
９月１９日台風第１６号に関する災害情報について（第９報）
平成２８年９月２３日

１ ５ 時 ３ ０ 分 現 在

大分県災害対策連絡室

※斜体の太字が前回からの変更箇所

１ 被害状況

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害 ２００件

ア 住家被害 １９９件

・全壊 １件

大分市旭町 土砂崩壊により住家全壊［全壊１棟］9/20 04:52覚知

※現地調査の結果、半壊から全壊に変更

・半壊 １件

大分市旭町 土砂崩壊により住家半壊［半壊１棟］9/21 15:00覚知

・一部破損 １件

大分市浜町東 住家外壁の一部が落下［一部破損１棟］9/20 09:15覚知

・床上浸水 ６４件

・床下浸水 １３２件

佐伯市

（佐伯地区）

校区名 区名 床上浸水 床下浸水 計

佐伯 山手 ０ ２ ２

上灘 ０ ３ ３

上堅田 下城 ４ ２ ６

鶴岡 樫野 １ １ ２

古市 ０ ５ ５

長瀬 ０ ２ ２

若宮 ０ １ １

八幡 百枝 １ １ ２

片山 ５ ５ １０

置場 ０ ３ ３

海崎駅前 ０ ２ ２

西上浦 風無 ０ ２ ２

下堅田 柏江 １９ ５ ２４

泥谷 ３ １ ４

大正 ５ ３ ８

青山 川井 ０ １ １

黒沢 １ ２ ３

木立 桟敷北 ５ ５ １０

桟敷中 ０ ３ ３



木立 中野河内 ０ １ １

大野西 ０ １ １

計 ２１地区 ４４ ５１ ９５

（弥生地区）

校区名 区名 床上浸水 床下浸水 計

弥生 大坂本５ ０ １ １

山梨子 １ ０ １

須平 ０ ４ ４

計 ３地区 １ ５ ６

（蒲江地区）

校区名 区名 床上浸水 床下浸水 計

蒲江 カバネ １ ０ １

上入津 畑野浦５ ０ ３ ３

楠本１１ ０ １１ １１

下入津 竹野浦河内東１ ５ ２３ ２８

竹野浦河内高山５ ０ １ １

西野浦西 １１ ２７ ３８

西野浦中村 ０ ７ ７

西野浦東 １ ３ ４

西野浦仲川原 １ ０ １

計 ９地区 １９ ７５ ９４

（佐伯市計）

合計 ３３地区 ６４ １３１ １９５

津久見市 中田町 住家が床下浸水［床下浸水１棟］9/21 9:00覚知

イ 非住家被害 １件

・一部破損 １件

大分市太平町 大分市美術館渡り廊下にて雨漏り発生［一部破損］１棟

9/20 08:50覚知

(3) 道路被害 ７２件（全面通行止：９件）※別紙１参照
・国道 ８件（全面通行止：０件）

・県道 ２８件（全面通行止：１件）

・市町村道 ３４件（全面通行止：８件）
・林道 ２件（全面通行止：０件）

(4) 河川被害 なし

(5) 土砂被害 ６件

・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ（H＝5ｍ、W＝8ｍ） 9/20 11:40覚知
・佐伯市木立 石積み崩壊（H＝2ｍ、W＝5ｍ） 9/20 10:00覚知



・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ（H＝2.5ｍ、W＝13ｍ）9/20 10:00覚知
・大分市敷戸北町 住宅法面の土砂崩れ（倒木含む） 9/20 08:40覚知

（県住宅供給公社が土砂撤去・法面補修の対応を行う。）

・佐伯市蒲江西野浦 土石流により水路閉塞、道路に石礫が堆積 9/20覚知
・佐伯市蒲江竹野浦河内 土石流により水路閉塞 9/20覚知

(6) ライフライン被害 ３件

・停電 ２件

豊後大野市三重町大白谷 21戸停電 ※9/20 08:00復旧
佐伯市大字鶴望、蒲江大字西野浦、宇目町大字大平 約300戸停電

※9/20 10時50分復旧

・断水 １件

佐伯市蒲江西野浦、同 竹野浦河内 計494戸断水

下入津簡易水道の河川横断給水管が破損し、第１配水池水位が異常低下

したため（9/20 20:10断水、9/21 6:00復旧）

(7) 農林水産業被害 ２件

ア 治山施設等 １件

・佐伯市若宮町 山腹崩壊により林地荒廃 9/20覚知

イ 漁港施設 １件

・佐伯市蒲江竹野浦河内 入津漁港 護岸損壊（５０ｍ） 9/21覚知

(8) 学校施設の被害 ３１件(9/20 19:00現在 大分県教育庁調べ)

