
令和３年８月１１日大雨警報に関する災害情報について 
（最終報） 

 
 

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日 
１ ３ 時 ０ ０ 分 現 在 
大 分 県 災 害 対 策 連 絡 室 

 
 

１ 被害状況 
(１) 人的被害 なし 
(２) 建物被害                
   ア 住家被害 １２棟 

① 半壊（３棟） 
・玖珠町戸畑（３棟） 

② 一部破損（２棟） 
・日田市北豆田（１棟） 
・日田市鶴河内（１棟） 

③ 床上浸水（２棟） 
・中津市下池永（１棟） 

      ・由布市湯布院町川北（１棟） 
④ 床下浸水（５棟） 

・日田市中津江村合瀬（１棟） 
      ・日田市中津江村栃野（１棟） 
      ・由布市湯布院町川北（１棟） 
      ・由布市庄内町高岡（１棟） 
      ・日出町藤原（１棟） 

イ 非住家被害 ５棟 
・日田市大山町東大山（１棟） 
・日田市天瀬町本城（１棟） 
・竹田市荻町南河内（１棟） 
・玖珠町戸畑（２棟） 

(３) 道路被害（道路規制含む） 
    高速道路  １件 大分道（上下線：湯布院ＩＣ～日田ＩＣ）※規制解除(8/15 9:05) 
    直轄国道  ２件 国道２１０号 九重町野上【全面通行止め】※解除(8/15 10:10) 
                   日田市天瀬町赤岩【全面通行止め】※解除(8/15 13:40) 
    県管理道路 ２４件 市町村道路 ５８件 ＊詳細は別紙のとおり 
(４) 河川被害 
        玖珠町戸畑 筑後川水系玖珠川 護岸浸食１件 
(５) 土砂被害  

日田市鶴河内鰐地区 １件 
(６) 農林水産業施設被害               
    農業用施設（ため池） １件 宇佐市院内町高並 
(７) 教育施設等被害 
   ア 社会教育施設（１件） 
    ・由布市湯布院スポーツセンタージョギングコース脇の法面崩壊 

 
２ 避難指示等の発令状況 
（１）高齢者等避難 10世帯 17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    10      

人数    17      



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          

人数          

 
３ 避難者等の状況 
（１）自主避難 0世帯 0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          

人数          

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    0    0  

人数    0    0  

（２）避難指示等による避難者数 7世帯 12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    7      

人数    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          

人数          

※最大避難者数 280 世帯 507 人（8 月 12 日 23 時 10 分現在） 
 
４ 公共交通 
① ＪＲの運行状況 

久大本線上下線 【一部運転見合わせ】 
 

５ 災害対応状況 
８月１１日１６時４３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 
北部地区災害対策連絡室設置 

  ８月１２日 ４時３８分  北部地区災害対策連絡室解散 
        ７時３７分  北部地区災害対策連絡室設置 
        ９時０６分  中部地区災害対策連絡室設置 
       １１時０２分  豊肥地区災害対策連絡室設置 
               東部地区災害対策連絡室設置 
       １３時４０分  西部地区災害警戒本部設置 
       １５時００分  大分県災害警戒本部設置 
               北部地区災害警戒本部設置 

１８時００分  南部地区災害対策連絡室設置 
  ８月１５日１６時５３分  東部地区災害対策連絡室解散 
  ８月１６日 ５時０３分  東部地区災害対策連絡室設置 
       １０時００分  南部地区災害対策連絡室解散 
  ８月１８日１０時５０分  豊肥地区災害対策連絡室解散 
               東部地区災害対策連絡室解散 
       １３時４５分  北部地区災害対策連絡室へ切替 
  ８月１９日 ０時３９分  南部地区災害対策連絡室設置 
        ５時５０分  北部地区災害対策連絡室解散 
        ８時３０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 
       １０時１５分  西部地区災害対策連絡室へ切替 
               大分県災害対策連絡室へ切替 



