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用語解説 

 

本書に使用した気象用語は、気象庁が定める基準に従った。 

また、各事例で作成したグラフや表に用いた気象データは、すべて気象庁データ（アメダスデ

ータ）であり、その他の図等も公開されているホームページから引用している。 

 

項

目 
用  語 意        味 

気 

圧 

配 

置 

高気圧 

高さの同じ面で、周囲より気圧が高く、閉じた等圧線に囲まれた所。高気圧

の中心付近では上空から空気が下降気流となって降りてくるため一般に雲

が少ない。 

移動性高気圧 
温帯低気圧や気圧の谷と交互に東に移動していく高気圧。春、秋に多く現れ

る。 

大陸の高気圧 主として冬期に大陸に存在する高気圧。シベリア高気圧もこれに含まれる。 

太平洋高気圧 
夏期を中心に強まる高気圧で、その中心はハワイ諸島の北の東太平洋にあ

る。 

低気圧 

高さの同じ面で、周囲より気圧が低く、閉じた等圧線に囲まれた所。低気圧

は温帯低気圧と熱帯低気圧に分けられるが、単に｢低気圧｣という場合は温帯

低気圧のことをいう。 

気圧の谷 高圧部と高圧部の間の気圧の低い所。 

温帯低気圧 
中緯度や高緯度に発生する低気圧で、前線を伴うことが多い。通常は単に｢低

気圧｣という。 

熱帯低気圧 熱帯または亜熱帯地方に発生する低気圧の総称。 

台風 
北太平洋に存在する熱帯低気圧のうち、中心付近の風力の最大が 8（風速

17.2m/s以上）のもの。 

冬型の気圧配置 
日本の西側の大陸側が気圧が高く、東側で気圧が低い、｢西高東低｣の気圧配

置。主に冬期に現れる。 

天 

気 

天気 
気温、湿度、風、雲量、視程、雨、雪、雷などの気象に関係する要素を総合

した大気の状態。 

快晴 雲量が全天を 10とした時、1以下の状態。 

晴れ 雲量が 2以上 8以下の状態。 

曇り 雲量が 9以上で、中・下層の雲が上層の雲より多く、降水がない状態。 

薄曇り 雲量が 9以上で、上層の雲が中・下層の雲より多く、降水がない状態。 

雨 

雷雨 雷を伴う雨。 

ひょう 積乱雲から降る直径 5mm以上の氷塊。 

豪雨 著しい災害が発生した顕著な大雨現象。 

集中豪雨 狭い範囲に数時間にわたり、100ミリから数百ミリの雨量をもたらす雨。 

局地的な大雨 
急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十ミリ程度の雨量をもたらす

雨。 

大雨 大雨注意報基準以上の雨。 

やや強い雨 雨量強度が、1時間におよそ 10mm以上 20mm未満の雨。 

強い雨 雨量強度が、1時間におよそ 20mm以上 30mm未満の雨。 

激しい雨 雨量強度が、1時間におよそ 30mm以上 50mm未満の雨。 

雪 

あられ 積乱雲から降る直径 5mm未満の氷の粒。 

みぞれ 雨まじりに降る雪。又は、解けかかって降る雪。 

大雪 大雪注意報基準以上の雪。 

強い雪 降雪量が１時間に 3cm以上の雪。 



  

項

目 
用  語 意        味 

弱い雪 降雪量が１時間に 1cmに達しない雪。 

小雪 数時間降り続いても、降水量として 1mmに達しない雪。 

降雪量 
降雪の深さ（cm単位）。本書では、毎正時積雪の差がプラスだった場合に

その値を降雪量とし、その日合計値を日降雪量とした。 

積雪（の深さ） 積もった雪の深さ（cm単位）。 

最深積雪 １日に複数回観測したうちの最も深い積雪値。 

気 

温 

・ 

湿 

度 

気温 通常は地上 1.25～2.0mの大気の温度を℃単位で表す。 

日平均気温 日平均気温は１時から 24時までの毎正時 24回の観測値の平均。 

最低（最高） 

気温 
通常は日最低（最高）気温のこと（日界は午前 0時）。 

寒波 
主として冬期に、広い地域に 2～3日、又はそれ以上にわたって顕著な気温

の低下をもたらす寒気が到来すること。 

寒気 周りの空気に比べて低温な空気。 

暖気 周りの空気に比べて高温な空気。 

放射冷却 地表面の熱が放射によって奪われ、気温が下がること。 

大気の状態が不

安定 

局地的な対流活動が起こりやすいこと。上空に寒気が流れ込んだり、下層に

暖かく湿った空気が入った場合に生じることが多い。 

暖湿気流 周りの空気に比べて高温で、かつ湿った空気。 

湿潤（湿った）

空気 
湿度が高い空気。目安として湿度がおよそ 80％以上の状態をいう。 

湿度 
普通は相対湿度のこと。相対湿度は水蒸気量と、その時の気温における飽和

水蒸気量との比を百分率で表したもの。 

風 

風向 風の吹いてくる方向。観測では 16または 36方位を用いる。 

（南）よりの風 風向が（南）を中心に（南東）から（南西）の範囲でばらついている風。 

風速 10分間平均風速を指し、毎秒○．○m、または○．○m/sと表す。 

最大風速 10分間平均風速の最大値。 

最大瞬間風速 瞬間風速の最大値。 

やや強い風 風速がおよそ 10m/s以上 15m/s未満の風。 

強い風 風速がおよそ 15m/s以上 20m/s未満の風。 

非常に強い風 風速がおよそ 20m/s以上 30m/s未満の風。 

暴風 暴風警報基準以上の風。 

猛烈な風 風速がおよそ 30m/s以上、または最大瞬間風速がおよそ 50m/s以上の風。 

強風 風の強い状態の総称。 
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災害番号 １ 
 

１．災害の種類（または名称）   雪害 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年 1 月 1 日～3 月 31 日 

３．災害発生地域（または場所）  上田市以下 6 地域 18 市町村 

４．気象概況 

 １月は気温も低く、しばしば冬型の気圧配置になって県内も降雪があった。２月も冬型

が強まって福井などでは記録的な大雪になったが、県内への雪雲の流れ込みは弱く、また

南岸低気圧の影響も弱く、降雪は少なかった。３月は高気圧に覆われて晴れる日も多く、

気温もかなり高くなって、降雪はかなり少なかった。期間を通しての降雪量は全般に平年

より少なかったが、北部を中心に人的災害が発生し、大北地方や北信地方では死者５名の

災害が発生した。以下、大雪警報の発令日の状況を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 期間中の各地の降雪・積雪の状況（上段：降雪、下段：積雪） 
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□大雪警報（1 月 2 日～3 日）北部 

 2 日まで北海道の西に停滞していた低気圧が東に進んだ。これに伴って冬型の気圧配置が

強まり、県内も 2 日午後から 3 日にかけて北部では平年を大きく上回る降雪になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1- 2 地上天気図（1 月 2 日～3 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3   降雪量（1 月 2 日～3 日） 
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□大雪警報（1 月 13 日～14 日）長野地域、大北地域 

 この期間、日本付近は強い寒気に覆われており、日本海には小さな低気圧があった。こ

の低気圧が東へ進むタイミングで冬型の気圧配置が強まって、14 日の朝にかけて県内北部

県境方面を中心に大雪となったところがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4  地上天気図（1 月 13 日～14 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5  降雪量（1 月 13 日～14 日） 
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□大雪警報（1 月 22 日～25 日）全域 

22 日は本州の南海上を低気圧が東に進み、23 日は別の低気圧が日本海を進んで 24 日か

ら冬型の気圧配置が強まった。このため 22日午前中には県南西部から雪が降りはじめた。

降雪は 22 日夜には一旦止んだが、23 日朝からふたたび降り始め、23 日夜には降雪は県北

部地域に移った。そして 25 日夕方にかけて雪の降りやすい状態が続き、大雪になった。

また気温も低い状態が続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6  地上天気図（1 月 22 日～25 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-7  降雪量（1 月 22 日～25 日） 
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□大雪警報（1 月 30 日）北部 

  日本付近は冬型の気圧配置が続いている中、30 日は飯山線方面で朝から昼過ぎにかけて

強い降雪があり、この方面に大雪警報が発表され、飯山と野沢温泉では 40cm 程度の降雪

があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8  地上天気図（1 月 30 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10  降雪量（1 月 30 日） 

 

 

 

 



 6 

□大雪警報（2 月 1 日～2 日）中部、南部 

 １日は、前線を伴った低気圧が本州南岸を東北東に進んだ。このため、県内も南部、中

部を中心に１日午後から２日の朝にかけて降雪となり、この方面に大雪警報が出て、20cm

近くの降雪になったところもあり、諏訪 17cm、飯田 15cm、軽井沢 11cm は今季最大となっ

た。また気温は低く、諏訪湖では５年ぶりに御神渡りを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10  地上天気図（2 月 1 日～2 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-11   降雪量（2 月 1 日～2 日） 
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□大雪警報（2 月 4 日～5 日）北部 

