
資料７－５表 平成20年に発表された注意報・警報

解除日時欄の（切替）は、次の注意報･警報への切り替えを示します。

警報 注意報
岐阜・西濃 大雪，雷，なだれ 
中濃 大雪 雷，なだれ 
飛騨北部 大雪  雷，なだれ
飛騨南部 大雪，なだれ
岐阜・西濃 大雪，なだれ 
中濃 大雪 なだれ 
飛騨北部 大雪  なだれ
飛騨南部 大雪，なだれ
岐阜・西濃 大雪，なだれ 
中濃 大雪  なだれ
飛騨北部 　  大雪，なだれ
飛騨南部 なだれ
岐阜・西濃 大雪，なだれ
中濃 　  大雪，なだれ
飛騨北部 　  大雪，なだれ
飛騨南部 なだれ
岐阜・西濃 大雪，なだれ，着雪
中濃 　  大雪，なだれ
飛騨北部 　  大雪，なだれ
飛騨南部 なだれ
岐阜・西濃 なだれ
中濃 　  なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 濃霧，なだれ
東濃 　  濃霧
中濃 　  濃霧，なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 なだれ
中濃 　  なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 なだれ
中濃 　  なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 なだれ
中濃 　  なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 濃霧，なだれ
東濃 　  濃霧
中濃 　  濃霧，なだれ
飛騨地方 濃霧，なだれ
岐阜県 濃霧 1/7 21:11 1/8 7:21
岐阜県 濃霧 1/8 23:23 1/9 8:17
飛騨北部 濃霧 1/11 6:00 1/11 8:51
岐阜県 濃霧 1/12 7:03 1/12 13:11
岐阜・西濃 強風 1/13 12:20 (切替)
美濃地方 低温 1/13 16:46 (切替)
美濃地方 乾燥 1/14 7:45 (切替)
美濃地方 乾燥 1/14 17:01 1/15 21:08
美濃地方 乾燥 1/18 11:29 1/20 3:07
美濃地方 強風 1/24 5:46 (切替)
美濃地方 強風
飛騨北部 なだれ
飛騨北部 大雪，なだれ 1/24 16:23 (切替)
飛騨北部 なだれ 1/25 8:23 1/27 18:20

1/7 1:10 1/7 7:45

1/24 11:56 (切替)

1/3 16:58 (切替)

1/5 15:50 (切替)

1/2 5:35 (切替)

1/2 8:32 (切替)

1/1 15:24 (切替)

1/2 4:38 (切替)

1/1 9:25 (切替)

1/1 11:45 (切替)

2007/12/31 16:27 （前月の最終）

1/1 0:46 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時



美濃地方 乾燥 2/7 11:00 2/7 21:07
東濃 濃霧
中濃 濃霧
飛騨北部 大雪，なだれ 2/12 23:32 (切替)
飛騨北部 なだれ 2/13 10:56 (切替)
飛騨北部 なだれ 2/15 15:56 (切替)
岐阜・西濃 大雪
飛騨北部 なだれ
飛騨北部 なだれ 2/17 11:10 2/19 10:55
美濃地方 乾燥 2/21 4:55 2/21 21:08
美濃地方 乾燥
飛騨北部 なだれ
岐阜・西濃 雷，強風
中濃 　  雷，強風
飛騨北部 雷
岐阜・西濃 大雪，雷，強風
中濃 　  大雪，雷，強風，なだれ
飛騨北部 大雪，雷，なだれ
岐阜・西濃 大雪
中濃 　  大雪，なだれ
飛騨北部 大雪，なだれ
岐阜・西濃 強風
中濃 　  強風，なだれ
飛騨北部 大雪，なだれ
岐阜・西濃 強風
中濃 　  強風，なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 大雪，なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ

中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 濃霧，なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
美濃地方 乾燥 3/4 4:45 3/4 22:05
美濃地方 乾燥 3/5 6:54 3/5 20:23
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨北部 なだれ

3/1 8:10 3/2 20:13

3/8 4:02 (切替)

