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令和４年９月２２日１０：００現在 

呉 市 総 務 部 危 機 管 理 課  

 

令和４年９月１７日からの台風１４号に係る被害状況等について 

（第２報） 
 

１ 災害体制，避難指示等の状況 

日 付 時 刻 気象状況等 災害体制 

９/17

（土） 
１６：３２ 強風，波浪注意報発表 

－ 

９/18

（日） 

１６：１１ 

大雨注意報発表 

災害準備体制（第１次防災体制）発令 
災害準備体制 

（第１次防災体制） 

１８：００ 
警戒レベル３ 高齢者等避難発令（市全域：土砂・洪水） 

災害警戒体制 

（第３次防災体制） 

災害警戒体制（第３次防災体制）に移行 

１８：３１ 暴風，波浪警報発表 

２１：３０ 大雨警報発表 

２２：００ 警戒レベル４ 避難指示発令（市全域：土砂・洪水） 

９/19

（月） 

 ４：０４ 高潮注意報発表 

１０：１０ 洪水注意報発表 

１０：５５ 洪水警報発表 

１５：２２ 高潮注意報解除 

２０：４７ 洪水注意報発表 

２１：００ 
警戒レベル４ 避難指示解除（市全域：土砂・洪水） 

災害注意体制（第２次防災体制）に移行 

災害注意体制 

（第２次防災体制） 
２３：３７ 

大雨，強風，波浪注意報発表 

洪水注意報解除 

９/20

（火） 

５：１５ 
大雨注意報解除 

災害注意体制（第２次防災体制）解除 
－ 

７：３８ 強風，波浪注意報解除 

 

２ 風雨情報 

 (1) 雨量の状況 

項 目 日 時 場 所 雨 量 

最大累加雨量 9/18 15：00 ～ 9/19 16：00 田原観測局 178.0ｍｍ 

最大時間雨量 9/19 9：50 ～ 10：50 呉観測局 35.0ｍｍ 

 

 (2) 風速の状況 

項 目 日 時 場 所 雨 量 

最大風速 9/18 20：54 呉（気）観測所 17.1ｍ/ｓ 

最大瞬間風速 9/18 20：02 呉（気）観測所 27.5ｍ/ｓ 
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３ 避難所の状況（9/18 18：00開設 ～ 9/19 21：00閉鎖） 

 避難所数 避難世帯数 避難者数 備考 

最大時 ７７施設 １２６世帯 １９８名 9/19（月）9：00時点 

 

４ 道路及び交通機関の状況 

(1) 交通規制 

№ 路線名 規制の内容 原因 復旧 備考 

１ 安芸灘大橋（川尻～下蒲刈） 
9/18 

13：00 

歩行者・

二輪通行

止め 

風速超過 
9/20 5:30 

規制解除 

 

２ 上蒲刈島循環線（蒲刈町田戸） 
9/19 

8：00 
通行止め 道路陥没  対応を検討中 

３ 中大迫清田線（倉橋町長谷） 
9/19 

9：00 
通行止め 道路陥没  

9/23 17:00 

交互通行予定 

４ 呉環状線（天応～焼山） 
9/19 

10：10 
通行止め 雨量超過 

9/20 17:30 

規制解除 
 

５ 呉平谷線（上二河町～焼山此原町） 
9/19 

11：50 
通行止め 雨量超過 

9/20 6:10 

規制解除 

 

６ 瀬野呉線（栃原町～望地町） 
9/19 

12：20 
通行止め 雨量超過 

9/20 9:30 

規制解除 
 

７ 
焼山吉浦線（吉浦町松葉～吉浦東本

町） 

9/19 

12：30 
通行止め 雨量超過 

9/20 8:50 

規制解除 

 

 