日本海には低気圧があり、また数年に一度の非常に強い寒気が西日本から北陸に流れ込

んで冬型の気圧配置が強まり、日本海側は広く雪が強まった。長野県内も北部で４日夜か

ら５日朝にかけて降雪となり、30cm ほどの降雪となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-12  地上天気図（2 月 4 日～5 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-13   降雪量（2 月 4 日～5 日） 
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□大雪警報（2 月 17 日）北部 

17 日は日本付近を、低気圧を含む気圧の谷が通過し、その後冬型の気圧配置になった。 

このため県内も北部を中心に 17日午後から 18日にかけて大雪となり、野沢温泉では 62cm

の降雪となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-14  地上天気図（2 月 17 日～18 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-15   降雪量（2 月 17 日～18 日） 
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□大雪警報（3 月 21 日～22 日）中部 

 21 日は、前線を伴った低気圧が本州の南岸沿いを東北東に進んだ。この影響で県内は南

部から雨や雪が降り始め、昼頃には全県に広がった。その後は、中部を中心に降雪となっ

て 22 日の朝にかけて続き、菅平や松本では 20cm の降雪となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-16  地上天気図（3 月 21 日～22 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-17   降雪量（3 月 21 日～22 日） 
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表 1-1 注意報・警報発表状況(1 月 1 日～3 月 31 日) 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/01 04:30 北部     雷 なだれ 着雪   
01/01 16:43 北部     なだれ   
01/02 10:19 北部     雷 なだれ   
01/02 16:51 北部     大雪 雷 なだれ 着雪   
01/02 16:51 上田地域     大雪   
01/02 20:35 北部   大雪 雷 なだれ   
01/02 20:35 上田地域     大雪   
01/02 23:38 北部   大雪 雷 なだれ   
01/02 23:38 上田地域     大雪   
01/02 23:38 木曽地域     大雪   
01/03 04:23 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
01/03 04:23 上田地域     大雪   
01/03 04:23 松本地域     大雪   
01/03 04:23 諏訪地域     強風   
01/03 04:23 木曽地域     大雪   
01/03 04:23 下伊那地域     強風   
01/03 05:56 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
01/03 05:56 上田地域     大雪   
01/03 05:56 松本地域     大雪   
01/03 05:56 諏訪地域     強風   
01/03 05:56 木曽地域   大雪     
01/03 05:56 下伊那地域     強風   
01/03 10:55 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
01/03 10:55 上田地域     大雪   
01/03 10:55 松本地域     大雪   
01/03 10:55 諏訪地域     強風   
01/03 10:55 木曽地域     大雪   
01/03 10:55 下伊那地域     強風   
01/03 16:56 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
01/03 16:56 上田地域     大雪   
01/03 16:56 南部     低温   
01/03 21:14 長野地域     大雪 雷 なだれ   
01/03 21:14 中野飯山地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
01/03 21:14 大北地域     大雪 雷 なだれ   
01/03 21:14 南部     低温   
01/03 22:53 北部     大雪 なだれ   
01/03 22:53 南部     低温   
01/04 05:03 長野地域     なだれ   
01/04 05:03 中野飯山地域     大雪 なだれ 着雪   
01/04 05:03 大北地域     なだれ   
01/04 05:03 南部     低温   
01/04 09:06 長野地域     なだれ   
01/04 09:06 中野飯山地域     大雪 なだれ 着雪   
01/04 09:06 大北地域     なだれ   
01/04 16:50 北部     なだれ 低温   
01/04 16:50 中部     低温   
01/04 16:50 南部     低温   
01/05 08:11 北部     なだれ   
01/05 20:18 長野県       解除 
01/06 10:43 北部     なだれ   
01/07 16:48 北部     なだれ   
01/08 13:34 北部     なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/08 13:34 佐久地域     大雪 着雪   
01/08 13:34 松本地域     大雪 着雪   
01/08 13:34 諏訪地域     大雪 着雪   
01/08 13:34 南部     大雪 着雪   
01/08 18:14 北部     なだれ   
01/09 04:55 北部     雷 濃霧 なだれ   
01/09 04:55 上田地域     濃霧   
01/09 04:55 佐久地域     強風 濃霧   
01/09 04:55 松本地域     濃霧   
01/09 04:55 乗鞍上高地地域     濃霧   
01/09 04:55 諏訪地域     強風 濃霧   
01/09 04:55 上伊那地域     濃霧   
01/09 04:55 木曽地域     濃霧   
01/09 04:55 下伊那地域     強風 濃霧   
01/09 11:17 北部     雷 なだれ   
01/09 11:17 佐久地域     強風   
01/09 11:17 諏訪地域     強風   
01/09 11:17 下伊那地域     強風   
01/09 16:48 北部     雷 なだれ   
01/09 16:48 佐久地域     強風   
01/09 16:48 諏訪地域     強風   
01/09 16:48 下伊那地域     強風   
01/09 20:27 長野地域     雷   
01/09 20:27 中野飯山地域     雷   
01/09 20:27 大北地域     雷 なだれ   
01/10 04:55 長野地域     雷   
01/10 04:55 中野飯山地域     雷   
01/10 04:55 大北地域     雷 なだれ   
01/10 10:20 北部     なだれ   
01/10 16:55 長野地域     なだれ   
01/10 16:55 中野飯山地域     なだれ   
01/10 16:55 大北地域     大雪 なだれ   
01/11 04:21 北部     なだれ   
01/12 04:28 北部     なだれ   
01/12 15:07 北部     なだれ 低温   
01/12 15:07 中部     低温   
01/12 15:07 南部     低温   
01/13 09:28 北部     なだれ   
01/13 10:39 北部     雷 なだれ   
01/13 16:41 北部     大雪 雷 なだれ   
01/13 16:41 上田地域     大雪 低温   
01/13 16:41 佐久地域     低温   
01/13 16:41 松本地域     低温   
01/13 16:41 乗鞍上高地地域     低温   
01/13 16:41 諏訪地域     低温   
01/13 16:41 南部     低温   
01/13 18:06 長野地域   大雪 雷 なだれ   
01/13 18:06 中野飯山地域     大雪 雷 なだれ   
01/13 18:06 大北地域   大雪 雷 なだれ   
01/13 18:06 上田地域     大雪 低温   
01/13 18:06 佐久地域     低温   
01/13 18:06 松本地域     低温   
01/13 18:06 乗鞍上高地地域     低温   
01/13 18:06 諏訪地域     低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/13 18:06 南部     低温   
01/13 23:22 長野地域   大雪 なだれ   
01/13 23:22 中野飯山地域     大雪 なだれ   
01/13 23:22 大北地域   大雪 なだれ   
01/13 23:22 上田地域     大雪 低温   
01/13 23:22 佐久地域     低温   
01/13 23:22 松本地域     低温   
01/13 23:22 乗鞍上高地地域     低温   
01/13 23:22 諏訪地域     低温   
01/13 23:22 南部     低温   
01/14 04:25 北部     大雪 なだれ   
01/14 04:25 中部     低温   
01/14 04:25 南部     低温   
01/14 08:08 長野地域     なだれ   
01/14 08:08 中野飯山地域     大雪 なだれ   
01/14 08:08 大北地域     なだれ   
01/14 11:06 北部     なだれ   
01/14 20:40 長野地域     濃霧 なだれ 低温   
01/14 20:40 中野飯山地域     濃霧 なだれ 低温   
01/14 20:40 大北地域     なだれ 低温   
01/14 20:40 中部     低温   
01/14 20:40 南部     低温   
01/15 04:53 長野地域     濃霧 なだれ 低温   
01/15 04:53 中野飯山地域     濃霧 なだれ 低温   
01/15 04:53 大北地域     なだれ 低温   
01/15 04:53 中部     乾燥 低温   
01/15 04:53 南部     低温   
01/15 09:06 長野地域     なだれ   
01/15 09:06 中野飯山地域     濃霧 なだれ   
01/15 09:06 大北地域     なだれ   
01/15 09:06 中部     乾燥   
01/15 10:13 北部     なだれ   
01/15 10:13 上田地域     乾燥   
01/15 10:13 佐久地域     乾燥   
01/15 10:13 松本地域     強風 乾燥   
01/15 10:13 乗鞍上高地地域     乾燥   
01/15 10:13 諏訪地域     乾燥   
01/15 16:33 北部     なだれ   
01/15 16:33 中部     乾燥   
01/15 21:13 北部     なだれ   
01/16 06:48 北部     なだれ   
01/16 06:48 佐久地域     濃霧   
01/16 10:30 北部     なだれ   
01/16 13:55 北部     なだれ   
01/16 13:55 中部     乾燥   
01/16 18:05 北部     なだれ   
01/17 04:52 北部     濃霧 なだれ   
01/17 04:52 中部     濃霧   
01/17 04:52 南部     濃霧   
01/17 16:32 北部     雷 濃霧 なだれ   
01/17 16:32 中部     雷 濃霧   
01/17 16:32 南部     雷 濃霧   
01/17 22:35 北部     濃霧 なだれ   
01/17 22:35 中部     濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/17 22:35 南部     濃霧   
01/18 10:27 北部     なだれ   
01/18 21:04 長野県       解除 
01/18 21:41 北部     濃霧   
01/18 21:41 佐久地域     濃霧   
01/19 07:04 長野県       解除 
01/20 04:50 北部     なだれ   
01/20 08:10 北部     なだれ   
01/20 08:10 佐久地域     濃霧   
01/20 08:10 松本地域     濃霧   
01/20 08:10 下伊那地域     濃霧   
01/20 10:11 北部     なだれ   
01/20 17:50 北部     なだれ   
01/21 16:40 長野県       解除 
01/22 07:11 北部     大雪 なだれ 着雪   
