










市町村道路の通行規制状況

9月19日15時00分現在

合計 片側 2箇所 片側 2箇所

片側 0箇所 片側 0箇所

片側 2箇所 片側 2箇所

道路規制発生箇所数 80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

【令和４年　台風第１4号】

1 浜脇観海寺線 別府市大字別府 9月18日 12時30分 全面通行止 9月18日 12時30分 全面通行止 － 事前規制（倒木落石） 1.7㎞ 未定 有

2 南埋立1号線 別府市浜町17番外 9月18日 13時20分 全面通行止 9月18日 13時20分 全面通行止 － 事前規制（越波） 30m 未定 有

3 松原明石線（ひめしまブルーライン） 東国東郡姫島村 9月18日 13時00分 全面通行止 9月18日 13時00分 全面通行止 － 事前規制（越波） 4.0㎞ 未定 有

4 瓜生田上々渕線 由布市庄内町野畑 9月18日 15時39分 全面通行止 9月19日 7時00分 解除 － 道路冠水 50ｍ - 有

5 谷道線 竹田市次倉 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 道路冠水 1㎞ 未定

6 筒口線 由布市挾間町筒口 9月18日 15時30分 全面通行止 9月18日 15時30分 全面通行止 － 土砂流出 未定 有

7 滑瀬挾田線 竹田市竹田 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 道路冠水 1㎞ 未定

8 城原線 竹田市平田 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 法面崩壊 1㎞ 未定

9 小野屋原口線 由布市庄内町大竜 9月18日 15時49分 全面通行止 9月19日 10時00分 解除 有 土砂流出 40ｍ 19日 有

10 天神橋同尻線 由布市挾間町向原 9月18日 15時30分 全面通行止 9月18日 15時30分 全面通行止 － 事前規制（同尻橋） 未定 有

11 小野屋龍原線 由布市庄内町東長宝 9月18日 16時50分 全面通行止 9月19日 11時00分 解除 有 道路冠水 未定 有

12 大道高原線 国東市安岐町瀬戸田 9月18日 14時50分 全面通行止 9月18日 14時50分 全面通行止 － 道路冠水 30m 未定 有

13 日出生線 玖珠町日出生 9月18日 16時40分 全面通行止 9月18日 16時40分 全面通行止 － 土砂流出 10m 未定 有

14 岩屋金線 大分市端登 9月18日 16時30分 全面通行止 9月18日 16時30分 全面通行止 － 倒木 未定

15 宮砥神原線 竹田市中角 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 土砂流出 1㎞ 未定

16 向原中村茅場線 由布市挾間町時松 9月18日 16時00分 全面通行止 9月18日 16時00分 全面通行止 － 倒木 未定 有

17 乙津・三川新町線 大分市乙津港町 9月18日 15時00分 全面通行止 9月19日 13時30分 解除 有 道路冠水 未定 有

18 備後堤防線 大分市下戸次 9月18日 15時00分 全面通行止 9月18日 15時00分 全面通行止 － 事前規制 未定

19 南石垣7号線 別府市新港町2番 9月18日 15時30分 全面通行止 9月18日 15時30分 全面通行止 － 事前規制（冠水） 30m 未定 有

20 吉野鶴線 竹田市次倉 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 法面崩壊 1㎞ 未定 有

21 恵良原鴨田線 竹田市荻町馬背野 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 倒木 1㎞ 未定

22 仁俣2号線 竹田市九重野 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 法面崩壊 1㎞ 未定 有

23 菅志2号線 竹田市川床 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 法面崩壊 1㎞ 未定 有

24 下矢倉２号線 竹田市君ヶ園 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 法面崩壊 1㎞ 未定

