
「平成２９年７月５日からの大雨による災害」に関する

災害情報について（第２４報）

平成２９年７月１３日

１ ７ 時 ３ ０ 分 現 在

大分県災害対策本部

１ 警報等の状況 （凡例：●継続、○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5日 11時 4分【発表】日田市

7月5日 13時31分【発表】中津市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、九重町、玖珠町

7月5日 14時30分【発表】別府市、豊後大野市、由布市

7月5日 15時42分【発表】大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市

7月6日 02時55分【解除】津久見市

7月6日 06時15分【解除】豊後高田市、杵築市

7月6日 14時10分【解除】大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、宇佐市、豊後大野市、

由布市、玖珠町

7月6日 18時18分【発表】豊後大野市、玖珠町

7月6日 20時33分【発表】大分市、別府市、由布市

7月7日 05時15分【解除】大分市、別府市

7月7日 05時15分【発表】豊後高田市、宇佐市、国東市

7月7日 07時18分【発表】大分市、別府市、杵築市、日出町、姫島村

7月7日 11時05分【解除】姫島村

7月7日 11時05分【発表】佐伯市

7月7日 15時52分【解除】大分市、日出町、国東市、佐伯市

7月7日 18時40分【解除】豊後高田市、杵築市、宇佐市

7月8日 00時41分【解除】別府市、竹田市、由布市、九重町、玖珠町

7月8日 16時56分【解除】中津市、豊後大野市

7月9日 10時25分【発表】竹田市、豊後大野市、九重町

7月9日 14時40分【解除】竹田市、豊後大野市、九重町

7月10日 04時48分【解除】日田市

（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5日 13時31分【発表】中津市、日田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市

7月5日 15時42分【発表】大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、

豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町

7月6日 02時55分【解除】津久見市

7月6日 06時15分【解除】別府市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市



7月6日 08時55分【解除】大分市、佐伯市、臼杵市、豊後大野市

7月6日 14時10分【解除】中津市、日田市、竹田市、九重町、玖珠町

7月7日 05時15分【発表】中津市、日田市、豊後高田市、宇佐市、国東市、玖珠町

7月7日 07時18分【発表】大分市、杵築市、日出町

7月7日 11時05分【解除】大分市、中津市、日田市、豊後高田市、宇佐市、国東市、

日出町、玖珠町

7月7日 15時52分【解除】杵築市

（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5日 13時45分【発表】中津市、日田市

7月5日 14時40分【発表】杵築市、宇佐市、玖珠町

7月5日 15時50分【発表】九重町

7月5日 17時00分【発表】豊後大野市

7月5日 17時55分【発表】由布市

7月5日 18時15分【発表】竹田市

7月5日 18時40分【発表】大分市

7月5日 21時15分【発表】臼杵市

7月6日 05時55分【解除】臼杵市、杵築市

7月6日 08時35分【解除】大分市、宇佐市、玖珠町

7月6日 10時55分【解除】豊後大野市、由布市、九重町

7月6日 14時55分【解除】中津市、竹田市

7月9日 13時30分【解除】日田市

（４）大雨特別警報

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5日 19時55分【発表】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、

