
平成３０年台風第２４号に関する災害情報について（第６報）

平成３０年９月３０日
１ ９ 時 ０ ０ 分 現 在
大分県災害警戒本部

１ 県の災害対応状況
９月２９日 １３時００分 大分県災害対策連絡室を設置
９月３０日 ６時３０分 大分県災害警戒本部に移行

２ 警報等の状況 （凡例：●発表、○解除）
①暴風警報

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
● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○

9月30日 00時33分【発表】県内全域
9月30日 15時50分＜解除＞日田市、竹田市、九重町、玖珠町
9月30日 18時12分＜解除＞豊後大野市、由布市

②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
● ● ● ● ● ● ● ● ●

9月30日 00時33分【発表】大分市、別府市、中津市、佐伯市、津久見市、豊後大野市
9月30日 4時29分【発表】日田市、臼杵市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、

由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
9月30日 18時12分＜解除＞日田市

③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
● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

9月30日 4時29分【発表】大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、
竹田市、杵築市、豊後大野市、日出町、九重町

9月30日 11時11分【発表】由布市
9月30日 11時41分【発表】別府市
9月30日 12時03分【発表】豊後高田市、宇佐市、国東市、玖珠町
9月30日 15時50分＜解除＞日田市
9月30日 18時12分＜解除＞大分市、別府市、中津市、臼杵市、津久見市、竹田市、

豊後高田市、宇佐市、由布市、国東市、日出町、九重町、
玖珠町

④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

○ ○ ○ ○
9月30日 11時15分【発表】佐伯市
9月30日 11時43分【発表】豊後大野市
9月30日 11時57分【発表】大分市、由布市
9月30日 12時14分【発表】別府市
9月30日 12時42分【発表】竹田市、宇佐市、玖珠町
9月30日 13時00分【発表】臼杵市
9月30日 13時20分【発表】中津市
9月30分 16時40分＜解除＞中津市
9月30日 17時50分＜解除＞大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、竹田市、宇佐市、

豊後大野市、由布市、玖珠町



３ 被害状況等（１９時００分現在）
（１）人的被害 １名

・軽傷 １名（８８歳男性）
（２）建物被害 １件

住 家 床下浸水 １棟（津久見市徳浦宮町）
非住家 一部損壊 １棟（大分市羽田）

（３）道路被害 ４７件（事前規制 １１件）
※被害、事前規制箇所については別表参照

（４）河川被害 なし
（５）土砂被害 なし
（６）ライフライン被害

停電 約６００戸（大分市、別府市、佐伯市、豊後大野市）
（７）農林被害 調査中
（８）その他被害 ２件

・佐伯市上浦 民家石垣崩落（高さ約2m、幅約5m）
・大分市中判田 JR線路下の土砂流出（高さ約2ｍ、幅約20ｍ、奥行約8ｍ）
※土砂流出による家屋被害について調査中

４ 避難勧告等の発令状況【19時00分現在】
（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 0 0
人数 0 0 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 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
人数 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
人数 0 0 0

５ 避難者の状況【19時00分現在：合計 ２６世帯 ３７人】
（１）自主避難者 ２６世帯 ３７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 0 16 1 0
人数 4 0 0 24 3 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 5 0 0 0 0 0
人数 6 0 0 0 0 0

（２）避難勧告等による避難者数 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 0 0
人数 0 0 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

※ 最大避難者数 ６８０世帯 １，１４１人（9月30日15時現在）

以上



≪道路被害≫　61件　 別表

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

大分市 佐賀関 1 県道　佐賀関循環線 9月29日22時00分～　　事前規制（全面通行止）
台風第24号接近に伴う越波警戒のた
め

豊後大野市 朝地町梨小 2
県道　久住高原野津原
線

9月30日 2時00分 覚知 全面通行止　（倒木のため） 9/30　13:00　通行止解除

杵築市 船部 3 市道　尾上松村線 9月30日04時29分～　　事前規制（全面通行止） 大雨警報に伴い

臼杵市 大泊 4 県道　臼杵津久見線 9月30日07時00分～　　事前規制（全面通行止） 連続雨量200mm以上で事前規制

宇佐市 院内町　新洞 5 市道　拝田新洞線
9月30日06時30分～　　事前規制（全面通行止）
※　沈下橋

水位増のため

姫島村 松原～大海 6 村道　松原明石線 9月29日21時00分～　　事前規制（全面通行止）

姫島村 大海～稲積 7 村道　大海稲積線 9月29日21時00分～　　事前規制（全面通行止）

豊後大野市 三重町浅瀬 8 県道　百枝浅瀬野津線 9月30日09時30分～　　事前規制（全面通行止） 累計雨量による事前規制

佐伯市 駅前 9 国道　２１７号 9月30日 10時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 緒方町上畑 10 県道　緒方高千穂線 9月30日09時00分～　　事前規制（全面通行止）

津久見市 四浦 11 県道　四浦日代線 9月30日 10時45分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 緒方町徳田 12 県道　牧口徳田竹田線 9月30日 9時30分 覚知 崩土（H=3ｍ、W=10ｍ、V=60ｍ
3
）のため全面通行止、

迂回路あり

竹田市 次倉 13 県道　竹田五ヶ瀬線 9月30日 11時40分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

宇佐市 中原 14 市道　中原橋 9月30日 11時35分 覚知 河川増水のため全面通行止、迂回路あり

由布市 湯布院町川北 15 市道　川北２号線 9月30日 11時45分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