01/22 07:11 中部     大雪 着雪   
01/22 07:11 南部     大雪 着雪   
01/22 15:16 長野地域     大雪 なだれ 着雪   
01/22 15:16 中野飯山地域     大雪 なだれ 着雪   
01/22 15:16 大北地域   大雪 なだれ 着雪   
01/22 15:16 中部   大雪 着雪   
01/22 15:16 南部   大雪 着雪   
01/22 23:25 北部     なだれ   
01/23 01:35 北部     濃霧 なだれ   
01/23 01:35 中部     濃霧   
01/23 01:35 南部     濃霧   
01/23 04:45 長野地域     雷 濃霧 なだれ   
01/23 04:45 中野飯山地域     雷 濃霧 なだれ   
01/23 04:45 大北地域     大雪 雷 濃霧 なだれ   
01/23 04:45 上田地域     濃霧   
01/23 04:45 佐久地域     風雪 濃霧   
01/23 04:45 松本地域     風雪 濃霧   
01/23 04:45 乗鞍上高地地域     大雪 濃霧 なだれ   
01/23 04:45 諏訪地域     風雪 濃霧   
01/23 04:45 上伊那地域     濃霧   
01/23 04:45 木曽地域     大雪 濃霧   
01/23 04:45 下伊那地域     風雪 濃霧   
01/23 08:20 長野地域     雷 なだれ   
01/23 08:20 中野飯山地域     雷 なだれ   
01/23 08:20 大北地域     大雪 雷 なだれ   
01/23 08:20 佐久地域     風雪   
01/23 08:20 松本地域     風雪   
01/23 08:20 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ   
01/23 08:20 諏訪地域     風雪   
01/23 08:20 木曽地域     大雪   
01/23 08:20 下伊那地域     風雪   
01/23 16:52 長野地域     大雪 雷 なだれ   
01/23 16:52 中野飯山地域     大雪 雷 なだれ   
01/23 16:52 大北地域   大雪 雷 なだれ   
01/23 16:52 上田地域     低温   
01/23 16:52 佐久地域     風雪 低温   
01/23 16:52 松本地域     風雪 低温   
01/23 16:52 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 低温   
01/23 16:52 諏訪地域     風雪 低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/23 16:52 木曽地域     大雪   
01/23 16:52 下伊那地域     風雪   
01/23 22:25 長野地域     大雪 なだれ   
01/23 22:25 中野飯山地域     大雪 なだれ   
01/23 22:25 大北地域   大雪 なだれ   
01/23 22:25 上田地域     低温   
01/23 22:25 佐久地域     低温   
01/23 22:25 松本地域     低温   
01/23 22:25 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 低温   
01/23 22:25 諏訪地域     低温   
01/23 22:25 木曽地域     大雪   
01/24 03:35 北部     大雪 なだれ   
01/24 03:35 佐久地域     風雪   
01/24 03:35 松本地域     風雪   
01/24 03:35 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ   
01/24 03:35 諏訪地域     風雪   
01/24 03:35 木曽地域     大雪   
01/24 03:35 下伊那地域     風雪   
01/24 11:23 北部   大雪 なだれ   
01/24 11:23 上田地域     大雪   
01/24 11:23 佐久地域     風雪   
01/24 11:23 松本地域     大雪 風雪   
01/24 11:23 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ   
01/24 11:23 諏訪地域     風雪   
01/24 11:23 木曽地域     大雪   
01/24 11:23 下伊那地域     風雪   
01/24 17:05 北部   大雪 なだれ 低温   
01/24 17:05 上田地域     大雪 低温   
01/24 17:05 佐久地域     風雪 低温   
01/24 17:05 松本地域     大雪 風雪 低温   
01/24 17:05 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 低温   
01/24 17:05 諏訪地域     風雪 低温   
01/24 17:05 上伊那地域     低温   
01/24 17:05 木曽地域     大雪 低温   
01/24 17:05 下伊那地域     大雪 風雪 低温   
01/24 20:41 北部   大雪 なだれ 低温   
01/24 20:41 上田地域     大雪 低温   
01/24 20:41 佐久地域     低温   
01/24 20:41 松本地域     大雪 低温   
01/24 20:41 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 低温   
01/24 20:41 諏訪地域     低温   
01/24 20:41 上伊那地域     低温   
01/24 20:41 木曽地域     大雪 低温   
01/24 20:41 下伊那地域     大雪 低温   
01/24 23:28 北部   大雪 なだれ 低温   
01/24 23:28 上田地域     大雪 低温   
01/24 23:28 佐久地域     低温   
01/24 23:28 松本地域     大雪 低温   
01/24 23:28 乗鞍上高地地域     なだれ 低温   
01/24 23:28 諏訪地域     低温   
01/24 23:28 南部     低温   
01/25 02:20 北部   大雪 なだれ 低温   
01/25 02:20 上田地域     大雪 低温   
01/25 02:20 佐久地域     低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/25 02:20 松本地域     大雪 低温   
01/25 02:20 乗鞍上高地地域     なだれ 低温   
01/25 02:20 諏訪地域     強風 低温   
01/25 02:20 南部     低温   
01/25 04:57 長野地域   大雪 なだれ 低温   
01/25 04:57 中野飯山地域   大雪 なだれ 低温   
01/25 04:57 大北地域     大雪 なだれ 低温   
01/25 04:57 上田地域     大雪 低温   
01/25 04:57 佐久地域     低温   
01/25 04:57 松本地域     大雪 低温   
01/25 04:57 乗鞍上高地地域     なだれ 低温   
01/25 04:57 諏訪地域     強風 低温   
01/25 04:57 南部     低温   
01/25 08:11 北部     大雪 なだれ 低温   
01/25 08:11 上田地域     なだれ 低温   
01/25 08:11 佐久地域     低温   
01/25 08:11 松本地域     低温   
01/25 08:11 乗鞍上高地地域     なだれ 低温   
01/25 08:11 諏訪地域     強風 低温   
01/25 08:11 南部     低温   
01/25 10:30 北部     大雪 なだれ   
01/25 10:30 上田地域     なだれ   
01/25 10:30 乗鞍上高地地域     なだれ   
01/25 10:30 諏訪地域     強風   
01/25 16:52 長野地域     なだれ 低温   
01/25 16:52 中野飯山地域     なだれ 低温   
01/25 16:52 大北地域     大雪 なだれ 低温   
01/25 16:52 上田地域     なだれ 低温   
01/25 16:52 佐久地域     低温   
01/25 16:52 松本地域     低温   
01/25 16:52 乗鞍上高地地域     なだれ 低温   
01/25 16:52 諏訪地域     強風 低温   
01/25 16:52 南部     低温   
01/25 19:34 長野地域     なだれ 低温   
01/25 19:34 中野飯山地域     なだれ 低温   
01/25 19:34 大北地域     大雪 なだれ 低温   
01/25 19:34 上田地域     なだれ 低温   
01/25 19:34 佐久地域     低温   
01/25 19:34 松本地域     低温   
01/25 19:34 乗鞍上高地地域     低温   
01/25 19:34 諏訪地域     低温   
01/25 19:34 南部     低温   
01/26 10:25 北部     大雪 なだれ   
01/26 10:25 上田地域     なだれ   
01/26 10:55 北部     大雪 なだれ   
01/26 10:55 上田地域     なだれ   
01/26 10:55 諏訪地域     強風   
01/26 16:29 北部     大雪 なだれ   
01/26 16:29 上田地域     なだれ 低温   
01/26 16:29 佐久地域     低温   
01/26 16:29 松本地域     低温   
01/26 16:29 乗鞍上高地地域     低温   
01/26 16:29 諏訪地域     強風 低温   
01/26 16:29 南部     低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/26 19:04 北部     大雪 なだれ   
01/26 19:04 中部     低温   
01/26 19:04 南部     低温   
01/27 04:46 北部     なだれ   
01/27 04:46 上田地域     乾燥 低温   
01/27 04:46 佐久地域     乾燥 低温   
01/27 04:46 松本地域     乾燥 低温   
01/27 04:46 乗鞍上高地地域     乾燥 低温   
01/27 04:46 諏訪地域     強風 乾燥 低温   
01/27 04:46 南部     低温   
01/27 09:05 北部     なだれ   
01/27 09:05 上田地域     乾燥   
01/27 09:05 佐久地域     乾燥   
01/27 09:05 松本地域     乾燥   
01/27 09:05 乗鞍上高地地域     乾燥   
01/27 09:05 諏訪地域     強風 乾燥   
01/27 16:24 北部     なだれ 低温   
01/27 16:24 中部     乾燥 低温   
01/27 16:24 南部     低温   
01/27 21:10 長野県     低温   
01/28 09:20 上田地域     乾燥   
01/28 09:20 佐久地域     乾燥   
01/28 09:20 松本地域     強風 乾燥   
01/28 09:20 乗鞍上高地地域     乾燥   
01/28 09:20 諏訪地域     乾燥   
01/28 17:34 上田地域     乾燥   
01/28 17:34 佐久地域     乾燥   
01/28 17:34 松本地域     強風 乾燥   
01/28 17:34 乗鞍上高地地域     乾燥   
01/28 17:34 諏訪地域     乾燥   
01/28 17:34 木曽地域     大雪   
01/28 20:23 上田地域     濃霧   
01/28 20:23 佐久地域     濃霧   
01/28 20:23 松本地域     強風 濃霧   
01/28 20:23 乗鞍上高地地域     濃霧   
01/28 20:23 諏訪地域     濃霧   
01/28 20:23 南部     濃霧   
01/29 04:11 中部     濃霧   
01/29 04:11 南部     濃霧   
01/29 07:04 中部     乾燥   
01/29 16:31 北部     大雪   
01/29 16:31 中部     乾燥   
01/29 19:50 北部     大雪 なだれ   
01/29 19:50 木曽地域     大雪   
01/29 19:50 下伊那地域     大雪   
01/30 04:50 北部     大雪 なだれ   
01/30 04:50 南部     低温   
01/30 06:18 長野地域     大雪 なだれ   
01/30 06:18 中野飯山地域   大雪 なだれ   
01/30 06:18 大北地域     大雪 なだれ   
01/30 06:18 南部     低温   
01/30 09:20 長野地域     大雪 なだれ   
01/30 09:20 中野飯山地域   大雪 なだれ   
01/30 09:20 大北地域     大雪 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