県管理道路の通行規制状況

8月19日 13時00分現在

合計 片側 4箇所 片側 4箇所

国道 片側 2箇所 片側 2箇所

県道 片側 2箇所 片側 2箇所

道路規制発生箇所数 24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

【8/11　大雨警報】

1 県道53号野津宇目線 佐伯市本匠大字堂ノ間 8月11日 17時30分 全面通行止 8月12日 13時50分 解除 － 倒木 0.1km 有

2 県道411号中津山国自転車道線中津市本耶馬渓町曽木 8月12日 10時50分 全面通行止 8月19日 9時10分 解除 有 事前通行規制 1.2km 有

3 県道22号大在大分港線 大分市西中浜 8月12日 13時30分 全面通行止 8月12日 14時30分 解除 － 道路冠水 1.5km 有

4 県道11号別府一の宮線 由布市湯布院町川上 8月12日 13時30分 全面通行止 8月18日 9時40分 解除 － 道路冠水及び土砂流出 0.05km 有

5 国道387号（BP区間） 玖珠郡九重町引治 8月12日 13時40分 全面通行止 8月19日 11時30分 片側交互通行 有 法面崩壊 0.05km
有

（旧道）

6 県道28号森耶馬渓線 中津市耶馬溪町大字深耶馬 8月12日 14時10分 全面通行止 8月12日 17時00分 解除 － 道路冠水 0.1km 有

7 県道619号中村別府線（旧道） 大分市宮苑 8月12日 15時10分 全面通行止 8月12日 17時20分 解除 － 道路冠水 0.3km 有

8 国道496号 中津市山国町槻木 8月12日 15時40分 全面通行止 8月15日 8時30分 解除 － 事前通行規制 3.0km 有

9 国道442号 日田市中津江村合瀬 8月12日 16時00分 全面通行止 8月15日 10時30分 解除 － 事前通行規制 1.0km 有

10 国道387号 宇佐市院内町香下 8月12日 13時00分 片側交互通行 8月12日 15時30分 解除 － 道路冠水 0.5km 有

11 県道111号東上戸原線 中津市耶馬溪町三尾母 8月12日 17時00分 全面通行止 8月15日 11時30分 解除 － 事前通行規制 2.7km 有

12 県道680号田野宝泉寺停車場線九重町町田 8月12日 19時00分 全面通行止 全面通行止 － 路肩崩落 0.02km 有

13 県道12号天瀬阿蘇線 日田市上津江町川原 8月12日 18時00分 全面通行止 8月18日 14時00分 片側交互通行 － 土砂流出 0.07km 有

14 県道698号西大山大野日田線 日田市大山町西大山 8月12日 19時00分 全面通行止 全面通行止 － 路肩崩落 2.5km 有

15 国道387号 大分県玖珠郡九重町菅原 8月12日 21時30分 片側交互通行 片側交互通行 － 路肩崩落 0.02km 有

16 国道387号 日田市上津江町上野田 8月12日 23時30分 全面通行止 8月19日 10時30分 解除 有 事前通行規制 0.5km 有

17 県道133号鯛生菊池線 日田市中津江村合瀬 8月12日 23時30分 全面通行止 8月19日 10時30分 解除 有 事前通行規制 0.5km 有

18 県道9号日田鹿本線 日田市中津江村合瀬 8月12日 23時30分 全面通行止 8月19日 10時30分 解除 有 事前通行規制 0.5km 有

19 県道667号池田大原線 豊後大野市朝地町池田 8月13日 8時00分 全面通行止 8月15日 13時30分 解除 － 法面崩壊 1.0km 有

20 県道602号深耶馬玖珠線 玖珠郡玖珠町大字森 8月14日 9時00分 全面通行止 8月17日 16時40分 解除 － 路肩崩落 0.02km 有

21 県道114号前津江星野線 日田市前津江町柚木 8月14日 11時20分 片側交互通行 8月14日 14時40分 解除 － 倒木 0.01km 無

22 県道501号色宮港木立線 佐伯市米水津大字色利浦 8月14日 17時20分 片側交互通行 8月15日 10時45分 片側交互通行 － 法面崩壊 0.1km 有

23 県道698号西大山大野日田線 日田市前津江町柚木 8月15日 14時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前通行規制 3.0km 有

24 県道41号大分大野線 大分市河原内 8月16日 16時20分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 1.0km 有

現　　行 8月19日 13時00分現在

通行止め解
除見込み

全面 4箇所

解除 0箇所

前回
から
変更

解除 0箇所

全面 4箇所 解除 12箇所

解除 4箇所全面 4箇所

当初

全面 16箇所

全面 0箇所

全面 20箇所 解除 16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

8月19日 　13時00分現在

合計 片側 12箇所 片側 7箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

片側 12箇所 片側 7箇所

道路規制発生箇所数 58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

【8/11　大雨警報】

1 町道　中島線 玖珠郡玖珠町岩室 8月12日 14時50分 全面通行止 8月12日 16時30分 解除 － 河川水位上昇 0.1km 有

2 市道　山崎荒木線 由布市湯布院町川北 8月12日 12時15分 全面通行止 8月13日 4時40分 解除 － 路面冠水 0.5km 有

3 町道　栃の木線 玖珠郡玖珠町戸畑 8月12日 15時00分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊の恐れ 2.0km 有

