
台風１４号により九州地方で大雨（第２３報）

平成17年9月7日 12:00現在
平成１７年９月４～６日 台風１４号

※下線部が前回発表からの追加・更新箇所
１．概 要（新たな情報）

九州の直轄河川の水位状況は九州の直轄河川の全てで、警戒水位を
下回った。

五ヶ瀬川（宮崎県延岡市）の浸水区域に対して、管内の７事務所よ
、 。り１４台の排水ポンプを出動させ ７日４時５５分に排水作業完了

台風１４号による被害の状況を上空より調査するため、九州地方整
備局所有のヘリコプター「はるかぜ」を、福岡空港から８時４３分
に離陸した。九州南部を中心に調査中。

九州地方整備局管内河川・砂防被災状況調査のため、国土交通省職
員、国土技術政策総合研究所職員及び（独）土木研究所職員を九州
へ派遣（９月７～８日予定）

「 」 。災害対策用ヘリコプター はるかぜ で上空より被害状況を調査中

【全面開放】

宮崎県 一般国道１０号（宮崎県東諸県郡高岡町下倉永～宮崎県東諸県郡高岡町下倉永）
（０．２ｋｍ） ７日３時４０分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（宮崎市大字富吉）
（０．２ｋｍ） ７日３時４０分より全面開放

鹿児島県 一般国道２２５号（鹿児島県鹿児島市平川町長谷迫～鹿児島市下福元町影原）
（３．８ｋｍ） ７日３時１５分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（北諸県郡高城町大字石山～高城町大字石山）
（０．４ｋｍ） ７日６時００分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（北諸県郡高城町大字石山）
（０．０３ｋｍ） ７日６時００分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（宮崎県東諸県郡高岡町内山～宮崎県北諸県郡高城町本八重）
（１．５ｋｍ） ７日１０時０５分より全面開放

２．河川水位に関する情報（12:00現在）
別紙－１参照（水位）

３．台風概要
、 、 ）台風14号 中心気圧980hpa 北緯37度55分・東経134度40分 進行方向北東40km/h(10:00現在

４．体 制(7日11:00現在)
本部体制 注意 警戒 非常
発令時刻 9/4 18:20 9/5 10:40 9/5 19:00

事務所 非常： ４事務所）（
警戒： ４１事務所）（



５.直轄区間における被害状況
【直轄（河川、道路、港湾 】）

大淀川：宮崎県国富町仮屋原で床上浸水１件（内水被害）
その他浸水箇所３６箇所（主に農地）

小丸川：宮崎県木城町仁君谷で床下浸水１件（内水被害）
その他浸水箇所６箇所（主に農地・道路・駐車場等）

番匠川：大分県佐伯市千又で外水による浸水（農地・道路）その他浸水箇所８箇所
（主に農地・道路、内水被害）

大分川：大分県大分市木の上等４箇所（主に農地）
五ヶ瀬川：下流左岸4.2km～4.8km付近（延岡市内）にて越水

（床上浸水516戸、床下浸水113戸）
下流左岸7.0km付近（延岡市小峰地区）にて越水

（床上浸水10戸、床下浸水7戸）
国道220号：鹿児島県垂水市牛根麓にて擁壁倒壊（L=50m、1箇所）

落石防護柵（L=71m破損 、法面崩壊（1箇所 、土砂流出発生（2箇所）） ）
国道220号：鹿児島県垂水市海潟にて土砂流出
国道226号：鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町にて歩道陥没
国道226号：鹿児島県指宿市大字岩本にてJR指宿枕崎線の切土法面の崩壊により

土砂流出
直轄港湾施設：現在までの被災状況は別紙－２のとおり。

なお、詳細については調査中だが、現時点までの状況では港の利用
及び航行船舶には支障なし。

【直轄（公園 】）
国営吉野ヶ里歴史公園の北内郭広場の復元建物の屋根（茅葺き）が一部損傷
海の中道海浜公園、国営吉野ヶ里歴史公園ともに、通常開園。
ただし、海の中道海浜公園のサイクリングコースについては、午後１時より開放予
定。

