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平成29年台風第18号による 
大分県経済への影響と今後の見通し 
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この度の台風第18号で犠牲になられた方々のご冥福を 

お祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞い

申し上げます。 



はじめに 

 大分県では、九州北部豪雨（7月）と台風第18号（9月）という２つの大き

な自然災害によって甚大な被害を受けた。これらの被害額は熊本地震

の被害額（当県分）を上回っている。 

 農林水産業への被害のほか、事業所や住家の被害による市民生活そ

のものへの影響も大きい。こうした点は、事業継続ひいては地域のコ

ミュニティ存続にも関わる問題であり、行政や金融機関のサポートを活

用し、復旧・復興に向けた前向きな取組みが進められることを期待した

い。 

 当県の景気動向という観点でみると、企業の生産活動面への影響はさ

ほど大きくなかったものの、宿泊客のキャンセルなど観光面へのマイナ

スの影響がみられている。今後は、観光客の回復状況や災害復旧作業

による下支え効果がどのように表れてくるか、がポイントとなる。 
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１．台風第18号による被害の概要 

九州北部豪雨の被害状況とその影響については、日本銀行大分
支店特別調査レポート「平成29年7月九州北部豪雨による大分県
経済への影響と今後の見通し」（2017年8月23日）にまとめている。
以下では、台風第18号の状況を中心に記載。 
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観測所 観測種別 降水量
（mm） 

極値の更新の
概要 

これまでの 
極値 

佐伯 日最大1時間
降水量 

84.5 
通年の極値を

更新 
80.0 

(2011年10月) 

佐伯 日降水量 356.5 
9月の極値を

更新 
330 

(1993年9月) 

蒲江 日最大10分間
降水量 

23.5 
通年の極値を

更新 
22.5 

(2009年8月) 

宇目 日最大1時間
降水量 

89.5 
通年の極値を

更新 
85 

(1999年9月) 

宇目 日最大10分間
降水量 

19.0 
通年の極値を

更新 
18.5 

(2012年7月) 

佐賀関 日降水量 334.0 
通年の極値を

更新 
322 

(1993年9月) 

（１）「平成29年台風第18号」の概要 

 平成29年台風第18号により、佐伯や宇目で日最大1時間降水量が観測

史上最大となるなど、大分県は南部を中心に短時間に記録的な大雨に

見舞われた。  

 この結果、佐伯市や津久見市などで浸水被害が発生。土砂災害等も発

生したほか、停電や断水などライフラインへの影響もみられた。 

（注）図表2は9月16日0時～17日24時の総降水量。 
（資料）大分地方気象台「大分県気象月報」、「災害時気象資料」 

【図表１】2017年9月に極値を更新した主な観測値 【図表２】台風通過時の降水量 
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（２）台風第18号の被害状況 

 台風第18号による被害では、特に住家被害が大きく、床上浸水、床下

浸水合わせて3千棟以上が被害を受けた。 

 被害額は約141億円と、熊本地震による当県の被害額を上回った。 

台風 
第18号 

九州北部
豪雨 

(平成29年) 

（参考） 

熊本地震 
九州北部

豪雨 
(平成24年) 

人
的
被
害 

死者 1名 3名 3名 3名 

負傷者（重傷） ― 1名 11名 ─ 

負傷者（軽傷） 5名 5名 23名 3名 

住
家
被
害 

全壊 2棟 48棟 10棟 34棟 

半壊 6棟 269棟 222棟 171棟 

一部破損 13棟 5棟 8,110棟 147棟 

床上浸水 1,490棟 150棟 ─ 990棟 

床下浸水 1,910棟 843棟 ─ 1,377棟 

非住家被害 7棟 83棟 59棟 576棟 

 
台風 
第18号 

 

九州北部
豪雨 

(平成29年) 

（参考） 

熊本地震 
九州北部
豪雨 

(平成24年) 

