










≪国・市町村道路被害≫　97件　 （国道２件、市町村道９５件） 【別紙２】

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

姫島村 南浦 1 村道大海稲積線 7月6日 8時10分 覚知
斜面一部崩壊（H15ｍ、W30ｍ、斜面20ｍ、量300～400
㎡）のため全面通行止め、迂回路あり

杵築市 船部 2 市道尾上松村線 7月6日 - 不明
土砂災害の危険があるため全面通行止めの処置（県
土木より連絡あり）、迂回路あり

由布市 湯布院町川北 3 市道山崎荒木線 7月6日 16時40分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり 7/7　9:13　通行止解除

別府市 浜脇 4 市道朝見技郷-合棚後畑線 7月6日 17時00分 覚知 倒木のため全面通行止、迂回路あり 7/7　11:00　通行止解除

由布市 湯布院町川北 5 市道川北２号線 7月6日 17時05分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり 7/7　9:13　通行止解除

姫島村 道佛 6 村道松原明石線 7月6日 17時20分 覚知 法面崩壊のため全面通行止

姫島村 南浦 7 村道南海岸線 7月6日 18時20分 覚知 土砂災害のため全面通行止 7/7　10:30　通行止解除

豊後高田市 草地 8 市道草地葉山線 7月6日 - 不明 冠水（近広川越水）による片側通行止

杵築市 山香町立石 9 市道船薫石線 7月6日 20時40分 覚知 土砂崩れによる全面通行止 7/7　18:00　通行止解除

杵築市 山香町小武 10 市道小重見線 7月6日 20時05分 覚知 冠水による全面通行止

杵築市 山香町向野 11 国道１０号 7月6日 19時10分 発生
片側通行止
下り民間地の山から流水あり、土嚢で止めている。

7/7　1:15　通行止解除

杵築市 山香町立石 12 林道豊後高田山香線 7月6日 18時10分 覚知 道路上に流水があり、全面通行止 7/8　土木から情報提供　解除

杵築市 山香町向野 13 市道薫石線 7月6日 19時20分 覚知 崖崩れにより全面通行止 7/7　18:26　通行止解除

日出町 大神 14 町道平原新貝深江港線 7月6日 22時19分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路なし 7/7　11:00　通行止解除

備考番号 道路名
発生(覚知)日時発生場所

被害概要
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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

宇佐市 上元重 15 市道（確認中） 7月6日 18時00分 覚知 土砂崩れにより片側通行止 7/7　17:00　通行止解除

杵築市 山香町山浦 16 市道芋恵良線 7月6日 17時28分 覚知 冠水により全面通行止、迂回路あり

宇佐市 赤尾 17 農道 7月6日 19時00分 覚知 水路越水により全面通行止 7/7　2:00　通行止解除

杵築市 山香町吉野渡 18 市道重永吉野渡線 7月6日 17時10分 覚知 土砂崩れによる全面通行止、迂回路あり 7/7　14:30　通行止解除

宇佐市 南宇佐 19 農道 7月6日 20時36分 覚知 水位上昇により全面通行止

宇佐市 院内町御沓 20 市道香下御沓線 7月6日 19時32分 覚知 土砂崩れにより全面通行止

宇佐市 安心院町久井田 21 市道六郎丸且尾線 7月6日 17時 発生 土砂災害により片面通行止 7/6　18:00　通行止解除

由布市 湯布院町川北 22 市道川西田中市線 7月7日 0時35分 覚知 冠水により全面通行止、迂回路あり 7/7　9:13　通行止解除

国東市 国見町鬼籠 23 市道寺村櫛海線 7月7日 1時30分 覚知 倒木により全面通行止、迂回路あり 7/7　10:00　通行止解除

九重町 野上字尾本 24 国道２１０号 7月7日 2時15分 覚知 路面冠水のため全面通行止、迂回路あり 7/7　6:00　通行止解除

由布市 挟閒町向原 25 市道天神同尻線 7月7日 2時27分 覚知 河川水位上昇により氾濫水位を超えため全面通行止 7/7　8:00　通行止解除

豊後高田市 中真玉 26 市道浜庄屋線 7月6日 16時30分 覚知 法面崩壊のため全面通行止、迂回路あり 7/7　通行止解除（時間不明）

由布市 湯布院川上 27 市道六所線 7月7日 2時26分 覚知 冠水により全面通行止、迂回路あり 7/7　5:04　通行止解除

杵築市 山香町 28 市道日出大田線 7月7日 2時35分 覚知
山側２ｍ、谷川１０ｍにわたり道路陥没、全面通行止、
迂回路あり

豊後高田市 羽根 29 市道堅来羽線 7月6日 19時40分 覚知 法面崩壊のため全面通行止、迂回路あり 7/7　午前　通行止解除
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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