６．直轄河川及びその他河川等における対応状況
別紙－３参照（避難状況）

７．直轄道路における対応状況（通行規制状況 〈８箇所で通行規制中〉）

長崎県 一般国道５７号（長崎県高来郡小浜町大字富津）
（０．０５ｋｍ）にて６日１６時５５分より土砂崩壊のため片側交互通行

大分県 一般国道２１０号（大分県湯布院町川西）
（０．０２ｋｍ）にて６日１２時０５分より法面崩落のため片側交互通行

宮崎県 一般国道１０号（宮崎県東諸県郡高岡町下倉永～宮崎県東諸県郡高岡町下倉永）
（０．２ｋｍ） ７日３時４０分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（宮崎県東諸県郡高岡町内山～宮崎県北諸県郡高城町本八重
（１．５ｋｍ） ７日１０時０５分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（北諸県郡高城町大字石山～高城町大字石山）
（０．４ｋｍ） ７日６時００分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（東諸県郡高岡町大字浦之名字赤谷～高岡町大字浦之名赤谷）
（０．２３ｋｍ）にて５日２１時００分より路面冠水により通行止め

宮崎県 一般国道１０号（東諸県郡高岡町大字浦之名字古川～高岡町大字浦之名古川）
（０．０３ｋｍ）にて５日１９時３０分より路面冠水により通行止め

宮崎県 一般国道１０号（宮崎市大字富吉）
（０．２ｋｍ） ７日３時４０分より全面開放

宮崎県 一般国道１０号（北諸県郡高城町大字石山）
（０．０３ｋｍ） ７日６時より全面開放



鹿児島県 一般国道２２５号（鹿児島県鹿児島市平川町長谷迫～鹿児島市下福元町影原）
（３．８ｋｍ） ７日３時１５分より全面開放

鹿児島県 一般国道２２０号（鹿児島県垂水市牛根麓～垂水市牛根境）
（１５．７ｋｍ）にて、６日６時１５分頃、全面通行止め

当該区間において擁壁倒壊（L=50m、1箇所 、落石防護柵（L=71m破損））
法面崩壊（1箇所 、土砂流出発生（2箇所））

鹿児島県 一般国道２２０号（鹿児島県垂水市新城）にて法面崩落等により、６日８時
５０分より片側通行止め

鹿児島県 一般国道２２０号（鹿児島県鹿屋市古江）にて舗装版隆起のため、６日１０時
４３分より片側通行止め

鹿児島県 一般国道２２０号（鹿児島県姶良郡福山町福山）
６日２３時より片側交互通行

鹿児島県 一般国道２２０号（鹿児島県垂水市二川）にて土砂流出により、７日１０時１
０分より全面通行止め

８．建設機械等稼働状況［国土交通省が保有する災害対策用等の機械］
・排水ポンプ、排水機場ともに現在稼働はなし。

【問合せ先】
国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部
企画部 企画課 竹下 哲也

電 話：０９２－４１４－７３０１（本部直通）
ｆａｘ：０９２－４８１－９２１０（本部直通）



別紙－１

９月７日１２：００現在指定水位を超えている観測所 9/7 12:00現在

観測所名 水系名 河川名
現在水位 基準水位(m)

備　　考
(m) 指定 警戒 危険 HWL

朝日橋 肝属川 肝属川 2.8１↓ 2.80   3.20   3.90   5.18
倉野橋 川内川 川内川 4.28↓   4.00 5.40 7.10 11.53
湯田 川内川 川内川 3.53↓ 3.50 4.50 - 9.65
宮之城 川内川 川内川 3.15↓ 3.10 4.60 6.60 8.74
金剛 球磨川 球磨川 2.63→ 2.50 3.50 - 4.37
多良木 球磨川 球磨川 2.11→ 2.00 3.50 -   4.44
大野 球磨川 球磨川 6.56→ 6.50 8.00 12.60 14.81

