
平成26年9月9日から12日の
大雨に関する気象速報

１．天気概況と社会的な影響
２．地上天気図と気象衛星赤外画像
３．気象レーダー画像
４．アメダスによる降水量
５．統計開始以来の極値を更新した観測所
６．気象情報の発表状況
７．市町村毎の特別警報、警報の発表状況
８．土砂災害警戒情報の発表状況
９．記録的短時間大雨情報の発表状況

１０．竜巻注意情報の発表状況

平成26年9月17日
札幌管区気象台

気象速報に関するお問い合わせ先
札幌管区気象台 天気相談所（業務時間 平日09：00～17：00）
電話 011-611-0170

【値は速報値のため、後日修正する可能性があります。ご利用には留意願います。】



■天気概況
北海道地方は、９月９日から１２日にかけて北海道の西海上にある低気圧を含む気

圧の谷の中に入った状態が続いた。上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の
寒気が入り大気の状態が非常に不安定となった。

このため、十勝地方、胆振地方、石狩地方では局地的に猛烈な雨が観測されたほか、
石狩地方、胆振地方では１時間降水量、３時間降水量、２４時間降水量等の観測史上
１位を更新する等、記録的な大雨となった。

11日には石狩地方、空知地方、胆振地方に「大雨特別警報(土砂災害、浸水害)」が
発表され、北海道内で初めての特別警報の発表となった。

■社会的な影響
大雨の影響により、石狩地方や胆振地方を中心に床上・床下浸水、土砂崩れ、停電、

農業施設等、大きな被害が発生し、１２の市町で避難勧告が発令された。交通機関は
国道や道道で通行止めや、JRや新千歳空港を発着する航空機に運休が発生し、教育
機関の臨時休校などもあった。 北海道調べ（9月1６日１７時３０分現在）

１．天気概況と社会的な影響



９日０９時 ９日２１時 １０日０９時 １０日２１時

２．地上天気図と気象衛星赤外画像（9日09時から12日21時までの12時間毎）



１１日０９時 １１日２１時 １２日０９時 １２日２１時



9日03時 9日06時 9日09時 9日12時

9日15時 9日18時 9日21時 9日24時

10日03時 10日06時 10日09時 10日12時

３．気象レーダー画像（9日03時から12日24時までの３時間毎）



10日15時 10日18時 10日21時 10日24時

11日03時 11日06時 11日09時 11日12時

11日15時 11日18時 11日21時 11日24時



12日03時 12日06時 12日09時 12日12時

12日15時 12日18時 12日21時 12日24時



（１）日降水量（９月９日）

■分布図 ■上位３０地点

（mm）

順位
市町村等を

まとめた地域
降水量合計

(mm)

1 豊頃町大津 ｵｵﾂ 十勝中部 99.0

2 新十津川町空知吉野 ｿﾗﾁﾖｼﾉ 中空知 61.5

3 浦幌町桜町 ｳﾗﾎﾛ 十勝中部 45.0

4 千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 36.5

5 小樽 ｵﾀﾙ 後志北部 31.5

6 白老町森野 ﾓﾘﾉ 胆振中部 30.5

7 上川町栄町 ｶﾐｶﾜ 上川中部 26.5

8 平取町旭 ｱｻﾋ 日高西部 26.0

9 幕別町糠内 ﾇｶﾅｲ 十勝中部 25.5

10 白老町高砂町 ｼﾗｵｲ 胆振中部 23.5

11 枝幸町枝幸 ｷﾀﾐｴｻｼ 宗谷南部 23.0

12 滝川 ﾀｷｶﾜ 中空知 21.0

13 雨竜町満寿 ｳﾘｭｳ 中空知 19.5

14 苫小牧 ﾄﾏｺﾏｲ 胆振中部 19.5

15 池田 ｲｹﾀﾞ 十勝中部 19.0

16 羽幌町南３条 ﾊﾎﾞﾛ 留萌中部 18.0

17 七飯町大沼 ｵｵﾇﾏ 渡島東部 18.0

18 帯広 ｵﾋﾞﾋﾛ 十勝中部 17.0

19 留萌市大町 ﾙﾓｲ 留萌南部 16.5

20 広尾 ﾋﾛｵ 十勝南部 15.5

21 新得町４条 ｼﾝﾄｸ 十勝北部 14.5

22 士別市朝日 ｱｻﾋ 上川北部 14.0

23 夕張市沼の沢 ﾇﾏﾉｻﾜ 南空知 14.0

24 夕張市鹿の谷 ﾕｳﾊﾞﾘ 南空知 13.5

25 浦幌町留真 ﾙｼﾝ 十勝中部 12.5

26 留萌市幌糠 ﾎﾛﾇｶ 留萌南部 12.0

27 深川 ﾌｶｶﾞﾜ 北空知 12.0

28 羅臼 ﾗｳｽ 根室北部 11.5

29 雄武 ｵｳﾑ 紋別北部 11.0

30 沼田町石狩沼田 ｲｼｶﾘﾇﾏﾀ 北空知 10.5

地点名

４．アメダスによる降水量



（２）日降水量（９月１０日）

■分布図 ■上位３０地点

（mm）

順位
市町村等を

まとめた地域
降水量合計

(mm)