4 市道　六所線 由布市湯布院町川南 8月12日 15時30分 全面通行止 8月12日 18時50分 解除 － 路面冠水 0.5km 有

5 町道　矢野市の村線 玖珠郡玖珠町戸畑 8月12日 15時30分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 1.0km 有

6 市道　続木線 日田市大山町東大山 8月12日 12時50分 全面通行止 8月17日 16時00分 解除 － 法面崩壊 0.03km 有

7 市道　大道高原線 国東市安岐町中園 8月12日 12時30分 全面通行止 全面通行止 － 河川水位上昇（沈み橋） 0.08km 有

8 市道　亀石女子畑1号線 日田市天瀬町塚田 8月12日 18時00分 片側交互通行 8月18日 17時00分 解除 － 法面崩壊 0.03km 有

9 市道　前徳野岳本線 由布市湯布院町川上 8月12日 13時00分 全面通行止 8月12日 18時50分 解除 － 路面冠水 0.2km 有

10 市道　六所線 由布市湯布院町川上 8月12日 13時20分 全面通行止 8月12日 18時50分 解除 － 路面冠水 0.5km 有

11 市道　鹿出線 由布市湯布院町川西 8月12日 17時20分 片側交互通行 8月13日 16時40分 解除 － 路面陥没 0.005km 有

12 市道　山平線 由布市湯布院町川南 8月12日 13時40分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊 0.2km 有

13 市道　津々良奥江線 由布市湯布院町川西 8月12日 17時25分 全面通行止 8月13日 16時40分 解除 － 土砂流出 2.0km 有

14 市道　下小竹下林線 日田市鈴連町 8月12日 12時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 0.1km 無

15 市道　三春原大川内線 日田市小山 8月12日 14時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 6.675km 有

16 市道　一石椿ヶ鼻線 日田市前津江町柚木 8月12日 14時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 6.0km 有

17 市道　一石椿ヶ鼻線 日田市前津江町大野 8月12日 14時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 12.0km 有

18 町道　柿西線 玖珠郡玖珠町戸畑 8月12日 14時30分 全面通行止 8月12日 14時50分 解除 － その他 0.01km 有

19 市道　田代線 日田市天瀬町湯山 8月12日 12時40分 全面通行止 8月13日 17時00分 解除 － 土砂流出 0.01km 有

20 市道　藪釜割線 日田市東有田 8月12日 15時00分 全面通行止 8月17日 16時00分 解除 － 法面崩壊 0.8km 有

21 市道　花平塔ノ本線 日田市大山町東大山 8月12日 11時40分 全面通行止 8月17日 16時00分 解除 － 法面崩壊 0.01km 有

22 市道　横手木六線 日田市大山町東大山 8月12日 12時20分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊 0.05km 有

23 市道　町内線 日田市天瀬町赤岩 8月12日 14時20分 全面通行止 8月13日 7時00分 解除 － 路面冠水 1.5km 有

24 町道　町田小園線 玖珠郡九重町町田 8月12日 17時00分 全面通行止 全面通行止 － 路肩崩壊 0.5km 有

25 市道　佐平治下武宮線 由布市庄内町平石 8月12日 15時10分 全面通行止 8月18日 17時00分 解除 － 路面異常 0.03km 有

26 市道　時松中央線 由布市庄内町東長宝 8月12日 15時40分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊 0.01km 有

27 市道　前徳野岳本線 由布市湯布院町川西 8月12日 15時20分 全面通行止 8月13日 4時40分 解除 － 路面冠水 0.05km 有

28 市道　山平線 由布市湯布院町川南 8月12日 13時40分 全面通行止 全面通行止 － 路肩崩壊 0.2km 有

29 市道　中川１号線 由布市湯布院町川南 8月12日 13時50分 全面通行止 8月13日 4時40分 解除 － 路面冠水 2.0km 有

30 市道　仁瀬小袋線 由布市庄内町野畑 8月12日 17時00分 全面通行止 8月13日 16時30分 解除 － 法面崩壊 0.5km 有

31 市道　雲取小松台線 由布市庄内町中 8月12日 17時10分 全面通行止 8月13日 9時50分 解除 － 路面冠水 0.5km 有

32 市道　馬米平石線 由布市庄内町平石 8月12日 16時50分 全面通行止 8月13日 9時30分 解除 － 路面冠水 1.5km 有

33 市道　蛇口線 由布市庄内町東長宝 8月12日 15時30分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊 0.1km 有

