
７月１１日大雨警報に関する災害情報について（第９報）

平成２８年７月１４日
９ 時 ３ ０ 分 現 在
大 分 県 災 害 警 戒 本 部
※斜体の太字が前回からの変更箇所

１ 警報等の状況 （凡例：●継続中、○解除）

(1) 大雨警報
大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市

○ ○ ● ● ● ○
杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町

○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○
7月11日10時42分【発表】日田市、九重町、玖珠町

12時07分【発表】別府市、由布市
7月13日00時25分【発表】中津市、竹田市、豊後大野市

10時20分【発表】豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、日出町
16時30分【解除】別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市

姫島村、日出町
22時55分【解除】玖珠町

7月14日02時32分【発表】佐伯市

(2) 洪水警報
大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市

○ ○ ○ ○ ○
杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町

○ ○ ○ ○
7月13日00時25分【発表】中津市、日田市、九重町、玖珠町

10時20分【発表】豊後高田市、杵築市
16時30分【解除】全て

7月14日02時32分【発表】佐伯市、竹田市、豊後大野市
06時15分【解除】佐伯市、竹田市、豊後大野市

(3) 土砂災害警戒情報
大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市

○ ○
杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町

7月13日03時35分【発表】日田市
16時10分【発表】竹田市
19時40分【解除】日田市、竹田市

２ 災害対応状況
大分県災害警戒本部設置中（「平成２８年熊本地震」対応から継続）

３ 被害状況

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害 なし



(3) 道路被害 ７件
宇佐市院内町新洞 市道拝田新洞線（沈下橋）

河川増水により新洞橋全面通行止（迂回路あり）
7/13 08:30覚知 7/14 07:10解除

玖珠町戸畑 町道小清原栂野線
法面崩壊により片側通行止
7/13 08:00覚知 7/13 14:40解除

日田市前津江町柚木 県道前津江星野線
路肩崩壊により全面通行止(迂回路あり)
7/13 10:30覚知

玖珠町戸畑 町道柿西線
法面崩壊（規制無し）
7/13 16:30覚知

玖珠町山浦第二大原野 大原野農道
路面沈下により全面通行止(迂回路あり)
7/13 07:00覚知

日田市前津江町柚木 市道志谷線
舗装ひび割れにより全面通行止（迂回路なし）
※人家がないため、影響なし
7/13 17:30覚知

豊後大野市清川町臼尾 県道三重野津原線
路肩の一部崩壊により片側通行止
7/13 19:00発生

(4) 河川被害 なし

(5) 土砂被害 3件
別府市観海寺 山の一部が崩土 7/12 14:30覚知
杵築市山香町立石 山の一部が崩土 7/13 8:20覚知
杵築市大田沓掛 土砂崩れにより住宅裏の石垣が崩壊 7/13 8:30覚知

(6) ライフライン被害 なし

(7) その他被害 なし

４ 避難勧告等の発令状況 （凡例：●継続中、○解除）

(1) 避難準備情報（2,144世帯、5,553人）
大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市

○
杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町

7月13日08時10分【発令】日田市大山町、前津江町(1,379世帯3,877人)

13時00分【発令】日田市上津江町、中津江村（765世帯1,676人）

20時20分【解除】日田市大山町、前津江町(1,379世帯3,877人)

日田市上津江町、中津江村（765世帯1,676人）

５ 避難者数の状況

（1）自主避難者
・日田市前津江町（虫秋公民館） 3世帯 3人（7/14 7:00現在 帰宅済）

６ その他
臨時休校（7/13 ）４校
・小学校：日田市立前津江小学校、五馬小学校
・中学校：日田市立前津江中学校、五馬中学校



【 参 考 】

６月２０日から２１日にかけた大雨により継続中の全面通行止（５件）
市町村 地区名等 路 線 名 被害状況

大分市 上判田 林道御座ヶ岳線 法面崩壊

豊後大野市 緒方町小宛 市道谷線 路肩崩落（高さ12m×幅5m）

由布市 湯布院町川西 県道別府一の宮線 路肩崩壊（2m×20m）

庄内町龍原 県道龍原挾間線 道路崩壊（2m×20m）

九重町 町田 県道飯田高原中村線 崩土(20m)

６月２２日から２３日にかけた大雨により継続中の全面通行止（７件）
市町村 地区名等 路 線 名 被害状況

別府市 乙原 市道浜脇観海寺線 法面崩落(高さ4.5ｍ×幅15m)

臼杵市 野津町白岩 林道吉四六線 法面崩落(高さ15m×幅10m)

竹田市 久住町白丹 市道梅ノ木後山線 道路と橋の境の陥没

杵築市 岩谷 県道成仏杵築線 路肩崩壊（L＝20m）

山香町吉野渡 市道定野尾山中線 法面崩壊（長さ15m×高さ15m）

九重町 町田 県道飯田高原中村線 崩土

町田 県道飯田高原中村線 自然法面崩壊（L＝250m、崩土高5

m、崩壊高200m）

６月２８日から３０日にかけた大雨により継続中の全面通行止（３件）
市町村 地区名等 路 線 名 被害状況

中津市 山国町中摩 県道中津山国自転車道線 路肩崩落

日田市 前津江町赤石 林道曾家中西線 土砂崩れ

宇佐市 安心院町東椎屋 市道小田大成線 崖崩れ（高さ20ｍ×幅20m）

７月８日から９日にかけた大雨により継続中の全面通行止（１件）
市町村 地区名等 路 線 名 被害状況

津久見市 徳浦 県道臼杵津久見線 路肩崩壊（L=30m、高さ約6m）


