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台風第１４号による被害等について（第８報） 
 

R4.10.19 現在 

広島県危機管理監 

 

 

１ 気象概況等 

（１）土砂災害警戒情報の発表状況（県・広島地方気象台発表） 

市区町 

広島市（東区，西区，安佐南区，安佐北区，安芸区，佐伯区），大竹市，東広島市，廿日

市市，熊野町，安芸太田町，北広島町                     ７市町  

 

（２）警報の発表状況（広島地方気象台発表） 

区 分 市区町 

大雨 全 23市町 

洪水 広島市（中区，東区，西区，安佐南区，安佐北区，安芸区，佐伯区），呉

市，竹原市，三原市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，廿日市市，安

芸高田市，安芸太田町，北広島町              12市町   

暴風 全 23市町 

波浪 広島市（中区，南区，西区，安芸区，佐伯区），呉市，竹原市，三原市，

尾道市，福山市，大竹市，東広島市，廿日市市，江田島市，海田町，坂町，

大崎上島町                        13市町 

高潮 三原市，尾道市，福山市                   ３市  

 

（３）累加雨量（９月 18日 13時 ～ ９月 20日 10時） 

順位 観測局名 市区町 累加雨量[mm] 

1 中道(国) 廿日市市 469.0  

2 横川 安芸太田町 444.0  

3 大谷(国) 広島市佐伯区 430.0  

4 栗谷 大竹市 401.0  

5 内黒山（気） 安芸太田町 388.0 

 

（４）時間雨量（９月 18日 13時 ～ ９月 20日 10時） 

順位 観測局名 市区町 時間雨量 観測日時 
[mm/H] 

1 栗谷 大竹市 58.0 令和４年９月 18日 22：20 

2 湯船 大竹市 54.0 令和４年９月 18日 22：20 

3 大竹 大竹市 51.5 令和４年９月 18日 22：10 

4 くすの木台 広島市安佐北区 51.0 令和４年９月 19日 12：10 

4 大竹市 大竹市 51.0 令和４年９月 18日 22：10 
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（５）河川の状況（最大） 

区分 対象河川（観測局：所在地） 

氾濫危険水位 超過 

太田川（土居（国）：安芸太田町）・旧太田川（三篠橋（国）：

広島市中区），安川（上安：広島市安佐南区），水内川（菅沢：

広島市佐伯区，湯来（国）：広島市佐伯区），二河川（二河：

呉市），入野川（失平：東広島市，中島：東広島市），永慶寺

川（水ノ越：廿日市市），多治比川（多治比：安芸高田市）  

 

（６）ダムの状況 

小瀬川ダム（廿日市市）において，緊急放流を実施 

（９月 19日 12時 30分～15時 08分） 

 

（７）風速の状況（上位地点） 

 １ ２ ３ 

最大風速 
本郷 18.0m/s 

９月 18日 22：17 

呉 17.1m/s 

９月 18日 20：54 

広島 14.5m/s 

９月 19日 20：16 

最大瞬間風速 

本郷 27.8m/s 

９月 18日 22：16 

（観測史上最大） 

呉 27.5m/s 

９月 18日 20：02 

生口島 25.0m/s 

９月 18日 21：21 

 

２ 県の対応 

  ９月 18日 15時 00分 災害対策本部設置（非常体制） 

９月 18日 15時 15分 第１回本部員会議 

９月 20日 17時 30分 災害対策本部廃止 

 

３ 避難の状況 

（１）避難情報等の発令状況 

区分 市区町 

緊急安全確保 広島市安佐北区（可部小学校区等），大竹市（栗谷町） 

避難指示 

広島市（中区，東区，南区，西区，安佐南区，安佐北区，

安芸区，佐伯区），呉市，三原市，尾道市，大竹市，東広

島市，廿日市市，安芸高田市，海田町，熊野町，安芸太田

町，北広島町，世羅町             13市町  

高齢者等避難 全 23市町 

 

