
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年台風１４号による被災状況 
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令和４年９月２５日 
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１. 気象状況 

（１）気象警報 
    令和４年９月２０日（火）午前４時５１分までに県内の警報全て解除 

     

２. 県内の対応状況               

（１）県の対応 
・９月１７日（土）１５時    災害対策本部設置 

・９月１７日（土）１６時    第１回災害対策本部会議 

・９月１８日（日）１１時    災害救助法の適用 

・９月１９日（月）１０時    自衛隊派遣要請（三股町土砂災害対応） 

・９月１９日（月）１１時３０分 第２回災害対策本部会議 

・９月１９日（月）１３時３０分 自衛隊派遣要請（高原町給水） 

・９月２１日（水）１４時０５分 知事と市町村長との Web 会議 

・９月２２日（木）１４時    第３回災害対策本部会議 

・９月２２日（木）１５時    災害救助法の適用終了 

 

（２）市町村の対応警戒体制 

災害対策本部：高原町、椎葉村、美郷町 

   災害警戒本部：諸塚村 

    

３. 被害状況 
（１）人的被害・住家等被害 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
【住家被害について】 
 県が市町村への聞き取りを通じて集計した住家被害（一部破損、浸水等）は 
約１，６００棟である。ただし、この数は個別調査の結果ではないため、調査に 
より確定した数を上記表に計上している。 

行方 一部 床上 床下 公共 その
不明 重傷 軽傷 破損 浸水 浸水 施設 他　

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟
9

1 1 8 176 75 18 26
1 4 290 155

2 4 2
1 2 15

1 93 45
1

68 86
1 2

1 10 49
1 1 1
34 1

1 1
1 2

1 6 4 6 1 2 14
1 2 6

1 17 9 12
1

3 0 3 21 1 9 53 667 426 20 70

小林市

西米良村

綾町

日向市

非住家被害

西都市

延岡市
日南市

死者 負傷者 全壊 半壊

宮崎市
都城市

市町村

人的被害 住家被害

美郷町
日之影町

計

椎葉村

串間市

三股町
国富町

諸塚村

高鍋町

門川町
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【人的被害の詳細】 
※宮崎市：４０代女性が避難所に入ろうとした際、滑って転倒し頭部を負傷。 
※宮崎市：５０代女性が強風で飛ばされコンクリートで前頭部打撲。 
※宮崎市：６０代女性が突風にあおられて転倒。 
※宮崎市：８０代男性が玄関ドアを開けたところ、強風により頭部を負傷。 
※宮崎市：５０代男性が強風にあおられて転倒し、負傷した。 
※宮崎市：７０代女性が風にあおられて転倒。 
※宮崎市：８０代男性が避難所から帰宅する際に、入り口に設置されていた浸水防

止フェンスに足が引っ掛かり転倒。 
※宮崎市：７０代男性が、台風の影響で割れた窓ガラスで胸部を負傷した。 
※宮崎市：５０代女性が実家から自転車を押して帰宅中に、風にあおられて転倒。 
※都城市：車両水没（６０代男性） 
※延岡市：高齢の女性が風にあおられ転倒。 

※延岡市：転倒 
※延岡市：避難場所で椅子に座ってバランスを崩し転倒。 
※延岡市：片づけ中に右腕けが 

※延岡市：路上で倒れていたもの（高齢男性） 
※日南市：強風で居間のガラスが割れ頭頂部を負傷。75 歳男性が頭頂部を１ｃｍの

切創。 
※日南市：倉庫に雨合羽を取りにドアを開けたが、強風でドアが閉まり右腕を挟ま

れた。右前腕に剥皮創、右手背部に剥皮創及び擦過傷。 
※小林市：40 代男性が、強風にあおられ屋根から転落したが、大きな外傷等はなし。 
※小林市：80 代男性が、屋外で強風にあおられ転倒。大腿骨を骨折する重傷 
※小林市：70 代女性が、屋外で強風にあおられ転倒。転倒の際、後頭部を強打。 
※串間市：総合体育館２階窓ガラス破損。破損したガラスにより女性一人が負傷 

※三股町：土砂災害（４０代男性） 
※国富町：停電時に転倒し右足骨折 
※諸塚村：自宅付近の見回り中、風にあおられ転倒 
※椎葉村：転倒し骨折 
※美郷町：90 代以上女性が避難所へ向かう途中に負傷した。 
※日之影町：自宅裏山の崩壊による土砂除去中のケガ。胸を痛がり救急搬送。 

 
【孤立状態にある集落等の状況について】 
 別紙１のとおり 

 
 （２）避難指示等 

① 避難指示等の発令状況 

   令和４年９月２０日（火）午前７時００分までに全て解除 

② 避難状況 
   別紙２のとおり 

 

（３）ライフライン関係被害 
① 交通 

  ・ＪＲ：吉 都 線 全線で終日運転見合わせ 

      日 南 線 「南郷～志布志」間は終日運転見合わせ 

      日 豊 本 線 通常どおり運転 

      宮崎空港線 通常どおり運転 
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  ・路線バス：一部を除き通常どおり運行 

  ・高速バス：通常どおり運行 

  ・航 空 機：通常どおり運行 

  ・宮崎カーフェリー：通常どおり運行 

 

 

② 水道 
   ・別紙３のとおり 

 

③ 下水道  
・都城浄化センター（一部浸水）：除塵機及び脱臭ファンに損傷有り 

※処理機能に問題なし 

・諸塚浄化センター（冠水）：機能停止 

※汚水はバキューム車にて場外移送中 

・大堂津第１汚水中継ポンプ場（一部浸水）：仮復旧により機能回復 

 

（４）土木関係被害 

① 道路 別紙４のとおり 
② 河川 西之園川（河川埋塞）※人家等なし 
③ 港湾 方財海岸（流木大量漂着）、美々津港（物揚場被災、護岸被災、導流堤 

   被災、防砂堤被災）、細島港（SOLAS フェンス被災）、延岡港（流木漂 
   着）、福島港（流木漂着） 

④ 公園 別紙５のとおり 
 

（５）農林水産関係被害                                                      

① 水稲 

・倒伏（全域） 

・冠水（国富町、西都市等） 

・土砂流入（日向市、延岡市、高千穂町、日之影町等） 

 

