
警報・注意報発表状況を掲載しています。
青森県（青森地方気象台発表）

警報 注意報

雷，濃霧
東青津軽全域、北五津軽全域、黒石市、十和田市、むつ市、平川市、藤崎町、大鰐町、
田舎館村、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、大間町、風間浦村、佐井村、
三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

大雨，雷，濃霧 西津軽全域、弘前市、西目屋村

雷，高潮，濃霧 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、階上町

雷，濃霧
東青津軽全域、黒石市、十和田市、むつ市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、
板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、大間町、
風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

大雨，雷，濃霧 弘前市、五所川原市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村

雷，高潮，濃霧 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、階上町

大雨，雷，洪水，濃霧 つがる市

雷，濃霧
東青津軽全域、下北全域、三八全域、上北全域、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、
田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町

大雨，雷，濃霧 西津軽全域、弘前市、五所川原市、西目屋村

 9/1  10:25  9/1  15:17 大雨 西津軽全域、五所川原市、西目屋村

 9/2   2:52  9/2  10:20 大雨 西津軽全域、五所川原市

 9/5  16:28 (切替) 雷，濃霧 青森県全域

 9/6  10:18 (切替) 雷 青森県全域

雷，濃霧 西津軽全域、下北全域、五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町

雷 中南津軽全域、三八全域、上北全域、青森市、平内町、蓬田村、板柳町、鶴田町

 9/6  22:34 (切替) 濃霧 西津軽全域、下北全域、五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町

濃霧 西津軽全域、五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町

雷，濃霧 下北全域

 9/7   3:09 (切替) 濃霧
西津軽全域、下北全域、八戸市、五所川原市、三沢市、今別町、外ヶ浜町、中泊町、
六ヶ所村、おいらせ町、階上町

 9/7   5:09 (切替) 濃霧 東青津軽全域、西津軽全域、下北全域、三八全域、上北全域、五所川原市、中泊町

 9/7  10:21 (切替) 濃霧 下北全域、八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町

 9/7  16:29 (切替) 濃霧 青森県全域

 9/8  10:27 (切替) 濃霧 下北全域、八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町

 9/8  16:39 (切替) 濃霧 青森県全域

 9/9   4:19 (切替) 雷，濃霧 青森県全域

 9/9  10:05 (切替) 雷 青森県全域

あおぞら彩時記　【９月の警報・注意報発表状況　令和元年（2019年）】

発表日時
種類

地域解除日時

(8/31から継続)

 9/1   1:18

 9/1   4:51

 9/6  19:23

 9/6  23:42

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

青森県の警報・注意報発表地域区分
市町村をまとめた地域

青森県 東青津軽 青森市
平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町

北五津軽 五所川原市
板柳町、鶴田町、中泊町

西津軽 つがる市
鯵ヶ沢町、深浦町

中南津軽 弘前市、黒石市、平川市
藤崎町、大鰐町
田舎館村、西目屋村

下北 むつ市
東通村、風間浦村、大間町、佐井村

三八 八戸市、三沢市
六戸町、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町
新郷村

上北 十和田市
野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村

市町村
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 9/9  19:46  9/10 10:27 濃霧 青森県全域

 9/11 10:22 (切替) 濃霧 青森県全域

強風，濃霧 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域、三八全域、上北全域

洪水，濃霧 むつ市、東通村

濃霧 大間町、風間浦村、佐井村

濃霧 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域、下北全域

強風，濃霧 三八全域、上北全域

 9/11 19:40 (切替) 濃霧 青森県全域

 9/12  5:11  9/12 10:12 雷，濃霧 青森県全域

 9/13  5:38  9/13 10:15 濃霧 青森県全域

濃霧
東青津軽全域、下北全域、五所川原市、十和田市、中泊町、野辺地町、七戸町、
六戸町、横浜町、東北町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

高潮，濃霧 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町

 9/16  5:45 (切替) 濃霧 東青津軽全域、下北全域、三八全域、上北全域、五所川原市、中泊町

濃霧
東青津軽全域、下北全域、五所川原市、十和田市、中泊町、野辺地町、七戸町、
六戸町、横浜町、東北町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

高潮，濃霧 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町

濃霧
東青津軽全域、五所川原市、十和田市、むつ市、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、
横浜町、東北町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、
新郷村

波浪，高潮，濃霧 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町

高潮，濃霧 東通村

濃霧
東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域、十和田市、野辺地町、
七戸町、六戸町、横浜町、東北町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

波浪，高潮，濃霧 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、階上町

波浪，濃霧 むつ市、大間町、風間浦村、佐井村

波浪，高潮 八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、階上町

波浪 むつ市、大間町、風間浦村、佐井村

 9/17  6:31  9/17 10:41 波浪 下北全域、八戸市、三沢市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町

 9/18 16:25 (切替) 雷 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域、下北全域

 9/18 20:26 (切替) 雷 青森県全域

強風，波浪 東青津軽全域、西津軽全域、下北全域、五所川原市、中泊町、野辺地町、横浜町

強風 中南津軽全域、三八全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、東北町、六ヶ所村

雷，波浪 西津軽全域

雷 中南津軽全域、三八全域、上北全域、青森市、平内町、蓬田村、板柳町、鶴田町

雷，強風，波浪 下北全域、五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町

 9/19 22:29 (切替) 波浪 西津軽全域、五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町

 9/11 16:02

 9/11 17:42

 9/15 16:31

 9/16 10:19

 9/16 15:50

 9/16 18:25

 9/17  4:53

 9/18 23:14

 9/19 16:48

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)
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乾燥 東青津軽全域、中南津軽全域、下北全域、三八全域、上北全域、板柳町、鶴田町