01/30 11:05 長野地域     なだれ   
01/30 11:05 中野飯山地域   大雪 なだれ   
01/30 11:05 大北地域     なだれ   
01/30 13:17 長野地域     なだれ   
01/30 13:17 中野飯山地域     大雪 なだれ   
01/30 13:17 大北地域     なだれ   
01/30 14:51 北部     なだれ   
01/30 16:29 北部     なだれ   
01/30 16:29 中部     低温   
01/30 16:29 南部     低温   
01/31 04:25 北部     濃霧 なだれ 低温   
01/31 04:25 中部     低温   
01/31 04:25 南部     低温   
01/31 10:10 北部     なだれ   
01/31 20:14 長野県       解除 
02/01 16:30 上田地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 佐久地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 松本地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 乗鞍上高地地域     着雪   
02/01 16:30 諏訪地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 南部     大雪 着雪   
02/01 21:25 上田地域     大雪 着雪   
02/01 21:25 佐久地域   大雪 着雪   
02/01 21:25 松本地域     大雪 着雪   
02/01 21:25 乗鞍上高地地域     着雪   
02/01 21:25 諏訪地域   大雪 着雪   
02/01 21:25 上伊那地域   大雪 着雪   
02/01 21:25 木曽地域     大雪 着雪   
02/01 21:25 下伊那地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 上田地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 佐久地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 諏訪地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 南部     大雪 着雪   
02/02 09:05 長野県       解除 
02/02 16:39 北部     濃霧   
02/02 16:39 中部     濃霧   
02/02 19:54 長野県     濃霧   
02/03 10:38 長野県       解除 
02/04 01:29 中野飯山地域     濃霧   
02/04 10:07 北部     雷   
02/04 15:13 北部     大雪 雷 なだれ   
02/04 15:13 上田地域     大雪   
02/04 15:13 木曽地域     大雪   
02/04 18:15 北部   大雪 雷 なだれ   
02/04 18:15 上田地域     大雪   
02/04 18:15 木曽地域     大雪   
02/05 06:14 北部     大雪 なだれ   
02/05 09:30 北部     なだれ   
02/05 16:30 長野地域     なだれ 低温   
02/05 16:30 中野飯山地域     なだれ 低温   
02/05 16:30 大北地域     大雪 なだれ 低温   
02/05 16:30 中部     低温   
02/05 16:30 上伊那地域     低温   
02/05 16:30 木曽地域     大雪 低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/05 16:30 下伊那地域     低温   
02/05 18:34 長野地域     なだれ 低温   
02/05 18:34 中野飯山地域     なだれ 低温   
02/05 18:34 大北地域     大雪 なだれ 低温   
02/05 18:34 中部     低温   
02/05 18:34 上伊那地域     低温   
02/05 18:34 木曽地域     大雪 低温   
02/05 18:34 下伊那地域     大雪 低温   
02/06 04:53 北部     なだれ 低温   
02/06 04:53 中部     低温   
02/06 04:53 南部     低温   
02/06 09:10 北部     なだれ   
02/06 16:30 北部     なだれ 低温   
02/06 16:30 中部     低温   
02/06 16:30 南部     低温   
02/06 21:20 長野県     低温   
02/07 06:20 北部     大雪 雷 なだれ 低温   
02/07 06:20 中部     乾燥 低温   
02/07 06:20 南部     低温   
02/07 09:05 北部     大雪 雷 なだれ   
02/07 09:05 上田地域     大雪 乾燥   
02/07 09:05 佐久地域     乾燥   
02/07 09:05 松本地域     乾燥   
02/07 09:05 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/07 09:05 諏訪地域     乾燥   
02/07 16:37 北部     大雪 なだれ 低温   
02/07 16:37 上田地域     大雪 乾燥 低温   
02/07 16:37 佐久地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 松本地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 乗鞍上高地地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 諏訪地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 南部     低温   
02/07 20:18 北部     大雪 なだれ 低温   
02/07 20:18 上田地域     大雪 低温   
02/07 20:18 佐久地域     低温   
02/07 20:18 松本地域     低温   
02/07 20:18 乗鞍上高地地域     低温   
02/07 20:18 諏訪地域     低温   
02/07 20:18 南部     低温   
02/07 21:36 長野地域     なだれ 低温   
02/07 21:36 中野飯山地域     大雪 なだれ 低温   
02/07 21:36 大北地域     なだれ 低温   
02/07 21:36 中部     低温   
02/07 21:36 南部     低温   
02/07 23:09 北部     なだれ 低温   
02/07 23:09 中部     低温   
02/07 23:09 南部     低温   
02/08 03:06 北部     濃霧 なだれ 低温   
02/08 03:06 中部     濃霧 低温   
02/08 03:06 南部     濃霧 低温   
02/08 10:14 北部     なだれ   
02/08 15:50 北部     なだれ 低温   
02/08 15:50 中部     乾燥 低温   
02/08 15:50 南部     低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/08 20:43 北部     濃霧 低温   
02/08 20:43 中部     濃霧 乾燥 低温   
02/08 20:43 南部     低温   
02/09 10:04 中部     乾燥   
02/09 16:52 中部     乾燥   
02/09 22:48 中野飯山地域     濃霧   
02/09 22:48 中部     乾燥   
02/10 10:45 中部     乾燥   
02/10 11:55 北部     なだれ   
02/10 11:55 上田地域     乾燥 なだれ   
02/10 11:55 佐久地域     乾燥   
02/10 11:55 松本地域     乾燥   
02/10 11:55 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
02/10 11:55 諏訪地域     乾燥   
02/10 16:40 北部     なだれ   
02/10 16:40 上田地域     なだれ 着雪   
02/10 16:40 佐久地域     大雪 着雪   
02/10 16:40 乗鞍上高地地域     なだれ 着雪   
02/10 16:40 諏訪地域     大雪 着雪   
02/10 16:40 南部     大雪 着雪   
02/11 04:21 北部     濃霧 なだれ   
02/11 04:21 上田地域     濃霧 なだれ   
02/11 04:21 佐久地域     濃霧   
02/11 04:21 松本地域     濃霧   
02/11 04:21 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
02/11 04:21 諏訪地域     濃霧   
02/11 04:21 南部     濃霧   
02/11 10:08 北部     なだれ   
02/11 10:08 上田地域     なだれ   
02/11 10:08 佐久地域     強風   
02/11 10:08 乗鞍上高地地域     なだれ   
02/11 10:08 諏訪地域     強風   
02/11 10:08 下伊那地域     強風   
02/11 16:32 大北地域     なだれ   
02/12 04:55 大北地域     なだれ   
02/12 04:55 中部     乾燥   
02/12 09:17 大北地域     なだれ   
02/12 09:17 上田地域     乾燥   
02/12 09:17 佐久地域     強風 乾燥   
02/12 09:17 松本地域     乾燥   
02/12 09:17 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/12 09:17 諏訪地域     強風 乾燥   
02/12 09:17 木曽地域     大雪   
02/12 09:17 下伊那地域     大雪   
02/12 19:22 大北地域     なだれ   
02/12 19:22 中部     乾燥   
02/13 04:10 大北地域     なだれ   
02/13 04:10 上田地域     乾燥   
02/13 04:10 佐久地域     強風 乾燥   
02/13 04:10 松本地域     乾燥   
02/13 04:10 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/13 04:10 諏訪地域     強風 乾燥   
02/13 04:10 木曽地域     大雪   
02/13 04:10 下伊那地域     大雪   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/13 16:55 長野地域     低温   
02/13 16:55 中野飯山地域     低温   
02/13 16:55 大北地域     なだれ 低温   
02/13 16:55 中部     乾燥 低温   
02/13 16:55 上伊那地域     低温   
02/13 16:55 木曽地域     大雪 低温   
02/13 16:55 下伊那地域     大雪 低温   
02/13 20:31 長野地域     低温   
02/13 20:31 中野飯山地域     濃霧 低温   
02/13 20:31 大北地域     なだれ 低温   
02/13 20:31 中部     乾燥 低温   
02/13 20:31 南部     低温   
02/14 09:21 大北地域     なだれ   
02/14 09:21 上田地域     乾燥   
02/14 09:21 佐久地域     強風 乾燥   
02/14 09:21 松本地域     強風 乾燥   
02/14 09:21 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/14 09:21 諏訪地域     乾燥   
02/14 16:51 長野地域     雷 着雪   
02/14 16:51 中野飯山地域     雷 着雪   
02/14 16:51 大北地域     雷 なだれ 着雪   
02/14 16:51 上田地域     乾燥   
02/14 16:51 佐久地域     強風 乾燥   
02/14 16:51 松本地域     強風 乾燥   
02/14 16:51 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/14 16:51 諏訪地域     乾燥   
02/15 04:39 長野地域     着雪   
02/15 04:39 中野飯山地域     着雪   
02/15 04:39 大北地域     なだれ 着雪   
02/15 04:39 中部     乾燥   
02/15 09:09 大北地域     なだれ   
02/15 09:09 中部     乾燥   
02/15 21:12 中部     乾燥   
02/17 06:15 北部     大雪 雷 なだれ 着雪   
