
令和３年８月１１日大雨警報に関する災害情報について 
（第３報） 

 
 

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ２ 日 
１ ４ 時 ４ 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１１日１６時４３分【発表】 中津市、日田市、玖珠町 
８月１２日 ４時３８分【解除】 中津市、日田市、玖珠町 

７時３７分【発表】 中津市、日田市 
８時２９分【発表】 玖珠町 
９時０６分【発表】 宇佐市、由布市、九重町 
９時２６分【発表】 豊後高田市 

１１時０２分【発表】 別府市、竹田市、杵築市、国東市、日出町 
１１時３１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 

● ●  ●   ● ● ● 
 

８月１２日 ９時２６分【発表】 中津市 
１０時１４分【発表】 日田市、宇佐市 
１１時０２分【発表】 杵築市 
１１時３１分【発表】 豊後高田市、玖珠町 
１２時３７分【発表】 大分市、別府市、竹田市、由布市、日出町、九重町 

 
（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 

 ●  ●    ● ● 
 

８月１２日１０時１５分【発表】 中津市 
１２時１５分【発表】 宇佐市、玖珠町 
１２時２５分【発表】 日田市 
１２時３５分【発表】 九重町 
１２時５５分【発表】 由布市 
１３時０９分【発表】 別府市 
 
 



２ 災害対応状況 
８月１１日１６時４３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 
北部地区災害対策連絡室設置 

  ８月１２日 ４時３８分  北部地区災害対策連絡室解散 
        ７時３７分  北部地区災害対策連絡室設置 
        ９時０６分  中部地区災害対策連絡室設置 
       １１時０２分  豊肥地区災害対策連絡室設置 
               東部地区災害対策連絡室設置 
       １３時４０分  西部地区災害警戒本部設置 

 
３ 被害状況 
(１) 人的被害               なし 
(２) 建物被害               なし 
(３) 道路被害（道路規制含む） 
    高速道路  １件 大分道（上下線：湯布院ＩＣ～日田ＩＣ） 
    直轄国道  １件 国道２１０号 九重町野上【全面通行止め】 
    県管理道 ５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 15,526 世帯 34,482 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 2,286  6,188 5,371      

人数 4,757  13,111 13,035      

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  1,681        

人数  3,579        
 
（2） 避難指示 30,977 世帯 68,777 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    6,787      

人数    15,652      

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    15,582    1,979 6,629 

人数    33,900    4,462 14,763 
 
（3） 緊急安全確保 1,915 世帯 4,537 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          

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        1,915  

人数        4,537  
 
 
 



 
 
５ 避難者等の状況 
(1) 避難指示等による避難者数 ３４世帯 ４９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   21 13      

人数   35 14      

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          

人数          
※ 最大避難者数 34 世帯 49 人（8月 12 日 14 時 30 分現在） 
 
 
６ その他 

①ＪＲの運行状況 

日豊本線上下線 【一部運転見合せ】 
久大本線上下線 【一部運転見合せ】 

 
②高速バスの運行状況 
福岡～大分線【一部運休】 

 長崎～大分線【一部運休】 
     
③路線バスの運行状況 
大分交通（株）【12日12時より、一部区間を折り返して運行】 
大交北部バス（株）【12日12時より運行見合わせ、14時30分以降、順次運転再開】 
玖珠観光バス（株）【12日12時より運行見合わせ】 

 
④旅客船・フェリーの運航状況 
 通常どおり 
 
⑤航空機の運航状況 
大分空港発着 【一部欠航】 



県管理道路の通行規制状況

8月12日  14時40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 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

【8/11　大雨警報】

1 県道53号野津宇目線 佐伯市本匠大字堂ノ間 8月11日 17時30分 全面通行止 8月12日 13時50分 解除 有 倒木 0.1km

2 県道411号中津山国自転車道線中津市本耶馬渓町曽木 8月12日 10時50分 全面通行止 全面通行止 － 事前通行規制 1.2km

3 県道22号大在大分港線 大分市西中浜 8月12日 13時30分 全面通行止 8月12日 14時30分 解除 有 道路冠水 1.5km

4 県道11号別府一の宮線 由布市湯布院町川上 8月12日 13時30分 全面通行止 全面通行止 有 道路冠水 1.0km

5 国道３８７号（BP区間） 玖珠郡九重町引治 8月12日 13時40分 全面通行止 全面通行止 有 法面崩壊 0.05km

解除 2箇所

解除 0箇所

現　行

全面 2箇所 解除 2箇所

解除 0箇所全面 1箇所

当初

全面 4箇所

全面 1箇所

全面 5箇所

現　　行 8月12日  14時40分現在

通行止め解
除見込み

全面 3箇所

解除 0箇所

前回
から
変更

解除 0箇所規制状況

集 計
→