2/29　16:59 （前月の最終）

3/1 5:12 (切替)

2/28 16:50 (切替)

2/29　16:59 (翌月へ継続)

2/28 3:09 (切替)

2/28 9:36 (切替)

2/25 20:21 (切替)

2/27 17:00 (切替)

2/24 16:56 (切替)

2/25 5:15 (切替)

2/24 9:20 (切替)

2/24 13:00 (切替)

2/23 12:30 (切替)

2/23 17:20 (切替)

2/22 4:21 2/22 21:07

2/23 9:25 (切替)

2/11 4:13 2/11 7:22

2/17 1:19 (切替)



岐阜・西濃 乾燥，霜
東濃 　  乾燥，霜
中濃 　  乾燥，なだれ，霜
飛騨北部 なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨北部 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 なだれ
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷，なだれ
飛騨地方 雷，なだれ
中濃 なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨地方 なだれ
中濃 なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷，なだれ
飛騨地方 雷，なだれ
中濃 なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 濃霧
東濃 　  濃霧
中濃 　  濃霧，なだれ
飛騨地方 濃霧，なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨地方 なだれ
美濃地方 乾燥 3/16 20:30 3/18 21:12
中濃 なだれ
飛騨地方 なだれ
中濃 なだれ
飛騨北部 　  強風，なだれ
飛騨南部 なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 乾燥
東濃 　  乾燥
中濃 　  乾燥，なだれ
飛騨地方 乾燥，なだれ
中濃 なだれ
飛騨地方 なだれ
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷，なだれ
飛騨地方 雷，なだれ
中濃 なだれ
飛騨地方 なだれ
美濃地方 霜
飛騨地方 なだれ
美濃地方 乾燥 3/25 7:00 (切替)

3/24 16:10 (切替)

3/24 3:37 (切替)

3/24 9:25 (切替)

3/22 14:38 (切替)

3/23 16:57 (切替)

3/21 4:46 (切替)

3/21 9:04 (切替)

3/15 8:58 (切替)

3/19 11:43 (切替)

3/14 20:47 (切替)

3/15 4:15 (切替)

3/12 20:02 (切替)

3/14 9:06 (切替)

3/10 9:58 (切替)

3/11 7:17 (切替)

3/9 21:14 (切替)

3/10 4:49 (切替)

3/8 16:19 (切替)

3/9 7:49 (切替)



岐阜県 雷 3/25 18:36 (切替)
岐阜県 雷 3/26 5:20 3/26 10:50
美濃地方 霜 3/26 16:06 (切替)
美濃地方 乾燥 3/27 6:01 3/27 21:55
美濃地方 霜 3/28 16:06 (切替)
美濃地方 乾燥 3/29 7:12 (切替)
美濃地方 乾燥，霜 3/29 16:18 (切替)
美濃地方 霜 3/29 22:23 3/30 7:22
美濃地方 強風 3/31 11:04 (切替)
美濃地方 強風，霜 3/31 16:07 (切替)
美濃地方 霜 3/31 18:31 (翌月へ継続)