（幼稚園） １件

・佐伯市立鶴岡幼稚園…雨漏り数箇所

（小学校）１５件

・佐伯市立佐伯小学校…雨漏り(体育館２０か所以上）

・ 〃 渡町台小学校…雨漏り（北校舎廊下数箇所、南校舎廊下数箇所）

・ 〃 上堅田小学校…教室への浸水（２教室、廊下に壁より浸水）

・ 〃 八幡小学校…雨漏り（体育館３か所）

・ 〃 大入島小学校…雨漏り（体育館）、運動場が冠水、小枝が散乱

・ 〃 下堅田小学校…雨漏り（１階廊下）

・ 〃 東雲小学校…雨漏り（２階、３階階段踊り場）

・ 〃 切畑小学校…体育館下、運動場冠水

・ 〃 米水津小学校…雨漏り（体育屋根１か所）

・ 〃 蒲江小学校…雨漏り（体育館）、冠水（運動場・駐車場）

・ 〃 楠本小学校…雨漏り（６年教室２か所、体育館３か所）

・ 〃 名護屋小学校…雨漏り（体育館、職員トイレ）

・ 〃 名護屋小学校森崎分校…屋根のスレート飛散（約１００枚）

・津久見市立青江小学校…グラウンドに土砂の流入

・ 〃 津久見小学校…体育館ﾊﾟﾈﾙ屋根はがれ、４階音楽室窓ｶﾞﾗｽ１枚破損

（中学校） ６件

・佐伯市立佐伯城南中学校…雨漏り（屋上からの踊り場）

・ 〃 佐伯南中学校…雨漏り（体育館ステージ横物置場内、生徒用玄関）

・ 〃 東雲中学校…雨漏り（事務室天井）



・ 〃 鶴見中学校…雨漏り（ランチルーム）

・ 〃 米水津中学校…雨漏り（１階多目的ホール）

・ 〃 蒲江翔南中学校…１階男子トイレ排水機能不全による溜水（３か

所）、校舎以外の敷地内全面冠水（深いところで

５０㎝）

（県立高校） ８件

・臼杵高等学校…雨漏り（本館、西館３階各１か所、４階天井及び壁複数）

・大分上野丘高校…雨漏り（教室棟廊下、天井）

・大分雄城台高校…雨漏り（図書館天井、教室他３か所）

・玖珠美山高校…農場内の草花ガラス温室の自動開閉天窓が風雨により故障、

温室内部への雨水侵入による固定パイプの損傷、ビニール落下

・芸術緑ヶ丘高校…雨漏り（校舎窓よりの浸水）

・佐伯鶴城高等学校…雨漏り（廊下等）、物理教室の天井崩落、

漏電（プール棟）

・津久見高等学校…雨漏り（階段・踊り場等８か所）、倉庫前敷地一部冠水、

機械科実習室への雨水吹き込み

・佐伯豊南高等学校…農場第２温室の天窓ガラス２枚破損

（特別支援学校）１件

・佐伯支援学校…雨漏り（廊下腰壁、エキスパンションジョイント部、

体育館天井複数箇所）

(9) 文化財等の被害 ２件

・国重要文化財 １件 日出町 旧成清家日出別邸 雨漏り

・その他 １件 佐伯市城山 雌池の背後地が幅約１５ｍにわたり崩落

し、樹木と土砂が流入

※天然記念物「佐伯城山のオオイタサンショウ

ウオ」の生息地

２ 避難者数の状況

(1) 避難所の開設数（最大１５市町 計２２６か所 9月20日 07時00分時点）

※9/22 15:00現在 大分市 １か所（旭町文化センター）

(2) 避難指示等

ア 避難指示 なし

イ 避難勧告（最大４市 計43,255世帯、96,059人発令）

※9/20 13:00現在 全て解除

ウ 避難準備情報（最大４市 計97,075世帯、200,381人発令）

※9/20 14:40現在 全て解除

(3) 避難勧告等による避難者

（最大６市町 計128世帯、236人 9/20 07時00分現在 ）

※9/23 15:00現在 大分市 3世帯 8人
(4) 自主避難者

（最大１４市町 計143世帯、166人 9/19 20時00分現在）

※9/21 08:30現在 全員帰宅済



３ その他

・大分市佐賀関 県道佐賀関循環線

越波のおそれがあるため、事前交通規制（全面通行止）を実施

（迂回路あり）9/19 20時00分規制開始 9/21 11:00解除
・豊後大野市緒方町尾平鉱山 県道緒方高千穂線

雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施

（迂回路あり）9/20 7:30規制開始、9/20 8:00解除
・豊後大野市千歳町高畑 県道百枝浅瀬野津線

雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施

（迂回路あり）9/20 7:30規制開始、9/20 10:30解除

４ 災害対応状況

9月19日15時00分 大分県災害対策連絡室 設置

21時00分 大分県災害警戒本部 移行

9月20日17時00分 大分県災害対策連絡室 移行



別紙１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

日田市 天瀬町出口 1 国道212号 9月19日 21時00分 覚知
落石(1.3m×1.3m×0.8m)が発生。22時00分に落石を
撤去したが、落石の恐れがあるため全面通行止
9/20 11:00規制解除。

迂回路有

宇佐市 院内町新洞 2
市道拝田新洞線（拝田
新洞橋）

9月20日 0時40分 覚知
河川増水による冠水のため全面通行止（沈下橋）。
9/21 7:10規制解除

迂回路有

宇佐市 中原 3
市道中原・上拝田線（中
原橋）

9月20日 1時15分 覚知
河川増水による冠水のため全面通行止（沈下橋）。
9/20 12:00規制解除。

迂回路有

佐伯市 駅前 4 国道217号 9月20日 2時00分 発生
佐伯駅前１５０ｍ冠水による全面通行止。
9/20 10:45規制解除。

迂回路有

津久見市 大友町 5 県道佐伯津久見線 9月20日 1時50分 覚知
冠水により全面通行止。
9/20 7:30規制解除。

迂回路有

臼杵市 大泊 6 県道臼杵津久見線 9月20日 2時00分 発生
電線の垂れ下がりによる全面通行止。
9/20　3:30規制解除

迂回路無

杵築市 山香町広瀬 7 市道四辻大井手線 9月20日 4時10分 覚知
ガード下冠水により全面通行止。
9/20 6:00規制解除。

迂回路有

大分市 片島 8 国道10号 9月20日 4時25分 発生
大分南バイパス古城山トンネル下り線（大分から佐
伯方向）道路冠水のため片側通行止。
9/20　7:30規制解除

迂回路有

由布市 湯布院町川北 9 市道山崎荒木線 9月20日 4時15分 覚知
冠水により全面通行止。
9/20 9:35規制解除。

迂回路有

佐伯市 上浦最勝海浦 10 県道四浦港津井浦線 9月20日 5時00分 覚知
長田漁港から福泊まで道路冠水により全面通行止。
9/20 14:50規制解除。

迂回路有

佐伯市 本匠三股 11 県道笠掛直見停車場線 9月20日 5時00分 発生
冠水により全面通行止。
9/20 12:50規制解除。

迂回路無

佐伯市 蒲江竹野浦河内 12 国道３８８号 9月20日 3時00分 覚知
冠水・土砂流出により全面通行止。
9/20 17:15 規制解除。

迂回路無

由布市 湯布院町川北 13 市道川西岳本線 9月20日 4時15分 覚知
宮川付近の道路冠水により全面通行止。
9/20 9:35規制解除。

迂回路有

佐伯市 長谷 14 県道佐伯蒲江線 9月20日 3時00分 覚知
冠水により全面通行止。
9/20 10:50規制解除。

迂回路無

杵築市 狩宿 15 市道志口住吉線 9月20日 6時15分 覚知 トンネル天井に穴あり　全面通行止。 迂回路有

≪道路被害≫　72件　

備考番号 道路名
発生(覚知)日時発生場所

被害概要



別紙１

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

佐伯市 鶴見吹浦 16 県道梶寄浦佐伯線 9月20日 3時00分 覚知
崩土による片側通行止。
9/21 14:00規制解除

佐伯市 米水津浦代浦 17 県道色宮港木立線 9月20日 3時00分 覚知
冠水により全面通行止。
9/20 10:45規制解除。

迂回路無

佐伯市 長良 18 県道長良木立線 9月20日 3時30分 覚知
冠水による全面通行止。
9/20 16:00規制解除。

迂回路無

豊後大野市 緒方町滞迫 19 県道緒方高千穂線 9月20日 7時00分 覚知
道路沿いの田の法面が崩落し、道路全面に土砂が
流出。全面通行止。現在土砂撤去準備中。
9/20 11:30規制解除。

