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台風第8号及び梅雨前線による被害状況等について(第5報) 
※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

 

平成２６年７月９日 

１ ９ 時 ０ ０ 分 現 在 

内 閣 府 

 

１．気象状況（気象庁情報：7月9日16:53現在） 

（１）気象の概況と見通し 

 【台風の現況】 

・台風第８号は、９日１６時には九州の西の海上にあって、１時間におよそ２０キ 

ロの速さで東北東へ進んでいる。 

・中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、 大風速は３０メートル、 大瞬間風速は 

４５メートルで中心の東側２４０キロ以内と西側９０キロ以内では風速２５メー 

トル以上の暴風となっている。 

 

【今後の台風の予想】 

   ・台風第８号は、１０日夕方までに暴風域を伴って九州にかなり接近または上陸す 

るおそれがある。その後は本州の南岸を東進する見込み。 

 

 

（２）大雨の状況（7月6日0時～7月9日11時） 
・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

沖縄県 読谷 96.5ミリ  9日 7時10分まで

鹿児島県 紫尾山 88.5ミリ  6日17時30分まで

高知県 魚梁瀬 81.5ミリ  8日 3時18分まで

沖縄県 安次嶺 80.5ミリ  9日 5時36分まで

沖縄県 那覇 79.0ミリ  9日 5時50分まで

沖縄県 名護 76.0ミリ  9日 7時31分まで

鹿児島県 中甑 75.5ミリ  6日18時58分まで

熊本県 牛深 74.5ミリ  7日 5時22分まで

鹿児島県 さつま柏原 73.5ミリ  6日17時46分まで

沖縄県 胡屋 71.0ミリ  9日 6時01分まで

 @ 集計期間内に欠測している時間帯がある観測所です。  
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・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

沖縄県 名護 438.0ミリ  9日 9時10分まで

沖縄県 国頭 436.0ミリ  9日 9時50分まで

沖縄県 読谷 386.5ミリ  9日 8時50分まで

沖縄県 奥 376.0ミリ  9日10時00分まで

熊本県 牛深 371.5ミリ  7日12時20分まで

沖縄県 那覇 370.0ミリ  9日 7時40分まで

鹿児島県 与論島 347.0ミリ  9日10時20分まで

沖縄県 安次嶺 342.5ミリ  9日 8時20分まで

沖縄県 胡屋 340.5ミリ  9日 8時40分まで

沖縄県 本部 289.5ミリ  9日 7時50分まで  
 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

沖縄県 名護 455.0ミリ

沖縄県 国頭 445.5ミリ

沖縄県 那覇 408.0ミリ

沖縄県 読谷 403.0ミリ

沖縄県 奥 387.0ミリ

熊本県 牛深 387.0ミリ

沖縄県 胡屋 371.0ミリ

沖縄県 安次嶺 370.0ミリ

鹿児島県 与論島 349.5ミリ

沖縄県 本部 301.5ミリ  
 

・主な 大風速（アメダス観測値） 

沖縄県 渡嘉敷 35.3m/s (南東)  8日 9時55分

沖縄県 北原 34.6m/s (東南東)  8日11時53分

沖縄県 那覇 33.1m/s (南東)  8日14時29分

沖縄県 糸数 32.6m/s (南南東)  8日12時53分

沖縄県 宮城島 32.2m/s (南東)  8日14時23分

沖縄県 安次嶺 29.8m/s (南)  8日16時26分

沖縄県 伊是名 27.3m/s (南東)  8日14時56分

沖縄県 名護 27.0m/s (南南東)  8日14時36分

沖縄県 下地 26.7m/s (北北東)  8日 2時30分

鹿児島県 与論島 26.2m/s (南南東)  8日14時58分  
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・主な 大瞬間風速（アメダス観測値） 

