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１．天気概況と社会的な影響

■天気概況

４月５日２１時、東シナ海で発生した低気圧が日本海を急速に発達しながら北東進した。ま

た、６日3時に沖縄付近の前線上に発生した別の低気圧が本州の南岸を発達しながら北東進し、

７日は三陸沖を北上した。これらの低気圧は７日夜から８日未明にかけて北海道の太平洋側で

ひとつにまとまり中心の気圧は９７０hPaまで発達して８日夜には千島近海に達した。この低

気圧の影響により、太平洋側を中心に大雨となり雪解けが進むとともに、北海道の広い範囲で

暴風となり、海は大しけとなった。

７日から８日にかけて、２４時間降水量は、宇登呂で８日に１４６．０ミリ、日最大風速は、

納沙布で７日に東の風２２．６メートルなど、北海道各地で４月として１位の値を更新した他、

日最大瞬間風速は、宇登呂で７日に東の風４１．６メートルなどで統計開始以来の極値を更新

した。

■社会的な影響

暴風により、重傷１名（浜頓別町）、軽症２名（共和町、根室市）、大雨と融雪による影響

を含めて北海道各地で住家被害１２８件（床上浸水６件、床下浸水４９件、屋根等一部損壊７

３件）、非住家被害７１件（床下浸水９件、屋根等一部損壊６２件）の災害が発生し、国道２

３０号の中山峠などでは土砂崩れも発生した。釧路町では別保川の水位上昇で「避難判断水

位」に達したため１７０世帯３７６人に、標茶町でも道路冠水により１世帯２名に対して避難

勧告を出した。釧路町では冠水により自力脱出できない住民救助のため自衛隊に災害派遣を要

請した。

交通機関では、７日から８日にかけて、JR北海道で２４９本が運休した他、新千歳空港など

道内を発着する４７便や、道内を発着するフェリーの欠航もあった。また、中山峠を含む国道

６路線、８区間、道道１８路線、２１区間が通行止めとなった。また、宇登呂地区９２３戸の

他、北海道各地で停電があった。

北海道、北海道新聞、調べ（４月８日）



２．地上天気図と気象衛星赤外画像及びレーダーエコー図
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mm/h



３．アメダスによる観測

順位

市町村等をま

とめた地域

降水量合計

(mm)

1 伊達市大滝 ｵｵﾀｷ 胆振西部 173.5

2 斜里町宇登呂 ｳﾄﾛ 網走東部 167.5

3 標津町北２条 ｼﾍﾞﾂ 根室北部 149.5

4 厚岸町太田 ｵｵﾀ 釧路南東部 147.5

5 登別市カルルス ｶﾙﾙｽ 胆振中部 137.5

6 標津町糸櫛別 ｲﾄｸｼﾍﾞﾂ 根室北部 133.0

7 浜中町茶内 ﾁｬﾅｲｹﾞﾝﾔ 釧路南東部 132.0

8 標茶町塘路 ﾄｳﾛ 釧路中部 130.5

9 中標津町桜ヶ丘 ﾅｶｼﾍﾞﾂ 根室北部 129.0

10 羅臼 ﾗｳｽ 根室北部 127.5

11 別海 ﾍﾞﾂｶｲ 根室中部 126.0

12 白老町森野 ﾓﾘﾉ 胆振中部 125.5

13 鶴居 ﾂﾙｲ 釧路中部 115.0

14 広尾 ﾋﾛｵ 十勝南部 114.5

15 釧路市幸町 ｸｼﾛ 釧路南西部 109.5

16 標茶町開運 ｼﾍﾞﾁｬ 釧路中部 108.5

17 釧路市阿寒町中央 ｱｶﾝ 釧路中部 107.5

18 釧路市阿寒町中徹別 ﾅｶﾃｼﾍﾞﾂ 釧路中部 107.0

19 釧路町知方学 ﾁｯﾎﾟﾏﾅｲ 釧路南西部 104.0

20 美瑛町白金 ｼﾛｶﾞﾈ 上川中部 100.5

21 えりも町目黒 ﾒｸﾞﾛ 日高東部 100.5

22 浜中町榊町 ｻｶｷﾏﾁ 釧路南東部 95.5

23 千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 94.5

24 中標津町上標津 ｶﾐｼﾍﾞﾂ 根室北部 92.0

25 釧路市音別町二俣 ﾌﾀﾏﾀ 釧路南西部 92.0

26 浦河町中杵臼 ﾅｶｷﾈｳｽ 日高東部 91.5

27 釧路市阿寒湖畔 ｱｶﾝｺﾊﾝ 釧路中部 88.5

28 中札内村上札内 ｶﾐｻﾂﾅｲ 十勝南部 86.5

29 函館市川汲 ｶｯｸﾐ 渡島東部 86.0

30 知内 ｼﾘｳﾁ 渡島西部 86.0

地点名

■上位３０地点■分布図

（１）積算降水量（４月６日１５時～８日２４時）

単位：mm



■上位３０地点■分布図

（２）最大風速（４月６日～８日）

順位

市町村等をま

とめた地域

風向

(16方位)

最大風速

(m/s)

起時(JST)

