都道府県道等 

被災による通行止め：13 県 102 区間 

千葉県 1 区間（路肩崩壊 1） 

奈良県 1 区間（倒木 1） 

広島県 4 区間（倒木 2、路面陥没 2） 

徳島県 2 区間（倒木 1、土砂崩れ 1） 

愛媛県 7 区間（倒木 3、土砂流出 1、土砂崩れ 2、電柱倒壊 1） 

高知県 3 区間（倒木 2、路肩崩壊 1） 

福岡県 3 区間（倒木 1、土砂崩れ 1、路肩崩壊 1） 

佐賀県 3 区間（倒木 3） 

長崎県 5 区間（倒木 5） 

熊本県 6 区間（倒木 4、土砂流出 1、橋梁損傷 1） 

大分県 21 区間（倒木 16、土砂流出 4、路面陥没 1） 

宮崎県 17 区間（倒木 13、土砂流出 2、土砂崩れ 1、路肩崩壊 1） 

鹿児島県 29 区間（倒木 23、土砂流出 1、土砂崩れ 3、路肩崩壊 2） 

 

(5)鉄道（9/19 13:00 時点） 

○施設被害 

該当なし 

○運行状況 

＜新幹線＞ 

【現在、運転を見合せている路線】：2 事業者 2 路線 

・JR 九州 九州新幹線 博多～鹿児島中央（19 日は終日運転見合わせ） 

・JR 西日本 山陽新幹線 広島～博多（19 日始発より終日運転見合わせ） 

【今後、運転を見合せることを発表している路線】：2 事業者 2 路線 

・JR 西日本 山陽新幹線 新大阪～広島 
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（19 日 14 時頃より終日運転見合わせ予定） 

※始発から本数を減らして運行 

 20 日午前中も一部列車の取りやめや行先変更の可能性あり 

・JR 東海 東海道新幹線 名古屋～新大阪 

（19 日 16 時頃より終日運転見合わせ予定） 

※19 日は東京～名古屋間においても大幅に運転本数を減らして運行予定 

 20 日午前中も一部列車の取りやめや行先変更の可能性あり 

なお、19 日以降、以下の路線において運休が発生する可能性が公表され

ています。 

・JR 東日本 東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、北陸新幹線、上越

新幹線 

＜在来線＞ 

【現在、運転を見合せている路線】：31 事業者 112 路線 

【今後、運転を見合せることを発表している路線】：21 事業者 91 路線 

 

(6)空港（9/19 13:25 時点） 

○施設被害 

【鹿児島空港】 

・加治木 VOR 施設が障害により停止 →12:53 復旧 ※運用再開・影響なし 

【大分空港】 

・大分 GS 施設が障害により停止 →13:10 復旧 ※運用再開・影響なし 

【北九州空港】 

・空港フェンス（約 537m）破損（復旧の見通しは天候回復をもって対処する予 

定） 

・運航への影響なし 

○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） 

〇空港アクセス 

・長崎空港 ：空港連絡橋通行止め→11:15 解除 

・北九州空港：空港連絡橋通行止め→09:45 解除 

 

(7)海事（9/19 11:00 時点） 

○187 業者 230 航路において運休または一部運休 

 

(8)自動車（9/19 12:30 時点） 

○バスの被害状況等 

・高速バス：75 社 263 路線運休、4 社 4 路線一部運休 

・路線バス：74 社 99 路線運休、5 社 8 路線一部運休 
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○宅配事業者：大手 5 社において一部地域で集配遅延等 

 