迂回路有

津久見市 上青江 20 市道畑線 9月20日 7時00分 覚知 道路護岸(L=28.0m)崩落により全面通行止。 迂回路有

由布市 湯布院町塚原 21 市道中釣鶴見岳線 9月20日 6時15分 覚知
土砂流出により市道を塞いでいるため、全面通行
止。
9/20 14:00規制解除。

迂回路有

杵築市 山香町日指 22
市道グリーンエコランド
山香線

9月20日 8時00分 覚知
法面崩壊（幅7ｍ、高さ2.5ｍ、延長40ｍ）により、全面
通行止。

迂回路有

津久見市 中町 23 市道蔵富線 9月20日 8時00分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20　8:00規制解除

迂回路無

由布市 挾間町三船 24 市道三船泉線 9月20日 6時40分 覚知
法面崩壊（L=15ｍ）により、全面通行止。
9/22　16：00規制解除

迂回路有

佐伯市 岸河内 25 県道赤木吹原佐伯線 9月20日 7時50分 覚知
盛土側（河川側）ブロック積崩落（L=15m、H=5m）によ
り、片側通行止。

9/20　10:00から普通車
のみ通行可

由布市 庄内町南大津留 26 市道竹の中下線 9月20日 6時30分 覚知
水田の法面が崩壊し、市道を塞いでいるため、全面
通行止。
9/20 12:00規制解除。

迂回路有

別府市 古賀原２組 27 市道河内田代別府線 9月20日 7時00分 覚知 法面崩壊（幅5ｍ×高さ3ｍ）により、片側通行止。

別府市 枝郷４組 28
市道朝見枝郷合棚後畑
線

9月20日 8時00分 覚知
法面崩壊（幅5ｍ×高さ3ｍ）により、全面通行止。
9/20 18:00規制解除。

迂回路有

津久見市 上青江 29 県道津久見野津線 9月20日 7時30分 覚知 落石により、全面通行止。 迂回路有

臼杵市 田尻 30 県道臼杵大南線 9月20日 4時10分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 10:20規制解除。

迂回路有



別紙１

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 岡川 31 県道大分大野線 9月20日 8時30分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/20 17:30規制解除。

迂回路有

大分市 上判田 32 林道御座ヶ岳線 9月20日 8時00分 覚知 法面崩壊（L=10m、H=5m）。規制なし。

津久見市 四浦 33 県道四浦日代線 9月20日 6時45分 発生
冠水により、片側通行止。
9/21 9:00規制解除。

大分市 判田台南 34
市道高江ニュータウン１
号線

9月20日 8時40分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/21 規制解除。

迂回路有

大分市 大久保 35 市道東八幡高崎団地線 9月20日 8時55分 覚知 土砂流出により、片側通行止。

大分市 高江中央 36
市道高江ニュータウン１
号線

9月20日 9時50分 覚知
高江南１丁目から高江中央３丁目の区間で数カ所道
路冠水。9/20 15:00現在冠水なし。

佐伯市 長良 37 県道長良木立線 9月20日 5時30分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 16:00規制解除。

迂回路無

佐伯市 青山 38 県道佐伯蒲江線 9月20日 3時00分 覚知
崩土により、片側通行止（L=20m）。
9/20 7:45規制解除。

佐伯市 鶴望 39 県道佐伯弥生線 9月20日 3時00分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/20 8:10規制解除。

迂回路無

佐伯市 青山 40 県道佐伯蒲江線 9月20日 5時30分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 16:00規制解除。

迂回路無

由布市 湯布院町川南 41 市道川西田中市線 9月20日 4時15分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 9:35規制解除。

迂回路有

佐伯市 蒲江竹野浦河内 42 国道３８８号 9月20日 5時30分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 7:50規制解除。

迂回路無

佐伯市 直川赤木 43 県道赤木吹原佐伯線 9月20日 5時30分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/20 11:00片側交互通行。
9/21 17:00規制解除。

