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徳島県上那賀町長安口ダムに流れ込んだ流木 
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１ 概要 

 
7月 25日 21時に南鳥島の西海上で発生した台風第10号は発達しながら北西

に進み、28 日に八丈島の南海上に達した。30 日にかけて強い勢力を保ちながら

日本の南海上をゆっくりと西北西に進み、31 日 16 時過ぎに高知県西部に上陸

した。さらに瀬戸内海を経て、31 日 21 時半頃、広島市付近に再上陸し、中国

地方の西部を縦断して日本海に進み、8月 1日 21 時に同海域で熱帯低気圧に変

わった。 

この台風の影響により、7 月 30 日から 31 日にかけて西日本で大雨となり、

特に四国地方や近畿地方の南部で非常に激しい雨が降った。台風の去った後も、

8 月 1 日から 2 日にかけて、発達した雨雲が太平洋から四国地方に流れ込み、

高知県や愛媛県では 1時間に 100mm を超える猛烈な雨を観測した。7月 30 日か

ら 8月 2日までの 4日間の総降水量は、徳島県や奈良県で 1,000mm を超え、高

知県では 700mm を超えた。この降水量は平年の 7 月や 8 月の月降水量の 2～3

倍に相当する量である。 

この大雨により、徳島県、愛媛県で、死者や行方不明などの人的被害のほか、

四国、中国地方の広い範囲で土砂崩れ、住家の浸水などの被害があった。 

大きな被害の出た徳島県上那賀町と木沢村に災害救助法が適用された。徳島

県内の自治体としては 25 年ぶりの適用となった。 
 
２ 気象の概況 

 

（１） 平成 16 年台風第 10 号の経路 

7 月 25 日 21 時に南鳥島の西海上で発生した台風第 10 号は、発達しながら北

西に進み、27 日には、中心気圧 945hPa、 大風速 45m/s、暴風半径 200km、強

風半径東側 480km、西側 410km と も勢力を強め、28 日に八丈島の南海上に達

した。30 日にかけて、強い勢力を保ちながら日本の南海上をゆっくりと西北西

に進み、31 日 16 時過ぎに中心気圧 980hPa、 大風速 35m/s、暴風半径 90km、

強風半径東側 280km、西側 190km の勢力で高知県西部に上陸した。上陸後、勢

力を弱めながら北西に進み、19 時には愛媛県で暴風域は消滅した。台風は、そ

の後も北西に進み、瀬戸内海を経て、21 時半頃、中心気圧 992hPa、 大風速

23m/s、強風半径東側 280km、西側 190km の勢力で広島市付近に再上陸した。再

上陸後、島根県西部、山口県北部を通り、8月 1日 00 時に日本海に達した。そ

の後、日本海を北上し、1日 21 時には山陰沖西部で熱帯低気圧となった。 
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（２） 大雨・暴風の状況 

台風の影響により、7 月 30 日から 31 日にかけて西日本の太平洋側で大雨と

なり、特に近畿地方南部や四国地方で断続的に非常に激しい雨が降った。台風

が熱帯低気圧に変わった後の 8月 1日夜から 2日にかけても発達した雨雲が日

本の南海上から四国地方に流れ込み、高知県や愛媛県では 1時間に 100mm を超

える猛烈な雨を観測した。 

7月 30日から8月2日までの4日間の総降水量は、徳島県や奈良県で1,000mm

を超え、高知県では 700mm を超えた。7月 30 日から 8月 2日までの 4日間の総

降水量の多い所は、徳島県神山町
かみやまちょう

旭丸
あさひまる

で 1,243mm、奈良県上
かみ

北山村日出岳
き た や ま む ら ひ で が た け

で

1,153mm、徳島県木頭
き と う

で 980mm、徳島県上
かみ

勝町
かつちょう

福原旭
ふくはらあさひ

で 936mm、高知県土佐山
と さ や ま

田町
だちょう

繁藤
しげとう

で 772mm、高知県馬路村
う ま じ む ら

魚梁瀬
や な せ

で 769mm、高知県本山
もとやま

で 755mm、奈良県上
かみ

北山村
きたやまむら

小橡
こ と ち

で 754mm、高知県本川
ほんがわ

で 717mm であった（総降水量 700mm 以上の観

測地点）。 

台風の接近、又は上陸に伴い、7月 30 日から 31 日にかけては近畿地方で、7

月 31 日から 8月 1日にかけては四国地方、中国地方で暴風や強風となった。台

風が室戸岬の南西海上を北西進した 7 月 31 日には、高知県室戸岬で 大風速

47.7m/s、 大瞬間風速 60.9m/s の猛烈な風を観測した。また、和歌山県潮岬で

は 大風速 19.0m/s、 大瞬間風速 37.8m/s、広島県呉では 大風速 14.5m/s、

大瞬間風速 31.1m/s の風を観測した。 

 

（３） 日別の気象状況 

• 7 月 30 日 

台風の接近と共に午後からは台風の外側の雨雲が紀伊半島にかかり、奈良県

南部、和歌山県南部、三重県南部を中心に 1時間 50mm 前後の激しい雨が降り、

風も強まった。 

主な地点の日降水量：奈良県上北山村日出岳  327mm  

奈良県上北山村小橡   236mm 

和歌山県那智
な ち

勝浦町
かつうらちょう

色川
いろかわ

 240mm 

三重県尾鷲           173mm 

主な地点の日 大風速：高知県室戸岬  22.6m/s（北北東の風、24 時 00 分） 

和歌山県潮岬  18.0m/s（東北東の風 16 時 10 分） 
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• 7 月 31 日 

台風は紀伊半島沖を西北西に進み、昼頃には室戸岬の南海上に達し、16 時過

ぎ、高知県西部に上陸した。奈良県南部、和歌山県南部、三重県南部では、引

き続き、台風を取り巻く発達した雨雲により 1時間に 60mm 前後の非常に激しい

雨が降った。徳島県南東部、高知県東部では、台風の中心から東側に広がる非

常に発達した雨雲がかかり、1 時間に 60mm を超える非常に激しい雨が降った。

高知県須崎では14時10分から15時10分までの1時間に72mmの雨を観測した。

広島県では、夜になって台風の中心に近い非常に発達した雨雲がかかり、宵の

うちから雨が強まり、広島県呉では 21 時から 22 時までの 1時間に 40mm を超え

る激しい雨が降った。 

また、台風の中心が上陸した四国地方、中国地方では強い風が吹いた。 

主な地点の日降水量：奈良県上北山村日出岳       524mm  

徳島県神山町旭丸          520mm 

徳島県上勝町福原旭        516mm  

高知県馬路村魚梁瀬        514mm 

奈良県上北山村小橡  471mm 

主な地点の日 大風速：高知県室戸岬  47.7m/s（東の風、10 時 20 分） 

徳島県日和
ひ わ

佐
さ

  22m/s（東の風、12 時 10 分） 

愛媛県新居浜  17m/s（北東の風、17 時 30 分） 

愛媛県長浜  17m/s（北北東の風、16 時 50 分） 

広島県広島市中区 15.7m/s（北東の風、20 時 00 分） 

広島県呉         14.5m/s（北東の風、18 時 10 分） 
 

• 8 月 1 日 

台風は、00 時に日本海に達し、21 時には熱帯低気圧に変わった。台風に向か

って南海上から暖かく湿った空気が流れ込み、高知県、徳島県では、1 時間に

90mm を超える猛烈な雨が降った。高知県土佐山田町繁藤では 09 時から 10 時ま

での 1 時間に 110mm、高知県本山で 18 時 10 分から 19 時 10 分までの 1 時間に

92mm、高知県窪川で 20 時 40 分から 21 時 40 分までの 1時間に 91mm、徳島県木

頭で 07 時 20 分から 08 時 20 分までの 1時間に 90mm の猛烈な雨を観測した。 

主な地点の日降水量：徳島県神山町旭丸        588mm  

徳島県木頭              512mm 

高知県土佐山田町繁藤 457mm  

高知県本山         454mm 
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高知県伊野町
い の ち ょ う

成山
なりやま

        436mm 

主な地点の日 大風速：徳島県徳島市 15.0m/s（南東の風、02 時 20 分） 

徳島県日和佐 15m/s（東南東の風、02 時 20 分） 

山口県宇部 13m/s（南西の風、12 時 00 分） 
 

• 8 月 2 日 

台風第 10 号から変わった熱帯低気圧は日本海西部を北上した。これに向かっ

て、引き続き南から暖かく湿った空気が流れ込み、高知県、徳島県南東部、奈

良県南東部で大雨となった。高知県西部、徳島県南東部では、1時間に 80mm を

超える猛烈な雨が降った。高知県中村で 00 時 40 分から 01 時 40 分までの 1時

間に 117mm、徳島県日和佐で 10 時 00 分から 11 時 00 分までの 1時間に 81mm の

猛烈な雨を観測した。 

主な地点の日降水量：高知県中村   336mm  

徳島県日和佐  293mm 

主な地点の日 大風速：徳島県日和佐  12m/s（東南東の風、07 時 20 分） 

高知県室戸岬  11.0m/s（南南東、04 時 50 分） 

 

３ 災害の概況 
 
 台風第 10 号による被害は、四国地方を中心に西日本の広い範囲で発生した。 

 人的被害は、愛媛県松山市で 1 名が亡くなり、徳島県那賀郡木沢村では住宅

1 棟が崩れた裏山の土砂とともに流され、この家の住民 2 名が行方不明になっ

ている。負傷者は広島県で 9名、徳島県で 2名、ほか 2府 4県で 7名の合わせ

て 18 名に及んだ。 

激しい雨が断続的に降った徳島県や高知県では、山・がけ崩れや土石流など

の土砂災害が相次いで発生し、斜面崩壊や橋の破損で国道が寸断されるなどし

て、孤立状態になる地区もあった。 

住宅被害は、徳島県と高知県で住宅 9棟が全壊、8棟が半壊したほか、1府 7

県で 50 棟が一部損壊する被害が発生した。 

浸水害は四国地方をはじめ、中国地方の瀬戸内側や三重県の 9 県で、206 棟

が床上まで、2,222 棟が床下まで浸水した。このうち広島県では、降雨と満潮

が重なったために 59 棟が床上浸水、1,434 棟が床下浸水した。高知県でも激し

い降雨と満潮が重なり、高知市内を流れる鏡川の水位が急上昇し、道路が冠水

した。 

交通機関は、四国地方を中心に道路の通行止めや鉄道・高速バスの運休・遅
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延が発生するなどの影響が出た。高知県長岡郡大豊町では国道 32 号線が 20ｍ

にわたり崩壊し、通行止めになったほか、国道 193 号線では徳島県内で土砂崩

れが相次ぎ、通行止めになった。その他の国道や県道、高速道路でも、雨量規

制や冠水などのために通行止めが相次いだ。 

鉄道はＪＲ土讃線で阿波池田～土佐山田間で不通となった。ＪＲ牟岐線では

大雨のために、阿南～海部間で一時運転を見合わせた。そのほかの路線も大雨

により運休や一時運転を見合わせる影響が出た。 

また、徳島県、高知県、愛媛県で水稲、果樹等の農業被害が発生した。 
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付図 1 台風経路図 

 
 
 

31 日 16 時過ぎ高知県西部に上陸。 
中心気圧 980hPa、 大風速 35m/s 

1 日 21 時に熱帯低気圧となる

31 日 21 時半頃広島市付

近 に 上 陸 。 中 心 気 圧

992hPa、 大風速 23m/s
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付図 2 地上天気図と気象衛星赤外画像 
 
 

7 月 30 日 09 時（日本時） 

7 月 31 日 09 時（日本時） 
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8 月 1 日 09 時（日本時） 

8 月 2 日 09 時（日本時） 
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付図 3 総降水量分布図(７月３０日～８月２日) 
（アメダス観測地点による降水量） 
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８月１日１0 時 １時間積算雨量 
（レーダー・アメダス解析雨量） 

８月１日１0 時 ３時間積算雨量 
（レーダー・アメダス解析雨量） 

高知県繁藤 175mm 
(アメダス前 3 時間降水量)

高知県繁藤 110mm 
(アメダス前 1 時間降水量) 

徳島県木頭 189mm 
(アメダス前 3 時間降水量) 

徳島県木頭 48mm 
(アメダス前 1 時間降水量) 

徳島県旭丸 33mm 
(アメダス観測値) 

付図 4 レーダー・アメダス解析雨量 
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８月１日 ２４時間積算雨量 
（レーダー・アメダス解析雨量）

7 月 31 日 ２４時間積算雨量 

（レーダー・アメダス解析雨量）

徳島県旭丸 520mm 
（アメダス 24 時間降水量） 

高知県魚梁瀬 514mm 
（アメダス 24 時間降水量） 

徳島県旭丸 588mm 
（アメダス 24 時間降水量） 

徳島県木頭 512mm 
（アメダス 24 時間降水量）

高知県繁藤 457mm 
（アメダス 24 時間降水量）
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旭丸（徳島県名西郡神山町） 
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付図 5 降水の時系列グラフ 
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付表 1 アメダス日降水量表（７月３０日～８月２日） 
  （四国、中国、近畿地方、三重県、山口県で日降水量が 200mm 以上を観測した地点） 

    

7月30日 7月31日 8月1日 8月2日
徳島 旭丸 9 520 588 126 1243

京上 4 214 184 41 443
福原旭 8 516 224 188 936

太竜寺山 4 242 123 212 581
木頭 0 391 512 77 980

日和佐 2 187 38 293 520
高知 本川 0 222 401 94 717

本山 0 244 454 57 755
池川 0 166 247 46 459
繁藤 0 240 457 75 772
大栃 0 206 374 92 672

魚梁瀬 0 514 193 62 769
佐川 0 237 305 66 608
成山 0 176 436 58 670
後免 0 161 247 73 481
芸西 0 215 106 54 375
安芸 0 223 44 65 332
田野 0 276 18 118 412
須崎 0 152 325 68 545

佐喜浜 0 308 115 150 573
窪川 0 72 365 83 520

室戸岬 0 251 82 37 370
江川崎 0 2 218 × 220
佐賀 0 28 300 71 399
中村 0 3 154 336 493

愛媛 富郷 0 184 266 42 492
成就社 0 232 136 41 409

和歌山 本宮 131 238 43 1 413
色川 240 59 2 4 305

奈良 曽爾 89 205 3 0 297
高見 72 290 34 1 397

山上ケ岳 101 325 22 1 449
上北山 236 471 45 2 754
日出岳 327 524 299 3 1153
風屋 91 205 96 0 392

玉置山 143 202 173 2 520
三重 宮川 105 291 157 4 557

日降水量(mm) 合計
(mm)