02/17 06:15 上田地域     乾燥   
02/17 06:15 佐久地域     強風 乾燥   
02/17 06:15 松本地域     乾燥   
02/17 06:15 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 06:15 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 06:15 下伊那地域     強風   
02/17 11:25 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
02/17 11:25 上田地域     乾燥   
02/17 11:25 佐久地域     強風 乾燥   
02/17 11:25 松本地域     乾燥   
02/17 11:25 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 11:25 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 11:25 下伊那地域     強風   
02/17 12:13 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
02/17 12:13 上田地域     乾燥   
02/17 12:13 佐久地域     強風 乾燥   
02/17 12:13 松本地域     乾燥   
02/17 12:13 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 12:13 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 12:13 木曽地域     大雪   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/17 12:13 下伊那地域     強風   
02/17 16:32 北部   大雪 なだれ   
02/17 16:32 上田地域     大雪 乾燥   
02/17 16:32 佐久地域     乾燥   
02/17 16:32 松本地域     乾燥   
02/17 16:32 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 16:32 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 16:32 木曽地域     大雪   
02/17 23:11 長野地域     大雪 なだれ   
02/17 23:11 中野飯山地域   大雪 なだれ   
02/17 23:11 大北地域     大雪 なだれ   
02/17 23:11 上田地域     大雪 乾燥 なだれ   
02/17 23:11 佐久地域     乾燥   
02/17 23:11 松本地域     乾燥   
02/17 23:11 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 23:11 諏訪地域     強風 乾燥   
02/18 04:06 長野地域     なだれ   
02/18 04:06 中野飯山地域     大雪 なだれ   
02/18 04:06 大北地域     なだれ   
02/18 04:06 上田地域     乾燥 なだれ   
02/18 04:06 佐久地域     乾燥   
02/18 04:06 松本地域     乾燥   
02/18 04:06 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/18 04:06 諏訪地域     乾燥   
02/18 10:30 北部     なだれ   
02/18 10:30 上田地域     乾燥 なだれ   
02/18 10:30 佐久地域     乾燥   
02/18 10:30 松本地域     乾燥   
02/18 10:30 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/18 10:30 諏訪地域     乾燥   
02/18 16:30 北部     なだれ 低温   
02/18 16:30 上田地域     乾燥 なだれ 低温   
02/18 16:30 佐久地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 松本地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 乗鞍上高地地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 諏訪地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 南部     低温   
02/18 22:22 長野地域     低温   
02/18 22:22 中野飯山地域     なだれ 低温   
02/18 22:22 大北地域     低温   
02/18 22:22 中部     低温   
02/18 22:22 南部     低温   
02/19 09:05 中野飯山地域     なだれ   
02/19 09:05 中部     乾燥   
02/19 09:05 南部     乾燥   
02/19 21:30 中部     乾燥   
02/19 21:30 南部     乾燥   
02/20 04:30 北部     濃霧   
02/20 04:30 中部     濃霧 乾燥   
02/20 04:30 南部     乾燥   
02/20 07:55 中部     乾燥   
02/20 07:55 南部     乾燥   
02/20 22:23 長野県       解除 
02/21 04:10 大北地域     大雪   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/21 08:14 長野県       解除 
02/21 16:30 南部     低温   
02/22 08:08 中部     乾燥   
02/22 08:08 南部     乾燥   
02/22 19:08 上田地域     濃霧   
02/22 19:08 佐久地域     濃霧   
02/22 19:08 南部     乾燥   
02/23 07:07 中部     乾燥   
02/23 07:07 南部     乾燥   
02/24 10:32 上田地域     乾燥   
02/24 10:32 佐久地域     強風 乾燥   
02/24 10:32 松本地域     強風 乾燥   
02/24 10:32 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/24 10:32 諏訪地域     乾燥   
02/24 10:32 南部     乾燥   
02/24 18:10 長野県       解除 
02/24 22:25 北部     濃霧   
02/24 22:25 上田地域     濃霧   
02/24 22:25 佐久地域     濃霧   
02/25 07:38 長野県       解除 
02/25 16:37 上田地域     濃霧   
02/25 16:37 佐久地域     濃霧   
02/26 07:03 長野県       解除 
02/26 16:34 北部     低温   
02/26 16:34 中部     乾燥   
02/26 16:34 南部     乾燥   
02/27 06:31 長野地域     低温   
02/27 06:31 中野飯山地域     濃霧 低温   
02/27 06:31 大北地域     低温   
02/27 06:31 中部     乾燥   
02/27 06:31 南部     乾燥   
02/27 08:09 中野飯山地域     濃霧   
02/27 08:09 中部     乾燥   
02/27 08:09 南部     乾燥   
02/27 10:07 中部     乾燥   
02/27 10:07 南部     乾燥   
02/28 04:33 北部     なだれ   
02/28 04:33 上田地域     乾燥 なだれ   
02/28 04:33 佐久地域     乾燥   
02/28 04:33 松本地域     乾燥   
02/28 04:33 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
02/28 04:33 諏訪地域     乾燥   
02/28 04:33 南部     乾燥   
02/28 17:15 北部     強風 なだれ   
02/28 17:15 上田地域     雷 乾燥 なだれ   
02/28 17:15 佐久地域     雷 乾燥   
02/28 17:15 松本地域     雷 乾燥   
02/28 17:15 乗鞍上高地地域     雷 乾燥 なだれ   
02/28 17:15 諏訪地域     雷 乾燥   
02/28 17:15 南部     雷 乾燥   
02/28 22:25 北部     強風 なだれ   
02/28 22:25 上田地域     雷 強風 なだれ   
02/28 22:25 佐久地域     雷 強風   
02/28 22:25 松本地域     雷 強風   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/28 22:25 乗鞍上高地地域     雷 強風 なだれ   
02/28 22:25 諏訪地域     雷 強風   
02/28 22:25 南部     雷 強風   
03/01 04:53 長野地域     雷 強風 なだれ   
03/01 04:53 中野飯山地域     雷 強風 なだれ   
03/01 04:53 大北地域     大雪 雷 強風 なだれ 着雪   
03/01 04:53 上田地域     雷 強風 なだれ   
03/01 04:53 佐久地域     雷 強風   
03/01 04:53 松本地域     雷 強風   
03/01 04:53 乗鞍上高地地域     雷 強風 なだれ   
03/01 04:53 諏訪地域     雷 強風   
03/01 04:53 南部     雷 強風   
03/01 06:55 長野地域     雷 強風 なだれ   
03/01 06:55 中野飯山地域     雷 強風 なだれ   
03/01 06:55 大北地域     大雪 雷 強風 なだれ 着雪   
03/01 06:55 上田地域     雷 強風 なだれ   
03/01 06:55 佐久地域     雷 強風   
03/01 06:55 松本地域     大雪 雷 強風 着雪   
03/01 06:55 乗鞍上高地地域     雷 強風 なだれ   
03/01 06:55 諏訪地域     大雪 雷 強風 着雪   
03/01 06:55 南部     雷 強風   
03/01 10:29 北部     雷 強風 なだれ   
03/01 10:29 上田地域     強風 なだれ   
03/01 10:29 佐久地域     強風   
03/01 10:29 松本地域     強風   
03/01 10:29 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   
03/01 10:29 諏訪地域   暴風     
03/01 10:29 南部     強風   
03/01 11:25 北部     雷 強風 なだれ   
03/01 11:25 上田地域     強風 なだれ   
03/01 11:25 佐久地域   暴風     
03/01 11:25 松本地域     強風   
03/01 11:25 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   
03/01 11:25 諏訪地域   暴風     
03/01 11:25 南部     強風   
03/01 20:26 北部     雷 強風 なだれ   
03/01 20:26 上田地域     強風 なだれ   
03/01 20:26 佐久地域     強風   
03/01 20:26 松本地域     強風   
03/01 20:26 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   
03/01 20:26 諏訪地域     強風   
03/01 20:26 南部     強風   
03/01 21:28 北部     雷 強風 なだれ   
03/01 21:28 上田地域     強風 なだれ   
03/01 21:28 佐久地域   暴風     
03/01 21:28 松本地域     強風   
03/01 21:28 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   
03/01 21:28 諏訪地域     強風   
03/01 21:28 南部     強風   
03/02 00:11 北部     強風 なだれ   
03/02 00:11 上田地域     強風 なだれ   
03/02 00:11 佐久地域   暴風     
03/02 00:11 松本地域     強風   
03/02 00:11 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/02 00:11 諏訪地域     強風   
03/02 00:11 南部     強風   
03/02 04:29 北部     強風   
03/02 04:29 上田地域     強風 乾燥   