迂回路有

佐伯市 米水津浦代浦 44 県道色宮港木立線 9月20日 4時30分 覚知
崩土により、片側通行止。
9/20 10:45規制解除。

佐伯市 蒲江蒲江浦 45 国道３８８号 9月20日 5時30分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 15:30規制解除。

迂回路無
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佐伯市 岸河内 46 県道赤木吹原佐伯線 9月20日 5時00分 覚知
崩土により、片側側通行止。
9/20 8:25規制解除。

大分市 高江西 47 市道高江地吉線 9月20日 8時40分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/21 規制解除。

迂回路無

佐伯市 弥生井崎 48 県道佐伯弥生線 9月20日 6時42分 覚知 倒木により、片側通行止。

佐伯市 弥生上小倉 49 県道三重弥生線 9月20日 7時15分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 16:00規制解除。

迂回路無

佐伯市 鶴望 50 国道２１７号 9月20日 7時00分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 8:30規制解除。

迂回路無

佐伯市 蒲江竹野浦河内 51 国道３８８号 9月20日 5時30分 覚知
崩土により、片側通行止。
9/20 8:30規制解除。

佐伯市 木立 52 県道色宮港木立線 9月20日 4時30分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 12:00規制解除。

迂回路有

佐伯市 直川赤木 53 県道赤木吹原佐伯線 9月20日 11時00分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/21 17:00規制解除。

迂回路無

大分市 上判田 54 市道高江地吉線 9月20日 8時40分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/21 規制解除。

大分市 中判田 55 市道宮ノ原線 9月20日 7時30分 覚知 崩土により片側通行止。

津久見市 青江 56 県道津久見野津線 9月20日 6時00分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 8:30規制解除。

佐伯市 長谷 57 県道赤木吹原佐伯線 9月20日 2時00分 覚知
冠水により、全面通行止。
9/20 11:30規制解除

佐伯市 直川赤木 58 県道赤木吹原佐伯線 9月20日 12時20分 覚知
崩土（L=10m）及び倒木により、全面通行止。
9/21 17:00規制解除。

豊後大野市 朝地町上尾塚 59 市道普光寺小野線 9月20日 10時00分 覚知
法面崩壊（幅5m×高さ3m）し、市道及び側溝へ土砂
流出。通行規制なし。

津久見市 八戸 60 市道八戸線 9月20日 15時00分 覚知 路肩崩壊により、全面通行止。 迂回路有
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佐伯市 蒲江竹野浦河内 61 市道葛原北浦線 9月20日 4時45分 覚知
土砂流出により、全面通行止。
9/21 16:00規制解除。

迂回路無

佐伯市 青山 62 市道上黒沢線 9月20日 9時20分 覚知 土砂流出、路肩崩壊により、全面通行止。 迂回路無

佐伯市 弥生床木 63 市道西峰線 9月21日 12時00分 覚知 路肩崩壊により、全面通行止。 迂回路有

佐伯市 木立 64 市道岡山線 9月20日 6時50分 覚知
路肩崩壊により、全面通行止（車両）。人の移動は可
能。

迂回路無

大分市 竹矢 65 市道辻原矢貫線 9月20日 8時47分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/21 17:00規制解除。

豊後大野市 大野町酒井寺 66 市道平岡線 9月20日 8時00分 覚知
崩土および倒木により、全面通行止。
9/20　11：00規制解除。

豊後大野市 大野町藤北 67 市道西舞線 9月20日 8時00分 覚知
倒木により、全面通行止。
9/20　14：00規制解除。

杵築市 山香町河野 68 林道鹿鳴越第二支線 9月21日 9時00分 覚知 土砂崩落（幅10m×高さ4m）により、片側通行止。

杵築市 八坂 69 市道大左右線 9月21日 9時00分 覚知
増水した流水による沈み橋（生桑側）舗装路面損傷
により、全面通行止。

迂回路有

豊後大野市 清川村伏野 70 市道鉢屋巡回線 9月20日 8時00分 覚知
法面崩壊（高さ10ｍ×幅8ｍ）により、全面通行止。
9/23 12:00規制解除。

豊後大野市 三重町伏野 71 市道近郷中山線 9月20日 8時20分 覚知
崩土により、全面通行止。
9/23　13：00規制解除。

豊後大野市 清川村六種 72 市道六馬線 9月20日 7時00分 覚知
畦畔崩壊（幅20m×高さ10m）により、全面通行止。
9/23　13：00規制解除。