(9)港湾（9/19 13:00 時点） 

○施設被害 

・細島港等：9/18 高潮・高波による浸水 

○臨港道路 

・周南大橋（徳山下松港）：9/18 9:00 より通行止め 

・霞４号幹線（四日市港）：9/18 17:00 より通行止め。  

・神戸港港島トンネル（神戸港）：9/19 12:00 より通行止め。      

〇各地方整備局管内の水門・陸閘の閉鎖状況（他局所管との重複あり） 

 ・北陸地方整備局管内   173 箇所中 144 箇所で閉鎖済み 

 ・中部地方整備局管内  四日市港にて全て閉鎖完了 

 ・近畿地方整備局管内  1,668 箇所中 1,295 箇所で閉鎖済み 

 ・中国地方整備局管内  3,169 箇所中 3,164 箇所で閉鎖済み 

・四国地方整備局管内   3,013 箇所中 2,521 箇所で閉鎖済み 

  ※上記にて、閉鎖済み以外の箇所は潮位状況等をみながら対応予定。 

〇各港のコンテナターミナル等におけるコンテナ飛散対策 

 北陸、中部※、近畿、中国、四国局管内の各コンテナターミナルにおいて、コン

テナ固縛等の飛散対策を実施済。 

 ※御前崎港では状況確認中。 

〇その他 

・志布志港：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（大在西地区）：9/19 係留中の小型船 2 隻が沈没。 

・大分港（大在ふ頭）：9/19 コンテナ衝突によるソーラスフェンスの損傷 

・細島港（白浜地区）：9/19 ソーラスフェンスの損傷 

 

(10)海岸、下水、公園、都市、物流、観光 

○現時点で被害情報なし 

 

４ 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） 

○国土交通省特定災害対策本部（9/17、9/18） 

(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 352 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 9､愛媛 16､高知 26､香川 9、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【78 人派遣中】 
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○リエゾン：9 県 14 市町村へ 45 人を派遣中 
(広島県 2、広島市 2、庄原市 1、山口県 2、直島町 1、小豆島町 1、土庄町 1、徳島県 2、宿毛市 1、

福岡県 3、佐賀県 3、長崎県 3、熊本県 3、五木村 1、大分県 3、宮崎県 3、延岡市 1、えびの市 1、 

鹿児島県 3、薩摩川内市 2、伊佐市 2、さつま町 2、湧水町 2) 

○JETT: 17 道府県へ 33 人を派遣中 
(北海道 2、青森県 1、岩手県 2、宮城県 2、福島県 1、群馬県 2、大阪府 2、兵庫県 2、広島県 2、 

山口県 3、福岡県 2、佐賀県 2、長崎県 2、熊本県 2、大分県 2、宮崎県 2、鹿児島県 2) 
 

５ 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） 

○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

施により地方公共団体の防災対応を支援。 

 

６ 海上保安庁の対応（9/19 12:00 時点） 

 (1) 体制等 

○非常配備発令中 

 第五管区海上保安本部 

第六管区海上保安本部 

第七管区海上保安本部 

第八管区海上保安本部 

第十管区海上保安本部 

○警戒配備発令中 

第二管区海上保安本部 

 第三管区海上保安本部 

第四管区海上保安本部 

※非常配備・警戒配備：海上災害の発生に備え、巡視船艇・航空機を即応体制

としている状況。 

(2)対応状況等 

①被害対応状況（9 件） 

【対応済】（6 件） 
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〇鹿児島県志布志港でフローティングドックが乗揚げ 

〇大分県佐伯港で漁船が転覆 

〇鹿児島県谷山港で台船が漂流 

〇大分県佐伯港で海上自衛隊所有浮桟橋等が流出 

○大分県津久見市網代港で漁船が沈没 

○鹿児島県谷山港で無人船が漂流 

②自治体等からの協力要請 

【対応中】（3 件） 

○大分県大分港で係留中の作業船２隻が沈没 

○宮崎県宮之浦漁港で引船が半沈 

○鹿児島県浜町で係留中のプレジャーボートが浸水 

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。 

〇118 番通報等の状況（4 件） 

管区本部 2 件(118 番通報) 

保安部署 2 件 

(3)投入勢力等 

○船 艇：264 隻（即応待機） 

○航空機：21 機(即応待機) 