波浪，乾燥 西津軽全域、五所川原市、中泊町

 9/20 10:33 (切替) 乾燥 青森県全域

 9/20 16:27  9/21 16:27 乾燥 青森県全域

強風，波浪
東青津軽全域、西津軽全域、下北全域、八戸市、五所川原市、三沢市、中泊町、
六ヶ所村、おいらせ町、階上町

強風 中南津軽全域、板柳町、鶴田町

波浪 野辺地町、横浜町

強風，波浪，濃霧
東青津軽全域、西津軽全域、下北全域、八戸市、五所川原市、三沢市、中泊町、
六ヶ所村、おいらせ町、階上町

強風，濃霧 中南津軽全域、板柳町、鶴田町

濃霧 十和田市、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

波浪，濃霧 野辺地町、横浜町

強風，波浪，濃霧
東青津軽全域、西津軽全域、下北全域、五所川原市、三沢市、中泊町、六ヶ所村、
おいらせ町、階上町

強風，濃霧 中南津軽全域、板柳町、鶴田町

強風，波浪，洪水，濃霧 八戸市

濃霧 十和田市、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

波浪，濃霧 野辺地町、横浜町

強風，波浪，高潮，濃霧
西津軽全域、青森市、五所川原市、むつ市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町、
野辺地町、横浜町、佐井村

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、階上町

強風，波浪，高潮，濃霧
西津軽全域、青森市、五所川原市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町、野辺地町、
横浜町

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、六ヶ所村、おいらせ町、風間浦村、階上町

強風，波浪，洪水，高潮，
濃霧

むつ市

大雨，強風，波浪，濃霧 大間町

強風，波浪，洪水，濃霧 東通村

大雨，強風，波浪，高潮，
濃霧

佐井村

強風，波浪，高潮，濃霧
西津軽全域、青森市、五所川原市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町、野辺地町、
横浜町

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、おいらせ町、風間浦村、階上町

大雨，強風，波浪，洪水，
高潮，濃霧

むつ市

大雨，強風，波浪，濃霧 六ヶ所村、大間町

大雨，強風，波浪，洪水，
濃霧

東通村

大雨，強風，波浪，高潮，
濃霧

佐井村

 9/20  4:18

 9/22 22:14

 9/23  4:27

 9/23  7:51

 9/23 10:25

 9/23 14:08

 9/23 14:40

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)
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強風，波浪，高潮，濃霧
西津軽全域、青森市、五所川原市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町、野辺地町、
横浜町

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、おいらせ町、階上町

大雨，強風，波浪，洪水，
高潮，濃霧

むつ市、佐井村

大雨，強風，波浪，洪水，
濃霧

六ヶ所村、東通村

大雨，強風，波浪，濃霧 大間町、風間浦村

強風，波浪，高潮，濃霧
西津軽全域、青森市、五所川原市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町、野辺地町、
横浜町

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、六ヶ所村、おいらせ町、風間浦村、階上町

大雨，強風，波浪，高潮，
濃霧

むつ市、佐井村

大雨，強風，波浪，濃霧 大間町

強風，波浪，洪水，濃霧 東通村

強風，波浪，高潮，濃霧
西津軽全域、青森市、五所川原市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町、野辺地町、
横浜町

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、六ヶ所村、おいらせ町、風間浦村、階上町

大雨，強風，波浪，高潮，
濃霧

むつ市、佐井村

大雨，強風，波浪，濃霧 大間町

強風，波浪，洪水，濃霧 東通村

強風，波浪，高潮，濃霧 西津軽全域、青森市、五所川原市、平内町、蓬田村、中泊町、野辺地町、横浜町

強風，濃霧
中南津軽全域、十和田市、板柳町、鶴田町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、
五戸町、田子町、南部町、新郷村

強風，波浪，濃霧 八戸市、三沢市、今別町、六ヶ所村、おいらせ町、風間浦村、階上町

大雨，強風，波浪，高潮，
濃霧

むつ市、外ヶ浜町、佐井村

大雨，強風，波浪，濃霧 大間町

強風，波浪，洪水，濃霧 東通村

波浪 西津軽全域、五所川原市、中泊町

強風 三八全域

 9/24  7:49  9/24 16:22 強風 三八全域

 9/26  4:35 (切替) 乾燥 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域、三八全域、上北全域

 9/27  4:18 (切替) 乾燥 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域、三八全域、上北全域

 9/27 21:07 (切替) 乾燥 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域

濃霧，乾燥 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域

濃霧 下北全域、三八全域、上北全域

 9/28 10:19 (切替) 乾燥 東青津軽全域、北五津軽全域、西津軽全域、中南津軽全域

 9/23 16:05

 9/23 18:55

 9/23 22:20

 9/24  1:13

 9/24  4:26

 9/28  2:07

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)

(切替)
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 9/28 19:30 (切替) 雷，濃霧 青森県全域

 9/29  5:07 (切替) 雷，濃霧 青森県全域

雷，濃霧 西津軽全域、下北全域、五所川原市、今別町、外ヶ浜町、中泊町

雷 中南津軽全域、三八全域、上北全域、青森市、平内町、蓬田村、板柳町、鶴田町

 9/29 16:19  9/30 10:24 濃霧 青森県全域

 9/30 22:42 10/1  10:09 濃霧 青森県全域

 9/29 10:17 (切替)
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