25 西平線 竹田市片ヶ瀬 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 土砂流出 500m 未定

26 志土知久保線 竹田市久保640-1 9月18日 16時10分 全面通行止 9月18日 16時10分 全面通行止 － 法面崩壊 1㎞ 未定

27 市道高倉線・市道堂篭岩崎線 臼杵市大野625-2 9月18日 16時30分 全面通行止 9月19日 12時17分 解除 有 道路冠水 50ｍ 未定 有

28 大左右線 杵築市八坂大左右1109 9月18日 16時40分 全面通行止 9月18日 16時40分 全面通行止 － 道路冠水 60ｍ 未定 有

29 川西田中市線 由布市湯布院町川南 9月18日 16時40分 全面通行止 9月18日 16時40分 全面通行止 － 道路冠水 未定 有

30 中学校北1号線 由布市湯布院町川北 9月18日 16時40分 全面通行止 9月18日 16時40分 全面通行止 － 道路冠水 未定 有

31 中学校北2号線 由布市湯布院町川北 9月18日 16時40分 全面通行止 9月18日 16時40分 全面通行止 － 道路冠水 未定 有

32 市道高速側道12号線 由布市湯布院町塚原 9月18日 17時00分 全面通行止 9月18日 17時00分 全面通行止 － 土砂流出 未定 有

33 一木山口線 由布市挾間町七蔵司山口 9月18日 17時00分 全面通行止 9月18日 17時00分 全面通行止 － 土砂流出 未定 有

34 中釣鶴見岳線 由布市湯布院町塚原 9月18日 17時00分 全面通行止 9月18日 17時00分 全面通行止 － 土砂流出 未定 有

35 弘安寺又井線 杵築市山香町倉成 9月18日 17時10分 全面通行止 9月18日 17時10分 全面通行止 － 倒木 500m 19日17時

36 本村堤線 玖珠郡玖珠町日出生 9月18日 17時10分 全面通行止 9月18日 17時10分 全面通行止 － 土砂流出 10m 未定 有

全面 78箇所 解除 0箇所 全面 65箇所

現　行
前回
から
変更

通行止め解
除見込み

解除 13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 9月19日15時00分現在

全面 78箇所 解除 0箇所 全面 65箇所 解除 13箇所規制状況

集 計
→
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37 石武２号線 由布市湯布院町川上 9月18日 18時00分 全面通行止 9月18日 18時00分 全面通行止 － 道路冠水 未定 有

