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平成25年台風第24号による大雨等による被害状況等について（第１報） 

（10月4日～（台風23号による被害状況を含む）） 
※ これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

 

平 成 2 5 年 1 0 月 ８ 日 

１ ７ 時 ０ ０ 分 現 在 

内 閣 府 

 

１．気象状況（気象庁情報： 10月8日13:00現在） 

（１）気象の概況と見通し 

【概況】 

（台風第23号関連） 

・9月30日21時にフィリピンの東で発生した台風第23号は発達しながら北上し、3日15時には
暴風域を伴い、4日21時には強い台風となってゆっくりと沖縄の南海上を北西に進んだ。そ
の後、台風は強い勢力で暴風域を伴い5日夜、先島諸島付近を通過し、7日9時に中国大陸に
上陸した。 

・この台風により、沖縄地方では猛烈な風が吹き、海上は猛烈なしけとなった。 

 

（台風第24号関連） 

・10月4日15時にマリアナ諸島付近で発生した台風第24号は、8日12時現在五島市の西南西の
海上にあって、時速30キロメートルで北に進んでいる（中心気圧965ヘクトパスカル、中心
付近の最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートル）。 

・この台風により、沖縄・奄美地方では、猛烈な風が吹き、海上は猛烈なしけとなった。 

 

【見通し】 

・台風第24号は、次第に進路を北東に変え、8日夜には強い勢力で九州北部地方にかなり接近
するおそれ。 

・9日にかけて、西日本から北陸にかけての広い範囲で非常に強い風が吹き、海上では大しけ
の見込み。九州北部地方では猛烈な風が吹き、猛烈にしけるところがある見込み。 

・9日にかけて、西日本では、広い範囲で激しい雨、特に九州・四国地方では非常に激しい雨
が降り、大雨となる見込み。 

・暴風や高波に厳重に警戒。高潮による浸水や冠水、土砂災害や河川の増水、低い土地の浸
水に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意。 

・今後の台風に関する気象情報に注意。 

 

（２）大雨の状況（10月4日0時～10月8日12時） 

・主な1時間降水量 
（アメダス観測値） 

 
沖縄県 奥 78.0 ミリ  7日 16 時 34 分まで 

三重県 尾鷲 55.5 ミリ  8日 9時 59 分まで 

鹿児島県 与論島 50.0 ミリ  5日 22 時 27 分まで 

鹿児島県 沖永良部 44.5 ミリ  7日 17 時 05 分まで 

沖縄県 伊是名 43.5 ミリ  7日 20 時 29 分まで 

（気象レーダー等による解析（※）） 

宮崎県 宮崎市 約 100ミリ  5日 08 時 30 分まで 

宮崎県 日南市 約 90 ミリ  5日 08 時 30 分まで 

沖縄県 国頭村 約 80 ミリ  7日 16 時 30 分まで 

※レーダー等を用いて解析され

た降水量(1km四方毎)の市町村内

の最大値を表記。 

   ～ 50ミリ ： 5ミリ単位 

  50～200ミリ ： 10ミリ単位 

  200～500ミリ ： 50ミリ単位 

  500～  ミリ ：100ミリ単位 

 で表記。 
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三重県 尾鷲市 約 60 ミリ  8日 10 時 00 分まで 

沖縄県 本部町 約 60 ミリ  7日 18 時 00 分まで 

沖縄県 伊是名村 約 60 ミリ  7日 20 時 00 分まで 

 
・主な 24時間降水量 

（アメダス観測値） 

高知県 清水 306.0ミリ  6日 1時 30 分まで 

高知県 鳥形山 196.0ミリ  6日 3時 00 分まで 

高知県 窪川 156.0ミリ  6日 2時 00 分まで 

鹿児島県 沖永良部 155.5ミリ  8日 2時 40 分まで 

宮崎県 油津 155.0ミリ  5日 21 時 30 分まで 

（気象レーダー等による解析（※）） 

鹿児島県 屋久島町 約 450ミリ  8日 06 時 00 分まで 

宮崎県 宮崎市 約 400ミリ  5日 17 時 00 分まで 

高知県 土佐清水市 約 300ミリ  6日 00 時 00 分まで 

宮崎県 日南市 約 250ミリ  5日 16 時 00 分まで 

高知県 仁淀川町 約 200ミリ  6日 03 時 00 分まで 

宮崎県 都農町 約 200ミリ  5日 21 時 00 分まで 

沖縄県 国頭村 約 200ミリ  8日 01 時 00 分まで 

 