1 えりも岬 ｴﾘﾓﾐｻｷ 日高東部 西 32.1 2013/4/8 7:34

2 根室市納沙布 ﾉｻｯﾌﾟ 根室南部 東 22.6 2013/4/7 12:02

3 浦河町潮見町 ｳﾗｶﾜ 日高東部 東南東 21.2 2013/4/7 7:05

4 斜里町以久科 ｼｬﾘ 網走東部 南東 20.7 2013/4/7 13:17

5 稚内市宗谷岬 ｿｳﾔﾐｻｷ 宗谷北部 東南東 20.5 2013/4/7 16:08

6 根室市弥栄町 ﾈﾑﾛ 根室南部 東南東 20.4 2013/4/7 14:10

7 奥尻空港 ﾖﾈｵｶ 檜山奥尻島 北西 20.2 2013/4/8 4:25

8 江差 ｴｻｼ 檜山南部 北西 19.9 2013/4/8 5:22

9 稚内空港 ｺｴﾄｲ 宗谷北部 東南東 18.9 2013/4/7 16:24

10 猿払村浜鬼志別 ﾊﾏｵﾆｼﾍﾞﾂ 宗谷北部 東南東 18.9 2013/4/7 15:58

11 函館空港 ﾀｶﾏﾂ 渡島東部 東南東 18.9 2013/4/7 5:05

12 奥尻町稲穂 ｵｸｼﾘ 檜山奥尻島 北西 18.7 2013/4/8 4:40

13 弟子屈 ﾃｼｶｶﾞ 釧路北部 東 17.6 2013/4/7 11:47

14 倶知安 ｸｯﾁｬﾝ 羊蹄山麓 南東 17.2 2013/4/7 1:56

15 羅臼 ﾗｳｽ 根室北部 北西 16.7 2013/4/8 14:37

16 伊達市梅本町 ﾀﾞﾃ 胆振西部 東南東 16.7 2013/4/7 7:00

17 釧路市幸町 ｸｼﾛ 釧路南西部 東北東 16.6 2013/4/7 10:24

18 新千歳空港 ﾁﾄｾ 石狩南部 南南東 16.5 2013/4/7 2:57

19 浜中町榊町 ｻｶｷﾏﾁ 釧路南東部 東 16.5 2013/4/7 12:55

20 石狩市浜益 ﾊﾏﾏｽ 石狩北部 西北西 16.4 2013/4/8 14:50

21 寿都 ｽｯﾂ 後志西部 南南東 16.2 2013/4/7 5:04

22 松前 ﾏﾂﾏｴ 渡島西部 西北西 16.2 2013/4/8 4:21

23 湧別 ﾕｳﾍﾞﾂ 紋別南部 南東 16.0 2013/4/7 11:00

24 函館市美原 ﾊｺﾀﾞﾃ 渡島東部 東南東 16.0 2013/4/7 3:17

25 せたな町瀬棚 ｾﾀﾅ 檜山北部 北西 15.9 2013/4/8 5:11

26 増毛 ﾏｼｹ 留萌南部 西 15.7 2013/4/8 15:40

27 上川町栄町 ｶﾐｶﾜ 上川中部 東北東 15.5 2013/4/7 12:12

28 小清水 ｺｼﾐｽﾞ 網走東部 南東 15.3 2013/4/7 11:43

29 留萌市大町 ﾙﾓｲ 留萌南部 西 15.1 2013/4/8 16:08

30 室蘭 ﾑﾛﾗﾝ 胆振中部 北西 15.1 2013/4/8 7:16

地点名

単位：m/s

ペナント＝10m/s

長い矢羽＝2m/s

短い矢羽＝1m/s

西西西西のののの風風風風13m/s13m/s13m/s13m/s



■分布図

（３）最大瞬間風速（４月６日～８日）

順位

市町村等をま

とめた地域

風向

(16方位)

最大瞬間

風速(m/s)

起時(JST)

