
令和２年１月２６日暴風警報等に関する災害情報について（第７報）

令和２年１月２８日
１ ９ 時 ３ ０ 分 現 在
大分県災害対策連絡室

１ 被害状況
(1) 人的被害

行方不明者１名（佐伯市・４０代男性・佐伯市海上で行方不明）

(2) 建物被害 ６６件
住家 ５７棟

床上浸水 佐伯市 ６棟
床下浸水 佐伯市４９棟 津久見市２棟

非住家 ９棟
床上浸水 佐伯市 ２棟 津久見市１棟
床下浸水 佐伯市 ６棟

(3) 道路被害 ７件 詳細は別紙のとおり
国道２件、県道４件、市町村道１件

(4) 河川被害 １件 堅田川 護岸の被災（佐伯市青山）

(5) 土砂被害 ６件 詳細は別紙のとおり

(6) ライフライン被害 なし

(7) その他被害 佐伯市立青山小 フェンス倒壊

２ 災害対応状況
１月２６日 ２１時３０分 大分県災害対策連絡室設置
１月２７日 ０３時４０分 南部地区災害対策連絡室設置

２０時００分 大分県災害警戒本部設置
２０時２０分 南部地区災害警戒本部設置

１月２８日 １９時００分 大分県災害対策連絡室設置
１９時００分 南部地区災害対策連絡室設置

３ 警報等の状況
なし

４ 避難勧告等の発令状況
なし

５ 避難者等の状況
なし

６ その他
バスの運行状況
大分バス
県内【一部運行見合わせ】 佐伯方面の青山経由蒲江行は終日運休



県管理道路の通行規制状況

1月28日　19時30分現在

合計 片側 1箇所 片側 4箇所

国道 片側 1箇所 片側 1箇所

県道 片側 0箇所 片側 3箇所

道路規制発生箇所数 19箇所

当　初

No. 路 線 名 場 所
規制時間 規制内容 規制時間 規制内容

原因 区間 迂回路

1 国道３８８号 佐伯市蒲江大字楠本浦 1月27日 19時00分 全面通行止 1月27日 22時00分 解除 － 道路冠水

2 県道３７号佐伯蒲江線 轟トンネル付近 1月27日 19時20分 全面通行止 1月28日 17時30分 片側交互通行 有 崩土

3 国道２１７号 佐伯駅前１丁目4-14 1月27日 19時30分 全面通行止 1月27日 21時30分 解除 － 道路冠水

4 県道３７号佐伯蒲江線 佐伯市大字青山（下孫四郎橋の先） 1月27日 19時30分 全面通行止 1月28日 17時30分 片側交互通行 有 法面崩壊

5 県道５０１号色宮港木立線 佐伯市米水津大字浦代浦(浦代TN) 1月27日 19時20分 全面通行止 1月28日 15時45分 解除 有 法面崩壊

6 県道１２２号古江丸市尾線 佐伯市'蒲江大字葛原浦 1月27日 19時30分 全面通行止 1月28日 1時00分 片側交互通行 － 土砂流出

7 国道３８８号
佐伯市蒲江大字森崎浦１９６６
超田尾トンネル

1月27日 19時30分 全面通行止 1月27日 22時00分 解除 － 道路冠水

8 県道６０４号梶寄浦佐伯線 佐伯市東灘９６３２　寿工業前 1月27日 19時50分 全面通行止 1月27日 22時00分 解除 － 道路冠水

9 国道３８８号
佐伯市蒲江大字畑野浦１０９
小浦ヶ浜トンネル

1月27日 20時20分 全面通行止 1月28日 18時00分 解除 有 土砂流出

10 県道６０４号梶寄浦佐伯線
佐伯市鶴見大字吹浦133-1
ふれあいトンネル　吹浦側

1月27日 20時30分 全面通行止 1月27日 22時00分 解除 － 道路冠水

11 国道３８８号 畑野浦　民宿潮騒 1月27日 20時50分 全面通行止 1月28日 18時00分 解除 有 土砂流出

12 国道３８８号 市丸水産付近 1月27日 20時50分 片側交互通行 1月28日 18時00分 解除 有 土砂流出

13 国道３８８号
佐伯市蒲江大字畑野浦 福網代
畑野浦自動車付近

1月27日 19時30分 全面通行止 1月27日 22時00分 解除 － 道路冠水

14 国道３８８号 佐伯市大字木立 1月27日 19時30分 全面通行止 1月28日 1時00分 片側交互通行 － 土砂流出

15 大入島南循環線 佐伯市大字荒網代浦 1月28日 6時00分 全面通行止 1月28日 15時45分 解除 有 土砂流出

16 大入島北循環線 佐伯市大字片神浦 1月28日 8時20分 全面通行止 1月28日 15時45分 解除 有 法面崩壊

17 国道３８８号 佐伯市蒲江大字丸市尾浦 1月28日 9時30分 全面通行止 全面通行止 － 崩土 有

18 県道１２２号古江丸市尾線 佐伯市'蒲江大字葛原浦 1月28日 16時30分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 有

19 佐賀関循環線 大分市佐賀関 1月27日 14時00分 全面通行止 1月28日 6時00分 解除 － 事前通行規制 大黒～小黒

全面 1箇所 解除 6箇所全面 10箇所 解除 0箇所

現　行
前回
から
変更

解除 0箇所

全面 1箇所 解除 7箇所全面 8箇所 解除 0箇所

現　　行 1月28日　19時30分現在当初

全面 2箇所 解除 13箇所全面 18箇所規制状況

集 計
→



市町村管理道規制状況一覧

全面通行止 3 全面通行止 0
片側交互通行 0 片側交互通行 1
事前通行規制 0 解除 2
車線規制 0 合計 3

合計 3

原因 発生日 時間 規制状況 解除日 解除時刻 規制状況

1 佐伯市中村北町 冠水 1月27日 20:10 全面通行止 1月27日 21:00 解除 臼坪女島線

2 佐伯市大字青山 冠水 1月27日 21:00 全面通行止 1月28日 0:00 解除 川井又房線

3 佐伯市蒲江大字畑野浦 法面崩壊 1月27日 20:00 全面通行止 1月28日 3:35 片側交互通行 新尾浦線

当初 現行

市町村名 番号 字
当初 現行 事前

通行
規制

全面通行止
路線数

通行規制
路線数

0 1佐伯市

路線名



 １月２８日　１９時３０分現在

市町村名 大字 災害概要 人的被害 物的被害

1 H32.1.27 20:30 佐伯市 長良 津志河内地区 がけ崩れ
家屋裏の山が崩壊。

なし なし

2 H32.1.27 佐伯市蒲江 畑野浦 小浦ヶ浜区 がけ崩れ
裏山斜面から水、土砂が家屋に流入。

なし 家屋一部損壊１戸

3 H32.1.28 佐伯市蒲江
畑野浦

2490
福網代川 土砂流出

裏山斜面から水、土砂が家屋に流入。
なし なし

4 H32.1.28 佐伯市 木立 須留木地区 土砂流出

裏山斜面が崩壊。

なし なし

5 H32.1.28 6:43
佐伯市大入

島

荒網代浦

31
荒網代浦地区 土砂流出

裏山斜面が崩壊、県道まで流出。
なし 家屋一部損壊１戸

6 H32.1.28 佐伯市
上灘

9968
上灘地区 がけ崩れ

裏山斜面が崩壊。

なし なし

 土砂災害とりまとめ（砂防関係）

No 災害区分
路河川名

地区名
災害発生日時

所在地 災害状況


