
令和２年７月６日大雨警報に関する災害情報について（第２報） 

 
令 和 ２ 年 ７ 月 ６ 日 
１ ５ 時 ０ ０ 分 現 在 
大分県災害対策連絡室 

 
１ 被害状況 
(1)  人的被害 なし 
(2)  建物被害 なし 
(3)  道路被害 国道３件、県道２件 詳細は別紙のとおり 
(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 
 
２ 災害対応状況 
  ７月 ６日 ０２時３０分 大分県災害対策連絡室設置 
               西部地区災害対策連絡室設置 
               豊肥地区災害対策連絡室設置 
          ０９時４０分 北部地区災害対策連絡室設置 
        １２時１７分 東部地区災害対策連絡室設置 
        １２時３０分 西部地区災害警戒本部へ切替 
        １３時５４分 中部地区災害対策連絡室設置 
        １４時００分 大分県災害警戒本部へ切替 
               北部地区災害警戒本部へ切替 
 
３ 警報等の状況 
(1)  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 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
7 月 6 日 02 時 30 分 【発表】 日田市、竹田市 
7月 6日 09時 40分 【発表】 中津市、玖珠町 
7月 6日 11時 47分 【発表】 豊後高田市、宇佐市、九重町 
7月 6日 12時 17分 【発表】 杵築市 
7月 6日 13時 54分 【発表】 別府市、由布市、国東市、姫島村、日出町 
7月 6日 14時 37分 【発表】 大分市、豊後大野市 

 
(2)  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 

● ●        
7月 6日 11時 47分 【発表】 日田市 
7月 6日 12時 17分 【発表】 中津市 
7月 6日 14時 37分 【発表】 杵築市、宇佐市 
 

(3) 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 

 ●       ● 
7月 6日 11時 40分 【発表】 中津市、日田市、玖珠町 
7月 6日 12時 30分 【発表】 宇佐市 

 



４ 避難勧告等の発令状況 
  (1)避難勧告 14929世帯 36036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   6261 8668      

人数   13477 22559      

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          

人数          
7月 6日 12時 30分【発令】日田市 大鶴地区 530世帯 1292人、小野地区 290世帯 733人 
7月 6日 14時 00分【発令】日田市 夜明地区 355世帯 845人、三花地区 1920世帯 4632人、 

中津江地区 348世帯 737人、上津江地区 360世帯 732人 
7月 6日 14時 00分【発令】中津市 三光地域 2234世帯 5149人、本耶馬渓地域 1316世帯 2649人、 

耶馬溪地域 1683世帯 3501人、山国地域 1028世帯 2178人 
7月 6日 15時 00分【発令】日田市 高瀬・朝日・西有田・東有田・五和・前津江地区 

5573世帯 13588人 
 
    (2)避難準備・高齢者等避難開始 18091世帯 41752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    18091      

人数    41752      

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          

人数          
7月 6日 14時 00分【発令】日田市 市内全域（夜明・三花・大鶴・小野・中津江・上津江地区 

を除く）23664世帯 55340人 
7月 6日 15時 00分【切替】日田市 高瀬・朝日・西有田・東有田・五和・前津江地区 

5573世帯 13588人 →避難勧告へ切替 
 
５ 避難者等の状況 
  (1)自主避難者  ０世帯 ０人（7 月 6 日 15 時 00 分時点） 

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          

人数          

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          

人数          
 

(2)避難勧告等による避難者数  42世帯 68人（7 月 6 日 15 時 00 分時点） 
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   42       

人数   68       

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          

人数          
 
６ その他 
(1)JR の運行状況 久大本線（上下線） 雨規制による運転見合わせ 

【運転見合わせ：久留米から日田】 
【遅延：日田から大分】 

 



県管理道路の通行規制状況

7月6日15時00分現在

合計 片側 1箇所 片側 0箇所

国道 片側 1箇所 片側 0箇所

県道 片側 0箇所 片側 0箇所

道路規制発生箇所数 5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

【7/6　大雨・洪水警報】

1 国道212号 日田市天瀬町出口 7月6日 8時20分 片側交互通行 7月6日 11時30分 解除 － 倒木 0.02km

2 国道496号 中津市山国町槻木 7月6日 13時40分 全面通行止 7月6日 13時40分 全面通行止 － 事前通行規制 0.60km 有

3 中津山国自転車道線 中津市本耶馬渓町曽木 7月6日 13時45分 全面通行止 7月6日 13時45分 全面通行止 － 事前通行規制 1.40km 有

4 国道496号 中津市山国町草本 7月6日 14時30分 全面通行止 7月6日 14時30分 全面通行止 － 冠水 0.28km 有

5 宝珠山日田線 日田市大字小野 7月6日 15時10分 全面通行止 7月6日 15時10分 全面通行止 － 冠水 3.00km 有

全面 2箇所 解除 0箇所全面 2箇所 解除 0箇所

現　行
前回
から
変更

解除 0箇所

全面 2箇所 解除 1箇所全面 2箇所 解除 0箇所

現　　行 7月6日15時00分現在当初

全面 4箇所 解除 1箇所全面 4箇所規制状況

集 計
→


