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Ⅰ 台風第８号の概況

１ 気象の状況（静岡地方気象台「静岡県気象速報」）

８月12日（金）３時に日本の南で発生した台風第８号は、ゆっくりとし

た速さで北へ進み、８月13日（土）９時には御前崎の南西約130キロに進ん

だ。その後、８月13日（土）15時前に御前崎付近を通過、８月13日（土）

17時半頃に伊豆半島に上陸後、関東地方を通過し日本の東海上へ抜けた。

（以上、速報解析による）。

静岡県では台風の接近・通過に伴い、８月11日（木）10時（降り始め）

から８月14日（日）８時（降り終わり）までの降水量は、天城山で488.0ミ

リ、鍵穴で372.0ミリ、静岡で341.0ミリとなった。また、８月13日（土）

７時20分頃に静岡市駿河区青沢で突風が発生しパイプハウスの倒壊や住家

の屋根瓦の飛散などの被害があったほか、８月14日（日）に松崎町で土砂

災害や浸水害が発生した。
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２ 降雨の状況（８月 13 日（土）～８月 14 日（日））

(1) 門野雨量観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 39 ㎜（８月 13 日（土）21：00）

最大累加雨量 280 ㎜（８月 13 日（土）21：00）

(2) 松崎雨量観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 36 ㎜（８月 14 日（日）7：00）

最大累加雨量 323 ㎜（８月 14 日（日）8：00）

(3) 大峠雨量観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 68 ㎜（８月 13 日（土）22：00）

最大累加雨量 412 ㎜（８月 14 日（日）8：00）

(4) 大鍋雨量観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 58 ㎜（８月 13 日（土）21：00）

最大累加雨量 435 ㎜（８月 14 日（日）8：00）
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(5) 近隣市町

ア 下田市婆娑羅観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 37 ㎜（８月 14 日（日）7：00）

最大累加雨量 358 ㎜（８月 14 日（日）8：00）

イ 東伊豆町白田観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 38 ㎜（８月 13 日（土）15：00）

最大累加雨量 330 ㎜（８月 14 日（日）8：00）

ウ 河津町天城観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 45 ㎜（８月 13 日（土）21：00）

最大累加雨量 388 ㎜（８月 13 日（土）22：00）

エ 南伊豆町南伊豆観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 20 ㎜（８月 14 日（日）6：00）