備考
発生場所

番号 道路名
発生(覚知)日時

被害概要

解



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要

豊後大野市 朝地町梨小 16 国道　４４２号 9月30日12時00分～　　事前規制（全面通行止） 9/30　13:00　通行止解除

臼杵市 江無田 17
市道　福良江無田線・市
浜５０号線

9月30日 9時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

佐伯市 本匠三股 18 県道笠掛直見線 9月30日 12時30分 覚知 冠水のため全面通行止

臼杵市 大野 19 市道　河内田代別府線 9月30日 6時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

臼杵市 大野 20 市道　高倉線 9月30日 6時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

臼杵市 江無田 21 市道　新地海江田線 9月30日 10時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

臼杵市 二王座 22 市道　二王座１号線 9月30日 10時00分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

別府市 古賀原 23 市道　河内田代別府線 9月30日 11時30分 覚知
法面土砂崩れ（高さ10m×幅10m）のため全面通行
止、迂回路あり

佐伯市 長谷 24 県道　佐伯蒲江線 9月30日 13時00分 覚知 冠水のため全面通行止

佐伯市 長良 25 県道　長良木立線 9月30日 13時00分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

佐伯市 宇目塩見園 26 県道　上爪横川線 9月30日 13時33分 発生 冠水のため全面通行止、迂回路あり

大分市
上詰荷小野大橋交

差点
27 国道　４４２号線 9月30日 13時30分 発生

崩土のため全面通行止
※迂回路設置準備

杵築市 宮司 28 県道　成仏杵築線 9月30日 13時20分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

竹田市 神原 29 県道　神原玉来線 9月30日 13時15分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

大分市 木田 30
県道　臼杵坂ノ市線～
旧道

9月30日 9月30日14時00分～　　事前規制（全面通行止）

解



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要

臼杵市 稲田 31 市道　末広田ノ口線 9月30日 7時00分 発生 冠水のため全面通行止、迂回路あり

宇佐市 四日市 32 市道　四日市・樋田線 9月30日 13時10分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 三重町宮野 33 国道　３２６号 9月30日 13時15分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 三重町秋葉 34 国道　３２６号線 9月30日 13時15分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 緒方町徳田 35 県道　牧口徳田竹田線 9月30日 9時30分 覚知
崩土のため全面通行止、迂回路あり
※崩土は幅１０ｍ、高さ３ｍ

佐伯市 本匠井ノ上 36 県道　三重弥生線 9月30日 13時59分 覚知 崩土のため片側通行止

佐伯市 長良 37 国道　３８８号線 9月30日 14時00分 覚知 倒木のため片側通行止

由布市 湯布院町川北 38 市道　川西田中市線 9月30日 11時55分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

豊後大野市 緒方町柚木 39 市道　柚木徳田線 9月30日 9時00分 覚知 崩土のため全面通行止 9/30　10:00　通行止解除

津久見市 岩屋町 40 県道　佐伯津久見線 9月30日15時00分～　　事前規制（全面通行止）

臼杵市 望月清太郎 41 国道　５０２号 9月30日 15時00分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

由布市 湯布院町川北 42 市道　山崎荒木線 9月30日 11時45分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

由布市 湯布院町川北 43 市道　中学校線 9月30日 11時45分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

由布市 湯布院町川北 44 市道　中学校北２号線 9月30日 11時45分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

大分市 津守 45
市道　津守山ノ手線１号
線

－ 13時34分 覚知 倒木のため全面通行止、迂回路あり

解



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要

大分市 丹生 46 市道　丹生３号線 9月30日 14時50分 覚知 倒木のため全面通行止、迂回路あり

佐伯市 弥生上小倉 47 県道　三重弥生線 9月30日 15時00分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

佐伯市 鶴見地松浦 48 県道　梶寄浦佐伯線 9月30日 15時35分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

大分市
中判田大南団地団
地入口交差点

49 国道　１０号 9月30日 15時30分 覚知 道路路肩崩壊のため全面通行止、迂回路あり

臼杵市 野津町前河内 50 市道　前奥線 9月30日 12時30分 覚知
道路表面水の異常出水のため全面通行止、迂回路あ
り

宇佐市 院内町 51 市道　南毛線 9月30日 13時30分 覚知 倒木のため全面通行止、迂回路あり

別府市 乙原 52 市道　浜脇観海寺線
9月30日17時00分～　　事前規制（全面通行止）
※滝見橋から鮎坂橋１．７ｋｍ

落石・倒木の恐れのため

大分市 辻原 53
広域農道（中部）　竹矢
～辻原

9月30日 12時08分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

由布市 挾間町来鉢 54 市道　妻々城芦松線 9月30日 14時40分 覚知 土砂流出のため全面通行止、迂回路あり

大分市
下戸次

船本大橋付近
55 県道　坂ノ市中戸次線 9月30日 16時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

大分市
下戸次

広域農道（大野野
津）交差点付近

56 県道　坂ノ市中戸次線 9月30日 16時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

大分市 津守 57
市道　津守２号線・３号
線・１４号線・１５号線、
津守・曲１号線

9月30日 12時30分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

九重町 田野 58 県道　別府一の宮線 9月30日 16時00分 覚知 流水により路肩が浸食されたため片側通行止

佐伯市 霞ヶ浦 59 国道　２１７号 9月30日 18時00分 覚知 倒木のため片側通行止

由布市 庄内町高岡 60 市道　深谷長野線 9月30日 16時00分 覚知 土砂流出のため全面通行止、迂回路あり



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考

発生場所
番号 道路名

発生(覚知)日時
被害概要

杵築市 相原 61 市道　藤原相原線 9月30日 18時00分 覚知 倒木のため全面通行止、迂回路あり