福祉関係 32 14 224 118 

商工労働関係 ― 709 2,322 1,787 

農林水産関係 2,273 9,304 1,295 21,113 

土木建築関係 11,414 19,884 4,943 27,447 

教育関係 383 73 694 285 

合計 14,102 29,984 9,478 50,750 

【図表３】消防庁による被害状況まとめ 【図表４】大分県による被害状況まとめ 
（百万円） 

（注）図表３の「台風第18号」は2017年9月27日、 「九州北部豪雨（平成29年）」は同年9月8日、「熊本地震」は同年10月16日、「九州北部豪雨（平成
24年）」は2012年8月10日時点。図表４の「台風第18号」は2017年9月28日、 「九州北部豪雨（平成29年）」は同年8月22日、「熊本地震」は2016年
5月31日、「九州北部豪雨（平成24年）」は2013年5月29日時点。  

（資料）消防庁、大分県 6 



日田市 
171億円 
33.7％ 

（３）被害額の比較 

【図表５】地域別の被害額の比較 

（注）「平成29年台風第18号」は2017年9月28日、「平成29年7月九州北部豪雨」は同年8月22日、「熊本地震」は
2016年5月31日、「平成24年7月九州北部豪雨」は2013年5月29日時点。 

（資料）大分県 

平成24年7月九州北部豪雨 
508億円 

竹田市 
28.0％ 

中津市 
18.8％ 

玖珠町 
6.1％ 

その他 
13.3％ 

熊本地震 
95億円 

竹田市 
4.7％ 

由布市 
34.2％ 

日田市 
20.9％ 

その他 
12.0％ 

別府市 
28.2％ 

平成29年7月九州北部豪雨 
300億円 

中津市 
10.8％ 

日田市 
238億円 
79.5％ 

その他 
9.7％ 

平成29年台風第18号 
141億円 

その他 
19.7％ 津久見市 

50億円 
35.6％ 

臼杵市 
22.1％ 

佐伯市 
16.8％ 

大分市 
5.8％ 
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（４）ＪＲへの影響 
 大分駅から見た４方面のうち、久留米（久大線）、熊本（豊肥線）、宮崎

（日豊線）の３方面は、熊本地震、九州北部豪雨、台風第18号の災害の

影響で運転見合わせが続いている。 

（注）JR九州の路線図をもとに当店で編集。 
（資料）JR九州 

【図表６】ＪＲ各線の運転見合わせ区間 

＜臼杵―佐伯間＞ 
9/17日～ 

運転見合わせ 

＜三重町―中判田間＞ 
9/17日～10/1日 
運転見合わせ 

（現在は運転再開） 

＜光岡―日田間＞ 
7/5日～ 

運転見合わせ 

＜肥後大津―阿蘇間＞ 
16/4/14日～ 
運転見合わせ 

＜添田―夜明間＞ 
7/5日～ 

運転見合わせ 
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（５）被害状況のまとめ 

 九州北部豪雨および台風第18号により、県内では甚大な人的被害・住

家被害がもたらされた。 

 ―― 九州北部豪雨では日田市および中津市、台風第18号では佐伯市

および津久見市に対し、災害救助法が適用。 

 ―― 九州財務局大分財務事務所および日本銀行大分支店では、上記

の災害救助法が適用された地域の被災者に対し、「金融上の措置」

を適切に講ずるよう金融機関等に要請。 

 大分県によると、九州北部豪雨による県内の被害額は300億円、台風

第18号による被害額は141億円に上っている。 

 九州北部豪雨による災害は「激甚災害」※として指定された。台風第18

号による災害についても同様に指定される見込み。 
  ※ 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に

対する特別の助成措置を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、当該災害を激
甚災害として指定するとともに、当該激甚災害に対し適用すべき措置を併せて指定するもの。指定
されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への
保証の特例など、特別の財政助成措置が講じられる。 
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２．今後のポイント 
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（１）観光面 
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 県内宿泊客数をみると、国内客では、九州北部豪雨や台風第18号に