34 市道　天神橋同尻線 由布市挾間町向原 8月12日 13時50分 全面通行止 8月13日 9時30分 解除 － 事前通行規制 0.05km 有

35 市道　東行田代線 由布市挾間町内成 8月12日 19時40分 片側交互通行 片側交互通行 － 路面陥没 0.05km 有

全面 46箇所 解除 0箇所 全面 22箇所

現　行
前回
から
変更

通行止め解
除見込み

解除 29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 8月19日 　13時00分現在

全面 46箇所 解除 0箇所 全面 22箇所 解除 29箇所規制状況

集 計
→



市町村道路の通行規制状況

8月19日 　13時00分現在

合計 片側 12箇所 片側 7箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

片側 12箇所 片側 7箇所

道路規制発生箇所数 58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

全面 46箇所 解除 0箇所 全面 22箇所

現　行
前回
から
変更

通行止め解
除見込み

解除 29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 8月19日 　13時00分現在

全面 46箇所 解除 0箇所 全面 22箇所 解除 29箇所規制状況

集 計
→

36 市道　奥倉線 由布市湯布院町川西 8月13日 6時30分 全面通行止 8月13日 16時40分 解除 － 土砂流出 0.01km 有

37 市道　払線  国東市安岐町両子 8月13日 9時30分 全面通行止 8月18日 14時00分 解除 － 土砂流出 0.01km 有

38 市道　平原室屋線 由布市湯布院町下湯平 8月13日 11時00分 全面通行止 全面通行止 － 橋りょう被害 0.03km 無

39 市道　中畑仁田原線 由布市挾間町田代 8月13日 11時20分 全面通行止 全面通行止 － 落石 0.02km 有

40 市道　石場線 日田市中津江村合瀬 8月12日 15時50分 全面通行止 8月17日 10時00分 解除 － 倒木 0.01km 有

41 市道　湯山線 日田市天瀬町馬原 8月12日 18時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 路肩崩落 0.03km 有

42 市道　山の釣線 日田市天瀬町合田 8月12日 17時00分 全面通行止 全面通行止 － 路肩崩落 0.03km 有

43 市道　筏場金ヶ塔線 日田市天瀬町馬原 8月13日 9時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 路肩崩落 0.01km 有

44 市道　打越大鳥線 日田市天瀬町合田 8月13日 9時00分 片側交互通行 8月17日 17時00分 解除 － 法面崩壊 0.03km 有

45 市道　上松原線 日田市大山町西大山 8月12日 17時30分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊 0.03km 有

46 市道　中島蕨野線 中津市本耶馬渓町曽木 8月13日 21時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 土砂流出 0.005km 有

47 市道　オレンジロード国東線 国東市国東町大恩寺 8月14日 10時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 土砂流出 0.01km 有

48 市道　横畑高花線 日田市日ノ本町 8月14日 10時30分 片側交互通行 8月14日 14時20分 解除 － 落石 0.005km 有

49 市道　広川木野々線 日田市上津江町川原 8月14日 10時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 0.01km 有

50 市道　鯛生釈迦岳線 日田市中津江村合瀬 8月14日 9時00分 全面通行止 全面通行止 － 法面崩壊 0.02km 有

51 町道　唐杉線 玖珠郡玖珠町 8月13日 13時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 0.7km 無

52 市道 成仏文殊線 国東市成仏 8月14日 14時30分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 2.0km 有

53 市道 花合野線 由布市湯布院町湯平 8月12日 12時30分 全面通行止 全面通行止 － 路肩崩落 0.03km 有

54 町道　上引治線 玖珠郡玖珠町小田 8月16日 17時00分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 0.2km 有

55 市道　小原線 国東市国東町小原 8月17日 0時00分 全面通行止 8月17日 10時40分 解除 － 土砂流出 0.2km 有

56 市道　上市海老毛山田線 由布市挾間町赤野 8月16日 11時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 路肩崩落 0.002ｋｍ 有

57 市道　中詰内成線 由布市挾間町内成 8月16日 10時00分 片側交互通行 8月17日 11時00分 解除 － 土砂流出 0.005ｋｍ 有

58 牧ノ元石原線 竹田市久住町大字久住 8月17日 21時30分 全面通行止 8月17日 22時45分 解除 － 倒木 0.02km 有



令和３年８月１９日

お 知 ら せ

令和３年８月１１日大雨警報に関する災害情報について

令和３年８月１１日大雨警報に関する災害情報は、今回の

最終報をもって終了します。

なお、警戒体制については、避難者がいることから災害対

策連絡室として継続しており、今後、重要な案件が発生した

場合は臨時報でお知らせします。

大分県災害対策連絡室

℡ ０９７－５０６－３１３９


