
７月５日大雨警報に関する災害情報について（第７報）

平成３０年７月６日

２ ３ 時 ３ ０ 分 現 在

大分県災害警戒本部

１ 警報等の状況 （凡例：●発表、○解除）

（１）大雨警報
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5日10時45分【発表】中津市、日田市、姫島村

7月6日 7時20分【発表】豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、玖珠町

7月6日 8時19分【発表】由布市、日出町、九重町

7月6日10時02分【発表】竹田市、豊後大野市

7月6日11時27分【発表】大分市、別府市

7月6日20時52分【発表】臼杵市、津久見市

（２）洪水警報
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 8時19分【発表】日田市

7月6日11時27分【発表】杵築市

7月6日15時37分【発表】中津市

7月6日16時39分【発表】豊後高田市、宇佐市、玖珠町

7月6日17時30分【発表】国東市、九重町

7月6日18時35分【発表】由布市、姫島村、日出町

7月6日20時52分【発表】竹田市

（３）土砂災害警戒情報
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】日田市

7月6日11時55分【発表】中津市

7月6日16時10分【発表】玖珠町

7月6日16時35分【発表】宇佐市

7月6日16時50分【発表】豊後高田市

7月6日17時15分【発表】杵築市

7月6日17時30分【発表】姫島村

7月6日18時05分【発表】九重町

7月6日18時30分【発表】国東市

7月6日20時30分【発表】日出町

7月6日23時05分【発表】竹田市、由布市



２ 災害対応状況
７月５日 10時45分 大分県災害対策連絡室を設置
７月６日 13時00分 大分県災害警戒本部に切替

３ 被害状況

（１）人的被害 なし

（２）建物被害 ３件
住家 半壊 １棟 （国東市国東町大恩寺）人的被害なし

一部損壊 １棟 （宇佐市安心院町平山）人的被害なし

非住家 一部破損 １棟 （杵築市山香町向野字影平）

（３）道路被害 ４３件 詳細は別紙1のとおり
国道３件、県道２３件、市町村道１４件、その他３件

（４）河川被害 なし
（５）土砂被害 １件

・豊後高田市 佐野平の下 山がけ崩れ（L5ｍ×H4ｍ×D0.5m）

（日田市 北豆田 裏山の土砂崩壊（2ｍ×2ｍ 軽微 市道への影響なし））

（６）ライフライン被害 なし

４ 避難勧告等の発令状況

（１）避難準備・高齢者等避難開始 47,950世帯 105,731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 32,797 11,593
人数 70,132 26,781
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 0 3,560
人数 0 8,818

（２）避難勧告 53,414世帯 117,909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 0 0 10,009
人数 0 0 21,490
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 1,110 26,021 2,058 7,360 269 6,587
人数 2,471 56,565 4,197 17,014 746 15,426

（３）避難指示（緊急） 22,028世帯 53,368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 6,304 15,724
人数 14,022 39,346
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

５ 避難者の状況【7月6日23時00分時点 １，３１３世帯 ２，３９６人】
（１）自主避難者 ９０世帯 １３９人

（２）避難勧告等による避難者数 １，２２３世帯 ２，２５７人
※詳細は別紙2のとおり。

６ 中津市耶馬溪町金吉地区の状況

右側斜面山がけ崩れ（L30ｍ×H50ｍ、土量750ｍ3程度）



≪道路被害≫　45件　 別紙１

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

大分市 佐賀関 1 県道佐賀関循環線 7月5日 - 不明 越波による全面通行止め

姫島村 南浦 2 村道天海稲積線 7月6日 8時10分 覚知
斜面一部崩壊（H15ｍ、W30ｍ、斜面20ｍ、量300～400
㎡）のため全面通行止め、迂回路あり

杵築市 船部 3 市道尾上松尾線 7月6日 - 不明
土砂災害の危険があるため全面通行止めの処置（県
土木より連絡あり）、迂回路あり

日田市 前津江町柚木 4 県道小畑日田線 7月6日 12時30分 覚知
倒木のため全面通行止め（業者撤去指示済み）、迂回
路あり

玖珠町 古後 5 県道白地日田線 7月6日 16時00分 覚知 冠水（深さ60cm、L=10～15m）、迂回路あり

中津市 三光上秣 6 県道深秣植野線 7月6日 14時00分 覚知 土石流出のため片側通行止

豊後高田市 佐野 7 県道豊後高田安岐線 7月6日 16時30分 覚知 冠水のため片側通行止

由布市 湯布院町川北 8 市道山崎荒木線 7月6日 16時40分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

別府市 浜脇 9 市道朝見技郷-合棚後畑線 7月6日 17時00分 覚知 倒木のため全面通行止、迂回路あり

由布市 湯布院町川北 10 市道川北２号線 7月6日 17時05分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路あり