(4)人員 特殊救難隊等の投入なし 

(5)リエゾン 10 名 

○鹿児島県庁  2 名 

○宮崎県庁   2 名 

〇熊本県庁   2 名 

〇大分県庁   2 名 

〇福岡県庁   2 名 

(6) 航行警報等の発出状況 

①航行警報 4 件(灯台等消灯 1 件、AIS 情報提供業務休止 1 件、漂流物 2 件) 

②海の安全情報  17 件（注意喚起 14 件、灯台消灯 3 件） 

[参考] 航行警報：航行船舶に対し、航行の障害となる漂流物の存在等船舶の安全な

航海のために緊急に周知が必要な情報を提供（衛星通信、無線放

送、インターネット、ファックス） 

海の安全情報：広く海域利用者に対し、気象・海象の現況、気象警報・ 

注意報の発表、大雪や発達した低気圧に伴う事故防止の注意喚起

等の情報を提供（テレホンサービス、インターネット、メール） 

(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） 111 港 

○第二体制（避難勧告） 234 港 

(8)湾外避難等勧告の発出状況 

○瀬戸内海西部（9 月 16 日午後 6 時） 

○瀬戸内海中部（9 月 17 日午前 0 時） 
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○大阪湾(9 月 17 日午後 3 時) 

(9)臨海部の施設周辺海域での錨泊制限の状況 

〇横浜沖錨地（9 月 19 日午前 9 時） 

〇南本牧はま道路（9 月 19 日午前 9 時） 

〇東京ガス扇島 LNG バース（9 月 19 日午前 9 時） 

〇JERA 扇島バース（9 月 19 日午前 9 時） 

〇米子空港（9 月 19 日午前 0 時 26 分） 

〇秋田国家石油備蓄基地（9 月 18 日午後 7 時） 

〇関西国際空港（9 月 18 日午前 9 時） 

〇神戸空港（9 月 18 日午前 9 時） 

〇コスモ石油㈱堺製油所原油桟橋（9 月 18 日午前 9 時） 

〇大阪ガス㈱泉北製造所第二工場 LNG 第 2 桟橋（9 月 18 日午前 9 時） 

〇堺 LNG センター桟橋(9 月 18 日午前 9 時) 

○長崎空港（9 月 18 日午前 5 時 13 分） 

○北九州空港（9 月 18 日午前 7 時 7 分） 

○志布志国家石油備蓄基地（9 月 16 日午前 6 時） 

○ENEOS 喜入石油基地(9 月 17 日午後 9 時) 

(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 

・鞍埼灯台（宮崎県所在）消灯 

・鞍埼水島照射灯（宮崎県所在）消灯 

・御岳 AIS 送受信所（鹿児島県所在）運用不能 

〇庁舎等 

【第七管区】 

・苅田保安署：19 日午前 7 時頃（発見時刻）、巡視艇用浮桟橋の渡橋が陸上側で

脱落。 

・平戸保安署：19 日午前 10 時 10 分頃（発見時刻）、巡視艇用浮桟橋の渡橋が陸

上側で脱落。 

・十管本部：18 日午前 9 時 30 分頃（発見時刻）、第２合同庁舎北側通用口外側

扉ガラスが破損。 

・宮崎保安部：18 日午前８時 26 分頃（発見時刻）、岸壁のビットに固縛してい

た渡橋が海中へ転落、ロープで再固縛を行い、流出防止対策実施済。20 日午前

9 時業者により引き揚げ予定。 

・指宿保安署：18 日午後２時 49 分頃（発生時刻）。、庁舎停電。自家発電機は強

風のため排気・冷却ができないため使用不可 同日午後７時現在停電中 

・喜入保安署：18 日午後４時 10 分頃庁舎停電。同日午後８時 30 分に電源復旧 

・鹿児島保安部：19 日午前 8 時頃（発見時刻）、七ツ島船艇用品庫、1 階シャッ

ターが損傷、倉庫浸水 

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 