1 斜里町宇登呂 ｳﾄﾛ 網走東部 東 41.6 2013/4/7 13:12

2 えりも岬 ｴﾘﾓﾐｻｷ 日高東部 西 39.4 2013/4/8 7:32

3 斜里町以久科 ｼｬﾘ 網走東部 東南東 37.9 2013/4/7 12:52

4 倶知安 ｸｯﾁｬﾝ 羊蹄山麓 南南東 34.2 2013/4/7 2:45

5 羅臼 ﾗｳｽ 根室北部 北北西 33.8 2013/4/8 15:46

6 真狩 ﾏｯｶﾘ 羊蹄山麓 南 32.7 2013/4/7 7:49

7 根室市弥栄町 ﾈﾑﾛ 根室南部 東南東 32.4 2013/4/7 16:24

8 浦河町潮見町 ｳﾗｶﾜ 日高東部 東 32.1 2013/4/7 7:01

9 伊達市梅本町 ﾀﾞﾃ 胆振西部 南東 30.8 2013/4/7 3:39

10 釧路町知方学 ﾁｯﾎﾟﾏﾅｲ 釧路南西部 北東 29.9 2013/4/7 11:11

11 根室市納沙布 ﾉｻｯﾌﾟ 根室南部 東南東 28.6 2013/4/7 12:22

12 弟子屈町川湯 ｶﾜﾕ 釧路北部 東 28.3 2013/4/7 12:24

13 函館空港 ﾀｶﾏﾂ 渡島東部 東 28.3 2013/4/7 7:34

14 稚内市宗谷岬 ｿｳﾔﾐｻｷ 宗谷北部 東南東 27.3 2013/4/7 12:45

15 共和 ｷｮｳﾜ 後志西部 南東 27.3 2013/4/7 8:08

16 奥尻空港 ﾖﾈｵｶ 檜山奥尻島 北西 27.3 2013/4/8 3:46

17 富良野市麓郷 ﾛｸｺﾞｳ 上川南部 東南東 27.1 2013/4/7 8:53

18 鹿追町緑町 ｼｶｵｲ 十勝北部 西北西 27.1 2013/4/8 18:46

19 上川町栄町 ｶﾐｶﾜ 上川中部 東南東 27.0 2013/4/7 10:09

20 弟子屈 ﾃｼｶｶﾞ 釧路北部 東南東 26.9 2013/4/7 11:09

21 伊達市大滝 ｵｵﾀｷ 胆振西部 東北東 26.9 2013/4/7 4:03

22 稚内空港 ｺｴﾄｲ 宗谷北部 東 26.7 2013/4/7 14:49

23 寿都 ｽｯﾂ 後志西部 南東 26.3 2013/4/7 5:01

24 神恵内 ｶﾓｴﾅｲ 後志西部 東南東 25.6 2013/4/7 8:43

25 松前 ﾏﾂﾏｴ 渡島西部 西北西 25.6 2013/4/8 4:21

26 江差 ｴｻｼ 檜山南部 北西 25.5 2013/4/8 5:19

27 豊浦町大岸 ｵｵｷｼ 胆振西部 南南東 25.3 2013/4/7 2:58

28 むかわ町鵡川 ﾑｶﾜ 胆振東部 南東 25.3 2013/4/7 6:03

29 網走市 ｱﾊﾞｼﾘ 網走西部 東南東 25.2 2013/4/7 13:27

30 釧路市幸町 ｸｼﾛ 釧路南西部 東 25.2 2013/4/7 9:43

地点名

■上位３０地点

単位：m/s

ペナント＝10m/s

長い矢羽＝2m/s

短い矢羽＝1m/s

西西西西のののの風風風風13m/s13m/s13m/s13m/s



６日２１時 ７日０９時 ７日２１時

4．沿岸波浪実況図（４月６日21時～８日０９時までの12時間毎）

●波の高さを等波高線で示しています。

●等波高線は、1メートルごとの実線と0.5メートルごとの破線（4メートル未満の領域の

み）を表示しています。

●波の高さは「有義波高」で示しています。

●実際の波には、有義波よりも高い波が含まれているので注意が必要です。

●「有義波高」の解説は次のURLで確認することができます。

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/wave/comment/term/yuugi.html

●オホーツク海から国後水道付近は、海氷に覆われています。

８日０９時



5．極値を更新した観測所

■観測史上１位を更新（４月７日）

■４月の１位の値を更新（４月７、８日）

m/s 風向 起時 m/s 風向 年月日

北海道 上川地方 上川 15.5 東北東 4月7日　12時12分 15.2 東 2012/12/6 1977年

北海道 上川地方 麓郷 13.5 東南東 4月7日　11時39分 12.3 南南西 2010/3/21 1978年

北海道 十勝地方 更別 14.2 東 4月7日　09時29分 13.0 欠測 1981/8/23 1977年

日最大風速・風向

都道府県 観測所

更新した値 これまでの1位の値 統計開始

年

備考

m/s 風向 時分 m/s 風向 年月日

北海道 上川地方 上川 15.5 東北東 4月7日　12時12分 13.0 東 2006/4/16 1978年

北海道 上川地方 麓郷 13.5 東南東 4月7日　11時39分 11.4 東南東 2010/4/28 1979年

北海道 網走・北見・紋別地方 湧別 16.0 南東 4月7日　11時00分 16.0 西 1978/4/17 1978年 [タイ記録]

北海道 網走・北見・紋別地方 白滝 12.6 南南東 4月7日　06時54分 11.9 南 2012/4/27 1993年

北海道 網走・北見・紋別地方 小清水 15.3 南東 4月7日　11時43分 15.3 南 2010/4/13 1978年 [タイ記録]

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 20.7 南東 4月7日　13時17分 17.3 南南西 2012/4/4 1978年

