
台風第21号は、8月28日09時に南鳥島近海で発生し、急速に発達しながら日本の南海上を西進から北西進し、30日15時には「非常
に強い」勢力となり、31日09時にはマリアナ諸島付近で「猛烈な」勢力に発達しました。その後、高知県を暴風域に巻き込みながら北
上し、非常に強い勢力を保ったまま9月4日12時頃徳島県南部に上陸しました。その後も北に進み、14時頃には兵庫県神戸市付近に
上陸し、15時には日本海海上へ抜けました。台風が非常に強い勢力を保ったまま上陸するのは平成5年台風第13号以来です。

この台風により、4日には近畿・四国地方の広い範囲で暴風を伴い大雨となり、3日14時から5日09時までの総降水量は、高知県馬
路村魚梁瀬で328.5ミリを観測し、1時間最大降水量は、高知県田野で4日10時01分に92.0ミリを観測しました。

また、大阪府関西空港で最大瞬間風速58.1メートルを観測し、年間を通じての第1位を更新しました。また、台風の接近に伴って、潮
位が急上昇し、大阪（大阪府）、神戸（兵庫県）、御坊、白浜、串本（以上、和歌山県）、及び阿波由岐（徳島県）では過去の最高潮位を
超える値を観測しました。

大阪管内では、大阪府と滋賀県で暴風により倒壊した倉庫の下敷きとなる等で8名が亡くなり、自動車の横転や高層ビルの一部破
損、住家被害等が発生しました。また、高潮により関西空港が冠水する等、各地で被害が発生しました。

【被害状況：報道による（5日09時現在）】

この資料は速報として取り急ぎまとめたものです。そのため、後日内容の一部訂正や追加をすることがあります。

平成30年9月3日から5日にかけての
台風第21号による暴風と大雨、高潮、高波について

（大阪管区気象台管内：近畿・四国地方の気象速報）

概要
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平成30年9月6日14時現在 気象速報 大阪管区気象台
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地上天気図、気象衛星赤外画像

21時

地上天気図 気象衛星赤外画像
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台風経路図

8月28日09時
南鳥島近海で

台風第21号発生
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9月4日12時頃
徳島県南部に上陸

9月4日14時頃
兵庫県神戸市付近に上陸

9月5日09時
温帯低気圧に変わる



)は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）
]は期間内に許容範囲を超える欠測があることを示す（資料不足値）

雨の状況

○アメダス期間降水量（9月3日14時～5日09時）

mm
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風の状況

○アメダス期間最大風速・風向（9月4日00時～24時）
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○アメダス期間最大瞬間風速・風向（9月4日00時～24時）



アメダス時系列グラフ

○降水量（9月3日14時～5日09時）

彦根
（滋賀県）

園部
（京都府）

能勢
（大阪府）

※棒グラフは1時間降水量（左軸）、折れ線グラフは積算降水量（右軸）を示す。
横軸は時刻を示す。
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郡家
（兵庫県）

風屋
（奈良県）

上北山
（奈良県）

※棒グラフは1時間降水量（左軸）、折れ線グラフは積算降水量（右軸）を示す。
横軸は時刻を示す。
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護摩壇山
（和歌山県）

本宮
（和歌山県）

福原旭
（徳島県）

※棒グラフは1時間降水量（左軸）、折れ線グラフは積算降水量（右軸）を示す。
横軸は時刻を示す。
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木頭
(徳島県)

引田
（香川県）

富郷
(愛媛県)

※棒グラフは1時間降水量（左軸）、折れ線グラフは積算降水量（右軸）を示す。
横軸は時刻を示す。
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田野
(高知県)

魚梁瀬
(高知県)

※棒グラフは1時間降水量（左軸）、折れ線グラフは積算降水量（右軸）を示す。
横軸は時刻を示す。
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○風向・風速（9月4日00時～24時）

彦根
（滋賀県）

京都
（京都府）

大阪
（大阪府）
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※横軸は時刻を示す。



関空島
（大阪府）

神戸
（兵庫県）

明石
（兵庫県）

－18－

※横軸は時刻を示す。



奈良
（奈良県）

和歌山
（和歌山県）

南紀白浜
（和歌山県）
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※横軸は時刻を示す。



日和佐
（徳島県）

引田
（香川県）

室戸岬
（高知県）
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※横軸は時刻を示す。



潮位の観測状況
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和歌山（和歌山県） 海南（和歌山県）

御坊（和歌山県） 白浜（和歌山県）

○潮位実況図（9月4日00時～24時）
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串本（和歌山県） 大阪（大阪府）