1 白老町森野 ﾓﾘﾉ 胆振中部 235.5

2 登別市カルルス ｶﾙﾙｽ 胆振中部 214.0

3 千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 58.5

4 旭川市江丹別 ｴﾀﾝﾍﾞﾂ 上川中部 57.0

5 登別市札内町 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂ 胆振中部 43.5

6 剣淵 ｹﾝﾌﾞﾁ 上川北部 41.0

7 幌加内町幌加内 ﾎﾛｶﾅｲ 上川北部 40.5

8 伊達市大滝 ｵｵﾀｷ 胆振西部 30.5

9 士別市朝日 ｱｻﾋ 上川北部 29.5

10 羅臼 ﾗｳｽ 根室北部 27.5

11 ニセコ町宮田 ﾆｾｺ 羊蹄山麓 24.5

12 白老町高砂町 ｼﾗｵｲ 胆振中部 24.5

13 士別市九十九東 ｼﾍﾞﾂ 上川北部 22.5

14 奥尻空港 ﾖﾈｵｶ 檜山奥尻島 21.0

15 幌加内町朱鞠内 ｼｭﾏﾘﾅｲ 上川北部 19.5

16 幌延 ﾎﾛﾉﾍﾞ 宗谷北部 19.0

17 和寒 ﾜｯｻﾑ 上川北部 16.5

18 遠別 ｴﾝﾍﾞﾂ 留萌北部 16.5

19 天塩 ﾃｼｵ 留萌北部 16.0

20 芦別市北１条 ｱｼﾍﾞﾂ 中空知 15.5

21 上川町層雲峡 ｿｳｳﾝｷｮｳ 上川中部 14.5

22 留萌市幌糠 ﾎﾛﾇｶ 留萌南部 14.0

23 沼田町石狩沼田 ｲｼｶﾘﾇﾏﾀ 北空知 13.5

24 滝上 ﾀｷﾉｳｴ 紋別北部 11.5

25 奥尻町稲穂 ｵｸｼﾘ 檜山奥尻島 11.5

26 恵庭市島松 ｴﾆﾜｼﾏﾏﾂ 石狩南部 10.5

27 下川 ｼﾓｶﾜ 上川北部 10.0

28 利尻空港 ﾓﾄﾄﾞﾏﾘ 利尻・礼文 9.5

29 中頓別 ﾅｶﾄﾝﾍﾞﾂ 宗谷南部 9.5

30 浜頓別 ﾊﾏﾄﾝﾍﾞﾂ 宗谷南部 8.5

地点名



（３）日降水量（９月１１日）

■分布図 ■上位３０地点

（mm）

順位
市町村等を

まとめた地域
降水量合計

(mm)

1 千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 276.5

2 新千歳空港 ﾁﾄｾ 石狩南部 200.0

3 苫小牧 ﾄﾏｺﾏｲ 胆振中部 154.0

4 安平 ｱﾋﾞﾗ 胆振東部 124.0

5 むかわ町鵡川 ﾑｶﾜ 胆振東部 77.5

6 恵庭市島松 ｴﾆﾜｼﾏﾏﾂ 石狩南部 76.0

7 札幌市中央区 ｻｯﾎﾟﾛ 石狩中部 69.5

8 中札内村上札内 ｶﾐｻﾂﾅｲ 十勝南部 69.5

9 むかわ町穂別 ﾎﾍﾞﾂ 胆振東部 65.5

10 広尾 ﾋﾛｵ 十勝南部 64.5

11 大樹 ﾀｲｷ 十勝南部 58.5

12 芽室 ﾒﾑﾛ 十勝中部 57.0

13 伊達市大滝 ｵｵﾀｷ 胆振西部 57.0

14 厚真 ｱﾂﾏ 胆振東部 51.5

15 新得町４条 ｼﾝﾄｸ 十勝北部 48.5

16 長沼 ﾅｶﾞﾇﾏ 南空知 47.5

17 夕張市鹿の谷 ﾕｳﾊﾞﾘ 南空知 46.0

18 夕張市沼の沢 ﾇﾏﾉｻﾜ 南空知 46.0

19 新ひだか町笹山 ｻｻﾔﾏ 日高中部 44.0

20 更別 ｻﾗﾍﾞﾂ 十勝南部 42.5

21 夕張市鹿島 ｶｼﾏ 南空知 42.0

22 えりも町目黒 ﾒｸﾞﾛ 日高東部 40.5

23 美唄 ﾋﾞﾊﾞｲ 南空知 36.5

24 札幌市南区小金湯 ｺｶﾞﾈﾕ 石狩中部 36.0

25 鹿追町緑町 ｼｶｵｲ 十勝北部 35.5

26 江別 ｴﾍﾞﾂ 石狩中部 35.0

27 帯広空港 ｵﾋﾞﾋﾛｲｽﾞﾐ 十勝中部 33.5

28 新篠津 ｼﾝｼﾉﾂ 石狩北部 33.0

29 旭川空港 ﾋｶﾞｼｶｸﾞﾗ 上川中部 30.5

30 南富良野町金山 ｶﾅﾔﾏ 上川南部 30.5

地点名



（４）日降水量（９月１２日）

■分布図 ■上位３０地点

（mm）

順位
市町村等を

まとめた地域
降水量合計

(mm)