② 飼料作（飼料イネ含む） 
・倒伏（全域） 

 

③ 果樹 
・なし 落果（小林市、都農町等） 

・くり 落毬（小林市、美郷町、高千穂町、日之影町等） 

 
④ 露地野菜 

     ・にんじん・だいこん 株の流亡（小林市等） 

   ・露地なす等の露地野菜 茎葉折損（高千穂町等） 

 

⑤ 施設野菜 
・浸水・冠水（宮崎市、西都市、国富町等） 

   ・葉茎の折損（全域） 

 

⑥ 花き 
・しきみ 倒伏（延岡市） 
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⑦ 施設園芸用ハウス 

    ・ハウス被覆資材の破損（全域） 

 

⑧ 畜産（畜舎含む） 
・牛舎被害  

地区：高千穂町岩戸地区 

    内容：土砂崩れにより牛舎が道路に押し流され、４頭が死亡（親牛３頭、子牛
１頭）、子牛１頭が不明。 

・ＪＡ宮崎中央家畜市場 

地区：宮崎市跡江 

    内容：牛舎、セリ市場、事務所が冠水。復旧作業中。 

・採卵鶏被害① 

  地区：都城市高崎町 

  内容：停電に伴う換気扇停止により、採卵鶏約６万羽が死亡。 

   ・採卵鶏被害② 

    地区：児湯郡新富町 

    内容：停電に伴う換気扇停止により、採卵鶏約４万羽が死亡。 

 

⑨ 農地 
・農地１０２か所、農業用施設（水路、農道、頭首工、揚水機）５８か所で被 

害が発生。 

  

⑩ 水産、漁港等 
・共同利用施設 

    地区：県内全域合計５４か所 

    内容：漁具倉庫、荷捌き施設、冷蔵施設、畜養施設、給油施設、加工施設、製
氷施設等で施設の破損、機器の故障等が発生。 

・漁協事務所等 

    地区：延岡市、一ツ瀬、日南市、串間市等１４か所 

内容：ガラス破損、浸水等の被害が発生。 

   ・漁具 

地区：串間市、延岡市の２か所 

内容：磯建網の流出、定置網の破断の被害が発生。 

・漁船等 

    地区：北浦、川南、宮崎市、日南市、西都市の１２か所 

内容：合計２０隻の漁船が転覆、浸水。 

   ・養殖施設等 

地区：延岡市、串間市、宮崎市、椎葉村、西都市、日南市、高千穂町、綾町、
新富町、日向市の１９か所 

内容：ロープ破断、養殖いけす流出、土砂流入、施設の破損が発生 

・養殖物 

    地区：門川町、日南市、串間市、延岡市、都農町、高千穂町、椎葉村、日向市
の１２か所 

内容：アジ、カンパチ、マダイ、ハマチ、畜養イセエビ、ヤマメ、アワビ、ニ
ジマス、チョウザメ、イワガキ、ひらめなどのへい死が発生 

  ・漁港施設 

    漁港名：宮野浦漁港、大堂津漁港、南浦漁港海岸、門川漁港海岸、都濃漁港 

海岸、川南漁港海岸、鵜戸漁港海岸、宮浦漁港海岸、富土漁港海岸、 

大堂津漁港海岸 

    内容：防風フェンス基板破損、舗装破損、防波堤の被覆ブロック飛散、流 

       木漂着 

・その他 

4



 

地区：日向市、延岡市、五ヶ瀬町、新富町、串間市、延岡市の６か所。 

内容：リフトの故障やタグボートの転覆が発生。 

 

⑪ 林道 
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、日向市、西都市、西米良村、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町（１４市町村）で法面崩壊等が
発生 

 

⑫ 林地 

都城市、日南市、小林市、日向市、串間市、えびの市、三股町、高原町、 

西米良村、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 

（１６市町村）で林地崩壊等が発生 

 

⑬ 自然公園 
高原町、高千穂町で九州自然歩道の手摺り、法面等が被災 

 

⑭ 森林 
都城市、小林市、えびの市、西米良村、木城町、川南町、高千穂町（７市町村）
で風倒木被害が発生 

 

⑮ 木材加工流通施設 
日向市及び延岡市で木材加工機械及び資材倉庫等に被害が発生 

 

⑯ 特用林産施設 
綾町及び都城市で生産施設破損等が発生 

 
（６）商工関係被害 

① 商工業関係 
県内５５６事業者で被害発生 
宮崎市１１３、都城市５９、延岡市６７、日南市４４、小林市１６、日向市２４、
串間市８、西都市３２、えびの市１５、三股町７、高原町７、国富町９、 
高鍋町１６、新富町９、西米良村２７、木城町２、川南町６、都農町５、 
門川町６、諸塚村１１、椎葉村７、美郷町４５、高千穂町６、日之影町１１、 
五ヶ瀬町４ 
※上記以外の町については現在調査中 

 
・主な被害 
浸水、屋根損壊、看板落下・破損、外壁の剥がれ、シャッターの破損 等 

 
② 観光業関係 

民宿建物の地盤崩落（椎葉村） 
高千穂峡遊歩道一部崩壊（高千穂町） 

都城島津邸御門倒壊（都城市） 
鵜戸神宮楼門屋根部分の銅板剥落（日南市） 
 

（７）社会福祉施設等関係被害 
① 児童福祉施設 
 ア 保育所・幼稚園・認定こども園等 

被害８５施設 
    （宮崎市１７施設、都城市２１施設、延岡市１６施設、日南市２施設、 

小林市７施設、日向市１施設、串間市１施設、西都市３施設、 
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えびの市１施設、高原町３施設、高鍋町１施設、新富町２施設、 
川南町４施設、門川町２施設、高千穂町４施設） 

    （屋根・カーポート・門扉の破損、床上浸水等） 

イ 児童養護施設 

  被害２施設 

（都城市１施設、高原町１施設） 

（施設一部損壊２、断水１） 

ウ 児童心理治療施設 

被害１施設（日向市１）（雨漏り） 

   エ 児童自立支援施設(都城市) 

     被害１施設(都城市１) (雨漏り) 

 