神戸（兵庫県） 阿波由岐（徳島県）
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室戸岬（高知県）
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沿岸波浪実況図

3日21時 4日21時
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極値更新表（9月5日09時まで）

※年間を通じての1位も更新した。

－26－

○日最大1時間降水量が9月として1位を更新した地点（統計開始から10年目以降）

○日最大風速が9月として1位を更新した地点（統計開始から10年目以降） 1/2

府県名 市町村名 地点名 観測所の種類 値（mm） 起時 統計開始年
滋賀県 高島市 朽木平良(ｸﾂｷﾍﾗ) アメダス 49.0] 9月4日 14時30分 2006年
京都府 南丹市 園部(ｿﾉﾍﾞ) アメダス 64.5 9月4日 14時30分 2002年
大阪府 泉南郡田尻町 関空島(ｶﾝｸｳｼﾞﾏ) アメダス 50.5] 9月4日 13時20分 2003年
兵庫県 三田市 三田(ｻﾝﾀﾞ) アメダス 50.0 9月4日 14時16分 1976年
高知県 安芸郡田野町 田野(ﾀﾉ)※ アメダス 92.0 9月4日 10時01分 1976年

府県名 市町村名 地点名 観測所の種類 値（m/s） 風向 起時 統計開始年
滋賀県 高島市 今津(ｲﾏﾂﾞ)※ アメダス 20.2 東南東 9月4日 14時40分 1978年
滋賀県 長浜市 長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)※ アメダス 19.6 東南東 9月4日 14時26分 1978年
滋賀県 米原市 米原(ﾏｲﾊﾞﾗ)※ アメダス 18.9 東南東 9月4日 14時34分 2001年
滋賀県 大津市 南小松(ﾐﾅﾐｺﾏﾂ) アメダス 16.5 南 9月4日 15時02分 1979年
滋賀県 大津市 大津(ｵｵﾂ)※ アメダス 14.9 東南東 9月4日 14時21分 1977年
滋賀県 甲賀市 信楽(ｼｶﾞﾗｷ)※ アメダス 15.2 南 9月4日 15時04分 1978年
滋賀県 甲賀市 土山(ﾂﾁﾔﾏ)※ アメダス 18.6 東南東 9月4日 14時00分 1978年
京都府 南丹市 美山(ﾐﾔﾏ)※ アメダス 12.6 東北東 9月4日 14時37分 1978年
京都府 南丹市 園部(ｿﾉﾍﾞ) アメダス 13.4 東 9月4日 14時29分 2002年
京都府 京田辺市 京田辺(ｷｮｳﾀﾅﾍﾞ)※ アメダス 19.2 南南東 9月4日 14時13分 1978年

※年間を通じての1位も更新した。 次ページに続く

]は期間内に許容範囲を超える欠測があることを示す（資料不足値）
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○日最大風速が9月として1位を更新した地点（統計開始から10年目以降） 2/2

※年間を通じての1位も更新した。

府県名 市町村名 地点名 観測所の種類 値（m/s） 風向 起時 統計開始年

大阪府 豊能郡能勢町 能勢(ﾉｾ)※ アメダス 18.4 南南西 9月4日 14時28分 1977年

大阪府 枚方市 枚方(ﾋﾗｶﾀ)※ アメダス 19.3 南南西 9月4日 14時32分 1977年
大阪府 堺市堺区 堺(ｻｶｲ)※ アメダス 21.1 南 9月4日 13時58分 1977年
大阪府 八尾市 八尾(ﾔｵ)※ アメダス 17.7 南南西 9月4日 14時13分 2003年