・主な期間降水量 
（アメダス観測値） 

高知県 清水 326.5ミリ 

高知県 鳥形山 304.5ミリ 

高知県 窪川 275.5ミリ 

宮崎県 神門 269.0ミリ 

高知県 船戸 266.5ミリ 

・主な最大風速 
（アメダス観測値）   

鹿児島県 与論島 37.6m/s (北北東)  7日 15 時 58 分 

鹿児島県 沖永良部 34.9m/s (東)  7日 16 時 49 分 

沖縄県 下地 34.0m/s (北)  5日 18 時 14 分 

沖縄県 仲筋 27.7m/s (北北西)  5日 21 時 13 分 

沖縄県 鏡原 26.8m/s (南南西)  6日 3時 06 分 

・主な最大瞬間風速 
（アメダス観測値）   

鹿児島県 与論島 53.5m/s (北北東)  7日 15 時 57 分 

鹿児島県 沖永良部 48.9m/s (東)  7日 16 時 54 分 

沖縄県 奥 46.5m/s (北西)  7日 16 時 08 分 

沖縄県 下地 42.2m/s (北)  5日 18 時 10 分 

沖縄県 伊原間 42.0m/s (西北西)  6日 4時 35 分 
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（３）波浪の状況（10月4日0時～10月8日13時） 

・台風第 23号に伴う主な波浪最高値【国土交通省港湾局所管】 
沖縄県 中城湾港  8.1ｍ 10月 5日 12 時 20分 

・台風第 24号に伴う主な波浪最高値【国土交通省港湾局所管】 
沖縄県 中城湾港  6.7ｍ 10月 7日 13 時 20分 

 

２．人的・物的被害の状況（消防庁調べ：10月8日14:00現在） 

都道府県名 

人 的 被 害 住  家  被  害 非住家被害 

崖く  

ずれ 死者 

行 

方 

不明

者 

負 傷 者 

全壊 半壊 
一部  

破損 

床上  

浸水 

床下 

浸水 
合計 

公共  

建物 

その

他 重傷 軽傷 

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 箇所 

鹿児島県             9     9       

沖縄県       1                  

合 計 0 0 0 1 0 0 9 0  0  9 0 0 0 

 

３．避難状況等 
（１）避難指示（消防庁調べ：10月8日14:00現在） 

    ・現在、避難指示の発令なし 

 

（２）避難勧告（消防庁調べ：10月8日14:00現在） 
都道府県名 市町村名 対象世帯数 対象人数 勧告日時 解除日時 

 鹿児島県 与論町 2,489  5,468 10月 7日 11時 00分 10月 7日 21時 00分 

小計 2,489 5,468     

沖縄県 
名護市 4,082 8,315 10月 7日 14時 36分 10月 7日 21時 00分 

東村 62 157 10月 7日 10時 30分 10月 7日 20時 00分 

小計 4,144  8,472      

合 計 6,633  13,940      

 

４．その他被害の状況 
（１）土砂災害（国土交通省調べ：10月8日13:00現在） 

○土石流等（1県 1件） 

 ・鹿児島県  1件（鹿児島市 1） 

 

（２）河川（国土交通省調べ：10月8日13:00現在） 

○国管理河川の出水状況 
・現在、被害情報等なし 
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（３）ライフライン 

○電力（経済産業省調べ：10月 8日 12:00現在） 
・九州電力㈱ 

①現在の停電戸数：約14,900戸（延べ停電数 約24,200戸） 

②主な停電エリア：鹿児島県 （沖永良部島）大島郡和泊町、大島郡知名町 

                （与論島）大島郡与論町 

③主な設備被害：支持物折損、電線断混線 

④復旧見込み：強風のため復旧見通し未定 

 

・沖縄電力㈱（10月8日5:53時点） 

①現在の停電戸数：0戸 

（台風23号被害による延べ停電数 約27,200戸） 

（台風24号被害による延べ停電数 約11,200戸） 
 

○都市ガス（経済産業省調べ：10月8日14:30現在） 
被害情報なし 

 

○水道（厚生労働省調べ：10月 8日 14:00現在） 
 被害情報なし 

 