03/02 04:29 佐久地域   暴風 乾燥   
03/02 04:29 松本地域     強風 乾燥   
03/02 04:29 乗鞍上高地地域     強風 乾燥   
03/02 04:29 諏訪地域     強風 乾燥   
03/02 04:29 南部     強風 乾燥   
03/02 09:16 上田地域     乾燥   
03/02 09:16 佐久地域     強風 乾燥   
03/02 09:16 松本地域     乾燥   
03/02 09:16 乗鞍上高地地域     乾燥   
03/02 09:16 諏訪地域     強風 乾燥   
03/02 09:16 上伊那地域     乾燥   
03/02 09:16 木曽地域     乾燥   
03/02 09:16 下伊那地域     強風 乾燥   
03/02 15:15 中部     乾燥   
03/02 15:15 南部     乾燥   
03/02 16:38 中野飯山地域     濃霧   
03/02 16:38 中部     乾燥   
03/02 16:38 南部     乾燥   
03/03 04:25 長野地域     なだれ   
03/03 04:25 中野飯山地域     濃霧 なだれ   
03/03 04:25 大北地域     なだれ   
03/03 04:25 上田地域     乾燥 なだれ   
03/03 04:25 佐久地域     乾燥   
03/03 04:25 松本地域     乾燥   
03/03 04:25 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/03 04:25 諏訪地域     乾燥   
03/03 04:25 南部     乾燥   
03/03 10:14 北部     なだれ   
03/03 10:14 上田地域     乾燥 なだれ   
03/03 10:14 佐久地域     乾燥   
03/03 10:14 松本地域     乾燥   
03/03 10:14 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/03 10:14 諏訪地域     乾燥   
03/03 10:14 南部     乾燥   
03/04 04:42 北部     なだれ   
03/04 04:42 上田地域     乾燥 なだれ   
03/04 04:42 佐久地域     乾燥   
03/04 04:42 松本地域     強風 乾燥   
03/04 04:42 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/04 04:42 諏訪地域     乾燥   
03/04 04:42 南部     乾燥   
03/04 16:52 北部     なだれ   
03/04 16:52 上田地域     乾燥 なだれ   
03/04 16:52 佐久地域     乾燥   
03/04 16:52 松本地域     乾燥   
03/04 16:52 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/04 16:52 諏訪地域     乾燥   
03/04 16:52 南部     乾燥   
03/04 21:35 北部     融雪 なだれ   
03/04 21:35 上田地域     融雪 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/04 21:35 松本地域     強風   
03/04 21:35 乗鞍上高地地域     融雪 なだれ   
03/04 21:35 木曽地域     融雪   
03/05 04:18 長野地域     強風 融雪 なだれ   
03/05 04:18 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   
03/05 04:18 大北地域     融雪 なだれ   
03/05 04:18 上田地域     融雪 なだれ   
03/05 04:18 佐久地域     強風   
03/05 04:18 松本地域     強風   
03/05 04:18 乗鞍上高地地域     融雪 なだれ   
03/05 04:18 諏訪地域     強風   
03/05 04:18 木曽地域     融雪   
03/05 09:19 北部     融雪 なだれ   
03/05 09:19 上田地域     雷 融雪 なだれ   
03/05 09:19 佐久地域     雷 強風   
03/05 09:19 松本地域     雷 強風   
03/05 09:19 乗鞍上高地地域     雷 融雪 なだれ   
03/05 09:19 諏訪地域     雷 強風   
03/05 09:19 上伊那地域     雷   
03/05 09:19 木曽地域     雷 融雪   
03/05 09:19 下伊那地域     雷   
03/05 11:11 北部     融雪 なだれ   
03/05 11:11 上田地域     雷 融雪 なだれ   
03/05 11:11 佐久地域     雷 強風   
03/05 11:11 松本地域     雷 強風   
03/05 11:11 乗鞍上高地地域     雷 融雪 なだれ   
03/05 11:11 諏訪地域     雷 強風   
03/05 11:11 上伊那地域     雷   
03/05 11:11 木曽地域     雷 融雪 洪水   
03/05 11:11 下伊那地域     雷   
03/05 15:55 北部     融雪 濃霧 なだれ   
03/05 15:55 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 15:55 佐久地域     雷 濃霧   
03/05 15:55 松本地域     雷 強風 濃霧   
03/05 15:55 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 15:55 諏訪地域     雷 強風 濃霧   
03/05 15:55 上伊那地域     雷 濃霧   
03/05 15:55 木曽地域     雷 融雪 洪水 濃霧   
03/05 15:55 下伊那地域     雷 濃霧   
03/05 16:30 北部     融雪 濃霧 なだれ   
03/05 16:30 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 16:30 佐久地域     雷 濃霧   
03/05 16:30 松本地域     雷 強風 濃霧   
03/05 16:30 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 16:30 諏訪地域     雷 強風 濃霧   
03/05 16:30 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/05 16:30 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/05 16:30 下伊那地域     雷 濃霧   
03/05 18:22 北部     強風 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 18:22 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 18:22 佐久地域     雷 濃霧   
03/05 18:22 松本地域     雷 強風 濃霧   
03/05 18:22 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 18:22 諏訪地域     雷 強風 洪水 濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/05 18:22 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/05 18:22 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/05 18:22 下伊那地域     雷 濃霧   
03/05 20:10 北部     強風 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 20:10 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 20:10 佐久地域     大雨 雷 濃霧   
03/05 20:10 松本地域     雷 強風 濃霧   
03/05 20:10 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/05 20:10 諏訪地域     雷 強風 洪水 濃霧   
03/05 20:10 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/05 20:10 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/05 20:10 下伊那地域     雷 濃霧   
03/05 22:28 北部     濃霧 なだれ 着雪   
03/05 22:28 上田地域     濃霧 なだれ   
03/05 22:28 佐久地域     大雨 濃霧   
03/05 22:28 松本地域     濃霧   
03/05 22:28 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
03/05 22:28 諏訪地域     強風 洪水 濃霧   
03/05 22:28 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   
03/05 22:28 木曽地域     大雨 洪水 濃霧   
03/05 22:28 下伊那地域     濃霧   
03/05 23:49 北部     濃霧 なだれ 着雪   
03/05 23:49 上田地域     濃霧 なだれ   
03/05 23:49 佐久地域     濃霧   
03/05 23:49 松本地域     濃霧   
03/05 23:49 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
03/05 23:49 諏訪地域     強風 濃霧   
03/05 23:49 南部     濃霧   
03/06 04:35 北部     濃霧 なだれ   
03/06 04:35 上田地域     濃霧 なだれ   
03/06 04:35 佐久地域     濃霧   
03/06 04:35 松本地域     濃霧   
03/06 04:35 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
03/06 04:35 諏訪地域     強風 濃霧   
03/06 04:35 南部     濃霧   
03/06 10:16 北部     なだれ   
03/06 10:16 上田地域     なだれ   
03/06 10:16 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/06 10:16 諏訪地域     強風   
03/06 16:32 北部     なだれ   
03/06 16:32 上田地域     なだれ   
03/06 16:32 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/06 20:18 長野県       解除 
03/07 16:50 上田地域     濃霧   
03/07 16:50 佐久地域     濃霧   
03/08 10:12 北部     雷 なだれ   
03/08 10:12 上田地域     雷 なだれ   
03/08 10:12 佐久地域     雷   
03/08 10:12 松本地域     雷   
03/08 10:12 乗鞍上高地地域     雷 なだれ   
03/08 10:12 諏訪地域     雷   
03/08 10:12 南部     雷   
03/08 11:55 長野地域     雷 強風 なだれ   
03/08 11:55 中野飯山地域     雷 強風 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/08 11:55 大北地域     雷 なだれ   
03/08 11:55 上田地域     雷 なだれ   
03/08 11:55 佐久地域     雷   
03/08 11:55 松本地域     雷   
03/08 11:55 乗鞍上高地地域     雷 なだれ   
03/08 11:55 諏訪地域     雷   
03/08 11:55 南部     雷   
03/08 16:38 長野地域     大雨 雷 強風 融雪 なだれ   
03/08 16:38 中野飯山地域     雷 強風 融雪 なだれ   
03/08 16:38 大北地域     大雨 雷 融雪 なだれ   
03/08 16:38 上田地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 16:38 佐久地域     大雨 雷 濃霧   
03/08 16:38 松本地域     大雨 雷 融雪   
03/08 16:38 乗鞍上高地地域     大雨 雷 融雪 なだれ   
03/08 16:38 諏訪地域     大雨 雷   
03/08 16:38 上伊那地域     大雨 雷   
03/08 16:38 木曽地域     大雨 雷 融雪   
03/08 16:38 下伊那地域     大雨 雷   