最大累加雨量 228 ㎜（８月 14 日（日）8：00）

オ 西伊豆町仁科峠観測所（県）

１時間当たり最大降雨量 26 ㎜（８月 13 日（土）15：00）

最大累加雨量 306 ㎜（８月 13 日（土）21：00）

３ 河川水位の状況（８月 13 日（土）～８月 14 日（日））

(1) 那賀川

８月 13 日（土）

1：35 70 ㎝（水防団待機水位到達）

21：50 165 ㎝（最大水位）

(2) 岩科川

８月 13 日（土）

23：30 265 ㎝（最大水位）
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Ⅱ 被害の状況

１ 人的被害

無し

２ 物的被害

(1) 住家等被害（10/4 現在）

(2) 地区別内訳（10/4 現在）

(3) 道路、河川等の被害状況

ア 調査箇所数 87 件

（土砂崩落 31 件、倒竹木 10 件、河川閉塞（堆積物除去）15 件、護岸損

傷 15 件、路肩損傷６件、舗装損傷３件、橋梁洗掘１件、その他６件）

イ 災害査定

・申請件数 ８件（道路１件、河川６件、橋梁１件）

・申請額 94,172 千円

・静岡県第３次査定

10 月 17 日（月） 実査（河川１件）

18 日（火） 実査（河川４件、道路１件、橋梁１件）

19 日（水） 朱入れ（７件）

区分 棟数

全壊 １棟（住家１棟、非住家０棟）

半壊 ０棟（住家０棟、非住家０棟）

床上浸水 27 棟（住家 23 棟、非住家４棟）

床下浸水 30 棟（住家 21 棟、非住家９棟）

合計 58 棟（住家 45 棟、非住家 13 棟）

地区 区分 棟数

道部 床下浸水 ２棟（住家２棟、非住家０棟）

山口 床下浸水 12 棟（住家 10 棟、非住家２棟）

野田 床下浸水 １棟（住家０棟、非住家１棟）

金沢 床下浸水 １棟（住家０棟、非住家１棟）

雲見

全壊 １棟（住家１棟、非住家０棟）

床上浸水 27 棟（住家 23 棟、非住家４棟）

床下浸水 14 棟（住家９棟、非住家５棟）

合計 58 棟（住家 45 棟、非住家 13 棟）



5

(4) 町施設の被害状況

ア 水道施設

・雲見浄水場 土砂流入

・千貫門配水池供給エリア内 配水管の破損

・入谷配水池 急傾斜地の崩壊に伴う送水管・配水管の破損

（詳細は、「(7) 町水道の被害状況」のとおり）

イ その他の施設 被害なし

(5) 農業関連の被害状況（農地被害）

(6) 雲見観光協会会員の被害状況

ア 宿泊施設 12 件（床上浸水９件、床下浸水３件）

イ 宿泊施設以外 ３件（床上浸水１件、床下浸水２件）

(7) 町水道の被害状況

８月 14 日（日）

7：00 頃 雲見区内土砂崩れ等により送・配水管破断

雲見区給水 126 戸中、約 70 戸断水

８月 15 日（月）

21：00 千貫門配水池供給エリア約 30 戸復旧、

入谷配水池供給エリア約 40 戸断水継続

８月 18 日（木）

千貫門配水池供給エリアから、断水している入谷配水池供給エリアに

消火栓を使用し、応急的に送水を開始

８月 23 日（火）

急速濾過器と仮設の配水池（20t タンク）を搬入・設置

８月 29 日（月）

11：30 入谷配水池供給エリア約 40 戸の断水解除

(8) 停電状況

工種 地区 面積 被害額 被害内容

わさび田 池代 0.03ha 400 千円 土砂流入

わさび田 池代 0.02ha 400 千円 土砂流入

計 0.05ha 800 千円



6

８月 13 日（土）

20：45 中川地区で 787 件の停電が発生

８月 14 日（日）

2：20 全軒復旧
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Ⅲ 災害対応の状況

１ 時系列の経過

８月 13 日（土）

9：00 事前配備体制

9：11 大雨警報（土砂災害）発表

10：30 大雨警報（浸水害）発表

10：35 高齢者等避難発令（町内全域）

避難所開設 １箇所（松崎町環境改善センター）

20：45 中川地区で停電発生（787 件）

21：23 土砂災害警戒情報発表

災害対策本部設置

22：00 災害対策本部会議

22：30 消防団本部招集 １分団・５分団町内パトロール

８月 14 日（日）

2：20 中川地区の停電復旧

6：00 避難指示発令（町内全域）

6：10 消防団本部招集

7：10 太田川越水の連絡

7：30 消防団にパトロールを要請

9：06 下田消防本部雲見対策本部（大屋駐車場）に役場リエゾン派遣

11：30 避難指示解除

避難所閉鎖 １箇所（松崎町環境改善センター）

12：31 東伊豆町に給水車１台の派遣依頼

12：50 廃棄物仮置き場を開設（雲見区グラウンド）

16：00 災害対策本部会議

16：45 土砂災害警戒情報解除

17：01 大雨警報解除

８月 15 日（月）

9：55 町長・国交省・県土木事務所現地視察

13：42 給水所を増設（２箇所→３箇所）

15：40 大口衆議院議員、蓮池県議現地視察

17：00 災害対策本部会議

21：00 水道断水約 30 戸復旧（入谷地区約 40 戸断水継続）

その他 ふるさと納税災害支援寄付受付開始（さとふる）

８月 16 日（火）
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13：45 勝俣衆議院議員、森県議視察

16：00 災害対策本部会議

その他 ふるさと納税災害支援寄付受付開始（ふるさとチョイス・楽天）

８月 17 日（水）

16：00 災害対策本部会議

18：00 高齢者等避難発令（町内全域）

避難所開設 １箇所（松崎町環境改善センター）

その他 雲見災害特設ページ開設（町 HP）

８月 18 日（木）

12：00 高齢者等避難解除

避難所閉鎖 １箇所（松崎町環境改善センター）

14：55 入谷地区への消火栓を用いた送水を開始

16：00 災害対策本部会議

その他 義援金の受付開始

８月 19 日（金）

16：00 災害対策本部会議

８月 20 日（土）

16：00 災害対策本部会議

８月 21 日（日）

16：00 災害対策本部会議

８月 22 日（月）

16：00 災害対策本部会議

８月 23 日（火）

16：00 災害対策本部会議

その他 雲見区に災害掲示板の設置（大屋駐車場付近・旧公民館前）

８月 24 日（水）

16：00 災害対策本部会議

その他 雲見区に災害掲示板の設置箇所追加（入谷高見屋駐車場）

８月 25 日（木）

16：00 災害対策本部会議

その他 災害支援関係業務の実施を決定

①健康支援【健康福祉課】

8/29（月）～9/2（金）

雲見区の被災した約 50 世帯を対象に、保健師や管理栄養士に

よる訪問調査を実施し、健康支援を行う
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②り災証明申請受付【総務課】