宇佐市 法鏡寺 30 市道下拝田御幡線 7月6日 19時30分 覚知 土砂崩れにより片側通行止 7/7　17:00　通行止解除

豊後高田市 小畑 31
市道グリーンロード香々

地高田線
7月6日 19時30分 覚知

法面の土砂崩れにより全面通行止。7/10　8:30　片側
通行止へ移行

宇佐市 四日市 32
市道四日市角ノ木・平原

線
7月6日 20時20分 覚知 道路冠水により全面通行止 7/8　16:00　通行止解除

豊後高田市 長岩屋 33 市道真玉堀切線 7月6日 19時40分 覚知 法面土砂崩れにより片側通行止 7/8  18:00  通行止解除

宇佐市 下高家 34 市道下家・東高家 7月6日 18時00分 覚知 法面崩壊による片側通行止 7/7  17:00  通行止解除

宇佐市 岩崎 35 市道岩崎居篭線 7月6日 21時00分 覚知 法面崩壊による片側通行止 7/7　2:00　通行止解除

宇佐市 岩崎 36 市道岩崎向田線 7月6日 21時00分 覚知 道路冠水による片側通行止 7/7　2:00　通行止解除

由布市 庄内町長野 37 市道猪野横牧中尾線 7月7日 4時40分 覚知 崖崩れにより全面通行止 7/7　10:00　通行止解除

杵築市 山香町下 38 市道竜ケ尾 7月7日 6時00分 覚知 道路陥没により全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 朝地町下野 39 市道堀塚幹線 7月7日 7時30分 覚知
法面崩壊（高さ8m×幅5m）により全面通行止、迂回路
あり

7/7　17:00　通行止解除

国東市 国東町小原 40 市道石生線 7月7日 8時30分 覚知 倒木により全面通行止、迂回路あり 7/7　15:25　通行止解除

国東市 安岐町吉松 41 市道大入島線 7月7日 9時38分 覚知 法面崩落により全面通行止、迂回路あり 7/7　12:30　通行止解除

国東市 武蔵町麻田 42 市道志保利線 7月7日 10時10分 覚知 倒木により全面通行止、迂回路あり 7/7  17:00  通行止解除

由布市 挾閒町 43 市道朴木猿渡線 7月7日 7時00分 覚知 倒木により全面通行止、迂回路あり 7/7　16:00　通行止解除

日田市 鶴河内町 44 市道下河内日明原線 7月6日 7時30分 覚知 仮設土嚢流出により全面通行止、迂回路あり
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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

豊後大野市 清川町六種 45 市道丸小野線 7月7日 9時30分 覚知 路肩崩落により全面通行止、迂回路あり

由布市 湯布院町湯平 46 市道田伏線 7月7日 8時17分 覚知 山側崩壊により全面通行止、迂回路あり 7/7　14:30　通行止解除

由布市 湯布院町川西 47 市道津々良奥江線 7月7日 8時16分 覚知 山側崩壊により全面通行止、迂回路なし 7/7　14:00　通行止解除

日田市 上津江 48 市道横道線 7月6日 20時30分 覚知 倒木により全面通行止

日田市 大山町 49
市道天瀬亀石女子畑２

号線
7月7日 2時15分 覚知 土砂崩れ、倒木により全面通行止 7/7  16:00　開通

日田市 天瀬町馬原 50 市道高倉線 7月6日 13時00分 覚知 落石の恐れがあるため全面通行止、迂回路あり

日田市 中津江村栃野 51 市道中村田ノ口 7月7日 6時00分 覚知 崩土により全面通行止、迂回路あり

日田市 中津江村合瀬 52 市道宮園石破線 7月7日 6時00分 覚知 崩土により全面通行止、迂回路あり

日田市 上津江町上野田 53 市道第１畑中線 7月7日 7時00分 覚知 土砂流出により全面通行止、迂回路あり

日田市 中津江村栃野 54 市道広川木野々線 7月7日 8時00分 覚知 土砂流出により全面通行止、迂回路あり

日田市 天瀬町五馬市 55 市道中間小五馬柚木線 7月7日 7時00分 覚知 土砂流出により全面通行止、迂回路あり

国東市 国東町横手 56 市道古柄落合線 7月7日 11時20分 覚知 倒木により全面通行止、迂回路あり 7/7　15:40　通行止解除

国東市 武蔵町糸原 57 市道行者原線 7月7日 11時20分 覚知 倒木により全面通行止、迂回路あり 7/7　16:20　通行止解除

日田市 前津江町赤石 58 林道曽家中西線 7月7日 5時50分 覚知 土砂流出により全面通行止

日田市 源栄町 59 市道中山線 7月7日 5時50分 覚知 道路浸水により全面通行止
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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

