
令和３年台風第９号に関する災害情報について（第３報） 
 

 
令 和 ３ 年 ８ 月 ９ 日 
１ ５ 時 ０ ０ 分 現 在 
大 分 県 災 害 対 策 連 絡 室 

 

１ 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 

                 
 
８月 ８日１８時５２分【発表】 別府市、中津市、由布市、宇佐市、玖珠町 
     ２０時０３分【発表】 日田市、佐伯市 
     ２０時４１分【発表】 大分市 
     ２１時２６分【発表】 津久見市、竹田市、杵築市、豊後大野市、日出町、九重   
                町 
     ２１時４８分【発表】 臼杵市、豊後高田市、国東市 
８月 ９日０４時５９分【解除】 大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野市 
     ０７時５２分【解除】 竹田市、由布市 
     １０時５０分【解除】 九重町 
     １３時２４分【解除】 別府市、杵築市、日出町 

       １４時５５分【解除】 豊後高田市、宇佐市、国東市、玖珠町 
 
 
（2） 暴風警報（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 ８日１６時２７分【発表】 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 
８月 ９日０４時５９分【解除】 大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市、

日出町 
     ０７時５２時【解除】 中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村 
  
  

（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 ８日２０時０３分【発表】 杵築市 
     ２０時４１分【発表】 佐伯市 
     ２１時２６分【発表】 大分市、臼杵市 
     ２１時４８分【発表】 別府市、由布市、日出町 
     ２２時３１分【発表】 中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市 

 ２３時０３分【発表】 九重町 
  ８月 ９日００時５３分【発表】 日田市、玖珠町 

０４時５９分【解除】 大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、豊後高田市、 
由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町 

     ０７時５２分【解除】 中津市、日田市、杵築市、宇佐市 



 
 

（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 ８日２０時１５分【発表】 佐伯市 
     ２３時５５分【発表】 中津市 
８月 ９日０３時５０分【解除】 佐伯市 
     １０時３０分【解除】 中津市 
 
 

２ 災害対応状況 

８月 ８日１５時００分 大分県災害対策連絡室設置 
１６時２７分 東部地区災害対策連絡室設置 

中部地区災害対策連絡室設置 
南部地区災害対策連絡室設置 
北部地区災害対策連絡室設置 

１８時５２分 西部地区災害対策連絡室設置 
２１時２６分 豊肥地区災害対策連絡室設置 

  ８月 ９日０７時５２分 豊肥地区災害対策連絡室解散 
       １２時３０分 南部地区災害対策連絡室解散 
       １２時４５分 中部地区災害対策連絡室解散 

 
 

３ 被害状況 

(１) 人的被害 なし 
(２) 建物被害 
    住家被害 １件 
   ・佐伯市宇目大字南田原 一部破損（１棟） 
    非住家被害 １件 
   ・中津市三光田口 床下浸水（１棟） 
(３) 道路被害（道路規制含む）  
   ・直轄国道 国道２１０号 九重町野上【全面通行止め】 
   ・県管理道路 ７件、市町村道路 １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 

 

４ 避難指示等の発令状況 

（1） 高齢者等避難 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        0  

人数        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    0    0  

人数    0    0  

 



５ 避難者等の状況 

(1) 自主避難 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  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         0 

人数         0 

 
(2) 避難指示等による避難者数 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        0  

人数        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    0      

人数    0      
※ 最大避難者数 114 世帯 142 人（8月 9日 06 時 11 分時点） 
 

６ その他 

①ＪＲの運行状況 
・運転見合わせ  豊肥本線上下線 【一部運転見合せ】 
                   
②旅客船・フェリーの運航状況 
蒲江交通：蒲江～屋形島～深島 【欠航中】 
 

③航空機の運行状況 
 大分空港発着 【一部欠航】 
 



県管理道路の通行規制状況

8月9日  15時00分現在

合計 片側 0箇所 片側 0箇所

国道 片側 0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 7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

【8/8　台風９号】

1 県道635号佐賀関循環線 大分市佐賀関 8月8日 18時00分 全面通行止 全面通行止 越波 1.0km

2 県道22号大在大分港線 大分市碩田町 8月8日 22時00分 全面通行止 8月9日 0時10分 解除 路面冠水 0.5km

3 県道22号大在大分港線（中島第二号地下道） 大分市碩田町 8月8日 22時10分 全面通行止 全面通行止 地下道冠水 0.04km

4 県道111号東上戸原線 中津市耶馬溪町福土 8月9日 8時00分 全面通行止 8月9日 10時50分 解除 有 連続降雨 2.0km

5 県道204号津久見野津線 津久見市上青江 8月9日 8時30分 全面通行止 8月9日 12時00分 解除 有 土砂流出 0.02km

6 国道496号 中津市山国町槻木 8月9日 8時30分 全面通行止 全面通行止 有 連続降雨 3.5km
8月9日16時以

降
解除予定

7 県道411号中津山国自転車道線中津市本耶馬渓町多志田 8月9日 12時30分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 1.4km

現　　行 8月9日  15時00分現在

通行止め解
除見込み

全面 4箇所

解除 0箇所

前回
から
変更

解除 0箇所

全面 3箇所 解除 3箇所

解除 0箇所全面 1箇所

当初

全面 6箇所

全面 1箇所

全面 7箇所 解除 3箇所

解除 0箇所

現　行

規制状況

集 計
→



市町村道路の通行規制状況

8月9日  15時00分現在

合計 片側 0箇所 片側 0箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

道路規制発生箇所数 1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

【8/8　台風９号】

1 市道八面山線 中津市三光田口 8月9日 10時35分 全面通行止 全面通行止 土砂流出

全面 1箇所 解除 0箇所 全面 1箇所

現　行
前回
から
変更

通行止め解
除見込み

解除 0箇所

全面 0箇所 解除 0箇所 全面 0箇所 解除 0箇所

当初 現　　行 8月9日  15時00分現在

全面 1箇所 解除 0箇所 全面 1箇所 解除 0箇所規制状況

集 計
→