九重町、玖珠町

7月6日 02時55分【解除】津久見市

7月6日 06時15分【解除】豊後高田市、杵築市

7月6日 14時10分【解除】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、竹田市、

宇佐市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町

２ 災害対応状況

７月 ５日 １１時０４分 大分県災害対策連絡室 設置

７月 ５日 １５時３０分 大分県災害警戒本部 移行

７月 ５日 １９時３０分 大分県災害対策本部 移行



３ 被害状況

(1) 人的被害

死 者 ３名

○ ７月６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、４３歳・男性が崩土

に巻き込まれ、その後死亡を確認。

○ ７月６日、７９歳・男性を君迫川で発見。その後死亡を確認。

○ ７月７日、７０歳・女性を田代川で発見。死亡を確認。

負 傷 者 ４名

○ ７月６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、６８歳・女性１名と

７９歳・女性１名が崩土に巻き込まれ負傷、重傷及び中等傷。

○ ７月６日、年齢不明・男性が避難行動中に転倒し負傷、軽傷。

○ 年齢不明・女性が住居床上浸水し、ガラス破片により負傷、軽傷。

(2) 連絡が取れない者 なし

(3) 建物被害（総数 ３３９棟）

ア 住家（２８１棟）

① 全壊（１４棟）

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

１ １２

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

１

② 半壊（８棟）

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

８

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

③ 一部破損（１６棟）

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

３ １０ ２

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

１

④ 床上浸水（９５棟）

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

３ ９２

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

⑤ 床下浸水（１４８棟）

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

４７ ９６ ３

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

２

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害（ガラスが数枚破損した程度は除く）



イ 非住家（５８棟）

① 全壊（７棟）

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

１ ２ ３

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

1

② 半壊（５棟）

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

５

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

③ 一部破損（４棟）

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

１ １ ２

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

④ 床上浸水（１０棟）

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

１ ８ １

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

⑤ 床下浸水（３２棟）

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

２１ １１

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

(4) 道路被害 ３３５件 詳細は別添１のとおり

① 国道（１１件）

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

５ ４

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

２

※「別添１」番号３については、中津市に計上

② 県道（８１件）

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

１ １ １２ ４６ １ ２

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

１０ ３ ５

③ 市町村道（６４件）

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

２ １４ １ １９ ２

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

１ ３ １８ １ ３

④ 農道（３件）

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

１ １ １

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



⑤ 林道（１７６件）

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

５ ４８ １１６ １

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

６

(5) 河川被害 ３１８件

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

５６ １９９ ６ ８ ４ １

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

１１ １ ３２

(6) 土砂被害 １９件

① がけ崩れ（１９件）

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

１ 4 10

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

１ 2 1

(7) 農林水産業施設等被害 １，４７４件

① 農地・農業用施設等（１，２５５件）

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

６ ４ ７０ ８７６ ４ １３１

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

４ ９９ ８ ９ ４４

② 林地・治山施設等（２１７件）

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

６６ １５１

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

③ 水産施設（２件）

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

２

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

(8) ライフライン被害

ア 停電 日田市 最大１，２００戸

（7/8 17:49 復旧済（水没地区を除く））

イ 通信 日田市小野地区 ２４５世帯で障害（ＮＴＴ）

（7/10 14:30 復旧済）

日田市小野地区等 ９世帯で不通（ＱＴネット）

（7/12 21:00 復旧済）

日田市小河内等 携帯電話（ドコモ）不通

中津市深耶馬、日田市上宮町 携帯電話（ソフトバンク）不通

（7/11 10:00 復旧済）



大分市野津原太田、日田市小野、鶴川内北 停波（ＫＤＤＩ）

(7/12 15:01 復旧済）

ウ 水道 玖珠町日出生本村 簡易水道の断水（15世帯・40人） 復旧済

中津市山国町 上水道の断水（13世帯・26人） 復旧済

日田市山田地区 簡易水道の断水（61世帯・190人）復旧済

日田市川崎地区 簡易水道の断水（30世帯・79人） 復旧済

日田市祝原地区 簡易水道の断水（26世帯・70人） 復旧済

日田市北部地区 簡易水道の断水（354世帯・988人）復旧済

日田市日の本地区 簡易水道の断水（41世帯・108人） 復旧済

日田市小畑地区 小規模給水施設の断水（5世帯・12人）

日田市梛野地区 給水施設の断水（15世帯・45人）

九重町 養護老人ホーム給水施設の給水制限

（1世帯・60人）

(9) その他被害 １件

・大分市 河原内川河川プール内に土砂が流入（7/10 14:00 復旧済）

４ 孤立地域の状況 ４ヶ所 計 １１３人 （7/12 17時00分現在）

地区名 集落名 残留者数

日田市小野地区 鈴連町 松山 ２人

殿町 竹尾 ２８人

足刈 １３人

釜ヶ瀬 １６人

平 ５人

露木 ２人

源栄町 和田 ２人

市木 ５人

中山 ４人

皿山 １６人

地区計 ９３人

日田市大鶴地区 鶴城町 小鹿田 ２０人

地区計 ２０人

計 １１３人

５ 避難勧告等の発令状況 詳細は別添２のとおり

(1) 避難準備・高齢者等避難開始 ０世帯 ０人

市町村 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

世帯数 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0

市町村 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

世帯数 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0



(2) 避難勧告 ４世帯 ７人

市町村 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

世帯数 4 0

人数 7 0

市町村 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

世帯数 0

人数 0

(3) 避難指示（緊急） ２５世帯 ５７人

市町村 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

世帯数 0 25

人数 0 57

市町村 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

世帯数

人数

６ 避難者等の状況 詳細は別添３のとおり

８４世帯 １８３人 （7/13 15時30分現在）

市町村 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

世帯数 0 0 0 84 0 0 0 0

人数 0 0 0 183 0 0 0 0

市町村 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

世帯数 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0

７ 学校等の被害及び休校状況等について 別添４のとおり

８ 地区災害対策本部からの情報連絡員派遣状況

西部振興局：日田市 （7/5 16:00到着）

九重町 （7/5 21:10到着 7/6 17:15撤収）

玖珠町 （7/5 21:10到着 7/6 17:15撤収）

北部振興局：中津市 （7/5 17:00到着）

宇佐市 （7/5 17:50到着 7/6 14:40撤収）

豊後高田市（7/5 20:40到着 7/6 12:00撤収）

東部振興局：別府市 （7/5 21:35到着 7/6 15:45撤収）

杵築市 （7/5 22:05到着 7/6 6:50撤収）

中部振興局：大分市 （7/5 21:20到着 7/6 14:10撤収）

臼杵市 （7/5 21:45到着 7/6 14:23撤収）

津久見市 （7/5 22:40到着 7/6 3:10撤収）

由布市 （7/5 22:04到着 7/6 15:00撤収）

豊肥振興局：竹田市 （7/5 21:00到着 7/6 17:00撤収）

豊後大野市（7/5 21:00到着 7/6 15:25撤収）



９ 災害派遣要請等

7/5 19:19 日田市から県に自衛隊災害派遣を要請

7/5 19:30 県から自衛隊に災害派遣要請

7/5 21:12 県から消防庁に緊急消防援助隊出動要請

7/6 9:30 内閣府先遣チーム（５名）入県

7/8 11:45 日田市小野地区へＤＭＡＴを派遣

（医師1名、看護師１名の計２名）

7/9 12:35 緊急消防援助隊の佐賀県大隊（１９隊６７名）及び

愛知県統合機動部隊（９隊３７名）の全隊が福岡県へ転進

【大分県には福岡市消防局（指揮支援隊１隊６名）、熊本県大隊

（３８隊１３０名）及び宮崎県大隊（２１隊８６名）が残留】

7/9～11 日田市へＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）を派遣

（精神科医師１名、看護師２名、業務調整員１名の計４名）

7/10～11 日田市へ県医師会によるエコノミークラス症候群の予防に係る

医療救護班を派遣

（医師１名、看護師２名の計３名（予定））

7/10 広域緊急援助隊［鳥取県（２４名）・鹿児島県（２４名）及びヘリ

（広島県（１機６名）・宮崎県（１機４名）)］任務終了

7/10 内閣府先遣チーム３名増員

7/10 17:00 緊急消防援助隊の熊本県大隊及び高知県航空小隊が福岡県へ転進

福岡市消防局、宮崎県大隊、愛媛県航空小隊、山口県航空小隊及び

長崎県航空小隊が引揚げ

7/11 九州・山口９県被災地支援対策本部から、本部代行の長崎県から

職員２名を受入

7/11～15 日田市へ県看護協会による災害支援ナースを派遣

（１チーム看護師２名、２チームで活動）

7/11 日田市小野地区へ日本赤十字社医療救護班派遣

（医師、薬剤師、看護師等計６名）

7/13 7:50 日田市から県に自衛隊災害派遣の撤収を要請

7/13 8:00 県から自衛隊に災害派遣撤収要請

１０ 罹災証明関係

・日田市 ７月８日(土)から申請受付開始(7/12 11:00現在 403件受付)

・中津市 ７月８日(土)から申請受付開始(7/12 11:00現在 8件受付)

【参考】

申請後、住家の被害認定調査を実施し、罹災証明書を交付

被害の状況により、生活・住宅再建費用を支給

支給額は、以下のとおり。国の制度は、全壊10世帯以上又は滅失80世帯以上



１１ その他

○記録的短時間大雨情報

7/5 15:00 日田市中津江付近で約１１０ミリ

7/5 18:00 日田市日田付近で約１１０ミリ

○雨の実況

７月５日００時から１２日１０時までの総降水量（アメダス速報値）

日田市三本松 ４６３．０ミリ

中津市耶馬渓 ３６９．５ミリ

豊後大野市犬飼 ３０４．５ミリ

竹田市会々 ２５１．５ミリ

玖珠 ２３６．５ミリ

日田市椿ヶ鼻 ２０１．５ミリ

○災害救助法の適用

・平成２９年７月５日からの大雨による災害に対し、日田市及び中津市に災害救助

法を適用することが決定

◆豊後大野市朝地町綿田地区の状況

・地すべりに係る特段の報告なし

国の被災者生活再建支援法 県の災害被災者住宅再建支援事業
(単位：千円) (単位：千円)