(2) 主要な交通機関 

№ 種別 会社名等 区間 状況 復旧 

１ 鉄路 JR西日本 三原駅～広島駅 

9/19 

・始発から終日運転取り止め 

9/20 

・始発から運転取り止め 

9/20 

・18時以降順次運転を再開 

２ 陸路 広島電鉄 全区間 

9/19 

・始発便から全便運休 

9/20 

・焼山熊野苗代線を除き，始

発便から通常運行 

・焼山熊野苗代線は，6時40

分以降，順次運行を開始 

３ 航路  広島・松山航路 

9/19 

・フェリー・スーパージェット 

全船運休 

9/20 

・始発便から通常運航 

４ 航路  江田島小用航路 
9/19 

・フェリー・高速船全線運休 

9/20 

・始発便から通常運航 

５ 航路  天応切串航路 
9/19 

・運休 

9/20 

・始発便から通常運航 

６ 航路 斎島汽船 
斎島航路 

三角航路 

9/19 

・始発便から終日運休 

9/20 

・始発便から通常運航 

７ 航路 しまなみ海運 小長・明石航路 
9/19 

・始発便から終日運休 

9/20 

・始発便から通常運航 
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 (3) 生活バス                    

№ 種別 会社名等 区間 状況 復旧 

１ 陸路  全区間 

9/19 

・始発便から全便運休 

9/20 

・呉苗代下条線は，始発便から

運行見合わせ 

・倉橋地区生活バス長谷線は，

重生～藤の脇間で折り返し運行 

9/20 

・呉苗代下条線及び倉橋地

区生活バス長谷線を除き，始

発便から通常運行 

・呉苗代下条線は，15 時 20

分以降，順次運行を開始 

9/24 

・倉橋地区生活バス長谷線

は，始発便から通常運行予

定。（中大迫清田線通行規制

解除予定） 

 

５ ライフラインの状況（水道，電気，ガス） 

 (1) 水道 

   断水なし 

 

 (2) 電気 

     停電（中国電力のホームページより） 

日時 地区 影響戸数 

9/18 22：10 ～ 9/19 5：38 豊浜，豊 約２，５００戸 

9/18 23：11 ～ 9/19 3：11 阿賀 約３５０戸 

9/19 3：36 ～ 9/19 3：56 阿賀，音戸，倉橋 約３，６１０戸 

9/19 4：47 ～ 9/19 7：49 音戸 約３３０戸 

9/19 16：47 ～ 9/19 18：45 川尻，安浦 約１，９００戸 

 

 (3) ガス 

   被害なし 

 

６ 人的被害・物的被害の状況 

(1) 人的被害状況 

死亡 重症 中等症 軽症 

０ ０ ０ １ 

 

 (2) 家屋被害状況 

全壊 大規模 

半壊 

中規模 

半壊 

半壊 準半壊 準半壊に至らない

（一部損壊） 

床下浸水 計 備考 

０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０  
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 (3) 公共施設等被害状況 

 

区分 
被害施設数 

・箇所数等 
主な被害施設等 

① 公共施設（学校，福祉，環

境衛生，産業振興施設等） 
９施設 

・9/18 長ノ木町の旧澤原家住宅の板塀が倒壊。仮撤去済。 

・9/19 つばき会館の音楽ホール・体育館で雨漏り。 

・9/20 白岳中学校の体育館窓ガラス，10枚ひび割れ。業者対応中。 

・9/20 天応小北校舎高架水槽の蓋が吹き飛び破損。業者対応中。 

・9/20 昭和中渡り廊下の雨樋約４ｍが吹き飛び破損。業者対応中。 

・9/20 室瀬墓地において倒木。対応を検討中。 

・9/20 二河墓地において区画法面崩壊。対応を検討中。 

・9/20 吉浦東墓園において倒木。撤去済。 

・9/20 天応墓園において土砂流入による排水路閉塞。対応を検討

中。 

② インフラ ２３か所  

 

公園 １か所 ・9/20 寺迫公園において倒木。撤去済。 

土木施設 

（道路・河川等） 
１５か所 

・9/18 和庄登町付近の歩道において倒木。撤去済。 

・9/18 清水１丁目バス停付近の目隠しフェンスが外れ落ちた。外れ

たフェンスを回収済。 

・9/19 広町において倒木。撤去済。 

・9/19 阿賀中央１丁目の道路において倒木。撤去済。 

・9/19 広長浜１丁目の道路において倒木。カラーコーンにて通行止

め。対応を検討中。 

・9/19 焼山三ツ石町の道路において岩石が散乱。撤去済。 

・9/19 阿賀北６丁目の道路において倒木。撤去済。 

・9/19 音戸町波多見６丁目の道路において倒木。撤去済。 

・9/19 神山１丁目の道路において倒木。撤去済。 

・9/20 安浦町大字中畑の道路において倒木。撤去済。 

・9/20 安浦町女子畑の道路において倒木。撤去済。 

・9/20 上長迫町の歩道において倒木。撤去済。 

・9/20 倉橋町鹿島上の道路において陥没。業者対応中。 

・9/20 仁方大歳町において里道下法が崩落。対応を検討中。 

・9/20 天応西条４丁目において里道下法が崩落。対応を検討中。 

農林施設 

（農道・林道等） 
８か所 

・9/19 西川原石において倒木。撤去済。 

・9/20 渡子（２か所）において倒木。撤去済。 

・9/20 尾立において倒木。撤去済。 

・9/20 室尾において倒木。撤去済。 

・9/20 警固屋町において倒木。業者対応中。 

・9/20 鹿老渡において農道の一部崩落。業者対応中。 

・9/21 阿賀南において倒木。業者対応中。 

港湾・漁港施設 ０か所  

上下水道施設 ０か所  

③ 普通財産 ０施設  


