
令和元年台風第１０号に関する災害情報について（第４報）

令和元年８月１５日

１ ５ 時 ３ ０ 分 現 在

大分県災害警戒本部

１ 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8月14日 13時30分【発表】佐伯市

8月14日 17時03分【発表】大分市、別府市、中津市、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、国東市、

姫島村、日出町

8月14日 21時43分【発表】日田市、由布市、九重町、玖珠町

8月15日 07時41分【解除】日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町

8月15日 15時12分【解除】大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市

豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、日出町

(2) 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

○ ● ● ● ○ ● ●

8月14日 21時43分【発表】佐伯市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町

8月15日 01時40分【発表】大分市、別府市、玖珠町

8月15日 04時54分【発表】中津市、宇佐市

8月15日 05時46分【発表】杵築市、日出町

8月15日 07時41分【解除】佐伯市

8月15日 15時12分【解除】別府市、日出町、杵築市

(3) 洪水警報 （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

○ ○ ○ ○ ○

8月14日 21時43分【発表】竹田市、九重町

8月15日 01時40分【発表】佐伯市、杵築市、由布市

8月15日 05時46分【発表】別府市、中津市、宇佐市、玖珠町

8月15日 07時41分【解除】佐伯市

8月15日 11時10分【解除】別府市、九重町

8月15日 15時12分【解除】中津市、竹田市、杵築市、宇佐市、由布市、玖珠町



(4) 土砂災害警戒情報 （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

○ ○ ○ ○

8月15日 01時40分【発表】竹田市

8月15日 05時10分【発表】大分市、宇佐市、由布市、玖珠町

8月15日 05時30分【発表】別府市、九重町

8月15日 14時25分【解除】大分市、別府市、竹田市、宇佐市、由布市、九重町、玖珠町

２ 災害対応状況

８月１４日 １３時３０分 大分県災害警戒本部設置

南部地区災害警戒本部設置

１５時００分 豊肥地区災害対策連絡室設置

１７時０３分 中部地区災害警戒本部設置

１７時０３分 東部地区災害対策連絡室設置

１７時０３分 北部地区災害対策連絡室設置

２１時４３分 西部地区災害対策連絡室設置

８月１５日 １５時１２分 東部地区災害対策連絡室解散

３ 被害状況

(1) 人的被害 （負傷者）１名（由布市・３０代女性・屋根から転落、軽傷）

(2) 建物被害 なし

(3) 道路被害 １７件（事前規制８件を除く）
①８月１３日２０時００分～ 県道６３５号佐賀関循環線（大分市）事前規制

②８月１３日２１時１５分～ 県道５４１号四浦港津井浦線（佐伯市）事前規制