よってキャンセルが発生した影響から、このところ前年を下回っている。

海外客についても、海外での連休のずれなどもあって、足もとでは弱め

の動きとなっている。 

 10月以降の予約状況について、「９月までに比べれば悪くない」との声

も聞かれているが、しっかり客足を取り戻すことができるかがポイント。 

―― 九州北部豪雨に関する当店特別調査レポートでは、観光関連需要 

   の回復に向けて、①積極的な情報発信、②久大線以外の観光ルート   

   の提案、③海外客へのアプローチ強化の３点を挙げたところ。②に関 

   しては、日豊線（福岡方面）の活用がカギ。 

【図表７】大分県の宿泊客数（前年比・寄与度） 

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
（％） 

（月） 

海外客 

国内客 

前年比 

（資料）大分県 
 「大分県観光統計調査」 



（２）事業継続 

・ 粘土質の泥が溜まっているため、洗い流す作業に苦労している。住民もボラン 
 ティアも頑張っているが、人手が足りない。 

・ 駅前商店街のダメージが大きい。事業継続を断念するところも出てくると思われ、  
 町の活力や市民生活に大きな不安が残る。 

・ 商店街の飲食店などで、厨房機器やショーケース、冷蔵庫などに大きな被害が出 
 ており、事業再開には時間がかかる。  

・ もともと事業承継がままならなかったところでは、今回を機に廃業するなどの声が 
 上がっている。 
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 浸水被害が起きた地域では、地域住民やボランティアによる復旧作業

が続いている。商店や飲食店などで、営業設備に被害が出たところも

多く、今回の災害を機に廃業を検討するとの声も聞かれる。 

 自治体などでは、中小企業等に対する支援に取り組んでいるほか、金

融機関もサポート体制を整えており、こうした支援策を活用しながら元

の賑わいを取り戻すことが期待される。 

【図表８】津久見市で聞かれた声 



（３）主な支援策 

大分県 

地域産業振興資金（災害復旧融資（特別融資））の適用、要件緩和 

・ 被災した中小企業者の事業復旧費等に係る県制度資金の融資について、特別融資を
適用（一般融資： 融資利率2.1％、保証料率0.85％以内⇒同1.8％、0.55％以内）。 

・ 市町村が発行する「罹災証明書」又は「被災証明書」を提出する場合、さらに要件を緩
和（特別融資：融資利率1.8％、保証料率0.55％以内⇒同0.9％、0.0％）。 

大分県被災地域小規模事業者持続化支援事業 

・ 平成29年台風18号により被害を受けた津久見市、佐伯市並びに臼杵市に所在する小
規模事業者の支援として、商工会・商工会議所・中小企業団体中央会の支援を受けて作
成する経営計画等に基づいた、販路開拓や業務効率化（生産性向上）の取組みにかかる
経費の一部（2分の1以内、上限あり）を補助。 

大分県信用
保証協会、 
経済産業省 

セーフティネット保証4号 

・ 佐伯市、津久見市において、災害の発生により売上高等が一定程度減少している中小
企業・小規模事業者を対象に、大分県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額（280
百万円以内）で融資額の100％を保証。 

金融機関 

・相談窓口の設置（災害直後は休日も店頭で対応） 
・「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく 
 住宅ローンの免除・減額 
・被災した個人・事業者向けの融資商品の取扱開始 
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【図表９】台風18号にかかる大分県や金融機関などの主な支援策 



（４）将来のリスクへの備え 

人口密度 資産密度 

大分川水系 約35百人/㎢ 
（九州直轄河川中第１位） 

約725億円/㎢ 
（同第１位） 

山国川水系 約16百人/㎢ 
（同第５位） 

約336億円/㎢ 
（同第３位） 

大野川水系 約16百人/㎢ 
（同第４位） 

約307億円/㎢ 
（同第５位） 

番匠川水系 約13百人/㎢ 
（同第７位） 

約255億円/㎢ 
（同第７位） 
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 大分県は、大分川、山国川といった一級河川を有している。流域には

中心市街地や工業地域があることから、万一氾濫が起きた場合の市民

生活、経済活動への影響は大きい。 

 今回の災害からの復旧にあたっては、短時間での大雨などこれまでの

想定を超える異常気象が発生することを前提に、将来のリスクへの備

え（ＢＣＰ体制）についても見直していくことが重要となる。県全体で防災、

減災に向けた取り組みを進めていく必要がある。 

【図表10】想定氾濫区域内の人口密度、資産密度 

（資料）国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人口、一般資産額等について」 
0 200 400 600 800

