
  

令和４年１月２２日 日向灘を震源とする地震に関する災害情報について
（第６報） 

                    
令 和 ４ 年 １ 月 ２ ４日  
０ ７ 時 ３ ０ 分 現 在  

           大分県災害対策連絡室  
１ 地震・津波の概要 
 (1) 地震の概要  
   令和４年１月２２日（土）１時０８分頃に日向灘を震源とするM６．６（暫定値）

の地震が発生 
  ・震度５強：大分市新春日町、佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市米水津、佐伯市鶴見、 

竹田市直入町、竹田市荻町 
  ※余震の状況 ３２回（最大Ｍ４．７ 最大震度３：佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市米水

津、佐伯市鶴見） 
 (2) 津波の概要 
   津波のおそれなし 
    
２ 被害状況 
(1)人的被害          
 ア 負傷者 ６名 
  ○1月22日 大分市 転倒し腰部打撲、重傷１名 
            転倒し腰部と左脇腹を打撲、重傷１名 
            転倒し頭部と腰部を打撲、重傷１名 
        佐伯市 地震により棚が倒れ頭部負傷、軽傷１名 
            エレベーター内で転倒し負傷、軽傷１名 
            転倒し頭部負傷、軽傷１名 
(2)建物被害 
 ア 住家被害 ２件  

・宇佐市 窓ガラスの破損 
・大分市 県営敷戸住宅の共用部分の一部損傷   

 イ 非住家被害 ４件  
・竹田市 ブロック塀の倒壊 
・佐伯市 ブロック塀の倒壊（３件） 

 (3)道路被害（全て規制解除）  
県管理道路 ５件 市町村道路 ６件 ＊詳細は別紙のとおり 

 (4)河川被害         なし 
(5)港湾被害 
   大分港西大分地区(石油基地護岸) 一部倒壊、一部液状化 
(6)土砂被害 １件 

佐伯市弥生大字上小倉 崖崩れ 
(7)農林水産業被害 ８件 
 ア 農業施設（施設管理用道路） 
   ・佐伯市 １件 
 イ 漁港・水産施設 
   ・佐伯市 ７件 
(8)文教施設被害 １件 
   ・岡城跡（竹田市大字竹田） 石垣崩落 
 
 
 



  

(9)ライフライン被害      
  ア 水道 
   中津市耶馬溪町大字深耶馬 水道に濁り発生（２１戸）復旧済 

日田市天瀬町五馬本村 水道に濁り発生（７０戸） 
佐伯市蒲江西野浦 断水発生（４９１戸）      復旧済 
竹田市直入町大字長湯 水道に濁り発生（３７０戸） 復旧済 
宇佐市安心院町小田 水道に濁り発生（２５戸） 
宇佐市安心院町若林 水道に濁り発生（１９戸） 
宇佐市安心院町筌ノ口 水道に濁り発生（５０戸） 
由布市庄内町 水道に濁り発生（約１５００戸）   復旧済 

  イ ガス  
   被害なし 
  ウ 電気 
   復旧済み 
 (10)その他被害 
    大分マリーンパレス水族館(うみたまご) 第２駐車場の地割れ 
    田ノ浦ビーチ 人工島の施設損傷 
    工業用水道管破損による漏水（大在大分港線・大分市青崎） 復旧済 
 
３ 避難情報の発令状況 
   なし 
 
４ 避難者等の状況 
(1) 自主避難 １世帯１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     １     

人数     １     

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 85人（1月22日5時52分現在） 
 
５ 原子力発電所の状況 
   伊方町震度４、伊方発電所異常なし 
 
６  災害対応状況 
   １月２２日 １時０８分 大分県災害対策本部設置 
               北部地区災害対策連絡室設置 
               中部地区災害対策本部設置 

 西部地区災害対策連絡室設置 
南部地区災害対策本部設置 
豊肥地区災害対策本部設置 

               東部地区災害対策連絡室設置 
         ９時４０分 豊肥地区災害警戒本部へ切替 
        １０時００分 中部地区災害警戒本部へ切替 
        １２時００分 西部地区災害対策連絡室解散 
        １５時００分 北部地区災害対策連絡室解散 
        １７時００分 豊肥地区災害対策連絡室へ切替 
   １月２３日 ８時００分 豊肥地区災害対策連絡室解散 
        １１時００分 東部地区災害対策連絡室解散 



  

        １２時００分 大分県災害対策連絡室へ切替 
               中部地区災害対策連絡室へ切替 
               南部地区災害対策連絡室へ切替 
 

 
※（１）これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。 
 （２）次の被害情報は１月２４日（月）１５時００分現在をお知らせする予定 

です。 
  



県管理道路の通行規制状況

1月24日  7時30分現在

合計 片側 1箇所 片側 0箇所

国道 片側 0箇所 片側 0箇所

県道 片側 1箇所 片側 0箇所

道路規制発生箇所数 5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

【1/22　日向灘地震（震度5強）】

1 （主）大在大分港線 大分市青崎 1月22日 2時30分 全面通行止 1月22日 17時00分 解除 路面冠水 800m

2 （主）別府一の宮線 別府市南立石 1月22日 2時00分 片側交互通行 1月22日 3時00分 解除 落石 20m

3 国道210号 大分市羽屋 1月22日 3時05分 車線規制 1月22日 16時45分 解除 路面冠水 200m

4 （主）緒方高千穂線 豊後大野市緒方町尾平鉱山 1月22日 4時10分 全面通行止 1月22日 10時30分 解除 倒木 20m

5 （主）日之影宇目線 佐伯市宇目町木浦内 1月22日 4時20分 全面通行止 1月22日 10時00分 解除 落石・倒木 50m

現　　行 1月24日  7時30分現在

通行止め解
除見込み

全面 0箇所

解除 0箇所

前回
から
変更

解除 0箇所

全面 0箇所 解除 5箇所

解除 0箇所全面 0箇所

当初

全面 3箇所

全面 0箇所

全面 3箇所 解除 5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

1月24日 7時30分現在

合計 片側 5箇所 片側 0箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

片側 5箇所 片側 0箇所

道路規制発生箇所数 6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

【1/22　地震】

下郡西南北1号線 大分市下郡北 1月22日 3時30分 片側交互通行 1月22日 16時00分 解除 石塀倒壊

管志（カンシ）2号線 竹田市大字今 1月22日 3時30分 片側交互通行 1月22日 10時30分 解除 落石

山崎荒木線（湯布院） 湯布院町川南 1月22日 3時30分 片側交互通行 1月22日 14時30分 解除 舗装隆起

中川1号線（湯布院） 湯布院町中川 1月22日 3時30分 片側交互通行 1月22日 10時00分 解除 舗装隆起

川西田中市線（湯布院） 湯布院町川西 1月22日 6時55分 片側交互通行 1月22日 10時00分 解除 舗装隆起

角子原4号線 大分市庄境 1月22日 3時40分 全面通行止 1月22日 16時00分 解除 家門倒壊

全面 1箇所 解除 0箇所 全面 0箇所

GIS
No

現　行
前回
から
変更

通行止め解
除見込み

解除 6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 1月24日 7時30分現在

全面 1箇所 解除 0箇所 全面 0箇所 解除 6箇所規制状況

集 計
→

順