沖縄県 渡嘉敷 53.0m/s (南南東)  8日13時58分

沖縄県 那覇 50.2m/s (南南東)  8日14時29分

沖縄県 糸数 50.1m/s (南東)  8日11時11分

沖縄県 宮城島 48.1m/s (南東)  8日10時52分

沖縄県 北原 46.3m/s (南東)  8日11時38分

沖縄県 伊是名 44.2m/s (南東)  8日14時40分

沖縄県 安次嶺 44.2m/s (南)  8日16時21分

沖縄県 名護 43.2m/s (南東)  8日16時55分

鹿児島県 与論島 39.1m/s (南東)  8日14時22分

沖縄県 粟国 39.1m/s (南東)  8日13時46分  
 

（３）波浪の状況（7月6日0時～7月9日12時） 

・台風第8号に伴う主な波浪 高値

（波浪観測値）

【気象庁所管】

鹿児島県 屋久島 6.2m 9日11時00分

【国土交通省港湾局所管】

沖縄県 中城湾港 6.6m 8日 4時40分  
 
２．人的・物的被害の状況（消防庁調べ：7月9日13:00現在） 

重傷 軽傷

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

福島県 1

新潟県 2 10 10 3

広島県 1

福岡県 2 2 2 21 1

長崎県 1 1 5

熊本県 1 1 15

鹿児島県 2 2

沖縄県 2 26 13 19 4 2

合　計 0 0 2 28 0 0 20 25 58 10 6

半壊
一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

その他都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
全壊
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３．避難状況（消防庁調べ：7月9日13:00現在） 

1,258 3,956 7月9日 8時00分 1,258 3,956 7月9日 7時30分 7月9日 8時00分

2,401 7,323 7月9日 9時40分

長岡市 722 1,872 7月9日 8時05分

90 295 7月9日 7時40分

225 375 7月9日 8時15分

小計（発令中） 1,258 3,956 3,438 9,865

小計 1,258 3,956 4,696 13,821

行橋市 11 20 7月7日 18時30分 7月8日 8時00分

苅田町 148 349 7月7日 18時15分 7月7日 19時45分

みやこ町 400 1,000 7月7日 18時00分 7月7日 21時00分

小計（発令中） 0 0 0 0

小計 0 0 559 1,369

天草市 37,666 87,327 7月7日 4時00分 7月7日 18時40分

苓北町 487 1,229 7月7日 4時00分 7月7日 14時30分

小計（発令中） 0 0 0 0

小計 0 0 38,153 88,556

熊本県

福岡県

新潟県
燕市

新潟市

勧告日時 解除日時
都道府県名 市区町村名

避難指示 避難勧告

対象
世帯数

対象
人数

指示日時 解除日時
対象

世帯数
対象
人数

 
伊佐市 8 20 7月6日 20時40分 7月6日 22時00分

小計（発令中） 0 0 0 0

小計 0 0 8 20

那覇市 1,137 2,843 7月8日 11時40分 7月8日 19時30分

宜野湾市 40,913 95,309 7月8日 8時00分 7月9日 2時52分

浦添市 46,458 113,760 7月8日 10時30分

名護市 2,470 4,674 7月8日 13時00分

糸満市 2,178 4,752 7月8日 13時30分 7月9日 4時45分

沖縄市 56,687 138,659 7月8日 10時00分

うるま市 1,681 3,400 7月8日 12時00分

宮古島市 25,116 54,701 7月7日 22時00分 7月8日 18時30分

南城市 15,516 42,005 7月8日 7時10分 7月9日 6時30分

恩納村 4,806 10,801 7月8日 13時00分 7月9日 3時00分

嘉手納町 5,479 13,800 7月8日 12時00分

北谷町 11,421 28,673 7月8日 10時00分 7月9日 2時52分

北中城村 6,500 16,749 7月8日 11時00分 7月9日 3時20分

西原町 13,661 35,162 7月8日 9時45分

与那原町 7,247 18,508 7月8日 9時30分 7月9日 2時52分

座間味村 550 932 7月7日 20時20分 7月9日 3時15分

粟国村 457 761 7月8日 10時35分

伊是名村 791 1,558 7月8日 6時00分

久米島町 3,935 8,331 7月8日 9時40分

八重瀬町 1,221 3,246 7月8日 14時58分

小計（発令中） 0 0 132,840 323,351

小計 0 0 248,224 598,624

1,258 3,956 136,278 333,216

1,258 3,956 291,640 702,390

合計(発令中）

合　　計

鹿児島県

沖縄県

 
 