府県名 地点名
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付表 2 アメダス前 1 時間降水量（７月３０日～８月２日） 
（四国、中国、近畿地方、三重県、山口県で 1 時間降水量 40mm 以上を観測した地点） 

 

府県名 地点名 降水量 起時 府県名 地点名 降水量 起時
日出岳 46 1910 木頭 40 1700
上北山 44 2400 旭丸 55 1520

和歌山県 色川 55 2150 福原旭 47 1510
三重県 御浜 46 1700 日和佐 60 2240

繁藤 45 2000
本山 50 1840
本山 50 1840
佐川 55 1600
須崎 72 1510
魚梁瀬 53 1540
佐喜浜 54 2300
日出岳 59 0420
上北山 52 0400

和歌山県 白浜 47 1820
広島県 呉 44 2200

津 45 1420
宮川 57 0530
尾鷲 48 1540

府県名 地点名 降水量 起時 府県名 地点名 降水量 起時
木頭 90 0820 太竜寺山 41 1100
旭丸 55 0200 福原旭 54 0440
太竜寺山 51 1230 日和佐 81 1100
福原旭 44 0220 福原旭 54 0440
繁藤 110 1000 本川 46 0100
本山 92 1910 中村 117 0140
窪川 91 2140 宿毛 48 0010
佐川 81 2050 佐喜浜 70 1020
江川崎 80 2350 堂ケ森 55 0130
成山 72 0530 梼原 52 0320
後免 69 1740 大正 42 0020
本川 68 0540 田野 41 0630
佐賀 65 0420 愛媛県 近永 104 0010
中村 65 2040 三入 47 1210
須崎 61 1950 加計 40 1250
池川 58 2220 出雲 47 1550
高知 52 1830 大田 47 1540
魚梁瀬 49 0450 福光 45 1520
宿毛 46 2400 長野山 42 1200
室戸岬 42 0020 和田 44 1330
佐喜浜 40 0030 防府 47 1300
近永 102 2400
大洲 76 2340
八幡浜 51 2310
富郷 49 0710
御荘 42 2350
長浜 41 2320

奈良県 日出岳 41 0750

愛媛県

高知県

高知県

広島県

島根県

山口県

8月1日 8月2日

徳島県 徳島県

三重県

奈良県
徳島県

高知県

奈良県

7月30日 7月31日
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付表 3 気象官署の 低海面気圧・ 大風速・ 大瞬間風速観測表 
（四国、中国、近畿地方の気象官署及び特別地域気象観測所と三重県、山口県の気象官署

における 7 月 30 日から 8 月 2 日の期間の観測値） 
 

気圧
（ｈPa)

月 日 時分 風向
（16方位）

風速
(m/s)

月 日 時分 風向
（16方位）

風速
(m/s)

月 日 時分

徳島 999.3 7 31 0537 SE 15 8 01 0220 SE 28.1 8 01 0304
高知 990.5 7 31 1331 ESE 12.6 7 31 1740 ESE 27.7 7 31 1736
室戸岬 983.3 7 31 1137 E 47.7 7 31 1020 ENE 60.9 7 31 1100
清水 989.2 7 31 1455 WSW 13.9 7 31 1800 WSW 22.9 7 31 1814
宿毛 989.9 7 31 1547 WSW 12.3 8 01 2320 WSW 21.4 8 01 2307
松山 990.3 7 31 1848 NNE 9.4 7 31 1510 NNE 23.3 7 31 1459
宇和島 991.2 7 31 1712 NNW 9.5 7 31 1340 NNW 18.9 7 31 1129
高松 998.1 7 31 1829 E 11.9 7 31 1630 ENE 24.7 7 31 1435
多度津 995.3 7 31 1829 ENE 12.1 7 31 1700 ENE 26.8 7 31 1650
広島 992.8 7 31 1957 NE 15.7 7 31 2000 NE 26.9 7 31 1956
福山 996.5 7 31 1924 ENE 10.8 7 31 2050 NNE 23.9 7 31 1814
呉 991.6 7 31 1938 NE 14.5 7 31 1810 NNE 31.1 7 31 1802
松江 999.2 8 01 0541 ENE 12.4 7 31 1250 E 23.5 7 31 1203
浜田 996.0 7 31 2250 NE 11.5 7 31 2130 NE 19.7 7 31 1336
西郷 1001.5 8 01 1632 ENE 13.6 7 31 1900 ENE 27.4 7 31 1825
鳥取 1001.9 8 01 0457 SE 12.4 8 01 0720 SE 23.1 8 01 0615
米子 999.9 8 01 0618 ESE 9.1 8 01 0020 ESE 16.5 8 01 0025
境 1000.2 8 01 0629 E 8.1 8 01 0210 E 19.8 7 31 1952
岡山 1000.6 7 31 1747 E 15.4 7 31 1910 ENE 28.4 7 31 1902
津山 1002.0 7 31 1742 SE 8.2 8 01 1210 S 17.8 8 01 1211
和歌山 999.6 7 31 0533 SSE 12.3 8 01 1020 NNE 22.2 7 30 1539
潮岬 996.0 7 31 0253 E 19 7 31 0310 ENE 37.8 7 30 1712
奈良 1002.8 7 31 0422 ENE 7.4 7 31 0840 NE 22.7 7 30 2351
大阪 1002.2 7 31 0415 NE 12.2 7 31 0010 ENE 29.3 7 31 0025
京都 1004.7 7 31 0439 E 9.1 7 31 0230 E 21.2 7 31 0410
舞鶴 1005.2 8 01 0453 WSW 7.5 8 02 1710 SW 17.7 8 02 1326
彦根 1006.0 7 30 1544 ESE 9.4 7 31 0830 SE 22.3 7 31 0719
神戸 1001.6 7 31 0430 ENE 12.6 7 31 0700 E 24.8 7 30 2303
豊岡 1003.5 8 01 1408 SSE 7.1 8 01 1410 SE 15.2 8 01 1431
姫路 1002.9 7 31 0449 ENE 12.3 7 31 1320 ENE 22.3 7 31 0826
洲本 1000.6 7 31 0524 NE 13.5 7 31 0310 NNE 24.6 7 31 0107
津 1006.4 7 30 1411 ESE 18.1 7 31 1220 ESE 27.3 7 31 0747
尾鷲 1003.0 7 31 0326 E 15.9 7 31 0340 E 36.8 7 31 0844
下関 996.0 8 01 0154 WSW 9.3 8 01 1030 WSW 16.9 8 01 1020
山口 995.2 7 31 2239 N 5.5 7 31 1340 SSW 14.2 8 01 0849

官署
低海面気圧 大風速 大瞬間風速
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付表 4 極値更新表 
（四国、中国、近畿地方、三重県、山口県において、７月３０日から８月２日までの降水

量と風速の観測値で、７月と８月の月の極値と年の極値を更新した気象官署とアメダス地

点） 

 
 
 

気象官署の極値更新

１. ７月～８月の極値更新

（1）日 大風向･風速 （2）日 大瞬間風向･風速

官署名 起日 統計開始年 官署名 起日 統計開始年

岡山 E 15.4  7月31日 1996年 呉 NNE 31.1  7月31日 1957年

大阪 ≧NE 12.2  7月31日 1999年 福山 NNE 23.9  7月31日 1943年

室戸岬 E 47.7  7月31日 1961年 大阪 ≧ENE 29.3  7月31日 1999年

松山 NNE 23.3  7月31日 1937年

多度津 ENE 26.8  7月31日 1937年

室戸岬 ENE 60.9  7月31日 1962年

アメダス地点の極値更新

１. ７月～８月の極値更新

（1）日 大風向･風速

徳島 高知

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

穴吹 NE 11  7月31日 2001年 本山 NE 11  7月31日 1979年

徳島 SE 14  7月31日 1979年 大栃 NNE  6  7月30日 1979年

蒲生田 E 17  7月31日 1979年 高知 ESE 13  7月31日 1979年

木頭 N 9  7月31日 1979年 後免 ESE 13  7月31日 1979年

日和佐 E 22  7月31日 1979年 安芸 SE 13  7月31日 1979年

宍喰 ENE 8  7月31日 1979年 須崎 SSE 13  7月31日 1979年

室戸岬 E 48  7月31日 1979年

愛媛

地点名 起日 統計開始年 香川

今治 NE 13  7月31日 1979年 地点名 起日 統計開始年

丹原  NE 14  7月31日 1979年 高松 E 12  7月31日 1979年

新居浜  NE 17  7月31日 1979年 多度津 ENE 12  7月31日 1979年

松山 NNE 9  7月31日 1979年 滝宮 ENE 8  7月31日 1979年

長浜 NNE 17  7月31日 1979年 財田 NE 10  7月31日 1979年

岡山 島根

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

新見 E 9  7月31日 1979年 横田 E 9  7月31日 1979年

岡山 E 15  7月31日 1996年 瑞穂 NE 9  7月31日 1979年

虫明 E 7  7月31日 1979年

笠岡 ENE 12  7月31日 1979年

玉野 E 18  7月31日 1979年

更新した値 更新した値

更新した値 更新した値

更新した値

更新した値

更新した値 更新した値

（注）“≧”は記録が一部欠けているが、得られ

ている記録の中に累年の極値・順位を更新する

値があったことを示す。 
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広島 和歌山

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

大朝 E 8  7月31日 1979年 かつらぎ NNE 11  7月30日 1979年

油木 NE 9  7月31日 1979年 川辺 ESE 12  7月31日 1999年

三入 NE 6  7月31日 2002年

世羅 E 10  7月31日 1979年

府中 E 5  7月31日 1979年 奈良

東広島 E 12  7月31日 1979年 地点名 起日 統計開始年

福山 ENE 11  7月31日 1979年 風屋 WSW 9  7月31日 1979年

因島 NNE 6  7月31日 1979年

呉 NE 15  7月31日 1979年

京都

地点名 起日 統計開始年

大阪 園部 ESE 8  7月31日 2002年

地点名 起日 統計開始年 園部 ESE 8  8月01日 2002年

枚方 ENE 9  7月31日 1979年 京都 E 9  7月31日 1979年

大阪 ENE 12  7月30日 1999年

兵庫
滋賀 地点名 起日 統計開始年

地点名 起日 統計開始年 和田山 SW 8  8月02日 1979年

山東 ESE 8  7月31日 2001年 神戸 ENE 13  7月31日 2000年

大津 E 9  7月31日 1979年

大津 E 9  7月31日 1979年

山口

地点名 起日 統計開始年

三重 岩国 N 8  7月31日 1979年

地点名 起日 統計開始年

熊野新鹿 SE 8  7月30日 2002年

（2）日降水量

徳島 高知

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

穴吹 7月31日 2001年 本山 8月01日 1979年

旭丸 7月31日 1980年 繁藤 8月01日 1979年

旭丸 8月01日 1979年 大栃 8月01日 1979年

福原旭 7月31日 1979年 魚梁瀬 7月31日 1979年

太竜寺山 7月31日 1980年 成山 8月01日 1979年

木頭 7月31日 1979年 後免 8月01日 1979年

木頭 8月01日 1979年 芸西 7月31日 1979年

日和佐 8月02日 1979年 安芸 7月31日 1979年

田野 7月31日 1979年

須崎 8月01日 1979年

広島 佐喜浜 7月31日 1979年

地点名 起日 統計開始年 佐賀 8月01日 1979年

三入 8月02日 2002年 中村 8月02日 1979年

更新した値 更新した値

更新した値

更新した値

更新した値

更新した値

更新した値

更新した値

更新した値

更新した値 更新した値

293 

454 

457 

374 

514 

436 

更新した値

94 

242 

391 

512 

169 

520 

588 

516 

247 

215 

223 

276 

325 

308 

300 

336 
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島根 岡山

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

大田 8月02日 1979年 大空山 8月01日 1979年

福光 8月02日 1979年 天子山 8月01日 1979年

福渡 8月01日 1979年

岡山 8月01日 1996年

奈良

地点名 起日 統計開始年

玉置山 7月31日 1979年 三重

地点名 起日 統計開始年

熊野新鹿 7月30日 2002年

山口

地点名 起日 統計開始年

長野山 8月01日 1979年

（3）日 大１時間降水量

徳島 高知

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

穴吹 8月01日 2001年 本川 8月01日 1979年

木頭 8月01日 1979年 本山 8月01日 1979年

日和佐 8月02日 1979年 繁藤 8月01日 1979年

佐川 7月31日 1979年

佐川 8月01日 1979年

愛媛 成山 8月01日 1979年

地点名 起日 統計開始年 後免 8月01日 1979年

大洲 8月01日 1979年 須崎 7月31日 1979年

八幡浜 8月01日 1979年 窪川 8月01日 1979年

近永 8月02日 1979年 江川崎 8月01日 1979年

佐賀 8月01日 1979年

中村 8月02日 1979年

広島

地点名 起日 統計開始年

三入 8月02日 2002年 島根

地点名 起日 統計開始年

松江 8月02日 1980年

三重 出雲 8月02日 1979年

地点名 起日 統計開始年

津 7月31日 1988年

熊野新鹿 7月30日 2002年

更新した値更新した値

更新した値

202 

更新した値

更新した値

更新した値

更新した値

55 

81 

72 

69 

72 

91 

更新した値

更新した値

134 

131 

166 

143 

111 

129 

82 

188 

35 

90 

81 

68 

92 

110 

80 

65 

117 

104 

76 

51 

47 

33 

47 

45 

更新した値

更新した値

38 
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２. 年間を通しての極値更新

（1）日 大風向･風速

徳島 高知

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

蒲生田 E 17  7月31日 1979年 本山 NE 11  7月31日 1979年

愛媛

地点名 起日 統計開始年

今治 NE 13  7月31日 1979年

（2）日降水量

徳島 高知

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

旭丸 8月01日 1979年 本山 8月01日 1979年

木頭 8月01日 1979年 大栃 8月01日 1979年

成山 8月01日 1979年

中村 8月02日 1979年

（3）日 大１時間降水量

徳島 高知

地点名 起日 統計開始年 地点名 起日 統計開始年

穴吹 8月01日 2001年 繁藤 8月01日 1979年

木頭 8月01日 1979年 佐川 8月01日 1979年

窪川 8月01日 1979年

江川崎 8月01日 1979年

愛媛 中村 8月02日 1979年

地点名 起日 統計開始年

大洲 8月01日 1979年

八幡浜 8月01日 1979年

近永 8月02日 1979年

更新した値

更新した値更新した値

更新した値 更新した値

51 

104 

更新した値

更新した値

更新した値

91 

80 

117 

76 

436 

336 

35 

90 

110 

81 

588 

512 

454 

374 
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付表５ 官署及び府県の執った措置 
四国、中国、近畿地方、三重県、山口県における 
7 月 30 日から 8 月 2 日の気象官署と府県の対応 

