
令和元年台風第８号に関する災害情報について（最終報）

令 和 元 年 ８ 月 ７ 日

０ ８ 時 ３ ０ 分 現 在

大分県災害対策連絡室

（凡例：●発表、○解除）１ 警報等の状況
(1) 暴風警報

豊後高田市大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町豊後大野市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8月5日 22時15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6日 04時10分【発表】日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町

8月6日 10時56分【解除】日田市、竹田市、豊後大野市、九重町、玖珠町

8月6日 13時07分【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、由布市、国東市、姫島村、日出町

（凡例：●発表、○解除）(2) 大雨警報
豊後高田市大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市

○ ○ ○○ ○ ○ ○
杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町豊後大野市

○ ○ ○ ○ ○○ ○
8月6日 05時55分【発表】佐伯市、豊後大野市

8月6日 07時10分【発表】大分市、別府市、臼杵市、津久見市、由布市、杵築市

日出町、竹田市、九重町

8月6日 09時05分【発表】豊後高田市、宇佐市、国東市

8月6日 15時53分【解除】別府市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市、日出

町、九重町

8月6日 18時10分【解除】大分市、臼杵市、津久見市、豊後大野市、国東市

8月7日 3時27分【発表】大分市

8月7日 08時18分【解除】大分市、佐伯市

（凡例：●発表、○解除）(3) 洪水情報
豊後高田市大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市

○ ○ ○ ○ ○ ○○
杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町豊後大野市

○ ○ ○ ○ ○ ○○
8月6日 05時55分【発表】佐伯市、豊後大野市

8月6日 07時10分【発表】臼杵市、津久見市、杵築市、竹田市、九重町

8月6日 09時05分【発表】大分市、別府市、由布市、日出町

8月6日 10時56分【発表】豊後高田市、宇佐市、国東市

8月6日 13時07分【解除】大分市、別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、由布市、日出町、

九重町

8月6日 15時53分【解除】佐伯市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、国東市



（凡例：●発表、○解除）(4) 土砂災害警戒情報
豊後高田市大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市

○ ○ ○ ○○
杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町豊後大野市

○
8月6日 06時10分【発表】佐伯市

8月6日 08時10分【発表】竹田市、九重町

8月6日 08時40分【発表】津久見市、臼杵市

8月6日 08時55分【発表】大分市

8月6日 12時17分【解除】竹田市、九重町

8月6日 14時35分【解除】大分市、臼杵市、津久見市

8月6日 16時20分【解除】佐伯市

２ 災害対応状況
８月５日 ２２時１５分 大分県災害対策連絡室設置

北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

８月５日 ２３時５０分 中部地区災害対策連絡室設置

８月６日 ００時００分 東部地区災害対策連絡室設置

８月６日 ０４時１０分 西部地区災害対策連絡室設置

８月６日 ０４時４３分 豊肥地区災害対策連絡室設置

８月６日 １５時５３分 西部地区災害対策連絡室解散

北部地区災害対策連絡室解散

８月６日 １８時１０分 中部地区災害対策連絡室解散

豊肥地区災害対策連絡室解散

８月６日 １８時２０分 東部地区災害対策連絡室解散

８月７日 ０３時２７分 中部地区災害対策連絡室設置

８月７日 ０８時１８分 中部地区災害対策連絡室解散

南部地区災害対策連絡室解散

８月７日 ０８時３０分 大分県災害対策連絡室解散

３ 被害状況

(1) 人的被害 （負傷者）１名（５０代女性・風にあおられ転倒し、頭部軽傷）

（死 者）１名（５０代男性・川の中で発見）

(2) 建物被害 件１
住家 全壊 １棟 （佐伯市直川） 人的被害なし

別紙１のとおり(3) 道路被害
(4) 河川被害 なし
(5) 土砂被害 なし

なし(6) ライフライン被害
(7) 教育施設等被害

一部破損（２件）小学校１件、高等学校（県立）１件
その他被害 なし(8)



４ 避難勧告等の発令状況

(1) 避難準備・高齢者等避難開始 世帯 人0 0
豊後高田市市町村 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