1 苫小牧 ﾄﾏｺﾏｲ 胆振中部 121.5

2 白老町高砂町 ｼﾗｵｲ 胆振中部 106.0

3 むかわ町鵡川 ﾑｶﾜ 胆振東部 71.0

4 登別市札内町 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂ 胆振中部 45.0

5 函館市戸井泊 ﾄｲﾄﾏﾘ 渡島東部 * 43.0

6 北斗 ﾎｸﾄ 渡島東部 36.0

7 知内 ｼﾘｳﾁ 渡島西部 35.5

8 上ノ国町石崎 ｲｼｻﾞｷ 檜山南部 34.5

9 登別市カルルス ｶﾙﾙｽ 胆振中部 32.5

10 奥尻空港 ﾖﾈｵｶ 檜山奥尻島 29.0

11 札幌市手稲区山口 ﾔﾏｸﾞﾁ 石狩中部 26.0

12 平取町旭 ｱｻﾋ 日高西部 24.5

13 小樽 ｵﾀﾙ 後志北部 24.0

14 長沼 ﾅｶﾞﾇﾏ 南空知 23.5

15 芽室 ﾒﾑﾛ 十勝中部 23.0

16 余市 ﾖｲﾁ 後志北部 22.0

17 函館市美原 ﾊｺﾀﾞﾃ 渡島東部 21.5

18 積丹町美国 ﾋﾞｸﾆ 後志北部 20.5

19 白老町森野 ﾓﾘﾉ 胆振中部 20.0

20 中札内村上札内 ｶﾐｻﾂﾅｲ 十勝南部 19.5

21 大樹 ﾀｲｷ 十勝南部 19.5

22 上士幌町三股 ﾐﾂﾏﾀ 十勝北部 18.5

23 室蘭 ﾑﾛﾗﾝ 胆振中部 17.0

24 新得町４条 ｼﾝﾄｸ 十勝北部 16.0

25 上川町層雲峡 ｿｳｳﾝｷｮｳ 上川中部 15.5

26 新冠町新和 ｼﾝﾜ 日高中部 15.5

27 上川町栄町 ｶﾐｶﾜ 上川中部 15.0

28 更別 ｻﾗﾍﾞﾂ 十勝南部 15.0

29 真狩 ﾏｯｶﾘ 羊蹄山麓 14.0

30 広尾 ﾋﾛｵ 十勝南部 14.0

地点名

注：「＊」付きの値はデータに欠測が含まれます。



（５）積算降水量（９月９日から１２日）

■分布図 ■上位３０地点

（mm）

順位
市町村等を

まとめた地域
降水量合計

(mm)

1 千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 380.0

2 白老町森野 ﾓﾘﾉ 胆振中部 315.0

3 苫小牧 ﾄﾏｺﾏｲ 胆振中部 297.5

4 登別市カルルス ｶﾙﾙｽ 胆振中部 260.5

5 新千歳空港 ﾁﾄｾ 石狩南部 215.5

6 白老町高砂町 ｼﾗｵｲ 胆振中部 163.5

7 むかわ町鵡川 ﾑｶﾜ 胆振東部 148.5

8 安平 ｱﾋﾞﾗ 胆振東部 128.0

9 豊頃町大津 ｵｵﾂ 十勝中部 119.0

10 伊達市大滝 ｵｵﾀｷ 胆振西部 99.0

11 恵庭市島松 ｴﾆﾜｼﾏﾏﾂ 石狩南部 97.0

12 広尾 ﾋﾛｵ 十勝南部 96.5

13 中札内村上札内 ｶﾐｻﾂﾅｲ 十勝南部 92.0

14 登別市札内町 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂ 胆振中部 91.0

15 大樹 ﾀｲｷ 十勝南部 90.0

16 旭川市江丹別 ｴﾀﾝﾍﾞﾂ 上川中部 86.0

17 新得町４条 ｼﾝﾄｸ 十勝北部 86.0

18 新十津川町空知吉野 ｿﾗﾁﾖｼﾉ 中空知 83.5

19 芽室 ﾒﾑﾛ 十勝中部 81.5

20 むかわ町穂別 ﾎﾍﾞﾂ 胆振東部 76.0

21 札幌市中央区 ｻｯﾎﾟﾛ 石狩中部 74.5

22 長沼 ﾅｶﾞﾇﾏ 南空知 74.5

23 夕張市沼の沢 ﾇﾏﾉｻﾜ 南空知 65.5

24 平取町旭 ｱｻﾋ 日高西部 64.5

25 夕張市鹿の谷 ﾕｳﾊﾞﾘ 南空知 61.0

26 更別 ｻﾗﾍﾞﾂ 十勝南部 60.5

27 幕別町糠内 ﾇｶﾅｲ 十勝中部 60.0

28 厚真 ｱﾂﾏ 胆振東部 59.5

29 浦幌町桜町 ｳﾗﾎﾛ 十勝中部 59.0

30 鹿追町緑町 ｼｶｵｲ 十勝北部 58.0

地点名



（６）１時間降水量の最大（９月９日から１２日）

■分布図 ■上位３０地点

（mm）

注：「＊」付きの値はデータに欠測が含まれます。

順位
市町村等を

まとめた地域
最大1時間

降水量(mm)
起時

1 苫小牧 ﾄﾏｺﾏｲ 胆振中部 100.0 9/11 08:48

2 新千歳空港 ﾁﾄｾ 石狩南部 92.0 9/11 07:18

3 千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 70.0 9/11 05:59

4 むかわ町鵡川 ﾑｶﾜ 胆振東部 69.0 9/12 21:46

5 安平 ｱﾋﾞﾗ 胆振東部 57.5 9/11 07:37

6 登別市カルルス ｶﾙﾙｽ 胆振中部 54.5 9/10 07:26

7 白老町高砂町 ｼﾗｵｲ 胆振中部 49.5 9/12 01:23

8 白老町森野 ﾓﾘﾉ 胆振中部 48.0 9/10 06:09

9 豊頃町大津 ｵｵﾂ 十勝中部 44.0 9/9 03:43

10 新ひだか町笹山 ｻｻﾔﾏ 日高中部 40.0 9/11 12:48

11 伊達市大滝 ｵｵﾀｷ 胆振西部 37.5 9/11 04:58

12 恵庭市島松 ｴﾆﾜｼﾏﾏﾂ 石狩南部 37.0 9/11 06:10

13 登別市札内町 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂ 胆振中部 34.5 9/12 04:52