8/30（火）～9/30（金）

雲見区については 8/30・9/2 に出張受付を実施

８月 26 日（金）

16：00 災害対策本部会議

８月 27 日（土）

16：00 災害対策本部会議

その他 美しい村クラウドファンディング受付開始

８月 28 日（日）

16：00 災害対策本部会議

８月 29 日（月）

11：30 雲見入谷地区断水復旧

13：00 災害対策本部会議

13：15 災害対策本部廃止

２ 避難所受入状況

８月 13 日（土）

10：35 松崎町環境改善センター 避難所開設 避難者１世帯２人

８月 17 日（水）

18：00 松崎町環境改善センター 避難所開設 避難者なし

雲見公民館 避難所開設 避難者なし

３ 消防団活動状況

８月 13 日（土）

22：30 消防団本部招集（団長、副団長２名、本部長１名）

災害対策本部からの要請により、町内パトロールを実施

１分団・５分団 参集 17 名

2：00 撤収（８月 14 日（日））

８月 14 日（日）

6：10 消防団本部招集（団長、副団長２名、本部長１名）

7：30 災害対策本部からの要請により、パトロールを実施

１～６分団 参集 76 名

12：00 ２～５分団 撤収

17：00 １・６分団 撤収

８月 15 日（月）
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8：30 参集 89 名

雲見区内の土砂撤去作業等を実施

17：30 撤収

８月 16 日（火）

8：30 参集 67 名

雲見区内の土砂撤去作業等を実施

12：00 １～５分団 撤収

18：00 ６分団 撤収
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Ⅳ 復旧支援の状況

１ 住宅等被害調査

(1) １次調査 ８月 15 日（月）～10 月４日（火） 58 件調査

ア 全 壊 １件

イ 床 上 浸 水 27 件

ウ 床 下 浸 水 30 件

(2) ２次調査 該当なし

(3) 証明書発行状況 ９月 15 日（木）～10 月 31 日（月）

ア り災証明 申請件数 42 件

発行件数 42 件

イ 被災証明 該当なし

２ 災害ボランティアセンター

(1) 松崎町災害ボランティアセンターの開設

８月 14 日（日） 松崎町社会福祉協議会に開設（17：00～）

８月 31 日（水） 松崎町災害ボランティアセンターを閉鎖

※９月１日（木）以降は、「松崎町社会福祉協議会支え合いセンター相談

窓口」で町内ボランティアを中心に活動。

(2) ボランティアニーズの受付

松崎町社会福祉協議会の本部及び雲見のサテライトセンターにてニーズ

の受付

８月 15 日（月）～８月 31 日（水）までの受付件数 52 件

(3) 災害ボランティアの受付

松崎町社会福祉協議会の本部及び雲見のサテライトセンターにてニーズ

の受付

８月 15 日（月）～８月 31 日（水）までの延べ受付人数 571 人

(4) 主な活動内容

家屋内外の泥出し、家財運び出し、清掃等

８月 15 日（月）～８月 31 日（水）までの対応家屋数 40 棟
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３ 入浴支援

(1) 対象施設 伊豆まつざき荘 ８月 15 日（月）～８月 31 日（水）

依田之庄 ８月 16 日（火）～９月３日（土）

(2) 対象者 雲見区民、雲見宿泊者、災害ボランティア

(3) 利用実績 295 人

ア 伊豆まつざき荘 115 人

（雲見区民 69 人、雲見宿泊者 46 人）

イ 依田之庄 180 人

（雲見区民 48 人、雲見宿泊者 12 人、災害ボランティア 120 人）

４ 健康支援

(1) 期 間 ８月 29 日（月）～８月 31 日（水）

(2) 内 容 雲見地区の床上浸水、床下浸水、断水した世帯に訪問調

査を実施

(3) 訪問実績 61 世帯

５ 消毒液の配付

(1) 期 間 ８月 14 日（日）～８月 29 日（月）

(2) 内 容 床上浸水世帯 25 本/世帯

床下浸水世帯 ７本/世帯

(3) 配付実績 32 件（500 ㎖×32 本）

６ 災害廃棄物の対応

(1) 受付場所 クリーンピア松崎及び雲見区グラウンド（仮置場）

(2) 受付期間 ８月 15 日（月）～10 月 14 日（金）

(3) 計量件数 約 400 件
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(4) 数 量 約 80t（木片、粗大、畳、家電等）