0 0世帯数 0
0 0人 数 0

市町村 杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町豊後大野市

0世帯数

0人 数

8月5日 17時00分【発令】津久見市 全域 8,138世帯 17,359人

8月5日 18時00分【発令】臼杵市 全域 17,156世帯 38,761人

8月5日 19時43分【発令】佐伯市 全域 32,948世帯 71,016人

8月6日 08時25分【発令】由布市 畑 湯平１ 湯平２ 湯平３ 178世帯 394人

8月6日 09時11分【切替】佐伯市 本匠地区全域 627世帯 1,348人

直川地区全域 912世帯 2,055人

8月6日 09時40分【切替】佐伯市 蒲江 名護屋地区 512世帯 1,132人

8月6日 15時00分【解除】臼杵市 全域 17,156世帯 38,761人

8月6日 16時00分【解除】由布市 畑 湯平１ 湯平２ 湯平３ 178世帯 394人

8月6日 16時30分【解除】津久見市 全域 8,138世帯 17,359人

8月6日 18時20分【解除】佐伯市 全域32,948世帯 71,016人

(2) 避難勧告 世帯 人0 0
豊後高田市市町村 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

0世帯数 0
0人 数 0

市町村 杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町豊後大野市

世帯数

人 数

8月6日 09時11分【発令】佐伯市 本匠地区全域 627世帯 1,348人

直川地区全域 912世帯 2,055人

8月6日 09時15分【発令】大分市 鶴崎地区、大南地区、大在地区、坂ノ市地区

66,673世帯 154,015人

8月6日 09時40分【発令】佐伯市 蒲江 名護屋地区 512世帯 1,132人

8月6日 14時00分【解除】大分市 鶴崎地区、大南地区、大在地区、坂ノ市地区

66,673世帯 154,015人

8月6日 16時47分【解除】佐伯市 本匠地区、直川地区、蒲江 名護屋地区

2,051世帯 4,535人

５ 避難者等の状況

(1) 自主避難者 0世帯 0人

豊後高田市市町村 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

0 0世帯数 0
0 0人 数 0

九重町 玖珠町市町村 杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町豊後大野市

0 0世帯数

0 0人 数



(2) 避難勧告等による避難者数 0世帯 0人

豊後高田市市町村 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

0 0世帯数 0 0
0 0人 数 0 0

九重町 玖珠町市町村 杵築市 宇佐市 由布市 国東市 姫島村 日出町豊後大野市

世帯数

人 数

※ 最大避難者数 96世帯 126人

６ 記録的短時間大雨情報
９時 佐伯市佐伯付近で約１１０ミリ

佐伯市直川付近で約１１０ミリ

７ その他
(1)ＪＲの運行状況

【通常運行】日豊本線
【通常運行】久大本線
【通常運行】豊肥本線

(2)フェリーの運行状況
フェリーさんふらわ

【通常運行】大阪 － 別府 別府発便
【通常運行】神戸 － 大分 大分発便

宇和島運輸
【通常運航】別府 － 八幡浜 全便
【通常運航】臼杵 － 八幡浜 全便

周防灘フェリー
【通常運航】竹田津 － 徳山 徳山発
【通常運航】竹田津発

国道九四フェリー
【通常運航】佐賀関 － 三崎 全便

九四オレンジフェリー
【通常運航】臼杵 － 八幡浜

(3)航空機の運航状況
通常運航

(4)バスの運行状況
大分交通

【通常運行】県内
【通常運行】高速バス

大分バス
【通常運行】県内
【通常運行】高速バス

亀の井バス
【通常運行】県内
【通常運行】高速バス

日田バス
県内 【通常運行】

【通常運行】高速バス
(5)高速道路の状況

【規制解除】大分道



別紙１
道路被害 （現在規制中 件）１５
（事前規制 ３件）

→【解除】①８月５日２０時００分～ 県道６３５号佐賀関循環線
→【解除】②８月６日０１時３０分～ 県道１２２号古江丸市尾線

③８月６日０９時００分～ 市道朝見枝郷～合棚後畑線

（県道 件）１２
→【解除】①九重町大字町田 県道右田引治線 小屋倒壊による片側通行止

→【解除】②別府市古賀原 県道別府狭間線 倒竹（延長10 ）による全面通行止m
→【解除】③別府市野田 県道別府山香線 倒木（延長20 ）による片側交互通行m

④日田市大字花月 県道720号日田山国線 倒木（延長1 ）による全面通行止km
→【解除】

⑤佐伯市直川大字横川 県道上爪横川線 土砂流失（延長40 ）による片側通行止m
⑥宇佐市院内町斉藤 県道耶馬溪院内線 倒木(延長20 )による片側交互通行m
→【解除】

⑦佐伯市上浦大字最勝海浦 県道四浦港津井浦線 土砂流失（延長10 ）による片m
→【解除】側交互通行

⑧佐伯市直川大字下直見 県道笠掛直見停車場線 冠水(延長2.2 )による全面通km
→【解除】行止

⑨臼杵市野津町大字白岩 県道５３号 路肩崩落（延長15 ）による全面通行止m
→２トン車以上通行止
中津市本耶馬渓町大字大島 中津山国自転車道線 倒木（延長20 ）による全面⑩ m
通行止
杵築市大田白木原 俣水一畑線 倒木（延長15 ）による全面通行止⑪ m
宇佐市院内町定別当 落合斎藤線 電柱が倒れかけているためによる片側通行止⑫

（国道 件）２
①別府市大字鶴見 国道500号 倒木（延長15 ）による幅員減少→【解除】m

→【解除】②宇佐市院内町香下 国道387号 倒木（延長20 ）による片側交互通行m

（市町村道 １２件）
①大分市大道町 市道大道27号線 電線切断による全面通行止
②九重町大字町田 町道四季彩ロード 倒木による片側交互通行
③九重町大字田野 町道吉部線 倒木による全面通行止
④由布市湯布院町川北 市道川北2号線 道路冠水（延長250 ）による全面通行止m
⑤由布市湯布院町川北 市道山崎荒木線・川西田中市線 道路冠水（延長1 ）にkm
による全面通行止め

⑥大分市大字廻栖野 市道田吹線
⑦姫島村東大海 村道松原明石線 越波のため全面通行止（延長3,927 ）m
→【解除】

⑧由布市湯布院町塚原 市道中釣鶴見岳線 土砂流出（延長200 ）のため全面通行m
止

⑨由布市湯布院町川上 市道六所線 冠水（延長200 ）のため全面通行止m
⑩由布市湯布院町川上 市道坪池線 冠水（延長150 ）のため全面通行止m
⑪佐伯市本匠大字因尾 市道井ノ上・福園・板谷線 土砂流出（延長30 ）のためm

→【解除】全面通行止
⑫佐伯市本匠大字小川 市道波寄・小川線 土砂流出（延長10 ）のため全面通行m
止