北海道 根室地方 納沙布 22.6 東 4月7日　12時02分 21.7 東北東 2009/4/26 1978年

北海道 十勝地方 更別 14.2 東 4月7日　09時29分 10.0 北北西 1978/4/26 1978年

北海道 十勝地方 芽室 11.6 西北西 4月8日　18時19分 10.7 南南西 2010/4/30 1978年

北海道 胆振地方 大滝 9.1 東南東 4月7日　07時24分 9.0 南西 1990/4/9 1978年

北海道 日高地方 静内 12.6 東南東 4月7日　06時20分 12.2 東南東 2010/4/29 1978年

北海道 渡島地方 北斗 14.3 南東 4月7日　02時59分 12.3 南東 2010/4/28 1978年

北海道 渡島地方 高松 18.9 東南東 4月7日　05時05分 17.2 西 2010/4/14 2003年

日最大風速・風向

都道府県 観測所

更新した値 これまでの1位の値 統計開始

年

備考

m/s 風向 起時 m/s 風向 起日

北海道 後志地方 倶知安* 34.2 南南東 4月7日　02時45分 30.4 南東 1959/4/23 1952年

日最大瞬間風速・風向

都道府県 観測所

更新した値 これまでの1位の値 統計開始

年

備考

注：「) 」付きの値は欠測を含む。「] 」付きの値は一定の割合以上の欠測を含む。

注：観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10年目以降の観測所のみ記述した。

注：データを集計する観測所には「アメダス」と「気象官署」の2種類があります。気象官署には「稚内*」のように地点名に「*」をつけて区別しています。

注：日最深積雪については昨冬までの3月としての1位の値と比較し、それ以上の値が観測された場合に表示します。



■４月の１位の値を更新（４月７、８日）

mm 月日 mm 年月日

北海道 石狩地方 小金湯 81.0 4月7日 76.0 2006/4/20 1976年

北海道 後志地方 共和 45.5 4月7日 36.0 1998/4/13 1976年

北海道 後志地方 蘭越 70.5 4月7日 46.0 2010/4/28 1976年

北海道 網走・北見・紋別地方 宇登呂 145.0 4月7日 134.0 2000/4/11 1979年

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 69.0 4月7日 53.0 2000/4/11 1977年

北海道 根室地方 糸櫛別 113.0 4月7日 72.0 2000/4/22 1979年

北海道 根室地方 標津 134.0 4月7日 69.0 1990/4/30 1978年

北海道 根室地方 上標津 82.5 4月7日 59.5 2009/4/22 2004年

北海道 根室地方 中標津 117.0 4月7日 66.5 2009/4/22 1978年

北海道 根室地方 別海 108.0 4月7日 85.0 1990/4/30 1978年

北海道 釧路地方 標茶 90.5 4月7日 76.5 2009/4/22 1977年

北海道 釧路地方 鶴居 92.0 4月7日 91.0 2009/4/22 1978年

北海道 釧路地方 塘路 101.0 4月7日 95.0 2009/4/22 1984年

北海道 釧路地方 茶内原野 112.0 4月7日 100.0 1990/4/30 1985年

北海道 釧路地方 阿寒 88.0 4月7日 81.0 2006/4/20 1977年

北海道 釧路地方 太田 120.0 4月7日 79.5 2009/4/22 1978年

北海道 釧路地方 釧路* 94.0 4月7日 89.5 2009/4/22 1910年

北海道 釧路地方 知方学 86.0 4月7日 82.5 2009/4/22 1979年

北海道 胆振地方 大滝 164.0 4月7日 138.0 2000/4/22 1978年

北海道 檜山地方 米岡 30.0 4月7日 26.0 2005/4/10 2003年

日降水量

都道府県 観測所

昨日までの1位の値 統計開始

年

備考

更新した値

注：「) 」付きの値は欠測を含む。「] 」付きの値は一定の割合以上の欠測を含む。

注：観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10年目以降の観測所のみ記述した。

注：データを集計する観測所には「アメダス」と「気象官署」の2種類があります。気象官署には「稚内*」のように地点名に「*」をつけて区別しています。

注：日最深積雪については昨冬までの3月としての1位の値と比較し、それ以上の値が観測された場合に表示します。

mm 起時間 mm 年月日

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 16.0 4月7日　14時:38分 12.0 2012/4/4 1977年

北海道 根室地方 標津 20.0 4月7日　15時09分 14.0 2006/4/21 1978年

北海道 根室地方 別海 16.0 4月7日　14時39分 14.0 2000/4/6 1978年

北海道 釧路地方 塘路 17.0 4月7日　13時52分 16.5 2009/4/22 1984年

北海道 釧路地方 太田 24.5 4月7日　16時33分 16.0 2009/4/22 1978年

北海道 釧路地方 知方学 20.0 4月7日　16時30分 14.0 2009/4/22 1979年

北海道 胆振地方 大滝 26.0 4月7日　08時32分 25.0 2000/4/22 1978年

北海道 渡島地方 川汲 13.5 4月7日　06時43分 13.0 2009/4/26 1976年

1時間降水量の日最大値

都道府県 観測所

更新した値 これまでの1位の値 統計開始

年

備考



mm 時分(まで) mm 年月日

北海道 石狩地方 札幌* 60.5 4月7日　23時00分 59.0 1990/4/24 1976年

北海道 石狩地方 小金湯 83.0 4月7日　23時00分 77.0 2006/4/21 1976年

北海道 後志地方 共和 46.0 4月7日　23時50分 39.0 1980/4/6 1976年

北海道 後志地方 蘭越 72.0 4月7日　23時10分 49.0 2000/4/22 1976年

北海道 後志地方 倶知安* 47.0 4月7日　24時00分 44.0 1998/4/14 1976年

北海道 後志地方 寿都* 53.5 4月8日　02時50分 48.0 1998/4/13 1976年

北海道 網走・北見・紋別地方 宇登呂 146.0 4月8日　04時00分 137.0 2000/4/12 1979年

北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 69.0 4月8日　02時50分 64.0 1990/4/30 1977年

