
８月１日～３日大雨警報に関する災害情報について（最終報）
平成２６年８月３日

１ ３ 時 １ ５ 分 現 在

大分県災害対策連絡室

１ 警報等の状況

・8月1日 14時35分 佐伯市、津久見市【大雨警報発表】

・8月2日 5時35分 津久見市【大雨警報解除】

・ 〃 10時50分 豊後大野市【大雨警報発表】

・ 〃 20時25分 大分市、佐伯市、臼杵市、豊後大野市【大雨・洪水警報発表】

・8月3日 02時50分 大分市、佐伯市、臼杵市、豊後大野市【洪水警報解除】

・ 〃 06時55分 大分市、臼杵市、豊後大野市【大雨警報解除】

・ 〃 10時10分 佐伯市【大雨警報解除】※全ての警報解除

２ 大分県災害対応状況

・大分県災害対策連絡室 8月1日 14時35分 設置

8月3日 13時15分 解散

３ 主な被害状況

（１）人的被害 なし

（２）建物被害

・非住家 １件 佐伯市宇目南田原 公民館に土砂が流入

（３）道路被害 ２３件（全面通行止 ８件）

・国道 １件（全面通行止 １件）

・県道 １３件（全面通行止 ５件）

・市町村道 ８件（全面通行止 ２件）

・農道 １件（全面通行止 ０件）

（４）ライフライン

・停電 １０５戸 国東市富来地区 8月1日 20時28分 発生

8月2日 0時36分 復旧

（５）土砂災害 １件 豊後大野市三重町芦刈

（６）農業被害 １件 竹田市米納 農地の法面崩落

（７）交通被害 １件 ＪＲ豊肥本線：豊後竹田～中判田 土砂災害による運転見合わせ

8月2日16時37分発生（8月3日07時45分運転再開）

（８）その他 １件 佐伯市海崎 倒木による急傾斜地保全施設の一部損壊

４ 避難者数の状況

（１）自主避難

・佐伯市：２世帯５名 8月1日 19時30分 佐伯市役所へ（8月2日 6時00分全員帰宅）

：１世帯４名 8月2日 22時40分 佐伯市役所へ（8月3日 7時00分全員帰宅）

５ 避難準備情報等の発令状況

（１）避難準備情報

・臼杵市：５４世帯１４１名 8月2日 21時00分 下北団地、平田、岩崎（一部）

8月3日 6時00分 解除

（２）避難勧告 なし

（３）避難指示 なし



「参考」

○7月30日5時から8月3日11時までの総降水量（アメダス速報値）

佐伯市宇目 ３８６．０ミリ

豊後大野市犬飼 ３５１．５ミリ

臼杵市臼杵 ３４０．５ミリ

佐伯市佐伯 ２４２．０ミリ



市町村名 地区名等 月日 時間 区分

佐伯市 大越 1
県道

赤木吹原佐伯線
8月1日 8時00分 発生

落石発生（直径１ｍ）
今後も落石の恐れがあるため１１：００全面通行止
（規制延長２００ｍ）

迂回路あり
林道　中大越線

佐伯市 本匠山部 2
県道

三重弥生線
8月1日 16時20分 覚知

崩土、倒木（L=10ｍ）　15時30分倒木除去完了
２次崩壊のおそれがあるため全面通行止

迂回路なし

大分市 佐賀関 3
県道

佐賀関循環線
7月31日 20時00分 発生 高波のため全面通行止（規制延長500ｍ）

8/2 17:20　全面通行止
解除

豊後大野市 緒方町小野 4
市道

寺迫大平2号線
8月2日 12時00分 覚知

山側法面崩壊により全面通行止
8月2日16:00～　片側交互通行

臼杵市 大泊 5
県道

臼杵津久見線
8月2日 10時30分 覚知

法面崩壊により片側交互規制
Ｌ＝２０ｍ　Ｈ＝５ｍ

豊後大野市 緒方町上畑～尾平 6
主要地方道

緒方高千穂線
8月2日 13時20分 発生

豊後大野市緒方町上畑から尾平の間、累計雨量
200mm超により事前通行止

8/3 9:00　全面通行止
解除

豊後大野市 三重町上田原 7
県道

百枝浅瀬野津線
8月2日 13時35分 発生

豊後大野市三重町上田原、累計雨量200mm超によ
り事前通行止

8/3 8:10　全面通行止
解除

佐伯市 宇目南田原 8
市道

真弓線
8月2日 9時15分 覚知 土砂崩れ（Ｈ=３m　Ｌ=４m（約１２m3））により全面通行

止
8/3 10:45　全面通行止
解除

大分市 志生木 9
国道

197号線（旧道）
8月2日 18時00分 覚知

土砂崩れ（Ｈ=１０ｍ　Ｌ=３０ｍ）により全面通行止
（１．５km）

迂回路あり

豊後大野市 三重町芦刈 10
市道

赤嶺金田菅生線
8月2日 21時00分 覚知 法面崩土により全面通行止

土砂災害[１]とは別箇所
8/3 11:20 全面通行止解
除

《道路被害》　２３件　２３箇所（国道１件、県道１３件、市町村道８件、農道１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

《道路被害》　２３件　２３箇所（国道１件、県道１３件、市町村道８件、農道１件）

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 千歳町長峰 11
市道

長峰２号線
8月2日 20時15分 覚知 畑の畦畔（Ｈ=３ｍ　Ｌ=５ｍ）崩壊により全面通行止 迂回路あり

豊後大野市 犬飼町下津尾 12
市道

内河線
8月2日 20時00分 覚知 法面土砂（Ｈ=５ｍ　Ｌ=５ｍ）崩壊により片側交互規制

豊後大野市 三重町小坂 13
広域農道

大野南部線
8月2日 20時15分 覚知 法面崩壊により全面通行止

8/3 11:00 全面通行止
解除

佐伯市 宇目小野市 14
県道

小野市重岡線
8月2日 23時30分 発生 冠水（５０ｍ）により片側交互規制

8/3 0:00 片側交互規制
解除

佐伯市 宇目南田原 15
県道

日之影宇目線
8月3日 5時30分 発生 土砂流出により全面通行止

8/3 8:50全面通行止解
除

大分市 木田 16
県道

臼杵坂ノ市線　旧
道

8月3日 6時30分 覚知 倒木及び土砂崩れにより全面通行止

大分市 市尾 17
県道

臼杵坂ノ市線　旧
道

8月3日 6時30分 覚知 倒木及び土砂崩れにより全面通行止

臼杵市 大泊 18
県道

臼杵津久見線
8月2日 21時30分 覚知 連続雨量２００ｍｍ超により事前通行止

8/3 8:00 全面通行止解
除

豊後大野市 千歳町下山 19
市道

大木４号線
8月3日 6時25分 覚知 畑の畦畔（H=１０ｍ　L=５ｍ）崩壊により全面通行止 迂回路あり

佐伯市 本匠山部松葉 20
県道

野津宇目線
8月3日 7時00分 発生 法面崩壊により全面通行止

8/3 13:00 全面通行止
解除

豊後大野市 犬飼町柚野木 21
市道

吐合・戸上線
8月3日 7時15分 覚知 崩土（H=５ｍ　L=５ｍ）により一部片側交互通行

豊後大野市 三重町松尾 22
市道

高屋線
8月3日 8時00分 覚知 崩土（H=３ｍ　L=１０ｍ）により全面通行止

8/3 12:00 全面通行止
解除

豊後大野市 三重町鷲谷 23
県道

三重弥生線
8月3日 9時00分 覚知 崩土により全面通行止

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。


