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福島県災害時気象資料（第 2 報） 

 

平成 27年 9月 6日から 11日にかけての大雨 

 

 

平成 27年 9月 16日  

福 島 地 方 気 象 台  

 

＜概況＞ 

9月 6日から 8日にかけて、前線が東シナ海から本州南岸を通って三陸沖へのび

ていた。9 日は台風第 18 号が日本の南から北上し、東海地方を通って日本海へ進

んだ。10 日から 11 日にかけては、台風第 18 号から変わった低気圧が日本海を北

上し、また、台風第 17 号が日本の東海上を北上した。一方、高気圧がオホーツク

海から千島の東へ移動していた。 

 

福島県では、前線の影響により 6 日から雨が降り始め、9 日から 11 日にかけて

は、湿った空気が流入して大気の状態が不安定になったため、雨が断続的に強まっ

た。特に、9 日夜遅くから 11 日明け方にかけては、高気圧からの東よりの風と日

本海の低気圧をまわる西よりの風との収束域にあたり、発達した積乱雲が次々に発

生したため非常に激しい雨となり、記録的な大雨をもたらした。 

 

いわき市平で 10 日 16 時 25 分までの 1 時間降水量が 60.0mm を観測したほか、9

日の日降水量が福島市鷲倉で 273.0mm、南会津町舘岩で極値を更新する 230.0mmを

観測した。また、川内では 6 日 12 時から 11 日 12 時までの降水量が 496.5mm の記

録的な大雨となった。 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 ※値はすべて速報値であり、後日修正する可能性があります。 

   

１．地上天気図と気象衛星画像（赤外画像） 

２．アメダス観測データと気象レーダー画像 

３．降水量観測値と降水量分布図 

４．主な地点の降水量時系列図 

５．極値更新状況 

６．警報・注意報発表状況一覧表（※更新） 

７．福島県気象情報等発表状況一覧表 

（１）気象情報発表状況（※更新） 

（２）土砂災害警戒情報発表状況（※更新） 

（３）洪水予報発表状況（※更新） 
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１．地上天気図と気象衛星画像（赤外画像） 

  6 日 09 時 

7 日 09 時 

8 日 09 時 

9 日 09 時 

6 日 09 時 

7 日 09 時 
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9 日 21 時 

10 日 09 時 

10 日 21 時 

11 日 09 時 
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２. アメダス観測データと気象レーダー画像 

  
8日 18時 

9日 00時 

9日 06時 

9日 12時 

図中の●は福島市 
アメダス観測データ凡例        緑文字：降水量（mm） 

旗：10m/s、長線：2m/s、短線：1m/s  例） ：西の風 13m/s  
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  9日 18時 

10日 00時 

10日 06時 

10日 12時 

図中の●は福島市 
アメダス観測データ凡例        緑文字：降水量（mm） 

旗：10m/s、長線：2m/s、短線：1m/s  例） ：西の風 13m/s  
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図中の●は福島市 
アメダス観測データ凡例        緑文字：降水量（mm） 

旗：10m/s、長線：2m/s、短線：1m/s  例） ：西の風 13m/s  

11日 06時 

11日 12時 

10日 18時 

11日 00時 
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３．降水量観測値と降水量分布図 

 
総降水量（9月 6日 12時～9月 11日 12時） 

 

降水量分布図（9月 6日 12時～11日 12時） 

観測地点 市町村
降水量
(mm)

観測地点 市町村
降水量
(mm)

観測地点 市町村
降水量
(mm)

観測地点 市町村
降水量
(mm)

茂庭 福島市 178.5 西会津 西会津町 173.0 郡山 郡山市 83.0 田島 南会津町 215.5
梁川 伊達市 262.5 猪苗代 猪苗代町 125.5 川内 川内村 496.5 白河 白河市 172.0
新地 新地町 346.0 二本松 二本松市 125.0 富岡 富岡町 235.5 石川 石川町 112.5
桧原 北塩原村 131.5 津島 浪江町 443.0 南郷 南会津町 212.5 桧枝岐 檜枝岐村 186.0
福島 福島市 214.5 金山 金山町 158.5 湯本 天栄村 268.0 舘岩 南会津町 324.5
相馬 相馬市 338.5 若松 会津若松市 106.0 長沼 須賀川市 160.0 古殿 古殿町 189.0