 

（1） 台風説明会
7月29日14時～15時　徳島県庁にて実施、３９名参加
7月29日16時～17時　徳島・小松島港台風対策委員会にて実施、１７名参加

（2） 県への説明
8月1日16時～16時45分　徳島県庁にて徳島県災害対策警戒本部に台風第10号及
びその後の大雨について説明

（3） 報道対応
8月2日15時～15時30分　取材（NHK）　台風第１０号及びその後の大雨について
説明

（4） 現地調査
8月3日徳島県上那賀町　　町災害対策本部のガイドを受けて、町内で被害の大
きかった市宇地区と海川地区を中心に被災地の写真撮影と聞き取り調査を約４
時間行った。

（5） その他
8月2日10時～20時30分　徳島県上那賀町災害対策本部に気象情報及び予測資料
を直接支援した。

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

7月30日10時58分　徳島県第１非常体制
7月31日05時00分　徳島県第２非常体制
　　　　　　　　　　　　　災害対策連絡本部設置
7月31日14時00分　徳島県第２非常体制
　　　　　　　　　　　　　災害対策警戒本部設置
8月 2日08時30分　徳島県第３非常体制
　　　　　　　　　　　　　災害対策本部設置
8月 2日11時00分　自衛隊に災害派遣要請
8月 2日11時30分　徳島県災害対策本部相生支部設置

徳島

気
象
官
署

（1） 台風説明会
平成16年7月30日10時30分
参加：15機関（18名）

（2） 県への説明

平成16年7月30日11時00分に説明
高知県へ職員派遣
7月31日　10時30分～20時00分　　2名
7月31日　19時00分～22時45分　　2名
8月 1日　21時30分～8月2日06時00分　　　1名
高知県本部連絡員会議にて解説
8月 2日　09時00分～09時10分　　2名

（3） 報道対応

7月30日　17時10分～17時15分　高知シティFM　　　　台風の状況
7月31日　08時30分～08時33分　高知放送（ラジオ）　台風の状況
7月31日　11時30分～11時35分　高知シティFM　　　　台風の状況
7月31日　15時30分～15時32分　高知放送（ラジオ）　台風の状況
7月31日　18時22分～18時23分　高知放送（テレビ）　台風の状況
8月 2日　00時00分～00時05分　高知放送（ラジオ）　大雨の予想
8月 2日　00時30分～00時35分　高知放送（ラジオ）　大雨の予想
8月 2日　02時00分～02時05分　高知放送（テレビ）　大雨の予想
8月 2日　02時33分～02時35分　テレビ高知　　　　　大雨の予想
8月 2日　03時10分～03時15分　高知放送（テレビ）　大雨の予想
8月 2日　10時00分～10時30分　高知放送（テレビ）　台風・大雨総括
8月 2日　13時00分～13時05分　テレビ高知　　　　　台風・大雨総括
8月 2日　14時00分～14時30分　NHK　　　　　　　　　台風・大雨総括
すべて電話による出演

（4） 現地調査 なし

（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

高知県　7月30日05時00分　第一配備体制
　　　　7月31日13時00分　第二配備体制
　　　　8月 2日15時00分　第一配備体制
　　　　8月 3日17時15分　解除

高知

気
象
官
署
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（1） 台風説明会
開催日時　　　　：　7月30日11時00分～11時50分
開催場所　　　　：　高松地方気象台　会議室
出席機関数等  　：　33 機関、出席者数　40名

（2） 県への説明 気象台で開催の台風説明会、及び注意報・警報発表時等の事前説明
（3） 報道対応 台風説明会での取材対応、及び台風接近時の取材と電話照会対応
（4） 現地調査 実施なし
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

香川県災害対策本部の設置なし
（香川県水防本部7月31日8時40分設置、8月2日2時45分解散）

高松

気
象
官
署

（1） 台風説明会
7月30日14時00分（気象台防災連絡室）
16機関出席

（2） 県への説明

7月30日15時40分（広島県危機管理室）
　広島県主管室会議にて説明（21名参加）
7月31日17時45分（広島県危機管理室）
　広島県主管室会議で説明（30名参加）
　　　　　　　　　（広島県危機管理室からの要請による）

（3） 報道対応 なし
（4） 現地調査 なし

（5） その他

7月30日15時30分（第六管区海上保安本部）
広島港台風対策委員会にて説明
第六管区海上保安本部、広島港湾振興局、広島みなと振興局、広島地区旅客船
協会、広島港木材輸入調整協議会、マツダ車両物流
　　　　　　　　（第六管区海上保安本部の要請による）

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

注意体制　7月30日16時01分～7月31日15時59分
警戒体制　7月31日15時59分～8月02日20時45分
注意体制　8月02日20時45分～8月03日05時40分

広島

気
象
官
署

（1） 台風説明会
平成16年７月30日16時より、気象台会議室において実施。参加機関は、８機
関。

（2） 県への説明
平成16年８月２日18時09分に土壌雨量指数を活用した警報を発表した。この警
報発表前には今後の気象について電話で説明を行った。

（3） 報道対応
平成16年８月２日18時09分に土壌雨量指数を活用した警報の発表後、警報の内
容（注意警戒文）を放送して頂くよう、電話で申し入れた。

（4） 現地調査 なし
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

災害対策本部の設置はなし。

島根

気
象
官
署

（1） 台風説明会 ７月３０日１３時３０分より、当台２階会議室で実施。出席者は17名

（2） 県への説明 電話連絡により随時実施。

（3） 報道対応

７月２９日　民放１社　　　　　　電話取材（テレビ）
７月３０日　民放１社　　　　　　録画取材
８月２日　　ＮＨＫ、民放１社　 録画取材

（4） 現地調査 なし。
（5） その他 なし。

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

７月３１日０８時００分設置（暴風警報発表時間に同じ）
８月１日１８時解散
８月１日２３時１３分設置（大雨、洪水警報発表時間に同じ）
８月２日２０時解散

愛媛

気
象
官
署
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（1） 台風説明会
平成１６年７月３０日　１５：３０～１６：００（気象台で開催）
平成１６年７月３０日　１６：３０～１７：００（県庁で開催）

（2） 県への説明

平成１６年７月３０日　１６：３０～１７：００
　　県庁内で台風説明会を開催し県関係者へ説明
平成１６年７月３１日～８月１日
　　防災行政無線（電話）により適宜解説

（3） 報道対応 　電話で対応
（4） 現地調査 なし
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

なし

岡山

気
象
官
署

（1） 台風説明会 7月29日15時30分に実施　　　　　　(15機関18名出席）

（2） 県への説明 7月29日16時30分に実施　　　　　　（関係10部署から20名出席）

（3） 報道対応
ＮＨＫ和歌山放送、ＴＶ和歌山、和歌山放送及び和歌山新報の記者は台風説明
会に出席

（4） 現地調査 なし
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

なし

和歌山

気
象
官
署

（1） 台風説明会

説明会開催案内を７月２８日（水）１６時に送付。説明会は２９日１４時から
当台会議室で実施。実況および予想天気図を用い、奈良県の風雨状況のシナリ
オを説明した。出席者は防災機関、報道機関を含め２１名だった。

（2） 県への説明 ３０日夕刻、奈良県消防防災課へ今後の気象について電話で解説を行った。
（3） 報道対応 特段の対応はなし。
（4） 現地調査 なし。
（5） その他 なし。

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

設置なし。

奈良

気
象
官
署

（1） 台風説明会 実施せず

（2） 県への説明
日時：平成１６年７月３０日（金曜日）１６時から１６時４５分
場所：鳥取県庁災害対策室

（3） 報道対応 随時対応
（4） 現地調査 なし

（5） その他
なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

なし

鳥取

気
象
官
署
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（1） 台風説明会

日時　　7月29日（木）　11時00分～11時30分
場所　　大阪管区気象台　大会議室
出席　　13機関（17名）

（2） 府への説明

7月29日（木）：危機管理室消防救助課へ赴き、台風の状況、進路予想、大阪府
へ影響などを解説した。
7月30日（金）：危機管理室消防救助課へ赴き、台風の状況、進路予想、大阪府
へ影響などを解説した。
　河川室河川環境課担当者が来台、台風の状況、進路予想、大阪府へ影響など
を解説した。
　随時、危機管理室消防救助課、河川室河川環境課に対し、台風の状況、進路
予想、大阪府へ影響などを電話により解説した。

（3） 報道対応 特段に対応していない。
（4） 現地調査 実施していない。

（5） その他

大阪港海難防止対策委員会（防災気象官出席）
日時　　7月29日（木）　16時40分～17時00分
場所　　大阪港湾合同庁舎　会議室
出席　　17機関（17名）
内容　　台風の状況、進路予想、大阪港への影響について解説

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

（水防本部の配備体制）
　7月31日13時40分　　第1非常配備体制
　8月  1日09時00分　　警戒配備体制
　8月　1日09時50分　　解除
　なお、災害応急対策実施組織は設置していない。
（大阪港の警戒体制）大阪港海難防止対策委員会で実施
　7月30日09時00分　　警戒体制入る
　7月31日16時30分　　警戒体制解除

大阪

気
象
官
署

（1） 台風説明会

７月３０日１５時３０分より、滋賀県庁防災対策室において、今後の台風の進
路と滋賀県への影響や防災上の留意事項について解説を行った。参加機関は５
機関１３名であった。

（2） 県への説明
台風説明会の前後で、今後の見通しについて、総合防災課あてに電話で解説を
行った。

（3） 報道対応
電話による今後の台風の進路や注意報・警報についての問い合わせ以外は特に
なし。

（4） 現地調査 なし。
（5） その他 なし。

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

設置なし。

彦根

気
象
官
署

（1） 台風説明会 特に実施していない。

（2） 府への説明
７月２８日京都府との意見交換時に説明した。また、７月３０日水災時初動対
応に係る協議時に説明した。

（3） 報道対応
７月３１日は閉庁日であったが、防災業務課長・防災気象官が出勤し体制を整
えた。しかし、報道機関からの特別な照会は無かった。

（4） 現地調査 実施していない。
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

災害対策本部等、特段の体制は執っていない。

京都

気
象
官
署
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（1） 台風説明会 7月29日15時50分～　神戸防災合同庁舎２F共用会議室にて開催
（2） 県への説明 台風説明会に出席。その他電話による情報提供10数回。
（3） 報道対応 ラジオ関西：電話により取材　7月30日16時30分～
（4） 現地調査 なし
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

なし

兵庫

気
象
官
署

（1） 台風説明会

台風説明会
　２９日　１１時００分　津地方気象台防災気象連絡室
　　　　８機関（１０名）

（2） 県への説明

三重県に対する台風説明会実施状況
　２９日　１１時００分　防災危機管理局（地震気象情報室）
　　　　　　２５名　三重県各関係部局防災担当者

（3） 報道対応
ＦＭ三重（ラジオ）に生放送出演
　２９日　１８時２０分から約１０分　アナウンサーの質問に答えた。

（4） 現地調査 実施せず
（5） その他 なし

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

三重県災害対策本部設置状況
７月３０日１７時００分設置
７月３１日２３時１０分解散

三重

気
象
官
署

（1） 台風説明会
7月29日15時30分
下関地方気象台から山口測候所(会場)に出向き開催(対象：防災関係機関)｡

（2） 県への説明

7月29日14時00分
県庁災害対策室において開催された庁内連絡会議の席上､出張解説を実施(対
象：県庁内関係29課および県警本部､陸上自衛隊等)｡

（3） 報道対応 今後の気象の見通し等の説明を行った｡
（4） 現地調査 実施していない(該当災害なし)｡

（5） その他
8月2日14時20分
｢周南･北玖珂｣(二次細分区)に大雨警報(活用警報)を発表した。

府
県

災害対策本部の設
置状況（日時）

災害対策本部の設置はなし｡

山口

気
象
官
署
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付表 6 注意報・警報の発表状況 
対象地域：四国、中国、近畿地方、三重県、山口県 

（平成 16 年（2004 年）7 月 30 日～8 月 2 日） 

 

警報 注意報
徳島・鳴門 強風、波浪
阿南 波浪 強風
海部 波浪 強風
徳島・鳴門 強風、波浪、高潮
美馬北部・阿北 強風
美馬南部・神山 強風
三好 強風
阿南 波浪 強風、高潮
那賀・勝浦 強風
海部 波浪 強風、高潮
徳島・鳴門 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
美馬北部・阿北 暴風 大雨、雷、洪水
美馬南部・神山 暴風 大雨、雷、洪水
三好 暴風 大雨、雷、洪水
阿南 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
那賀・勝浦 暴風 大雨、雷、洪水
海部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
徳島・鳴門 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
美馬北部・阿北 暴風 大雨、雷、洪水
美馬南部・神山 大雨、洪水、暴風 雷
三好 暴風 大雨、雷、洪水
阿南 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水、暴風 雷
海部 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
徳島・鳴門 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
美馬北部・阿北 大雨、洪水、暴風 雷
美馬南部・神山 大雨、洪水、暴風 雷
三好 大雨、洪水、暴風 雷
阿南 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水、暴風 雷
海部 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
徳島・鳴門 波浪 大雨、雷、強風、洪水
美馬北部・阿北 大雨、洪水 雷、強風
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷、強風
三好 大雨、洪水 雷、強風
阿南 大雨、洪水、波浪 雷、強風
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷、強風
海部 大雨、洪水、波浪 雷、強風
徳島・鳴門 波浪 大雨、雷、強風、洪水
美馬北部・阿北 大雨、洪水 雷、強風
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷、強風
三好 大雨、洪水 雷、強風
阿南 大雨、洪水、波浪 雷、強風
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷、強風
海部 大雨、洪水、波浪 雷、強風
徳島・鳴門 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
美馬北部・阿北 大雨、洪水 雷、強風
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷、強風
三好 大雨、洪水 雷、強風
阿南 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷、強風
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮

徳島県（徳島地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 10:58 切り替え

2004/7/30 17:20 切り替え

2004/7/31 5:00 切り替え

2004/7/31 10:57 切り替え

2004/7/31 12:40 切り替え

2004/7/31 22:45 切り替え

2004/8/1 0:31 切り替え

2004/8/1 3:36 切り替え
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警報 注意報
高知中央 波浪
東部 波浪
西部 波浪
高知中央 波浪 強風
高吾北・嶺北 強風
東部 波浪 強風
西部 波浪 強風
高知中央 波浪 強風、高潮
高吾北・嶺北 強風
東部 波浪 強風
西部 波浪 強風