大阪府 泉南郡田尻町 関空島(ｶﾝｸｳｼﾞﾏ)※ アメダス 46.5 南南西 9月4日 13時47分 2003年

大阪府 泉南郡熊取町 熊取(ｸﾏﾄﾘ)※ アメダス 26.8 南 9月4日 13時47分 1977年

兵庫県 赤穂郡上郡町 上郡(ｶﾐｺﾞｵﾘ) アメダス 13.2 西 9月4日 15時05分 1979年

奈良県 五條市 五條(ｺﾞｼﾞｮｳ) アメダス 11.4] 南 9月4日 13時42分 2006年

奈良県 吉野郡十津川村 風屋(ｶｾﾞﾔ)※ アメダス 15.4 南南西 9月4日 12時53分 1977年

和歌山県 和歌山市 和歌山(ﾜｶﾔﾏ)※ 地上気象観測所 39.7 南南西 9月4日 13時26分 1879年
和歌山県 和歌山市 友ケ島(ﾄﾓｶﾞｼﾏ)※ アメダス 42.9) 南 9月4日 13時18分 1998年

和歌山県 伊都郡高野町 高野山(ｺｳﾔｻﾝ) アメダス 10.0 南東 9月4日 13時24分 1979年

和歌山県 有田郡有田川町 清水(ｼﾐｽﾞ) アメダス 9.7 南東 9月4日 13時22分 1979年

和歌山県 田辺市 龍神(ﾘｭｳｼﾞﾝ)※ アメダス 21.5] 東北東 9月4日 13時20分 1994年

和歌山県 日高郡日高川町 川辺(ｶﾜﾍﾞ)※ アメダス 24.3 南東 9月4日 12時26分 1999年

和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜(ﾅﾝｷｼﾗﾊﾏ)※ アメダス 33.4 南東 9月4日 11時41分 2006年

和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ﾆｼｶﾜ)※ アメダス 12.5 南南西 9月4日 12時38分 1979年

徳島県 美馬市 穴吹(ｱﾅﾌﾞｷ) アメダス 11.7 北東 9月4日 11時23分 2001年

徳島県 那賀郡那賀町 木頭(ｷﾄｳ) アメダス 11.7 北北東 9月4日 09時47分 1979年

徳島県 海部郡美波町 日和佐(ﾋﾜｻ)※ アメダス 34.6 東南東 9月4日 11時12分 1976年

香川県 高松市 香南(ｺｳﾅﾝ) アメダス 17.1 西 9月4日 14時06分 2003年

香川県 東かがわ市 引田(ﾋｹﾀ)※ アメダス 17.7 北北東 9月4日 12時22分 1978年

)は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）
]は期間内に許容範囲を超える欠測があることを示す（資料不足値）
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○日最大瞬間風速が9月として1位を更新した地点（統計開始から10年目以降） 1/2

※年間を通じての1位も更新した。

府県名 市町村名 地点名 観測所の種類 値（m/s） 風向 起時 統計開始年

滋賀県 彦根市 彦根(ﾋｺﾈ)※ 地上気象観測所 46.2 南東 9月4日 14時24分 1920年

滋賀県 高島市 今津(ｲﾏﾂﾞ)※ アメダス 35.9 南 9月4日 15時24分 2009年

滋賀県 長浜市 長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)※ アメダス 33.6 南東 9月4日 14時23分 2009年

滋賀県 米原市 米原(ﾏｲﾊﾞﾗ)※ アメダス 32.2 東 9月4日 14時32分 2008年

滋賀県 大津市 南小松(ﾐﾅﾐｺﾏﾂ) アメダス 32.2 南 9月4日 14時56分 2009年

滋賀県 東近江市 東近江(ﾋｶﾞｼｵｳﾐ) アメダス 31.7 東南東 9月4日 14時06分 2008年

滋賀県 大津市 大津(ｵｵﾂ)※ アメダス 31.3 南南東 9月4日 14時33分 2008年

滋賀県 甲賀市 信楽(ｼｶﾞﾗｷ)※ アメダス 33.0 南 9月4日 14時57分 2008年

滋賀県 甲賀市 土山(ﾂﾁﾔﾏ)※ アメダス 33.2 東南東 9月4日 14時06分 2009年

京都府 南丹市 美山(ﾐﾔﾏ)※ アメダス 28.1 北東 9月4日 14時33分 2008年

京都府 南丹市 園部(ｿﾉﾍﾞ)※ アメダス 27.1 東南東 9月4日 14時20分 2008年

京都府 京田辺市 京田辺(ｷｮｳﾀﾅﾍﾞ)※ アメダス 34.4 南南西 9月4日 14時54分 2009年
大阪府 豊能郡能勢町 能勢(ﾉｾ)※ アメダス 31.6 南南西 9月4日 14時23分 2009年
大阪府 枚方市 枚方(ﾋﾗｶﾀ)※ アメダス 40.2 南南西 9月4日 14時24分 2009年