８月１５日１４時４０分 解除
③８月１４日１４時００分～ 市道 朝見枝郷～合棚後畑線（別府市）事前規制

④８月１４日１７時００分～ 市道 南埋立１号線（別府市）事前規制

⑤８月１４日１７時３０分～ 県道１２２号古江丸市尾線（佐伯市）事前規制

８月１５日１３時４５分 解除
⑥８月１４日１７時２０分～ 市道 中釣鶴見岳線（由布市）土砂流出による全

面通行止め（Ｌ＝１００ｍ）

⑦８月１４日１５時４５分～ 市道 岩室線（由布市）庭木の枝が折れて落下の

危険性があるため全面通行止め（Ｌ＝２６０ｍ）

⑧８月１４日１７時２０分～ 市道 高速側道１３号線（由布市）土砂流出によ

る全面通行止め（Ｌ＝９４ｍ）

⑨８月１４日１７時２０分～ 市道 高速側道１４号線（由布市）土砂流出によ

る全面通行止め（Ｌ＝７１７ｍ）

⑩８月１４日２３時３０分～ 市道 浜脇観海寺線（別府市）倒木のため全面通

行止め（Ｌ＝１７００ｍ）

⑪８月１５日００時４０分～ 市道 山崎荒木線（由布市）冠水のため全面通行

止（Ｌ＝２００ｍ）

⑫８月１５日００時４０分～ 市道 川北２号線（由布市）冠水のため全面通行

止（Ｌ＝１５０ｍ）

⑬８月１５日００時４０分～ 市道 川西田中市線（由布市）冠水のため全面通



行止（Ｌ＝１５０ｍ）

⑭８月１５日００時４０分～ 市道 中学校線（由布市）冠水のため全面通行止

（Ｌ＝５０ｍ）

⑮８月１５日００時４０分～ 市道 中学校北2号線（由布市）冠水のため全面

通行止（Ｌ＝２５０ｍ）

⑯８月１５日０６時００分～ 国道 442号（大分市）事前規制

全面通行止（Ｌ＝４９００ｍ）

８月１５日１５時００分 解除
⑰８月１５日０４時３０分～ 県道 216号別府湯布院線（由布市）

倒木のよる全面通行止（０７時００分解除）

⑱８月１５日０６時３０分～ 県道 25号臼杵上戸次線（大分市）倒木のため片

側交互通行

８月１５日１１時００分 解除
⑲８月１５日０４時５５分～ 市道 六所線（由布市）冠水のため全面通行止

（Ｌ＝２００ｍ）

８月１５日０７時００分 解除
⑳８月１５日０５時４０分～ 市道 女島線（佐伯市）冠水のため全面通行止

８月１５日１０時１３分 解除
㉑８月１５日０９時００分～ 県道 ４１１号中津山国自転車道線（中津市）
冠水のおそれがあるため事前規制（Ｌ＝１３００ｍ）

㉒８月１５日０８時１０分～ 市道 上灘線（佐伯市）冠水のため全面通行止
（Ｌ＝５０ｍ）
８月１５日１０時１０分 解除

㉓８月１５日０８時３０分～ 市道 小平線（別府市）土砂堆積のため全面通行
止（Ｌ＝５０ｍ）

㉔８月１５日１０時３０分～ 国道 ４９６号（中津市）雨量が規制値を超えた
ため事前規制

㉕８月１５日１３時００分～ 町道 水道管理道（日出町）倒木のため全面通行
止（Ｌ＝２ｍ）
８月１５日１４時３０分 解除

(4) 河川被害 なし

(5) 土砂被害 なし

(6) ライフライン被害 なし

(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 6,278世帯 13,712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 6,278 0 0 0 0
人 数 0 0 13,712 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
人 数 0 0 0 0
8月14日 09時00分【発令】臼杵市 全域 17,156世帯 38,761人