北海道 根室地方 糸櫛別 114.5 4月8日　02時20分 110.0 2006/4/21 1979年

北海道 根室地方 標津 134.5 4月8日　01時30分 81.0 1990/4/30 1978年

北海道 根室地方 上標津 86.0 4月7日　18時50分 82.0 2006/4/21 2004年

北海道 根室地方 中標津 117.5 4月7日　22時40分 77.0 1990/4/30 1978年

北海道 根室地方 別海 118.5 4月7日　19時10分 95.0 1990/4/30 1978年

北海道 釧路地方 標茶 100.5 4月7日　18時10分 77.0 2009/4/22 1977年

北海道 釧路地方 塘路 113.5 4月7日　17時50分 96.5 ] 2009/4/22 1984年

北海道 釧路地方 茶内原野 119.5 4月7日　18時20分 108.0 1990/4/30 1985年

北海道 釧路地方 太田 125.5 4月7日　19時20分 82.0 2009/4/22 1978年

北海道 釧路地方 釧路* 101.5 4月7日　18時00分 90.0 2009/4/22 1976年

北海道 釧路地方 知方学 93.0 4月7日　20時00分 84.0 2009/4/22 1979年

北海道 胆振地方 大滝 171.5 4月7日　22時30分 162.0 2000/4/22 1978年

北海道 上川地方 幾寅 53.0 4月8日　06時00分 46.0 2000/4/11 1978年

24時間降水量の日最大値

都道府県 観測所

更新した値 これまでの1位の値 統計開始

年

備考

■４月の１位の値を更新（４月７、８日）

注：「) 」付きの値は欠測を含む。「] 」付きの値は一定の割合以上の欠測を含む。

注：観測開始または移転等により観測環境が変わった時から10年目以降の観測所のみ記述した。

注：データを集計する観測所には「アメダス」と「気象官署」の2種類があります。気象官署には「稚内*」のように地点名に「*」をつけて区別しています。

注：日最深積雪については昨冬までの3月としての1位の値と比較し、それ以上の値が観測された場合に表示します。



6．気象情報発表状況

■北海道地方気象情報

■気象台の対応

札幌管区気象台では、4日夕方に「発達する低気圧に関する北海道地方気象情報」第１号を発

表し、5日夕方から8日夕方にかけて「大雨と融雪及び暴風に関する北海道地方気象情報」を第8

号まで発表し、大雨や融雪による低い土地の浸水、河川の増水やはん濫、暴風、高波に警戒し、

土砂災害やなだれへの注意を呼びかけた。

各気象台や測候所は、警報や注意報、気象情報等を発表し、地域の防災機関や住民に注意や警

戒を呼びかけた。

■石狩・空知・後志地方気象情報

■宗谷地方気象情報

情報名情報名情報名情報名

4月4日 15時20分 発達する低気圧に関する北海道地方気象情報　第１号

4月5日 16時15分 大雨と融雪及び暴風に関する北海道地方気象情報　第２号

4時55分 大雨と融雪及び暴風に関する北海道地方気象情報　第３号

16時03分 大雨と融雪及び暴風に関する北海道地方気象情報　第４号

5時00分 大雨と融雪及び暴風に関する北海道地方気象情報　第５号

16時32分 大雨と融雪及び暴風に関する北海道地方気象情報　第６号

5時16分 暴風と高波及び融雪に関する北海道地方気象情報　第７号

15時58分 暴風と高波及び融雪に関する北海道地方気象情報　第８号

4月6日

4月7日

4月8日

発表日時発表日時発表日時発表日時

情報名情報名情報名情報名

4月6日 17時53分 暴風と大雨及び融雪に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１号

7時36分 暴風と大雨及び融雪に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第２号

16時56分 暴風と高波及び融雪に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第３号

11時38分 暴風と高波及び融雪に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第４号

18時54分 暴風と高波及び融雪に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第５号

4月7日

発表日時発表日時発表日時発表日時

4月8日

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時20分 暴風と高波に関する宗谷地方気象情報　第１号

10時14分 暴風と高波に関する宗谷地方気象情報　第２号

17時04分 暴風と高波に関する宗谷地方気象情報　第３号

11時01分 暴風と高波に関する宗谷地方気象情報　第４号

18時52分 暴風と高波に関する宗谷地方気象情報　第５号

発表日時発表日時発表日時発表日時

4月6日

4月7日



■網走・北見・紋別地方気象情報

■上川・留萌地方気象情報

■釧路・根室地方気象情報

■十勝地方気象情報

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時07分 融雪と洪水に関する上川・留萌地方気象情報　第１号

4月7日 10時27分 暴風と高波に関する上川・留萌地方気象情報　第１号

5時28分 暴風と高波に関する上川・留萌地方気象情報　第２号

20時26分 暴風と高波に関する上川・留萌地方気象情報　第３号

4月8日

発表日時発表日時発表日時発表日時

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時25分 大雨と融雪及び暴風に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第１号