基　礎
支援金

合計額
基　礎
支援金

合計額

建設・購入 2,000 3,000 建設・購入 2,000 3,000

補　修 1,000 2,000 補　修 1,000 2,000

賃　借 500 1,500 賃　借 500 1,500

建設・購入 2,000 2,500

補　修 1,000 1,500

賃　借 500 1,000 賃　借 500 1,000

＊単数世帯は上記金額に３／４を乗じた額を支給 床上浸水 50 50

＊単数世帯は上記金額に３／４を乗じた額を支給

800 1,300

支　給　額　(定額)

加算支援金

全　壊 1,000

再建･購入
・補修半　壊 500

1,000

500
大規模
半壊

全　壊

加算支援金

支　給　額　(定額)



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

日田市 大肥本町 1 国道２１１号 7月5日 15時37分 覚知
冠水（大肥川の越水）により全面通行止め
7/6 8:30　片側交互通行に変更
7/813:00　規制解除

日田市 夜明中町 2 国道２１１号 7月5日 18時32分 覚知
道路冠水により通行困難
7/6 8:30　片側交互通行に変更
7/7 18:00　規制解除

中津市
日田市

臼木
三和

3 国道２１２号 7月5日 19時00分 覚知
冠水により全面通行止め
（冠水箇所 数カ所あり)
7/5 22:30　規制解除

日田市 高井町 4 国道３８６号 7月5日 19時30分 覚知
冠水（夜明ダム超水）により全面通行止め
（国道２１２号線交差点～県境まで）
7/6　8:52　誘導員が到着し、片側交互通行に変更

豊後大野市 朝地町梨小 5 国道４４２号 7月5日 20時00分 覚知
連続雨量200mm以上に伴う事前通行規制
7/6 17:00　規制解除

中津市 山国町槻木 6 国道４９６号 7月5日 21時01分 覚知
大雨に伴う事前通行規制
（山国町吉野～福岡方面）
7/9 15:00　規制解除

日田市 高井町 7 国道２１０号 7月5日 19時00分 覚知
冠水により全面通行止め
7/6 0:10　規制解除

豊後大野市 朝地町梨小 8 国道４４２号 7月6日 5時25分 覚知
倒木により片側通行止め
7/6 9:30　規制解除

中津市 耶馬溪町多志田 9 国道２１２号 7月6日 5時59分 覚知 路肩崩壊により全面通行止め

中津市 耶馬溪町柿坂 10 国道２１２号 7月6日 6時40分 覚知 路肩崩壊により全面通行止め

中津市 山国町草本 11 国道４９６号 7月6日 6時00分 覚知 法面崩壊による全面通行止め

件数 11

≪道路被害≫国道　11件　

備考番号 道路名
発生(覚知)日時発生場所

被害概要



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

日田市 鈴連町 1 県道宝珠山日田線 7月5日 15時54分 覚知
冠水により全面通行止め（小野小学校付近）
7/12 10:00片側交互通行に変更

迂回路なし

中津市 本耶馬溪町多志田 2
県道中津山国自転車道

線
7月5日 16時06分 覚知

河川水位上昇に全面通行止め（事前規制）
7/11 11:00　規制解除

日田市 源栄町皿山 3 県道宝珠山日田線 7月5日 16時16分 覚知
山・がけ崩れ、通行できないとの通報
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

中津市 耶馬溪町三尾母 4
県道中津山国自転車道

線
7月5日 16時52分 覚知

河川水位上昇により事前規制
7/10 8:30規制解除

日田市 鶴城町 5 県道宝珠山日田線 7月5日 17時22分 覚知
土砂流入で通行できないとの通報
崩土による全面通行止め

日田市 鈴連町 6 県道宝珠山日田線 7月5日 18時52分 覚知
崩土により全面通行止め
現地確認中（7/6　10：00迂回路なし）

日田市 求町 7 県道戸畑日田線 7月5日 18時30分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 22:00　規制解除

日田市 三本松 8 県道日田玖珠線 7月5日 19時12分 覚知
冠水により全面通行止め
7/5 22:30　規制解除

日田市 山田町 9 県道大鶴熊取線 7月5日 19時20分 覚知
崩土により全面通行止め
7/11 12:00　片側交互通行に変更

玖珠町 太田 10 県道玖珠山国線 7月5日 19時53分 覚知
全面通行止め
（松信～平原交差点まで）
7/8 15:15片側交互通行に変更

日田市 天ヶ瀬馬原 11 県道戸畑日田線 7月5日 20時03分 覚知
崩土（規模不明）により全面通行止め
7/6 22:00  規制解除

日田市 有田町 12 県道日田玖珠線 7月5日 20時00分 覚知
冠水により全面通行止め準備中（有田小学校付近）
7/5 22:30　規制解除

玖珠町 山下 13 県道日田玖珠線 7月5日 21時12分 覚知
全面通行止め
7/5 22:00　規制解除

日田市 三河町 14 県道宝珠山日田線 7月5日 21時22分 覚知
崩土により全面通行止め（三河公民館付近）
7/6 10:00　片側交互通行に変更

日田市 羽田町高花 15 県道白地日田線 7月5日 21時00分 覚知
崩土（規模不明）により片側交互通行

豊後大野市 大野町中土師 16 県道中土師犬飼線 7月5日 21時31分 覚知
大雨に伴う事前通行規制
（大野町中土町～犬飼町長尾野入口まで）
7/6 17:00　規制解除

≪道路被害≫県道　81件　

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

別府市 大字南立石 17 県道別府一の宮線 7月5日 23時06分 覚知
倒木により片側交互通行
7/6 0:03 規制解除

豊後大野市 大野町藤北 18 県道三重野津原線 7月5日 23時00分 覚知 土砂崩れにより全面通行止め

大分市 太田 19 県道久住高原野津原線 7月5日 23時14分 覚知
冠水により全面通行止め
7/6 13:10　規制解除

豊後大野市 大野町安藤 20 県道大分大野線 7月6日 0時50分 覚知
道路への土砂流入により片側通行止め
7/6 17:00　規制解除

豊後大野市 犬飼町柴北 21 県道中土師犬飼線 7月6日 0時59分 覚知
冠水により全面通行止め
7/6 9:30　規制解除

豊後大野市 大野町宮迫 22 県道三重野津原線 7月6日 1時25分 覚知 崩土により全面通行止め

竹田市 直入町神堤 23 県道朝地直入線 7月6日 2時20分 覚知
法面崩壊により全面通行止め（L=10m）
7/6 15:05　規制解除

九重町 町田 24 県道飯田高原中村線 7月5日 13時45分 覚知
全面通行止め
7/8 7:30規制解除

日田市 天瀬町馬原 25 県道戸畑日田線 7月6日 5時51分 覚知
路面陥没（L=10m、W=3m）により全面通行止め
7/8　16:45片側交互通行に変更

中津市 山国町中摩 26 県道津民中摩線 7月6日 6時05分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/6 18:30　規制解除