※　９月７日１２：００現在警戒水位を超えている観測所はありません



別紙－２

港湾関連

被災施設一覧

港湾施設の被害状況

施設名 被災状況

【　主な被害状況　】

宮崎県 宮崎港 東地区 南防波堤
本体工：若干の滑動あり（３０ｃｍ程度）
消波工：消波ブロック破損・沈下

鹿児島県 志布志港 若浜地区 防波堤（沖） 先端ケーソンが傾斜

【　その他の被害状況　】

福岡県 苅田港 南港地区 南防波堤（日産工場側） 上部方塊の転倒（４、５函）

福岡県 苅田港 新松山地区 護岸（防波） 上部方塊の滑動（港内側に４函、５０～７０㎝のズレ）　

宮崎県 細島港 白浜地区 岸壁（－１３ｍ） 上部工：エプロンの段差、破損

大分県 佐伯港 女島地区 物資別専門ふ頭
鋼板飛散（約１４６ｍ）
舗装浮上り（５ｍ×７ｍ）
渡版飛散（約１８０ｍ）

被災施設
都道府県名 港湾名 地区名



※暫定値であり、今後数値等変わる可能性があります。

○避難状況 （九州地整）　９月７日９時００分現在

継続中であるか、確認中

継続中であるか、確認中

継続中であるか、確認中

継続中であるか、確認中

小戸之橋～
大淀川鉄道橋

指示に変更

勧告 　９／６　　０：１０
指示　　９／６　　２：１５
世帯数等８：３０現在確

認

〃 〃 〃 宮崎市 9,477

〃

－

　９／６　　２０：００　９／６　　５：３０

〃 宮田地区南側

勧告 －

別紙－３

300

　９／５　　１８：００

【避難状況】台風１４号による出水状況報告

地区 勧告／指示 対象世帯

〃

90 189
　９／５　　１８：４５ 継続中であるか、確認中

継続中であるか、確認中

瓜生野野首地区 勧告

継続中であるか、確認中

　９／５　　１９：４０ 継続中であるか、確認中

　９／５　　１９：１０
甲斐元～
下川束

勧告 1,600 3,800

赤江地区
姥ヶ島地区

解除日時

勧告

〃 〃 〃 宮崎市
跡江地区
富吉地区

勧告

〃 宮崎市

水系 河川 都道府県 市町村

〃 〃

高岡町

高岡町

高岡町

対象人口
避難状況

勧告・指示日時

〃 〃 〃 宮崎市

大淀川 大淀川 宮崎県

〃 〃 〃
中村地区
五区地区
井上地区

勧告

小山田地区
麓地区

21,483 継続中であるか、確認中

　９／５　　１２：１５ 継続中であるか、確認中

　９／５　　１４：５０

5,027

　９／５　　１８：５０ 継続中であるか、確認中

勧告

継続中であるか、確認中

〃 〃 〃

宮水流地区
川口地区
梁瀬地区
赤谷地区
去川地区
楠見地区
片前地区
西区地区
東区地区

勧告 　９／５　　１５：００ 継続中であるか、確認中

2,116

瓜生野地区 勧告

小丸川 〃 高鍋町

〃 宮崎市

〃 〃 都城市

〃 〃 〃

〃 〃

〃

〃 本庄川

〃 〃

（全地区）
宮越地区

上宮越地区
小丸出口

禿の下地区
坂本地区

〃 国富町

深年川 〃 国富町 太田原地区

高城町
石山11区
石山12区

西久保13区

高城町

〃

（一部低い
家）

御屋敷地区
萩原地区

大竹久保地区

勧告
〃 〃 〃 〃

　９／５　　２１：４０

小丸川

－ 1,081

　９／５　　２３：００

2,798 6,805小丸川流域全域 指示に変更

勧告

勧告

〃 〃 〃

〃

片前9区

嵐田地区
田尻地区

〃 〃 　９／６　　１：００

98

自主避難
呼びかけ

141

　９／６　　２：００

　９／６　　２：００

100
自主避難
呼びかけ

ー

勧告 　９／６　　１：４０

250 調査中

高鍋町内の避難勧告箇所については、5:30にすべて避難指示に
変更



※暫定値であり、今後数値等変わる可能性があります。

○避難状況 （九州地整）　９月７日９時００分現在

別紙－３

【避難状況】台風１４号による出水状況報告

地区 勧告／指示 対象世帯
解除日時

水系 河川 都道府県 市町村 対象人口