14 長沼 ﾅｶﾞﾇﾏ 南空知 33.5 9/11 06:34

15 新十津川町空知吉野 ｿﾗﾁﾖｼﾉ 中空知 31.5 9/9 22:07

16 札幌市中央区 ｻｯﾎﾟﾛ 石狩中部 28.5 9/11 03:22

17 知内 ｼﾘｳﾁ 渡島西部 28.5 9/12 15:09

18 奥尻空港 ﾖﾈｵｶ 檜山奥尻島 27.5 9/12 03:13

19 厚真 ｱﾂﾏ 胆振東部 27.0 9/11 10:09

20 むかわ町穂別 ﾎﾍﾞﾂ 胆振東部 26.5 9/11 12:17

21 旭川市江丹別 ｴﾀﾝﾍﾞﾂ 上川中部 26.0 9/10 17:15

22 札幌市手稲区山口 ﾔﾏｸﾞﾁ 石狩中部 25.0 9/12 16:44

23 上川町栄町 ｶﾐｶﾜ 上川中部 * 24.0 9/9 12:43

24 夕張市沼の沢 ﾇﾏﾉｻﾜ 南空知 23.5 9/11 08:26

25 夕張市鹿の谷 ﾕｳﾊﾞﾘ 南空知 23.0 9/11 07:57

26 広尾 ﾋﾛｵ 十勝南部 23.0 9/11 17:57

27 平取町旭 ｱｻﾋ 日高西部 22.5 9/12 17:10

28 上ノ国町石崎 ｲｼｻﾞｷ 檜山南部 22.5 9/12 19:14

29 幌加内町幌加内 ﾎﾛｶﾅｲ 上川北部 20.5 9/10 16:54

30 夕張市鹿島 ｶｼﾏ 南空知 20.5 9/11 09:01

地点名



（７）１時間降水量（青棒）と積算降水量（黒実線）の経過（９月９日から１２日）

千歳市支笏湖畔

白老町森野

苫小牧

豊頃町大津

一
時
間
降
水
量

積
算
降
水
量

（８）9月の月降水量平年値との比較（９月９日から１２日）

市町村等を
まとめた地域

降水量合計
(mm)

9月降水量
平年値(mm)

平年比
(％)

新千歳空港 ﾁﾄｾ 石狩南部 215.5 119.1 181

苫小牧 ﾄﾏｺﾏｲ 胆振中部 297.5 167.3 178

千歳市支笏湖畔 ｼｺﾂｺﾊﾝ 石狩南部 380.0 261.6 145

むかわ町鵡川 ﾑｶﾜ 胆振東部 148.5 136.4 109

地点名



（1）観測史上１位を更新

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。

５．統計開始以来の極値を更新した観測所

mm 日時分 mm 年月日
北海道　胆振地方 カルルス 54.5 10日7:26 54.0 2010/10/15 1985年
北海道　石狩地方 支笏湖畔 70.0 11日5:59 64.5 2008/10/9 1976年
北海道　石狩地方 千歳 92.0 11日7:18 32.0 2005/8/21 2003年
北海道　胆振地方 安平 57.5 11日7:37 52.0 1990/9/28 1976年
北海道　胆振地方 鵡川 69.0 12日21:46 60.5 2010/8/11 1976年

1時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

mm 日時分 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 133.0 11日7:40 120.5 2008/10/9 1976年
北海道　石狩地方 千歳 160.0 11日9:00 56 ] 2005/8/22 2003年
北海道　胆振地方 安平 118.5 11日9:30 86.0 1990/9/28 1976年
北海道　胆振地方 苫小牧 147.0 11日8:50 138.0 2013/8/27 1976年

3時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

mm 日時分 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 280.0 11日21:20 274.0 2001/8/23 1976年
北海道　石狩地方 千歳 209.0 12日5:30 154 ] 2005/8/22 2003年
北海道　胆振地方 苫小牧 267.0 12日5:50 211.0 1981/8/5 1976年

24時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

mm 日時分 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 359.5 11日20:30 319.0 1988/8/13 1976年
北海道　石狩地方 千歳 212.0 12日2:10 155 ] 2005/8/23 2003年

48時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年



（2）９月の１位を更新

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。

mm 日 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 276.5 11日 251.0 1988/8/12 1976年
北海道　石狩地方 千歳 200.0 11日 130.0 2005/9/7 2003年

日降水量

都道府県 観測所名 統計開始年
これまでの1位更新した値

mm 日時分 mm 年月日
北海道　胆振地方 カルルス 54.5 10日7:26 51.0 2012/9/25 1985年
北海道　石狩地方 支笏湖畔 70.0 11日5:59 40.0 1990/9/28 1976年
北海道　石狩地方 千歳 92.0 11日7:18 23.5 2011/9/30 2003年
北海道　胆振地方 安平 57.5 11日7:37 52.0 1990/9/28 1976年
北海道　胆振地方 大滝 37.5 11日4:58 31.0 2012/9/9 1976年
北海道　胆振地方 苫小牧 100.0 11日8:48 86.0 1951/9/11 1943年
北海道　胆振地方 鵡川 69.0 12日21:46 61.0 2012/9/25 1976年
北海道　渡島地方 知内 28.5 12日15:09 27.5 2012/9/8 2005年

1時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

3時間降水量の日最大値

mm 日時分 mm 年月日
北海道　胆振地方 カルルス 110.5 10日10:00 105.0 2012/9/25 1985年
北海道　石狩地方 支笏湖畔 133.0 11日7:40 92.0 1990/9/28 1976年
北海道　石狩地方 千歳 160.0 11日9:00 45.0 2005/9/7 2003年
北海道　胆振地方 安平 118.5 11日9:30 86.0 1990/9/28 1976年
北海道　胆振地方 苫小牧 147.0 11日8:50 108.0 1984/9/18 1976年

