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台風第１４号による被害状況等について（第３報）最終報

（９月２０日 １５：００時点）

【概要】

・台風第１４号は２０日９時に三陸沖で温帯低気圧に変わりました。

・災害対策用ヘリコプター「おりづる号」による上空からの調査を実施。大きな被災は確認されな

かった。

・緊急安全確保、避難指示は全て解除。

１．体制発令状況

本部（本局） ：非常体制：なし

警戒体制：総括室、河川室、道路室、港湾空港室

注意体制：建政室、営繕室

支部（事務所）：非常体制：なし

警戒体制：７支部

鳥取河川国道支部（道路）、倉吉河川国道支部（道路）、浜田河川国道支部（道

路、河川）、松江国道支部、岡山河川支部、高梁川・小田川緊急治水対策河川

支部、岡山国道支部、福山河川国道支部（道路）、三次河川国道支部（道路）、

太田川河川支部、広島国道支部、山口河川国道支部（道路、河川）、山陰西部

国道支部、中国技術事務所、境港湾・空港整備支部、宇野港湾支部、広島港

湾・空港整備支部、宇部港湾支部、広島港湾空港技術調査事務所

注意体制：５支部

鳥取河川国道支部（河川）、倉吉河川国道支部（河川）、日野川河川支部、浜田

河川国道支部（河川）、出雲河川支部、松江国道支部、福山河川国道支部（河

川）、三次河川国道支部（河川・公園）、太田川河川支部、広島西部山系砂防支

部

２．降雨の状況（降り始めから）

山口県 岩国市羅漢山：４２１．０ミリ（２０日１５時まで）

広島県 安芸太田町内黒山：３８８．０ミリ（２０日１５時まで）

３．一般被害

人的被害

・山口県長門市で強風による転倒 軽傷者１名（山口県防災情報）

・広島県呉市で強風による飛散物に接触 軽傷者１名（TV報道情報）

・岡山県備前市で強風による転倒等 軽傷者２名（岡山県防災情報）

・岡山県瀬戸内市で強風による転倒 重傷者１名（岡山県防災情報）

・岡山県吉備中央町で強風による転倒 重傷者１名（岡山県防災情報）

住宅等被害

・島根県吉賀町 床下浸水 １棟（島根県防災情報）

・岡山県瀬戸内市 床下浸水 １棟（岡山県防災情報）

・岡山県小田郡矢掛町 住宅一部損壊 １棟（岡山県防災情報）
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・山口県山口市 床下浸水 ２棟（山口県防災情報）