（２）避難者数（最大：９月 19日 14時時点） 

   2,009人 
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４ 被害等の状況（10月 11日現在。詳細について，引き続き調査中） 

（１） 人的被害 

市町名 死者 行方不明 重傷 軽傷 備考 

呉市    １  

廿日市市 1     

計 1   1  

 

（２） 住家被害 

市町名 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 備考 

呉市   ２    

三原市   ２    

大竹市     ４  

廿日市市     ３  

安芸高田市     １  

東広島市   ２    

世羅町   １    

計   ７  ８  

 

（３） 河川による浸水被害 

市町名 浸水被害状況等 

大竹市 玖島川（栗谷町）：道路冠水，家屋・田畑浸水 

廿日市市 小瀬川（浅原） ：道路冠水，家屋浸水 
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（４）土砂災害 

市町名 件数 

被害状況 

人的被害 家屋被害 

広島市 ２件 なし なし 

廿日市市 １件 なし なし 

江田島市 １件 なし なし 

計 ４件   

 

（５）公共土木施設の被害状況 

区分 県 
市 町 

（広島市を除く） 
合  計 備 考 

河川 50箇所 13箇所 63箇所 

8市 4町 

広島市，呉市， 

三次市，庄

原市，大竹

市，廿日市

市，安芸高

田市，江田

島市，熊野

町，安芸太

田町，北広

島町，神石

高原町 

砂防 29箇所 - 29箇所 

道路 17箇所 14箇所 31箇所 

合   計 96箇所 27箇所 123箇所 
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（６）農林水産関係の被害状況  

区分 小区分 
被害面積 

箇所数等 
被害態様 被災市町 

農業 

農地 99箇所 

土砂流入 

農地法面崩壊 

６市４町 

広島市，三原市，三次市，庄原市，東広

島市，廿日市市，熊野町，安芸太田町， 

世羅町，神石高原町 

農業用施設 72箇所 

ため池，水路一部損

壊，土砂流入 

６市２町 

広島市，府中市，三次市，庄原市，大竹

市，廿日市市，安芸太田町，神石高原町 

農作物 （調査中） 

水稲，りんご， 

青ねぎ，白ねぎ， 

キク等の倒伏・落下 

８市３町 

広島市，三原市， 

福山市，府中市， 

庄原市，大竹市， 

東広島市，安芸高田市， 

北広島町，世羅町， 

神石高原町 

園芸施設等 （調査中） 

ハウス被害 

（ビニール破損） 

７市２町 

広島市，尾道市，福山市，府中市，三次

市，庄原市， 

安芸高田市，世羅町， 

神石高原町 

農業 計 
171箇所 

（調査中） 

 
 

林業 

林道 
33箇所 

（調査中） 

法面崩壊 

路肩崩壊 

３市１町 

広島市，廿日市市，江田島市，安芸太田

町 

山地・治山 

施設 

１箇所 

（調査中） 

斜面崩壊 

土砂流入 

１市 

廿日市市 

林業 計 
34箇所 

（調査中） 

 
 

水産業 
水産関係 

施設 
（調査中） 

カキ筏の破損 

桟橋の破損等 

カキの流出 

５市１町 

広島市，呉市，福山市， 

廿日市市，江田島市， 

安芸太田町 

水産業 計 （調査中）   

合  計 
205箇所 

（調査中） 
 

 

（７）自然公園等施設の被害状況  

区分 地区数 被害態様 被災市町 

国立・国定公園， 

野外レクリエーシ

ョン施設 

５ 

（調査中） 

歩車道路肩崩壊，山腹崩壊，

木橋流出等 

２市１町 

三原市，廿日市市， 

安芸太田町 
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（８）社会福祉施設の被害状況  

区分 市町名 箇所数 被災状況 

隣保館 三原市 １ 施設の扉の破損 

児童関係施設 東広島市 １ 施設の梁の塗装剥がれ 

江田島市 １ 砂場の日よけメッシュシート破損 

 