更新した値 これまでの1位
統計開始年都道府県 観測所名

mm 日時分 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 379.5 12日8:30 330.0 1988/8/14 1976年
北海道　石狩地方 千歳 215.5 12日21:50 172 ] 2005/8/22 2003年

72時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年



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。

mm 日時分 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 280.0 11日21:20 241.0 2005/9/8 1976年
北海道　石狩地方 千歳 209.0 12日5:30 130.0 2005/9/8 2003年
北海道　胆振地方 苫小牧 267.0 12日5:50 154.0 2001/9/12 1976年

24時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

mm 日時分 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 359.5 11日20:30 242.0 2005/9/9 1976年
北海道　胆振地方 森野 295.0 11日19:00 279.5 2012/9/10 1976年
北海道　石狩地方 千歳 212.0 12日2:10 131 ] 2005/9/9 2003年
北海道　胆振地方 苫小牧 275.5 12日24:00 167.0 2001/9/12 1976年

48時間降水量の日最大値

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

72時間降水量の日最大値

mm 日時分 mm 年月日

北海道　石狩地方 千歳 215.5 12日21:50 131 ] 2005/9/10 2003年
北海道　石狩地方 支笏湖畔 379.5 12日8:30 242.0 2005/9/10 1976年
北海道　胆振地方 苫小牧 294.5 12日6:00 182.0 2001/9/12 1976年

都道府県 観測所名
更新した値 これまでの1位

統計開始年

mm 日 mm 年月日
北海道　石狩地方 支笏湖畔 276.5 11日 237.0 2005/9/7 1976年
北海道　石狩地方 千歳 200.0 11日 130.0 2005/9/7 2003年
北海道　胆振地方 苫小牧 154.0 11日 150.0 2001/9/11 1942年

日降水量

都道府県 地点
更新した値 これまでの1位

統計開始年



■気象台の対応
札幌管区気象台では、9月9日昼前の「大雨に関する北海道地方気象情報」第１号

から13日明け方の「大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報」第１５号まで
発表し、北海道の西海上にある動きの遅い低気圧や上空に寒気が流れ込み、大気の状
態が非常に不安定となった大雨について、低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や
はん濫に厳重な警戒を呼びかけた。

各地方気象台や測候所は、気象情報、警報や注意報、土砂災害警戒情報、記録的短
時間大雨情報、竜巻注意情報を発表し、地域の防災機関や住民に警戒や注意を呼びか
けた。また、札幌管区気象台と室蘭地方気象台では、「大雨特別警報（土砂災害、浸
水害）」を発表し、最大級の警戒を呼びかけた。

６．気象情報の発表状況

■北海道地方気象情報
発表月日 発表時間 情報名

11時00分 大雨に関する北海道地方気象情報　第１号
16時05分 大雨に関する北海道地方気象情報　第２号
5時06分 大雨に関する北海道地方気象情報　第３号
11時13分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第４号
16時21分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第５号
5時46分 記録的な大雨に関する北海道地方気象情報　第６号
6時36分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第７号
8時25分 記録的な大雨に関する北海道地方気象情報　第８号
10時30分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第９号
16時43分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第１０号
20時30分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第１１号
4時50分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第１２号
11時13分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第１３号
15時22分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第１４号

9月13日 5時08分 大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報　第１５号

9月9日

9月10日

9月11日

9月12日



■石狩・空知・後志地方気象情報

■渡島・檜山地方気象情報

発表月日 発表時間 情報名
20時55分 大雨に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１号
23時46分 大雨に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第２号

9月10日 23時20分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１号
1時07分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第２号
5時47分 記録的な大雨に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第３号
6時55分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第４号
8時02分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第５号
10時55分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第６号
13時48分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第７号
16時13分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第８号
20時16分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第９号
5時37分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１０号
11時19分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１１号
14時28分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１２号
21時05分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１３号
22時55分 大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報　第１４号

9月9日

9月11日

9月12日

発表月日 発表時間 情報名
10時03分 大雨に関する渡島・檜山地方気象情報　第１号
13時12分 大雨に関する渡島・檜山地方気象情報　第２号
4時39分 大雨に関する渡島・檜山地方気象情報　第１号
7時53分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第２号
12時07分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第３号
16時25分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第４号

9月11日 3時38分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第５号
12時19分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第１号
16時28分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第２号
20時55分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第３号

9月13日 0時06分 大雨と雷及び突風に関する渡島・檜山地方気象情報　第４号

9月12日

9月9日

9月10日



■上川・留萌地方気象情報

■胆振・日高地方気象情報

■十勝地方気象情報

発表月日 発表時間 情報名
15時06分 大雨に関する上川・留萌地方気象情報　第１号
18時35分 大雨に関する上川・留萌地方気象情報　第２号
16時15分 大雨と雷及び突風に関する上川・留萌地方気象情報　第１号
20時43分 大雨と雷及び突風に関する上川・留萌地方気象情報　第２号

9月11日 22時33分 大雨と雷及び突風に関する上川・留萌地方気象情報　第１号
9月12日 3時49分 大雨と雷及び突風に関する上川・留萌地方気象情報　第２号

9月9日

9月10日

発表月日 発表時間 情報名
13時31分 大雨に関する胆振・日高地方気象情報　第１号
17時38分 大雨に関する胆振・日高地方気象情報　第２号
0時35分 大雨に関する胆振・日高地方気象情報　第１号
3時10分 大雨に関する胆振・日高地方気象情報　第２号
7時37分 大雨に関する胆振・日高地方気象情報　第３号
12時08分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第４号
16時59分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第５号
21時45分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第６号
0時34分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第７号
8時27分 記録的な大雨に関する胆振・日高地方気象情報　第８号
10時35分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第９号
13時30分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１０号
16時35分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１１号
20時17分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１２号
0時27分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１３号
3時54分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１４号
6時36分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１５号
11時21分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１６号
15時26分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１７号
21時55分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１８号