高知県（高知地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 4:10 発表

2004/7/30 11:53 切り替え

2004/7/30 15:57 切り替え

警報 注意報
徳島・鳴門 大雨、洪水 雷、強風、波浪
美馬北部・阿北 大雨、洪水 雷、強風
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷、強風
三好 大雨、洪水 雷、強風
阿南 大雨、洪水 雷、強風、波浪
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷、強風
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪
徳島・鳴門 大雨、洪水 雷、強風、波浪
美馬北部・阿北 大雨、洪水 雷、強風
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷、強風
三好 大雨、洪水 雷、強風
阿南 大雨、洪水 雷、強風、波浪
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷、強風
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪
徳島・鳴門 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
美馬北部・阿北 大雨、洪水 雷
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷
三好 大雨、洪水 雷
阿南 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
徳島・鳴門 洪水 大雨、雷、強風、波浪、高潮
美馬北部・阿北 洪水 大雨、雷
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷
三好 大雨、洪水 雷
阿南 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
徳島・鳴門 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
美馬北部・阿北 洪水 大雨、雷
美馬南部・神山 大雨、洪水 雷
三好 洪水 大雨、雷
阿南 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
徳島・鳴門 大雨、雷、洪水、強風、波浪、高潮
美馬北部・阿北 雷、洪水
美馬南部・神山 大雨、雷、洪水
三好 雷、洪水
阿南 大雨、雷、洪水、強風、波浪、高潮
那賀・勝浦 大雨、洪水 雷
海部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
徳島・鳴門 雷、強風、波浪
美馬北部・阿北 雷
美馬南部・神山 雷
三好 雷
阿南 大雨、雷、洪水、強風、波浪
那賀・勝浦 大雨、雷、洪水
海部 大雨、雷、洪水、強風、波浪

徳島県（徳島地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/1 8:28 切り替え

2004/8/1 13:05 切り替え

2004/8/1 18:23 切り替え

2004/8/1 22:43 切り替え

2004/8/2 11:40 切り替え

2004/8/2 16:39 切り替え

2004/8/2 20:25 2004/8/3 3:03
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警報 注意報
高知中央 波浪 強風、高潮
高吾北・嶺北 強風
東部 暴風、波浪 高潮
西部 波浪 強風、高潮
高知中央 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
高吾北・嶺北 暴風 大雨、雷、洪水
東部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
西部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
高知中央 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
高吾北・嶺北 暴風 大雨、雷、洪水
東部 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
西部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
高知中央 暴風、波浪、高潮 大雨、雷、洪水
高吾北・嶺北 暴風 大雨、雷、洪水
室戸 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
安芸 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮 雷
西部 暴風、波浪、高潮 大雨、雷、洪水
高知中央 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮 雷
高吾北・嶺北 暴風 大雨、雷、洪水
室戸 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
安芸 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮 雷
西部 暴風、波浪、高潮 大雨、雷、洪水
高知中央 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮 雷
高吾北・嶺北 大雨、洪水、暴風 雷
室戸 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
安芸 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮 雷
西部 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮 雷
高知中央 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷、強風
東部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
西部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
高知中央 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷、強風
東部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
西部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷、強風
東部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷、強風
東部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
西部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷、強風
東部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
西部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷、強風
東部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
幡多 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
高幡 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
幡多 雷、波浪、高潮
高幡 大雨、雷、波浪、洪水、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
幡多 雷、波浪、高潮
高幡 大雨、雷、波浪、洪水、高潮

2004/7/31 2:30 切り替え

高知県（高知地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/31 5:55 切り替え

2004/7/31 11:23 切り替え

2004/7/31 13:13 切り替え

2004/7/31 15:35 切り替え

2004/7/31 17:03 切り替え

2004/7/31 20:30 切り替え

2004/7/31 21:36 切り替え

2004/8/1 1:10 切り替え

2004/8/1 4:43 切り替え

2004/8/1 8:10 切り替え

2004/8/1 11:01 切り替え

2004/8/1 15:41 切り替え

2004/8/1 18:35 切り替え
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警報 注意報
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
西部 大雨、雷、波浪、洪水、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
幡多 大雨、雷、波浪、洪水、高潮
高幡 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪
西部 大雨、洪水 雷、波浪
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪
西部 大雨、洪水 雷、波浪
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
西部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
西部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
高知中央 大雨、洪水 雷、高潮
高吾北・嶺北 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷、高潮
西部 大雨、洪水 雷、高潮
高知中央 大雨、雷、洪水、高潮
高吾北・嶺北 大雨、雷、洪水
東部 大雨、雷、洪水、高潮
西部 大雨、雷、洪水、高潮
高知中央 雷、高潮
高吾北・嶺北 雷
東部 雷、高潮
西部 雷、高潮
高知中央 雷、高潮
高吾北・嶺北 雷
東部 高潮
西部 雷、高潮

2004/8/1 20:18 切り替え

高知県（高知地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/1 20:55 切り替え

2004/8/1 21:58 切り替え

2004/8/2 0:23 切り替え

2004/8/2 2:08 切り替え

2004/8/2 7:53 切り替え

2004/8/2 10:45 切り替え

2004/8/3 5:17 切り替え

2004/8/2 14:50 切り替え

2004/8/2 22:20 切り替え

警報 注意報
全域 強風、波浪 2004/7/30 16:25 切り替え
中予 強風、波浪
東予 強風、波浪
南予北部 強風、波浪
南予南部 波浪 強風
全域 暴風、波浪 大雨、雷、洪水 2004/7/31 8:00 切り替え
全域 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮 2004/7/31 11:20 切り替え
中予 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
東予 大雨、洪水、暴風、波浪 雷、高潮
南予 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
中予 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
東予 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
南予 暴風、波浪 大雨、雷、洪水
中予 大雨、洪水 雷、強風、波浪
東予 大雨、洪水 雷、強風、波浪
南予 波浪 大雨、雷、強風、洪水
中予 大雨、洪水 雷、強風、波浪
東予 大雨、洪水 雷、強風、波浪
南予 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮

愛媛県（松山地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 20:30 切り替え

2004/7/31 16:10 切り替え

2004/7/31 22:11 切り替え

2004/8/1 1:20 切り替え

2004/8/1 4:20 切り替え
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警報 注意報
中予 大雨、洪水 雷、強風、波浪
東予 大雨、洪水 雷、強風、波浪
南予 大雨、雷、強風、波浪、洪水
中予 雷、強風、波浪
東予東部 大雨、洪水 雷、強風、波浪
東予西部 雷、強風、波浪
南予 雷、強風、波浪
中予 雷、高潮
東予東部 大雨、雷、洪水、高潮
東予西部 雷、高潮
南予北部 雷、高潮
南予南部 雷、波浪、高潮
中予 大雨、雷、洪水、高潮
東予 大雨、雷、洪水、高潮
南予北部 大雨、雷、洪水、高潮
南予南部 大雨、雷、波浪、洪水、高潮
中予 大雨、洪水 雷、高潮
東予 大雨、洪水 雷、高潮
南予北部 大雨、洪水 雷、高潮
南予南部 大雨、洪水 雷、波浪、高潮
全域 大雨、洪水 雷 2004/8/2 4:23 切り替え
全域 大雨、洪水 雷、高潮 2004/8/2 11:40 切り替え
全域 大雨、雷、洪水、高潮 2004/8/2 15:45 切り替え
全域 雷、高潮 2004/8/2 22:00 2004/8/3 2:30

2004/8/1 11:40 切り替え

2004/8/1 16:40 切り替え

2004/8/1 21:48 切り替え

2004/8/1 23:13 切り替え

2004/8/1 8:15 切り替え

愛媛県（松山地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

警報 注意報
全域 強風、波浪、高潮 2004/7/30 15:58 切り替え
全域 強風、波浪 2004/7/31 1:20 切り替え
全域 暴風、波浪 大雨、洪水 2004/7/31 7:40 切り替え
全域 暴風、波浪 大雨、洪水、高潮 2004/7/31 11:35 切り替え
高松地域 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮
小豆 暴風、波浪、高潮 大雨、洪水
東讃 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮
中讃 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮
西讃 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮
高松地域 大雨、洪水、高潮 強風、波浪
小豆 高潮 大雨、強風、波浪、洪水
東讃 大雨、洪水、高潮 強風、波浪
中讃 大雨、洪水、高潮 強風、波浪
西讃 大雨、洪水、高潮 強風、波浪
高松地域 大雨、洪水 強風、波浪
小豆 大雨、強風、波浪、洪水
東讃 大雨、洪水 強風、波浪
中讃 大雨、洪水 強風、波浪
西讃 大雨、洪水 強風、波浪
高松地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
小豆 大雨、雷、強風、波浪、洪水
東讃 大雨、洪水 雷、強風、波浪
中讃 大雨、雷、洪水
西讃 大雨、洪水 雷
高松地域 雷、強風、波浪
小豆 大雨、雷、洪水、強風、波浪
東讃 大雨、洪水 雷、強風、波浪
中讃 雷
西讃 大雨、雷、洪水
高松地域 雷、強風、波浪、高潮
小豆 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
東讃 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
中讃 雷、高潮
西讃 大雨、雷、洪水、高潮

香川県（高松地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/31 16:50 切り替え

2004/7/31 20:50 切り替え

2004/8/1 2:11 切り替え

2004/8/1 11:20 切り替え

2004/8/1 13:25 切り替え

2004/8/1 16:35 切り替え
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警報 注意報
高松地域 高潮 雷
小豆 高潮 大雨、雷、洪水
東讃 高潮 大雨、雷、洪水
中讃 高潮 雷
西讃 高潮 大雨、雷、洪水
高松地域 雷
小豆 大雨、雷、洪水
東讃 大雨、雷、洪水
中讃 雷
西讃 大雨、雷、洪水
高松地域 雷
小豆 雷
東讃 大雨、雷、洪水
中讃 雷
西讃 大雨、雷、洪水
全域 雷 2004/8/2 14:07 切り替え
全域 高潮 2004/8/2 22:30 2004/8/3 2:38

香川県（高松地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/2 5:00 切り替え

2004/8/1 20:30 切り替え

2004/8/2 2:15 切り替え

警報 注意報
南部 高潮 2004/7/30 11:05 発表
南部 雷、高潮
北部 雷
南部 雷、強風、波浪、高潮
北部 雷、強風
南部 強風、波浪、高潮
北部 強風
南部 強風、波浪
北部 強風
南部 強風、波浪、高潮
北部 強風
南部 暴風、波浪、高潮 大雨、洪水
北部 暴風 大雨、洪水
広島・呉 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮
福山・尾三 暴風、波浪、高潮 大雨、洪水
東広島・竹原 大雨、洪水、暴風、波浪、高潮
北部 暴風 大雨、洪水
広島・呉 大雨、洪水 強風、波浪、高潮
福山・尾三 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
東広島・竹原 大雨、洪水 強風、波浪、高潮
北部 大雨、強風、洪水
南部 大雨、洪水
北部 大雨、洪水
南部 大雨、洪水
北部 大雨、洪水
南部 大雨、洪水、高潮
北部 大雨、洪水
南部 大雨、洪水、高潮 雷
北部 大雨、洪水 雷
南部 雷
北部 大雨、雷、洪水
広島・呉 大雨、雷、洪水
福山・尾三 大雨、雷、洪水
東広島・竹原 大雨、洪水 雷
北部 大雨、雷、洪水
広島・呉 大雨、洪水 雷
福山・尾三 大雨、雷、洪水
東広島・竹原 大雨、洪水 雷
北部 大雨、雷、洪水
広島・呉 大雨、洪水 雷、高潮
福山・尾三 大雨、雷、洪水、高潮
東広島・竹原 大雨、洪水 雷、高潮
北部 大雨、雷、洪水

広島県（広島地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 13:32 切り替え

2004/7/30 16:01 切り替え

2004/7/30 22:51 切り替え

2004/7/31 1:35 切り替え

2004/7/31 11:43 切り替え

2004/7/31 11:59 切り替え

2004/7/31 20:56 切り替え

2004/8/1 0:40 切り替え

強風、波浪、高潮 2004/8/1 6:43 切り替え

強風、波浪、高潮 2004/8/1 13:15 切り替え

2004/8/1 16:20 切り替え

2004/8/1 21:14 切り替え

大雨、洪水 2004/8/2 1:45 切り替え

2004/8/2 5:30 切り替え

2004/8/2 7:55 切り替え

2004/8/2 11:55 切り替え
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警報 注意報
広島・呉 大雨、洪水 雷、高潮
福山・尾三 大雨、雷、洪水、高潮
東広島・竹原 大雨、洪水 雷、高潮
北部 大雨、雷、洪水
広島・呉 大雨、洪水 雷、高潮
福山・尾三 大雨、雷、洪水、高潮
東広島・竹原 大雨、洪水 雷、高潮
北部 大雨、雷、洪水
南部 大雨、雷、洪水、高潮
北部 大雨、雷、洪水

広島県（広島地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/2 20:45 2004/8/3 2:33

2004/8/2 14:37 切り替え

2004/8/2 17:01 切り替え

警報 注意報
松江地区 高潮
出雲地区 高潮
西部 高潮
松江地区 高潮
出雲地区 高潮
大田邑智地区 雷
浜田地区 雷
西部 雷 2004/7/30 16:25 切り替え
島根県［隠岐を除く］ 雷、強風 2004/7/30 20:22 切り替え
松江地区 雷、強風、波浪
出雲地区 雷、強風、波浪
雲南地区 雷、強風
西部 雷、強風、波浪
松江地区 雷、強風、波浪
出雲地区 雷、強風、波浪
雲南地区 雷、強風
西部 雷、強風、波浪
松江地区 雷、強風、波浪
出雲地区 雷、強風、波浪
雲南地区 雷、強風
西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水
松江地区 雷、強風、波浪、高潮
出雲地区 雷、強風、波浪、高潮
雲南地区 雷、強風
西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
松江地区 雷、強風、波浪、高潮
出雲地区 雷、強風、波浪、高潮
雲南地区 雷、強風
西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
松江地区 雷、波浪
出雲地区 雷、波浪
雲南地区 大雨、雷、洪水
西部 大雨、雷、波浪、洪水
松江地区 雷、高潮
出雲地区 雷、高潮
雲南地区 大雨、雷、洪水
大田邑智地区 雷、高潮
浜田地区 雷、高潮
益田地区 大雨、雷、洪水、高潮
松江地区 大雨、雷、洪水、高潮
出雲地区 大雨、雷、洪水、高潮
雲南地区 大雨、雷、洪水
西部 大雨、雷、洪水、高潮
松江地区 雷、高潮
出雲地区 雷、高潮
雲南地区 大雨、雷、洪水
大田邑智地区 大雨、雷、洪水、高潮
浜田地区 大雨、雷、洪水、高潮
益田地区 大雨、洪水 雷、高潮