喜多方 喜多方市 106.5 船引 田村市 188.0 玉川 玉川村 81.0 平 いわき市 230.0
鷲倉 福島市 454.0 浪江 浪江町 324.5 小野新町 小野町 180.5 東白川 塙町 109.0
飯舘 飯舘村 456.5 只見 只見町 97.5 川前 いわき市 285.5 山田 いわき市 139.0
原町 南相馬市 385.5 湖南 郡山市 181.5 広野 広野町 218.5 小名浜 いわき市 199.0
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４．主な観測地点の降水量時系列図 
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- 10 - 
 

５．極値更新状況 

 9月としての第１位記録更新 

 

日降水量 （9月 11日 12時現在） 

観測地点 降水量（㎜） 起日 統計開始年 

舘岩 230.0 9日 1978年 

飯舘 194.0 10日 1977年 

津島 171.0 10日 1977年 

※舘岩：通年 1位更新 
 
日最大１時間降水量 （9月 11日 12時現在） 

観測地点 降水量（㎜） 起時 統計開始年 

平 60.0 10日 16:25 1976年 

原町 52.5 11日 03:19 1976年 

※原町：通年 1 位更新 
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６．警報・注意報発表状況一覧表 

 

 

警報 注意報

中通り北部全域、中通り中部全域、中通り南部全域、川内村、葛尾村、飯舘村 雷，濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 雷，強風，濃霧，低温

会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域 雷，濃霧

中通り北部全域、二本松市、大玉村 大雨，雷，濃霧，低温

中通り南部全域、郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、鏡石町、天栄村、三春町、小野町、川内村、
葛尾村、飯舘村

雷，濃霧，低温

浜通り南部全域、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町 雷，強風，濃霧，低温

会津北部全域、会津南部全域、会津若松市、郡山市湖南、会津坂下町、湯川村、金山町、昭和村 雷，濃霧

相馬市、新地町 大雨，雷，強風，濃霧，低温

柳津町、三島町、会津美里町 大雨，雷，濃霧

中通り北部全域、二本松市、大玉村、柳津町、三島町、会津美里町 大雨，濃霧，低温

中通り南部全域、会津北部全域、会津南部全域、会津若松市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、
田村市、本宮市、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、金山町、昭和村、三春町、小野町、川内村、
葛尾村、飯舘村

濃霧，低温

浜通り南部全域、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町 強風，濃霧，低温

相馬市、新地町 大雨，強風，濃霧，低温

中通り北部全域、郡山市湖南、喜多方市、二本松市、大玉村、北塩原村、磐梯町、柳津町、
三島町、会津美里町

大雨，濃霧，低温

中通り南部全域、会津南部全域、会津若松市、郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、鏡石町、天栄村、
西会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、金山町、昭和村、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

濃霧，低温

浜通り南部全域、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町 強風，波浪，濃霧，低温

相馬市、新地町 大雨，強風，波浪，濃霧，低温

中通り北部全域、中通り中部全域、会津北部全域、会津中部全域、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨，濃霧，低温

中通り南部全域、会津南部全域 濃霧，低温

浜通り南部全域 強風，波浪，濃霧，低温

相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，強風，波浪，濃霧，低温

中通り北部全域、中通り中部全域、中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、
川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

相馬市、南相馬市、新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

中通り北部全域、中通り中部全域、中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、
川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

相馬市、南相馬市 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

中通り北部全域、中通り中部全域、中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、
川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

相馬市、南相馬市、新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

中通り北部全域、中通り中部全域、中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、
川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