４．その他被害の状況 
（１）土砂災害（国土交通省調べ：7月9日12:00現在） 

○土石流等（1県で 1件） 

・愛媛県 1 件（松山市 1） 

○地すべり（1県で 1件） 

・沖縄県 1 件（北中城村 1） 

○がけ崩れ（5県で 19 件） 

・広島県 3 件（広島市 3） 

・山口県 7 件（下関市 4、周南市 1、岩国市 2） 

・長崎県 1 件（南島原市 1) 
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・熊本県 3 件（苓北町 1、芦北町 1、八代市 1） 

・鹿児島県 5 件（日置市 1、伊佐市 1、薩摩川内市 1、阿久根市 1、その他 1） 

 

（２）河川 （国土交通省調べ：7月9日12:00現在） 

○国管理河川の出水状況 

・現在、計画高水位を超えている河川  なし 

・現在、はん濫危険水位を超えている河川  なし 

・現在、避難判断水位を超えている河川  なし 

・現在、はん濫注意水位を超えている河川  3 水系 3 河川 

 

（３）ライフライン 

○電力（経済産業省調べ） 
・東北電力㈱（7月 9日（水）11：00 時点） 

①停電戸数： 約 442 戸（延べ停電数 約 18，397 戸） 

②主な停電地域： 

山形県： 戸沢村 

福島県： 檜枝岐村，石川町，郡山市，中島村，矢吹町 

新潟県： 新潟市南区，三条市，加茂市，燕市，魚沼市，新潟市北区，新潟市西蒲区，

長岡市，柏崎市，新発田市，十日町市，村上市，五泉市，上越市，阿賀野市，

佐渡市，南魚沼市，胎内市， 

糸魚川市 

③主な設備被害： 雷による高圧線線断，開閉器・避雷器損傷 等。 

④復旧見通し： 未定。 

 

・東京電力㈱（7月 9日（水）11：00 時点） 

①停電戸数： 0 戸（延べ停電数 約 800 戸） 

②主な停電地域： 

栃木県： 那須町、大田原市 

③主な設備被害： 落雷による配電設備損壊、落雷によるお客さま設備損壊 

 

・中国電力㈱（7月 9日（水）11：00 時点） 

①停電戸数： 0 戸（延べ停電数 約 48，000 戸） 

②主な停電地域： 

鳥取県： 東伯郡北栄町 

島根県： 益田市 

岡山県： 岡山市，倉敷市 

広島県： 尾道市，三原市，竹原市，豊田郡大崎上島町，東広島市，呉市，江田島市， 

広島市 

山口県： 岩国市，下松市，熊毛郡上関町，山口市，防府市，下関市 

愛媛県： 今治市，越智郡上島町 

③主な設備被害： 高圧線損傷等（すべて復旧済） 

 

・四国電力㈱（7月 9日（水）11：00 時点） 

①停電戸数： 0 戸（延べ停電数 約 20，100 戸） 

②主な停電地域： 

徳島県： 海陽町 

高知県： 土佐清水市、馬路村 

愛媛県： 松山市、東温市、今治市、八幡浜市、西条市 

③主な設備被害： 雷および倒木による配電設備損傷 等 
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・九州電力㈱（7月 9日（水）11：00 時点） 

①停電戸数： 約 6，000 戸（延べ停電数 約 119，900 戸） 

②主な停電地域： 

福岡県： 筑紫野市、豊前市 

佐賀県： 佐賀市 

長崎県： 長崎市、島原市、南松浦郡新上五島町 

熊本県： 人吉市、天草市、上益城郡益城町・美里町、球磨郡多良木町 

宮崎県： 児湯郡木城町 

鹿児島県： 南九州市、肝属郡南大隈町、志布志市、いちき串木野市、曽於市、大島郡

和泊町、知名町、与論町、瀬戸内町、徳之島町、伊仙町、大和町、天城町、

宇検村 

③主な設備被害： 強風等による高圧配電線の断線など 

④復旧見通し： 未定（台風通過後、復旧作業に着手予定） 

 