38 扇山線 由布市湯布院町湯平1038-1 9月18日 18時00分 全面通行止 9月18日 18時00分 全面通行止 － 道路冠水 未定 有

39 滝尾橋下郡線 大分市下郡3666-64 9月18日 18時00分 全面通行止 9月18日 18時00分 全面通行止 － 道路冠水 未定 有

40 前徳野岳本線 由布市湯布院町川上 9月18日 18時40分 全面通行止 9月19日 9時00分 解除 有 道路冠水 未定 有

41 市浜５６号線 臼杵市戸室508 9月18日 18時50分 全面通行止 9月18日 18時50分 全面通行止 － 倒木 100ｍ 未定 有

42 福良１１号線 臼杵市福良1855 9月18日 19時00分 全面通行止 9月18日 19時00分 全面通行止 － 道路冠水 200ｍ 未定 有

43 市道宮園線 別府市火売10組-4 9月18日 19時10分 全面通行止 9月18日 19時10分 全面通行止 －
引込柱倒壊に
よる道路閉塞

10m 未定 有

44 馬場丁下原線 杵築市南杵築線 9月18日 19時20分 全面通行止 9月18日 19時20分 全面通行止 － 倒木 90m 未定 有

45 市道妙診～鉄輪線 別府市亀川中央町6番 9月18日 19時30分 全面通行止 9月18日 19時30分 全面通行止 － 倒木 20m 未定 有

46 両家上線 津久見市大字千怒 9月18日 20時40分 全面通行止 9月19日 9時50分 解除 有 倒木 20ｍ 19日12：00頃 有

47 瓜生田上々渕線 由布市庄内町渕 9月18日 22時00分 全面通行止 9月18日 22時00分 全面通行止 － 土砂流出 未定 有

48 臼杵坂ノ市線 大分市市尾 9月18日 22時30分 9月18日 22時30分 － 倒木 県道のため削除

49 市浜１７号 臼杵市市浜1010 9月18日 21時00分 全面通行止 9月18日 21時00分 全面通行止 － 道路冠水 200ｍ 未定 有

50 二王座１号線 臼杵市二王座279-4 9月18日 21時00分 全面通行止 9月19日 13時00分 解除 有 事前規制（倒木） 50ｍ - 有

51 御入山線 杵築市山香町大字広瀬4444 9月18日 21時30分 全面通行止 9月18日 21時30分 全面通行止 － 倒木 200ｍ 未定

52 樋田中島線・樋田線・上曽木樋田線中津市本耶馬渓町樋田 9月19日 0時00分 全面通行止 9月19日 11時45分 解除 有
事前規制（山国
川増水）

400ｍ - 有

53 野田１４号線 臼杵市野田53-33 9月19日 0時00分 全面通行止 9月19日 0時00分 全面通行止 － 道路冠水 300ｍ 未定 有

54 南田代別府線 別府市内成 9月19日 7時10分 全面通行止 9月19日 7時10分 全面通行止 － 倒木 未定 有

55 利光筒井線 大分市上戸次 9月18日 17時00分 全面通行止 9月19日 9時10分 解除 有 道路冠水 - 有

56 広瀬線 佐市院内町小坂 9月18日 17時00分 全面通行止 9月18日 17時00分 全面通行止 有 倒木 3㎞ 19日17：00頃

57 岳本線、六所線、岳本無田線 布市湯布院町川上 9月18日 18時00分 全面通行止 9月19日 9時00分 解除 有 道路冠水 - 有

58 野田線 杵築市日野 9月19日 0時30分 片側交互通行 9月19日 0時30分 片側交互通行 有 倒木 未定

59 田中柏線 臼杵市平畑 9月18日 23時00分 全面通行止 9月18日 23時00分 全面通行止 有 倒木 200ｍ 未定 有

60 日出大田線 杵築市太田 9月19日 4時10分 全面通行止 9月19日 8時50分 解除 有 倒木 -

61 瓜生田上々渕線 由布市庄内町渕 9月19日 7時00分 全面通行止 9月19日 7時00分 全面通行止 有 法面崩壊 未定 有

62 佐平治下武宮線 由布市庄内町 9月19日 7時00分 全面通行止 9月19日 7時00分 全面通行止 有 土砂流出 未定 有

63 念相寺畑線 由布市庄内町大龍78-2 9月19日 7時20分 全面通行止 9月19日 7時20分 全面通行止 有 土砂流出 未定 有

64 原中線 由布市庄内町阿蘇野4433-2 9月19日 7時50分 全面通行止 9月19日 7時50分 全面通行止 有 土砂流出 未定 有

65 妻ヶ城芦松線 由布市挾間町挾間町来鉢489 9月19日 7時10分 全面通行止 9月19日 7時10分 全面通行止 有 法面崩壊 未定 有

66 坂川線 杵築市狩宿２１１３-１ 9月19日 8時00分 全面通行止 9月19日 8時00分 全面通行止 有 倒木 200ｍ 未定 有

67 谷中村線 由布市挾間町小野2373 9月19日 8時40分 全面通行止 9月19日 10時00分 解除 有 倒木 -

68 長野小松台線 由布市庄内町高岡2379-16 9月19日 8時30分 全面通行止 9月19日 8時30分 全面通行止 有 土砂流出 未定 有

69 鹿子倉尾足線 由布市庄内町渕3262 9月19日 8時30分 全面通行止 9月19日 8時30分 全面通行止 有 土砂流出 未定 有

70 柿木線 玖珠郡玖珠町日出生 9月19日 9時58分 全面通行止 9月19日 9時58分 全面通行止 有 路肩崩落 10ｍ 未定 有

71 熊野線 杵築市東地区 9月19日 11時00分 片側交互通行 9月19日 11時00分 片側交互通行 有 倒木 未定 有

72 上武宮平石線、佐平治下武宮線由布市庄内町平石243-3 9月19日 10時00分 全面通行止 9月19日 10時00分 全面通行止 有 法面崩壊 未定 有

73 砂湯線 由布市湯布院町湯平551-6 9月19日 10時30分 全面通行止 9月19日 10時30分 全面通行止 有 橋りょう被害 未定 有

74 武宮眞願寺線 由布市庄内町渕3432 9月19日 11時00分 全面通行止 9月19日 11時00分 全面通行止 有 倒木 未定 有

75 守江循環線 杵築市守江 9月19日 12時10分 全面通行止 9月19日 12時10分 全面通行止 有 倒木 未定

76 横道線 日田市上津江町上野田 9月19日 8時30分 全面通行止 9月19日 8時30分 全面通行止 有 倒木 未定 有

77 八面山線 津市大字三光田口 9月19日 8時00分 全面通行止 9月19日 8時00分 全面通行止 有 倒木 未定
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78 山平線 由布市湯布院町川南1597 9月19日 11時00分 全面通行止 9月19日 11時00分 全面通行止 有 路面段差・陥没 未定 有