9月13日 0時44分 大雨と雷及び突風に関する胆振・日高地方気象情報　第１９号

9月9日

9月10日

9月11日

9月12日

発表月日 発表時間 情報名
10時43分 大雨に関する十勝地方気象情報　第１号
16時55分 大雨に関する十勝地方気象情報　第２号

9月9日



７．市町村毎の特別警報、警報の発表状況

洪水警報大雨警報（浸水害） 大雨警報（土砂災害）

特別警報

警報

（１）地図形式

大雨特別警報（浸水害） 大雨特別警報（土砂災害）



（２）表形式

■石狩地方
9月10日

22時42分 0時36分 1時40分 4時08分 5時35分 7時49分 13時10分 16時10分 18時56分 22時12分 5時18分 10時59分 13時52分 20時32分 22時25分
石狩地方 石狩北部 石狩市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩北部 石狩市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 発表 継続 解除
石狩地方 石狩北部 石狩市 洪水警報 発表 継続 継続 解除
石狩地方 石狩北部 当別町 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩北部 当別町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 発表 継続 解除
石狩地方 石狩北部 新篠津村 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩北部 新篠津村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
石狩地方 石狩中部 札幌市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩中部 札幌市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 継続 解除
石狩地方 石狩中部 札幌市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続
石狩地方 石狩中部 札幌市 大雨警報(土砂災害) 発表 継続
石狩地方 石狩中部 札幌市 洪水警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除
石狩地方 石狩中部 江別市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩中部 江別市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩中部 江別市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続
石狩地方 石狩中部 江別市 大雨警報(土砂災害) 継続
石狩地方 石狩中部 江別市 洪水警報 発表 継続 継続 解除
石狩地方 石狩南部 千歳市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 千歳市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 継続 解除
石狩地方 石狩南部 千歳市 大雨警報(浸水) 継続 継続 継続 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 千歳市 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 継続 継続 発表 継続 継続 解除
石狩地方 石狩南部 千歳市 洪水警報 発表 継続 継続 継続 継続 解除 発表 解除
石狩地方 石狩南部 恵庭市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 恵庭市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 恵庭市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 恵庭市 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 恵庭市 洪水警報 発表 継続 継続 継続 解除
石狩地方 石狩南部 北広島市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 北広島市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 北広島市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 北広島市 大雨警報(土砂災害) 発表 発表 継続 解除
石狩地方 石狩南部 北広島市 洪水警報 発表 継続 継続 解除

9月11日 9月12日
一次細分区

市町村等を
まとめた区域

二次細分区 警報・注意報種別



■空知地方

20時43分 23時31分 0時36分 1時40分 4時08分 5時35分 7時49分 13時10分 16時10分 13時52分 20時32分 22時25分
空知地方 北空知 深川市 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 北空知 妹背牛町 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 北空知 秩父別町 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 北空知 北竜町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 解除
空知地方 北空知 沼田町 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 芦別市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 芦別市 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 赤平市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 赤平市 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 滝川市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 滝川市 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
空知地方 中空知 砂川市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 砂川市 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
空知地方 中空知 歌志内市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 歌志内市 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 奈井江町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 奈井江町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 中空知 奈井江町 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 奈井江町 大雨警報(土砂災害)
空知地方 中空知 上砂川町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 上砂川町 大雨警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 浦臼町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 浦臼町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
空知地方 中空知 新十津川町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 新十津川町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
空知地方 中空知 雨竜町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 中空知 雨竜町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
空知地方 南空知 夕張市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 夕張市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 夕張市 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除
空知地方 南空知 夕張市 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 岩見沢市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 岩見沢市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 岩見沢市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 岩見沢市 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 岩見沢市 洪水警報 発表 解除
空知地方 南空知 美唄市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 美唄市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 美唄市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 美唄市 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 三笠市 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 三笠市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 三笠市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 三笠市 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 南幌町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 南幌町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 南幌町 洪水警報
空知地方 南空知 由仁町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 由仁町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 由仁町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 由仁町 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 由仁町 洪水警報 発表 解除
空知地方 南空知 長沼町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 長沼町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 長沼町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 長沼町 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 長沼町 洪水警報 発表 継続 解除
空知地方 南空知 栗山町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 栗山町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 栗山町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 栗山町 大雨警報(土砂災害)
空知地方 南空知 栗山町 洪水警報 発表 解除
空知地方 南空知 月形町 大雨特別警報(浸水) 発表 解除
空知地方 南空知 月形町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
空知地方 南空知 月形町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
空知地方 南空知 月形町 大雨警報(土砂災害)

9月12日
一次細分区

市町村等を
まとめた区域

二次細分区 警報・注意報種別
9月9日 9月11日



■後志地方

9月10日

22時42分 0時36分 1時40分 4時08分 5時35分 13時52分 20時32分 22時25分
後志地方 後志北部 小樽市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志北部 積丹町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志北部 古平町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志北部 仁木町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志北部 余市町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志北部 赤井川村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 羊蹄山麓 ニセコ町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 羊蹄山麓 真狩村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 羊蹄山麓 留寿都村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 羊蹄山麓 喜茂別町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 羊蹄山麓 京極町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 羊蹄山麓 倶知安町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 島牧村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 寿都町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 黒松内町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 蘭越町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 共和町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 岩内町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 泊村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
後志地方 後志西部 神恵内村 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除

9月12日
警報・注意報種別二次細分区

市町村等を
まとめた区域

一次細分区
9月11日



■胆振・日高地方
9月13日

13時24分 17時24分 0時19分 1時23分 3時39分 7時10分 10時32分 16時49分 0時14分 5時23分 7時40分 8時15分 10時23分 12時55分 16時10分 19時27分 3時35分 10時51分 14時50分 21時42分 0時08分