相馬市、南相馬市、新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

大熊町、浪江町 大雨(土砂災害) 強風，波浪，洪水，濃霧，低温

中通り北部全域、中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、郡山市、須賀川市、
二本松市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、大熊町、浪江町 大雨(土砂災害) 強風，波浪，洪水，濃霧，低温

相馬市、南相馬市、新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

田村市 大雨(土砂災害) 洪水，濃霧，低温

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

中通り北部全域、中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、郡山市、須賀川市、
二本松市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町、葛尾村、飯舘村

大雨，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、大熊町、浪江町 大雨(土砂災害) 強風，波浪，洪水，濃霧，低温

相馬市、南相馬市、新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

田村市、川内村 大雨(土砂災害) 洪水，濃霧，低温

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

 9/8   4:23

 9/8   1:35

(9/7から継続)

 9/9   9:49

 9/9  10:10

 9/9  10:41

 9/8   9:37

 9/8  21:07

 9/9   3:15

 9/9   5:00

 9/9   8:24

発表日時
種類

地域

2015年 9月 8日 00時～2015 年 9月 12日 21時 注意報・警報 発表履歴表（福島県） 
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警報 注意報

中通り南部全域、会津若松市、郡山市、須賀川市、喜多方市、本宮市、鏡石町、天栄村、天栄村湯本、
下郷町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
金山町、昭和村、会津美里町、三春町、小野町、葛尾村

大雨，洪水，濃霧，低温

福島市、桑折町 大雨(土砂災害)，洪水 濃霧，低温

郡山市湖南、二本松市、田村市、伊達市、国見町、川俣町、大玉村、南会津町、猪苗代町、川内村、
飯舘村

大雨(土砂災害) 洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、大熊町、浪江町 大雨(土砂災害) 強風，波浪，洪水，濃霧，低温

相馬市、南相馬市、新地町 大雨(土砂災害)，洪水 強風，波浪，濃霧，低温

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

中通り南部全域、会津若松市、郡山市、須賀川市、喜多方市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、
天栄村、天栄村湯本、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
金山町、昭和村、会津美里町、三春町、小野町、葛尾村

大雨，雷，洪水，濃霧，低温

福島市、郡山市湖南、二本松市、田村市、伊達市、国見町、大玉村、下郷町、檜枝岐村、南会津町、
猪苗代町、川内村、飯舘村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、大熊町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧，低温

南相馬市 大雨(土砂災害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧，低温

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，雷，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

福島市、会津若松市、郡山市湖南、二本松市、田村市、伊達市、国見町、大玉村、天栄村、天栄村湯本、
下郷町、檜枝岐村、只見町、猪苗代町、柳津町、昭和村、会津美里町、西郷村、川内村、飯舘村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧，低温

郡山市、白河市、須賀川市、喜多方市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、北塩原村、西会津町、
磐梯町、会津坂下町、湯川村、三島町、金山町、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、
鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、葛尾村

大雨，雷，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、大熊町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧，低温

南相馬市 大雨(土砂災害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧，低温

南会津町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧，低温

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，雷，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

福島市、郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、国見町、大玉村、
天栄村、檜枝岐村、只見町、猪苗代町、柳津町、昭和村、会津美里町、川内村、飯舘村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧，低温

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、南会津町、西郷村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、大熊町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧，低温

喜多方市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、
三島町、金山町、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、
浅川町、古殿町、三春町、小野町、葛尾村

大雨，雷，洪水，濃霧，低温

南相馬市 大雨(土砂災害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧，低温

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町
大雨，雷，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町
大雨，雷，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

福島市、郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、大玉村、天栄村、
檜枝岐村、北塩原村、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、昭和村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧，低温

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、会津美里町、西郷村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧，低温

伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、西会津町、会津坂下町、湯川村、金山町、泉崎村、
中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、
小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町
大雨，雷，強風，波浪，洪水，

濃霧，低温

会津北部全域、福島市、郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、大玉村、天栄村、
檜枝岐村、三島町