4月6日 17時02分 暴風と融雪に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第２号

5時39分 暴風と融雪に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第３号

13時56分 暴風と融雪に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第４号

15時50分 暴風と融雪に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第５号

21時36分 融雪に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第６号

4月8日 5時53分 融雪に関する網走・北見・紋別地方気象情報　第７号

4月7日

発表日時発表日時発表日時発表日時

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時25分 暴風と高波に関する釧路・根室地方気象情報　第１号

11時26分 大雨と暴風及び高波に関する釧路・根室地方気象情報　第２号

17時05分 大雨と暴風及び高波に関する釧路・根室地方気象情報　第３号

5時16分 大雨と暴風及び高波に関する釧路・根室地方気象情報　第４号

16時57分 大雨と暴風及び高波に関する釧路・根室地方気象情報　第５号

4月8日 8時00分 大雨と暴風及び高波に関する釧路・根室地方気象情報　第６号

4月7日

4月6日

発表日時発表日時発表日時発表日時

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時49分 大雨と融雪及び高波に関する十勝地方気象情報　第１号

11時05分 大雨と融雪及び高波に関する十勝地方気象情報　第２号

17時25分 大雨と暴風及び高波に関する十勝地方気象情報　第３号

11時40分 大雨と暴風及び高波に関する十勝地方気象情報　第４号

14時59分 大雨と暴風及び高波に関する十勝地方気象情報　第５号

21時27分 高波と洪水に関する十勝地方気象情報　第６号

4月8日 8時48分 高波と洪水に関する十勝地方気象情報　第７号

4月7日

発表日時発表日時発表日時発表日時

4月6日



■胆振・日高地方気象情報

■渡島・檜山地方気象情報

７．指定河川洪水予報発表状況

※※※※ 4444月月月月9999日日日日15151515時現在、網走川と釧路川時現在、網走川と釧路川時現在、網走川と釧路川時現在、網走川と釧路川・新釧路・新釧路・新釧路・新釧路川の洪水予報は継続中です。川の洪水予報は継続中です。川の洪水予報は継続中です。川の洪水予報は継続中です。

発表官署 河川名 洪水予報

美幌川洪水予報第１号　はん濫注意情報 平成25年4月7日 12時30分

美幌川洪水予報第２号　はん濫注意情報解除 平成25年4月8日 0時30分

網走川洪水予報第１号　はん濫注意情報 平成25年4月7日 12時50分

網走川洪水予報第２号　はん濫注意情報 平成25年4月7日 14時20分

網走川洪水予報第３号　はん濫警戒情報 平成25年4月7日 14時50分

網走川洪水予報第４号　はん濫警戒情報 平成25年4月7日 15時45分

網走川洪水予報第５号　はん濫注意情報（警戒情報解除） 平成25年4月7日 20時20分

網走川洪水予報第６号　はん濫注意情報 平成25年4月8日 1時25分

湧別川洪水予報第１号　はん濫注意情報 平成25年4月7日 15時25分

湧別川洪水予報第２号　はん濫注意情報解除 平成25年4月8日 19時30分

常呂川洪水予報第１号　はん濫注意情報 平成25年4月7日 23時25分

常呂川洪水予報第２号　はん濫注意情報解除 平成25年4月7日 22時10分

釧路川・新釧路川洪水予報第１号　はん濫注意情報 平成25年4月7日 16時15分

釧路川・新釧路川洪水予報第２号　はん濫注意情報解除 平成25年4月7日 23時10分

釧路川・新釧路川洪水予報第１号　はん濫注意情報 平成25年4月9日 11時40分

釧路川・新釧路川

釧路開発建設部

釧路地方気象台

発表日時

美幌川

網走開発建設部

網走地方気象台

網走川

湧別川

常呂川

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時26分 大雨と暴風及び高波に関する胆振・日高地方気象情報　第１号