胆振地方 胆振西部 伊達市伊達 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振西部 伊達市伊達 洪水警報 発表 解除
胆振地方 胆振西部 伊達市大滝 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振西部 伊達市大滝 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振西部 伊達市大滝 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 継続
胆振地方 胆振西部 伊達市大滝 洪水警報 発表 継続 継続 継続 解除
胆振地方 胆振西部 豊浦町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振西部 壮瞥町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振西部 壮瞥町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振西部 壮瞥町 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 継続
胆振地方 胆振西部 壮瞥町 洪水警報 発表 継続 継続 継続 解除
胆振地方 胆振西部 洞爺湖町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 室蘭市 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 解除
胆振地方 胆振中部 苫小牧市 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 苫小牧市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 継続 解除
胆振地方 胆振中部 苫小牧市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 苫小牧市 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 発表 継続 継続 解除
胆振地方 胆振中部 苫小牧市 洪水警報 発表 継続 継続 継続 継続 継続 継続 解除
胆振地方 胆振中部 登別市 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 登別市 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 継続 継続 解除 発表 解除
胆振地方 胆振中部 登別市 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 継続 継続 継続 継続 継続 発表 解除
胆振地方 胆振中部 登別市 洪水警報 発表 継続 継続 継続 解除
胆振地方 胆振中部 白老町 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 白老町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 白老町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 発表 継続 解除
胆振地方 胆振中部 白老町 大雨警報(土砂災害) 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 発表 継続 継続 解除
胆振地方 胆振中部 白老町 洪水警報 発表 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 解除
胆振地方 胆振東部 厚真町 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 厚真町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 厚真町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 厚真町 大雨警報(土砂災害) 発表
胆振地方 胆振東部 安平町 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 安平町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 安平町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 発表 解除
胆振地方 胆振東部 安平町 大雨警報(土砂災害) 発表
胆振地方 胆振東部 安平町 洪水警報 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 むかわ町 大雨特別警報(浸水) 発表 継続 解除
胆振地方 胆振東部 むかわ町 大雨特別警報(土砂災害) 発表 解除
胆振地方 胆振東部 むかわ町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 発表 継続 解除
日高地方 日高西部 日高町日高 大雨警報(浸水) 発表 解除
日高地方 日高西部 日高町門別 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
日高地方 日高西部 平取町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
日高地方 日高中部 新冠町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
日高地方 日高中部 新ひだか町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除

9月9日 9月10日 9月11日
一次細分区

市町村等を
まとめた区域

二次細分区 警報・注意報種別
9月12日



■上川・留萌地方

9月11日
14時48分 18時14分 15時57分 20時30分 22時16分 3時30分 12時35分 16時05分

上川地方 上川北部 士別市 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川北部 名寄市 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川北部 和寒町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川北部 剣淵町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川北部 下川町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川北部 美深町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川北部 幌加内町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川中部 旭川市 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 鷹栖町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 東神楽町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 当麻町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 比布町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 愛別町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 上川町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 東川町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川中部 美瑛町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
上川地方 上川南部 富良野市 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川南部 上富良野町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川南部 中富良野町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川南部 南富良野町 大雨警報(浸水) 発表 解除
上川地方 上川南部 占冠村 大雨警報(浸水) 発表 解除
留萌地方 留萌北部 遠別町 大雨警報(浸水) 発表 解除
留萌地方 留萌北部 天塩町 大雨警報(浸水) 発表 解除
留萌地方 留萌中部 苫前町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
留萌地方 留萌中部 羽幌町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
留萌地方 留萌中部 天売焼尻 大雨警報(浸水) 発表 解除
留萌地方 留萌中部 初山別村 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除
留萌地方 留萌南部 留萌市 大雨警報(浸水) 発表 解除
留萌地方 留萌南部 増毛町 大雨警報(浸水) 発表 解除
留萌地方 留萌南部 小平町 大雨警報(浸水) 発表 解除

9月12日
一次細分区

市町村等を
まとめた区域

二次細分区 警報・注意報種別
9月9日 9月10日



■十勝地方

■渡島・檜山地方
9月11日

9時32分 12時35分 18時06分 3時52分 5時05分 7時42分 11時44分 15時38分 3時29分 12時07分 20時36分 23時53分

渡島地方 渡島北部 八雲町八雲 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除 発表 解除
渡島地方 渡島北部 長万部町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 解除 発表 解除
渡島地方 渡島東部 函館市 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島東部 北斗市 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島東部 七飯町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島東部 鹿部町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島東部 森町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島西部 松前町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島西部 福島町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島西部 知内町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
渡島地方 渡島西部 木古内町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 解除 発表 継続 解除
檜山地方 檜山北部 八雲町熊石 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山北部 今金町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山北部 せたな町 大雨警報(浸水) 発表 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山南部 江差町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山南部 上ノ国町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山南部 厚沢部町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山南部 乙部町 大雨警報(浸水) 発表 継続 解除 発表 継続 継続 解除 発表 解除
檜山地方 檜山奥尻島 奥尻町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 継続 継続 解除
檜山地方 檜山奥尻島 奥尻町 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 解除