豊後大野市 大野町大原 27 県道池田大原線 7月6日 6時09分 覚知
崩土により全面通行止め
7/6 14:00　規制解除

中津市 山国町中摩 28 県道玖珠山国線 7月6日 6時15分 覚知 のり面崩壊により片側交互通行

九重町 田野 29 県道飯田高原中村線 7月5日 13時45分 覚知

警報発令により全面通行止め（事前規制）
7/8   9:30　規制解除
7/9 10:30　警報発令により全面通行止め（事前規
制）
7/9 15:33  大雨警報解除により交通規制解除

豊後大野市 朝地町梨小 30 県道久住高原野津原線 7月6日 6時30分 覚知
倒木により片側交互通行
7/6 9:30　規制解除

豊後大野市 大野町中土師 31 県道大分大野線 7月6日 6時30分 覚知
崩土により片側通行止め
7/6 17:00　規制解除

九重町 湯坪 32 県道飯田高原中村線 7月6日 7時05分 覚知
土砂堆積（20cm～30cm）により全面通行止め
7/6 16:30　規制解除

迂回路なし



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

竹田市 久住町有氏 33 県道阿蘇くじゅう公園線 7月6日 7時10分 覚知
車道、歩道部の舗装版の剥がれにより片側通行止
め

中津市 耶馬溪町大島 34 県道山移大島線 7月6日 7時20分 覚知
崩土により全面通行止め
7/6 7:53　片側交互通行に変更

玖珠町 山浦杉河内 35 県道平原耶馬溪線 7月6日 7時55分 覚知
全面通行止め
7/7 19:00　規制解除

日田市 伏木町 36 県道日田山国線 7月6日 8時37分 覚知
崩土により全面通行止め
7/7 15:00　規制解除

中津市 耶馬溪町冠石野 37
県道中津山国自転車道

線
7月6日 8時52分 覚知

法面崩壊により全面通行止め
7/10 17:18 作業終了により解除

日田市 羽田町岩下バス停 38 県道日田玖珠線 7月6日 9時14分 覚知
崩土のため全面通行止め
7/7 9:00　規制解除

中津市 耶馬溪町樋山路 39
県道中津山国自転車道

線
7月6日 9時23分 覚知 路肩崩壊により全面通行止め

中津市 山国町中摩庄屋村 40
県道中津山国自転車道

線
7月6日 10時23分 覚知 路肩崩壊により全面通行止め

日田市 日の本町熊ノ尾 41 県道白地日田線 7月6日 11時30分 覚知
道路擁壁の基礎が流出し、舗装面が沈下したことに
よる片側通行止め。カラーコーンによる片側交互通
行規制

豊後大野市 朝地町池田 42 県道池田大原線 7月6日 11時30分 覚知
路肩崩壊（Ｌ＝１５ｍ、Ｈ＝３ｍ）
7/6 17:00　規制解除

日田市 東羽田町 43 県道白地日田線 7月6日 10時00分 覚知
倒木により全面通行止め
電線を切断しているため、九州電力に対応依頼
7/6 18:00　片側交互通行に変更

中津市 山国町中摩 44 県道玖珠山国線 7月6日 13時11分 覚知 崩土により片側通行止め

日田市 鶴河内町 45 県道和田大鶴停車場線 7月6日 13時26分 覚知
崩土により全面通行止め
（Ｌ＝１０ｍ，Ｌ＝３０ｍ，Ｌ＝８０ｍ，Ｌ＝５０ｍ）
７月９日１４時　片側交互通行へ移行

中津市 山国町守実 46 県道日田山国線 7月6日 6時00分 覚知
倒木による全面通行止め
7/6 17:00　規制解除

玖珠町 四日市 47 県道日田玖珠線 7月6日 17時18分 覚知
法面崩壊（Ｌ１５ｍＨ３ｍＷ５．５ｍ）により全面通行止
め
7/11 9:00片側交互通行に切り替え

日田市 東羽田町 48 県道白地日田線 7月6日 17時40分 覚知
路肩損壊（Ｗ４ｍ×Ｌ８ｍ×Ｈ５０ｃｍ）
全面通行止め
7/6 18:00　片側交互通行に変更



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

中津市 耶馬溪町柿坂 49
県道中津山国自転車道

線
7月6日 16時20分 覚知 崩土により全面通行止め

日田市 鶴河内町 50 県道宝珠山日田線 7月6日 9時00分 覚知
自然法面崩壊により全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 岩美町 51 県道日田玖珠線 7月5日 18時30分 覚知
崩土により全面通行止め
7/9 15:45　片側交互通行へ移行

津久見市 徳浦 52 県道臼杵津久見線 7月7日 9時00分 覚知
法面崩壊のため片側通行止め
7/7 11：40  規制解除

日田市 秋原町 53 県道日田山国線 7月7日 11時00分 覚知 倒木、陥没幅4ｍ、全面通行止め

中津市 山国町市場 54
県道中津山国自転車道

線
7月7日 12時30分 覚知 崩土による全面通行止め

玖珠町 古後 55 県道平原耶馬溪線 7月7日 15時00分 覚知 道路の路肩崩壊により片側通行止め。

日田市 大鶴本町 56 県道大鶴熊取線 7月6日 7時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/8 6:15 片側交互通行に変更

日田市 植村町 57 県道和田大鶴停車場線 7月7日 15時30分 覚知
崩土による全面通行止め
７月９日１４時　片側交互通行へ移行

日田市 大鶴本町 58 県道大鶴熊取線 7月8日 6時27分 覚知
崩土による全面通行止め
7/13 13:00片側交互通行に変更

日田市 鶴城町 59 県道宝珠山日田線 7月8日 6時40分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 鶴城町 60 県道宝珠山日田線 7月8日 6時40分 覚知 道路陥没による全面通行止め

日田市 鶴城町 61 県道宝珠山日田線 7月8日 9時30分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 鶴城町 62 県道宝珠山日田線 7月8日 6時30分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 上宮町 63 県道和田大鶴停車場線 7月8日 12時45分 覚知
自然法面ひび割れのため事前通行規制（全面通行
止め）
７月９日１３時３０分　解除