・山口県柳井市 床下浸水 １棟（山口県防災情報）

浸水被害

（国管理河川）

・広島県 １水系１河川

・太田川水系太田川 溢水２箇所 道路冠水【別紙１参照】

（県管理河川）

・島根県 １水系１河川

・高津川水系高津川 溢水（被害状況確認中）

・広島県 １水系１河川

・小瀬川水系小瀬川 溢水（被害状況確認中）

・山口県 ２水系３河川

・錦川水系錦川 溢水（浸水解消）

・錦川水系保木川 溢水（浸水解消）

・厚狭川水系厚狭川 越水 田畑 約0.2ha（浸水解消）

４．地域の状況

避難指示、避難勧告（９／１９ １５：００時点）

【警戒レベル５ 緊急安全確保】

・なし

【警戒レベル４ 避難指示】

・なし

５．整備局と自治体とのホットライン構築状況 １０７自治体（全自治体数１０７）

・鳥取県： １９自治体

・島根県： １９自治体

・岡山県： ２７自治体

・広島県： ２３自治体

・山口県： １９自治体

６．整備局からのリエゾン派遣

・広島県庁 ２名（９月１８日～２０日）

・広島市役所 ２名（９月１８日～１９日）

・庄原市役所 １名（９月１８日）

・山口県庁 ２名（９月１８日～２０日）

・三次市役所 １名（９月１９日）

・港湾リエゾン（広島県） １名（９月１９日～２０日）

（山口県） １名（９月１９日～２０日）

（岡山県） １名（９月２０日）

（島根県） １名（９月２０日）

７．TEC-FORCE の派遣

・要請なし
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８．災害対策用機械等

・排水ポンプ車

島根県邑智郡川本町因原 １台派遣 事前配備 撤収済み

島根県江津市桜江町谷住郷 １台派遣 事前配備 撤収済み

島根県益田市市原町 １台派遣 事前配備 撤収済み

・照明車

島根県邑智郡川本町因原 １台派遣 事前配備 撤収済み

島根県江津市桜江町谷住郷 １台派遣 事前配備 撤収済み

９．災害対策用ヘリコプター

・２０日８：００～１１：００調査実施【別紙２参照】

１０．資機材等

・要請なし

１１．所管施設の被害状況

（直轄河川）

・現在調査中

○水防団待機水位を超えた河川 ８水系９河川：千代川水系千代川、天神川水系天神川、

日野川水系日野川、斐伊川水系斐伊川、

芦田川水系芦田川、江の川水系江の川、

高津川水系匹見川、太田川水系三篠川、

根谷川

○氾濫注意水位を超えた河川 １水系１河川：小瀬川水系小瀬川

○避難判断水位を超えた河川 ２水系３河川：太田川水系太田川、古川、

佐波川水系佐波川

○氾濫危険水位を超えた河川 １水系２河川：高津川水系高津川、高津川（派川）

（補助河川）

・現在調査中

○氾濫危険水位超過河川 14水系21河川

氾濫危険水位を超えたが下回った河川 広島県 ４水系５河川

山口県 １３水系１９河川

（ダム）

洪水調節等を実施したダム

・国管理ダム ６ダム（弥栄ダム、島地川ダム、土師ダム、八田原ダム、苫田ダム、殿ダム）

・県管理ダム ２８ダム（小瀬川ダム、生見川ダム、菅野ダム、向道ダム、末武川ダム、佐波川

ダム、厚東川ダム、今富ダム、木屋川ダム、大坊ダム、阿武川ダム、

御庄川ダム、中山川ダム、梶毛ダム、魚切ダム、川上ダム、福富

ダム、仁賀ダム、山田川ダム、野呂川ダム、椋梨ダム、高瀬川ダム、

御調ダム、津川ダム、千屋ダム、三宝川ダム、御部ダム、八戸ダム）
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・利水ダム １７ダム（立岩ダム、樽床ダム、柴木川ダム、渡ノ瀬ダム、湯の原ダム、温見

ダム、生雲、宇部丸山、飯ノ山ダム、宇賀ダム、三川ダム、目谷ダム、

小阪部川ダム、水越ダム、嵯峨谷ダム、木都賀ダム、周布川ダム）

緊急放流を実施したダム

・県管理ダム ２ダム（小瀬川ダム、向道ダム）

□道路関係

（直轄国道）被害なし

・国道188号（山口県岩国市黒磯町）で越波通行規制【解除（19日14:00）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道188号（山口県岩国市由宇町神東）で越波通行規制【解除（19日14:00）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道191号（山口県長門市三隅上～萩市三見）で事前通行規制【解除（19日13:30）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道9号（山口県下関市長府外浦～壇ノ浦）で事前通行規制【解除（19日15:30）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道2号（山口県岩国市岩国～関戸）で事前通行規制【解除（19日16:30）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道188号（山口県熊毛郡田布施町別府～光市室積）で越波通行規制【解除（19日14:00）】

迂回路あり、孤立集落なし（７：３０規制開始）

・国道9号（山口県山口市宮野上）で事前通行規制【解除（19日15:30）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道2号（山口県岩国市保木）で越水通行規制（保木川の越水）【解除（19日23:00）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道2号（広島県廿日市市丸石～大竹市玖波）で越波通行規制【解除（19日15:00）】

迂回路あり、孤立集落なし

・E54尾道松江自動車道（三次東JCT・IC～雲南吉田IC）で事前通行規制【解除（20日5:30）】

迂回路あり、孤立集落なし

・国道29号（兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡若桜町小船）で事前通行規制【解除

（20日9:00）】

迂回路あり、孤立集落なし

（補助国道）

・国道432号（広島県三原市）で倒木により全面通行止め 【解除】

・国道186号（広島県廿日市市）で路面冠水により全面通行止め

・国道186号（広島県廿日市市）で道路損壊により全面通行止め

・国道432号（島根県奥出雲町）で倒木により全面通行止め 【解除】

（地方道）

・島根県浜田市（主）三隅美都線で倒木により全面通行止め 【解除】

・島根県美郷町（主）川本波多線で倒木により全面通行止め 【解除】

・島根県海士町（一）海士島線で倒木により全面通行止め 【解除】

・島根県邑南町（一）日貫川本線で落石により全面通行止め

・島根県吉賀町（主）吉賀匹見線で土砂流出により全面通行止め

・岡山県倉敷市（一）下原船穂線で倒木により全面通行止め 【解除】
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・岡山県倉敷市（一）鷲羽山公園線で倒木により全面通行止め 【解除】

