
 

 

令和４年台風第１４号に関する災害情報について 
（第３報）訂正 

 
令 和 ４ 年 ９ 月 １ ８ 日 
１ ５ 時 ０ ０ 分 現 在  

           大 分 県 災 害 対 策 本 部  
 
１ 警報等の状況  
(１) 大雨警報 （凡例：●発表、○解除） 

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

● ● ●   ● ●  ●  

杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

● ● ● ●   ● ● ● 

９月１８日 ３時５０分【発表】佐伯市、竹田市、豊後大野市 
     １１時０８分【発表】大分市、別府市、由布市、日出町、宇佐市、九重町、

玖珠町 

     １４時２０分【発表】臼杵市、杵築市、中津市 

 

  
(２) 暴風警報 （凡例：●発表、○解除） 

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

９月１８日 ３時５０分【発表】大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久
見市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫
島村、日出町 

     １４時２０分【発表】由布市、日田市、竹田市、九重町、玖珠町、豊後

大野市 

 
(３) 洪水警報 （凡例：●発表、○解除） 

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

●  ●  ● ●  ●  

杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

● ● ● ●    ● ● 

９月１８日１１時０８分【発表】由布市、竹田市、佐伯市、豊後大野市 

１４時２０分【発表】大分市、臼杵市、杵築市、中津市、宇佐市、九重町、

玖珠町 



 

 

 
(４) 土砂災害警戒情報 （凡例：●発表、○解除） 

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

 ●   ●   ●  

杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

 ● ● ●   ●  ● 

９月１８日１２時１０分【発表】竹田市 

     １３時１０分【発表】佐伯市、豊後大野市 

     １３時４０分【発表】宇佐市、玖珠町 

     １４時５０分【発表】別府市、由布市、日出町 

 

 
２  災害対応状況  

９月１７日１３時００分 大分県災害対策連絡室設置 
     １７時００分 南部地区災害対策連絡室設置 
９月１８日 ３時５０分 北部地区災害対策連絡室設置 
            中部地区災害対策連絡室設置 
            豊肥地区災害対策連絡室設置 
            東部地区災害対策連絡室設置 

８時００分 西部地区災害対策連絡室設置 
      ８時３０分 大分県災害警戒本部へ切替 
            中部地区災害警戒本部へ切替 
            南部地区災害警戒本部へ切替 
            豊肥地区災害警戒本部へ切替 
            東部地区災害警戒本部へ切替 
     １３時００分 大分県災害対策本部へ切替 
            北部地区災害対策本部へ切替 
            中部地区災害対策本部へ切替 
            西部地区災害対策本部へ切替 
            南部地区災害対策本部へ切替 
            豊肥地区災害対策本部へ切替 
            東部地区災害対策本部へ切替 
 

 
３ 被害状況 
 (1)人的被害         なし 
(2)建物被害         なし 

 (3)道路被害（道路規制含む）※詳細は別紙のとおり  
  県管理道   ６件 
  市町村管理道 ３件 
    高速道路   ２件 東九州道（上下線：佐伯IC～延岡南IC）通行止 
            日出バイパス（上下線：速見IC～日出IC）通行止 
(4)河川被害         なし 
(5)土砂被害   １件 
 ①がけ崩れ   １件 豊後大野市緒方町 
(6)農林水産業被害      なし 

 (7)文教施設被害       なし 
 (8)ライフライン被害      

①停電  ２５０戸（中津市・宇佐市） 
 (9)交通被害         なし 
(10)その他被害        なし 

 



 

 

 
４ 避難指示等の発令状況   
（1） 避難指示 200,099 世帯 420,788 人 
市町村 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

世帯   40,904 27,553 33,137 16,922 7,824 9,998  

人数   83,071 62,329 67,492 36,608 16,002 20,078  
市町
村 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

世帯  25,676 15,842 15,631     6,612 

人数  53,415 33,667 33,675     14,451 

 
(2)  高齢者等避難 335,498世帯 687,747人 

市町村 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

世帯 227,321 61,919       10,785 

人数 476,386 113,506       22,193 

市町
村 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

世帯 13,298    5,624  12,656 3,895  

人数 27,417    11,315  28,130 8,800  

 
 