9月9日 9月10日 9月12日
一次細分区

市町村等をま
とめた区域

二次細分区 警報・注意報種別

4時13分 7時27分 9時50分 15時47分
十勝地方 十勝北部 上士幌町 大雨警報(浸水)
十勝地方 十勝北部 鹿追町 大雨警報(浸水)
十勝地方 十勝北部 新得町 大雨警報(浸水)
十勝地方 十勝中部 士幌町 大雨警報(浸水)
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 幕別町 大雨警報(土砂災害) 発表 解除
十勝地方 十勝中部 豊頃町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除
十勝地方 十勝中部 豊頃町 大雨警報(土砂災害) 発表 継続 解除
十勝地方 十勝中部 浦幌町 大雨警報(浸水) 発表 継続 継続 解除
十勝地方 十勝中部 浦幌町 大雨警報(土砂災害) 継続 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 大雨警報(土砂災害) 発表 解除

9月9日一次細分
区

市町村等を
まとめた区域

二次細分区 警報・注意報種別



８．土砂災害警戒情報の発表状況

■石狩・空知地方土砂災害警戒情報

■胆振・日高地方土砂災害警戒情報

発表官署 発表月日 発表時間 情報名 対象市町村等
北海道空知総合振興局

札幌管区気象台
9月10日 23時40分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第１号 千歳市

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

1時55分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第２号 札幌市、千歳市

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

4時25分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第３号 札幌市、江別市、千歳市、北広島市

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

5時20分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第４号 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

8時00分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第５号
札幌市、夕張市、江別市、千歳市、恵庭市、
北広島市、由仁町、長沼町、栗山町

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

13時00分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第６号 札幌市、千歳市

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

16時00分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第７号 解除

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

19時10分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第１号 千歳市

北海道空知総合振興局
札幌管区気象台

9月12日 10時25分 石狩・空知地方土砂災害警戒情報　第２号 解除

9月11日

発表官署 発表月日 発表時間 情報名 対象市町村等
北海道胆振総合振興局

室蘭地方気象台
1時35分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第１号 白老町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

10時20分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第２号 登別市、白老町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

2時30分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第３号 登別市、伊達市大滝、白老町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

4時30分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第４号 登別市、伊達市大滝、壮瞥町、白老町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

6時30分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第５号 苫小牧市、登別市、伊達市大滝、壮瞥町、白老町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

8時15分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第６号 苫小牧市、伊達市大滝、白老町、厚真町、安平町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

12時30分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第７号 苫小牧市

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

16時00分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第８号 解除

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

21時00分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第１号 苫小牧市、白老町

北海道胆振総合振興局
室蘭地方気象台

9月12日 14時40分 胆振・日高地方土砂災害警戒情報　第２号 解除

9月10日

9月11日



９．記録的短時間大雨情報の発表状況

■石狩地方記録的短時間大雨情報

■十勝地方記録的短時間大雨情報

■胆振地方記録的短時間大雨情報

発表官署 発表月日 発表時刻 情報名
札幌管区気象台 9月11日 4時19分 石狩地方記録的短時間大雨情報　第１号
札幌管区気象台 9月11日 5時50分 石狩地方記録的短時間大雨情報　第２号
札幌管区気象台 9月11日 6時19分 石狩地方記録的短時間大雨情報　第３号
札幌管区気象台 9月11日 19時21分 石狩地方記録的短時間大雨情報　第４号

発表官署 発表月日 発表時刻 情報名
室蘭地方気象台 9月10日 0時50分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第１号
室蘭地方気象台 9月10日 1時58分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第２号
室蘭地方気象台 9月10日 2時58分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第３号
室蘭地方気象台 9月10日 6時22分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第４号
室蘭地方気象台 9月10日 9時49分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第５号
室蘭地方気象台 9月11日 6時24分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第６号
室蘭地方気象台 9月11日 7時54分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第７号
室蘭地方気象台 9月11日 9時03分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第８号
室蘭地方気象台 9月11日 19時31分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第９号
室蘭地方気象台 9月11日 19時50分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第１０号
室蘭地方気象台 9月11日 23時52分 胆振地方記録的短時間大雨情報　第１１号

発表官署 発表月日 発表時刻 情報名
帯広測候所 9月9日 9時52分 十勝地方記録的短時間大雨情報　第１号



１０．竜巻注意情報の発表状況

■石狩・空知・後志地方竜巻注意情報

■渡島・檜山地方竜巻注意情報

■上川・留萌地方竜巻注意情報

■胆振・日高地方竜巻注意情報

発表官署名 発表月日 発表時刻 情報名
札幌管区気象台 4時08分 石狩・空知・後志地方竜巻注意情報　第１号
札幌管区気象台 5時06分 石狩・空知・後志地方竜巻注意情報　第２号
札幌管区気象台 6時07分 石狩・空知・後志地方竜巻注意情報　第３号
札幌管区気象台 7時07分 石狩・空知・後志地方竜巻注意情報　第４号
札幌管区気象台 8時08分 石狩・空知・後志地方竜巻注意情報　第５号
札幌管区気象台 9時08分 石狩・空知・後志地方竜巻注意情報　第６号

9月11日

発表官署名 発表月日 発表時刻 情報名
函館地方気象台 2時02分 渡島・檜山地方竜巻注意情報　第１号
函館地方気象台 3時07分 渡島・檜山地方竜巻注意情報　第２号

9月11日

発表官署名 発表月日 発表時刻 情報名
旭川地方気象台 9月11日 8時07分 上川・留萌地方竜巻注意情報　第１号

発表官署名 発表月日 発表時刻 情報名
室蘭地方気象台 4時12分 胆振・日高地方竜巻注意情報　第１号
室蘭地方気象台 5時25分 胆振・日高地方竜巻注意情報　第２号
室蘭地方気象台 6時33分 胆振・日高地方竜巻注意情報　第３号
室蘭地方気象台 7時38分 胆振・日高地方竜巻注意情報　第４号
室蘭地方気象台 8時50分 胆振・日高地方竜巻注意情報　第５号
室蘭地方気象台 9時52分 胆振・日高地方竜巻注意情報　第６号

9月11日


