
平成２８年４月１６日発生に伴う災害情報について（第３報）

平成２８年４月１７日

８ 時 ３ ０ 分 現 在

大分県災害対策本部

１．地震・津波・気象の概要

（１）地震の概要

平成２８年４月１６日０１時２５分発生

震源地 熊本県熊本地方Ｍ７．３（暫定）

震度６弱=別府市、由布市
震度５強=豊後大野市、日田市、竹田市、九重町
震度５弱=大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市、玖珠町

（２）津波の概要

発生なし

（３）気象警報の状況

4/16 20:30 【暴風警報発表】
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

4/17 08:25 【暴風警報解除】
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．防災体制等

（１）防災体制

4/14 21:30 県災害対策連絡室設置(平成28年熊本地震に伴う)

4/14 23:40 県災害警戒本部に格上げ

4/16 01:25 県災害警戒本部を県災害対策本部に格上げ

4/16 02:30 第１回災害対策本部会議

4/16 04:30 第２回災害対策本部会議

4/16 15:00 第３回災害対策本部会議

4/17 10:00 第４回災害対策本部会議

（２）職員の派遣

○情報連絡員（１～２名/１組）を県内全市町村に派遣
○災害時緊急支援隊（５名/1組）を別府市と由布市に派遣

３．原子力発電所の状況

（１）伊方発電所 異常なし

第１報 4/16 01:54 第２報 4/16 02:59 いずれも愛媛県から受理
（２）川内発電所及び玄海発電所 異常なし

4/16 02:20 九州電力から受理

４．県内被害状況

（１）人的被害 総数２４人

・重傷 ３人（大分市１ 日田市１ 由布市１）

・軽傷 ２０人（大分市２ 別府市７ 日田市３ 宇佐市２

由布市６）

・負傷程度不明 １人（竹田市１）

（２）建物被害 総数３１棟

○住家 １９棟



・半壊 ４棟（中津市１ 由布市１ 九重町２）

・一部損壊 １５棟（大分市７ 津久見市４ 竹田市１ 由布市１

日出町１ 玖珠町１）

○非住家 １２棟

・全壊 １棟（中津市１）

・一部損壊 ９棟 (大分市１ 津久見市１ 竹田市４ 杵築市１

宇佐市１ 由布市１)

・不明 ２棟 (中津市１ 竹田市１)

（３）道路被害 総数１６９件

大分市９ 別府市１ 中津市７ 日田市５３件 津久見市１ 竹田市２０

宇佐市１０ 豊後大野市５ 由布市５２ 九重町７ 玖珠町４

（４）河川・港湾 総数７件

○河川 由布市２

○港湾 別府市５

（５）ライフライン被害

○水道：６市２町

大分市 佐伯市 津久見市 竹田市 宇佐市 由布市 日出町 九重町

○停電：４市２町（すべて復旧済み）

別府市、日田市、中津市、由布市、玖珠町、九重町

4/16 17:25 すべて復旧済み
（６）避難者数 12,443人（最大総数=15,724人）

大分市：1,223人 別府市：5,727人 中津市：174人 日田市：2,133人

佐伯市：133人 臼杵市：118人 竹田市：210人 杵築市：42人

宇佐市：61人 豊後大野市 576人 由布市：1,580人 国東市：2人

日出町：91人 九重町：123人 玖珠町：250人

５．対応状況

（１）物資支援

別府市(別府アリーナ) 4/16 05:26 毛布5,000枚、水(2L)5,000本 提供済

4/16 10:20 ｱﾙﾌｧ米・ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ10,000食 提供済

毛布500枚､安眠ｾｯﾄ30箱 提供済

応急ｾｯﾄ10箱、ﾌﾞｰﾙｰｼｰﾄ31枚 提供済

由布市(由布院小学校) 4/16 05:30 毛布600枚、水(2L)600本 提供済

4/16 07:41 水(2L)2,000本 提供済

4/16 08:45 ブルーシート500枚 提供済

毛布1,000枚 提供済

応急ｾｯﾄ90箱、安眠ｾｯﾄ205箱 提供済

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ68セット 提供済

赤ちゃん用オムツSｻｲｽﾞ300枚

離乳食150食

由布市(湯布院ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ)

4/16 07:41 非常用水袋2,000袋 提供済

18:35 食料1,000食 その他生活用品

19:27 オムツM ｻｲｽﾞ162枚 提供済

由布市(庄内庁舎) 4/16 05:30 毛布300枚、水(2L)300本 提供済

4/16 08:45 ブルーシート200枚 提供済

由布市(挾間庁舎） 4/16 05:30 毛布70枚、水(2L)100本 提供済

由布市(由布院病院) 4/16 09:35 食料2,250食 提供済



竹田市(市役所) 4/16 15:50 水2L×300本、毛布300枚 提供済

九重町(九重町役場) 4/16 05:30 水(2L)400本 提供済

ｱﾙﾌｧ米・ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ400食 提供済

（２）自衛隊関係

（１）自衛隊派遣要請５件

由布市 4/16 02:33 市から県に派遣依頼

4/16 02:52 県から自衛隊(湯布院西方特科隊)に派遣要請

日田市 4/16 06:00 市から県に派遣依頼

4/16 06:13 県から自衛隊(玖珠第４戦車大隊)に派遣要請

九重町 4/16 06:49 市から県に派遣依頼

4/16 06:53 県から自衛隊(玖珠第４戦車大隊)に派遣要請

別府市 4/16 07:52 市から県に派遣依頼

4/16 07:55 県から自衛隊(４１連隊)に派遣要請

玖珠町 4/16 09:02 市から県に派遣依頼

4/16 09:06 県から自衛隊(玖珠第４戦車大隊)に派遣要請

（２）特記事項

海上自衛隊輸送艦「しもきた」により物資を輸送

4/16 23:45 物資積み込み終了

4/17 00:45 呉出港

08:40 大在港着岸

15:00 大在港離岸（予定）

16:00～17:00 別府港着岸（予定）

事後、災害派遣任務継続（生活支援等）