日田市 鈴連町 11 県道宝珠山日田線 7月6日 17時10分 覚知
土砂崩壊のおそれがあるため全面通行止（区間：１
km）
迂回路なし

玖珠町 岩室 12 県道下恵良九重線 7月6日 - 不明
トンネル冠水、法面が流され道路片側に流出
片側通行止

姫島村 道佛 13 村道松原明石線 7月6日 17時20分 覚知 法面崩壊のため全面通行止

姫島村 金 14 県道稲積姫島港線 7月6日 17時20分 覚知 倒木のため全面通行止 17:50　倒木撤去完了、通行止解除

日田市 岩美町 15 県道日田玖珠線 7月6日 18時00分 覚知 路肩崩壊のため片側通行止（L=約15m）

備考番号 道路名
発生(覚知)日時発生場所

被害概要

解



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考番号 道路名

発生(覚知)日時発生場所
被害概要

中津市 定留 16 県道中津港線 7月6日 - 不明 盛土法面の一部崩壊（土砂流出）のため全面通行止

宇佐市 北鶴 17 県道中津高田線 7月6日 - 不明 冠水による全面通行止

姫島村 南浦 18 村道南海岸線 7月6日 18時20分 覚知 土砂災害のため全面通行止 21:00　通行止解除

豊後高田市 大力 19 県道地蔵峠小田原線 7月6日 17時20分 覚知 崩土（L=30m、W=6m、H=0.5m）のため片側通行止

中津市 山国町槻木 20 国道４９６号 7月6日 - 不明 累計雨量超過により全面通行止

豊後高田市 草地 21 市道草地葉山線 7月6日 - 不明 冠水（近広川越水）による片側通行止

日田市 前津江町柚木 22 県道西大山日田線 7月6日 19時20分 覚知 崩土のため全面通行止

杵築市 大内 23 県道成仏杵築線 7月6日 - 不明 河川水位上昇による冠水のため全面通行止

宇佐市 安心院町川野 24 県道佐田山香線 7月6日 - 不明 冠水による全面通行止

杵築市 山香町山浦 25 県道佐田山香線 7月6日 - 不明 土砂崩れによる全面通行止

中津市 耶馬溪町深耶馬 26 県道森耶馬溪線 7月6日 - 不明 玖珠土木側冠水に伴う全面通行止

中津市 三光土田 27 国道２１２号 7月6日 - 不明 崩土により片側交互通行

玖珠町 玖珠町森 28 県道森耶馬溪線 7月6日 19時 覚知 町管理河川越水による道路冠水、全面通行止

宇佐市 安心院町元 29 県道安心院湯布院線 7月6日 - 不明 冠水による片側通行止

豊後大野市 大野町郡山 30 県道緒方大野線 7月6日 20時25分 発生 崩土による片側通行止

解



市町村名 地区名等 月日 時間 区分
備考番号 道路名

発生(覚知)日時発生場所
被害概要

豊後高田市 田染真木 31 県道新城山香線 7月6日 18時55分 覚知
崩土による全面通行止
延長Ｌ＝10m　幅W＝7m　厚さH=2m

杵築市 山香町立石 32 市道船薫石線 7月6日 20時40分 覚知 土砂崩れによる全面通行止

杵築市 山香町小武 33 市道小重見線 7月6日 20時05分 覚知 冠水による全面通行止

杵築市 山香町向野 34 国道１０号 7月6日 19時10分 発生
片側通行止
下り民間地の山から流水あり、土嚢で止めている。

宇佐市 安心院町熊 35 県道佐田駅川線 7月6日 - 不明 崩土による片側通行止

宇佐市 院内町宮原 36 県道耶馬溪院内線 7月6日 21時26分 発生 崩土による片側通行止

姫島村 小字唐戸 37 県道稲積姫島港線 7月6日 19時50分 覚知 倒木のため全面通行止

杵築市 山香町立石 38 林道豊後高田山香線 7月6日 18時10分 覚知 道路上に流水があり、全面通行止

杵築市 山香町向野 39 市道薫石線 7月6日 19時20分 覚知 崖崩れにより全面通行止

日出町 大神 40 町道平原新貝深江港線 7月6日 22時19分 覚知 冠水のため全面通行止、迂回路なし

宇佐市 上元重 41 市道（確認中） 7月6日 18時00分 覚知 土砂崩れにより片側通行止

杵築市 山香町山浦 42 市道芋恵良線 7月6日 17時28分 覚知 冠水により全面通行止、迂回路あり

宇佐市 赤尾 43 農道 7月6日 19時00分 覚知 水路越水により全面通行止

杵築市 山香町吉野渡 44 市道重永吉野渡線 7月6日 17時10分 覚知 土砂崩れによる全面通行止、迂回路あり

宇佐市 南宇佐 45 農道 7月6日 20時36分 覚知 水位上昇により全面通行止



別紙２
平成30年7月6日 23:00現在

世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数

1 大分市 3 4 0 0 3 4

2 別府市 0 0 0 0 0 0

3 中津市 0 0 431 752 431 752

4 日田市 59 96 395 764 454 860

5 佐伯市 0 0 0 0 0 0

6 臼杵市 0 0 0 0 0 0

7 津久見市 0 0 0 0 0 0

8 竹田市 2 3 0 0 2 3

9 豊後高田市 0 0 130 227 130 227

10 杵築市 0 0 77 133 77 133

11 宇佐市 0 0 113 234 113 234

12 豊後大野市 4 5 0 0 4 5

13 由布市 2 3 0 0 2 3

14 国東市 10 14 20 47 30 61

15 姫島村 2 3 0 0 2 3

16 日出町 1 1 8 21 9 22

17 九重町 7 10 7 18 14 28

18 玖珠町 0 0 42 61 42 61

合計 90 139 1,223 2,257 1,313 2,396

市町村名
自主避難 避難勧告・指示等 合計

平成３０年７月５日大雨警報　避難者状況