79 平床線 由布市挾間町田代1014-1 9月19日 7時00分 全面通行止 9月19日 7時00分 全面通行止 有 倒木 未定 有

80 高熊線 杵築市大片平 9月19日 12時00分 全面通行止 9月19日 12時00分 全面通行止 有 倒木 未定 有

81 下来鉢西辺線 由布市挾間町来鉢2357付近 9月19日 13時50分 全面通行止 9月19日 13時50分 全面通行止 有 路肩崩落 未定 有



県管理道路の通行規制状況

9月19日  15時00分現在

合計 片側 47箇所 片側 23箇所

国道 片側 13箇所 片側 6箇所

県道 片側 34箇所 片側 17箇所

道路規制発生箇所数 163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

【令和４年　台風第１４号】

1 佐賀関循環線 大分市佐賀関 9月16日 11時30分 全面通行止 全面通行止 － 越波 1.0ｋｍ 未定 有

2 四浦港津井浦線 佐伯市上浦 9月17日 19時00分 全面通行止 全面通行止 － 越波 4.0ｋｍ 未定 有

3 中津山国自転車道線 中津市本耶馬渓町 9月18日 11時00分 全面通行止 全面通行止 － 水位上昇 1.2km 未定 有

4 白丹竹田線 竹田市久住町 9月18日 11時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定 有

5 飯田高原中村線 九重町田野 9月18日 12時20分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 未定

6 飯田高原中村線 九重町湯坪 9月18日 12時20分 片側交互通行 9月18日 14時00分 解除 － 倒木

7 白丹竹田線 竹田市下志土知
シモシトチ

9月18日 13時00分 片側交互通行 9月18日 19時10分 解除 － 倒木 10m

8 川登臼杵線 臼杵市大字乙見 9月18日 13時00分 片側交互通行 9月18日 15時50分 解除 － 倒木 未定

9 古江丸市尾線 佐伯市蒲江大字波当津浦 9月18日 15時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 2.3km 未定 有

10 下世利寒田線 大分市宮崎 9月18日 14時40分 片側交互通行 9月18日 16時30分 解除 有 倒木 10m

11 塚原天間線 別府市天間 9月18日 15時00分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 50m 未定 有

12 臼杵坂ノ市線 臼杵市藤河内 9月18日 14時40分 片側交互通行 9月18日 17時00分 解除 － 倒木 未定

13 竹田五ヶ瀬線 竹田市 9月18日 14時00分 全面通行止 9月19日 9時20分 解除 有 道路冠水 5.3km 無

14 緒方高千穂線 豊後大野市緒方町上畑 9月18日 16時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 14.2km 未定 有

15 湯平温泉線 由布市湯布院町下湯平 9月18日 16時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 1.9km 未定 有

16 国道213号 杵築市杵築 9月18日 16時20分 全面通行止 9月18日 19時00分 解除 有 街灯傾き 50m 有

17 竹田五ヶ瀬線 竹田市入田 9月18日 16時30分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 100m 未定 有

18 佐伯蒲江線 佐伯市青山 9月18日 16時40分 全面通行止 9月19日 15時00分 解除 有 倒木 4.6km 有

19 山香院内線 宇佐氏安心院町下毛 9月18日 16時30分 全面通行止 9月18日 18時10分 解除 有 倒木 10m 有

20 挾間野津原線 大分市野津原 9月18日 17時20分 全面通行止 9月18日 18時40分 解除 有 倒木 10m 有

21 竹田直入線 竹田市 9月18日 13時30分 片側交互通行 9月19日 12時00分 解除 有 倒木 2km

22 別府一の宮線 別府市堀田 9月18日 17時30分 全面通行止 9月19日 12時00分 解除 有 道路冠水 有

23 国道502号 竹田市片ヶ瀬 9月18日 16時00分 片側交互通行 9月19日 10時00分 解除 有 道路冠水 100m

24 百枝浅瀬野津線 豊後大野市三重町上田原 9月18日 16時30分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 1.1km 未定 有

25 別府一の宮線 由布市湯布院町川南 9月18日 16時30分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 未定

26 国道442号 大分市今市～豊後大野市朝地町 9月18日 18時00分 全面通行止 9月19日 14時00分 解除 有 事前規制 4.9km 有

27 笹倉久住線 竹田市久住町 9月18日 17時00分 片側交互通行 9月19日 11時00分 解除 有 倒木 10m

28 大分空港道路 日出IC～塩屋交差点 9月18日 19時15分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 未定 有