② 障がい者（児）福祉施設 
被害３３施設（延べ数） 

ア 物的被害 ３２施設 

（都城市４施設、延岡市２施設、日南市５施設、小林市１施設、日向市４施設、 
串間市１施設、西都市２施設、えびの市１施設、高原町１施設、国富町４施 
設、綾町４施設、新富町４施設、木城町１施設、門川町１施設） 

 （カーポートの破損、倉庫の破損、野菜等の苗の被害、屋根の損壊、 
床上浸水 ビニールハウス損壊、車両の浸水、トランポリンの損壊、 
ブロック塀損壊、窓 の破損など）  

イ 人的被害 １施設 

（国富町１施設）（利用者右足骨折） 

 

③ 老人福祉施設       
    被害１１施設（都城市３施設、延岡市３施設、日南市１施設、日向市１施設、 

串間市１施設、高鍋町２施設） 
   （人的被害なし。浸水、外門一部破損、屋根一部損壊、断水） 

 
④ 医療施設  
 現在、各医療機関の被害状況を確認中。 

（雨漏り、停電等のあった医療機関があるが、被害状況を確認した全１３２医療 
機関については、診療機能は確保できている。診療所については、引き続き被害
状況を確認中。 
 

⑤ その他 
・自立援助ホーム 

（宮崎市１施設、延岡市１施設。施設一部破損１、雨漏り１） 

・ファミリーホーム（宮崎市１施設。雨漏り１） 

 
（８）教育関係被害 

① 人的被害 
現時点で報告なし 

 
② 公立小中学校 （別紙６） 
・被害校（２４２校） 
宮崎市７２、綾町２、日南市２２、串間市９、西都市３、高鍋町２、 
新富町２、西米良村１、川南町５、都農町２、都城市１８、三股町７、 
小林市２１、えびの市９、高原町６、延岡市３３、日向市１６、門川町２、 
諸塚村２、椎葉村５、美郷町１、日之影町１、五ヶ瀬町１ 

・主な被害 
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停電、窓ガラスの破損、雨漏り、倒木、天井破損、斜面の土砂崩れ 等 

 
③ 県立学校 
・学校施設の被害（４６校） 

【高校３４校】 
宮崎工業、宮崎北、宮崎東、宮崎海洋、宮崎南、宮崎大宮、宮崎農業、 
宮崎商業、佐土原、延岡工業、延岡商業、延岡星雲、延岡青朋、延岡、 
高千穂、日向、日向工業、妻、本庄、都城農業、都城工業、都城商業、 
都城西、都城泉ヶ丘、飯野、高城、日南、日南振徳、福島、富島、門川、 
高鍋、小林、小林秀峰 

【特別支援学校１２校】 
みやざき中央、みなみのかぜ、清武せいりゅう明星視覚、都城きりしま、都城
さくら聴覚、小林こすもす、日向ひまわり、元延岡わかあゆ、日南くろしお、
延岡しろやま、延岡しろやま高千穂校 

【中等教育学校１校】 
五ヶ瀬中等教育学校 

・県立学校関連施設の被害 
教職員住宅、寮ほか １１施設 

・主な被害 
シャッター破損、照明破損、フェンス破損、屋根破損、窓ガラス破損、浸水、雨
漏り、倒木 等 

 
④ 私立学校 

  ・被害箇所（１５カ所） 
  ・主な被害 
   屋根（校舎防水シート、部活動練習場、渡り廊下、車庫、駐輪場等）破損、 

外壁落下・破損、窓ガラス（教室、寮、部室）破損、門扉・フェンス破損、 

シャッター破損、倒木 

  ・９月２０日、停電等の影響により３校が臨時休業（２１日から通常授業） 

 

⑤ 県立産業技術専門校 
建築設備科実習棟の屋根部破損（本校） 
ガラス、アクリル天板破損等（高鍋校） 

 
（９）その他 

  （企業局関連） 
・  細島工業団地への工業用水道の供給について、北部管理事務所における 

ポンプ停止により、受水企業へ節水を要請。９月２２日午前９時３０分にポ 
ンプを仮復旧し、節水制限解除 

・ 一ツ瀬川県民ゴルフ場のコース冠水は解消し、復旧作業中。 
・ 企業局庁舎８階倉庫窓落下 応急処置済  

   
  （病院局） 

・ 医師公舎等の窓ガラス破損 
 

（県庁舎） 
本庁域庁舎 
・ 本館 １階給湯室天井パネル落下（９／１８確認） 
・ 本館・７号館・防災庁舎 等 雨漏り発生（９／１８～９／２０確認） 
・ １号館４階 通用口ドアガラス破損（ひび）（９／１９確認） 
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・ 防災庁舎 空調排気ダクト破損（９／２０確認） 

・ ２号館３階廊下天井パネル落下（９／２０確認） 
 
総合庁舎 
・ 小林総合庁舎・延岡総合庁舎 等 雨漏り発生（９／１８～９／２０確認） 
・ 小林総合庁舎 天井パネル落下（９／２０確認） 
・ 都城総合庁舎 窓ガラス破損（９／２０確認） 
・ 串間総合庁舎  倉庫外壁一部破損（９／２０確認） 

 
（水産試験場） 

・ 飼育施設等の破損など 
 

４. 県の対応状況 
（１）中小企業特別相談窓口（商工政策課、商工政策課経営金融支援室） 
   台風 14 号被害に起因する商工業者の経営・金融相談に対応するため、 
  ９月 20 日に県や商工会・商工会議所等に「中小企業特別相談窓口」を設置 

 

（２）宮崎県中小企業融資制度（商工政策課経営金融支援室） 
       台風 14 号による損害又は台風 14 号を原因とする休業等に伴う売上減少等の間

接的な損害を受けた中小企業者の経営安定を図るための長期・固定・低利の融
資制度 

 
○経営支援・災害対策貸付（災害対策） 

   【融資対象者】県内における同一事業歴６か月以上の中小企業者及び組合 
   【融資限度額】設備 5,000 万円（8,000 万円） 
                  運転 3,000 万円（8,000 万円） 
          ※カッコ内は組合 
   【融資期間】  設備 10 年以内（18 月以内） 
                  運転 ７年以内（12 月以内） 
                  ※カッコ内は据置期間 
   【融資利率】 年 1.00～1.50％ 
   【保証料率】 年 0.40～1.50％ 
    【申込手続】 市町村の発行する被災証明書又は 
          県の証明を受けた災害対策用被害状況認定書が必要 
 