・沖縄電力㈱（7月 9日（水）11：00 時点） 

①停電戸数： 約 57，200 戸（延べ停電数 約 196，700 戸） 

②主な停電地域：国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、名護市、恩納村、宜野座村、 

金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、沖縄市、うるま市、北谷町、宜野湾

市、北中城村、中城村、西原町、那覇市、与那原町、南風原町、座間味村、

粟国村、久米島町、豊見城市、糸満市、南城市、八重瀬町 

③主な設備被害： 柱上変圧器破損 等。 

④復旧見通し： 現在、沖縄電力、関係会社、電気工事会社の職員を動員し、早期復旧に向

け作業中。 

 

○都市ガス（経済産業省調べ：7月 9日 13:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 

 ○通信関係の状況（総務省調べ：7月9日11:00現在） 

 事業者（サービス名） 被害状況等 

固
定
電
話 

NTT 東日本 ・被害なし。 

NTT 西日本 ・被害なし。 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし。 

KDDI ・被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ ・被害なし。 

携
帯
電
話
等 

NTT ドコモ ・51→109 局（福島県：2 局、新潟県：6 局、佐賀県：1 局→復旧、

長崎県：1局、鹿児島県：2局、沖縄県：50→98 局）が停波。 

KDDI(au) ・22→68 局（島根県：1局、広島県：1局→復旧、鹿児島県：5局、

沖縄県：20→62 局）が停波。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ ・70→106 局（山口県：1局、愛媛県：1局、鹿児島県：1→3局、沖

縄県：67→101 局）が停波。 

イー・アクセス ・4→17 局（福岡県：1局→復旧、沖縄県：3→17 局）が停波。 

ウィルコム ・255→194 局（鹿児島県：5局、沖縄県：255→189 局）が停波。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・40→36 局（新潟県：1局、広島県：7→1局、山口県：2→1局、愛

媛県：2 局、福岡県：3→1 局、長崎県：2→1 局、熊本県：1 局、

大分県：1局、沖縄県：22→27 局）が停波。 
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ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ ・98→97 局（広島県：2 局、山口県：1 局、福岡県：1→3 局、佐賀

県：1局、沖縄県：94→90 局）が停波。 

 

○放送関係の状況（総務省調べ：7月 9日 11:00 現在） 
＜テレビジョン＞ 

 事業者・影響世帯数等 被害状況等 

熊
本
県 

・NHK 及び民放 4波の中継局 1か

所が停波。 

・天草市の一部（約 500 世帯） 

（全世帯、復旧済み） 

・7月 7日（月）6:30～10:45 

・落雷の影響による配線用遮断機の作動 

沖
縄
県 

・民放 3波の中継局 1か所が停波。

・南城市の一部（約 22,400 世帯）

（全世帯、復旧済み） 

・7月 8日（火）15:52～16:48 

・商用電源の停止により予備電源で稼働していたが、

バッテリーの枯渇及び発電機の異常により電源供給

断となり停波。発電機を手動に切替えて再稼働し、

復旧。 

 

○災害用伝言サービス 
・災害用伝言ダイヤル(171)、災害用伝言板、災害用伝言板(web171)及び災害用音声お届けサ

ービスを提供中(7 月 7 日 16:00～)。 

 

○郵政関係の状況（総務省調べ：7月 9日 11:00 現在） 

①郵便局局舎被害 

 郵便局名 被害状況等 

新
潟
県 

（
２
局
） 

石瀬簡易郵便局、浦浜簡易郵便局 →営業休止（2 局とも開局後、新潟市の避難指示

に従い一時窓口休止） 

徳
島
県

出羽島簡易郵便局 →営業休止（島への定期船欠航により、職員が出

勤できないため） 

 