29 大分大野線 豊後大野市大野町沢田 9月18日 18時20分 片側交互通行 片側交互通行 － 法面崩壊 10m 未定

30 別府庄内線 由布市庄内町畑田 9月18日 18時40分 片側交互通行 片側交互通行 － 土砂流出 30m 未定

31 龍原挾間線 由布市挾間町小野 9月18日 19時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 土砂流出 10m 未定

32 国道387号 宇佐市院内町香下 9月18日 19時10分 全面通行止 9月18日 19時50分 解除 有 倒木 50m

33 国道212号 中津市耶馬溪町大島 9月18日 17時30分 全面通行止 9月19日 11時10分 解除 有 倒木 有

34 臼杵津久見線 臼杵市大泊 9月18日 19時00分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 8.0km 未定 有

35 庄内久住線 竹田市直入町下田北 9月18日 20時10分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 20km 未定 有

36 耶馬溪院内線 中津市耶馬溪町深耶馬溪 9月18日 20時30分 全面通行止 全面通行止 － 道路冠水 未定

37 東上戸原線 中津市耶馬溪町福土 9月18日 20時30分 全面通行止 9月19日 14時20分 解除 有 事前規制（福岡県側）

38 飯田高原中村線 九重町町田 9月18日 20時30分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定 有

39 湯平温泉線 湯布院町 9月18日 21時00分 全面通行止 9月18日 22時00分 片側交互通行 － 路面段差・陥没 10m 未定

40 別府一の宮線 九重町湯坪 9月18日 21時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定 有

41 臼杵坂ノ市線 大分市市尾 9月18日 19時00分 片側交互通行 9月18日 21時50分 解除 有 倒木 10m

42 竹田直入線 竹田市高伏 9月18日 21時10分 全面通行止 9月19日 6時30分 解除 － 道路冠水 100m

43 牧口徳田竹田線 豊後大野市清川町六種 9月18日 20時30分 全面通行止 9月19日 8時50分 解除 有 倒木 950m 有

44 豊後高田国東線 豊後高田市加礼川 9月18日 20時10分 片側交互通行 9月18日 20時40分 解除 有 倒木 5m
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45 臼杵上戸次線 臼杵市吉小野 9月18日 21時00分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 未定

46 大分狭間線 由布市挾間町医大ヶ丘 9月18日 20時30分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 10m 未定

47 宇目清川線 豊後大野市清川町三玉 9月18日 20時50分 全面通行止 9月19日 7時50分 解除 － 倒木 10m 有

48 国道496号 中津市山国町槻木 9月18日 21時30分 全面通行止 全面通行止 － 事前規制 3.7km 未定 有

49 鶴崎大南線 大分市横尾 9月18日 21時20分 片側交互通行 9月19日 0時00分 解除 － 倒木 10m

50 竹田犬飼線 豊後大野市犬飼町下津尾 9月18日 21時20分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

51 臼杵上戸次線 大分市杉原 9月18日 21時50分 片側交互通行 9月18日 22時40分 解除 － 倒木 10m

52 国道442号 豊後大野市朝地町朝地 9月18日 22時10分 全面通行止 9月19日 11時50分 解除 有 倒木 10m 有

53 国道387号 宇佐市院内町香下 9月18日 22時20分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 30m 未定

54 国道326号 豊後大野市犬飼町大寒 9月18日 23時00分 片側交互通行 9月19日 9時20分 解除 有 倒木 10m

55 国道212号 中津市本耶馬渓町多志田 9月18日 23時20分 全面通行止 全面通行止 － 倒木・土砂 未定 有

56 国道212号 中津市山国町守実 9月18日 23時20分 全面通行止 9月19日 13時00分 解除 － 倒木 無

57 大在大分港線 大分市中島中央 9月18日 23時30分 全面通行止 9月19日 1時50分 解除 － 道路冠水 500m 有

58 朝地直入線 豊後大野市朝地町大字綿田 9月18日 23時30分 片側交互通行 片側交互通行 － 土砂流出 100m 未定 有

59 円座中津線 中津市三光下秣 9月18日 23時50分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 未定