美濃地方 霜 3/31 18:31 （前月の最終）
美濃地方 強風，乾燥 4/1 7:00 (切替)
美濃地方 強風，乾燥，霜 4/1 15:58 (切替)
美濃地方 霜 4/1 19:00 (切替)
美濃地方 霜
飛騨北部 濃霧
美濃地方 乾燥 4/2 7:29 (切替)
美濃地方 乾燥，霜 4/2 16:12 (切替)
美濃地方 乾燥 4/3 7:00 (切替)
美濃地方 乾燥，霜 4/3 16:01 (切替)
美濃地方 乾燥 4/4 7:06 (切替)
美濃地方 乾燥，霜 4/4 15:14 (切替)
岐阜県 乾燥 4/5 7:45 (切替)
美濃地方 乾燥，霜
飛騨地方 乾燥
岐阜県 乾燥 4/6 7:20 (切替)
岐阜県 乾燥，霜 4/6 15:55 (切替)
岐阜県 霜 4/6 22:05 4/7 7:31
美濃地方 強風 4/8 14:24 (切替)
美濃地方 強風
飛騨地方 霜
飛騨地方 霜 4/8 18:36 4/9 7:13
美濃地方 強風 4/11 8:25 (切替)
美濃地方 強風，霜
飛騨地方 霜
岐阜県 霜 4/11 18:30 4/12 7:31
岐阜県 霜 4/12 15:35 4/13 6:40
飛騨地方 霜 4/14 16:05 (切替)
美濃地方 乾燥 4/15 6:28 4/15 19:23
岐阜県 雷 4/18 2:36 4/18 16:36
美濃地方 雷
飛騨南部 雷
美濃地方 乾燥 4/21 4:58 (切替)
美濃地方 乾燥 4/21 19:00 (切替)
岐阜県 乾燥 4/22 5:11 4/22 20:40
美濃地方 大雨，洪水 4/24 6:32 4/24 16:23
美濃地方 乾燥 4/25 6:15 (切替)
岐阜県 乾燥 4/25 9:18 4/25 21:57
岐阜県 雷 4/26 7:49 4/26 23:36
飛騨地方 霜 4/27 15:11 (切替)
美濃地方 乾燥 4/28 6:05 (切替)
美濃地方 乾燥
飛騨地方 霜
岐阜県 乾燥 4/29 6:50 (切替)
飛騨地方 乾燥 4/30 20:51 (翌月へ継続)

飛騨地方 乾燥 4/30 20:51 5/1 19:19
飛騨地方 乾燥 5/2 9:41 5/2 20:30
飛騨地方 乾燥 5/3 6:23 5/4 18:44

4/28 14:58 (切替)

4/11 16:07 (切替)

4/20 16:22 4/20 19:07

4/5 15:25 (切替)

4/8 16:16 (切替)

4/2 3:53 (切替)



岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
美濃地方 乾燥 5/6 8:18 (切替)
岐阜県 乾燥 5/7 4:38 (切替)
岐阜県 乾燥 5/8 16:19 5/9 20:55
岐阜県 雷 5/13 17:15 5/14 9:14
岐阜県 雷 5/14 13:43 (切替)
飛騨地方 霜 5/14 16:12 (切替)
美濃地方 乾燥 5/15 5:57 5/16 21:04
美濃地方 乾燥 5/17 9:35 (切替)
岐阜県 乾燥 5/18 4:40 5/18 18:25
美濃地方 大雨，洪水 5/19 19:19 5/20 9:07
飛騨地方 霜 5/20 16:10 (切替)
岐阜県 乾燥 5/21 6:05 (切替)
岐阜県 乾燥 5/22 16:00 5/23 23:10
岐阜県 大雨，雷，洪水 5/24 20:34 5/25 6:16
東濃 雷
飛騨地方 雷
美濃地方 乾燥 5/27 4:43 5/27 21:10
岐阜・西濃 大雨，洪水 5/29 0:45 5/29 11:48

岐阜県 濃霧 6/1 0:08 6/1 8:14
岐阜県 雷 6/9 5:47 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 6/9 12:58 (切替)
岐阜県 雷 6/9 17:39 6/9 20:03
東濃 雷
中濃 　  雷
飛騨南部 雷
東濃 大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
東濃 大雨，雷，洪水 6/12 17:58 6/12 20:05
岐阜県 乾燥 6/13 4:55 (切替)
岐阜県 乾燥 6/14 4:58 6/15 20:04
飛騨地方 乾燥 6/16 13:10 6/17 21:52
飛騨地方 乾燥 6/18 9:02 6/18 19:06
岐阜県 雷 6/20 9:15 (切替)
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，洪水 6/21 4:00 6/21 6:45
飛騨地方 雷 6/21 11:10 (切替)
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 6/21 19:06 (切替)
東濃 大雨，洪水
中濃 　  大雨，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 6/22 3:09 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 6/22 17:00 (切替)
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水 6/23 3:25 (切替)

6/21 15:44 (切替)