豊後大野市 大野町藤北 64 県道三重野津原線 7月8日 13時50分 覚知 路肩崩壊による全面通行止め



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

日田市 鶴城町 65 県道宝珠山日田線 7月9日 15時00分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 鶴城町 66 県道宝珠山日田線 7月9日 15時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

錯誤により修正
片側交互通行→全面通
行止め

日田市 鶴城町 67 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 16:30片側交互通行に変更

日田市 鶴城町 68 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 16:30片側交互通行に変更

日田市 源栄町 69 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 源栄町 70 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 源栄町 71 県道宝珠山日田線 7月10日 12時00分 覚知
電柱倒壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 源栄町 72 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 源栄町 73 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 源栄町 74 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
崩土による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 源栄町 75 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
倒木による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 殿町 76 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 殿町 77 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

日田市 殿町 78 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知 路肩崩壊による全面通行止め

日田市 殿町 79 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知 路肩崩壊による全面通行止め

日田市 鈴連町 80 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

日田市 鈴連町 81 県道宝珠山日田線 7月10日 14時00分 覚知
路肩崩壊による全面通行止め
7/12 10:00片側交互通行に変更

件数 81



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

中津市 本耶馬溪町桶田 1 市道桶田中島線 7月5日 18時30分 覚知
山国川増水により全面通行止め
（洞門橋交差点～レストハウス洞門付近まで）
7/10　10:45　河川水位低下により規制解除

中津市 本耶馬溪町桶田 2 市道桶田線 7月5日 21時17分 覚知
山国川増水により全面通行止め（洞門橋交差点～
元村上造園まで）
7/7 11:44 規制解除

宇佐市 山本 3
市道中原上拝田線（中

原橋）
7月5日 21時00分 覚知 冠水により全面通行止め

中津市 耶馬溪町冠石野 4 市道曽木多志田線 7月5日 22時47分 覚知
冠水により全面通行止め
7/7 11:44 規制解除

由布市 狭間町向原 5
市道天神橋同尻線（同

尻橋）
7月5日 20時48分 覚知

大分川増水により全面通行止め（事前規制）
7/6　12:00　河川水位低下により規制解除

竹田市 直入町長湯 6 市道湯の原桑原線 7月5日 22時40分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7 /6 日 15 : 15 作業終了により通行止め解除

竹田市 直入町長湯 7 市道湯の原仲村線 7月5日 22時40分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 15:16 作業終了により通行止め解除

竹田市 直入町下田北 8 市道藤目線 7月5日 22時40分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 15:31 作業終了により通行止め解除

中津市 山国町平小野 9 市道堀江年の神線 7月5日 19時13分 覚知
倒木（２カ所）により全面通行止め
7/7 10:10 規制解除

中津市 山国町中摩 10 市道肥前前屋線 7月5日 23時26分 覚知
冠水により全面通行止め
7/7 11:44 規制解除

竹田市 直入町長湯 11
市道湯の原天満線（天

満橋）
7月6日 0時08分 覚知

全面通行止め
7/6 15:17 作業終了により通行止め解除

竹田市 直入町上田北 12 市道宇曽線 7月6日 0時08分 覚知
冠水により全面通行止め
7/6 11:23 作業終了により通行止め解除

竹田市 直入町長湯 13 市道北向線 7月6日 0時45分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 15:19 作業終了により通行止め解除

玖珠町 戸畑 14 町道山之口線 7月6日 1時29分 覚知
浦河内川氾濫により全面通行止め
7/10　11:55　水位低下により解除

竹田市 直入町長湯 15 市道朝地直入線 7月6日 6時04分 覚知
倒木により片側通行止め
7/6 16:37 作業終了により通行止め解除

竹田市 直入町長湯 16 市道長野町 7月6日 6時19分 覚知
土砂崩れのため片側通行止め（普通車不可）
7/6 16:42 作業終了により解除

竹田市 直入町長湯 17 市道新田北向線 7月6日 6時21分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 15:20 作業終了により解除

≪道路被害≫市町村道　64件　

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

竹田市 直入町上田北 18 市道下竹田仲村線 7月6日 6時21分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 15:18 作業終了により解除

豊後大野市 大野町沢田 19 市道沢田線 7月6日 6時00分 覚知
崩土により全面通行止め
7/6　15:00　作業終了により解除

中津市 本耶馬溪町多志田 20 市道中島蕨野線 7月6日 7時13分 覚知
倒木・護岸崩壊による全面通行止め
（禅海交差点～先七仙橋先交差点まで）

豊後大野市 大野町中土師 21 市道木浦内線 7月6日 6時00分 覚知
倒木により片側通行止め
7/7　15:00　作業終了により解除

竹田市 高伏 22 市道高伏線 7月6日 7時03分 覚知
土砂崩れにより片側通行止め（高伏公民館付近）
7/6 16:42 作業終了により解除

豊後大野市 大野町屋原 23 市道辻の市中道線 7月6日 6時00分 覚知 崩土により全面通行止め

豊後大野市 大野町中土師 24 市道直野線 7月6日 6時00分 覚知
崩土により片側通行止め
7/7 15:00 作業完了により解除

竹田市 直入町長湯 25 市道沢水線 7月6日 7時29分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め
7/6 16:38 作業終了により解除

豊後大野市 犬飼町田原 26 市道下の原線 7月6日 6時00分 覚知
崩土により片側通行止め
7/7 12:00 作業完了により解除

竹田市 久住町有氏 27 市道柚柑子山中線 7月6日 7時54分 覚知
土砂崩れにより全面通行止め（本峠線入口から庄内
より50m）
7/6 15:21 作業終了により解除

豊後大野市 犬飼町柴北 28 市道葛川線 7月6日 6時00分 覚知
崩土により片側通行止め
7/7 12:00 作業完了により解除

竹田市 直入町長湯 29 市道馬見塚線 7月6日 6時21分 覚知
土砂崩れにより片側通行止め（広域農道交差点長
湯寄り下100m）
7/6 16:41 作業終了により解除

竹田市 直入町神堤 30 市道上野追分線 7月6日 8時09分 覚知
一部崩土により片側通行止め（上野線合流地点より
50ｍ先）
7/6 16:43 作業終了により解除

竹田市 直入町長湯 31 市道下迫日向線 7月6日 9時18分 覚知
土砂崩れのため片側通行止め
7/6 16:43 作業終了により解除

竹田市 直入町長湯 32 市道上藤目線 7月6日 9時18分 覚知
土砂崩れのため全面通行止め
7/6 15:21 作業終了により解除

竹田市 久住町久住 33 市道中上石原線 7月6日 10時09分 覚知 大西橋橋梁流出により全面通行止め

玖珠町 山下 34 町道田能原線 7月6日 8時35分 覚知 土砂崩れ等により全面通行止め（迂回路なし）



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

大分市 下郡 35 市道下郡２５号線 7月6日 10時20分 覚知
ＪＲを横断しているトンネル内が冠水しており全面通
行止め
7/6　14:50　冠水解消。通行止め解除