○経営支援・災害対策貸付（災害対策（特例）） 
   【融資対象者】県内における同一事業歴６か月以上の中小企業者及び組合 
   【融資限度額】設備 5,000 万円（8,000 万円） 
                  運転 3,000 万円（8,000 万円） 
          ※カッコ内は組合 
 
   【融資期間】  設備 10 年以内（18 月以内） 
                  運転 ７年以内（12 月以内） 
                  ※カッコ内は据置期間 
   【融資利率】 年 1.00～1.50％ 
   【保証料率】 年 0.20～0.75％ 
    【申込手続】 市町村の証明を受けた災害対策特例用被害状況認定書が必要 
 
（３）災害に係る県税の特例措置（税務課、各県税・総務事務所） 
○徴収の猶予（全ての税目） 

    災害その他の事実により一時に納税することができないと認められる場合、一
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定期間徴収を猶予 

○期限の延長（全ての税目） 
    災害その他のやむを得ない理由で、申告・申請・請求その他の書類の提出期限

又は納付納入期限までにこれらの行為をすることができないと認められる場合、
これらの期限を延長 

○減免（個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、鉱区税） 
    天災その他特別の事情がある場合において、県税の減免を必要とする者は、県

税を減免 
 （４）みやざきの農を支えるひなた資金制度（農業普及技術課） 
    台風１４号による農作物等被害を受けた農業者を支援するため「災害資金」を

発動し、金利負担軽減措置による農業経営の維持安定を支援。 
 ○災害資金 

  【融資対象者】以下の条件を全て満たす者 
①指定された災害により農畜産物に被害を受けた農業者 
②農畜産物の減収見込量が過去３か年の平均収量の３０％以上で、
かつ、減収見込額が過去３か年の平均農業総収入額の１０％以上
であることを市町村長が証明したもの 

  【資金使途】 被害農業者の経営の再建に要する営農経費 
         ※生活費及び負債の借換えに要する経費は対象外 

【融資限度額】３００万円 
【融資期間】 ７年以内（うち据置期間３年以内） 
【融資利率】 ０．２０％ （融資当初５年間のみ。６年目以降は１．８５％。） 
【申込手続】 市町村の証明を受けた災害資金細部調書が必要 

 
５. その他の対応状況 
（１）高原町における水道施設の被災について 

  令和４年９月１９日（月） 

  １３：３０ 自衛隊派遣要請により給水車派遣 

  １５：００ 自衛隊派遣要請による給水開始 

県備蓄保存水を供給開始（宮崎県トラック協会輸送） 

  １５：３０ 民間企業からミネラルウォーター寄付の受入れ 

  ２０：００ 自衛隊派遣要請による給水を一時中止 

  令和４年９月２０日（火） 
  ０９：００ 自衛隊派遣要請による給水再開 

２０：００ 自衛隊派遣要請による給水を一時中止 

令和４年９月２１日（水） 
  ０９：００ 自衛隊派遣要請による給水再開 

２０：００ 自衛隊派遣要請による給水を一時中止 

令和４年９月２２日（木） 
０９：００ 自衛隊派遣要請による給水再開 

２０：００ 自衛隊派遣要請による給水を一時中止 

令和４年９月２３日（金） 
０９：００ 自衛隊派遣要請による給水再開 
０９：３０ 日南市から応援派遣された給水車による給水開始 
２０：００ 自衛隊派遣要請による給水を一時中止 

令和４年９月２４日（土） 
０９：００ 自衛隊派遣要請による給水再開 

２０：００ 自衛隊派遣要請による給水を一時中止 

令和４年９月２５日（日） 
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０９：００ 自衛隊派遣要請による給水再開 

 

（２）災害ボランティアセンターの設置について 
① 延岡市災害ボランティアセンター（延岡市社会福祉協議会） 

    設置時期：９月２０日（火） 午前１０時 
    参集範囲：延岡市内外問わず 

② 西都市災害ボランティアセンター（西都市社会福祉協議会） 
設置時期：９月２０日（火） 午後４時 

 参集範囲：宮崎県内のみ 
③ 日向市災害ボランティアセンター（日向市社会福祉協議会） 

設置時期：９月２１日（水） 午前９時 
 参集範囲：日向市民のみ 

 
（３）日本赤十字社宮崎県支部から支援物資の提供 

   都城市：毛布２４０枚、ブルーシート１２０枚 等 

   延岡市：毛布５００枚、ブルーシート６００枚 等 

   新富町：毛布４０枚 

 

 （４）国土交通省 九州地方整備局からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣（９月２２日～） 
    （先 遣 隊）西都土木事務所 西米良駐在（１班） 

           日向土木事務所 諸塚駐在 （１班） 

 

    （現地調査隊）西米良村（道路４班、河川１班） 

           諸 塚 村（道路５班、河川１班） 

           椎 葉 村（道路５班、河川１班） 
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（別紙１）

宮崎県災害対策本部まとめ

（令和４年９月２５日　１５時現在）

町村名 地区数 地区名 対象世帯数・人数 原　因 現在の状況及び今後の見込み 備　考

西都市 1 上揚地区 11世帯15人 ・道路崩落

・道路啓開中

・解消見込みは未定

・水や食料は供給されている

・道路の寸断はあるが、歩いて往来可能

椎葉村 6

中塔区、尾向区、不土野区、

栂尾地区、大河内区、上椎葉地区 32世帯59人 ・道路決壊等

・道路啓開中

・解消見込みは未定

・水や食料は地区内で確保できており、村の

備蓄もある

諸塚村 1 八重ノ平地区 2世帯 倒木・崩土

・道路啓開中

・解消見込みは未定 ・水や食料は地区内で確保できている 解消

美郷町 1 西郷山三ケ地区 13世帯25人 道路決壊

・道路啓開中

・最も遅い集落では１０日程度

かかる見込み

・水や食料は地区内で確保できている

・道路の寸断はあるが、歩いて往来可能 解消

高千穂町 1 向山尾狩地区 3世帯6人 法面崩壊

・道路啓開中

・本日中をめどに解消見込み

・水や食料は町で準備中

・道路の寸断はあるが、歩いて往来可能 解消

日之影町 1 岩井川地区 3世帯8人 道路決壊

・道路啓開中

・今週末解消見込み

・水や食料は地区内で確保できている

・道路の寸断はあるが、歩いて往来可能 解消

五ヶ瀬町 1 三ケ所舟の谷地区 3世帯14人 道路決壊

・道路啓開中

・本日中に解消見込み

・水や食料は地区内で確保できている

・道路の寸断はあるが、歩いて往来可能 解消

※　いずれの集落とも連絡は取れている。

※　市役所、役場からの急を要する対応の要請はない。

孤立状態にある集落等の状況について
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9月25日 15:00 現在