6/21 21:39 (切替)

6/20 20:51 (切替)

6/21 14:34 (切替)

6/12 16:42 (切替)

6/20 14:00 (切替)

5/26 14:18 5/26 16:20

6/12 15:45 (切替)

5/5 18:33 5/5 21:16



飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  雷，洪水
飛騨南部 大雨，雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　 大雨，雷，洪水 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　 大雨，雷，洪水 
中濃 大雨，洪水  雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
東濃 大雨
中濃 大雨
岐阜県 雷 6/26 11:06 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 6/28 22:55 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 6/29 17:12 (切替)
美濃地方 洪水
飛騨北部 洪水
東濃 大雨，洪水 6/30 14:00 (切替)
東濃 大雨 6/30 19:58 (翌月へ継続)

東濃 大雨 6/30 19:58 7/1 0:45
岐阜県 雷 7/3 8:01 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 7/3 16:11 (切替)
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　 大雨，雷，洪水 
飛騨南部 大雨，洪水 雷
美濃地方 大雨，雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
美濃地方 大雨，雷，濃霧
飛騨地方 大雨，雷，洪水，濃霧
美濃地方 大雨，雷，濃霧
飛騨地方 大雨，雷，洪水，濃霧
岐阜・西濃 濃霧
東濃 　  大雨，濃霧
中濃 　  濃霧
飛騨北部 　  濃霧
飛騨南部 大雨，洪水，濃霧
岐阜県 雷 7/4 14:46 7/4 20:49
岐阜県 雷 7/5 8:07 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷

7/5 15:55 (切替)

7/4 4:50 (切替)

7/4 6:59 7/4 9:10

7/4 2:55 (切替)

7/4 4:40 (切替)

6/30 0:43 6/30 3:45

7/3 23:20 (切替)

6/26 16:41 (切替)

6/26 18:37 6/26 21:25

6/23 17:00 (切替)

6/23 23:35 6/24 3:21

6/23 12:37 (切替)

6/23 14:17 (切替)

6/23 9:42 (切替)



岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
飛騨地方 濃霧 7/5 23:01 7/6 9:10
岐阜県 雷 7/6 11:03 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 7/6 13:39 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
東濃 大雨 7/6 20:47 7/6 21:25
岐阜県 雷 7/7 9:23 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 大雨，雷，洪水 7/8 2:58 (切替)
美濃地方 大雨，雷，洪水 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，洪水 雷 7/8 8:40 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水 
東濃 大雨，洪水 雷 
中濃 大雨，洪水  雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 7/8 19:05 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷
岐阜県 雷 7/9 11:33 (切替)

7/9 8:03 (切替)

7/8 20:54 7/9 3:46

7/9 7:02 (切替)

7/8 12:15 (切替)

7/8 14:25 (切替)

7/8 6:09 (切替)

7/8 10:45 (切替)

7/7 21:05 (切替)

7/8 0:20 (切替)

7/6 17:26 (切替)

7/7 15:46 (切替)

7/5 19:29 7/5 21:08



美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨地方 大雨，雷
岐阜県 雷 7/10 10:00 7/10 21:14
岐阜県 雷 7/11 9:25 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
美濃地方 雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 7/12 14:26 7/12 18:45
岐阜県 雷 7/13 10:45 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 7/13 16:56 7/13 22:15
岐阜県 雷 7/14 2:10 7/14 9:10
岐阜県 雷 7/14 11:36 7/14 20:34
岐阜県 雷 7/15 11:40 (切替)
美濃地方 雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 7/15 19:08 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 7/16 11:47 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 7/17 14:27 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水

7/18 7:57 (切替)

7/18 3:32 (切替)

7/18 6:59 (切替)

7/16 16:18 7/16 20:01

7/18 2:19 (切替)

7/15 20:37 7/15 21:41

7/16 15:11 (切替)

7/13 13:09 (切替)

7/15 17:10 (切替)

7/11 18:06 (切替)

7/11 20:26 7/12 1:38

7/9 20:51 7/10 2:31

7/11 16:52 (切替)