・岡山県高梁市（一）宇治下原線で倒木により全面通行止め 【解除】

・岡山県高梁市（一）栗原有漢線で倒木により全面通行止め 【解除】

・岡山県赤磐市（一）藤原吉井線で倒木により全面通行止め 【解除】

・岡山県真庭市（一）若代神代線で倒木により全面通行止め 【解除】

・岡山県吉備中央市（一）賀陽種井線で倒木により全面通行止め 【解除】

・広島県庄原市（一）中領家庄原線で倒木により全面通行止め 【解除】

・広島県府中市（一）篠根高尾線で倒木により全面通行止め 【解除】

・広島県呉市（一）上蒲刈島循環線で路面陥没により全面通行止め

・広島県廿日市市（一）本多田佐伯線で路面冠水により全面通行止め

・広島県呉市（一）中大迫清田線で路面陥没により全面通行止め

・広島県廿日市市（主）廿日市佐伯線で路面冠水により全面通行止め 【解除】

・広島県江田島市（主）高田沖美江田島線で落下物・飛来物により全面通行止め

・広島県廿日市市（一）助藤津田線で路面冠水により全面通行止め 【解除】

・広島県廿日市市（一）栗谷河津原線で土砂流出により全面通行止め

・広島県廿日市市（一）佐伯錦線で土砂崩れにより全面通行止め

・広島県庄原市（主）東城西城線で倒木により全面通行止め

・広島県安芸太田町（一）吉和戸河内線で道路損壊により全面通行止め

・広島県北広島町（一）溝口加計線で土砂崩れにより全面通行止め

・広島県安芸太田町（一）恐羅漢公園線で土砂崩れにより全面通行止め

・山口県長門市（主）長門油谷線で路肩崩壊により全面通行止め

・山口県長門市（主）長門油谷線で土砂崩れにより全面通行止め

・山口県岩国市（主）岩国錦線で土砂崩れにより全面通行止め

・山口県豊田町（一）豊浦豊田線で土砂崩れにより全面通行止め

・山口県長門市（一）久津小田線で土砂崩れにより全面通行止め

・山口県周南市（一）三瀬川下松線で土砂崩れにより全面通行止め

・山口県岩国（一）須川吉賀線で土砂崩れにより全面通行止め

（ＮＥＸＣＯ）

・中国道 千代田IC～下関ＩＣ（上下） 強風による通行止め

【小月ＩＣ～門司ＩＣ（上下） 20日5：00解除】

【広島北JCT～山口IC（上下） 20日7：46解除】

千代田ＩＣ～広島北ＪＣＴ（上下） 強風による通行止め【20日1:47解除】

関門橋（上下） 強風による通行止め

・山陽道 五日市ＩＣ～山口ＪＣＴ（上下） 強風による通行止め

【五日市ＩＣ～山口南ＩＣ（上下） 19日23:00解除】

宇部下関線全線（上下） 強風による通行止め

・広島道 広島北JCT～広島西風新都IC（上下） 強風による通行止め【20日1:47解除】

・浜田道 大朝IC～千代田JCT（上下） 強風による通行止め【20日1:47解除】

・瀬戸中央道 児島ＩＣ～坂出ＩＣ 強風による通行止め 【19日22:10解除】

□港湾空港関係

・山口県 伊保田港 浮桟橋の渡橋落下

・山口県 宇部港 岸壁背後地の照明の倒壊

・広島県 観音マリーナ パイルガイド（桟橋を固定する柱の金具）が８０箇所破損
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・広島県 須波港 小型船舶係留施設ポンツーンの損傷

・徳山下松港 臨港道路 周南大橋 事前通行規制(18日 9:00～20日8:30)

・広島港 臨港道路 はつかいち大橋 「歩行者・二輪車」の通行規制（9/19 11:30～19:10）

□土砂災害

・広島県 がけ崩れ３件（人的被害無し、家屋被害確認中（ 1件））

□海岸

・被害報告無し

□国営公園

（備北丘陵公園）

・９月１９日臨時閉園（記者発表済み）

・公園内 建物・遊具被害なし

・園内広場等 倒木５本あり。倒木撤去作業完了

・９月２０日開園時間の変更 ９時３０分→１２時開園済み

□都市公園・下水道・公営住宅

・現時点で被害報告なし



別紙１



台風１４号「おりづる」による被災状況調査 調査日：令和４年９月20日

台風14号の被災状況調査を9月20日(火）8:00～11:00実施し、大きな被災は確認されなかった。

・広島市から山口県光市の国道２号,188号の越波による通行規制箇所

・小瀬川（弥栄ダム）、錦川（県管理）、太田川（温井ダム）及び沿線道路

・廿日市（四季が丘地区）、大竹市（湯舟地区）、広島市（八木地区）の砂防施設など

温井ダム

砂防施設（八木地区）

国道186号（補助国道）
（広島県廿日市市）道路損壊

小瀬川ダム（県管理）（流木堆積状況）

弥栄ダム

国道2号（保木）
保木川の越水通行規制箇所

国道188号
越波通行規制箇所

弥栄ダム上流部

ヘリ搭乗前打合せ

ヘリ搭乗状況

別紙２