2004/7/30 5:00 発表

島根県［隠岐を除く］（松江地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 14:39 切り替え

2004/7/31 5:30 切り替え

2004/7/31 17:00 切り替え

2004/7/31 22:30 切り替え

2004/8/1 5:00 切り替え

2004/8/1 11:00 切り替え

2004/8/1 17:00 切り替え

2004/8/2 5:00 切り替え

2004/8/2 8:14 切り替え

2004/8/2 13:05 切り替え
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警報 注意報
全域 雷、強風 2004/7/30 18:40 発表
鳥取地区 強風、波浪
八頭地区 強風
倉吉地区 強風、波浪
米子地区 強風、波浪
日野地区 強風
鳥取地区 雷、強風、波浪
八頭地区 雷、強風
倉吉地区 雷、強風、波浪
米子地区 雷、強風、波浪
日野地区 雷、強風
鳥取地区 雷、強風、波浪
八頭地区 雷、強風
倉吉地区 大雨、雷、強風、波浪、洪水
米子地区 雷、強風、波浪
日野地区 雷、強風
鳥取地区 強風、波浪
八頭地区 大雨、強風、洪水
倉吉地区 大雨、強風、波浪、洪水
米子地区 強風、波浪
日野地区 大雨、強風、洪水

鳥取県（鳥取地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/31 8:45 切り替え

2004/8/1 5:20 切り替え

2004/8/1 11:45 切り替え

2004/8/1 18:13 切り替え

警報 注意報
松江地区 大雨、洪水 雷、高潮
出雲地区 大雨、洪水 雷、高潮
雲南地区 大雨、雷、洪水
西部 大雨、洪水 雷
松江地区 大雨、洪水 雷、高潮
出雲地区 大雨、洪水 雷、高潮
雲南地区 大雨、洪水 雷
西部 大雨、洪水 雷
松江地区 大雨、洪水 雷、高潮
出雲地区 大雨、洪水 雷、高潮
雲南地区 大雨、洪水 雷
西部 大雨、洪水 雷
東部 大雨、雷、洪水
大田邑智地区 大雨、洪水 雷
浜田地区 大雨、洪水 雷
益田地区 大雨、雷、洪水
島根県［隠岐を除く］ 大雨、雷、洪水 2004/8/2 22:25 切り替え
松江地区 雷、高潮
出雲地区 雷、高潮
雲南地区 雷
西部 雷、高潮

2004/8/2 15:40 切り替え

島根県［隠岐を除く］（松江地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/2 17:05 切り替え

2004/8/2 18:09 切り替え

2004/8/2 20:00 切り替え

2004/8/3 5:00 切り替え

警報 注意報
隠岐 高潮 2004/7/30 9:15 2004/7/30 15:35
隠岐 強風、波浪、高潮 2004/7/31 5:00 切り替え
隠岐 雷、強風、波浪 2004/7/31 17:06 切り替え
隠岐 雷、強風、波浪、高潮 2004/8/1 5:00 切り替え
隠岐 雷、強風、波浪 2004/8/1 18:20 切り替え
隠岐 大雨、雷、強風、波浪 2004/8/1 0:22 切り替え
隠岐 大雨、雷、強風、波浪、高潮 2004/8/2 5:20 切り替え
隠岐 雷、高潮 2004/8/2 10:55 切り替え
隠岐 雷 2004/8/2 20:20 2004/8/3 5:00

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

島根県隠岐（西郷測候所発表）
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警報 注意報
八頭地区 大雨、洪水
倉吉地区 大雨、洪水
日野地区 大雨、洪水
倉吉地区 大雨、洪水
日野地区 大雨、洪水
東部 雷
中・西部 大雨、雷、洪水
東部 雷
倉吉地区 大雨、雷、洪水
米子地区 大雨、洪水 雷
日野地区 大雨、洪水 雷
東部 雷
倉吉地区 雷
米子地区 大雨、雷、洪水
日野地区 大雨、雷、洪水

鳥取県（鳥取地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/2 5:00 切り替え

2004/8/2 8:20 切り替え

2004/8/2 18:26 2004/8/2 20:06

2004/8/2 14:48 切り替え

2004/8/2 15:49 切り替え

警報 注意報
岡山地域 高潮
東備地域 高潮
倉敷地域 高潮
井笠地域 高潮
岡山地域 強風、波浪、高潮
東備地域 強風、波浪、高潮
倉敷地域 強風、波浪、高潮
井笠地域 強風、波浪、高潮
高梁地域 強風
北部 強風
岡山地域 雷、強風、波浪、高潮
東備地域 雷、強風、波浪、高潮
倉敷地域 雷、強風、波浪、高潮
井笠地域 雷、強風、波浪、高潮
高梁地域 雷、強風
北部 雷、強風
岡山地域 強風、波浪
東備地域 強風、波浪
倉敷地域 強風、波浪
井笠地域 強風、波浪
高梁地域 強風
北部 強風
岡山地域 強風、波浪、高潮
東備地域 強風、波浪、高潮
倉敷地域 強風、波浪、高潮
井笠地域 強風、波浪、高潮
高梁地域 強風
北部 強風
岡山地域 高潮 強風、波浪
東備地域 高潮 強風、波浪
倉敷地域 高潮 強風、波浪
井笠地域 高潮 強風、波浪
高梁地域 強風
北部 強風
岡山地域 高潮 大雨、強風、波浪、洪水
東備地域 高潮 大雨、強風、波浪、洪水
倉敷地域 高潮 大雨、強風、波浪、洪水
井笠地域 高潮 大雨、強風、波浪、洪水
高梁地域 大雨、強風、洪水
阿新地域 強風
真庭地域 強風
津山地域 大雨、強風、洪水
勝英地区 大雨、強風、洪水

岡山県（岡山地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 11:25 発表

2004/7/30 16:40 切り替え

2004/7/30 18:10 切り替え

2004/7/31 1:45 切り替え

2004/7/31 11:36 切り替え

2004/7/31 16:10 切り替え

2004/7/31 19:58 切り替え
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警報 注意報
岡山地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
東備地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
倉敷地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
井笠地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
高梁地域 大雨、雷、強風、洪水
北部 大雨、雷、強風、洪水
岡山地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪
東備地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪
倉敷地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
井笠地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
高梁地域 大雨、洪水 雷、強風
阿新地域 大雨、雷、強風、洪水
真庭地域 大雨、洪水 雷、強風
津山地域 大雨、洪水 雷、強風
勝英地区 大雨、雷、強風、洪水
岡山地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪
東備地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪
倉敷地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水
井笠地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪
高梁地域 大雨、洪水 雷、強風
阿新地域 大雨、洪水 雷、強風
真庭地域 大雨、洪水 雷、強風
津山地域 大雨、洪水 雷、強風
勝英地区 大雨、雷、強風、洪水
岡山地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
東備地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
倉敷地域 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
井笠地域 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
高梁地域 大雨、洪水 雷、強風
阿新地域 大雨、洪水 雷、強風
真庭地域 大雨、洪水 雷、強風
津山地域 大雨、洪水 雷、強風
勝英地区 大雨、雷、強風、洪水
岡山地域 高潮 大雨、洪水
東備地域 大雨、洪水、高潮
倉敷地域 高潮 大雨、洪水
井笠地域 高潮 大雨、洪水
高梁地域 大雨、洪水
北部 大雨、洪水
岡山地域 高潮 大雨、雷、洪水
東備地域 高潮 大雨、雷、洪水
倉敷地域 高潮 大雨、雷、洪水
井笠地域 高潮 大雨、雷、洪水
高梁地域 大雨、雷、洪水
北部 大雨、雷、洪水
全域 大雨、雷、洪水 2004/8/2 2:40 切り替え
全域 雷 2004/8/2 6:35 切り替え
岡山地域 雷、高潮
東備地域 雷、高潮
倉敷地域 雷、高潮
井笠地域 雷、高潮
高梁地域 雷
北部 雷
岡山地域 雷、高潮
東備地域 雷、高潮
倉敷地域 雷、高潮
井笠地域 雷、高潮
高梁地域 雷
阿新地域 大雨、雷、洪水
真庭地域 大雨、雷、洪水
津山地域 雷
勝英地域 雷

2004/8/2 14:56 切り替え

2004/8/1 21:35 切り替え

2004/8/2 11:10 切り替え

2004/8/1 11:43 切り替え

2004/8/1 16:29 切り替え

2004/8/1 6:20 切り替え

2004/8/1 9:16 切り替え

2004/8/1 2:54 切り替え

岡山県（岡山地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻
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警報 注意報
岡山地域 雷、高潮
東備地域 雷、高潮
倉敷地域 雷、高潮
井笠地域 雷、高潮
高梁地域 雷
北部 雷

2004/8/2 21:18 2004/8/3 2:36

岡山県（岡山地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

警報 注意報
全域 雷 2004/7/30 6:10 発表
全域 雷、強風 2004/7/30 9:30 切り替え
北部 雷、強風
南東部 大雨、雷、強風、洪水
南西部 雷、強風
全域 大雨、雷、強風、洪水 2004/7/30 20:35 切り替え
北部 大雨、雷、強風、洪水
南東部 大雨、洪水 雷、強風
南西部 大雨、雷、強風、洪水
北部 大雨、雷、強風、洪水
南東部 大雨、洪水 雷、強風
南西部 大雨、雷、強風、洪水
北部 大雨、雷、強風、洪水
南部 大雨、洪水 雷、強風
南東部
南西部 大雨、洪水
南部 大雨、洪水 2004/7/31 23:45 切り替え
南東部 大雨、洪水 2004/8/1 8:10 2004/8/1 15:16

大雨、洪水 2004/7/31 21:30 切り替え

2004/7/31 9:12 切り替え

2004/7/31 14:10 切り替え

2004/7/30 13:50 切り替え

2004/7/30 23:15 切り替え

奈良県（奈良地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

警報 注意報
紀北 雷
紀中 雷、強風、波浪
南部 波浪 雷、強風
北部 雷、強風、波浪
南部 波浪 雷、強風、高潮
北部 雷、強風、波浪、高潮
南部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
紀北 雷、強風、波浪、高潮
紀中 波浪 雷、強風、高潮
南部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
紀北 雷、強風、波浪、高潮
紀中 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
南部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
紀北 雷、強風、波浪、高潮
紀中 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
南部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
北部 雷、強風、波浪、高潮
南部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 強風、波浪、高潮
南部 雷、強風、波浪、高潮
北部 強風、波浪、高潮
南部 雷、波浪、高潮
全域 高潮 2004/8/2 4:35 2004/8/2 8:20
全域 高潮 2004/8/2 16:40 切り替え

和歌山県（和歌山地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 6:45 切り替え

2004/7/30 11:10 切り替え

2004/7/30 17:00 切り替え

2004/7/31 5:05 切り替え

2004/7/31 10:35 切り替え

2004/7/31 16:40 切り替え

2004/8/1 17:05 切り替え

2004/7/31 22:55 切り替え

2004/8/1 4:45 切り替え
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警報 注意報
全域 雷 2004/7/30 8:59 発表
大阪市 雷、強風、波浪
北大阪 雷、強風
東部大阪 雷、強風
南河内 雷、強風
泉州 雷、強風、波浪
大阪市 強風、波浪
北大阪 強風
東部大阪 強風
南河内 強風
泉州 強風、波浪
大阪市 強風、波浪
北大阪 強風
東部大阪 強風
南河内 強風
泉州 強風、波浪
大阪市 強風、波浪、高潮
北大阪 強風
東部大阪 強風
南河内 強風
泉州 強風、波浪、高潮
大阪市 高潮
泉州 高潮
大阪市 雷
北大阪 雷
東部大阪 雷

2004/7/31 21:50 2004/8/1 7:50

2004/8/1 14:25 2004/8/1 18:40

2004/7/31 5:20 切り替え

2004/7/31 13:40 切り替え

2004/7/30 11:52 切り替え

2004/7/30 22:26 切り替え

大阪府（大阪管区気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

警報 注意報
京都南部 雷 2004/7/30 15:25 発表
京都南部 雷、強風 2004/7/30 20:35 切り替え
京都南部 雷、強風 2004/7/31 17:10 2004/7/31 23:25
京都・亀岡 雷
南丹 雷
京都南部 雷 2004/8/1 14:55 2004/8/1 20:45

2004/8/1 13:30 発表

京都府南部（京都地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

警報 注意報
丹後 高潮
中丹西部 高潮
京都北部 雷 2004/7/30 17:38 2004/7/30 21:15
京都北部 強風 2004/7/31 0:15 発表
丹後 強風、高潮
中丹東部 強風
中丹西部 強風、高潮
京都北部 強風 2004/7/31 16:05 切り替え
丹後 強風、波浪、高潮
中丹東部 強風
中丹西部 強風、波浪、高潮
丹後 雷、強風、波浪、高潮
中丹東部 雷、強風
中丹西部 雷、強風、波浪、高潮
丹後 強風、波浪
中丹東部 強風
中丹西部 強風、波浪
京都北部 強風 2004/8/2 4:30 切り替え
丹後 強風、高潮
中丹東部 強風
中丹西部 強風、高潮
丹後 高潮
中丹西部 高潮

2004/8/2 15:29 2004/8/2 17:50

2004/8/1 16:30 切り替え

2004/8/2 8:10 切り替え

2004/8/1 5:42 切り替え

2004/8/1 13:15 切り替え

2004/7/30 8:46 2004/7/30 15:32

2004/7/31 7:10 切り替え

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

京都府北部（舞鶴海洋気象台発表）
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警報 注意報
全域 雷 2004/7/30 15:31 発表
全域 雷、強風 2004/7/30 20:17 切り替え
近江南部 雷、強風
近江南東部 雷、強風
甲賀 大雨、雷、強風、洪水
近江西部 雷、強風
湖北 雷、強風
近江東部 大雨、雷、強風、洪水
近江南部 雷、強風
近江南東部 雷、強風
甲賀 大雨、洪水 雷、強風
近江西部 雷、強風
湖北 雷、強風
近江東部 大雨、雷、強風、洪水
近江南部 強風
近江南東部 強風
甲賀 大雨、強風
北部 強風
全域 強風 2004/7/31 20:31 2004/7/31 22:36
近江南部 強風
近江南東部 強風
北部 強風