7/9 16:29 (切替)



岐阜・西濃 雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 7/18 13:48 7/18 19:58
岐阜県 雷 7/20 12:49 7/20 18:37
飛騨地方 雷 7/21 11:45 7/21 20:49
飛騨地方 雷 7/23 15:21 7/23 21:48
岐阜県 雷 7/25 14:31 (切替)
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
飛騨地方 雷 7/26 12:57 (切替)
岐阜県 雷 7/26 14:45 7/26 22:27
岐阜県 雷 7/27 10:54 (切替)
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
美濃地方 大雨，雷，洪水 
飛騨北部 大雨，洪水  雷，強風
飛騨南部 大雨，雷，洪水
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 7/27 22:09 (切替)
岐阜県 雷 7/28 5:08 (切替)
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
美濃地方 雷 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　 大雨，雷，洪水 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
美濃地方 大雨，雷，洪水 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 7/28 16:24 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 7/29 7:45 7/29 19:01
岐阜県 雷 7/31 10:50 (切替)

7/28 13:25 (切替)

7/29 3:20 (切替)

7/28 8:15 (切替)

7/28 9:45 (切替)

7/28 6:55 (切替)

7/28 7:32 (切替)

7/27 17:05 (切替)

7/27 20:41 (切替)

7/27 13:21 (切替)

7/27 14:48 (切替)

7/25 16:30 7/25 19:10

7/27 12:28 (切替)

7/18 10:50 (切替)



岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷

岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 8/3 21:23 (切替)
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 8/4 10:19 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
美濃地方 雷
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 8/5 13:41 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/5 16:39 (切替)
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/6 3:10 (切替)
岐阜県 雷 8/6 5:44 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/6 12:35 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水 
東濃 大雨，洪水 雷 
中濃 大雨，洪水  雷
飛騨北部 　 大雨，雷，洪水 
飛騨南部 大雨，洪水 雷
美濃地方 大雨，洪水  雷
飛騨北部 　 大雨，雷，洪水 
飛騨南部 大雨，洪水 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水 雷 
東濃 大雨  雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水 
東濃 大雨  雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨地方 大雨，雷
岐阜・西濃 大雨，雷 
東濃 大雨  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨
東濃 大雨
東濃 大雨 8/6 23:18 8/6 23:50
岐阜県 雷 8/7 11:26 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷

8/6 14:45 (切替)

8/4 14:43 8/4 18:36

8/5 23:32 (切替)

8/4 5:40 (切替)

8/4 12:19 (切替)

7/31 19:19 (翌月へ継続)

7/31 19:19 8/1 0:03

8/7 15:36 (切替)

8/6 15:35 (切替)

8/6 17:15 (切替)

8/6 18:35 (切替)

8/6 20:35 (切替)

8/6 21:38 (切替)

8/7 16:24 (切替)



飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/7 18:43 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 8/8 15:31 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/8 19:38 (切替)
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　 大雨，雷，洪水 
中濃 大雨，洪水  雷
飛騨地方 雷
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 8/9 0:23 8/9 4:29
岐阜県 雷 8/9 11:44 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/9 18:36 (切替)
美濃地方 大雨 8/9 22:18 8/10 1:03
岐阜県 雷 8/10 11:30 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 8/10 18:32 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 8/11 15:07 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷

8/8 22:05 (切替)

8/7 17:27 (切替)

8/7 21:16 8/7 22:33

8/8 16:55 (切替)

8/8 20:44 (切替)

8/11 17:28 (切替)

8/9 13:51 (切替)

8/9 17:13 (切替)

8/10 17:05 (切替)

8/10 20:15 (切替)

8/11 1:36 8/11 5:02

8/11 18:41 (切替)

8/11 20:53 (切替)