②郵便・運送便被害状況 

■沖縄県内の郵便局の業務運行状況 

・ゆうゆう窓口（旧 14 支店）は、那覇中央郵便局、宮古郵便局、八重山郵便局を除き休

止 

・那覇⇒県内一般局、地域内便運休に伴い那覇中央にて差立保留発生 

 

■全国⇒那覇中央 

・沖縄方面への航空便欠航により、滞貨が発生。 

 

■那覇中央⇒東京、関東、名古屋、福岡、鹿児島、宮古、八重山 

・沖縄発の航空便、船便欠航により、滞貨が発生。 

 

（４）道路（国土交通省調べ：7月9日11:00現在） 

・高速道路の通行止め状況：現在、通行止め区間なし 

・直轄国道の通行止め状況：3 区間 
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○印は規制中箇所 

○

○

○ 一般国道58号 沖縄県
オキナワケン

 国頭郡
クニガミグン

恩納
オンナ

村
ソン

安富祖
アフソ

冠水
・通行止開始日時：７月９日７：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道58号 沖縄県
オキナワケン

 中頭郡
ナカ ガミグン

嘉手納町
カ デナチョ ウ

野国
ノグニ

冠水
・通行止開始日時：７月９日６：１２～
・人身物損：車両数台立ち往生、孤立なし、迂回路あり
・通航止解除日時：７月９日９：１０

路線名 区間名 被災状況 備考

一般国道58号 沖縄県
オキナワケン

 国頭郡
クニガミグン

恩納
オンナ

村
ソン

熱田
アツタ

冠水
・通行止開始日時：７月９日６：５２～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通航止解除日時：７月９日８：００

一般国道58号 沖縄県
オキナワケン

 名護市
ナゴシ

喜瀬
キセ

冠水
・通行止開始日時：７月９日７：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道58号 沖縄県
オキナワケン

 国頭郡
クニガミグン

恩納
オンナ

村
ソン

安富祖
アフソ

冠水
・通行止開始日時：７月９日６：５２～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

 
 

・都道府県管理国道の通行止め状況：7区間 

○

○

○

○

○

○

○

一般国道505号 名護市
ナゴシ

呉我
ゴガ

法面崩壊
・通行止開始日時：７月９日６：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道402号 新潟県
ニイ ガタケン

長岡市
  ナガオカ シ

野積
  ノヅミ

～新潟市
ニイ ガタシ

西
ニシ

蒲
カ ン

区
ク

間瀬
マゼ

土砂崩落
・通行止開始日時：７月９日７：４５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道350号 新潟県
ニイ ガタケン

佐渡市
サドシ　　　　　トジョ ウ

外城 路面冠水
・通行止開始日時：７月９日８：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道403号 新潟県
ニイ ガタケン

三条市
サンジョ ウシ

上
  カ ミ

保内
   ホナイ

～加茂市
カ モシ

下条
ゲジョ ウ

路面冠水
・通行止開始日時：７月９日９：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道289号
 福島県
フクシマケン

南会津郡
ミナミアイ ヅグン

只見町
タダミマチ

大字
オオアザ

長浜
 ナガハマ

字
   アザ

杉沢
  スギサワ

～只見町
  タダミマチ

大字
オオアザ

長浜
  ナガハマ

字
    アザ

下坂下
     シモバンゲ

路面冠水
・通行止開始日時：７月９日１０：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

路線名 区間名 被災状況 備考

一般国道389号 熊本県
クマモトケン

天草
アマクサ

郡
グン

苓北町
レイ ホクマチ

都
ト

呂
ロロ

々萱
カ ヤ

の木
キ

法面崩壊
・通行止開始日時：７月７日３：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

一般国道360号 岐阜県
ギフケン

大野郡
オオノグン

白川村
シラ カ ワムラ

大字
　オオアザ

荻町
  　オギマチ

落石
・通行止開始日時：７月８日１５：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

 
 

・都道府県道の通行止め状況 

・山形県 1 区間（土砂流出） 

・新潟県 5 区間（法面崩落 1、冠水 4） 

・長野県 1 区間（土砂流出） 

・愛媛県 1 区間（法面崩落） 

・熊本県 5 区間（法面崩落 4、路肩崩壊 1） 

・沖縄県 2 区間（倒木 1、法面崩落 1） 
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・新潟市 1 区間（冠水） 