大分川水系 
白川水系 

山国川水系 
大淀川水系 
大野川水系 

五ヶ瀬川水系 
番匠川水系 
本明川水系 
遠賀川水系 
嘉瀬川水系 
小丸川水系 
筑後川水系 
矢部川水系 

緑川水系 
球磨川水系 
松浦川水系 
川内川水系 
六角川水系 
菊池川水系 
肝属川水系 

想定氾濫区域内 
資産密度（億円/㎢） 



 傷んだお金は、一般の金融機関でもご相談頂けますが、日本銀行大分

支店にお持ち込み頂ければ、法令に定める基準に基づき、新しいお金

への引換えを行います（窓口受付時間：平日9：00～15：00）。 

 なお、損傷したお金をお持ち込みになる場合には、事前にご連絡頂き

ますよう、ご協力をお願いします（大分支店発券課：097-533-9131）。ま

た、窓口では、本人確認を行いますので、運転免許証などの本人確認

書類をお持ち頂きますようあわせてお願いします。 

（参考）銀行券・貨幣の引換え 
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【図表11】損傷銀行券の引換基準 

▽面積が3分の2以上の場合 ▽面積が5分の2以上、3分の2未満の場合 ▽面積が5分の2未満の場合 

⇒全額として引換え ⇒半額として引換え ⇒銀行券としての 
 価値は無く失効 



結び 
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 以上のとおり、九州北部豪雨、台風第18号という２つの大きな災害は、

県内で甚大な人的・住家被害をもたらしたほか、経済面でも一定程度マ

イナスの影響を及ぼしており、大分県は熊本地震に続き「２年連続の大

規模災害」に見舞われている。 

 こうした状況の下でも、来年以降に予定されている大型イベント（国民

文化祭、ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック）に向

けて、県外・国外に元気な大分県の姿を披露できるよう、県民が一丸と

なって力強い復興を果たしていくことを期待したい。 

 また、従来以上に、県全体での防災、減災に向けた取り組みを進めるこ

とも重要なポイントである。 



＜当店が公表している特別調査レポート等のご案内＞ 

＜WEB上でご覧になっている方は、下記レポートのタイトルをクリックするとそのレポートを閲覧することができます＞ 
 
● 付加価値拡大に向けた県内企業の取り組み（17年9月14日公表） 

● 平成29年7月九州北部豪雨による大分県経済への影響と今後の見通し（17年8月23日公表） 

● 人手不足時代を乗り切るための５本の柱 ～県内企業の対応状況と今後の課題～（17年6月19日公表） 

● 大分県の底力 ～熊本地震から1年を迎えた大分県観光の現状と今後の展望～（17年4月18日公表） 

● 原油価格に対する感応度が全国よりも低い大分市の消費者物価（17年4月18日公表） 

● 大分県と海外経済の繋がりを読み解く～米国・EU・アジアにおけるリスクと県経済へのインパクト～ 

  （17年3月17日公表） 

● 着実に改善している大分県の労働需給（17年2月15日公表） 

● 現場にヒントあり！大分県の活発な企業立地の背景と目指すべき方向性 ～ 将来の大分県産業の「礎」と
なる前向きな動き ～ （17年1月31日公表） 

● 「酉年」の2017年を展望して（16年12月28日公表） 

● 大分県民の金融知識・判断力と金融教育の課題～「金融リテラシー調査」（2016年）結果を踏まえて～  

  （16年12月7日公表） 

● 持続的な賃上げに向けて ～ 大分県における最近の賃金動向と今後の課題 ～ （16年10月26日公表） 

● ５月をボトムに回復に向かう大分県の観光 ～ 熊本地震による影響のフォロー ～ （16年8月23日公表） 
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http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1709.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1708.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1706.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17041.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17042.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1703.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1702.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1702.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612(2).pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf


 

 （当店ホームページのトップページ） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/index.html 

 （大分県内の景気動向） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html 

 （短観） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tankan.html 

 （特別調査レポート） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html 

 （支店見学のご案内） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html 

 
 

 
＜当店のホームページのご案内＞ 
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http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html
http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html
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