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧，低温

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、柳津町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧，低温

伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、湯川村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、
塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧，低温

会津坂下町 洪水 大雨，雷，濃霧，低温

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

会津北部全域、福島市、郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、大玉村、天栄村、
檜枝岐村、三島町

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、只見町、柳津町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、湯川村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、
矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、
飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧

南会津町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

会津坂下町 洪水 大雨，雷，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

会津北部全域、福島市、郡山市湖南、二本松市、大玉村、檜枝岐村、西郷村 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、只見町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

郡山市、白河市、須賀川市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、
湯川村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、
古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧

南会津町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

会津坂下町 洪水 大雨，雷，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

会津北部全域、福島市、郡山市湖南、二本松市、大玉村、檜枝岐村、西郷村 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

郡山市、白河市、須賀川市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、
湯川村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、
古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧

会津坂下町 洪水 大雨，雷，濃霧

 9/9  22:41

 9/9  21:39

 9/9  19:19

 9/9  18:34

 9/9  15:31

 9/9  11:54

 9/10  4:19

 9/10  6:12

 9/10  1:01

発表日時
種類

地域
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警報 注意報

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

会津北部全域、福島市、郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、二本松市、大玉村、天栄村、
檜枝岐村、西郷村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、湯川村、泉崎村、中島村、矢吹町、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、
葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧

会津坂下町 洪水 大雨，雷，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

福島市、白河市、喜多方市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、天栄村、檜枝岐村、
西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、
猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

田村市、川俣町、鏡石町、湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、
浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧

福島市、白河市、喜多方市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、天栄村、檜枝岐村、
西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、
猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

浜通り南部全域 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧

相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

田村市、川俣町、鏡石町、湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、
浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨，雷，洪水，濃霧

福島市、白河市、喜多方市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、天栄村、
檜枝岐村、西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町、古殿町、川内村、飯舘村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、
猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

浜通り南部全域 大雨(土砂災害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

相馬市、大熊町、浪江町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧

南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、双葉町、新地町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

川俣町、鏡石町、湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、
三春町、小野町、葛尾村

大雨，雷，洪水，濃霧

福島市、白河市、喜多方市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、天栄村、
檜枝岐村、西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町、鮫川村、古殿町、川内村、葛尾村、飯舘村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、
猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

浜通り南部全域 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

相馬市、南相馬市、大熊町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧

川俣町、鏡石町、湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、
三春町、小野町

大雨，雷，洪水，濃霧

広野町、楢葉町、富岡町、双葉町 大雨，雷，強風，波浪，洪水，濃霧

中通り中部全域、中通り北部全域、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

会津若松市、郡山市湖南、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、猪苗代町、
会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

白河市、喜多方市、檜枝岐村、西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町、鮫川村、古殿町 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、平田村、浅川町 大雨，雷，洪水，濃霧

中通り中部全域、中通り北部全域、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

会津若松市、郡山市湖南、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、猪苗代町、
会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

白河市、喜多方市、檜枝岐村、西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町、鮫川村、平田村、古殿町 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、浅川町 大雨，雷，洪水，濃霧

中通り北部全域、郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、三春町、川内村、
飯舘村

大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

会津若松市、郡山市湖南、天栄村湯本、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、猪苗代町、
会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

白河市、喜多方市、天栄村、檜枝岐村、西会津町、磐梯町、西郷村、泉崎村、棚倉町、鮫川村、
石川町、玉川村、平田村、古殿町、小野町、葛尾村

大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

湯川村、中島村、矢吹町、矢祭町、塙町、浅川町 大雨，雷，洪水，濃霧

会津南部全域、会津若松市、白河市、喜多方市、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、
三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、
鮫川村、石川町、玉川村、浅川町

大雨，雷，洪水，濃霧

中通り北部全域、郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、三春町、川内村、
飯舘村

大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

郡山市湖南、天栄村、北塩原村、猪苗代町、平田村、古殿町、小野町 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