 

 

（５）鉄道（国土交通省調べ：7月 9日 12:00 現在） 

・現在、2事業者 7 路線で運転休止 

事業者名 線  名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等 

ＪＲ九州 指宿枕崎線 山川駅～枕崎駅間 7/9 9:16   強風による運転見合わせ 

JR東日本 

只見線 
会津若松駅～会津川口駅間 7/9 5:31   大雨による運転見合わせ 

小出駅～只見駅間 7/9 10:51   大雨による運転見合わせ 

磐越西線
会津若松駅～津川駅間 7/9 5:57   大雨による運転見合わせ 

津川駅～新津駅間 7/9 9:14   大雨による運転見合わせ 

米坂線 坂町駅～小国駅間 7/9 6:25 7/9 7:33 大雨による運転見合わせ 

信越線 

長岡駅～羽生田駅間 
7/9 7:01

  大雨による運転見合わせ 

羽生田駅～新津駅間 7/9 7:42 大雨による運転見合わせ 

羽生田駅～新津駅 7/9 9:14   大雨による運転見合わせ 

新津駅～新潟駅 7/9 9:33   大雨による運転見合わせ 

弥彦線 
吉田駅～東三条駅間 7/9 7:01   大雨による運転見合わせ 

弥彦駅～吉田駅間 7/9 7:42   大雨による運転見合わせ 

越後線 

巻駅～寺泊駅間 7/9 8:27   大雨による運転見合わせ 

新潟駅～巻駅間 7/9 9:33   大雨による運転見合わせ 

柏崎駅～寺泊駅間 7/9 9:33   大雨による運転見合わせ 

白新線 新潟駅～新発田駅間 7/9 9:33   大雨による運転見合わせ 

 

 

（６）文教施設等（文部科学省調べ：7月 9日 11:00 現在） 

区 分 被災箇所数 

国立学校施設  

公立学校施設 13 

私立学校施設  

社会教育・体育、文化施設等  

文化財等  

研究施設等  

計 13 

※主な被害状況：床上浸水、屋根はがれ、設備・ガラスの破損等 

 

（７）農林水産関係（農林水産省調べ：7月 7日 15:00 現在） 

   ・現在、被害状況等について調査中。 
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５．政府の主な対応 

（１）官邸の対応 

・情報連絡室設置（7月 7日 10:45） 

 

 

（２）総理指示 

・安倍内閣総理大臣から以下の指示が発せられた（7月 7日 16:00） 

①大雨、暴風、高波等に関する情報提供を国民に対し、適時的確に行うこと。 

②関係省庁が緊密に連携し、住民の避難支援等の事前対策に万全を期すこと。  

③被害が発生した場合は、政府の総力を挙げて、災害応急対策に万全を尽くすこと。 

 

（３）関係省庁災害警戒会議等の開催 

・古屋内閣府特命担当大臣（防災）出席のもと、関係省庁災害警戒会議を開催し、今

後の気象状況の見通し及び各省庁の対応状況について情報共有を行った（7 月 7 日

9:00、7 月 8 日 16:00）。 

・菅内閣官房長官及び古屋内閣府特命担当大臣（防災）出席のもと、関係省庁災害警

戒会議を開催し、総理指示を関係省庁に伝達するとともに、今後の気象状況の見通

し及び各省庁の対応状況について情報共有を行った（7月 7日 18:00）。 

 

（４）国民への呼びかけ 

  ・台風第８号の接近及び梅雨前線の影響に伴う大雨や強風への対応について、古屋 

内閣府特命担当大臣（防災）から国民へ呼びかけ（7月7日） 

 

（５）各府省庁の対応 

①内閣府の対応 

・内閣府情報対策室設置 (7月7日9:00) 

・各都道府県に対し、被害状況の的確かつ迅速な把握による災害救助法の前広な検

討とその情報提供、及び避難所を設置する際の生活環境の整備等の配慮ついて要

請(7月7日19:00) 