避難世帯数（世帯）

宮崎市

国富町

綾町

日南市

串間市

都城市 4

三股町

小林市

えびの市

高原町

西都市

高鍋町

新富町

西米良村 1

木城町

川南町

都農町

延岡市

日向市

門川町

諸塚村 5

椎葉村 1

美郷町

高千穂町

日之影町

五ヶ瀬町

11

西臼杵

集計 18

東臼杵
6

3

児湯 2

北諸県
7

西諸県

中部

南那阿

（別紙2）

避難状況（自主避難含む）

地域 市町村
避難状況

避難者数（人）
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【様式1-1】 【被害情報】

令和4年台風14号　宮崎県水道施設被害状況（９／１７～）

戸数 人口 戸数 人口 戸数 人口

宮崎県 1
宮崎市（田野町の一部）
八重、野﨑地区

停電 断水 69 －

9月19日2時復旧

69 － 2022/9/19 8:30 － 2022/9/19 14:00

宮崎県 2
宮崎市（高岡町の一部）
瀬越、赤城地区

停電 断水 29 －

9月19日発電機による対応により復旧予定

29 － 2022/9/19 8:30 － 2022/9/19 15:15

宮崎県 3
宮崎市（南条地区等、高
岡町の一部）

停電 断水 171 0
給水ポイント設置。仮復旧。応急給水
中。

171 0 2022/9/19 15:15 2022/9/19 15:15 2022/9/20 17:30

宮崎県 4
都城市（上椎屋簡易水
道）

停電 断水 40 発電機設置により復旧 40 2022/9/20 11:00

宮崎県 5 都城市（高野簡易水道） 停電 断水 10 発電機設置により復旧 10 2022/9/20 13:00

宮崎県 6 延岡市（上北方区） 配水管の破損 断水 36 －

19日朝、給水袋配布対応
→道路冠水のため、現地調査不可
→給水車で14時、給水開始。配水管
破損、仮配管で復旧。

36 － 2022/9/19 14:00 2022/9/19 14:00 2022/9/23 17:30

宮崎県 7 日南市（目井津地区） 停電 断水 520 －
原因究明し、現在、通水再開
（2022/9/19 9:50）
→通水洗浄し、問題なし。

520 － 2022/9/19 9:30 2022/9/19 9:50 2022/9/19 15:20

宮崎県 8 小林市（北部地域）
停電（停電の影響で、標高の高い地
域が断水と復旧を繰り返している。）
及び導水管の一部破損。

断水 1,672 －
給水ポイントを２箇所設置し、給水タ
ンクにより応急給水活動中。

1,672 2022/9/19 10:00 2022/9/19 10:00 2022/9/23 16:00

宮崎県 9 小林市（須木地域）
停電（停電の影響で、標高の高い地
域が断水と復旧を繰り返している。）
及び導水管の一部破損。

断水 145
給水ポイントを２箇所設置し、給水タ
ンクにより応急給水活動中。１箇所、
消火栓より応急給水活動中。

125 20 2022/9/19 10:00 2022/9/19 10:00 2022/9/25予定

宮崎県 10 日向市（南部地区）
停電により、送電ポンプを自家発電
で稼働中。配水量が送水量を上回っ
ている。

断水の可能性有 0 － 送水ポンプ復電し、断水解消 － － 2022/9/19 9:55 － 2022/9/19 14:35

宮崎県 11
西都市（上の宮地区、寺
原地区の一部）

停電 断水 116 250

停電継続中であるが、非常用発電機設置に
より仮復旧し,断水解消。

116 250 2022/9/18 20:30 2022/9/19 15:40 2022/9/18 15:40

宮崎県 12
高原町（常盤台浄水場、
上水道事業）

２つある水源（湧水）のうち１つが土
砂崩れにより使用不能。またそこか
らの導水管も土砂崩れにより破損。
浄水場への導水不可。配水池の貯
水量減少を確認。

断水 不明 3,304 5,800

ポリタンク及び給水袋を配布。配布す
る水については、町内の他の浄水施
設より供給
→災害派遣要請適応、自衛隊派遣
(給水車10台(5台×2で常時使用))

3304 5800 2022/9/19 9:30 2022/9/19 15:00 未定

宮崎県 13
綾町（上畑、古屋、大平
山、二反野、陣之尾）

停電 断水 200 －

・発電機で対応し、仮復旧（１５０世
帯）
・断水が継続する世帯には給水袋配
布中（二反野、陣之尾 ５０世帯）

200 － 2022/9/19 10:40 2022/9/19 10:40 2022/9/21 15:00

宮崎県 14 西米良村（越野尾地区） 導水管（VP）破損（破損延長約30m）

現在、配水池内の浄水を供
給しているため断水は発生
していないが復旧が２２日
以降となった場合、全戸断
水の可能性が大きい

0 0

現在飲料水のみ供給。導水管を山中
の山肌へ這わせているため資材の搬
入、施工が困難。節水を防災無線で
広報中。
22、23日で施工完了

2022/9/20 10:00 2022/9/23 15:00

宮崎県 15 木城町（川原地区） 停電 なし 0 0
停電復旧次第、解消予定
現在、現場対応中
→発電機を使用し、給水開始。

0 0 2022/9/19 13:30 2022/9/19 13:30 2022/9/19 11:00

宮崎県 16 木城町（石河内地区） 停電 なし 0 0
停電復旧次第、解消予定
現在、現場対応中
→発電機を使用し、給水開始。

0 0 2022/9/19 13:30 2022/9/19 13:30 2022/9/20 19:00

宮崎県 17 門川町（牧山地区） 停電により送水ポンプが停止 50 停電解消により給水は復旧済み 50 2022/9/20 16:00

（別紙３）

担当：宮崎県庁衛生管理課　 2022.9.25 　15時00分時点

都道府県 No 被害事業体名 被害発生状況
給水制限状況

（断水又は濁水等）
給水制限
開始時刻

断減水等の影響 復旧対策状況
（系統変更、給水車対応等）

復旧 給水制限
終了時刻

未復旧
状況確認日時 仮復旧 完全復旧
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【様式1-1】 【被害情報】