葛尾村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

 9/10 21:16

 9/10 11:20

 9/10 12:36

 9/10 13:10

 9/10 14:39

 9/10 15:41

 9/10  7:11

 9/10  8:46

 9/10  9:31

発表日時
種類

地域
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警報 注意報

会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、鏡石町、天栄村、
西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町

大雨，雷，洪水，濃霧

福島市、大玉村、古殿町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、楢葉町、浪江町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

三春町 洪水 大雨，雷，濃霧

広野町、富岡町、大熊町、双葉町、新地町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪，洪水，濃霧

会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、鏡石町、
天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町

大雨，雷，洪水，濃霧

福島市、大玉村、塙町、鮫川村、平田村、古殿町、小野町 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，強風，波浪，濃霧

二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、葛尾村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

三春町 洪水 大雨，雷，濃霧

川内村、飯舘村 大雨(土砂災害、浸水害)，洪水 雷，濃霧

福島市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、古殿町、小野町、飯舘村 大雨(土砂災害) 雷，洪水，濃霧

会津若松市、只見町、北塩原村 洪水，濃霧

郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、
矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町

大雨，雷，洪水，濃霧

郡山市湖南、柳津町、昭和村、会津美里町 大雨，濃霧

浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、浪江町 大雨(土砂災害)，洪水 雷，波浪，濃霧

喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、三島町、金山町 濃霧

二本松市、田村市、伊達市、川内村、葛尾村 大雨(土砂災害)，洪水 雷，濃霧

南会津町、猪苗代町 大雨，洪水，濃霧

三春町 洪水 大雨，雷，濃霧

大熊町、双葉町、新地町 大雨(土砂災害) 雷，波浪，洪水，濃霧

中通り北部全域、二本松市、田村市、大玉村、古殿町、小野町 大雨(土砂災害) 洪水

会津若松市、喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、
会津坂下町、湯川村、三島町、金山町

洪水

郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、本宮市、鏡石町、天栄村、南会津町、猪苗代町、柳津町、
昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、
玉川村、平田村、浅川町、三春町

大雨，洪水

浜通り南部全域、南相馬市、楢葉町、浪江町 大雨(土砂災害)，洪水 波浪，濃霧

相馬市、広野町、富岡町、大熊町、双葉町、新地町 大雨(土砂災害) 波浪，洪水，濃霧

川内村、葛尾村、飯舘村 大雨(土砂災害) 洪水，濃霧

中通り北部全域、大玉村、古殿町、小野町 大雨(土砂災害)

郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、
矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町

大雨

浜通り南部全域、相馬市、楢葉町、富岡町、双葉町、浪江町、新地町 大雨(土砂災害) 波浪，洪水，濃霧

二本松市、田村市 大雨(土砂災害) 洪水

南相馬市 大雨(土砂災害)，洪水 波浪，濃霧

只見町、北塩原村 洪水

三春町 大雨，洪水

広野町、大熊町 大雨(土砂災害) 波浪，濃霧

川内村 大雨(土砂災害) 洪水，濃霧

葛尾村、飯舘村 大雨(土砂災害) 濃霧

中通り南部全域、福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、
天栄村、小野町

大雨

浜通り南部全域、浪江町 大雨(土砂災害) 波浪，洪水，濃霧

相馬市、楢葉町、富岡町、双葉町、新地町 大雨，波浪，洪水，濃霧

二本松市、三春町 大雨，洪水

田村市 大雨(土砂災害) 洪水

南相馬市 洪水 大雨，波浪，濃霧

川俣町 大雨(土砂災害)

只見町、北塩原村 洪水

広野町 大雨，波浪，濃霧

川内村 大雨(土砂災害) 洪水，濃霧

大熊町 大雨(土砂災害) 波浪，濃霧

葛尾村 大雨(土砂災害) 濃霧

飯舘村 大雨，濃霧

 9/11 15:35

 9/11 17:08

 9/10 23:53

 9/11  2:12

 9/11  6:17

 9/11  9:54

発表日時
種類

地域
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警報 注意報

中通り北部全域、中通り南部全域、郡山市、須賀川市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、小野町 大雨