７ 断水に伴う給水対応

(1) 町の給水車

ア 期 間 ８月 14 日（日）～８月 29 日（月）

イ 台 数 延べ 19 台

８月 14 日（日）～８月 16 日（火） ２台/日

８月 17 日（水）～８月 29 日（月） １台/日

(2) 給水車支援（２町、日本水道協会 計３団体 給水車延 17 台）

ア 東伊豆町 給水車７台 ８月 15 日（月）※２台、16 日（火）、

17 日（水）、19 日（金）、22 日（月）、

23 日（火）

イ 河 津 町 給水車４台 ８月 16 日（火）、18 日（木）、20 日（土）、

21 日（日）

ウ 日本水道協会 給水車６台 ８月 24 日（水）（富士宮市）

25 日（木）（沼津市）

26 日（金）（三島市）

27 日（土）（函南町）

28 日（日）（熱海市）

29 日（月）（沼津市）

(3) 支援物資（計５団体 飲料水 3,236ℓ）

ア ダイドービバレッジサービス㈱ 様

飲料水（500 ㎖ 24 本入）10 箱：120ℓ（８月 14 日（日）受付）

イ 三島信用金庫 様

飲料水（２ℓ６本入）30 箱：360ℓ（８月 15 日（月）受付）

ウ 一般社団法人しずおか民家活用推進協議会 様

飲料水（２ℓ）400 本：800ℓ（８月 15 日（月）受付）

エ ネッツトヨタ静岡 様

飲料水（２ℓ６本入）153 箱：1,836ℓ（８月 19 日（金）受付）

オ サンフレッシュ松崎店 様

飲料水（500 ㎖ 24 本入）10 箱：120ℓ（８月 29 日（月）受付）

８ 義援金等
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(1) 義援金 824 件 22,098,314 円

(2) 寄付金 13 件 7,583,735 円

(3) ふるさと納税（災害支援） 397 件 5,651,800 円

※11 月 17 日（木）現在

９ 支援物資

(1) ダイドービバレッジサービス㈱ 様

飲料水（500 ㎖ 24 本入）10 箱（８月 14 日（日）受付）

(2) NPO 法人日本沼津災害救援ボランティアの会 様

ペーパータオル・マスク 20 箱（８月 15 日（月）受付）

(3) 西伊豆町 様

土嚢袋 900 枚、マスク 400 枚、ウエットタオル 400 枚、

ブルーシート 10 枚（８月 15 日（月）受付）

(3) 三島信用金庫 様

飲料水（２ℓ６本入）30 箱、マスク 3,000 枚、タオル 50 枚

（８月 15 日（月）受付）

(4) 一般社団法人しずおか民家活用推進協議会 様

飲料水（２ℓ）400 本（８月 15 日（月）受付）

(5) 家弓緑 様

タオル１箱（８月 16 日（火）受付）

(6) 枚方信用金庫 様

タオル 200 枚（８月 17 日（水）受付）

(7) 下田市観光協会 様

バスタオル 21 枚、収納ケース２個、ハンドソープ（24 個入）10

箱、アルコールジェル（12 個入）10 箱、歯ブラシ（140 本入）１箱

（８月 19 日（金）受付）
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(8) ネッツトヨタ静岡 様

飲料水（２ℓ６本入）153 箱（８月 19 日（金）受付）

(9) NPO ピクニック 様

タオル１箱（８月 22 日（月）受付）

(10) 全国農業会議 様

タオル３箱（８月 24 日（水）受付）

(11) ダイドービバレッジサービス㈱ 様

スポーツドリンク（24 本入）５箱、麦茶（24 本入）５箱

（８月 25 日（木）受付）

(12) サンフレッシュ松崎店 様

飲料水（500 ㎖ 24 本入）10 箱（８月 29 日（月）受付）


