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令和元年台風第８号に係る被害状況等について 

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

 

令 和 元 年 8 月 8 日 

9 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報） 

(1) 気象の概況 

【概況】 

・台風第 8号は、6日 5 時頃に宮崎市付近に上陸した。その後も北西に進み、7 日 9時に

日本海で熱帯低気圧となった。 

・西日本には台風周辺の暖かく湿った空気が入り大気の状態が非常に不安定となった。

このため、宮崎県延岡市や大分県佐伯市等では 1時間に約 110～120 ミリの猛烈な雨と

なり、5 日から 7 日 24 時までの総降水量が徳島県那賀町の木頭（キトウ）で 467 ミリ

となったほか、九州や四国の太平洋側で 300 ミリ前後の大雨となった。 

 (2) 大雨等の状況（8 月 5日 0時～8月 7日 24 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

宮崎県 延岡市 古江 95.5 ミリ  6 日 9 時 02 分まで 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 71.0 ミリ  6 日 17 時 36 分まで 

宮崎県 西都市 西都 59.0 ミリ  6 日 5 時 42 分まで 

宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門 57.5 ミリ  6 日 6 時 21 分まで 

岩手県 盛岡市 好摩 53.5 ミリ  5 日 18 時 54 分まで 

高知県 長岡郡本山町 本山 48.5 ミリ  6 日 19 時 47 分まで 

岐阜県 飛騨市 神岡 46.0 ミリ  6 日 16 時 32 分まで 

高知県 土佐清水市 三崎 44.5 ミリ  5 日 22 時 18 分まで 

山口県 山口市 篠生 44.0 ミリ  6 日 15 時 07 分まで 

高知県 須崎市 須崎 42.5 ミリ  6 日 0 時 42 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 430.5 ミリ  6 日 23 時 20 分まで 

宮崎県 延岡市 古江 276.5 ミリ  6 日 22 時 50 分まで 

大分県 佐伯市 佐伯 259.5 ミリ  7 日 0 時 30 分まで 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 257.0 ミリ  6 日 21 時 30 分まで 

高知県 高岡郡津野町 船戸 243.5 ミリ  6 日 23 時 20 分まで 

宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門 234.0 ミリ  6 日 22 時 40 分まで 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 232.0 ミリ  6 日 23 時 50 分まで 

大分県 佐伯市 宇目 229.0 ミリ  7 日 2 時 30 分まで 
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高知県 吾川郡いの町 本川 207.0 ミリ  7 日 4 時 10 分まで 

宮崎県 延岡市 北方 206.5 ミリ  6 日 16 時 20 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

徳島県 那賀郡那賀町 木頭 467.0 ミリ 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 321.0 ミリ 

宮崎県 延岡市 古江 296.0 ミリ 

大分県 佐伯市 佐伯 287.5 ミリ 

高知県 高岡郡津野町 船戸 272.5 ミリ 

宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門 271.5 ミリ 

大分県 佐伯市 宇目 265.5 ミリ 

高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 255.5 ミリ 

宮崎県 延岡市 北方 241.5 ミリ 

高知県 吾川郡いの町 本川 235.0 ミリ 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：8月 8日 9:00 現在） 

(1)人的被害 

  【福岡県】 軽傷 ２人（福岡市） 

【大分県】 死者 １人（九重町） 

軽傷 １人（日出町（ひじまち）） 

【宮崎県】 重傷  １人（延岡市） 

軽傷  １人（綾町） 

(2)住家被害 

【福岡県】 一部破損 ３棟（北九州市２、芦屋町） 

【大分県】 全    壊 １棟（佐伯市） 

【宮崎県】 一部破損 ２棟（都農町） 

床上浸水 １棟（延岡市） 

      床下浸水 ３棟（延岡市）  

３ 避難指示（緊急）・避難勧告の状況（消防庁情報：8 月 7日 2:10 現在） 

 発令されていた避難指示(緊急)及び避難勧告は、すべて解除 

４ 避難所の状況（消防庁情報：8 月 7日 9:00 現在） 

避難者なし 

５ その他の状況 

(1) ライフラインの状況 

ア 電  力（経済産業省情報：8 月 7日 18:41 現在） 

・停電なし（九州電力で、 大で 25,570 戸の停電（8/6 6:00 時点）） 

イ 水 道（厚生労働省情報：8月 7 日 18:00 現在） 
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・台風第８号による施設の浸水、原水濁度の上昇や取水不良、管路の折損等への警戒