玖珠町 山下 36
町道田能原線、

町道午王～中塚線
7月6日 9時00分 覚知 土砂崩れによる全面通行止め

竹田市 久住町有氏 37 市道石田千人塚線 7月6日 15時36分 覚知 電柱倒壊により全面通行止め

豊後大野市 大野町沢田 38 市道沢田線 7月6日 17時30分 覚知
崩土による全面通行止め（迂回路あり）
7/10　10:25　作業終了により解除

豊後大野市 朝地町綿田 39 市道陰の木草深線 7月6日 10時00分 覚知
崩土により一時全面通行止めとなっていたが、復旧
済み

豊後大野市 朝地町綿田 40 市道草深線 7月6日 12時00分 覚知
倒木により一時全面通行止。
7月6日12時00分復旧済み。

豊後大野市 大野町十時 41 市道菅田十時線 7月6日 8時40分 覚知
崩土による全面通行止め（迂回路あり）
7/6　15:00　作業終了により解除

豊後大野市 大野町安藤 42 市道安藤線 7月6日 8時40分 覚知
崩土による全面通行止め（迂回路あり）
7/6　15:00　作業終了により解除

豊後大野市 犬飼町黒松 43 市道宮脇・三ノ岳線 7月6日 7時30分 覚知
崩土による全面通行止め（迂回路あり）
7/7　17:00　作業終了により解除

豊後大野市 大野町中土師 44 市道若杉光昌寺線 7月6日 11時45分 覚知
崩土により全面通行止め（迂回路あり）
7/7　17:00　作業終了により解除

豊後大野市 大野町大原 45 市道中原平線 7月5日 23時25分 覚知 崩土により全面通行止め（迂回路あり）

豊後大野市 犬飼町山内 46 市道天ヶ瀬・田口線 7月6日 4時00分 覚知
崩土により全面通行止め（迂回路あり）
7/6　12:00　作業終了により解除

豊後大野市 朝地町板井迫 47 市道真竹線 7月6日 9時00分 覚知 崩土により全面通行止め（迂回路あり）

豊後大野市 犬飼町下津尾 48 市道柴北・伊与床線 7月6日 9時00分 覚知
崩土により全面通行止め（迂回路あり）
7/6　15:00　作業終了により解除



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

杵築市 杵築市船部 49 市道尾上松村線 7月7日 8時00分 覚知

大雨、洪水警報発令の間及び夜間は全面通行止め
規制中
7/7　18:40　大雨洪水警報解除により片側交互通行
に切換え、夜間は全面通行止。

中津市 耶馬溪町多志田 50 岩屋中川原線 7月6日 18時30分 覚知 道路崩壊による通行止め（全面通行止め）

中津市 山国町中摩 51 庄屋村線 7月6日 0時33分 覚知 道路崩壊による通行止め（全面通行止め）

宇佐市 院内町新洞 52 拝田新洞橋 7月7日 5時54分 覚知
通行止め
7/8 5:00 通行止め解除

中津市 耶馬溪町宮園 53 宮園鎌城線 7月6日 14時00分 覚知 法面崩壊による通行止め（全面通行止め）

豊後高田市 中真玉 54 市道浜泊線 7月7日 9時03分 覚知
土砂崩れによる通行止め
7/7 15:44 土砂撤去済　通行可能

中津市 耶馬溪町金吉 55 市道八日市線 7月6日 18時00分 覚知 橋梁崩壊による全面通行止め

豊後高田市 西真玉 56 市道大村金屋線 7月7日 6時40分 覚知 土砂崩れ（9：43通行可）

中津市 山国町草本 57 市道上ノ原線 7月6日 18時00分 覚知
市道が崩れたことによる全面通行止め
7/8　17:00　作業終了により解除

中津市 山国町中摩 58 市道柳ヶ坪線 7月6日 18時00分 覚知 路肩崩壊に伴う全面通行止め

中津市 山国町平小野 59 市道栗山～大坪線 7月6日 18時00分 覚知 橋梁崩落に伴う全面通行止め

中津市 耶馬溪町柿坂 60 市道中津留線 7月7日 13時00分 覚知 橋梁崩壊による全面通行止め

宇佐市 北宇佐 61 市道北宇佐旧国道線 7月7日 10時45分 覚知
片側通行止め
7月7日14:30分通行止め解除

豊後大野市 大野町酒井寺 62 市道平岡線 7月6日 11時00分 覚知
崩土および路肩崩壊により全面通行止め。（迂回路
あり）
7/7　15:00　作業終了により解除

大分市 大分市廻栖野 63 市道米山線 7月7日 16時00分 覚知 道路の路肩崩壊、両面通行止め

日田市 日田市源栄町皿山 64 市道皿山池ノ鶴線 7月5日 15時30分 覚知 土砂崩壊による全面通行止め

件数 64



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

中津市 耶馬溪町深耶馬 1 広域農道耶馬渓東部 7月6日 11時30分 覚知
崩土のため片側通行止め
（延長Ｌ＝５ｍ、高さＨ＝１０ｍ　道の１／４を土砂が
覆う）

豊後高田市 小田原 2 河内農免農道 7月7日 9時30分 覚知
土砂崩れの土砂が農道の水路を塞ぎ水が農道にあ
ふれている。通行は可能　　7/7　15時44分土砂撤去
済

大分市 国分 3 国分農道 7月8日 8時00分 覚知 倒木により通行不可。当日中に撤去・復旧済み。

件数 3

≪道路被害≫農道　3件　

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

大分市 上判田 1 林道黒仁田線 7月6日 11時30分 覚知
黒仁田地区～実原地区間において崩土発生を確
認。被災規模：延長３０ｍ、幅６ｍ、高さ２ｍ。通行不
可。

大分市 安藤 2 林道天面山線 7月7日 9時00分 覚知 路肩崩壊。車両通行可。後日復旧予定

豊後大野市 大野町藤北 3 林道通山線 7月7日 9時00分 覚知
法面崩壊（L=50.0ｍ×H=70.0ｍ）による全面通行止
め
迂回路あり

豊後大野市 大野町藤北 4 林道鎧岳線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L=10.0ｍ×H=8.0ｍ）による片側通行止め

豊後大野市 朝地町鳥田 5 林道烏帽子神角寺線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L=7.0ｍ×H=10.0ｍ）による片側通行止め

豊後大野市 大野町藤北 6 林道四辻線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L=5.0ｍ×H=5.0ｍ）による片側通行止め