宮崎県 18
門川町（大池）営農飲雑
用水

停電により送水ポンプが停止 30 停電解消により給水は復旧済み 30 2022/9/21 9:00

宮崎県 19
諸塚村(諸塚、家代[えし
ろ]、滝の下）

停電、導水管の一部破損 断水 199 通電し完全復旧。 199 2022/9/19 11:40 2022/9/20 13:00 2022/9/20 19:00

宮崎県 20 椎葉村（尾田山中地区）
台風災害による破損
→配管損傷

断水 25 37 配管修繕 25 37 2022/9/19 8:30 － 2022/9/19 16:00

宮崎県 21
美郷町（宇納間地区の一
部）

導水管破裂 断水 337 640 導水管工事し、断水解消 337 640 2022/9/19 14:30 － 2022/9/19 14:30

宮崎県 22 美郷町（和田地区） 停電 断水 92 －
20ℓポリタンクを各家庭・避難所に配
達で対応中。

92 2022/9/19 16:10 － 2022/9/22 17:00

宮崎県 23
美郷町（鬼神野、上渡川、
小八重地区）

導水管破損、停電 272 272 2022/9/23 9:00

宮崎県 24
高千穂町（天岩戸簡易水
道）

第１水源池濁度上昇により、第３水
源池を使用していたが、取水口に石
等流入し、取水量激減により、配水
池水位が不足したもの

断水 276 －
給水ポイント設置済。現在、洗管作業
中。２０日午前中に貯水、配水見込
み。

276 － 2022/9/19 10:20 2022/9/19 18:00 2022/9/20 9:30

宮崎県 25
高千穂町（向山北簡易水
道）

水源池濁度上昇により、配水池への
送水一時停止
停電発生中により、送水ポンプ停止
中

断水の可能性有 64 －

給水ポイント設置予定。水源地の濁
度低下及び停電復旧次第復旧予定。
電源は午前中には復電の見通し。濁
度の復旧見込み未定。

0 64 － 2022/9/19 11:10 未定

宮崎県 26
高千穂町（五ヶ所簡易水
道）

停電により配水池への送水停止 断水の可能性有 0 －

停電復旧次第復旧。
18：00　倒壊電柱応急復旧済み。復
電。9/20　9：30時点配水池水位未確
認だが、通水はしている。

0 2022/9/19 10:30 － 2022/9/20 9:30

宮崎県 27
日之影町（四ヶ惣地区全
域）

停電により送水ポンプが停止し配水
池の水位が低下(夜間断水により復
旧)

無し 219 － 219 － 2022/9/19 10:00 2022/9/20 5:00

宮崎県 28
日之影町（日之影地区全
域）

水源（取水口）の詰まり 無し 150 － 150 － 2022/9/19 19:00 2022/9/21 5:00

宮崎県 29
日之影町（宮水地区の一
部）

断線による中継ポンプの停止 無し 122 － 122 － 2022/9/19 16:00 2022/9/20 12:00

宮崎県 30
日之影町（椎谷高巣野地
区全域）

断線による中継ポンプの停止 無し 102 － 102 － 2022/9/20 20:00 2022/9/22 5:00

宮崎県 31
日之影町（大人地区の一
部）

水源地の土砂堆積 無し 82 － 82 － 2022/9/19 21:00 2022/9/21 18:00

宮崎県 32
日之影町（星山地区全
域）

水源地の土砂堆積・導水管破損 断水中 18 －
給水車で対応。水源地の土砂撤去・
導水管修理。

18 2022/9/20 21:00 2022/9/23 13:00

宮崎県 33
日之影町（糸平地区全
域）

水源地の土砂堆積・導水管破損 断水中 11 － 水源地の土砂撤去・導水管修理。 11 2022/9/22 7:00 2022/9/23 13:00

宮崎県 34 五ヶ瀬町（大石地区）
電気室が倒壊。配水池に給水できて
いない。

断水の可能性有 17 － 給水車を確保し、配水池に配置。 17 － 2022/9/19 14:00 2022/9/19 20:00 未定

計 8,378 6,727 4,990 927 3,388 5,800
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被害の状況 学校数 被害の状況 学校数

宮崎市

プール扉破損(穆佐小)
ガラス破損等(宮崎港小)
雨漏り(住吉南小)
シャッター破損(檍北小)
体育館破損(赤江小)

その他の学校も被害有

47

すべての学校で被害有

10校程度、市教委に連絡が入っていない。
14時の段階で報告のあった小中学校では、
停電、電話不通も含め、何らかの破損の報告
あり。

25

国富町 0 0

綾町 雨漏り(綾小) 1 倒木(綾中) 1

日南市

停電(酒谷小、細田小、榎原小、鵜戸小)
ガラス破損(油津小)
雨漏り(吾田小)
倒木、引き戸破損(飫肥小)、雨樋、物置破損(桜ヶ丘小)
倒木(大窪小)、屋根、ガラス、体育館壁破損(吾田東小)
倒木、ブロック破損(南郷小)
窓外れ、放送棟傾き、倒木(北郷小)
ダグアウト屋根破損(東郷小)

13

停電(細田中、榎原中、鵜戸中)
看板、ハウス破損、倒木(飫肥中)
天井、換気扇不通、防球ネット破損(油津中)
ガラス破損(吾田中)
倒木、ガラス破損(南郷中)
窓外れ、放送棟傾き、倒木(北郷中)
ダグアウト屋根破損(東郷中)

9

串間市

屋根破損等(福島小)
プールフェンス(有明小)
体育館側面(北方小)
屋根、体育館ガラス(秋山小)
体育館扉(大束小)
体育館屋根(大平小)
体育館屋根(本城小)
体育館倉庫屋根(都井小)