11時17分 大雨と暴風及び高波に関する胆振・日高地方気象情報　第２号

20時54分 大雨と暴風及び高波に関する胆振・日高地方気象情報　第３号

6時39分 大雨と暴風及び高波に関する胆振・日高地方気象情報　第４号

17時20分 大雨と暴風及び高波に関する胆振・日高地方気象情報　第５号

5時10分 暴風と高波に関する胆振・日高地方気象情報　第６号

16時22分 暴風と高波に関する胆振・日高地方気象情報　第７号

4月6日

4月8日

4月7日

発表日時発表日時発表日時発表日時

情報名情報名情報名情報名

4月5日 16時25分 大雨と融雪及び高波に関する渡島・檜山地方気象情報　第１号

11時23分 暴風と高波及び大雨に関する渡島・檜山地方気象情報　第２号

16時22分 暴風と高波及び大雨に関する渡島・檜山地方気象情報　第３号

9時08分 暴風と高波及び融雪に関する渡島・檜山地方気象情報　第４号

16時19分 暴風と高波及び融雪に関する渡島・檜山地方気象情報　第５号

19時33分 暴風と高波及び融雪に関する渡島・檜山地方気象情報　第６号

4月8日 7時33分 暴風と高波及び融雪に関する渡島・檜山地方気象情報　第７号

4月6日

発表日時発表日時発表日時発表日時

4月7日



暴風警報 波浪警報

洪水警報大雨警報（浸水害）

８．市町村等毎の警報発表状況（4月6日～8日）

（１）発表状況（地図形式）



■石狩・空知・後志地方

4/6 21:37 4/7 6:21 4/7 10:16 4/7 12:27 4/7 17:19 4/7 22:54 4/8 11:12 4/8 18:12

石狩地方 石狩北部 石狩市 暴風警報 発表 継続 解除 発表 継続 解除

石狩地方 石狩北部 石狩市 波浪警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩北部 当別町 暴風警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩北部 新篠津村 暴風警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩中部 札幌市 暴風警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩中部 江別市 暴風警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩南部 千歳市 暴風警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩南部 恵庭市 暴風警報 発表 継続 解除

石狩地方 石狩南部 北広島市 暴風警報 発表 継続 解除

空知地方 北空知 深川市 暴風警報 発表 継続 解除

空知地方 南空知 夕張市 洪水警報 発表 継続 継続 継続 解除

空知地方 南空知 栗山町 洪水警報 発表 継続 継続 継続 解除

後志地方 後志北部 小樽市 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志北部 積丹町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志北部 古平町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志北部 余市町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 羊蹄山麓 倶知安町 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 島牧村 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 島牧村 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 寿都町 洪水警報 発表 継続 継続 解除

後志地方 後志西部 寿都町 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 寿都町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 黒松内町 洪水警報 発表 継続 継続 解除

後志地方 後志西部 黒松内町 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 蘭越町 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 蘭越町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 共和町 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 共和町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 岩内町 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 岩内町 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 泊村 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 泊村 波浪警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 神恵内村 暴風警報 発表 継続 解除

後志地方 後志西部 神恵内村 波浪警報 発表 継続 解除

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別

発表・切替・解除時刻

（２）発表状況（表形式）

暴風警報暴風警報暴風警報暴風警報 波浪警報波浪警報波浪警報波浪警報 大雨警報（浸水）大雨警報（浸水）大雨警報（浸水）大雨警報（浸水） 洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報



■宗谷地方 ■上川・留萌地方

4/7 4:03 4/7 18:38

宗谷地方 宗谷北部 稚内市 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 宗谷北部 猿払村 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 宗谷北部 豊富町 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 宗谷北部 幌延町 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 宗谷南部 浜頓別町 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 宗谷南部 枝幸町 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 利尻・礼文 礼文町 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 利尻・礼文 利尻町 暴風警報 発表 解除

宗谷地方 利尻・礼文 利尻富士町 暴風警報 発表 解除

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別

発表・切替・解除時刻

4/7 5:35 4/7 11:42 4/7 15:17 4/7 21:22

網走地方 網走西部 北見市常呂 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走西部 網走市 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走西部 佐呂間町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走西部 大空町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走東部 斜里町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走東部 清里町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走東部 小清水町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

網走地方 網走南部 津別町 洪水警報 発表 解除

紋別地方 紋別北部 紋別市 暴風警報 発表 継続 継続 解除

紋別地方 紋別北部 興部町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

紋別地方 紋別北部 雄武町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

紋別地方 紋別南部 湧別町 暴風警報 発表 継続 継続 解除

二次細分区 警報種別

市町村等をま

とめた区域

一次細分区

発表・切替・解除時刻

■網走・北見・紋別地方

4/8 5:15 4/8 20:10

留萌地方 留萌北部 遠別町 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌北部 天塩町 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌中部 苫前町 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌中部 羽幌町 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌中部 天売焼尻 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌中部 初山別村 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌南部 留萌市 暴風警報 発表 解除

留萌地方 留萌南部 留萌市 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌南部 増毛町 暴風警報 発表 解除

留萌地方 留萌南部 増毛町 波浪警報 発表 解除

留萌地方 留萌南部 小平町 暴風警報 発表 解除

留萌地方 留萌南部 小平町 波浪警報 発表 解除

発表・切替・解除時刻

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別



■釧路・根室地方

4/7 4:59 4/7 16:05 4/7 20:14 4/8 5:21 4/8 10:38 4/8 16:34 4/8 18:17 4/9 2:53

根室地方 根室北部 標津町 暴風警報 発表 継続 解除

根室地方 根室北部 標津町 波浪警報 発表 継続 解除

根室地方 根室北部 羅臼町 暴風警報 発表 継続 解除 発表 解除

根室地方 根室北部 羅臼町 波浪警報 発表 継続 解除

根室地方 根室中部 別海町 暴風警報 発表 継続 解除

根室地方 根室中部 別海町 波浪警報 発表 継続 解除

根室地方 根室南部 根室市 暴風警報 発表 継続 解除

根室地方 根室南部 根室市 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

釧路地方 釧路北部 弟子屈町 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路中部 釧路市阿寒 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路中部 標茶町 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路中部 鶴居村 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南東部 厚岸町 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南東部 厚岸町 洪水警報 発表 継続 継続 解除

