
平成３０年台風第７号に関する災害情報について（第６報）

平成３０年７月４日

１ ５ 時 ０ 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) 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

○
7月2日 23時36分【発表】佐伯市

7月3日 3時39分【発表】豊後大野市

7月3日 7時30分【発表】臼杵市、津久見市

7月3日 21時42分〈解除〉臼杵市

7月4日 5時12分〈解除〉佐伯市、津久見市、豊後大野市

(2) 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

○ ○ ○ ○ ○

7月3日 5時47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

7月3日 21時42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、国東市、姫島村、日出町

２ 災害対応状況

７月２日 １７時１５分 大分県災害対策連絡室を設置

３ 被害状況（7月4日 14時00分現在）

(1) 人的被害 ２名

軽傷 ２名

佐伯市３８歳男性 農作業中に風に煽られ転倒

豊後高田市９４歳女性 路上で風に煽られ転倒

(2) 建物被害 ２件

住家 １棟全壊

非住家 １棟 いずれも佐伯市宇目大字木浦内落水全壊

５ （全面通行止： ） ※別紙参照(3) 道路被害 件 ５件

県道 件２

件市町村道 ３

(4) 河川被害 なし

１件(5) 土砂被害

竹田市吉田 斜面の土砂崩れ（H＝5.0ｍ、L＝3.2ｍ）・
なし(6) ライフライン被害



４ 避難勧告等の発令状況

(1) 避難準備・高齢者等避難開始

・津久見市 8,280世帯 17,857人（7月2日 17時00分【発令】市内全域）

（7月4日 5時12分〈解除〉市内全域）

・臼杵市 17,720世帯 39,005人（7月2日 18時00分【発令】市内全域）

（7月3日 21時45分〈解除〉市内全域）

・佐伯市 33,407世帯 72,301人（7月2日 19時00分【発令】市内全域）

（7月4日 7時30分〈解除〉市内全域）

・豊後大野市 16,167世帯 36,090人（7月3日 8時00分【発令】市内全域）

（7月4日 7時00分〈解除〉市内全域）

・日田市 8,566世帯 21,283人

（7月3日 12時10分【発令】大鶴地区･夜明地区･小野地区･東有田

地区･上津江地区･中津江地区･前津江地区･大山地区･天瀬地区）

（7月3日 17時15分【発令】高瀬地区･五和地区）

（7月4日 8時00分〈解除 ）〉

(2) 避難勧告

・佐伯市 47世帯 69人（7月2日 18時00分【発令 ）】

（宇目落水地区、木浦鉱山地区 （7月4日 7時30分〈解除 ）） 〉

５ 避難者の状況（7月4日 10時45分現在）

(1) 自主避難 世帯 人0 0

・中津市 0世帯 0人 ・日田市 世帯 人 ・竹田市 0世帯 0人0 0

・宇佐市 0世帯 0人 ・玖珠町 0世帯 0人 ・姫島村 0世帯 0人

・豊後高田市 0世帯 0人 ・九重町 世帯 人0 0

(2) 避難勧告等による避難者 世帯 人0 0

・佐伯市 世帯 人 ・臼杵市 0世帯 0人 ・津久見市 0世帯 0人0 0

・豊後大野市 0世帯 0人 ・日田市 世帯 人0 0

※ 避難者最大 １００世帯 １４３人 （７月3日 21時00分）



≪道路被害≫　13件　 別紙

市町村名 地区名等 月日 時間 区分

大分市 上詰 1 市道荷小野線 7月3日 - 不明 市道荷小野線に倒木あり。車が通れない状況 7月3日　16:37撤去済み

由布市 湯布院 2 市道山崎荒木線 7月3日 14時23分 発生
市道山崎荒木線冠水による通行止め　約40m（迂回路
あり）

7月3日　１６：３４全面通行止め解除

由布市 湯布院 3 市道川北２号線 7月3日 14時44分 発生 市道川北２号線全面通行止め　宇回路有り
7月3日　１６：３４全面通行止め解除

大分市 佐賀関 4 県道佐賀関循環線 7月2日 17時00分 発生
事前通行規制
越波に伴う全面通行止め（1000m）
迂回路なし

杵築市 守江 5 市道本守江線 7月3日 13時35分 覚知
個人宅より市道にアンテナ塔が倒れかかり通行できな
い。全面通行止め　迂回路有り

7月4日　１０：１４全面通行止め解除

大分市 岡川 6 県道大分大野線 7月3日 17時53分 発生 倒木により全面通行止め　迂回路なし 7月4日　１０：４５全面通行止め解除

佐伯市 宇目木浦内 7 県道日之影宇目線 7月3日 15時30分 発生 土砂流出のため全面通行止

豊後高田市 田染相原 8 市道相原本谷線 7月3日 - 不明
発生時間等不明、民地の石積が幅５ｍ高さ３ｍわたり
崩壊。全面通行止

７／３　18:30市道の転石は撤去完
了、全面通行止め解除

豊後高田市 梅ノ木 9 県道新城山香線 7月4日 0時00分 発生 倒木による、全面通行止（延長500m） 迂回路 有 7月4日　９：５０全面通行止め解除

日田市 中津江村合瀬 10 国道　442号 7月4日 4時45分 覚知 倒木 による、全面通行止
7/4  5:50　片側交互通行に
7/4 11:00　全面通行止め解除

日田市 中津江村田ノ口 11 市道田ノ口線 7月4日 5時20分 覚知
田ノ口～野田間　倒木のため全面通行止め　迂回路
有

日田市 中津江村田ノ口 12 市道田ノ口線 7月4日 5時20分 覚知
ニワソコ～田ノ口間　倒木のため全面通行止め　迂回
路有

日田市 前津江町柚木 13 市道田代線 7月3日 22時00分 覚知 倒木による、全面通行止め　　迂回路有り

備考番号 道路名
発生(覚知)日時発生場所

被害概要
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