浜通り南部全域、浪江町 大雨(土砂災害) 波浪，洪水，濃霧

相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、双葉町、新地町 大雨，波浪，洪水，濃霧

二本松市、三春町 大雨，洪水

田村市 大雨(土砂災害) 洪水

只見町、北塩原村 洪水

広野町 大雨，波浪，濃霧

川内村 大雨，洪水，濃霧

大熊町 大雨(土砂災害) 波浪，濃霧

葛尾村 大雨(土砂災害) 濃霧

飯舘村 大雨，濃霧

中通り北部全域、古殿町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨，濃霧

浜通り南部全域、南相馬市、浪江町、新地町 大雨，波浪，洪水，濃霧

会津北部全域、会津中部全域、郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、
天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、南会津町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、
塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、三春町

濃霧

相馬市、大熊町 大雨，波浪，濃霧

二本松市、田村市 大雨，洪水，濃霧

只見町 洪水，濃霧

広野町、双葉町 波浪，濃霧

楢葉町、富岡町 波浪，洪水，濃霧

中通り北部全域、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨，濃霧

中通り南部全域、会津北部全域、会津中部全域、会津南部全域、郡山市、須賀川市、本宮市、
大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町

濃霧

浜通り南部全域、浪江町 大雨，波浪，洪水，濃霧

相馬市、大熊町 大雨，波浪，濃霧

二本松市、田村市 大雨，洪水，濃霧

南相馬市、楢葉町、新地町 波浪，洪水，濃霧

広野町、富岡町、双葉町 波浪，濃霧

中通り北部全域、二本松市、田村市、川内村、葛尾村、飯舘村 大雨

浜通り南部全域、相馬市、大熊町、浪江町 大雨，波浪

南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、双葉町、新地町 波浪

 9/12 16:50 浜通り南部全域、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町 高潮

 9/12 10:50

 9/11 18:44

 9/11 20:17

 9/12  3:56

発表日時
種類

地域

注）
　中通り北部全域：福島市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町
　中通り中部全域：郡山市（湖南町を除く）、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村（会津南部の地域を除く）、三春町、小野町
　中通り南部全域：白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
　会津北部全域　：喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町
　会津中部全域　：会津若松市、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、郡山市湖南町
　会津南部全域　：下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、天栄村（大字田良尾、大字羽鳥、大字湯本に限る）
　浜通り南部全域：いわき市
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７．福島県気象情報等発表状況一覧表 

（１）気象情報発表状況 

 

 

（２）土砂災害警戒情報発表状況（福島県と共同発表） 

 

 