釧路地方 釧路南東部 厚岸町 暴風警報 発表 継続 解除

釧路地方 釧路南東部 厚岸町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

釧路地方 釧路南東部 浜中町 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南東部 浜中町 暴風警報 発表 継続 解除

釧路地方 釧路南東部 浜中町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路市釧路 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路市釧路 暴風警報 発表 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路市釧路 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路市音別 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路市音別 暴風警報 発表 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路市音別 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路町 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路町 洪水警報 発表 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路町 暴風警報 発表 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 釧路町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 白糠町 大雨警報(浸水) 発表 解除

釧路地方 釧路南西部 白糠町 洪水警報 発表 解除

釧路地方 釧路南西部 白糠町 暴風警報 発表 継続 解除

釧路地方 釧路南西部 白糠町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別

発表・切替・解除時刻



■十勝地方

4/7 0:38 4/7 14:30 4/7 20:43 4/8 8:17 4/8 16:10

十勝地方 十勝北部 上士幌町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝北部 鹿追町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝北部 新得町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝北部 足寄町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝北部 足寄町 洪水警報 発表 継続 解除

十勝地方 十勝北部 陸別町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 帯広市 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 音更町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 士幌町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 清水町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 芽室町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 幕別町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 池田町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 豊頃町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 豊頃町 暴風警報 発表 解除

十勝地方 十勝中部 豊頃町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

十勝地方 十勝中部 本別町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 浦幌町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝中部 浦幌町 暴風警報 発表 解除

十勝地方 十勝中部 浦幌町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

十勝地方 十勝南部 中札内村 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝南部 更別村 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝南部 大樹町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝南部 大樹町 暴風警報 発表 解除

十勝地方 十勝南部 大樹町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

十勝地方 十勝南部 広尾町 大雨警報(浸水) 発表 解除

十勝地方 十勝南部 広尾町 暴風警報 発表 解除

十勝地方 十勝南部 広尾町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

発表・切替・解除時刻

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別



■胆振・日高地方

4/6 21:14 4/7 8:38 4/7 11:44 4/7 17:14 4/7 23:24 4/8 4:57 4/8 19:53

胆振地方 胆振西部 伊達市大滝 洪水警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振西部 壮瞥町 洪水警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振中部 室蘭市 暴風警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振中部 室蘭市 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

胆振地方 胆振中部 苫小牧市 暴風警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振中部 苫小牧市 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

胆振地方 胆振中部 登別市 暴風警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振中部 登別市 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

胆振地方 胆振中部 白老町 暴風警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振中部 白老町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

胆振地方 胆振東部 厚真町 暴風警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振東部 厚真町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

胆振地方 胆振東部 むかわ町 暴風警報 発表 継続 解除

胆振地方 胆振東部 むかわ町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

日高地方 日高西部 日高町門別 暴風警報 発表 継続 解除

日高地方 日高西部 日高町門別 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

日高地方 日高中部 新冠町 暴風警報 発表 継続 解除

日高地方 日高中部 新冠町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

日高地方 日高中部 新ひだか町 暴風警報 発表 継続 解除

日高地方 日高中部 新ひだか町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 解除

日高地方 日高東部 浦河町 暴風警報 発表 継続 解除 発表 解除

日高地方 日高東部 浦河町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 継続 解除

日高地方 日高東部 様似町 暴風警報 発表 継続 解除 発表 解除

日高地方 日高東部 様似町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 継続 解除

日高地方 日高東部 えりも町 暴風警報 発表 継続 解除 発表 解除

日高地方 日高東部 えりも町 波浪警報 発表 継続 継続 継続 継続 継続 解除

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別

発表・切替・解除時刻



■渡島・檜山地方

4/6 21:29 4/7 8:43 4/7 15:43 4/7 19:20 4/8 7:14 4/8 15:42

渡島地方 渡島東部 函館市 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島東部 函館市 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島東部 北斗市 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島東部 北斗市 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島東部 七飯町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島東部 鹿部町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島東部 鹿部町 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島東部 森町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島東部 森町 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島西部 松前町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島西部 松前町 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島西部 福島町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島西部 福島町 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島西部 知内町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島西部 知内町 波浪警報 発表 継続 解除

渡島地方 渡島西部 木古内町 暴風警報 発表 解除

渡島地方 渡島西部 木古内町 波浪警報 発表 継続 解除

檜山地方 檜山北部 八雲町熊石 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山北部 八雲町熊石 波浪警報 発表 継続 解除

檜山地方 檜山北部 今金町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山北部 せたな町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山北部 せたな町 波浪警報 発表 継続 解除

檜山地方 檜山南部 江差町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山南部 江差町 波浪警報 発表 継続 解除

檜山地方 檜山南部 上ノ国町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山南部 上ノ国町 波浪警報 発表 継続 解除

檜山地方 檜山南部 厚沢部町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山南部 乙部町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山南部 乙部町 波浪警報 発表 継続 解除

檜山地方 檜山奥尻島 奥尻町 暴風警報 発表 解除

檜山地方 檜山奥尻島 奥尻町 波浪警報 発表 継続 解除

発表・切替・解除時刻

一次細分区

市町村等をま

とめた区域

二次細分区 警報種別