60 中判田犬飼線 豊後大野市犬飼町下津尾 9月18日 23時50分 全面通行止 9月19日 3時00分 解除 － 陸こう閉鎖 20m 有

61 宇佐本耶馬渓線 宇佐市大字四日市 9月18日 23時40分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 30m 未定

62 三重新殿線 豊後大野市三重町百枝 9月19日 0時20分 全面通行止 9月19日 6時20分 解除 － 倒木 20m 有

63 国道387号 宇佐市院内町温見 9月18日 22時10分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 30m 未定

64 国道326号 豊後大野市三重町大字秋葉 9月19日 0時20分 全面通行止 9月19日 6時20分 解除 － 道路冠水 20m 有

65 国道500号 宇佐市院内町五名 9月18日 22時10分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 未定

66 国道442号 大分市口戸平野 9月18日 23時50分 片側交互通行 片側交互通行 － 倒木 10m 未定

67 臼杵上戸次線 大分市奥 9月19日 0時40分 片側交互通行 片側交互通行 － 法面崩壊 10m 未定

68 宇佐本耶馬渓線 中津市本耶馬渓町今行 9月19日 1時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

69 別府湯布院線 由布市湯布院町川上 9月19日 0時50分 全面通行止 9月19日 7時00分 解除 － 倒木 10m 有

70 臼杵坂ノ市線 大分市市尾 9月19日 1時30分 全面通行止 9月19日 6時20分 解除 － 倒木 10m 有

71 国道217号 大分県佐伯市上浦大字津井浦８３３ 9月19日 0時50分 全面通行止 9月19日 9時30分 解除 有 倒木 10m 有

72 大分臼杵線 大分市宮河内 9月19日 2時00分 全面通行止 9月19日 11時20分 解除 有 道路冠水 50m 有

73 床木海崎停車場線 大分県佐伯市弥生大字床木１３２１ 9月19日 1時35分 全面通行止 9月19日 2時40分 解除 － 倒木 10m 有

74 国道388号 大分県佐伯市木立７３５-８ 9月19日 1時45分 全面通行止 9月19日 10時20分 解除 有 倒木 10m 有

75 塚原天間線 由布市湯布院町塚原 9月19日 2時00分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 10m 未定 有

76 長良木立線 大分県佐伯市長良２４５８ 9月19日 1時45分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定 有

77 佐伯津久見線 大分県佐伯市門前２７６４ 9月19日 2時00分 片側交互通行 9月19日 10時10分 解除 有 倒木 10m

78 国道387号 宇佐市院内町香下 9月19日 3時00分 片側交互通行 9月19日 8時10分 解除 有 道路冠水 100m 有

79 赤木吹原佐伯線 佐伯市直川 9月19日 2時50分 全面通行止 9月19日 12時00分 解除 有 倒木 10m 有

80 坂ノ市中戸次線 大分市下戸次 9月19日 3時00分 全面通行止 9月19日 4時00分 解除 － 道路冠水 50m 有

81 竹田犬飼線 豊後大野市朝地町下野 9月19日 3時50分 全面通行止 9月19日 7時50分 解除 － 倒木 20m 無

82 宝珠山日田線 日田市小野 9月19日 4時20分 全面通行止 9月19日 9時40分 解除 有 倒木 50m 有

83 国道212号 日田市大山町西大山 9月19日 5時30分 片側交互通行 9月19日 9時30分 解除 有 倒木 50m

84 豊後高田国東線 豊後高田市払田 9月19日 5時40分 片側交互通行 9月19日 6時00分 解除 － 倒木 10m

85 田野宝泉寺停車場線 玖珠郡九重町大字町田 9月19日 5時50分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定 有

86 国道442号 豊後大野市朝地町朝地 9月19日 6時00分 片側交互通行 9月19日 6時50分 解除 有 倉庫倒壊 20m

87 国道442号 豊後大野市朝地町朝地 9月19日 6時00分 片側交互通行 9月19日 6時50分 解除 － 急傾斜工事仮設H鋼倒壊 20ｍ

88 国道213号 豊後高田市香々地 9月19日 6時10分 片側交互通行 9月19日 10時40分 解除 有 倒木 10m

89 県道竹田直入線 竹田市大字植木 9月19日 6時20分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