及び被害が発生した場合の円滑な連絡・対応を都道府県等に対して要請。また、被

害状況の確認や復旧作業等を実施する際は、二次災害に十分留意するように依頼し

た（8/5）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

ウ 通信関係（総務省情報：8 月 8 日 8:30 現在） 

 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

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 ・被害なし 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・１市町の一部エリアに支障あり。 

 ※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

  宮崎県 西都市 

 ※役場エリアの支障なし。 

 ※合計 1局停波 

 （内訳） 

   宮崎県西都市 1局 

KDDI(au) ・復旧済み。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

◯主な原因は伝送路断 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

（注２）携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なり、停波中の基地局

数は、サービス影響の規模を直接表すものではない。 

 ＜防災行政無線＞ 

都道府県防災行政無線：被害情報なし 

  市町村防災行政無線（同報系）：被害情報なし 

  （注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載。 

(2) 道 路（国土交通省情報：8月 8 日 7:00 現在） 

ア 高速道路 

通行止め：なし 

イ 直轄国道 

通行止め：なし 

ウ 公社・有料道路 

通行止め：なし 

エ 補助国道 

通行止め：なし 
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オ 都道府県道、政令市道 

被災による通行止め：計３区間 

福岡県 １区間（倒木１） 

大分県 ２区間（倒木２） 

宮崎県 ０区間 

(3) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：8 月 7日 14:00 現在） 

（運行状況） 

 

イ 空  港（国土交通省情報：8 月 6日 14:00 現在） 

 ・その他施設：被害情報なし 

 ・欠航便：ANA 73 便、JAL 65 便、その他 133 便 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：8月 7 日 8:00 現在） 

   ・高速バス ０事業者で０路線運休 ０事業者で０路線一部運休 

エ 海事関係（国土交通省情報：8 月 7日 15:00 現在） 

  2 事業者 2航路で運休及び一部運休、57 事業者 71 航路で運航再開 

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

西日本旅客鉄道 山陰線 滝部～下関 6日 11:45 6日 18:00

西日本旅客鉄道 宇部線 新山口～宇部 6日 11:30 6日 18:00

西日本旅客鉄道 小野田線 小野田～居能 6日 11:30 6日 18:00

西日本旅客鉄道 小野田線 雀田～長門本山 6日 11:30 6日 18:00

九州旅客鉄道 鹿児島線 羽犬塚～八代 6日 始発 6日 15:37

九州旅客鉄道 日豊線 幸崎～佐伯 5日 20:00 6日 17:00

九州旅客鉄道 日豊線 佐伯～延岡 5日 20:00 7日 7:40

九州旅客鉄道 日豊線 延岡～国分 5日 20:00 6日 17:40

九州旅客鉄道 筑肥線 筑前前原～唐津 6日 10:00 6日 17:00

九州旅客鉄道 　筑豊線　 桂川～原田 6日 7:01 6日 18:25

九州旅客鉄道 長崎線 　多良～長崎 6日 9:30 6日 17:00

九州旅客鉄道 長崎線 　喜々津～長与 6日 9:30 6日 17:00

九州旅客鉄道 佐世保線 　肥前山口～佐世保 6日 9:00 6日 17:30

南宮崎～志布志 5日 22:00

九州旅客鉄道 大村線 早岐～諫早 6日 9:00 6日 17:07

九州旅客鉄道 日田彦山線 城野～添田 6日 始発 6日 15:45

九州旅客鉄道 久大線 日田～大分 6日 始発 6日 16:36

始発

松浦鉄道

九州旅客鉄道 豊肥線 大分～熊本 6日 始発 6日 17:55

始発 6日 18:42

九州旅客鉄道 三角線 宇土～三角 6日 始発 6日 16:00

九州旅客鉄道 宮崎空港線 田吉～宮崎空港 6日 始発 6日 14:45

九州旅客鉄道 日南線

西九州線 有田～佐世保 6日

6日 15:00

九州旅客鉄道 肥薩線 八代～人吉 6日 始発 6日 16:00

九州旅客鉄道 肥薩線 人吉～吉松 6日 始発 7日
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 (4) 河  川（国土交通省情報：8月 8 日 7:00 現在） 

 被害状況 

 ※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害又は水位周知下水道における浸水被害につい

て河川管理者又は下水道管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸

水家屋数とは異なる。 

＜国管理河川＞ 

  河川管理施設等被害 

 

＜都道府県管理河川＞ 

  一般被害 

   

 (5) 土砂災害（国土交通省情報：8月 8 日 8:00 現在） 

  土砂災害発生状況 

  ア がけ崩れ 

    

