
令和２年台風第１０号に関する災害情報について（第１報） 
 

 
令 和 ２ 年 ９ 月 ６ 日 
１ ５ 時 ０ ０ 分 現 在 
大 分 県 災 害 警 戒 本 部 

 
 

１ 警報等の状況 

（1） 大雨警報（凡例：●発表、○解除） 

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 

  ●       
 
９月 ６日１４時 ５分【発表】 佐伯市、竹田市、豊後大野市 

 
（2） 暴風警報（凡例：●発表、○解除） 

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 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
９月 ６日１０時５５分【発表】 佐伯市 
９月 ６日１４時０５分【発表】 大分市、別府市、中津市、日田市、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 

 

２ 災害対応状況 

９月 ６日１０時５５分 大分県災害対策連絡室設置 
９月 ６日１１時００分 南部地区災害対策連絡室設置 

  ９月 ６日１３時００分 大分県災害警戒本部設置 
              北部地区災害警戒本部設置 
              中部地区災害警戒本部設置 
              西部地区災害警戒本部設置 
              南部地区災害警戒本部設置 
              豊肥地区災害警戒本部設置 
              東部地区災害警戒本部設置 
 
 

３ 被害状況 

(１) 人的被害 なし 
(２) 建物被害 なし 
(３) 道路被害（道路規制含む） ２件 

・９月５日１０時３０分～ 県道 635 号佐賀関循環線 事前規制 
   ・９月６日１５時００分～ 県道 537 号湯平温泉線 事前規制 
(４) 河川被害 なし 
(５) 土砂被害 なし 
(６) ライフライン被害 
(７) その他被害 なし 

 



４ 避難勧告等の発令状況 

（1） 避難準備・高齢者等避難開始 457,103 世帯 960,858 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 224,210 61,931 40,294  32,890    10,879 

人数 478,102 115,556 83,806  69,940    22,556 

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 13,415 26,109 15,603 15,353   12,505 3,914  

人数 28,492 56,467 34,881 33,417   28,420 9,221  
 
（２）避難勧告 69,622 世帯 155,512 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    27,446  17,206 8,038 10,128  

人数    64,201  38,077 16,864 21,027  

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    156     6,648 

人数    341     15,002 
 
 

５ 避難者等の状況 

(1) 自主避難 34 世帯 36 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          

人数          

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         34    

人数      36    
 
(2) 避難勧告等による避難者数 1,583 世帯 2,546 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 411 96 210 3 199 110  92  

人数 728 133 336 4 307 195  136  

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 26   168 72 49   35 112  

人数 39 240 112 80   59 177  
 
 

６ その他 

①ＪＲの運行状況 
・終日運休 【ソニック：博多～大分・佐伯：ソニック２８号から）】 
      【にちりん：大分～南宮崎・宮崎空港】 
      【にちりんシーガイア：博多～宮崎空港】 
      【ゆふいんの森：博多～豊後森】 
      【ゆふ：博多～日田・豊後森】 
      【九州横断特急：熊本～大分・別府】 
      【あそぼーい！：熊本～大分・別府】 



・運転見合わせ 【久大本線上下線】 
        【日豊本線上下線】 
        【豊肥本線上下線】 
                    
②高速バスの運行状況   
大分～福岡（とよのくに・ｽｰﾊﾟｰﾉﾝｽﾄｯﾌﾟ）【13：25 発以降運休】 
大分～長崎（サンライト）【終日運休】 
大分～熊本線（やまびこ）【終日運休】 
大分～京都線（ＳＯＲＩＮ号）【終日運休】 
別府～福岡線（とよのくに）【10：00 発以降運休】 
長崎～大分（長崎県交通局）【終日運休】 
福岡～湯布院線（ゆふいん号）【湯布院発：9:30 発以降運休】 
福岡～黒川温泉（日田バス（株））【黒川発：終日運休】 
福岡～日田線（日田バス（株））【日田発：9:54 発以降運休】 
熊本～大分（やまびこ）【終日運休】 
別府～熊本（九州横断バス）【終日運休】 

（9 月 7 日分）    
 大分～福岡（とよのくに・ｽｰﾊﾟｰﾉﾝｽﾄｯﾌﾟ）【終日運休】 
 大分～長崎（サンライト）【終日運休】 
大分～熊本線（やまびこ）【終日運休】 
大分～京都線（ＳＯＲＩＮ号）【終日運休】 
別府～福岡線（とよのくに）【終日運休】 

 長崎～大分（長崎県交通局）【終日運休】 
福岡～湯布院線（ゆふいん号）【終日運休】 
福岡～黒川温泉（日田バス）【終日運休】 
福岡～日田線（日田バス）【終日運行見合わせ】 
熊本～大分（やまびこ）【終日運休】 
別府～熊本（九州横断バス）【終日運休】 

 
③路線バス   
大分交通（株）・15 時以降、順次運休 
大分バス ・大分地区 17：30 を目途に運休、佐伯地区は 14：00 以降運休 
亀の井バス ・15 時を目処に運休 
日田バス  ・小鹿田線【日田発：13：55 発便より運休、皿山発：15：30 発便より運休】 

       ・杖立線【日田発：14：10 発便より運休、杖立発：15：30 発便より運休】 
       ・森町線【日田発：11：50 発便より運休、森町線：11：00 発便より運休】 

・ひたはしり号【13：57 発便より運休】 
（9 月 7 日分） 
 大分交通（株）【始発より運行見合わせ】 
 大分バス（株）【始発より運行見合わせ】 
 亀の井バス（株）【始発より運行見合わせ】 
 日田バス（株）【始発より運行見合わせ】 
     
④旅客船・フェリーの運航状況 
 佐賀関～三崎（四国九四フェリー（株））【終日欠航】 
 別府～大阪南港ＡＴＣ（（株）フェリーさんふらわあ）【終日欠航】 
 大分～神戸六甲（（株）フェリーさんふらわあ）【終日欠航】 
 蒲江～屋形島～深島（蒲江交通（有））【第３便から欠航】 
 大入島～佐伯（大入島観光フェリー（株））【佐伯発 8：15 より欠航】 
姫島～国見（姫島村）【15：55 発以降欠航】 

 津久見～保戸島（（有）やま丸）【終日欠航】 
 竹田津～徳山（周防灘フェリー（株））【9：40 発以降欠航】 
 別府～八幡浜（宇和島運輸（株））【終日欠航】 
 臼杵～八幡浜（宇和島運輸（株））【終日欠航】 



 臼杵～八幡浜（九四オレンジフェリー（株））【終日欠航】 
 
（9 月 7 日分） 
 佐賀関～三崎（四国九四フェリー（株））【終日欠航】 
 大入島～佐伯（大入島観光フェリー（株））【終日欠航】 