大阪府 豊中市 豊中(ﾄﾖﾅｶ)※ アメダス 38.1 南 9月4日 14時01分 2009年

大阪府 東大阪市 生駒山(ｲｺﾏﾔﾏ)※ アメダス 35.2 西南西 9月4日 15時24分 2009年

大阪府 堺市堺区 堺(ｻｶｲ)※ アメダス 43.6 南 9月4日 13時50分 2008年

大阪府 八尾市 八尾(ﾔｵ)※ アメダス 35.5 南 9月4日 14時04分 2009年
大阪府 泉南郡田尻町 関空島(ｶﾝｸｳｼﾞﾏ)※ アメダス 58.1 南南西 9月4日 13時38分 2009年

大阪府 泉南郡熊取町 熊取(ｸﾏﾄﾘ)※ アメダス 51.2 南 9月4日 13時40分 2008年

次ページに続く
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○日最大瞬間風速が9月として1位を更新した地点（統計開始から10年目以降） 2/2

※年間を通じての1位も更新した。

府県名 市町村名 地点名 観測所の種類 値（m/s） 風向 起時 統計開始年
兵庫県 西脇市 西脇(ﾆｼﾜｷ) アメダス 20.8 北 9月4日 13時01分 2009年
兵庫県 三田市 三田(ｻﾝﾀﾞ) アメダス 29.4 東 9月4日 13時40分 2008年
兵庫県 三木市 三木(ﾐｷ) アメダス 26.9 東北東 9月4日 13時25分 2008年
兵庫県 姫路市 家島(ｲｴｼﾏ)※ アメダス 32.1 北北東 9月4日 12時55分 2008年
兵庫県 明石市 明石(ｱｶｼ) アメダス 31.6 西南西 9月4日 15時17分 2008年
兵庫県 神戸市中央区 神戸空港(ｺｳﾍﾞｸｳｺｳ)※ アメダス 45.3 南南西 9月4日 13時55分 2009年
兵庫県 淡路市 郡家(ｸﾞﾝｹﾞ)※ アメダス 28.6 北東 9月4日 12時45分 2009年
兵庫県 南あわじ市 南淡(ﾅﾝﾀﾞﾝ)※ アメダス 31.4 東 9月4日 12時26分 2008年
奈良県 宇陀市 大宇陀(ｵｵｳﾀﾞ)※ アメダス 24.9 南 9月4日 14時36分 2008年
奈良県 五條市 五條(ｺﾞｼﾞｮｳ)※ アメダス 27.2] 南南西 9月4日 13時44分 2009年
奈良県 吉野郡上北山村 上北山(ｶﾐｷﾀﾔﾏ)※ アメダス 28.3 北西 9月4日 12時15分 2008年
奈良県 吉野郡十津川村 風屋(ｶｾﾞﾔ)※ アメダス 41.6 南南西 9月4日 12時49分 2008年
和歌山県 和歌山市 和歌山(ﾜｶﾔﾏ)※ 地上気象観測所 57.4 南南西 9月4日 13時19分 1940年
和歌山県 和歌山市 友ケ島(ﾄﾓｶﾞｼﾏ) アメダス 51.8) 南 9月4日 13時14分 2009年
和歌山県 伊都郡高野町 高野山(ｺｳﾔｻﾝ)※ アメダス 29.0 南東 9月4日 13時31分 2009年
和歌山県 有田郡有田川町 清水(ｼﾐｽﾞ) アメダス 26.7 東 9月4日 12時49分 2008年
和歌山県 田辺市 龍神(ﾘｭｳｼﾞﾝ)※ アメダス 35.0] 東北東 9月4日 13時20分 2009年
和歌山県 日高郡日高川町 川辺(ｶﾜﾍﾞ)※ アメダス 42.2 南東 9月4日 12時11分 2008年
和歌山県 田辺市 栗栖川(ｸﾘｽｶﾞﾜ)※ アメダス 36.2 南南西 9月4日 12時45分 2009年
和歌山県 新宮市 新宮(ｼﾝｸﾞｳ)※ アメダス 37.8 南 9月4日 13時09分 2008年
和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜(ﾅﾝｷｼﾗﾊﾏ)※ アメダス 45.8 南南東 9月4日 11時33分 2009年
徳島県 三好市 池田(ｲｹﾀﾞ) アメダス 22.9 北西 9月4日 11時30分 2008年
徳島県 美馬市 穴吹(ｱﾅﾌﾞｷ) アメダス 25.5 北北東 9月4日 10時44分 2009年
徳島県 三好市 京上(ｷｮｳｼﾞｮｳ) アメダス 11.7 南 9月4日 12時43分 2008年
徳島県 那賀郡那賀町 木頭(ｷﾄｳ) アメダス 27.1 北西 9月4日 09時53分 2008年
徳島県 海部郡美波町 日和佐(ﾋﾜｻ)※ アメダス 50.3 東 9月4日 11時05分 2009年
香川県 高松市 香南(ｺｳﾅﾝ) アメダス 24.2 東北東 9月4日 10時35分 2009年
香川県 東かがわ市 引田(ﾋｹﾀ) アメダス 31.0 北 9月4日 12時41分 2009年