03/08 20:27 長野地域     大雨 雷 強風 融雪 濃霧 
なだれ 

  

03/08 20:27 中野飯山地域     雷 強風 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 20:27 大北地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 20:27 上田地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 20:27 佐久地域     大雨 雷 濃霧   
03/08 20:27 松本地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/08 20:27 乗鞍上高地地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 20:27 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   
03/08 20:27 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 20:27 木曽地域     大雨 雷 融雪 濃霧   
03/08 20:27 下伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/08 22:29 長野地域     
大雨 雷 強風 融雪 洪水 
濃霧 なだれ 

  

03/08 22:29 中野飯山地域     雷 強風 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 22:29 大北地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 22:29 上田地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 22:29 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 22:29 松本地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/08 22:29 乗鞍上高地地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 22:29 諏訪地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 22:29 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 22:29 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/08 22:29 下伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/08 23:58 長野地域     
大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ   

03/08 23:58 中野飯山地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/08 23:58 大北地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/08 23:58 上田地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/08 23:58 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 23:58 松本地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/08 23:58 乗鞍上高地地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/08 23:58 諏訪地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 23:58 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/08 23:58 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/08 23:58 下伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/09 04:28 長野地域     
大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/09 04:28 中野飯山地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/09 04:28 大北地域   大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ   

03/09 04:28 上田地域     
大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/09 04:28 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/09 04:28 松本地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/09 04:28 乗鞍上高地地域     大雨 雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/09 04:28 諏訪地域     大雨 雷 強風 洪水 濃霧   
03/09 04:28 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/09 04:28 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/09 04:28 下伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/09 06:33 長野地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/09 06:33 中野飯山地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   
03/09 06:33 大北地域   大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 なだれ   

03/09 06:33 上田地域     
大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/09 06:33 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/09 06:33 松本地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   

03/09 06:33 乗鞍上高地地域     
大雨 雷 融雪 洪水 濃霧 
なだれ 

  

03/09 06:33 諏訪地域     大雨 雷 強風 洪水 濃霧   
03/09 06:33 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
03/09 06:33 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   
03/09 06:33 下伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/09 09:23 長野地域     
大雨 融雪 洪水 濃霧 なだ
れ 

  

03/09 09:23 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   
03/09 09:23 大北地域   大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ   

03/09 09:23 上田地域     
大雨 融雪 洪水 濃霧 なだ
れ 

  