東濃 大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨
飛騨南部 大雨，雷
東濃 大雨 8/12 4:14 8/12 9:22
岐阜県 雷 8/12 11:51 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 8/13 12:20 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 8/14 12:47 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/14 16:57 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 8/14 22:34 8/15 4:54
岐阜県 雷 8/15 11:32 8/16 2:54
岐阜県 雷 8/16 13:35 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 8/16 18:55 8/17 2:59
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/19 4:16 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/19 8:54 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷
飛騨南部 雷
飛騨北部 大雨 8/19 16:38 8/19 20:14
岐阜県 雷 8/20 13:10 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷
中濃 　  雷
飛騨北部 大雨，雷
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/23 22:58 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 8/28 10:07 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水

8/13 19:54 8/14 3:12

8/11 23:19 (切替)

8/12 16:13 (切替)

8/12 23:53 8/13 3:36

8/21 6:31 8/21 10:40

8/14 15:12 (切替)

8/14 18:48 (切替)

8/16 17:42 (切替)

8/19 16:02 (切替)

8/21 3:50 (切替)

8/24 4:16 8/24 10:38

8/28 11:47 (切替)



飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/28 12:29 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/28 17:00 (切替)
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　 大雨，雷，洪水 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　 大雨，雷，洪水 
中濃 大雨，洪水 雷 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　 大雨，雷，洪水 
中濃 大雨，洪水 雷 
飛騨北部 大雨，洪水  雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，洪水 雷 8/28 23:30 (切替)
美濃地方 雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水 
東濃 大雨 雷，洪水 
中濃 大雨  雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
美濃地方 雷，洪水
飛騨北部 　  雷，洪水
飛騨南部 雷
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　 大雨，雷，洪水 
中濃 大雨，洪水  雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 8/29 17:02 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 8/30 2:51 (切替)
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷

岐阜県 雷 9/1 14:50 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨地方 雷

大雨，洪水 
8/29 3:05 (切替)

8/28 18:15 (切替)

8/29 10:25 (切替)

8/28 20:25 (切替)

8/28 22:03 (切替)

8/29 6:30 (切替)

8/29 7:45 (切替)

8/30 13:49 8/30 21:32

8/29 12:45 (切替)

8/29 14:11 (切替)

8/29 22:19 (切替)

8/30 6:39 (切替)

8/30 10:30 (切替)

9/1 15:39 (切替)



岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 9/2 9:49 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 洪水  大雨，雷
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水 9/3 19:02 9/4 0:33
岐阜県 雷 9/4 12:25 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 9/4 15:33 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
東濃 大雨 9/4 22:11 9/5 0:46

9/2 12:52 (切替)

9/1 18:27 (切替)

9/1 22:24 9/2 0:07

9/3 9:24 (切替)

9/2 13:33 (切替)

9/2 18:32 (切替)

9/3 0:35 (切替)

9/3 2:36 (切替)

9/3 5:10 (切替)

9/3 11:55 (切替)

9/3 14:59 (切替)

9/4 13:38 (切替)

9/4 19:08 (切替)



岐阜県 雷 9/5 2:52 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷
東濃 　  雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜県 雷 9/5 14:40 9/5 22:00
岐阜県 雷 9/6 10:16 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 9/7 11:12 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 9/7 12:36 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷
中濃 　  雷
飛騨地方 雷
美濃地方 乾燥 9/9 4:45 (切替)
美濃地方 乾燥 9/10 5:17 9/11 19:36
飛騨地方 雷 9/13 16:22 9/13 18:53
岐阜県 雷 9/17 16:08 (切替)
岐阜・西濃 雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 9/19 11:06 9/19 21:10
岐阜県 雷 9/20 13:14 (切替)
美濃地方 雷
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜県 雷 9/20 20:56 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 雷
美濃地方 大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，洪水  雷
東濃 　 大雨，雷，洪水 
中濃 大雨，洪水  雷
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 大雨，雷，洪水 9/21 11:59 (切替)
岐阜・西濃 大雨，雷
東濃 　  大雨，雷，洪水
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨地方 大雨，雷，洪水
岐阜県 雷 9/25 22:34 (切替)
岐阜県 大雨，雷，洪水 9/26 3:29 9/26 11:32

