
 

 

令和４年台風第１１号に関する災害情報について 
（第３報） 

 
令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 
７ 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 

  ●       

９月５日１９時１７分【発表】佐伯市 
９月６日 ２時５４分【発表】豊後大野市 

 
(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 

● ●   ● ● ●   

９月５日１９時１７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 

 
        
 

       
２  災害対応状況  

９月５日１４時００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 

１５時００分 北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  
１５時３０分 東部地区災害対策連絡室設置 
１６時００分 豊肥地区災害対策連絡室設置               

 
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）  
  県管理道 １件  
  市町村管理道 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)農林水産業被害      なし 

 (7)文教施設被害       なし 
 (8)ライフライン被害     なし 
 (9)交通被害         なし 
(10)その他被害        なし 

 
 



 

 

 
 
 
４ 避難情報の発令状況   
（1） 高齢者等避難 97,306 世帯 209,539 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    27,553 33,137      

人数    62,329 67,492     

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  26,109      3,895 6,612 

人数  56,467      8,800 14,451 

 
５ 避難者等の状況 
(１)  避難情報による避難 173世帯 207 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    54 40     

人数    66 46     

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  32      6 41 

人数  37      6 52 

 
（２）自主避難 42世帯 50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 1  27     3 9 

人数 2  31     3 12 

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   2 0 0 0    

人数   2 0 0 0    

 
 
6 その他 
  交通機関の運行状況については各機関のホームページ等で最新の情報を確認ください。 

 
※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。 



県管理道路の通行規制状況

9月6日  7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 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 迂回路

【令和４年　台風第１１号】

1 佐賀関循環線 大分市佐賀関 9月5日 13時00分 全面通行止 9月5日 13時00分 全面通行止 － 越波 1.0ｋｍ 未定 有

現　　行 9月6日  7時00分現在

通行止め解
除見込み

全面 1箇所

解除 0箇所

前回
から
変更

解除 0箇所

全面 1箇所 解除 0箇所

解除 0箇所全面 0箇所

当初

全面 1箇所

全面 0箇所

全面 1箇所 解除 0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

9月6日  7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 規制区間 迂回路

【令和４年　台風第１１号】

ひめしまブルーライン 東国東郡姫島村 9月5日 17時30分 全面通行止 9月5日 17時30分 全面通行止 有 越波 4.0ｋｍ 未定 有

全面 0箇所 解除 0箇所 全面 0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 9月6日  7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
→


