
市町村名 地区名等 月日 時間 区分

杵築市 熊野 1 市道年田浜線 6月20日 6時20分 覚知
土砂崩れ発生（2か所）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月20日15時14分
全面通行止解除

宇佐市 院内町新洞 2 市道拝田新洞
しんどう

線 6月20日 7時12分 覚知
全面通行止め（沈下橋）。
迂回路あり。

杵築市 狩宿 3 市道狩宿
かりしゅく

園田線 6月20日 7時45分 覚知
土砂崩れにより、片側通行。
迂回路あり 。

6月20日17時00分
片側通行止解除

杵築市 大内 4 市道西大内山線 6月20日 8時05分 覚知
田が崩れ、全面通行止。
迂回路あり。

九重町 田野 5 県道飯田高原中村線 6月20日 7時00分 覚知
20mの崩土により、全面通行止。
迂回路あり。

日出町 川崎 6 町道真米
まごめ

横断線 6月20日 7時30分 覚知
土砂崩れ（１立方メートル）により、全面通行止。
迂回路あり。

宇佐市 中原 7 市道中原・上拝田線 6月20日 8時50分 覚知
沈下橋冠水により、全面通行止。
迂回路あり。

別府市 乙原 8 市道浜脇観海寺線 6月20日 8時30分
落石、土砂崩れのおそれがあり、
午前8時30分から事前規制により全面通行止。

大分市 今市 9 市道練ヶ迫
ねりがさこ

線 6月20日 8時50分 覚知
路肩が2か所崩壊（幅10m×高さ6～7m×2か所）。
大型車のみ通行制限。

日出町 大神 10 町道中央水家
みずけ

線 6月20日 7時00分 覚知
道路法面崩壊（1立方メートル)。
規制なし。

大分市 福宗 11 市道竹の内三国境
みくにざかい

線 6月20日 8時30分 覚知
土砂崩れ（長さ6m、高さ2m、幅12m）により、全面通
行止。迂回路あり。

大分市 金谷迫 12 市道大分港賀来線 6月20日 7時30分 覚知 土砂崩れにより、片側通行止。
6月20日12時30分
片側通行止解除

中津市 耶馬溪町深耶馬 13
広域農道耶馬溪（山移

～伊福）
6月20日 7時00分 覚知

広域農道の山移起点側より300ｍ上流で落石。
規制なし。

≪道路被害≫　51件　

備考番号 道路名
発生(覚知)日時発生場所

被害概要

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考番号 道路名

発生(覚知)日時発生場所
被害概要

由布市 湯布院町川西 14 県道別府一の宮線 6月20日 11時30分 覚知
路肩崩壊（2m×20m）により、全面通行止。
迂回路あり。

大分市 大分市 15 林道御座ヶ岳線 6月20日 8時30分 覚知
法面崩壊により、全面通行止。
迂回路あり。

杵築市 岩谷 16 市道筒木線 6月20日 8時40分 覚知
市道脇の山（幅6m、高さ3m）が崩壊。
規制なし。

杵築市 山香町広瀬 17 市道御入山
おいりやま

線 6月20日 14時00分 覚知
市道上の畑の法面（幅3m、高さ3m）が崩壊。
片側通行止。

6月20日11時35分
片側通行解除

大分市 椎迫 18 市道椎迫・大道線 6月20日 11時35分 覚知
土砂崩れ。
規制なし。

大分市 辻原 19 農道のため名称なし 6月20日 11時00分 覚知
農道の法面が崩壊。
規制なし。

杵築市 狩宿 20 市道志口住吉線 6月20日 15時30分 覚知
土砂崩れ（5m×2m）。
規制なし。

九重町 菅原 21 林道梶屋線 6月20日 6時30分 覚知
トンネル先（500 m）がけ崩れ。
規制なし。

6月20日18時08分
除去済み

九重町 野上 22 町道奥双石
おくなめし

線 6月20日 8時00分 覚知
斜面崩壊（6m×4m）により、全面通行止。
迂回路あり。

由布市 湯布院町下湯平 23 市道後ノ原線 6月20日 7時00分 覚知 石垣崩壊（3m×2m）により、全面通行止。
6月20日17時30分
全面通行止解除

大分市 中判田 24 市道判田中学校地吉線 6月20日 9時20分 覚知
土砂崩れにより、全面通行止。
迂回路なし。

6月20日19時
全面通行止から片側通
行止へ

大分市 東八幡 25 市道東八幡高崎団地線 6月20日 8時30分 覚知 土砂崩れ。
6月20日10時
土砂崩れ撤去

大分市 端登 26 市道金井戸伊予床線 6月20日 11時30分 覚知
土砂崩れ。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了

大分市 河原内 27 市道黒仁田線 6月20日 12時00分 覚知
土砂崩れ。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考番号 道路名

発生(覚知)日時発生場所
被害概要

大分市 上判田 28 市道高江・地吉線 6月20日 7時40分 覚知
崖崩れ。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了