18時00分【避難勧告へ切替】臼杵市全域 17,156世帯 38,761人

8月14日 10時00分【発令】津久見市 全域 8,138世帯 17,359人

8月15日 14時30分【解除】津久見市 全域 8,138世帯 17,359人



8月14日 10時00分【発令】佐伯市 全域 33,365世帯 71,016人

21時24分【避難勧告へ切替】佐伯市全域 33,365世帯 71,016人

8月15日 11時40分【避難勧告から切替】佐伯市全域 33,365世帯 71,016人

8月15日 13時30分【解除】佐伯市全域 33,365世帯 71,016人

8月14日 14時00分【発令】別府市 全域 62,371世帯 117,262人

8月15日 14時25分【解除】別府市 全域 62,371世帯 117,262人

8月14日 15時00分【発令】豊後大野市 全域 16,117世帯 35,585人

8月15日 13時00分【解除】豊後大野市 全域 16,117世帯 35,585人

8月14日 15時00分【発令】竹田市 全域 10,221世帯 21,562人

8月15日 14時25分【解除】竹田市 全域 10,221世帯 21,562人

8月14日 16時00分【発令】大分市 全域 222,772世帯 478,499人

8月15日 15時12分【解除】大分市 全域 222,772世帯 478,499人

8月14日 16時00分【発令】中津市 全域 39,829世帯 84,115人

8月15日 12時00分【解除】中津市 中津地域を除く全域 33,551世帯 70,403人

8月14日 17時00分【発令】宇佐市 全域 26,095世帯 56,001人

8月15日 05時50分【避難勧告へ切替】宇佐市 安心院 院内 4,688世帯 10,031人

8月15日 15時00分【解除】宇佐市 安心院、院内地域を除く全域 21,407世帯 45,970人

8月14日 17時00分【発令】由布市 全域 15,664世帯 34,353人

8月15日 05時30分【避難勧告へ切替】由布市 庄内 湯布院 8,770世帯 17,559人

8月15日 15時30分【解除】由布市 庄内、湯布院 を全域 6,894世帯 16,794人

8月15日 06時00分【発令】玖珠町 森 玖珠 北山田 八幡 6,587世帯 15,049人

8月15日 06時00分【解除】玖珠町 森 玖珠 北山田 八幡 6,587世帯 15,049人

8月15日 07時00分【発令】九重町 東飯田 1,027世帯 2,534人

8月15日 14時30分【解除】九重町 東飯田 1,027世帯 2,534人

(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
人 数 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
人 数 0 0 0 0
8月14日 18時00分【発令】臼杵市 全域 17,156世帯 38,761人

8月15日 14時00分【解除】臼杵市 全域 17,156世帯 38,761人

8月14日 21時24分【発令】佐伯市 全域 33,365世帯 71,016人

8月15日 11時40分【避難準備・高齢者等避難開始へ切替】佐伯市全域 33,365世帯 71,016人

8月15日 05時30分【発令】由布市 庄内 湯布院 8,770世帯 17,559人

8月15日 15時30分【解除】由布市 庄内 湯布院 8,770世帯 17,559人

8月15日 05時50分【発令】宇佐市 安心院 院内 4,688世帯 10,031人

8月15日 15時00分【解除】宇佐市 安心院 院内 4,688世帯 10,031人

8月15日 06時00分【発令】玖珠町 日出生 95世帯 249人

8月15日 13時00分【解除】玖珠町 日出生 95世帯 249人

8月15日 07時00分【発令】九重町 竜門 川上一 川上二 川下南 川上北 書曲１・２・



３ 見良津 306世帯 818人

8月15日 11時15分【解除】九重町 竜門 川上一 川上二 川下南 川上北 書曲１・２・

３ 見良津 306世帯 818人

５ 避難者等の状況

(1) 自主避難者 2世帯 3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 1 0
人 数 2 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 1
人 数 0 0 0 1

(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
人 数 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
人 数 0 0 0 0

※ 最大避難者数 545世帯825人（8月15日7時00分時点）

６ その他

(1)ＪＲの運行状況

日豊本線（上下線）
【本数減で運転：小倉から中津】
【運転見合わせ：中津から宮崎】

豊肥本線（上下線）
【終日運転見合わせ：阿蘇から大分】

久大本線（上下線）
【本数減で運転：久留米から日田】
【終日運転見合わせ：日田から大分】

(2)フェリーの運行状況

フェリーさんふらわあ

大阪 － 別府 全便【欠航】

神戸 － 大分 全便【欠航】

宇和島運輸

別府 － 八幡浜 全便【欠航】

臼杵 － 八幡浜 全便【欠航】

周防灘フェリー

竹田津 － 徳山 全便【欠航】
国道九四フェリー

佐賀関 － 三崎 全便【欠航】

九四オレンジフェリー

臼杵 － 八幡浜 全便【欠航】



(3)航空機の運航状況

大分空港 ＡＮＡ １５：４０、１８：５５ 大阪（伊丹）行き 欠航
(4)バスの運行状況

大分交通

県内 【通常運行】

高速バス【一部運休】
大分バス

県内 【一部折り返し運行】

高速バス【一部運休】
亀の井バス

県内 【一部運休】
高速バス【一部運休】

日田バス

県内 【通常運行】

高速バス【一部運休】

(5)高速道路の状況

大分道 【一部通行止】 日出ＪＣＴ－湯布院ＩＣ
日出バイパス【一部通行止】 速見ＩＣ－日出ＩＣ

東九州自動車道 【一部通行止】別府ＩＣ－大分農業文化公園ＩＣ