美濃地方 乾燥 10/12 8:34 10/12 18:18
美濃地方 乾燥 10/16 9:42 10/16 20:20
美濃地方 乾燥 10/19 8:56 (切替)
美濃地方 乾燥
飛騨北部 濃霧

9/6 16:18 (切替)

9/5 6:01 (切替)

9/21 5:38 (切替)

9/6 17:32 9/6 22:43

9/7 16:39 9/7 18:07

9/17 17:04 9/17 20:08

9/20 15:56 (切替)

9/20 23:38 (切替)

9/21 9:14 (切替)

9/22 0:11 9/22 3:41

10/20 4:12 (切替)



美濃地方 乾燥 10/20 6:27 10/20 19:20
飛騨北部 濃霧 10/21 3:35 10/21 8:05
美濃地方 乾燥 10/21 9:19 10/21 21:10
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷，洪水
飛騨南部 雷
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  大雨，雷
飛騨南部 大雨，雷，洪水
岐阜・西濃 大雨，雷，洪水
東濃 　  雷
中濃 　  大雨，雷，洪水
飛騨北部 　  雷
飛騨南部 大雨，雷

飛騨地方 雷 11/1 0:12 11/1 4:51
飛騨北部 濃霧 11/6 5:17 11/6 8:16
美濃地方 乾燥 11/12 7:33 11/13 19:20
飛騨北部 濃霧 11/14 3:30 11/14 9:07
岐阜県 濃霧 11/16 23:23 11/17 9:05
美濃地方 霜 11/18 11:15 11/19 7:33
美濃地方 霜 11/19 11:10 (切替)
美濃地方 霜
飛騨北部 大雪
岐阜・西濃 霜
東濃 　  霜
中濃 　  大雪，霜
飛騨北部 大雪
美濃地方 霜 11/20 11:00 11/21 7:30
美濃地方 霜 11/21 11:05 (切替)
東濃 濃霧 11/22 8:34 11/22 9:58
美濃地方 霜 11/22 10:57 11/23 7:42
美濃地方 濃霧 11/25 5:27 11/25 8:53
岐阜県 濃霧 11/27 17:02 11/28 7:09
美濃地方 霜 11/28 10:54 (切替)
美濃地方 濃霧，霜
飛騨地方 濃霧
美濃地方 霜 11/30 10:45 (翌月へ継続)

美濃地方 霜 11/30 10:45 12/1 7:16
美濃地方 乾燥 12/1 9:55 12/1 17:07
岐阜県 濃霧 12/2 3:23 12/2 10:21
飛騨北部 濃霧 12/3 3:52 12/3 9:05
岐阜県 雷 12/5 4:57 12/5 13:45
美濃地方 濃霧 12/10 5:21 12/10 8:53
飛騨地方 濃霧 12/11 4:50 (切替)
岐阜県 濃霧 12/11 6:30 12/11 8:58
岐阜県 雷 12/11 16:23 12/11 21:09
東濃 濃霧 12/12 7:00 12/12 9:22
飛騨地方 濃霧 12/17 22:00 (切替)
岐阜県 濃霧 12/18 0:03 12/18 8:50
東濃 濃霧 12/19 4:10 (切替)
東濃 濃霧
飛騨北部 濃霧
岐阜県 雷 12/21 16:28 12/22 2:34
岐阜県 濃霧 12/24 3:25 12/24 7:47
美濃地方 雷

10/24 10:26 (切替)

10/24 5:55 (切替)

11/29 0:39 11/29 7:50

10/24 13:28 10/24 15:47

11/19 15:18 (切替)

11/19 19:14 11/20 7:48

12/25 16:58 (切替)

12/19 5:20 12/19 10:20



飛騨北部 　  大雪，雷
飛騨南部 雷
飛騨北部 大雪 12/25 22:25 12/26 11:10
飛騨北部 なだれ 12/27 16:11 12/28 21:11
飛騨地方 濃霧 12/29 20:16 12/30 7:15
飛騨北部 なだれ 12/31 5:25 (翌月へ継続)

12/25 16:58 (切替)