由布市 庄内町龍原 29 県道龍原挾間線 6月20日 22時36分 覚知
道路崩壊（2m×20m）により、全面通行止。
迂回路あり。

大分市 今市 30 市道石合今市線 6月20日 8時30分 覚知
倒木。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了

大分市 三芳 31 市道椎迫庄原３号線 6月20日 10時15分 覚知
落石。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了

大分市 大久保 32 私道のため名称なし 6月20日 8時25分 覚知
土砂崩れ。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了

日田市 鶴城町 33 県道宝珠山日田線 6月21日 7時30分 覚知
土砂流出により、全面通行止。
迂回路あり。

日田市 大鶴町 34 国道２１１号線 6月21日 7時30分 覚知 路肩崩壊により、片側通行止。

日田市 大日町 35 県道小畑日田線 6月21日 7時30分 覚知 倒木により、片側通行止（Ｌ＝５ｍ）。

竹田市 神原 36 県道神原玉来線 6月21日 8時25分 覚知
土砂崩れ(高さ５ｍ×幅３ｍ）により、全面通行止。
迂回路あり。

杵築市 山香町向野 37 市道仏供線 6月21日 9時50分 覚知
土砂崩れ（長さ11m×高さ7m）により、全面通行止。
迂回路なし。

6月21日15時00分
全面通行止解除

豊後大野市 緒方町大化 38 市道天神尾井付線 6月21日 7時30分 覚知 法面崩土により、片側通行止。
6月21日8時30分時点
片側通行止解除

大分市 王子山の手町 39 市道駄原１号線 6月20日 8時25分 覚知
土砂崩れ（1m×1m）。
規制なし。

6月20日19時
撤去完了。

豊後大野市 三重町秋葉 40 市道山中線 6月21日 9時00分 覚知 法面崩土（高さ3m×3m）により、全面通行止。
6月21日8時30分時点
全面通行止解除。

豊後大野市 三重町内山 41 市道北平線 6月21日 9時00分 覚知 法面崩土（高さ3m×幅3m）により、全面通行止。
6月21日8時30分時点
全面通行止解除。

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考番号 道路名

発生(覚知)日時発生場所
被害概要

豊後大野市 緒方町尾平鉱山 42 県道緒方高千穂線 6月21日 11時30分 覚知
崩土により、全面通行止。
迂回路あり。

豊後大野市 三重町井迫 43 市道森迫井立線 6月21日 9時00分 覚知
路肩崩壊（高さ4m×幅2m）。
規制なし。

杵築市 山香町吉野渡 44 市道定野尾山中線 6月21日 10時10分 覚知
法面崩壊（長さ15m×高さ15m）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月21日15時00分
全面通行止解除

豊後大野市 朝地町板井迫 45 市道北部幹線 6月21日 9時00分 覚知 法面崩土（高さ5m×幅5m）により、全面通行止。
6月21日8時30分時点
全面通行止解除。

豊後大野市 朝地町板井迫 46 市道妙見毛後屋線 6月21日 9時00分 覚知 法面崩土（高さ10m×幅10m）により、全面通行止。
6月21日8時30分時点
全面通行止解除。

豊後大野市 緒方町中野 47 市道開拓１号線 6月21日 9時00分 覚知 倒木により、片側通行止。
6月21日8時30分時点
全面通行止解除。

豊後大野市 緒方町軸丸 48 市道大久保軸丸線 6月21日 9時00分 覚知 法面崩土（高さ10m×幅4m）により、全面通行止。
6月21日8時30分時点
全面通行止解除。

豊後大野市 緒方町小宛 49 市道谷線 6月21日 9時00分 覚知
路肩崩落（高さ12m×幅5m）により、全面通行止。
迂回路あり。

日田市 諸留町 50 市道本村町野線 6月21日 0時20分 覚知 土砂崩れ（4m×5m）により、片側通行止。

中津市 山国町宇曽 51
県道中津山国自転車道

線
6月21日 14時30分 覚知 土砂崩れにより、全面通行止。

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。



市町村名 地区名等 月日 時間 区分

由布市 庄内町中 1 土砂災害 6月20日 6時52分 覚知
住宅裏の法面（5m×2m）が崩壊
住家、人的被害なし。

由布市 庄内町中 2 土砂災害 6月20日 6時52分 覚知
住宅裏の法面（10m×5m）が崩壊
住家、人的被害なし。

杵築市 杵築 3 土砂災害 6月20日 不明 落石防護ネット内に巨石（3m）崩落

杵築市 鴨川 4 土砂災害 6月21日 1時00分 発生 家屋裏の土砂崩落（幅5m×高さ6m×2か所）

≪土砂被害≫　4件（がけ崩れ4件）

備考番号 被害種別
発生(覚知)日時発生場所

被害概要

番号「○」及び下線が付いたものは前回報告から追加・修正されたものを示す