2004/7/31 18:04 切り替え

2004/8/1 9:16 2004/8/1 22:22

2004/7/31 8:43 切り替え

2004/7/31 15:19 切り替え

滋賀県（彦根地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

警報 注意報
阪神 強風、波浪
播磨南東部 強風、波浪、高潮
播磨南西部 強風、波浪、高潮
淡路島 強風、波浪
阪神 雷、強風、波浪
北播丹波 雷、強風
播磨北西部 雷、強風
播磨南東部 雷、強風、波浪、高潮
播磨南西部 雷、強風、波浪、高潮
淡路島 雷、強風、波浪
北部 雷、強風
阪神 強風、波浪
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪
淡路島 強風、波浪、高潮
北部 強風
阪神 強風、波浪、高潮
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪
淡路島 強風、波浪、高潮
北部 強風
阪神 強風、波浪
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪
淡路島 強風、波浪
北部 強風
阪神 強風、波浪、高潮
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪、高潮
淡路島 強風、波浪、高潮
北部 強風

2004/7/31 7:45 切り替え

2004/7/31 11:42 切り替え

2004/7/31 2:10 切り替え

2004/7/31 3:50 切り替え

2004/7/30 12:00 発表

2004/7/30 17:35 切り替え

兵庫県（神戸海洋気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻
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警報 注意報
阪神 強風、波浪、高潮
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪、高潮
淡路島 強風、波浪、高潮
北部 強風
阪神 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北播丹波 大雨、雷、強風、洪水
播磨北西部 大雨、雷、強風、洪水
播磨南東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水
播磨南西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
淡路島 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 強風
阪神 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北播丹波 大雨、雷、強風、洪水
播磨北西部 大雨、雷、強風、洪水
播磨南東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
播磨南西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
淡路島 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 強風
阪神 強風、波浪、高潮
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪、高潮
播磨南西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
淡路島 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 強風
阪神 強風、波浪
北播丹波 強風
播磨北西部 強風
播磨南東部 強風、波浪、高潮
播磨南西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
淡路島 大雨、雷、強風、波浪、洪水
北部 強風
阪神 強風、波浪、高潮
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪
淡路島 強風、波浪、高潮
但馬北部 強風
阪神 強風、波浪
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 強風、波浪
淡路島 強風、波浪
但馬北部 強風
阪神 強風、波浪
播磨北西部 大雨、雷、洪水
播磨南東部 強風、波浪
播磨南西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水
淡路島 大雨、雷、強風、波浪、洪水
但馬北部 強風
阪神 強風、波浪、高潮
播磨南東部 強風、波浪、高潮
播磨南西部 強風、波浪、高潮
淡路島 強風、波浪、高潮
但馬北部 強風
阪神 強風、波浪、高潮
播磨南東部 強風、波浪、高潮
播磨南西部 強風、波浪、高潮
淡路島 強風、波浪、高潮
但馬北部 強風

兵庫県（神戸海洋気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/1 15:52 切り替え

2004/8/1 23:00 切り替え

2004/8/1 9:00 切り替え

2004/8/1 12:26 切り替え

2004/7/31 23:40 切り替え

2004/8/1 3:45 切り替え

2004/7/31 19:25 切り替え

2004/7/31 22:36 切り替え

2004/7/31 17:23 切り替え

2004/7/31 18:35 切り替え
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警報 注意報
阪神 高潮
播磨南東部 高潮
淡路島 高潮
但馬北部 強風
淡路島 波浪 2004/8/2 11:05 切り替え
淡路島 大雨、雷、波浪、洪水 2004/8/2 11:40 切り替え
淡路島 雷、波浪 2004/8/2 14:30 切り替え
阪神 高潮
播磨南東部 高潮
播磨南西部 高潮
淡路島 波浪、高潮
播磨南東部 高潮
播磨南西部 高潮

兵庫県（神戸海洋気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/2 22:40 2004/8/3 3:15

2004/8/2 4:57 2004/8/2 10:40

2004/8/2 16:20 切り替え

警報 注意報
中部 波浪 強風
北部 波浪 強風
伊賀 強風
南部 波浪 強風
中部 波浪 雷、強風
北部 波浪 雷、強風
伊賀 雷、強風
南部 波浪 雷、強風
中部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
北部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
伊賀 大雨、雷、強風、洪水
南部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
中部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
北部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
伊賀 大雨、雷、強風、洪水
南部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
中部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
北部 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
伊賀 大雨、雷、強風、洪水
南部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
中部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
北部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
伊賀 大雨、雷、強風、洪水
南部 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
中部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
北部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
伊賀 大雨、雷、強風、洪水
伊勢志摩 波浪 大雨、雷、強風、洪水、高潮
紀勢・東紀州 大雨、洪水、波浪 雷、強風、高潮
中部 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
北部 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
伊賀 大雨、強風、洪水
南部 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
中部 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
北部 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
伊賀 大雨、強風、洪水
南部 大雨、強風、波浪、洪水、高潮
中部 大雨、強風、波浪、洪水
北部 強風、波浪
伊賀 強風
伊勢志摩 強風、波浪
紀勢・東紀州 大雨、強風、波浪、洪水

2004/8/1 5:03 切り替え

2004/7/31 17:40 切り替え

2004/7/31 22:16 切り替え

2004/7/31 5:00 切り替え

2004/7/31 10:20 切り替え

三重県（津地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/7/30 5:54 切り替え

2004/8/1 7:42 切り替え

2004/7/30 7:34 切り替え

2004/7/30 11:10 切り替え

2004/7/30 17:00 切り替え
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警報 注意報
全域 雷 2004/7/30 14:12 発表
全域 雷、強風、波浪 2004/7/30 20:22 切り替え
全域 強風、波浪 2004/7/30 23:37 切り替え
豊田 暴風 波浪
下関・宇部 暴風、波浪 高潮
中部 暴風、波浪 高潮
東部 暴風、波浪 高潮
北部 暴風 波浪
豊田 暴風、波浪 雷、高潮
下関・宇部 暴風、波浪、高潮 雷
中部 暴風、波浪、高潮 大雨、雷、洪水
東部 暴風、波浪、高潮 大雨、雷、洪水
北部 暴風、波浪 雷、高潮
豊田 暴風 雷、波浪、高潮
下関・宇部 暴風、波浪 雷、高潮
中部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
東部 暴風、波浪 大雨、雷、洪水、高潮
北部 暴風 雷、波浪、高潮
豊田 雷、強風、波浪、高潮
下関・宇部 波浪 雷、強風、高潮
中部 波浪 雷、強風、高潮
東部 波浪 雷、強風、高潮
北部 雷、強風、波浪、高潮
全域 雷、強風、波浪、高潮 2004/8/1 4:25 切り替え
豊田 雷、強風、波浪、高潮
下関・宇部 雷、強風、波浪、高潮、濃霧
中部 雷、強風、波浪、高潮、濃霧
東部 雷、強風、波浪、高潮、濃霧
北部 雷、強風、波浪、高潮
豊田 雷、強風、波浪、高潮
下関・宇部 雷、強風、波浪、高潮、濃霧
中部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮、濃霧
東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮、濃霧
北部 雷、強風、波浪、高潮
西部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
山口・防府 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
周南・北玖珂 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
豊田 大雨、雷、強風、波浪、洪水
下関・宇部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
中部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水
北部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮

2004/8/1 10:19 切り替え

2004/8/1 14:17 切り替え

山口県（下関地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

切り替え

切り替え

切り替え

2004/8/1 1:37 切り替え

2004/8/1 0:16

2004/7/31 11:50

2004/7/31 19:03

2004/8/1 5:57 切り替え

2004/8/1 6:51 切り替え

警報 注意報
中部 強風、波浪
北部 強風、波浪
伊賀 強風
伊勢志摩 強風、波浪
紀勢・東紀州 大雨、強風、波浪、洪水
伊勢志摩 波浪
紀勢・東紀州 大雨、波浪、洪水
全域 雷 2004/8/3 11:57 発表
北中部 雷
伊勢志摩 大雨、雷、洪水
紀勢・東紀州 雷
全域 雷 2004/8/3 19:50 切り替え

切り替え

2004/8/1 11:01 切り替え

2004/8/1 22:33 2004/8/2 5:00

2004/8/3 15:28

三重県（津地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻



災害時気象速報 平成 16 年 8月 10 日（大阪管区気象台） 

42  

 

警報 注意報
豊田 大雨、雷、強風、波浪、洪水
下関・宇部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
中部 大雨、洪水 雷、強風、波浪、高潮
東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 大雨、雷、強風、波浪、洪水
豊田 雷、強風、波浪
下関・宇部 雷、強風、波浪、高潮
中部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
東部 大雨、雷、強風、波浪、洪水、高潮
北部 雷、強風、波浪
西部 雷、高潮
中部 雷
東部 雷
北部 雷、高潮
西部 大雨、雷、洪水、高潮
中部 大雨、雷、洪水
東部 雷
北部 大雨、雷、洪水、高潮
西部 大雨、雷、洪水、高潮
中部 大雨、雷、洪水
東部 大雨、雷、洪水
北部 大雨、雷、洪水、高潮
西部 大雨、雷、洪水、高潮
山口・防府 大雨、雷、洪水
周南・北玖珂 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷
北部 大雨、雷、洪水、高潮
西部 大雨、雷、洪水、高潮
山口・防府 大雨、雷、洪水
周南・北玖珂 大雨、洪水 雷
東部 大雨、洪水 雷
北部 大雨、雷、洪水、高潮
豊田 大雨、雷、洪水
下関・宇部 大雨、雷、洪水、高潮
山口・防府 大雨、雷、洪水、高潮
周南・北玖珂 大雨 雷、洪水、高潮
東部 大雨、雷、洪水、高潮
北部 大雨、雷、洪水
豊田 大雨、雷、洪水
下関・宇部 大雨、雷、洪水、高潮
中部 大雨、雷、洪水、高潮
東部 大雨、雷、洪水、高潮
北部 大雨、雷、洪水
西部 雷
山口・防府 雷
周南・北玖珂 大雨、雷
東部 雷
北部 雷

山口県（下関地方気象台発表）

地域区分
種類

発表時刻 解除時刻

2004/8/2 22:25 切り替え

2004/8/3 0:50 2004/8/3 5:25

2004/8/2 14:20 切り替え

2004/8/2 19:15 切り替え

2004/8/2 13:03 切り替え

2004/8/2 13:26 切り替え

2004/8/2 3:20 切り替え

2004/8/2 10:24 切り替え

2004/8/1 17:10 切り替え

2004/8/1 20:35 切り替え
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付表 7 気象情報の発表状況 
（四国、中国、近畿地方、三重県、山口県） 

 
 

徳島地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第1号 7月28日16時10分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第2号 7月29日06時10分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第3号 7月29日16時40分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第4号 7月29日18時00分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第5号 7月30日06時10分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第6号 7月30日11時39分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第7号 7月30日16時30分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第8号 7月30日17時00分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第9号 7月30日22時40分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第10号 7月31日04時15分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第11号 7月31日05時50分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第12号 7月31日07時50分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第13号 7月31日10時00分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第14号 7月31日11時10分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第15号 7月31日12時50分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第16号 7月31日14時10分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第17号 7月31日15時20分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第18号 7月31日16時20分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第19号 7月31日17時20分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第20号 7月31日18時20分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第21号 7月31日19時25分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第22号 7月31日20時20分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第23号 7月31日21時20分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第24号 7月31日22時55分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第25号 8月01日00時55分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第26号 8月01日03時45分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第27号 8月01日05時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第28号 8月01日06時50分
大雨に関する徳島県気象情報　第29号 8月01日09時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第30号 8月01日10時40分
大雨に関する徳島県気象情報　第31号 8月01日11時30分
徳島県記録的短時間大雨情報　第1号 8月01日12時00分
大雨に関する徳島県気象情報　第32号 8月01日12時30分
大雨に関する徳島県気象情報　第33号 8月01日13時33分
徳島県記録的短時間大雨情報　第2号 8月01日14時50分
平成16年台風第10号に関する徳島県気象情報　第34号 8月01日15時20分
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徳島地方気象台
気象情報標題 発表日時

徳島県記録的短時間大雨情報　第 3号 8月01日15時50分
大雨に関する徳島県気象情報　第35号 8月01日18時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第36号 8月01日19時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第37号 8月01日20時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第38号 8月01日21時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第39号 8月01日22時20分
大雨に関する徳島県気象情報　第40号 8月01日23時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第41号 8月02日00時20分
大雨に関する徳島県気象情報　第42号 8月02日01時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第43号 8月02日02時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第44号 8月02日03時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第45号 8月02日04時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第46号 8月02日05時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第47号 8月02日06時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第47号　訂正 8月02日06時45分
大雨に関する徳島県気象情報　第48号 8月02日07時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第49号 8月02日08時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第50号 8月02日09時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第51号 8月02日10時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第52号 8月02日11時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第53号 8月02日12時25分
大雨に関する徳島県気象情報　第54号 8月02日13時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第55号 8月02日14時20分
大雨に関する徳島県気象情報　第56号 8月02日15時25分
大雨に関する徳島県気象情報　第57号 8月02日16時20分
大雨に関する徳島県気象情報　第58号 8月02日18時10分
大雨に関する徳島県気象情報　第59号 8月02日19時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第60号 8月02日20時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第61号 8月02日22時15分
大雨に関する徳島県気象情報　第62号 8月03日03時10分

高知地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第1号 7月29日06時40分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第2号 7月29日16時45分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第3号 7月30日06時15分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第4号 7月30日16時50分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第5号 7月30日23時22分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第6号 7月31日05時10分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第7号 7月31日07時50分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第8号 7月31日10時32分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第9号 7月31日11時10分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第10号 7月31日13時55分
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高知地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第11号 7月31日16時20分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第12号 7月31日16時50分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第13号 7月31日19時55分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第14号 7月31日23時10分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第15号 8月01日02時00分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第16号 8月01日03時48分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第17号 8月01日05時50分
平成16年台風第10号に関する高知県気象情報　第18号 8月01日08時35分
大雨に関する高知県気象情報　第19号 8月01日10時23分
大雨に関する高知県気象情報　第20号 8月01日13時25分
大雨に関する高知県気象情報　第21号 8月01日14時42分
大雨に関する高知県気象情報　第22号 8月01日16時45分
大雨に関する高知県気象情報　第23号 8月01日18時38分
大雨に関する高知県気象情報　第24号 8月01日19時45分
大雨に関する高知県気象情報　第25号 8月01日20時38分
大雨に関する高知県気象情報　第26号 8月01日21時56分
大雨に関する高知県気象情報　第27号 8月01日22時53分
大雨に関する高知県気象情報　第28号 8月02日01時32分
大雨に関する高知県気象情報　第29号 8月02日02時45分
大雨に関する高知県気象情報　第30号 8月02日03時26分
大雨に関する高知県気象情報　第31号 8月02日04時27分
大雨に関する高知県気象情報　第32号 8月02日05時45分
大雨に関する高知県気象情報　第33号 8月02日08時45分
大雨に関する高知県気象情報　第34号 8月02日11時10分
大雨に関する高知県気象情報　第35号 8月02日13時40分
大雨に関する高知県気象情報　第36号 8月02日16時25分
大雨に関する高知県気象情報　第37号 8月02日19時32分
大雨に関する高知県気象情報　第38号 8月02日22時15分