90 日田山国線 日田市花月 9月19日 6時10分 全面通行止 9月19日 8時50分 解除 有 落石（0.5×1.5） 10m 有

91 地蔵峠小田原線 豊後高田市長岩屋 9月19日 6時40分 片側交互通行 9月19日 7時10分 解除 － 倒木

92 緒方朝地線 豊後大野市緒方町軸丸 9月19日 6時40分 全面通行止 9月19日 9時20分 解除 有 倒木 10m 有

93 佐伯蒲江線 大分県佐伯市長谷字戸間７７２１?１ 9月19日 6時20分 全面通行止 9月19日 7時20分 解除 － 道路冠水 30m 有

94 国道387号 玖珠郡九重町大字菅原 9月19日 7時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定

95 日出真那井杵築線 大分県速見郡日出町川崎２５６ 9月19日 7時07分 全面通行止 全面通行止 － 電線 未定 有

96 日田鹿本線 日田市中津江村合瀬 9月19日 7時10分 全面通行止 9月19日 14時20分 解除 － 倒木 50m 未定 有

97 田野庄内線 玖珠郡九重町大字田野 9月19日 7時00分 全面通行止 9月19日 10時00分 解除 有 倒木 10m 有



98 大鶴熊取線 日田市山田 9月19日 7時10分 全面通行止 9月19日 7時30分 解除 有 倒木 30m 有

99 豊後高田国東線 豊後高田市加礼川 9月19日 7時10分 片側交互通行 9月19日 8時40分 解除 有 倒木 10m

100 落合斎藤線 中津市本耶馬渓町西谷 9月19日 7時10分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定
最後の集
落より先

101 国道387号 玖珠郡玖珠町大字日出生 9月19日 7時10分 全面通行止 9月19日 9時40分 解除 有 倒木 10m

102 別府一の宮線 由布市湯布院町川西 9月19日 7時20分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定

103 緒方高千穂線 豊後大野市緒方町徳田 9月19日 7時30分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 100m 未定

104 国道212号 中津市耶馬溪町大字大島 9月19日 7時40分 全面通行止 9月19日 12時00分 解除 有 倒木 有

105 糸原杵築線 大分県杵築市大内 9月19日 7時40分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

106 山香国見線 大分県杵築市大田波多方 9月19日 7時40分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 20m 未定 有

107 俣水一畑線 大分県杵築市大田小野 9月19日 7時40分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

108 飯田高原中村線 玖珠郡九重町湯坪 9月19日 7時40分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定

109 飯田高原中村線 玖珠郡九重町大字湯坪 9月19日 7時40分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定

110 竹田直入線 竹田市久住町大字新屋敷 9月19日 7時50分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 20m 未定

111 別府山香線 大分県日出町 9月19日 8時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

112 三重弥生線 大分県佐伯市本匠大字因尾５８７ 9月19日 6時40分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 10m 未定 有

113 神原玉来線 竹田市大字田井 9月19日 8時10分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 20m 未定 有

114 川登臼杵線 臼杵市乙見下店１７３８－４ 9月19日 7時00分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 未定 有

115 三重弥生線 大分県佐伯市本匠大字波寄２１５０ 9月19日 6時50分 全面通行止 全面通行止 － 土砂流出 30m 未定

116 落合斉藤線 宇佐市院内町定別当 9月19日 7時30分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 30m 未定 有

117 竹田直入線 竹田市大字植木 9月19日 6時20分 全面通行止 全面通行止 － 倒木 20m 未定 有

118 国道213号 国東市国東町深江 9月19日 8時30分 片側交互通行 9月19日 10時40分 解除 有 倒木 300m

119 国道388号 佐伯市蒲江大字竹野浦河内 9月19日 6時50分 全面通行止 片側交互通行 有 路肩崩壊 70ｍ 未定

120 鳥越湯布院線 宇佐市安心院町筌ノ口 9月19日 6時50分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 30m 未定 有

121 円座中津線 宇佐市 9月19日 7時20分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 30m 未定 有

122 日之影宇目線 佐伯市宇目大字木浦内 9月19日 7時55分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 10m 未定 有

123 日之影宇目線 佐伯市宇目大字木浦鉱山 9月19日 7時55分 全面通行止 全面通行止 有 占用物件支障 30m 未定 有

124 長良木立線 佐伯市津志河内 9月19日 7時00分 全面通行止 全面通行止 有 占用物件支障 10m 未定 有

125 野津宇目線 臼杵市野津町大字白岩 9月19日 9時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 未定 有

126 下恵良九重線 宇佐市 9月19日 9時00分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 50m 未定 有