避難状況

勧告・指示日時

　９／６　　８：４０

９／６　２３：００祝子
川・蛇谷川流域一部
解除
９／７　９：００解除

　９／６　　１４：３０
椎木・中川原地

区
勧告 333 770〃 〃 〃 木城町

祝子川・蛇谷川
流域

勧告から指示

〃 貝の畑町 勧告

延岡市
岡元町、細見町、

小川町

8,520 21,001〃 〃 〃 〃

　９／６　　８：３０
９／６　１９：３０五ヶ
瀬川流域一部解除
９／７　９：００解除

25 確認中

〃 〃 〃 〃
五ヶ瀬川、大瀬

川流域
勧告から指示 22,398 51,192

大分川 大分川 〃 大分市

計

1,299 　９／６　　３：３０

52,791

　９／６　　３：５５
宮崎樋門付近
下田尻樋門付近

勧告

夏田町ほか10地
区

桜ヶ丘２丁目 勧告

122,773
９市９
町２村

８６地区

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃

五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 宮崎県

178 　９／６　　０：００

　９／５　　２３：３０

　９／６　　７：３０

68

334 939

〃 〃 〃 〃 521

勧告

９／７　９：００解除

９／７　９：００解除

９／７　９：００解除

976 2,564 　９／６　　２：００ ９／７　９：００解除

勧告

川内川 川内川 鹿児島県 湧水町 　９／６　　５：４５ 　９／６　　１９：３０
中津川、四ッ枝

川添
勧告 282 662

球磨川 球磨川 熊本県 人吉市

緑川地区 勧告 56 150〃

　９／６　　１１：１０ 　９／６　　１９：３０
温泉町、中神町城本、
中神町大柿、小柿 勧告 431 1,073

〃 球磨川 熊本県 あさぎり町

245

須恵地区 勧告 63 確認中

637

　９／６　　１０：２０ ９／７　６：００解除

肝属川 姶良川 鹿児島県 吾平町
茶園・末次・樋ノ
口・飴屋敷地区

勧告 103

471

　９／６　　７：１５ 　９／６　　１２：００

〃 肝属川 鹿児島県 肝付町
池之園、津曲、水

窪、下之門
勧告 253

　９／６　　８：００

　９／６　　１０：００
自主帰宅のため不

明
帰宅済み

緑川 緑川 熊本県 宇土市 走潟地区 勧告 141

真幸京町地区 勧告 318

緑川 熊本県 宇土市

〃 〃 〃 えびの市

　９／６　　１５：００ ９／７　６：００解除

131

744 　９／６　　１２：３０ 　９／６　　１９：００

51

　９／６　　１７：２５

　９／６　　８：００ 　９／６　　１７：２５

弥生小田地区 勧告 21 51

山国川

126 　９／６　　１３：３０ 　９／６　　１９：３５〃 〃 〃 大口市 下殿地区 勧告

番匠川 番匠川 大分県 佐伯市

山国川 大分県 新吉富村 　９／６　　７：０５
矢方、緒方、大ノ瀬、
成恒、中村、尻高地区 勧告 450 1,350 　９／６　　１８：００

漆口地区 指示 6 10 　９／６　　　　　　　 ９／７　７：４０解除

永江、上園地区 勧告 　９／７　１５：４０

〃 球磨川 熊本県 芦北町

９／６　２２：３５解除〃 川辺川 熊本県 相良村 496

遠賀川 彦山川 福岡県 直方市 　９／６　　１０：１５ 　９／６　　１９：００下境地区 勧告 18 30

勧告 432 確認中大分川 大分川 〃 〃 　９／６　　６：３０

大野川 大野川 〃 〃 新田地区 勧告 30 確認中

金池町・顕徳町・
元町

確認中

　９／６　　１２：２０

大野川 乙津川 〃 〃 若宮団地 勧告 50 確認中

　９／６　　１３：１５

　９／６　　１２：４０

継続中
※ただし帰宅済み

大野川 乙津川 〃 〃 皆春地区 勧告 210
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