8 ガラス、校舎屋根等(串間中) 1

西都市 停電(穂北小、銀上小) 2 停電(銀鏡中) 1

高鍋町 ガラス破損(高鍋東小) 1
ガラスひび割れ
(高鍋東中)

1

新富町 停電(富田小) 1 停電(富田中) 1

西米良村 停電(村所小) 1 0

木城町 0 0

川南町
屋上防水シート剥がれ東小
天井破損(通山小)
グランドスピーカー破損(多賀小)

3
テニスコート横小屋の破損(国光原中)
倒木(唐瀬原中) 2

都農町 天井破損(都農南小) 1 体育館ケーブル破損(都農中) 1

都城市

少年団倉庫破損(五十市小)、コンテナ室搬入口の屋根
ひび(今町小）、雨漏り、コンテナ室トタン破損(沖水小)、
樹木の枝折れ(祝吉小)、防水パネル材破損(志和地小)、
倒木、フェンス破損(梅北小)、ガラス温室倒壊(高城小)、
トイレ床浸水(有水小)、体育館雨漏り(中霧島小)、停電
（吉之元小、西岳小、夏尾小）

12

倒木(姫城中)
通路アクリル屋根破損、倒木等(五十市中)
雨漏り、倒木、生徒玄関軒先破損等(高城小)
倒木で道がふさがれる(山田中)、停電（西岳
中、夏尾中）

6

三股町
倒木、停電(三股小)、倒木、停電(勝岡小)、雨漏り等(梶山小)、雨漏
り、倒木(宮村小)、雨漏り、破損等(長田小)、破損等(三股西小) 6 部活用具入れ破損(三股中) 1

(別紙６）

中学校

【　9月23日 15時　現在の状況】
③学校の物的被害

小学校

中部

市  町  村教育事務所
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小林市

倒木、停電、電話つながらない(紙屋小)、
小林小
倒木(南小)
倒木、ビニルハウス破損等(細野小)
倒木、アンテナ破損(西小林小)
雨樋3箇所外れ、倒木等(東方小)
倒木、停電、断水中(永久津小)
体育館のガラス破損、体育館内側壁破損、農具倉庫、自転車小屋の
屋根破損等(三松小)
雨漏り(幸ヶ丘小)
体育倉庫の屋根破損、体育館雨漏り等(野尻小)
体育館の雨樋外れ、雨漏り等(須木小)
雨漏り、倒木、南側フェンス破損等(栗須小)

12

倒木、雨漏り、停電(紙屋中)
雨漏り(小林中)
雨漏り、ガラス破損、トタン屋根破損(細野中)
プールのトタンはずれ、雨樋外れなど(西小林中)
倒木、雨樋の破損、体育館雨漏り(永久津中)
正門樹木が倒れそう(東方中)
電線の破損、プール機械装置の扉破損等(三松中)
パソコン室のガラス破損、ブロック塀破損、雨漏り(須木
中)
雨漏り(野尻中)

9

えびの市

運動場倒木、サッカーゴール破損、雨漏り等(飯野小)
雨漏り、運動場横フェンス破損等(上江小)
倒木、枝折れ(加久藤小)
倒木、ビニルハウス破損、雨漏り等(真幸小)
プール横倉庫屋根の破損、体育館屋根の軒下外壁破損等(岡元小)

5

倒木、ガラス破損、屋根瓦のはがれ(飯野中)
雨漏り、運動場横フェンス破損等(上江中)
雨漏り、防球ネット破損、学校名看板破損(加久藤中)
自転車小屋の屋根破損、運動場の放送用ケーブル破
損等(真幸中)

4

高原町

管理棟床水濡れ(高原小)
運動場倒木(広原小)
雨漏り、農具倉庫壁剥がれ(狭野小)
運動場倒木、体育館雨漏り等(後川内小)
断水（高原小、狭野小）

4
理科室前天窓雨漏り(高原中)
理科室、体育館雨漏り(後川内中)
断水（高原中）

2

15

日向市

水漏れ・雨漏り
　全小学校

施設破損10
　富高小学校
　細島小学校
　塩見小学校
　平岩小学校
　美々津小学校
　日知屋東小学校
　財光寺南小学校
　東郷学園小学校
　坪谷小学校
　寺迫小学校