 (6) 港湾関係（海岸保全施設を含む）（国土交通省情報：8月 8日 8:00 現在） 

    

 (7) 医療関係（厚生労働省情報：8月 7 日 18:00 現在） 

  ・各都道府県に対し、台風第８号に関する避難勧告等が出されている市町村の医療機関

等に対して避難に関する注意喚起を行うよう、また、医療機関の被害状況を把握した

場合は報告するよう連絡を行った（8/5）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。。 

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況 対　　策　　状　　況

（状態で「その他」を選択した場合は
内容を記入すること）左右岸 KP 状　態 数　量

九州 番匠川
ばんじょうがわ

久留須
くるす

川
がわ

佐伯市
さいきし

左岸 0k500 漏水 約260ｍ 対策済み

半壊
(戸)

原因
面積
(約
ha)

大分 番匠川
ばんじょうがわ

久留須
くるす

川
かわ

佐伯
さえき

市
し

直川
なおかわ 溢水 調査中 調査中 溢水

調査
中

浸水解消

宮﨑 五ヶ瀬川
ごかせがわ

小川
こがわ

延岡市
のべおかし

溢水 1 溢水 26ha 浸水解消

都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
原因

全壊
(戸)

床上
(戸)

床下
(戸)

原因

合計 1件 名 名 名 1戸 戸 戸

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

大分県 1件 佐伯市 1件 仁田原 1戸

件 件

港湾地区名・海岸名及び被害状況等

大分県 大分県 重要 佐伯港 木片等の漂流物が発生　回収準備中

山口県 山口県 国際拠点 徳山下松港
[事前通行規制]
強風により臨港道路「新南陽埠頭線（周南大橋）」通
行止め（8/5 18:00～8/6 16:00）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名
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 (8) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：8月 7日 18:00 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、台風第８号に伴い、透析医療の提供が困難となる事態にも対応

できるよう注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した（8/5）。

また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  イ 人工呼吸器在宅療養難病患者 

    各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第８号に伴い、特に在宅で人工呼吸器

を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとともに、被害発生時

における報告を要請した（8/5）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患

者への被害情報の把握について協力を依頼した（8/5）。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  ウ その他 

   ・感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

・保健衛生施設等の被害状況 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (9) 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係（厚生労働省情報：8月 7日 18:00 現在） 

  ア 薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、台風第８号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認し

ておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚

起と薬局関係の被害情報等の収集を依頼した（8/5）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

イ 輸血用血液製剤 

    日本赤十字社に対し、台風第８号の接近についての注意喚起とともに、被害情報等

の収集と共有を行うよう依頼した（8/5）。現時点で被害報告無し。引き続き情報収

集に努める。 

ウ 毒物劇物関係 

・各都道府県に対し、台風第８号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認し

ておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚

起と毒物劇物関係の被害情報等の収集を依頼した（8/5）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (10) ダム・ため池（農林水産省情報：8 月 8 日 9:00 現在） 

・現時点において、被害情報なし。 

 (11) 農林水産関係（農林水産省情報：8 月 8 日 9:00 現在） 
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・現時点において、被害情報なし。 

 (12) 災害廃棄物等関係（環境省情報：8 月 8 日 9:00 現在） 

  ・現在、廃棄物処理施設の稼働等に影響のある被害については確認されていない。 

・災害廃棄物の発生状況については確認中。 

 (13) 金融機関等（金融庁情報：8 月 7日 14:00 現在） 

  ・全金融機関復旧済み。 

６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・8月 5 日 9:50 情報連絡室設置 

(2) 関係省庁災害警戒会議の実施 

・8月 5 日 9:50 令和元年台風第８号に係る関係省庁災害警戒会議 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・8月 5 日 9:50 内閣府情報連絡室設置 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置（8/5 9:50） 

・関係県警察では、所要の警備体制を確立（8/5～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係県警察は、関連情報の収集等を実施（8/5～） 

(3) 消 防 庁の対応 

８月５日 ９時５５分 応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置（第１次応急

体制） 

    １３時２３分 都道府県、指定都市に対し「台風第８号についての警戒情報」

を発出 

  ＜地元消防機関の対応＞ 

   被災地では、地元消防機関(消防本部、消防団)により、早期避難の呼びかけ、警戒活

動等を実施 

(4) 海上保安庁の対応  

○８月６日 ０７５０ 第七管区海上保安本部情報連絡室設置 

１９００ 第七管区海上保安本部情報連絡室廃止 

台風接近にあわせ、第三～八・十管区海上保安本部から該当部署に対し、警戒配備

を発令 

○投入勢力 

 ・巡視船艇・航空機・人員 なし 

・リエゾン なし 
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○航行警報等の発出状況 

・航行警報 2 件（継続中：0 件） 

・海の安全情報 11 件（継続中：1 件） 

(5) 総 務 省の対応  

  ・８月５日(月)９時 50分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

(6) 文部科学省の対応  

・西日本地方の各府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況

の把握、二次災害防止を要請。（令和元年 8月 5 日 9時 30 分） 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：参事官（施設防災担当））を設置。（令和元年 8 月