松山地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第1号 7月29日16時50分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第2号 7月30日06時45分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第3号 7月30日16時45分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第4号 7月30日21時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第5号 7月30日22時10分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第6号 7月31日01時10分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第7号 7月31日04時15分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第8号 7月31日05時30分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第9号 7月31日07時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第10号 7月31日09時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第11号 7月31日10時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第12号 7月31日11時30分
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松山地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第13号 7月31日11時35分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第14号 7月31日12時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第15号 7月31日13時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第16号 7月31日14時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第17号 7月31日14時25分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第18号 7月31日15時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第19号 7月31日16時10分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第20号 7月31日16時25分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第21号 7月31日17時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第22号 7月31日18時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第23号 7月31日19時10分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第24号 7月31日20時00分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第25号 7月31日20時30分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第26号 7月31日21時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第27号 7月31日21時46分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第28号 7月31日22時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第29号 7月31日23時35分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第30号 8月01日00時06分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第31号 8月01日01時10分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第32号 8月01日02時05分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第33号 8月01日04時09分
平成16年　台風第10号に関する愛媛県気象情報　第34号 8月01日05時20分
大雨に関する愛媛県気象情報　第35号 8月01日08時50分
大雨に関する愛媛県気象情報　第36号 8月01日11時25分
大雨に関する愛媛県気象情報　第37号 8月01日14時00分
大雨に関する愛媛県気象情報　第38号 8月01日16時30分
大雨に関する愛媛県気象情報　第39号 8月01日22時50分
大雨に関する愛媛県気象情報　第40号 8月01日23時35分
愛媛県記録的短時間大雨情報　第1号 8月01日23時50分
愛媛県記録的短時間大雨情報　第2号 8月02日00時07分
大雨に関する愛媛県気象情報　第41号 8月02日00時43分
大雨に関する愛媛県気象情報　第42号 8月02日02時15分
愛媛県記録的短時間大雨情報　第3号 8月02日02時20分
愛媛県記録的短時間大雨情報　第4号 8月02日03時48分
大雨に関する愛媛県気象情報　第43号 8月02日04時40分
大雨に関する愛媛県気象情報　第44号 8月02日11時45分
大雨に関する愛媛県気象情報　第45号 8月02日16時10分
大雨に関する愛媛県気象情報　第46号 8月02日20時37分
大雨に関する愛媛県気象情報　第47号 8月02日21時55分
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高松地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第１号 7月29日05時35分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第１号 7月29日05時50分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第２号 7月29日16時30分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第２号 7月29日16時55分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第３号 7月30日05時35分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第３号 7月30日06時05分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第４号 7月30日16時25分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第４号 7月30日17時05分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第５号 7月30日22時30分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第６号 7月31日04時35分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第５号 7月31日06時10分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第７号 7月31日07時35分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第８号 7月31日10時30分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第６号 7月31日11時00分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第９号 7月31日13時20分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第７号 7月31日14時05分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第１０号 7月31日16時20分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第１１号 7月31日16時25分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第８号 7月31日17時00分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第１２号 7月31日19時30分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第９号 7月31日19時50分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第１３号 7月31日22時25分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第１０号 7月31日22時35分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第１１号 7月31日23時50分
平成１６年台風第１０号に関する四国地方気象情報　第１４号 8月01日01時30分
平成１６年台風第１０号に関する香川県気象情報　  第１２号 8月01日02時05分
大雨に関する四国地方気象情報　第１５号 8月01日05時25分
大雨に関する香川県気象情報　  第１３号 8月01日05時55分
大雨に関する香川県気象情報　  第１４号 8月01日08時05分
大雨に関する四国地方気象情報　第１６号 8月01日10時30分
大雨に関する香川県気象情報　  第１５号 8月01日11時05分
大雨に関する四国地方気象情報　第１７号 8月01日13時30分
大雨に関する香川県気象情報　  第１６号 8月01日14時05分
大雨に関する四国地方気象情報　第１８号 8月01日16時25分
大雨に関する香川県気象情報　  第１７号 8月01日16時50分
大雨に関する四国地方気象情報　第１９号 8月01日19時30分
大雨に関する香川県気象情報　  第１８号 8月01日21時15分
大雨に関する四国地方気象情報　第２０号 8月01日22時25分
大雨に関する四国地方気象情報　第２１号 8月02日01時30分
大雨に関する香川県気象情報  　第１９号 8月02日01時35分
大雨に関する四国地方気象情報　第２２号 8月02日05時25分
大雨に関する香川県気象情報　  第２０号 8月02日05時30分
大雨に関する四国地方気象情報　第２３号 8月02日08時25分
大雨に関する四国地方気象情報　第２４号 8月02日10時45分
大雨に関する香川県気象情報　  第２１号 8月02日11時30分
大雨に関する四国地方気象情報　第２５号 8月02日13時45分
大雨に関する四国地方気象情報　第２６号 8月02日15時45分
大雨に関する香川県気象情報  　第２２号 8月02日16時20分
大雨に関する四国地方気象情報　第２７号 8月02日18時25分
大雨に関する四国地方気象情報　第２８号 8月02日21時20分
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広島地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第1号 　7月29日16時00分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第1号 　7月29日16時30分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第2号 　7月30日10時30分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第2号 　7月30日11時10分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第3号 　7月30日16時10分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第3号 　7月30日16時30分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第4号 　7月30日17時05分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第4号 　7月30日22時20分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第5号 　7月30日22時30分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第5号 　7月31日04時25分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第6号 　7月31日04時55分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第7号 　7月31日05時30分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第8号 　7月31日06時10分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第6号 　7月31日07時09分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第7号 　7月31日07時15分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第9号 　7月31日07時20分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第8号 　7月31日08時05分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第10号 　7月31日08時10分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第9号 　7月31日09時15分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第11号 　7月31日09時20分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第10号 　7月31日10時20分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第12号 　7月31日10時35分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第11号 　7月31日11時00分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第13号 　7月31日11時05分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第12号 　7月31日12時00分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第14号 　7月31日12時05分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第13号 　7月31日13時05分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第15号 　7月31日13時35分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第14号 　7月31日13時55分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第16号 　7月31日14時00分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第15号 　7月31日14時50分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第17号 　7月31日14時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第16号 　7月31日16時30分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第18号 　7月31日16時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第17号 　7月31日17時05分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第18号 　7月31日17時55分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第19号 　7月31日18時10分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第19号 　7月31日19時10分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第20号 　7月31日19時50分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第20号 　7月31日20時10分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第21号 　7月31日21時00分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第21号 　7月31日21時43分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第22号 　7月31日22時00分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第22号 　7月31日22時30分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第23号 　7月31日22時55分
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広島地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第23号 　7月31日23時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第24号 　7月31日23時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第25号 　8月01日01時15分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第24号 　8月01日01時45分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第26号 　8月01日01時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第27号 　8月01日03時00分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第28号 　8月01日04時10分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第25号 　8月01日04時45分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第29号 　8月01日04時55分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第26号 　8月01日05時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第30号 　8月01日05時55分
平成16年台風第10号に関する中国地方気象情報　第31号 　8月01日07時05分
平成16年台風第10号に関する広島県気象情報　  第27号 　8月01日07時20分
大雨に関する中国地方気象情報　第32号 　8月01日07時50分
大雨に関する広島県気象情報　  第28号 　8月01日08時20分
大雨に関する中国地方気象情報　第33号 　8月01日09時44分
大雨に関する広島県気象情報　  第29号 　8月01日09時45分
大雨に関する中国地方気象情報　第34号 　8月01日10時40分
大雨に関する広島県気象情報　  第30号 　8月01日10時44分
大雨に関する中国地方気象情報　第35号 　8月01日11時40分
大雨に関する広島県気象情報　  第31号 　8月01日11時45分
大雨に関する広島県気象情報　  第32号 　8月01日12時45分
大雨に関する中国地方気象情報　第36号 　8月01日13時35分
大雨に関する広島県気象情報　  第33号 　8月01日13時50分
大雨に関する中国地方気象情報　第37号 　8月01日14時38分
大雨に関する広島県気象情報　  第34号 　8月01日14時58分
大雨に関する広島県気象情報　  第35号 　8月01日16時20分
大雨に関する中国地方気象情報　第38号 　8月01日16時35分
大雨に関する中国地方気象情報　第39号 　8月01日18時40分
大雨に関する広島県気象情報　  第36号 　8月01日18時45分
大雨に関する広島県気象情報　  第37号 　8月01日21時05分
大雨に関する中国地方気象情報　第40号 　8月01日22時05分
大雨に関する広島県気象情報　  第38号 　8月01日22時30分
大雨に関する広島県気象情報　  第39号 　8月02日00時10分
大雨に関する中国地方気象情報　第41号 　8月02日01時45分
大雨に関する広島県気象情報　  第40号 　8月02日02時00分
大雨に関する広島県気象情報　  第41号 　8月02日03時40分
大雨に関する中国地方気象情報　第42号 　8月02日04時40分
大雨に関する広島県気象情報　  第42号 　8月02日05時00分
大雨に関する広島県気象情報　  第43号 　8月02日06時20分
大雨に関する中国地方気象情報　第43号 　8月02日07時40分
大雨に関する広島県気象情報　  第44号 　8月02日08時10分
大雨に関する広島県気象情報　  第45号 　8月02日09時50分
大雨に関する中国地方気象情報　第44号 　8月02日10時45分
大雨に関する広島県気象情報　  第46号 　8月02日11時08分
大雨に関する広島県気象情報　  第47号（文字） 　8月02日11時25分
大雨に関する中国地方気象情報　第45号 　8月02日12時30分
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広島地方気象台
気象情報標題 発　表　日　時

大雨に関する広島県気象情報　  第47号（図） 　8月02日12時40分
大雨に関する広島県気象情報　  第48号 　8月02日13時35分
大雨に関する広島県気象情報　  第49号 　8月02日14時50分
大雨に関する中国地方気象情報　第46号 　8月02日15時30分
大雨に関する広島県気象情報　  第50号 　8月02日15時45分
大雨に関する広島県気象情報　  第51号 　8月02日16時45分
大雨に関する広島県気象情報　  第52号 　8月02日18時15分
大雨に関する中国地方気象情報　第47号 　8月02日18時30分
大雨に関する広島県気象情報　  第53号 　8月02日19時32分
大雨に関する広島県気象情報　  第54号 　8月02日21時22分
大雨に関する中国地方気象情報　第48号 　8月02日21時30分
大雨に関する広島県気象情報　  第55号 　8月03日03時16分

松江地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第1号 7月29日16時20分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第2号 7月30日11時05分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第3号 7月30日16時45分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第4号 7月30日22時45分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第5号 7月31日05時15分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第6号 7月31日11時20分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第7号 7月31日17時15分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第8号 7月31日21時50分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第9号 7月31日22時50分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第10号 8月01日00時15分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第11号 8月01日06時15分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第12号 8月01日11時25分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第13号 8月01日14時50分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第14号 8月01日17時20分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第15号 8月01日20時25分
平成16年　台風第10号に関する島根県気象情報　第16号 8月01日22時25分
大雨に関する島根県気象情報　第17号 8月02日02時35分
大雨に関する島根県気象情報　第18号 8月02日05時35分
大雨に関する島根県気象情報　第19号 8月02日11時20分
大雨に関する島根県気象情報　第20号 8月02日13時30分
大雨に関する島根県気象情報　第21号 8月02日14時30分
大雨に関する島根県気象情報　第22号 8月02日16時15分
大雨に関する島根県気象情報　第23号 8月02日17時40分
大雨に関する島根県気象情報　第24号 8月02日18時24分
大雨に関する島根県気象情報　第25号 8月02日20時23分
大雨に関する島根県気象情報　第26号 8月03日00時30分
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鳥取地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第１号 7月29日16時15分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第２号 7月30日11時15分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第３号 7月30日16時35分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第４号 7月30日23時15分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第５号 7月31日05時05分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第６号 7月31日11時10分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第７号 7月31日17時00分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第８号 7月31日22時35分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第９号 8月01日05時15分
平成16年台風第10号に関する鳥取県気象情報　第１０号 8月01日10時15分
大雨に関する鳥取県気象情報　第1号 8月01日12時30分
大雨に関する鳥取県気象情報　第2号 8月01日15時25分
大雨に関する鳥取県気象情報　第3号 8月01日18時35分
大雨に関する鳥取県気象情報　第4号 8月01日22時15分
大雨に関する鳥取県気象情報　第5号 8月02日05時15分
大雨に関する鳥取県気象情報　第6号 8月02日09時30分
大雨に関する鳥取県気象情報　第7号 8月02日12時20分
大雨に関する鳥取県気象情報　第8号 8月02日15時25分
大雨に関する鳥取県気象情報　第9号 8月02日16時25分
大雨に関する鳥取県気象情報　第10号 8月02日17時25分
大雨に関する鳥取県気象情報　第11号 8月02日19時40分
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岡山地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１号 7月29日16時30分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２号 7月30日11時05分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第３号 7月30日17時15分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第４号 7月30日19時20分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第５号 7月30日22時15分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第６号 7月30日23時00分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第７号 7月31日01時20分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第８号 7月31日04時15分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第９号 7月31日05時00分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１０号 7月31日07時05分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１１号 7月31日10時06分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１２号 7月31日11時15分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１３号 7月31日13時06分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１４号 7月31日16時06分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１５号 7月31日16時20分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１６号 7月31日17時20分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１７号 7月31日19時07分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１８号 7月31日21時01分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第１９号 7月31日21時45分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２０号 7月31日22時18分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２１号 7月31日23時10分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２２号 8月01日00時05分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２３号 8月01日01時05分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２４号 8月01日04時10分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２５号 8月01日05時00分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２６号 8月01日06時35分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２７号 8月01日07時38分
平成１６年台風第１０号に関する岡山県気象情報　第２８号 8月01日08時45分
大雨に関する岡山県気象情報　第２９号 8月01日10時02分
大雨に関する岡山県気象情報　第３０号 8月01日11時05分
大雨に関する岡山県気象情報　第３１号 8月01日12時23分
大雨に関する岡山県気象情報　第３２号 8月01日14時13分
大雨に関する岡山県気象情報　第３３号 8月01日16時55分
大雨に関する岡山県気象情報　第３４号 8月01日19時35分
大雨に関する岡山県気象情報　第３５号 8月01日21時20分
大雨に関する岡山県気象情報　第３６号 8月01日23時12分
大雨に関する岡山県気象情報　第３７号 8月02日00時39分
大雨に関する岡山県気象情報　第３８号 8月02日02時15分
大雨に関する岡山県気象情報　第３９号 8月02日05時00分
大雨に関する岡山県気象情報　第１号 8月02日15時30分
大雨に関する岡山県気象情報　第２号 8月02日17時10分
大雨に関する岡山県気象情報　第３号 8月02日19時40分
大雨に関する岡山県気象情報　第４号 8月02日21時00分
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和歌山地方気象台
気象情報標題 発表日時