・都道府県に対し、住家の被害状況調査の適切な実施、被災者台帳の作成、被災者

生活再建支援制度の適用又はそれに準じる都道府県における支援措置の検討等、

被災者支援に万全の対応を行うよう要請（7月8日10:40） 

 

②警察庁の対応 

・災害情報連絡室設置(7月7日10:45) 

・関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化するとともに関連情報の収集

を実施 

 

③消防庁の対応 

・災害対策室設置（7月7日9:00） 

・沖縄県、九州地方各県、中国地方各県に対し、「梅雨前線による大雨及び台風第 

８号警戒情報」を発出（7月7日15:25） 

・台風第８号接近に伴う総理指示の内容について、防災課長名で都道府県に事務連 

絡を発出（7月7日19:30） 

・今後の気象見込み等について、防災課長名で都道府県に事務連絡を発出（7月8日
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18:00） 

 

④海上保安庁の対応 

・気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施 

 

⑤防衛省 

・災害対策連絡室設置（7月7日18:20） 

・陸自西部方面隊及び中部方面隊は、逐次情報所を開設するなど情報収集態勢を強化（7

月8日8:00） 

 

⑥文部科学省の対応 

・関係府県教育委員会に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及

び施設の安全確保等に万全を期すよう要請（7月4日、7日、8日、9日） 

 

⑦農林水産省の対応 

・農地・農業用施設について、大雨等に伴う二次災害の発生防止及び緊急を要する復旧箇

所の応急対策の実施について通知を発出（台風８号）（7月4日） 

・夏台風の接近及び通過に伴う農作物等の被害の防止に向けた技術指導の徹底及び農業共

済の対応について通知を発出（7月7日） 

・台風第８号接近に伴う山地災害及び林道施設災害発生時の対応について通知を発出（7

月7日） 

・台風第８号に対する備えと被害報告等（漁船・養殖施設・漁港・海岸保全施設・共同利

用施設等）について通知を発出（7月7日） 

 

⑧国土交通省の対応 

・警戒体制（7月 7 日 16:13 現在） 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催し、今後の気象状況と対応等について確認。（7

月 7日 16:30） 

・リエゾン（情報連絡員）の派遣 

九州地方整備局より、熊本県天草市へ 2名、熊本県苓北町へ 2名派遣(7 月 9 日) 

北陸地方整備局より、新潟県庁へ 2 名、新潟県五泉市へ 2 名派遣(7 月 9 日) 

 
○各地整毎の実出動台数（台）（7月 9日 7:00 現在） 

 

機械名 北陸地整 中部地整 九州地整 合計 

排水ポンプ車 2 4 6 

Ｋｕ－ＳＡＴ 1 1 

合計 2 1 4 7 

 
 

⑨気象庁の対応 

・台風第８号に関する記者会見を実施（7月7日10:50） 

・沖縄県宮古島地方に対し暴風、波浪特別警報を発表（7月7日18:20） 

・特別警報の発表に関する記者会見を実施（7月7日19:10） 

・沖縄本島地方に対し波浪特別警報を発表（7月7日21:11） 

・沖縄本島地方久米島に対し暴風特別警報を発表（7月8日0:20） 
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・沖縄本島地方に対し暴風特別警報を発表（7月8日02:15） 

・沖縄県宮古島地方に対し高潮特別警報を発表（7月8日05:10） 

・沖縄本島地方に対し高潮特別警報を発表（7月8日10:54） 

・沖縄本島地方に対し大雨特別警報を発表（7月8日14:12） 

・台風第８号に関する記者会見を実施（7月8日 17:15） 

・沖縄宮古島地方に対して発表していた特別警報を全て解除（7月8日18:30） 

・沖縄本島地方に対して発表していた特別警報を全て解除（7月9日2:52） 

・沖縄本島地方に対し大雨特別警報を発表（7月9日7:31） 

・沖縄本島での大雨に関する記者会見を実施（7月9日 08:45） 

・台風第８号の今後の見通しに関する記者会見を実施（7月9日 16:50） 

 