○通信関係の状況（総務省調べ：10月 8日 14:30現在） 

 事業者 被害状況等 

固
定
電
話 

ＮＴＴ東日本 ・復旧済み。 

ＮＴＴ西日本 ・中継光ケーブルが 2箇所断（鹿児島県） 

・ＡＤＳＬが 374回線断（鹿児島県） 

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 ・専用線 16回線（鹿児島県）が断。（台風 23号被害） 

携
帯
電
話
等 

ＮＴＴドコモ ・1局（沖縄県）が停波。（台風 23 号被害） 

・12 局（鹿児島県：4局、沖縄県：8局）が停波。 

ＫＤＤＩ（ａｕ） ・6局（鹿児島県）が停波。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ ・7局（鹿児島県）が停波。 

イー・アクセス ・被害なし。 

ウィルコム ・12 局（鹿児島県）が停波。 

ＵＱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ ・被害なし。 

 

○放送関係の状況（総務省調べ：10月 8日 14:30現在） 
＜地上波＞ 

 現在、被害なし 
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（４）道路（国土交通省調べ：10月 8日 12:00現在） 
○高速道路 

現在、通行止め区間なし 

○直轄国道 

現在、通行止め区間なし 

   ○都道府県管理国道 

    現在、通行止め区間なし 

   ○都道府県道 

    現在 3区間で通行止め（土砂崩落、電柱倒壊） 

    （宮崎県 1、鹿児島県 2） 

 

（５）交通機関 

○鉄道（国土交通省調べ：10月8日13:00現在） 
・現在、１事業者１路線 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 

松浦鉄道 西九州線 江迎鹿町駅～佐世保駅間 10/8 12:30       

 

（６）文教施設等（文部科学省調べ：10月 8日 14:00現在） 

  ○物的被害 

区 分 
被災箇所数 

（台風 23号被害） 

被災箇所数 

（台風 24号被害） 

国立学校施設   

公立学校施設 28 14 

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 28 14 

・主な被害状況：屋根破損、建具・ガラス破損 等 

 

（７）農林水産関係（農林水産省調べ：10月8日 12:00現在） 

 ○農林水産関係被害の概要（台風 23号被害） 

区分 主な被害 被害数 
被害地域 

（現在１県から報告あり） 

農作物等 農作物の倒伏等 9,275ha 沖縄県 

ビニールハウスの破損 2 件 沖縄県 

  注：被害については、現時点で判明しているものを記載しており、引き続き調査中 

 

（８）社会福祉施設等関係（厚生労働省調べ：10月8日14:00現在） 
・人的被害なし 

・沖縄県で 11ヵ所被災（雨漏り・ガラスの破損等） 

 

 （９）観光関係（国土交通省調べ：10月 8日 13:00現在） 
・登録ホテル・旅館に関する被害情報なし。 

・沖縄県の非登録の宿泊施設３施設において浸水等の被害あり。 
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（10）その他 

○がれきの発生状況（環境省調べ：10月 8日 14:00現在） 
・現在、情報なし 

 

５．政府の主な対応 
 

 （１）関係省庁災害警戒会議の開催 
・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

て情報共有を実施（10月7日11:30） 

 

（２）各府省庁の対応 

①内閣府の対応 
 ・内閣府情報連絡室設置（10月4日18:00） 

  関係省庁に警戒・監視や連絡体制の確保等を要請 

 ・内閣府情報対策室に改組（10月7日9:30） 

 

②警察庁の対応 
・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。 

 

④文部科学省の対応 
    ・近畿地方・中国地方・四国地方・九州地方(沖縄県を含む）の各府県教育委員会に対し、

児童生 徒等の安全確保及び二次災害の防止を要請（10月 7日 11：31）。 

 

⑤農林水産省の対応 
・台風 24 号の接近及び通過に伴う園芸作物の被害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（10 月 7日） 

・大雨等に伴う二次災害等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等につ

いて（台風 24号）通知を発出（10月 7日） 

・台風 24 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（10

月 7日） 

・台風 24 号に対する備えと被害報告等（漁港・海岸保全施設・漁業用施設等）及び適切

な対策の実施（漁船、養殖及び関連施設）について通知を発出（10月 7日） 

 

⑥国土交通省の対応 

【国土交通本省】 
・警戒体制（10月7日6:06） 

・注意体制（10月8日1:15） 

・警戒体制（10月8日7:00） 

 

⑦気象庁の対応 
・気象庁本庁警戒体制（10 月 5日 06:00） 

 