５ 避難者等の状況 
(１)  避難情報による避難   1,466世帯  2,197 人 

市町村 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

世帯 224 70 257 206 256 75 27 36  

人数 327 93 380 312 395 125 38 44  

市町
村 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

世帯   31 110    61 113 

人数   41 168    99 175 

 
（２）自主避難                31世帯   33人 
市町村 大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 

世帯          

人数          
市町
村 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町 

世帯      31    

人数      33    
 
 
6 その他 
  交通機関の運行状況については各機関のホームページ等で最新の情報を確認ください。 

 
※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。 



県管理道路の通行規制状況

9月18日  15時00分現在

合計 片側 5箇所 片側 4箇所

国道 片側 0箇所 片側 0箇所

県道 片側 5箇所 片側 4箇所

道路規制発生箇所数 11箇所

当　初

No. 路 線 名 場 所
規制時間 規制内容 規制時間 規制内容

原因 区間 迂回路

【令和４年　台風第１４号】

1 佐賀関循環線 大分市佐賀関 9月16日 11時30分 全面通行止 全面通行止 － 越波 1.0ｋｍ 未定 有

2 四浦港津井浦線 佐伯市上浦 9月17日 19時00分 全面通行止 全面通行止 － 越波 4.0ｋｍ 未定 有

3 中津山国自転車道線 中津市本耶馬渓町 9月18日 11時00分 全面通行止 全面通行止 有 水位上昇 1.2km 未定 有

4 白丹竹田線 竹田市久住町 9月18日 11時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 10m 未定 有

5 飯田高原中村線 九重町田野 9月18日 12時20分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 未定

6 飯田高原中村線 九重町 9月18日 12時20分 片側交互通行 9月18日 14時00分 解除 有 倒木

7 白丹竹田線 竹田市下志土知
シモシトチ

9月18日 13時00分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 10m 未定

8 川登臼杵線 臼杵市大字乙見 9月18日 13時00分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 未定

9 古江丸市尾線 佐伯市蒲江大字波当津浦 9月18日 15時00分 全面通行止 全面通行止 有 事前規制 2.3km 未定 有

10 下世利寒田線 大分市宮崎 9月18日 14時40分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 10m

11 塚原天間線 別府市 9月18日 15時00分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 50m 未定 有

解除 1箇所

解除 0箇所

現　行

全面 6箇所 解除 1箇所

解除 0箇所全面 0箇所

当初

全面 6箇所

全面 0箇所

全面 6箇所

現　　行 9月18日  15時00分現在

通行止め解
除見込み

全面 6箇所

解除 0箇所

前回
から
変更

解除 0箇所規制状況

集 計
→



市町村道路の通行規制状況

9月18日15時00分現在

合計 片側 0箇所 片側 0箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

道路規制発生箇所数 3箇所

当　初

No. 路 線 名 場 所
規制時間 規制内容 規制時間 規制内容

原因 規制区間 迂回路

【令和４年　台風第１4号】

1 浜脇観海寺線 別府市大字別府 9月18日 12時30分 全面通行止 9月18日 12時30分 全面通行止 有 事前規制（倒木落石） 1.7㎞ 未定 有

2 南埋立1号線 別府市浜町17番外 9月18日 13時20分 全面通行止 9月18日 13時20分 全面通行止 有 事前規制（越波） 30m 未定 有

3 松原明石線（ひめしまブルーライン） 東国東郡姫島村 9月18日 13時00分 全面通行止 9月18日 13時00分 全面通行止 有 事前規制（越波） 4.0㎞ 未定 有

当初 現　　行 9月18日15時00分現在

全面 3箇所 解除 0箇所 全面 3箇所 解除 0箇所

全面 0箇所 解除 0箇所 全面 0箇所 解除 0箇所

現　行
前回
から
変更

通行止め解
除見込み

解除 0箇所全面 2箇所 解除 0箇所 全面 2箇所

規制状況

集 計
→