豊後大野市 大野町藤北 7 林道四辻線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L=25.0ｍ×H=2.0ｍ）による片側通行止め

大分市 荷尾杵 8 林道御座ヶ岳線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L8.0ｍ×H=14.0ｍ）による片側通行止め

大分市 荷尾杵 9 林道御座ヶ岳線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L16.0ｍ×H=5.0ｍ）による片側通行止め

大分市 荷尾杵 10 林道御座ヶ岳線 7月7日 9時00分 覚知 法面崩壊（L6.0ｍ×H=11.0ｍ）による片側通行止め

臼杵市 野津町 11 林道吉四六線 7月7日 不明 不明 法面崩壊（L12.0ｍ）による全面通行止め

中津市 耶馬溪町 12 八木蒔線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L200.0m)による全面通行止め

中津市 耶馬溪町 13 林道鹿倉線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L5.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 14 林道白水線 7月8日 不明 不明 排水施設崩壊（L5.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 15 林道傘山線 7月8日 不明 不明 排水施設崩壊（L7.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 16 林道下台線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L300.0m)通行可能

≪道路被害≫林道　176件

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

中津市 耶馬溪町 17 林道下越線 7月8日 不明 不明 法面崩壊（L3.0ｍ）通行可能

中津市 耶馬溪町 18 林道宇曽ヶ内線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L200.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 19 林道荻原杠葉線 7月8日 不明 不明 排水施設崩壊（L10.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 20 林道岩屋線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L100.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 21 林道藪ヶ畑線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L300.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 22 林道注連縄線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L300.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 23 林道上ノ川内線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L8.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 24 林道山之内線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L100.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 25 林道城の跡線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L200.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 26 林道中津留線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L300.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 27 林道中畑線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L100.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 28 林道下山線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L150.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 29 林道鹿倉峠線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L150.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 30 林道五歩平線 7月8日 不明 不明 法面崩壊（L150.0ｍ）による片側通行止め

中津市 耶馬溪町 31 林道古城線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L150.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 32 林道上切線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L150.0m)通行可能



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

中津市 耶馬溪町 33 林道大野樋山線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L300.0m)通行可能

中津市 耶馬溪町 34 林道杠葉線 7月8日 不明 不明 路面崩壊（L40.0m)通行可能

中津市 山国町 35 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=20.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 36 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=5.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 37 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=20.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 38 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=12.0m）による全面通行止め

中津市 山国町 39 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=10.0m）による全面通行止め

中津市 山国町 40 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=30.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 41 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路面洗掘（Ｌ=100.0m）による全面通行止め

中津市 山国町 42 藤原小瀬戸線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=10.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 43 戦線 7月8日 不明 不明 路盤洗掘（Ｌ=9.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 44 戦線 7月8日 不明 不明 路盤洗掘（Ｌ=21.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 45 戦線 7月8日 不明 不明 路盤洗掘（Ｌ=6.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 46 戦線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=20.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 47 戦線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=30.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 48 宇治山線 7月8日 不明 不明 舗装洗掘（Ｌ=60.0m）による片側通行止め



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

中津市 山国町 49 宇治山線 7月8日 不明 不明 舗装洗掘（Ｌ=10.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 50 宇治山線 7月8日 不明 不明 舗装洗掘（Ｌ=30.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 51 宇治山線 7月8日 不明 不明 舗装洗掘（Ｌ=45.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 52 宇治山線 7月8日 不明 不明 舗装洗掘（Ｌ=50.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 53 宇治山線 7月8日 不明 不明 舗装洗掘（Ｌ=90.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 54 屋田川線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=10.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 55 屋田川線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=20.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 56 屋田川線 7月8日 不明 不明 排水施設崩壊（Ｌ=5.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 57 市平両畑線 7月8日 不明 不明 法面崩壊（Ｌ=2.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 58 市平両畑線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=4.0m）による片側通行止め

中津市 山国町 59 市平両畑線 7月8日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=10.0m）による片側通行止め

日田市 小野 60 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L7.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 61 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L30.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 62 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L5.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 63 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L8.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 64 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L25.0ｍ）による全面通行止め



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

日田市 小野 65 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L3.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 66 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L15.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 67 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L1.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 68 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L5.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 69 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L5.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 70 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L2.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 71 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L50.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 72 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L35.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 73 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L3.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 74 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L3.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 75 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L3.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 76 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L25.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 77 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L30.0m)による全面通行止め

日田市 小野 78 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L8.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 79 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 排水施設崩壊（L5.0ｍ）による全面通行止め

日田市 小野 80 岳滅鬼線 7月13日 不明 不明 排水施設崩壊（L5.0ｍ）による全面通行止め



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

日田市 鶴河内 81 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L10.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 82 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L20.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 83 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L20.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 84 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=5.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 85 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L15.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 86 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=2.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 87 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=15.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 88 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L15.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 89 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L45.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 90 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L45.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 91 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L20.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 92 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L35.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 93 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=10.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 94 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L10.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 95 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=9.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 96 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=15.0m）による全面通行止め



別添１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要 備考

日田市 鶴河内 97 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L120.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 98 山際線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L10.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 99 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L10.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 100 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=20.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 101 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=21.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 102 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L30.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 103 山際線 7月13日 不明 不明 路肩崩壊（Ｌ=50.0m）による全面通行止め

日田市 鶴河内 104 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L25.0m)による全面通行止め