127 文殊山浜線 国東市国東町岩戸寺 9月19日 9時30分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 4,700m 未定 有

128 小畑日田線 日田市前津江町柚木 9月19日 9時30分 片側交互通行 9月19日 10時00分 解除 有 倒木 100m

129 別府一の宮線 玖珠郡九重町野上 9月19日 7時40分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 10m 未定

130 三重弥生線 佐伯市本匠大字因尾 9月19日 6時40分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 10m 未定 有

131 国道442号 大分市廻栖野 9月18日 23時30分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 500m 未定 有

132 臼杵坂ノ市線 大分市 9月18日 22時30分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 未定 有

133 新城山香線 豊後高田市梅木 9月19日 9時20分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 10m 未定 有

134 臼杵大南線 大分市 9月19日 9時20分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 2,700m 未定 有

135 神原玉来線 竹田市神原 9月19日 10時00分 全面通行止 全面通行止 有 占用物件支障 10m 未定 有

136 鯛生菊池線 日田市中津江村合瀬 9月19日 9時00分 全面通行止 9月19日 10時10分 解除 有 倒木 50m

137 赤木吹原佐伯線 佐伯市長谷 9月19日 10時30分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 60m 未定

138 宝珠山日田線 日田市鶴河内 9月19日 8時50分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 50m 未定 有

139 川登臼杵線 臼杵市乙見 9月19日 11時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 2,000m 未定 有

140 安心院湯布院線 宇佐市安心院町寒水 9月19日 9時40分 片側交互通行 片側交互通行 有 路肩崩壊 50m 未定

141 山香国見線 豊後高田市加礼川 9月19日 11時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 10m 未定 有

142 佐田山香線 杵築市 9月19日 11時00分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 未定

143 国道500号 中津市本耶馬渓町東谷 9月19日 12時10分 全面通行止 全面通行止 有 法面崩壊 未定

144 国道500号 中津市本耶馬渓町東谷 9月19日 12時10分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 未定

145 糸原杵築線 杵築市大内 9月19日 8時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 未定

146 国道213号 杵築市相原 9月18日 13時20分 全面通行止 9月19日 13時20分 解除 有 倒木

147 山香院内線 宇佐市安心院町久井田 9月18日 17時40分 片側交互通行 9月18日 18時10分 解除 有 倒木 30m 有

148 別府一の宮線 別府市南立石 9月18日 17時30分 片側交互通行 片側交互通行 有 道路冠水 未定

149 国道442号 豊後大野市朝地町梨小 9月18日 19時00分 全面通行止 9月19日 14時00分 解除 有 事前通行規制 3,200m 有

150 白丹竹田線 竹田市刈小野 9月18日 19時00分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 10m 未定



151 臼杵津久見線 津久見市徳浦 9月18日 19時00分 全面通行止 全面通行止 有 事前通行規制 9,200m 未定 有

152 山香国見線 杵築市山香町大字小武 9月19日 4時30分 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 100m 未定

153 国道442号 大分市廻栖野 片側交互通行 片側交互通行 有 倒木 未定

154 弓立上戸次線 大分市河原内 9月19日 8時10分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 8,600m 未定 有

155 中津留轟牧口停車場線 豊後大野市清川町大白谷 9月19日 9時20分 全面通行止 全面通行止 有 土砂流出 100m 未定 有

156 別府一の宮線 由布市 9月19日 9時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 5,000ｍ 未定 有

157 新城山香線 豊後高田市田染池部 9月19日 9時20分 全面通行止 9月19日 12時00分 解除 有 倒木 10m 有

158 田野庄内線 由布市阿蘇野 9月19日 9時20分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 13,000m 未定 有

159 宇佐本耶馬渓線 宇佐市山口 9月19日 9時40分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 30m 未定 有

160 湛水挟間線 由布市挾間町谷 9月19日 9時50分 片側交互通行 片側交互通行 有 土砂流出 100m 未定

161 国道388号 佐伯市蒲江大字丸市尾浦 9月19日 12時30分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 5,000m 未定 有

162 地蔵峠小田原線 豊後高田市小田原 9月19日 13時00分 片側交互通行 9月19日 14時20分 解除 有 倒木 10m 未定

163 三重弥生線 豊後大野市三重町松尾 9月19日 11時00分 全面通行止 全面通行止 有 倒木 20m 未定