)は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）
]は期間内に許容範囲を超える欠測があることを示す（資料不足値）



観測表（9月3日14時～5日09時）

○期間降水量（多い方から10地点）

○期間最大1時間降水量（多い方から10地点）
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府県名 市町村名 地点名 値（mm） 起時
高知県 安芸郡田野町 田野(ﾀﾉ) 92.0 9月4日 10時01分
兵庫県 淡路市 郡家(ｸﾞﾝｹﾞ) 85.5 9月4日 13時12分
兵庫県 洲本市 洲本(ｽﾓﾄ) 74.0 9月4日 12時42分
高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬(ﾔﾅｾ) 71.0 9月4日 10時18分
和歌山県 田辺市 護摩壇山(ｺﾞﾏﾀﾞﾝｻﾞﾝ) 70.0 9月4日 21時44分
徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭(ﾌｸﾊﾗｱｻﾋ) 69.5 9月4日 11時48分
大阪府 豊能郡能勢町 能勢(ﾉｾ) 69.0 9月4日 14時21分
香川県 東かがわ市 引田(ﾋｹﾀ) 68.5 9月4日 12時12分
京都府 南丹市 園部(ｿﾉﾍﾞ) 64.5 9月4日 14時30分
和歌山県 有田郡湯浅町 湯浅(ﾕｱｻ) 64.5 9月4日 12時59分

府県名 市町村名 地点名 値（mm）

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬(ﾔﾅｾ) 328.5 
奈良県 吉野郡十津川村 風屋(ｶｾﾞﾔ) 315.0 
和歌山県 田辺市 護摩壇山(ｺﾞﾏﾀﾞﾝｻﾞﾝ) 302.5 
徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭(ﾌｸﾊﾗｱｻﾋ) 279.5 
奈良県 吉野郡上北山村 上北山(ｶﾐｷﾀﾔﾏ) 259.0 
高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山(ﾄﾘｶﾞﾀﾔﾏ) 237.0 
奈良県 吉野郡天川村 天川(ﾃﾝｶﾜ) 219.0 
奈良県 吉野郡下北山村 下北山(ｼﾓｷﾀﾔﾏ) 218.0 
徳島県 那賀郡那賀町 木頭(ｷﾄｳ) 214.0 
和歌山県 田辺市 本宮(ﾎﾝｸﾞｳ) 206.0 



○日最大風速（強い方から15地点）

○日最大瞬間風速（強い方から15地点）
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府県名 市町村名 地点名 値（m/s） 風向 起時
高知県 室戸市 室戸岬(ﾑﾛﾄﾐｻｷ) 48.2 西 9月4日 11時53分
大阪府 泉南郡田尻町 関空島(ｶﾝｸｳｼﾞﾏ) 46.5 南南西 9月4日 13時47分
和歌山県 和歌山市 友ケ島(ﾄﾓｶﾞｼﾏ) 42.9) 南 9月4日 13時18分
和歌山県 和歌山市 和歌山(ﾜｶﾔﾏ) 39.7 南南西 9月4日 13時26分
兵庫県 神戸市中央区 神戸空港(ｺｳﾍﾞｸｳｺｳ) 34.6 南南西 9月4日 13時59分
徳島県 海部郡美波町 日和佐(ﾋﾜｻ) 34.6 東南東 9月4日 11時12分
和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜(ﾅﾝｷｼﾗﾊﾏ) 33.4 南東 9月4日 11時41分
大阪府 大阪市中央区 大阪(ｵｵｻｶ) 27.3 南南西 9月4日 14時11分
大阪府 泉南郡熊取町 熊取(ｸﾏﾄﾘ) 26.8 南 9月4日 13時47分
兵庫県 明石市 明石(ｱｶｼ) 25.8 西南西 9月4日 15時08分
滋賀県 彦根市 彦根(ﾋｺﾈ) 24.9 東南東 9月4日 14時24分
和歌山県 日高郡日高川町 川辺(ｶﾜﾍﾞ) 24.3 南東 9月4日 12時26分
兵庫県 神戸市中央区 神戸(ｺｳﾍﾞ) 24.1 東 9月4日 13時42分
京都府 京都市中京区 京都(ｷｮｳﾄ) 21.8 南 9月4日 14時38分
兵庫県 洲本市 洲本(ｽﾓﾄ) 21.7 東北東 9月4日 12時44分