日田市 鶴河内 105 山際線 7月13日 不明 不明 法面崩壊（L20.0m)による全面通行止め

106

～

175

豊後大野市 犬飼町 176 宇津尾木・栗ヶ畑線 7月13日 不明 不明 路面崩壊（L133.0m)による全面通行止め

件数 176

※１０６番から１７５番については、詳細調査中



別添２

平成29年7月13日 17時30分現在

本耶馬渓地域 7月5日 14時30分 7月5日 19時55分 1,353 2,890 土砂災害の危険性が高まったため

耶馬溪地域 7月5日 14時30分 7月5日 19時55分 1,757 3,901 土砂災害の危険性が高まったため

山国地域 7月5日 14時30分 7月5日 19時55分 1,063 2,389 土砂災害の危険性が高まったため

本耶馬渓地域 7月6日 18時00分 7月9日 9時00分 1,353 2,890 土砂災害の危険性が高まったため

耶馬溪地域 7月6日 18時00分 7月9日 9時00分 1,757 3,901 土砂災害の危険性が高まったため

山国地域（下記を除く） 7月6日 18時00分 7月9日 16時20分 1,063 2,389 土砂災害の危険性が高まったため

山国地域
（吉野地区2世帯2人、草本地区2世帯5人）

7月6日 18時00分 4 7 土砂災害の危険性が高まったため

4 7

本耶馬渓地域 7月5日 19時55分 7月6日 18時00分 1,353 2,890 特別警報発表に伴うもの

耶馬溪地域 7月5日 19時55分 7月6日 18時00分 1,757 3,901 特別警報発表に伴うもの

山国地域 7月5日 19時55分 7月6日 18時00分 1,067 2,396 特別警報発表に伴うもの

0 0

小野地区 7月5日 13時52分 7月5日 15時50分 317 870 土砂災害の危険性が高まったため

大鶴地区 7月5日 13時52分 7月5日 15時50分 561 1,452 土砂災害の危険性が高まったため

市内全域 7月5日 17時55分 7月8日 16時00分 10,614 16,818 大雨による河川氾濫の恐れがあるため
避難勧告及び避難
指示発令地区除く

三花地区、光岡校区、桂林校区、咸宜校
区、西有田地区

7月8日 16時00分 7月10日 10時00分 10,809 35,043
危険度が弱まったため、避難指示から引き
下げ

0 0

小野地区（鈴連町、殿町） 7月5日 15時15分 7月5日 18時45分 河川氾濫の危険性が高まったため

大鶴地区（鶴城町、鶴河内町、上宮町） 7月5日 15時15分 7月5日 18時45分 河川氾濫の危険性が高まったため

大鶴地区、小野地区、三花地区、夜明地
区、光岡校区、桂林校区、咸宜校区

7月5日 15時50分 7月5日 18時45分 10,974 26,793 洪水による災害への警戒が高まったため

東有田地区、西有田地区 7月5日 17時40分 7月5日 18時45分 1,677 4,679 大雨による河川氾濫の恐れがあるため

天瀬町（赤岩湯地区、古湯地区、簗ヶ瀬
地区、天ヶ瀬地区）

7月5日 21時10分 7月10日 10時00分 130 295 洪水の恐れがあるため

上津江町、中津江村、前津江町、大山
町、天瀬町

7月6日 6時05分 7月10日 10時00分 3,963 9,934 大雨による土砂災害の恐れが高まったため

小野地区［三河町、鈴連町（下小竹地
区）］

7月10日 10時00分 7月12日 10時00分 115 297

大鶴地区［鶴城町桐尾地区、鶴河内町、
上宮町、大鶴本町、大肥町、大鶴町、大
肥本町］

7月11日 19時10分 7月12日 8時30分 537 1,396 土砂災害の危険性が高いため

東有田地区 7月11日 19時10分 7月12日 8時30分 603 1,740 土砂災害の危険性が高いため

0 0

三花地区、光岡校区、桂林校区、咸宜校
区、西有田地区

7月5日 18時45分 7月8日 16時00分 10,809 35,043 洪水や土砂災害の恐れがあるため

大鶴地区、小野地区、夜明地区、東有田
地区

7月5日 18時45分 7月10日 10時00分 1,842 4,990 洪水や土砂災害の恐れがあるため

小野地区［鶴城町（小鹿田地区、古田地
区）、殿町、源栄町、鈴連町（下小竹地区
を除く）］

7月10日 10時00分 7月12日 10時00分 226 629 洪水や土砂災害の恐れがあるため

小野地区［鶴城町（古田地区）、鈴連町
（椰野地区）］

7月10日 10時00分 25 57 洪水や土砂災害の恐れがあるため

25 57

※その他の市町村について、避難勧告・指示等の発令はなし

0 0

4 7

25 57

29 64

現在発令中の避難準備・高齢者等避難開始の世帯数及び人数の合計

現在発令中の避難勧告の世帯数及び人数の合計

現在発令中の避難指示（緊急）の世帯数及び人数の合計

総合計

日田市

避難準備・高齢
者等避難開始

現在発令中の世帯数及び人数の合計

避難勧告

353 941

現在発令中の世帯数及び人数の合計

避難指示
（緊急）

現在発令中の世帯数及び人数の合計

中津市

避難準備・高齢
者等避難開始 現在発令中の世帯数及び人数の合計

避難勧告

現在発令中の世帯数及び人数の合計

避難指示
（緊急）

現在発令中の世帯数及び人数の合計

避難勧告・指示等の発令状況 (７月５日大雨警報 ）

市町村名 避難区分 対象区域 発令日時 解除日時
対象

世帯数
対象
人数

発令理由 備考



  避難者等の状況

避難所名 世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数

桂林公民館 30世帯 59人 30世帯 59人

アオーゼ 23世帯 60人 23世帯 60人

小野地区憩いの家 0世帯 0人 0世帯 0人

大鶴公民館 18世帯 34人 18世帯 34人

大明小・中学校 6世帯 15人 6世帯 15人

迫公民館 1世帯 1人 1世帯 1人

釜戸公民館 0世帯 0人 0世帯 0人

夜明振興センター 5世帯 11人 5世帯 11人

古屋敷公民館 1世帯 3人 1世帯 3人

合計 0世帯 0人 84世帯 183人 84世帯 183人

合計 9ヶ所 0世帯 0人 84世帯 183人 84世帯 183人

別添３

市町村名

7月13日(木)

15時30分時点

日田市

勧告等による避難者 合計避難所の
開設数

自主避難者

9



平成２９年７月５日以降の大雨・洪水に伴う災害情報について

（第１９報）

平成２９年７月１３日

１ ７ 時 ３ ０ 分 現 在

児 童 ・ 生 徒 対 策 部

１．教育施設、文化財の被害情報

（１）学校〔総数：２４件〕（別添１）

幼稚園・こども園（私立） 一部損壊１件

小学校 一部損壊４件、その他被害４件

中学校 一部損壊５件、その他被害３件

高等学校（県立） 一部損壊４件、その他被害１件

高等学校（私立） その他被害１件

特別支援学校 一部損壊１件

（２）社会教育施設等〔総数：６件〕（別添２）

〔県 管 理：１件〕 社会教育施設 その他被害１件

〔市町村管理：５件〕 社会教育施設 一部損壊１件、その他被害２件

体育施設 その他被害２件

（３）文化財〔総数：１７件〕（別添３）

国指定文化財 一部損壊４件 その他被害７件

国登録文化財 一部損壊１件 その他被害３件

県指定文化財 その他被害２件

２．臨時休校等

（１）臨時休校（２校・園／６６２校・園）

①市町村教委（２校・園／４８７校・園）

日 田 市（小１／１３、中１／１２）

・小学校：小野

・中学校：戸山

※下線部は前回報告からの変更部分

※小野小学校、戸山中学校については７／１３まで臨時休校、

７／１４終業式実施予定

別添４