標　題　及び　発表番号

9月8日 16時33分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第１号

9月9日 6時23分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第２号

9月9日 11時28分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第３号

9月9日 16時48分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第４号

9月9日 22時47分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第５号

9月10日 5時49分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第６号

9月10日 11時48分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第７号

9月10日 16時49分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第８号

9月11日 6時21分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第９号

9月11日 11時46分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第１０号

9月11日 16時45分 大雨と高波に関する福島県気象情報　第１１号

発表時刻

発表番号 発表中の地域 解除した地域

第１号 9月9日 4時40分 新地町

第２号 9月9日 8時10分 新地町

第１号 9月9日 10時53分 いわき市、田村市、川内村、大熊町、浪江町

第２号 9月9日 13時47分 いわき市、田村市、川内村、大熊町、浪江町

第１号 9月9日 18時53分 福島市、天栄村湯本、下郷町、西郷村

第２号 9月9日 21時13分
南会津町、柳津町、昭和村、会津美里町、福島市、
天栄村湯本、下郷町、西郷村

第３号 9月9日 22時22分
三島町、南会津町、柳津町、昭和村、会津美里町、
福島市、天栄村湯本、下郷町、西郷村

第４号 9月9日 23時38分
檜枝岐村、只見町、三島町、南会津町、柳津町、昭
和村、会津美里町、福島市、天栄村湯本、下郷町、
西郷村

第５号 9月10日 2時50分
檜枝岐村、只見町、三島町、南会津町、柳津町、昭
和村、会津美里町、天栄村湯本、下郷町、西郷村

福島市

第６号 9月10日 5時40分
三島町、南会津町、柳津町、昭和村、会津美里町、
天栄村湯本、下郷町、西郷村

檜枝岐村、只見町

第７号 9月10日 7時20分
福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、天
栄村、天栄村湯本、下郷町、南会津町、柳津町、三
島町、昭和村、会津美里町、西郷村

第８号 9月10日 8時05分

郡山市湖南、大玉村、猪苗代町、福島市、郡山市、
白河市、須賀川市、二本松市、天栄村、天栄村湯
本、下郷町、南会津町、柳津町、三島町、昭和村、会
津美里町、西郷村

第９号 9月10日 8時40分

北塩原村、郡山市湖南、大玉村、猪苗代町、福島
市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、天栄村、
天栄村湯本、下郷町、南会津町、北塩原村、柳津
町、三島町、昭和村、会津美里町、西郷村

第１０号 9月10日 12時40分

いわき市、田村市、川内村、大熊町、浪江町、福島
市、郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、二本
松市、大玉村、天栄村、天栄村湯本、下郷町、南会
津町、北塩原村、猪苗代町、柳津町、三島町、昭和
村、会津美里町、西郷村

発表時刻
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発表番号 発表中の地域 解除した地域

第１１号 9月10日 13時17分

伊達市、桑折町、国見町、川俣町、葛尾村、飯舘村、
福島市、郡山市、郡山市湖南、いわき市、白河市、
須賀川市、二本松市、田村市、大玉村、天栄村、天
栄村湯本、下郷町、南会津町、北塩原村、猪苗代
町、柳津町、三島町、昭和村、会津美里町、西郷村、
川内村、大熊町、浪江町

第１２号 9月10日 13時58分

相馬市、南相馬市、古殿町、広野町、富岡町、福島
市、郡山市、郡山市湖南、いわき市、白河市、須賀
川市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、
川俣町、大玉村、天栄村、天栄村湯本、下郷町、南
会津町、北塩原村、猪苗代町、柳津町、三島町、昭
和村、会津美里町、西郷村、川内村、大熊町、浪江
町、葛尾村、飯舘村

第１３号 9月10日 14時47分

平田村、小野町、楢葉町、新地町、福島市、郡山市、
郡山市湖南、いわき市、白河市、須賀川市、相馬
市、二本松市、田村市、　南相馬市、伊達市、桑折
町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、天栄村湯本、
下郷町、南会津町、北塩原村、猪苗代町、柳津町、
三島町、昭和村、会津美里町、西郷村、古殿町、広
野町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯
舘村

第１４号 9月10日 16時20分

福島市、郡山市、郡山市湖南、いわき市、須賀川
市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、
桑折町、国見町、川俣町、大玉村、北塩原村、猪苗
代町、平田村、古殿町、小野町、広野町、楢葉町、富
岡町、川内村、大熊町、　浪江町、葛尾村、新地町、
飯舘村

白河市、天栄村、天栄村湯本、下郷町、南会津町、
柳津町、三島町、昭和村、会津美里町、西郷村

第１５号 9月10日 19時15分

福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二
本松市、田村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見
町、川俣町、大玉村、平田村、古殿町、小野町、広野
町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、　浪江町、葛
尾村、新地町、飯舘村

郡山市湖南、北塩原村、猪苗代町

第１６号 9月10日 21時55分

福島市、いわき市、相馬市、二本松市、田村市、南
相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、
小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、
浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