府県名 市町村名 地点名 値（m/s） 風向 起時
大阪府 泉南郡田尻町 関空島(ｶﾝｸｳｼﾞﾏ) 58.1 南南西 9月4日 13時38分
和歌山県 和歌山市 和歌山(ﾜｶﾔﾏ) 57.4 南南西 9月4日 13時19分
高知県 室戸市 室戸岬(ﾑﾛﾄﾐｻｷ) 55.3 西 9月4日 11時53分
和歌山県 和歌山市 友ケ島(ﾄﾓｶﾞｼﾏ) 51.8) 南 9月4日 13時14分
大阪府 泉南郡熊取町 熊取(ｸﾏﾄﾘ) 51.2 南 9月4日 13時40分
徳島県 海部郡美波町 日和佐(ﾋﾜｻ) 50.3 東 9月4日 11時05分
大阪府 大阪市中央区 大阪(ｵｵｻｶ) 47.4 南南西 9月4日 14時03分
滋賀県 彦根市 彦根(ﾋｺﾈ) 46.2 南東 9月4日 14時13分
和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜(ﾅﾝｷｼﾗﾊﾏ) 45.8 南南東 9月4日 11時33分
兵庫県 神戸市中央区 神戸空港(ｺｳﾍﾞｸｳｺｳ) 45.3 南南西 9月4日 13時55分
大阪府 堺市堺区 堺(ｻｶｲ) 43.6 南 9月4日 13時50分
和歌山県 日高郡日高川町 川辺(ｶﾜﾍﾞ) 42.2 南東 9月4日 12時11分
兵庫県 神戸市中央区 神戸(ｺｳﾍﾞ) 41.8 東 9月4日 13時41分
奈良県 吉野郡十津川村 風屋(ｶｾﾞﾔ) 41.6 南南西 9月4日 12時49分
大阪府 枚方市 枚方(ﾋﾗｶﾀ) 40.2 南南西 9月4日 14時24分

)は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）

)は期間内に許容範囲内の欠測があることを示す（準正常値）



府県名
警報 土砂災害

警戒情報
指定河川洪水

予報※
記録的短時間

大雨情報
竜巻注意情報

大雨 洪水 暴風 波浪 高潮

滋賀県 ○ ○ ○ ○ - ○ ○

京都府 ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○

兵庫県 ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○

大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○

奈良県 ○ ○ ○ ○ - - ○

和歌山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

鳥取県 ○ - ○ - - - - - -

島根県 ○ ○ - - - ○ - - -

岡山県 - - ○ ○ ○ - - - -

広島県 - - ○ ○ - - - - -

香川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

愛媛県 ○ ○ ○ ○ - - - - ○

高知県 ○ - ○ ○ - - - - ○

警報等の発表状況
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9月3日14時から4日24時における、近畿・中国・四国地方の警報・土砂災害警戒情報・指定河川洪水予報・記録的短時間大雨情報・
竜巻注意情報の発表状況です。警報等の発表・解除時刻、対象細分区域など、より詳細な情報は、各地方気象台が発表する「気象
速報」等をご覧いただくか、該当する気象台に直接お問い合わせください。

※指定河川洪水予報の一部は、隣接府県の気象台と関係機関が共同発表しています。



観測施設の配置図

中国地方

○アメダス配置図

近畿地方

四国地方

－33－



中国地方

○潮位観測所

近畿地方

四国地方
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