窓ガラス破損1
　日知屋東小学校

11

水漏れ・雨漏り
　全中学校

施設破損4
　富島中学校
　美々津中学校
　財光寺中学校
　若竹分校

窓ガラス破損1
　大王谷中学校

5

延岡小学校＞雨漏り（1年1組教室と廊下、2年1組廊下、支援室1教
室）、事務室前蛍光灯カバー破損、樹木の枝の折損、運動場南側の
防球ネットの支柱2本破損
岡富小学校＞屋根の損壊（雨漏りなし。
恒富小学校＞運動場の樹木の大枝が折れた（主に2本）　桜の木が
根元から傾いた　南校舎と中校舎の２階渡り廊下のトタン屋根が一部
吹き飛ばされた　体育館ギャラリーが一部水浸し（そこから染みこん
でか、フロアにも雫が落ちていた　農具倉庫のガラス窓が割れた
南小学校＞体育館屋根の金属板の剥離、渡り廊下タキロン破損、防
砂ネット絡まり、大きな木の枝の落下
緑ヶ丘小＞タキロンかべ破損、雨漏り、雨の吹き込み
東小学校＞大きな被害はないが、①北側歩道沿いに設置していた標
語看板が風で、地下道付近まで飛んでいた。
方財小学校＞体育館のアリーナが水浸し。校舎東側のトタンがめくれ
ている。運動場に松の枝が散乱している。
東海小＞○校舎：雨漏り３箇所
川島小学校＞運動場の栴檀の木の枝が折れて、落ちてきていた。・
階段踊り場の一部と教室の一部の窓の隙間から雨水が入っていた。
黒岩小＞樹木の枝折れ、幹割れ
土々呂小＞南校舎屋根スレートが200枚以上校庭に落ちていた。 ・
校舎間通路の屋根のトタンが数ヶ所破損。（飛んで紛失） ・放送棟の
壁面が破損（飛んで紛失）・樹木の倒木や折れが９か所
南方小学校＞体育館外壁一部破損、給食調理室雨漏り、南門扉破、
児童宅床上浸水１件
上南方小学校＞体育館の雨漏り
熊野江小学校＞①農作業用のビニルハウスのビニル部分が完全に
剥がれた。また、ビニルハウス横にある栽培用畑の柵が一部倒れ
た。②運動場西側にあるトイレ近くの樹木の太い幹が折れて、倒れて
いる。幹の下に電線がひっかかり、感電・漏電の危険性がある。
一ヶ岡小学校＞①北校舎東の北側屋根の一部1.5mの棒状が剥がれ
て落下寸前、②北校舎と中校舎の２階渡り廊下の屋根と雨樋破損４
ｍ程度破損、③南校舎と体育館の渡り廊下の屋根破損、④正門付近
２本、体育館前１本の倒木、⑤防球ネット(バックネット)倒れる、⑥体
育倉庫横の簡易倉庫の扉破損、⑦体育館の窓ガラス西側中央１ヶ所
破損、⑧放送室南側窓ガラス１ヶ所破損
伊形小学校＞倒木（運動場のイチョウ）、サクラやセンダンの枝が折
れる　追加　農具倉庫壁の破損
東海東小学校＞「管理棟から下足室の廊下の床が一部濡れた。」
「体育館２階ギャラリーに水が１㎝程たまっていた。フロアの一部にも
水が落ちて濡れていた。」「西門の門扉が倒れ一部破損」「せんだん
の木とワシントニアパームの木の枝が折れて落ちていた。」「公衆電
話が設置してあった場所のトタンの壁が破損」「運動場東側の防球
ネットが一部破損
三川内小＞講堂の屋根が破損し、落下　体育館窓ガラス2枚破損

延岡中学校＞体育館倉庫の窓が破損。体育館の床が
半分ほど濡れていた。武道場の入り口のドア一部破
損。ドアが閉まらない。学年職員室の天井が一部破損。
恒富中学校＞・グラウンド防砂ネット破損（２１枚）・南校
舎３階屋根飛散・武道場付近渡り廊下屋根飛散（４枚）・
体育館北川育苗小屋３機倒れ・体育館北川樹木の枝が
折れ飛散
岡富中学校＞一階渡り廊下上部、北校舎生徒入口上
部、体育館雨漏り、生徒宅屋根破損
旭中学校＞物的被害　倒木1　新校舎3階雨漏り　防球
ネットの破損数か所　プールの更衣室浸水
西階中学校＞体育館の漏水、通路屋根の破損、校舎
西側の倒木（物的）
南中学校＞校舎の数か所で雨漏り、プレハブ屋根の損
壊、外灯の破損
東海中学校＞４棟北山側の杉の木の倒木が１本、武道
場の靴箱が破損、テニスコートフェンスが風により内側
に傾いている
土々呂中学校＞掲揚台ポール２本倒壊・教室ガラス２
か所破損・体育倉庫屋根破損・生徒通用門柵破損・グラ
ウンド防球ネット３か所破損・グラウンド入口の倒木１
本・部室前樹木枝ぶら下がり
黒岩中学校＞敷地内樹木　大枝折れ多数
南方中学校＞第二体育館女子トイレ入口ドアのガラス
が破損
①体育館渡り廊下のトタン屋根が一部はがれる。 ②体
育館渡り廊下のトタン屋根を支えていた鉄柱が一部壊
れている。 ③渡り廊下横の倉庫の扉１枚が崩壊した。
④ゴミ収納プレハブ倉庫がブロックから落ちて斜めに
なっている。 ⑤校舎裏の自転車小屋の横トタンが一面
はがれた。 ⑥校舎裏のコンクリート小屋の木製扉が崩
壊した。⑦管理棟踊り場の床材がめくれている。⑧特別
教室棟の１階と階段踊り場での雨漏りがある。⑨校舎裏
の何かのケーブル線の筒３本のうち、１本が倒れかけて
いる。⑩正門の花壇に植えられている大木ゴールドクレ
スト１本が根こそぎ倒れて、駐車場の方に出ている。⑪
グラウンド内の卒業記念樹を囲む枠が崩壊した。運動
場野球ネット下のセメント（支柱を支える部分）が崩壊
放送室浸水
北方学園中学校＞・学校の被害：学校の水道が出ない
北浦中学校＞グラウンドのバックネット５段中の上２段
が垂れ下がっている。弓道場裏の木が折れて、落下し
ている。
三川内中学校＞講堂の屋根が破損し、落下　体育館窓
ガラス2枚破損
北川中学校＞体育倉庫の屋根、入口シャッター破損、
技術室のガラス窓破損、バスの車庫シャッター破損、運
動場の樹木散乱、武道場の屋根瓦のずれ
島野浦学園＞体育館の雨漏り３カ所 　＋　玄関上屋根
のプレートはがれ及び校舎屋根のプレートはがれ

延岡市 18

南部

北部
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門川町

倒木５本
（草川小）
体育館雨樋破損３箇所
（五十鈴小）

2 0

諸塚村 多少の雨漏りを確認（諸塚小） 1

プール裏土手崩土。プールに影響無し

諸塚簡水（中学校上）タンク　空になりつつある　水が溜
まらない　給食にも影響の恐れ
（諸塚中）

1

椎葉村

校庭の木が数本倒木（椎葉小）
職員住宅近くの橋が流される（尾向小）
停電のため給食物資が使えなくなっている（大河内小）
管理棟１・２階トイレ床水漏れ、特別教室２階水漏れ、木が倒れてい
る、道路斜面から土砂流出（松尾小）

4

校長室前浸水
女子更衣室雨漏り
運動場外トイレの上倒木
野球場ベンチ

1

美郷町 0
教室２箇所雨漏り
ＰＣ室雨漏り、ＰＣ４台浸水
（西郷義務）

1

高千穂町 雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし 0 雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし 0

日之影町
瓦２枚が飛ばされる（高巣野小）

雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし
1 雨漏り等はみられるものの大きな損害はなし 0

五ヶ瀬町
グラウンドの１部崩れる
（坂本小） 1 0

合　　　計 155 87
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