（９）商工関係事業所の被害状況  

区分 事業所数 被災状況 

商工関係事業所 12 浸水，屋根一部損壊等 

 
（10）学校施設等の被害状況  

区分 校数 被災校，市町 

県立学校 ４ 

高陽東高等学校（広島市安佐北区） 

ブルペン屋根シートの一部破損 

西条農業高等学校（東広島市） 

ビニールハウスのビニール部分の一部破損 

吉田高等学校（安芸高田市） 

ビニールハウスのビニール部分の一部破損 

世羅高等学校（世羅町） 

電柱の転倒（木柱１本） 

市町立学校 ２ 

川口小学校（福山市） 

給食室モルタル壁の一部崩落 

新涯小学校（福山市） 

プレハブ倉庫屋根の一部剥離 

私立学校 ２ 
呉市，福山市  

体育館入口庇等破損，雨漏り等 

 
（11）国・県指定等文化財の被害状況 

区分 箇所数 被災状況 

国宝 １ 厳島神社本殿 壁面の塗装剥落（廿日市市） 

国重要文化財 １ 厳島神社五重塔 壁面の塗装剥落（廿日市市）  

国史跡 １ 毛利氏城跡（郡山城跡）石垣崩落（安芸高田市） 

国登録有形文化財 １ 
いろは丸展示館入口 漆喰および中塗りの剥離・落下（福

山市） 

県天然記念物 １ 佛通寺のイヌマキ 枝の折れ（三原市） 

県史跡 １ 
楢崎正員の墓及び関係遺跡 波止の石組の崩落 

（三原市） 

 
（12）その他県有施設の被害状況  

施設名 箇所数 被災状況 

広島国際協力センター（東広島市） １ 雨漏りによる天井材落下 
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５ 交通機関規制 

（１）ＪＲ 

線区名 運行状況 

山陽新幹線 広島～博多間で 19日始発から終日運転取り止め 

新大阪～広島間で 19日 14時頃から運転取り止め 

20日始発から運転再開（一部列車遅延） 

山陽本線 【広島・山口地区】 

19日始発から三原～岩国間で終日運転取り止め 

20日 18時頃から運転再開（一部列車運休・遅延） 

【岡山・福山地区】 

19日始発から糸崎～三原間で一部運転取り止め 

20日始発から通常運転 

呉線 19日始発から糸崎～広島間で終日運転取り止め 

20日 18時以降運転再開（一部列車運休・遅延） 

可部線 19日始発から広島～あき亀山間で終日運転取り止め 

20日 16時以降運転再開（一部列車運休・遅延） 

芸備線 【広島・山口地区】 

19日始発から備後落合～広島間で終日運転取り止め 

備後落合～三次間は，20日 17時 30分以降，三次～広島間は，同日

20時以降運転再開（一部列車運休・遅延） 

【岡山・福山地区】 

19日始発から新見～備後落合間で終日運転取り止め 

21日始発から通常運転 

福塩線 【広島・山口地区】 

19日始発から府中駅～三次駅間で終日運転取り止め 

21日始発から通常運転 

【岡山・福山地区】 

19日概ね 18時以降福山～府中間で終日運転取り止め 

20日始発から通常運転 

 

（２）航空機 

種別 運航状況 

国内線 
19日全便欠航 
20日一部欠航 
21日全便通常運航 

 

（３）道路 

規制区分 規制路線（総数） 規制路線（未解除） 規制路線（解除済） 

事前規制 57路線 69区間 0路線 0区間 57路線 69区間 

災害規制 18路線 20区間 5路線 7区間 13路線 13区間 

  ※ 県管理分 
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６ ライフラインの被害 

（１）停電 

停電戸数（延べ数） 約 21,680戸（12市町） 

  

（２）断水 

市町名 断水戸数（最大） 対応状況 

廿日市市 
9月 19日約 30戸 

（廿日市市玖島） 
20日仮復旧済み 

 