台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第１号 7月28日11時45分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第２号 7月28日18時00分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第３号 7月29日06時00分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第４号 7月29日11時35分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第５号 7月29日17時30分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第６号 7月30日06時00分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第７号 7月30日11時45分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第８号 7月30日17時10分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第９号 7月30日23時30分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第10号 7月31日05時45分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第1１号 7月31日11時35分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第1２号 7月31日16時20分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第1３号 7月31日17時00分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第1４号 7月31日22時00分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第1５号 7月31日23時25分
台風第１０号に関する和歌山県気象情報　第1６号 8月01日05時30分
高い潮位に関する和歌山県潮位情報　第１号 8月02日16時35分

奈良地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１号 7月29日17時15分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第２号 7月30日05時55分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第３号 7月30日11時00分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第４号 7月30日17時25分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第５号 7月30日22時25分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第６号 7月30日23時30分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第７号 7月31日01時20分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第８号 7月31日03時50分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第９号 7月31日05時30分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１０号 7月31日07時20分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１１号 7月31日10時10分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１２号 7月31日11時25分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１３号 7月31日13時20分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１４号 7月31日16時12分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１５号 7月31日16時25分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１６号 7月31日16時55分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１７号 7月31日19時00分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１８号 7月31日21時45分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第１９号 7月31日22時10分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第２０号 7月31日23時30分
平成16年　台風第10号に関する奈良県気象情報　第２１号 8月01日05時00分
大雨に関する奈良県気象情報　第２２号 8月01日11時15分
大雨に関する奈良県気象情報　第２３号 8月01日14時15分
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大阪管区気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第1号 7月28日11時00分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第2号 7月28日17時20分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第3号 7月29日05時00分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第4号 7月29日11時10分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第5号 7月29日16時30分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第6号 7月30日05時15分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第7号 7月30日10時40分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第8号 7月30日16時30分
平成16年　台風第10号に関する大阪府気象情報　  第1号 7月30日17時40分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第9号 7月30日23時00分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第10号 7月31日05時00分
平成16年　台風第10号に関する大阪府気象情報　  第2号 7月31日05時35分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第11号 7月31日11時00分
平成16年　台風第10号に関する大阪府気象情報　  第3号 7月31日11時30分
平成16年　台風第10号に関する大阪府気象情報　  第4号 7月31日16時10分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第12号 7月31日16時20分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第13号 7月31日16時30分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第14号 7月31日21時40分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第15号 7月31日22時15分
平成16年　台風第10号に関する大阪府気象情報  　第5号 7月31日22時20分
平成16年　台風第10号に関する近畿地方気象情報　第16号 8月01日05時05分
高い潮位に関する大阪府気象情報　第1号 8月02日15時10分

京都地方気象台
気象情報標題 発表日時

台風第１０号に関する京都府気象情報　第１号 7月30日11時35分
台風第１０号に関する京都府気象情報　第２号 7月30日16時50分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第３号 7月30日23時40分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第４号 7月31日06時05分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第５号 7月31日11時20分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第６号 7月31日16時25分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第７号 7月31日17時00分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第８号 7月31日21時45分
台風第１０号に関する京都府南部気象情報　第９号 7月31日23時05分

舞鶴地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第3号 7月30日23時30分
平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第4号 7月31日05時50分
平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第5号 7月31日11時30分
平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第6号 7月31日16時25分
平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第7号 7月31日16時55分
平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第8号 7月31日21時50分
平成16年台風第10号に関する京都府北部気象情報　第9号 7月31日22時55分
(注)第1号、第2号は京都府気象情報として京都地方気象台が発表。



災害時気象速報 平成 16 年 8月 10 日（大阪管区気象台） 

55  

 
   
 
 

彦根地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第１号 7月29日17時10分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第２号 7月30日06時30分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第３号 7月30日16時50分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第４号 7月30日23時20分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第５号 7月31日05時35分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第６号 7月31日11時25分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第７号 7月31日16時20分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第８号 7月31日16時50分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第９号 7月31日21時50分
平成１６年台風第１０号に関する滋賀県気象情報　第１０号 7月31日22時50分

神戸地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第1号 7月29日11時40分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第２号 7月29日17時00分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第３号 7月30日06時30分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第４号 7月30日11時30分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第５号 7月30日17時00分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第６号 7月30日23時50分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第７号 7月31日05時50分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第８号 7月31日11時50分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第９号 7月31日16時55分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第１０号 7月31日23時20分
平成16年台風第10号に関する兵庫県気象情報　第1１号 8月01日05時40分
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下関地方気象台
気象情報標題 発表日時

大雨に関する山口県気象情報　第１号（図） 8月02日10時35分
大雨に関する山口県気象情報　第２号（図） 8月02日12時40分
大雨に関する山口県気象情報　第３号（図） 8月02日13時30分
大雨に関する山口県気象情報　第４号（図） 8月02日14時30分
大雨に関する山口県気象情報　第５号（図） 8月02日15時30分
大雨に関する山口県気象情報　第６号（文章） 8月02日16時35分
大雨に関する山口県気象情報　第７号（図） 8月02日17時40分
大雨に関する山口県気象情報　第８号（文章） 8月02日19時05分
大雨に関する山口県気象情報　第９号（図） 8月02日20時40分
大雨に関する山口県気象情報　第１０号（文章） 8月02日22時35分

津地方気象台
気象情報標題 発表日時

平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１号 7月28日06時15分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２号 7月28日17時00分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第３号 7月29日05時37分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第４号（図） 7月29日10時31分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第５号（図） 7月29日16時18分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第６号 7月29日17時25分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第７号（図） 7月29日22時10分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第８号（図） 7月30日04時05分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第９号 7月30日05時15分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１０号（図） 7月30日10時20分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１１号 7月30日12時05分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１２号（図） 7月30日13時17分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１３号（図） 7月30日16時15分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１４号 7月30日17時45分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１５号（図） 7月30日19時20分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１６号 7月30日21時50分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１７号（図） 7月30日22時20分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１８号（図） 7月31日01時25分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第１９号 7月31日05時15分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２０号（図） 7月31日07時25分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２１号 7月31日10時40分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２２号（図） 7月31日10時41分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２３号（図） 7月31日13時37分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２４号（図） 7月31日16時24分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２５号 7月31日17時43分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２６号（図） 7月31日19時20分
平成１６年台風第１０号に関する三重県気象情報　第２７号 8月01日05時15分
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付表８ 指定河川洪水予報実施状況 
官  署 月 日 時 予報対象河川 番号 標  題 発 表 備 考 
大阪 7.31.09:55 名張川 1 洪水注意報 発表  
〃 7.31.17:55 〃 2 洪水注意報 解除  

 
官  署 月 日 時 予報対象河川 番号 標  題 発 表 備 考 
徳島 8.1.00:40 那賀川 1 洪水注意報 発表  
〃 8.1.09:50 〃 2 洪水情報 発表  
〃 8.1.18:00 〃 3 洪水情報 発表  
〃 8.2.14:30 〃 4 洪水注意報 解除  
〃 8.1.10:30 吉野川 1 洪水注意報 発表  
〃 8.1.12:00 〃 2 洪水警報 発表  
〃 8.1.13:30 〃 3 洪水情報 発表  
〃 8.1.14:30 〃 4 洪水情報 発表  
〃 8.1.16:20 〃 5 洪水情報 発表  
〃 8.1.23:00 〃 6 洪水情報 発表  
〃 8.2.07:20 〃 7 洪水注意報 切替え  
〃 8.2.10:00 〃 8 洪水注意報 解除  

 
官  署 月 日 時 予報対象河川 番号 標  題 発 表 備 考 
広島 8.2.00:55 沼田川 1 洪水注意報 発表  
〃 8.2.08:00 〃 2 洪水注意報 解除  
〃 8.2.02:45 黒瀬川 1 洪水注意報 発表  
〃 8.2.06:35 〃 2 洪水注意報 解除  
〃 8.2.12:45 沼田川 1 洪水注意報 発表  
〃 8.2.16:20 〃 2 洪水情報 発表  
〃 8.2.18:00 〃 3 洪水注意報 解除  

 
官  署 月 日 時 予報対象河川 番号 標  題 発 表 備 考 

津 7.31.11:45 櫛田川 1 洪水注意報 発表  
〃 7.31.17:45 〃 2 洪水情報 発表  
〃 7.31.18:45 〃 3 洪水注意報 解除  
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付表 9 高潮観測表 
(平成１６年７月３０日～８月２日) 

 
 

偏差
(cm）

起時 潮位
（ＴＰ上、ｃｍ）

起時

三重 鳥羽 59 7/30 20h12m 147 7/30 17h45m
三重 尾鷲 70 7/30 18h57m 142 7/30 17h49m
和歌山 浦神 100 7/30 18h34m 177 7/30 18h34m
和歌山 串本 54 7/31 02h43m 142 7/31 04h09m
和歌山 白浜 67 7/31 05h50m 155 7/31 04h40m
和歌山 和歌山 66 7/31 11h57m 152 7/31 19h49m
大阪 淡輪 64 7/31 12h21m 140 7/31 20h04m
大阪 大阪 62 7/31 12h29m 145 7/31 20h28m
兵庫 神戸 64 7/31 12h49m 140 7/31 20h35m
兵庫 洲本 70 7/31 12h02m 127 7/31 05h28m
岡山 宇野 60 7/31 10h59m 201 7/31 23h44m
山口 下関 35 8/1 04h19m 148 8/1 09h35m
愛媛 松山 40 8/1 06h42m 226 7/31 21h30m
香川 高松 63 7/31 10h45m 192 7/31 23h50m
徳島 小松島 79 7/31 11h48m 151 7/31 19h18m
高知 室戸岬 (64) 7/31 09h32m (141) 7/31 04h54m
高知 高知（桂浜） 93 7/31 16h44m 170 7/31 18h29m
高知 土佐清水 51 7/31 21h07m 155 7/31 18h36m
愛媛 宇和島 34 7/31 23h11m 155 7/31 19h42m
島根 浜田 20 8/1 19h02m 86 8/1 12h41m
鳥取 境 15 7/31 09h44m 69 7/31 13h15m
島根 西郷 18 8/1 11h46m 59 8/1 13h45m
京都 舞鶴 19 7/30 02h33m 70 7/30 12h09m

※　表の観測値は、速報値である。
※　値の（）は期間内に欠測があったことを示す。

大潮位偏差 高潮位
府県 観測点
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付表 10 被害状況 

 
都道府県別被害状況（速報） 

内閣府調べ（平成１６年８月４日１９時００分現在） 

人的被害 住家被害 

  死者 行方 重傷者 軽傷者 床上浸水 床下浸水 
    不明者     

全壊 半壊 一部

破壊 
    

山・崖崩れ

   （人） （人） （人） （人） （棟） （棟） （棟） （棟）  （棟）  （か所） 
徳島県  2 2  7 6 9 5 38 8 
高知県     2 2 5 137 387 10 
愛媛県 1   1   9 5 138 7 
香川県    1   1  85  
広島県   1 8   16 59 1434 1 
島根県           
鳥取県           
岡山県    1   4  117  

和歌山県           
奈良県           
大阪府    1   5    
京都府    2       
滋賀県           
兵庫県    1     7  
三重県       1  4  
山口県         12  
合計 1 2 3 15 9 8 50 206 2222 26 

           
集計日 8 月 4 日8 月 4 日8 月 4 日8 月 4 日8 月 4 日8 月 4 日8 月 4 日 8 月 4 日 8 月 4 日 8 月 3 日 
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主な人的被害（平成 16 年 8 月 4 日 17:00 現在 消防庁調べ） 

・愛媛県松山市で１名が転落死。 
・徳島県木沢村で自宅が裏山からの土砂に押し流されて、２人行方不明。 

 
土砂災害の状況（平成 16 年 8 月 3 日 16:00 現在 国土交通省調べ） 
 ・がけ崩れ ５県２０箇所で発生した。 
 ・土石流  ３県５箇所で発生した。 
 ・地すべり ３県３箇所で発生した。 
 
直轄河川の状況（平成 16 年 8 月 2 日 21:00 現在 国土交通省調べ） 
 ・危険水位を超えた河川 １水系１河川（吉野川水系吉野川） 
・警戒水位を超えた河川 ６水系８河川（宮川水系宮川、櫛田川水系櫛田川、櫛田川水

系佐奈川、新宮川水系相野谷川、那賀川水系那賀川、渡川水系後川、渡川水系中筋川、肱

川水系矢落川） 

 
その他の被害状況（国土交通省調べ） 
道路（平成 16 年 8 月 3 日 16:00 現在） 
 通行規制箇所 
  ・高速自動車道 １４箇所 
  ・一般国道（直轄管理） １８箇所 
  ・一般国道（都道府県管理） ７５箇所 
  ・地方道 ２４４箇所 
  ・有料道路 ２箇所 
鉄道（平成 16 年 8 月 3 日 16:00 現在） 
  ・７鉄道事業者 ４２区間で運転中止 
高速バス（平成 16 年 8 月 3 日 16:00 現在の累計） 
  ・１３４系統が運休 
 
農業被害 
 

8 月 5 日 11 時現在農林水産省調べ 
区 分 主な被害 被害額(百万円) 主な被害地域 

農作物等 水稲、野菜、果樹等 （1,282） （高知県、徳島県、愛媛県） 
農地、 
農業用施設 

農地 
農業用施設 

326 ヶ所 
263 ヶ所 

（1,017） （徳島県、愛媛県、高知県、

岡山県、広島県） 
林地荒廃等、 
林業用施設 

林地荒廃等 
林道 

 39 ヶ所 
281 ヶ所 

（3,528） （徳島県、高知県、愛媛県） 

水産関係施設 漁港 
漁業用施設等 

  2 ヶ所 （  273） （愛媛県、和歌山県） 

合     計 （6,100）  
注）（ ）は調査中のものを含む。 

 
 
 
 

 