5 日 9時 50 分） 

(7) 厚生労働省の対応 

・8/5  10:15  厚生労働省災害情報連絡室設置 

  ・医療関係全般 

   ８月５日 熊本県 13:24   EMIS 警戒モードに切り替え。 

    →８月６日 EMIS 通常モードに切り替え。 

    ８月５日 鹿児島県 17:34   EMIS 警戒モードに切り替え。 

    →８月６日 EMIS 通常モードに切り替え。 

(8) 農林水産省の対応 

＜本省＞ 

・大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産省災害情報連絡室設置（８月５日 9:50） 

＜地方農政局＞ 

・中国四国農政局災害対策連絡会議開催（８月５日） 

（大雨に関する情報共有と情報収集体制の確保を指示） 

・中国四国農政局災害対策連絡会議開催（８月６日） 

（大雨に関する情報共有と被災情報の収集を継続） 

＜森林管理局＞ 

・九州森林管理局に災害情報連絡室を設置（８月６日 7:00） 

（情報連絡体制の確保と情報収集を指示） 

【地方公共団体棟に対する情報提供】 

・大臣官房が「今後の気象動向（大雨、台風等）を踏まえた農林水産業共同利用施設の

事前点検及び災害発生時の応急対策の実施について」を通知（令和元年５月 21 日） 

 ・水産庁が「梅雨期及び台風期における防災体制の強化について」を通知（令和元年

６月４日） 

・農村振興局が「梅雨期及び台風期における防災体制の強化について」を通知（令和元

年６月５日） 
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・林野庁が「林道施設災害が発生した場合の迅速な対応について」を通知（令和元年６

月 11 日） 

・生産局及び政策統括官が「夏台風の発生・接近及び大雨等に伴う農作物等の被害防止

に向けた技術指導の徹底について」を通知（令和元年６月 26 日） 

・生産局が「台風第 8 号の接近・上陸及び大雨等による農作物等の被害防止に向けた注

意喚起」を通知（令和元年８月２日） 

・経営局が「台風第８号の接近・上陸及び大雨等による農作物等の被害防止に向けた注

意喚起及び農業保険の対応について」を通知（令和元年８月２日） 

・農村振興局が「台風第８号接近に伴う事前点検及び被災箇所における応急対策の実施

について」を通知（令和元年８月２日） 

・林野庁が「台風第８号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知（令和元年８

月５日） 

・林野庁が「台風第８号接近に伴う山地災害等に備えた対応について」を通知（令和元

年８月５日） 

・水産庁が「台風第８号及び第９号に対する備えと被害報告等について」を通知（令和

元年８月５日） 

(9) 国土交通省の対応 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（8/5） 

・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第 8 号の接近に伴い災害への警戒強化

や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出（8/5） 

  ・ホットライン 

   大分県佐伯市（２回） 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ ３８人・日派遣（8/4～6）】 

    TEC-FORCE（リエゾン）の派遣   のべ１５人・日派遣（8/5～6） 

    TEC-FORCE（JETT）の派遣     のべ２３人・日派遣（8/4～6） 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ ４台・日派遣（8/5～）】 

   九州地整より排水ポンプ車 1 台を派遣 （8日 8:00 現在） 

  ・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警

戒情報の発表基準を引き下げて運用 

通常基準の７割： 

北海道札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町 

山形県鶴岡市（南部） 

新潟県村上市 

熊本県和水町 

通常基準の８割： 

北海道苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町 

山形県鶴岡市（北部） 
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鹿児島県鹿児島市 

(10) 気 象 庁の対応 

・各地の気象台では、台風説明会の開催などにより自治体や報道機関に警戒を呼びかけた。 

・JETT（気象防災対応支援チーム）を派遣（8 月 4日～6日） 

（派遣先：島根県、山口県、愛媛県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児

島県 のべ 23 人） 

(11) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（８月５日） 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から各地方環境事務所へ被害情報の収集を指示（８月５日） 