郡山市、須賀川市、平田村、古殿町

第１７号 9月10日 23時20分
福島市、いわき市、相馬市、二本松市、田村市、南
相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、川内村、
大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

大玉村、小野町、広野町、楢葉町、富岡町

第１８号 9月11日 2時00分
小野町、福島市、いわき市、相馬市、二本松市、田
村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、
川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

第１９号 9月11日 2時45分

古殿町、福島市、いわき市、相馬市、二本松市、田
村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、
小野町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、
飯舘村

第２０号 9月11日 13時22分
福島市、いわき市、相馬市、二本松市、田村市、伊
達市、桑折町、　川俣町、川内村、大熊町、浪江町、
葛尾村

南相馬市、国見町、古殿町、小野町、新地町、飯舘
村

第２１号 9月11日 15時16分
いわき市、田村市、川俣町、川内村、大熊町、浪江
町、葛尾村

福島市、相馬市、二本松市、伊達市、桑折町

第２２号 9月11日 17時20分
いわき市、田村市、川俣町、川内村、大熊町、浪江
町、葛尾村

発表時刻
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（３）洪水予報発表状況 

阿賀川（阿賀川河川事務所と共同発表） 

 
 
阿武隈川上流（福島河川国道事務所と共同発表） 

 
 
新田川（福島県相双建設事務所と共同発表） 

 
 
宇田川（福島県相双建設事務所と共同発表） 

 
 
夏井川（福島県いわき建設事務所と共同発表） 

 

標題　及び　発表番号

9月9日 21時40分 阿賀川はん濫注意情報　第１号

9月10日 0時35分 阿賀川はん濫注意情報　第２号

9月10日 2時30分 阿賀川はん濫警戒情報　第３号

9月10日 9時40分 阿賀川はん濫警戒情報　第４号

9月10日 11時40分 阿賀川はん濫注意情報　第５号

9月10日 15時10分 阿賀川はん濫注意情報　第６号

9月10日 21時00分 阿賀川はん濫注意情報　第７号

9月10日 21時40分 阿賀川はん濫注意情報解除　第８号

発表時刻

標題　及び　発表番号

9月10日 17時25分 阿武隈川上流はん濫注意情報　第１号

9月11日 1時55分 阿武隈川上流はん濫注意情報解除　第２号

発表時刻

標題　及び　発表番号

9月9日 13時20分 福島県新田川はん濫注意情報　第１号

9月9日 19時15分 福島県新田川はん濫注意情報解除　第２号

9月10日 16時50分 福島県新田川はん濫注意情報　第１号

9月10日 23時50分 福島県新田川はん濫注意情報　第２号

9月11日 0時50分 福島県新田川はん濫危険情報　第３号

9月11日 5時50分 福島県新田川はん濫危険情報　第４号

9月11日 9時40分 福島県新田川はん濫警戒情報　第５号

9月11日 10時55分 福島県新田川はん濫注意情報（警戒情報解除）　第６号

9月11日 16時00分 福島県新田川はん濫注意情報解除　第７号

発表時刻

標題　及び　発表番号

9月10日 15時10分 福島県宇多川はん濫警戒情報　第１号

9月10日 16時30分 福島県宇多川はん濫注意情報（警戒情報解除）　第２号

9月11日 0時10分 福島県宇多川はん濫警戒情報　第３号

9月11日 2時25分 福島県宇多川はん濫危険情報　第４号

9月11日 5時00分 福島県宇多川はん濫警戒情報　第５号

9月11日 7時30分 福島県宇多川はん濫注意情報（警戒情報解除）　第６号

9月11日 9時15分 福島県宇多川はん濫注意情報解除　第７号

発表時刻

標題　及び　発表番号

9月10日 19時50分 福島県夏井川はん濫注意情報　第１号

9月11日 11時45分 福島県夏井川はん濫注意情報解除　第２号

発表時刻

本資料の問い合わせ先 
  福島地方気象台 

電話 024-534-0321 


