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警報･注意報発表状況 

注１ 解除日時欄に「(切替)」がある場合は、次の行の警報･注意報への切り替えを示します。 

注２ 「大阪府の気象」では、平成 23 年 1 月より、市町村ごとの名称で掲載しています。

なお、市町村をまとめた地域全域に警報・注意報が発表された場合には、下記左の名

称を使って掲載します。 

    

大阪府全域: 府内全市町村 

北大阪全域: 豊中市､池田市､吹田市､高槻市､茨木市､箕面市､摂津市､島本町､豊能町、能勢町 

東部大阪全域: 守口市､枚方市､八尾市､寝屋川市､大東市､柏原市､門真市､東大阪市、 

四條畷市､交野市  

南河内全域: 富田林市､河内長野市､松原市､羽曳野市､藤井寺市､大阪狭山市､太子町、河南町、 

千早赤阪村 

泉州全域: 堺市､岸和田市､泉大津市､貝塚市､泉佐野市､和泉市､高石市､泉南市、阪南市､ 

忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 

 

 

警報･注意報発表状況（1/6） 

地域 
種類 

発表日時 解除日時 
注意報 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪 

 3/2  10:37 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

雷，強風，波浪 

 3/2  18:34 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
雷，強風 
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警報･注意報発表状況（2/6） 

地域 
種類 

発表日時 解除日時 
注意報 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪 

 3/2  21:15  3/3   3:23 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風 

大阪府全域 乾燥  3/4   7:15 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/5   7:15  3/6  12:37 

大阪府全域 雷  3/7  14:20  3/7  20:47 

大阪府全域 乾燥  3/8   8:17 (切替) 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥 

 3/9   4:38 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥 

大阪府全域 乾燥  3/10  2:10 (切替) 

大阪府全域 乾燥，霜  3/10 10:18 (切替) 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥，

霜 
 3/11  4:10 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥，霜 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥 

 3/11  7:05 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥 
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警報･注意報発表状況（3/6） 

地域 
種類 

発表日時 解除日時 
注意報 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥，

霜 
 3/11 10:23 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥，霜 

大阪府全域 乾燥，霜  3/11 18:43 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/12  7:10 (切替) 

大阪市 乾燥 

 3/12 10:09 (切替) 北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、泉州全域 
乾燥，霜 

大阪府全域 乾燥  3/13  7:02  3/13 20:16 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪 

 3/15 15:57 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥 

 3/16  7:31 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥，

霜 
 3/16 10:18 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥，霜 
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警報･注意報発表状況（4/6） 

地域 
種類 

発表日時 解除日時 
注意報 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

風雪，雷，波浪，霜

 3/16 11:42 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
風雪，雷，霜 

大阪府全域 霜  3/16 22:08 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/17  7:07 (切替) 

大阪府全域 乾燥，霜  3/17 10:12 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/18  6:55 (切替) 

大阪市 乾燥 

 3/18 10:15 (切替) 北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、泉州全域 
乾燥，霜 

大阪府全域 乾燥  3/19  7:16  3/19 20:00 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

強風，波浪 

 3/20  4:28 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
強風 

大阪市、堺市、岸和田市、 

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

田尻町、岬町 

雷，強風，波浪 

 3/20 20:50 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、 

南河内全域、和泉市、熊取町 
雷，強風 

大阪府全域 雷  3/21  2:50  3/21  8:01 
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警報･注意報発表状況（5/6） 

地域 
種類 

発表日時 解除日時 
注意報 

大阪市 強風，波浪 

 3/22 10:16 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、南河内

全域、和泉市、熊取町 
強風，霜 

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、

泉佐野市、高石市、泉南市、阪南市、

忠岡町、田尻町、岬町 

強風，波浪，霜 

北大阪全域、東部大阪全域、南河内

全域、泉州全域 
霜  3/22 22:49 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/23  7:22 (切替) 

大阪府全域 乾燥，霜  3/23 10:10 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/24  7:00 (切替) 

大阪府全域 乾燥，霜  3/24 10:10 (切替) 

大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、

貝塚市、泉佐野市、高石市、泉南市、

阪南市、忠岡町、田尻町、岬町 

雷，強風，波浪， 

乾燥 
 3/25  7:10 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、南河内

全域、和泉市、熊取町 
雷，強風，乾燥 

大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、

貝塚市、泉佐野市、高石市、泉南市、

阪南市、忠岡町、田尻町、岬町 

強風，波浪，乾燥 

 3/25 16:02 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域、南河内

全域、和泉市、熊取町 
強風，乾燥 

大阪府全域 乾燥  3/26  4:14 (切替) 

大阪府全域 乾燥，霜  3/26 10:06 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/27  7:07 (切替) 

大阪府全域 乾燥，霜  3/27 10:10 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/28  7:13 (切替) 
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警報･注意報発表状況（6/6） 

地域 
種類 

発表日時 解除日時 
注意報 

大阪市、南河内全域、泉州全域 乾燥 
 3/28 10:10 (切替) 

北大阪全域、東部大阪全域 乾燥，霜 

大阪府全域 乾燥  3/29  7:43 (切替) 

大阪府全域 雷，乾燥  3/29 10:15 (切替) 

大阪府全域 雷  3/29 20:15 (切替) 

大阪府全域 乾燥  3/30  4:10 (切替) 

大阪市 乾燥 

 3/30 10:07 (切替) 北大阪全域、東部大阪全域、南河内

全域、泉州全域 
乾燥，霜 

大阪府全域 乾燥  3/31  7:40 (切替) 

大阪市、南河内全域、泉州全域 乾燥 
 3/31 10:09 (4/1 へ継続) 

北大阪全域、東部大阪全域 乾燥，霜 

 