日田市 東大山 60 市道中間小馬柚木線 7月7日 6時30分 覚知 土砂崩れにより全面通行止

日田市 中津江村田ノ口 61 市道中村田ノ口線 7月7日 6時00分 覚知 崩土により全面通行止

日田市 中津江村高迫 62 市道宮園石場線 7月7日 6時00分 覚知 崩土、路肩決壊により全面通行止

日田市 上津江町川原 63 市道第１畑中線 7月7日 6時30分 覚知 山崩れにより片側通行止

日田市 上津江町上野田 64 市道東雉谷線 7月7日 6時40分 覚知 倒木により片側通行止 7/7　6:50　撤去済み

日田市 上津江町川原 65 市道広川木野線 7月7日 7時10分 覚知 土砂流出により全面通行止

日田市 上津江町川原 66 市道広川木野線 7月7日 7時10分 覚知 土砂流出により全面通行止

日田市 前津江町赤石 67 市道宮ノ前線 7月7日 10時30分 覚知 土砂崩落により全面通行止、迂回路あり

日田市 山田町 68 市道河内団地線 7月7日 11時00分 覚知 路面流出により片側通行止 7/7　16:50　通行止解除

日田市 天瀬町塚田 69 市道亀石女子畑１号線 7月7日 8時00分 覚知 山斜面の崩壊により全面通行止、迂回路あり 7/8　6:00　通行止解除

日田市 前津江町赤石 70 市道大宮司線 7月7日 11時00分 覚知 土砂崩落により全面通行止、迂回路あり

竹田市 久住町白丹 71 市道後山字見線 7月7日 13時00分 覚知
路肩崩壊、法面一部流出等により片側通行止め、迂
回路あり

日田市 中津江村栃野 72 市道田ノ口線 7月7日 6時00分 覚知 崩土により片側通行止 7/7　13:20　通行止解除

日田市 中津江村栃野 73 市道原線 7月7日 6時00分 覚知 崩土、倒木により片側通行止 7/7　14:30　通行止解除

日田市 大日町 74 市道合谷谷向線 7月6日 14時20分 覚知 倒木、落石により片側通行止 7/8　15:00　通行止解除
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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
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日田市 上津江町川原 75 市道小平小竹線 7月7日 9時00分 覚知 土砂流出により全面通行止、迂回路あり

日田市 大山町西大山 76 市道中大山続木線 7月7日 4時40分 覚知 林地崩壊により全面通行止、迂回路あり

日田市 前津江町赤石 77 市道虫秋石立線 7月7日 11時30分 覚知 土砂流出により全面通行止、迂回路なし

中津市 金谷上ノ丁 78 市道森ノ丁線 7月6日 16時30分 覚知
土壁に穴が開き道路に崩れかけているため全面通行
止

豊後大野市 朝地町鳥田 79 林道神角線 7月7日 21時00分 覚知
法面崩壊（高さ７ｍ、幅３ｍ）により全面通行止め、迂
回路あり

豊後高田市 大平 80 市道大平線 7月6日 16時50分 覚知 崩土により全面通行止め

宇佐市 院内町斎藤 81 市道（詳細不明） 7月6日 16時30分 覚知 崩土により全面通行止め 要調査

日田市 日田市内 82
三和市道河内団地線

市道用松千倉西川内線
合流点付近

7月7日 10時20分 覚知
市道洗堀により大型トラックの通行に支障。4t以上全
面通行止め。

日田市 中津江 83 市道石場線 7月7日 7時10分 覚知 崩土により全面通行止め

日田市 中津江村ニワソコ 84 市道田ノ口線 7月7日 6時00分 覚知 崩土のため片側通行止め

日田市 中津江村原 85 市道原線 7月7日 6時00分 覚知 崩土、樹木により片側通行止め

日田市 大山 86 市道竹の迫線 7月7日 10時00分 覚知 路面崩壊により全面通行止め

日田市 前津江 87 市道虫秋石立線 7月7日 9時30分 覚知
河川から土砂が流出、樹木等により市道が水路と化し
ており全面通行止め

日田市
前津江赤石　赤石
老松神社付近

88 市道大宮司線 7月7日 10時30分 覚知 土砂崩れにより全面通行止め

日田市 大山町西大山 89 市道西釣竹の迫線 7月8日 7時44分 覚知 路面洗堀により全面通行止め、迂回路あり。



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

玖珠町 玖珠工業団地入口 90 町道井の尻四日市線 7月7日 未明 覚知 法面崩壊により片側通行

日田市 中津江村合瀬 91 市道鯛生釈迦岳線 7月7日 16時00分 覚知 土砂流出・落石・倒木により片側通行止

日田市 天瀬町女子畑 92 市道高取八石田線 7月7日 2時15分 覚知 土砂崩れにより全面通行止、迂回路あり 7/7　16:00　通行止解除

日田市 上津江町川原 93 市道永野程野線 7月8日 9時00分 覚知 法面崩壊により全面通行止、迂回路あり

宇佐市 宇佐市金丸 94 農道 7月6日 19時00分 覚知 成貞橋水位上昇により通行止め 7/7  9:00　通行止解除

宇佐市 宇佐市西屋敷 95 市道西屋敷線 7月6日 18時00分 覚知
道路陥没（ソフトボール大）、深さ約４０センチ
※元々道路規制は無し

7/7  17:00　復旧済み

豊後大野市 大野町田代 96 市道川北・原線 7月10日 8時00分 覚知 法面からの崩土により全面通行止、迂回路あり 撤去作業中

宇佐市 宇佐市熊 97 御許林道 7月7日 13時45分 覚知 土砂崩壊による全面通行止め
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