03/09 09:23 佐久地域     大雨 洪水 濃霧   
03/09 09:23 松本地域     大雨 融雪 洪水 濃霧   
03/09 09:23 乗鞍上高地地域     融雪 洪水 濃霧 なだれ   
03/09 09:23 諏訪地域     大雨 強風 濃霧   
03/09 09:23 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   
03/09 09:23 木曽地域     大雨 融雪 洪水 濃霧   
03/09 09:23 下伊那地域     大雨 濃霧   
03/09 11:26 長野地域     大雨 洪水 なだれ   
03/09 11:26 中野飯山地域     なだれ   
03/09 11:26 大北地域     大雨 洪水 なだれ   
03/09 11:26 上田地域     なだれ   
03/09 11:26 佐久地域     大雨   
03/09 11:26 松本地域     洪水   
03/09 11:26 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/09 11:26 諏訪地域     強風   
03/09 11:26 上伊那地域     洪水   
03/09 11:26 木曽地域     洪水   
03/09 14:04 北部     なだれ   
03/09 14:04 上田地域     なだれ   
03/09 14:04 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/09 14:04 諏訪地域     強風   
03/09 14:04 上伊那地域     洪水   
03/09 16:31 北部     なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/09 16:31 上田地域     なだれ   
03/09 16:31 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/09 16:31 諏訪地域     強風   
03/09 21:37 北部     なだれ   
03/09 21:37 上田地域     なだれ   
03/09 21:37 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/10 04:04 長野県       解除 
03/13 04:08 北部     なだれ   
03/13 04:08 上田地域     なだれ   
03/13 04:08 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/14 04:31 北部     なだれ   
03/14 04:31 上田地域     乾燥 なだれ   
03/14 04:31 佐久地域     乾燥   
03/14 04:31 松本地域     乾燥   
03/14 04:31 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/14 04:31 諏訪地域     乾燥   
03/14 05:35 長野地域     なだれ   
03/14 05:35 中野飯山地域     濃霧 なだれ   
03/14 05:35 大北地域     なだれ   
03/14 05:35 上田地域     乾燥 なだれ   
03/14 05:35 佐久地域     乾燥   
03/14 05:35 松本地域     乾燥   
03/14 05:35 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/14 05:35 諏訪地域     乾燥   
03/14 09:07 北部     なだれ   
03/14 09:07 上田地域     乾燥 なだれ   
03/14 09:07 佐久地域     乾燥   
03/14 09:07 松本地域     乾燥   
03/14 09:07 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/14 09:07 諏訪地域     乾燥   
03/15 14:41 北部     なだれ   
03/15 14:41 上田地域     乾燥 なだれ   
03/15 14:41 佐久地域     乾燥   
03/15 14:41 松本地域     強風 乾燥   
03/15 14:41 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/15 14:41 諏訪地域     乾燥   
03/15 21:05 北部     なだれ   
03/15 21:05 上田地域     なだれ   
03/15 21:05 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/16 03:19 北部     なだれ   
03/16 03:19 上田地域     なだれ   
03/16 03:19 松本地域     強風   
03/16 03:19 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/16 07:45 北部     なだれ   
03/16 07:45 上田地域     なだれ   
03/16 07:45 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/16 10:50 北部     なだれ   
03/16 10:50 上田地域     濃霧 なだれ   
03/16 10:50 佐久地域     濃霧   
03/16 10:50 松本地域     濃霧   
03/16 10:50 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
03/16 10:50 諏訪地域     濃霧   
03/16 10:50 南部     濃霧   
03/16 16:46 北部     濃霧 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/16 16:46 上田地域     濃霧 なだれ   
03/16 16:46 佐久地域     濃霧   
03/16 16:46 松本地域     濃霧   
03/16 16:46 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
03/16 16:46 諏訪地域     濃霧   
03/16 16:46 南部     濃霧   
03/16 21:35 長野県     濃霧   
03/17 07:37 中部     乾燥   
03/17 16:33 中部     乾燥   
03/18 04:52 北部     なだれ   
03/18 04:52 上田地域     乾燥 なだれ   
03/18 04:52 佐久地域     乾燥   
03/18 04:52 松本地域     乾燥   
03/18 04:52 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/18 04:52 諏訪地域     乾燥   
03/18 11:03 北部     なだれ   
03/18 11:03 上田地域     乾燥 なだれ   
03/18 11:03 佐久地域     乾燥   
03/18 11:03 松本地域     強風 乾燥   
03/18 11:03 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
03/18 11:03 諏訪地域     乾燥   
03/18 19:30 北部     なだれ   
03/18 19:30 上田地域     なだれ   
03/18 19:30 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/20 17:04 長野県     濃霧   
03/21 04:30 北部     濃霧   
03/21 04:30 上田地域     大雪 濃霧 着雪   
03/21 04:30 佐久地域     大雪 濃霧 着雪   
03/21 04:30 松本地域     大雪 濃霧 着雪   
03/21 04:30 乗鞍上高地地域     濃霧   
03/21 04:30 諏訪地域     大雪 濃霧 着雪   
03/21 04:30 南部     大雪 濃霧 着雪   
03/21 10:50 長野地域     なだれ   
03/21 10:50 中野飯山地域     なだれ   
03/21 10:50 大北地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 10:50 上田地域   大雪 なだれ 着雪   
03/21 10:50 佐久地域   大雪 着雪   
03/21 10:50 松本地域   大雪 着雪   
03/21 10:50 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 10:50 諏訪地域   大雪 着雪   
03/21 10:50 上伊那地域     大雪 着雪   
03/21 10:50 木曽地域   大雪 着雪   
03/21 10:50 下伊那地域     大雪 着雪   
03/21 16:56 長野地域     なだれ   
03/21 16:56 中野飯山地域     なだれ   
03/21 16:56 大北地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 16:56 上田地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 16:56 佐久地域   大雪 着雪   
03/21 16:56 松本地域     大雪 着雪   
03/21 16:56 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 16:56 諏訪地域   大雪 着雪   
03/21 16:56 南部     大雪 着雪   
03/21 18:10 長野地域     強風 なだれ   
03/21 18:10 中野飯山地域     強風 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/21 18:10 大北地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 18:10 上田地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 18:10 佐久地域   大雪 着雪   
03/21 18:10 松本地域     大雪 着雪   
03/21 18:10 乗鞍上高地地域     大雪 なだれ 着雪   
03/21 18:10 諏訪地域   大雪 着雪   
03/21 18:10 南部     大雪 着雪   
03/22 02:59 長野地域     雷 強風 なだれ   
03/22 02:59 中野飯山地域     雷 強風 なだれ   
03/22 02:59 大北地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
03/22 02:59 上田地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
03/22 02:59 佐久地域     大雪 雷 着雪   
03/22 02:59 松本地域     大雪 雷 着雪   
03/22 02:59 乗鞍上高地地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
03/22 02:59 諏訪地域     大雪 雷 着雪   
03/22 02:59 上伊那地域     雷   
03/22 02:59 木曽地域     大雪 雷 着雪   
03/22 02:59 下伊那地域     雷   
03/22 06:17 長野地域     雷 なだれ   
03/22 06:17 中野飯山地域     雷 なだれ   
03/22 06:17 大北地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
03/22 06:17 上田地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
03/22 06:17 佐久地域     大雪 雷 着雪   
03/22 06:17 松本地域     大雪 雷 着雪   
03/22 06:17 乗鞍上高地地域     大雪 雷 なだれ 着雪   
03/22 06:17 諏訪地域     大雪 雷 着雪   
03/22 06:17 上伊那地域     雷   
03/22 06:17 木曽地域     大雪 雷 着雪   
03/22 06:17 下伊那地域     雷   
03/22 09:10 北部     雷 なだれ   
03/22 09:10 上田地域     雷 なだれ   
03/22 09:10 佐久地域     雷   
03/22 09:10 松本地域     雷   
03/22 09:10 乗鞍上高地地域     雷 なだれ   
03/22 09:10 諏訪地域     雷   
03/22 09:10 南部     雷   
03/22 10:32 北部     なだれ   
03/22 10:32 上田地域     なだれ   
03/22 10:32 乗鞍上高地地域     なだれ   
03/22 16:32 北部     濃霧 なだれ   
03/22 16:32 上田地域     濃霧 なだれ   
03/22 16:32 佐久地域     濃霧   
03/22 16:32 松本地域     濃霧   
03/22 16:32 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
03/22 16:32 諏訪地域     濃霧   
03/22 16:32 南部     濃霧   
03/22 20:35 長野県     濃霧   
03/23 08:02 長野県       解除 
03/23 21:30 北部     濃霧   
03/24 02:03 北部     濃霧   
03/24 02:03 上田地域     濃霧   
03/24 02:03 佐久地域     濃霧   
03/24 08:12 長野県       解除 
03/25 04:04 北部     なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/26 04:22 北部     なだれ   
03/26 04:22 中部     乾燥   
03/27 04:36 北部     なだれ   
03/27 04:36 中部     乾燥   
03/28 04:33 北部     なだれ   
03/28 04:33 中部     乾燥   
03/28 04:33 南部     乾燥   
03/28 09:12 北部     融雪 なだれ   
03/28 09:12 中部     乾燥   
03/28 09:12 南部     乾燥   
03/29 03:57 北部     融雪 なだれ   
03/29 03:57 中部     乾燥   
03/29 03:57 南部     乾燥   
03/29 16:34 北部     融雪 なだれ   
03/29 16:34 上田地域     乾燥   
03/29 16:34 佐久地域     乾燥   
03/29 16:34 松本地域     乾燥   
03/29 16:34 乗鞍上高地地域     乾燥   
03/29 16:34 諏訪地域     強風 乾燥   
03/29 16:34 上伊那地域     乾燥   
03/29 16:34 木曽地域     乾燥   
03/29 16:34 下伊那地域     強風 乾燥   
03/29 21:12 中部     乾燥   
03/29 21:12 南部     乾燥   
03/30 04:06 中部     乾燥   
03/30 04:06 南部     乾燥   
03/31 04:16 北部     乾燥 なだれ   
03/31 04:16 中部     乾燥   
03/31 04:16 南部     乾燥    
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表 1-2   被害状況(1 月 1 日～3 月 31 日) 

市町村名 

人的被害（人） 

死者 行方不明 重傷 軽傷 

上田市       3 

東御市         

長和町       1 

青木村         

上小地域計 0 0 0 4 

岡谷市       1 

諏訪市       1 

茅野市         

下諏訪町         

富士見町         

原村         

諏訪地域計 0 0 0 2 

木曽町     1 1 

上松町         

南木曽町         

木祖村         

王滝村         

大桑村         

木曽地域計 0 0 1 1 

松本市 1   1   

塩尻市         

安曇野市         

筑北村         

麻績村         

生坂村         

山形村         

朝日村         

松本地域計 1 0 1 0 

大町市     1 2 

池田町         

松川村         

白馬村 1       

小谷村 1       

大北地域計 2 0 1 2 

長野市       2 

須坂市         

千曲市         

坂城町     1   

小布施町         

高山村         

信濃町       3 

飯綱町       1 

小川村         

長野地域計 0 0 1 6 

中野市         

飯山市 1   2 4 
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市町村名 

人的被害（人） 

死者 行方不明 重傷 軽傷 

山ノ内町     1   

木島平村 1     1 

野沢温泉村     1 1 

栄村     1 2 

北信地域計 2 0 5 8 

計 5 0 9 23 

 

 

 

 

7 地域 
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災害番号 ２ 

 

１．災害の種類（または名称）   低温 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年２月１日～28 日 

３．災害発生地域（または場所）  伊那市以下１地域４市町村 

４．気象概況 

 上旬から中旬にかけて冬型の気圧配置となって、非常に強い寒気の影響を受けて気温の

低い時期があった。これ以外の期間はほぼ平年並みの気温で経過したところが多くなった

が、飯田付近で気温は低い状態が続き、長期に渡る低温で公共土木施設に被害が発生した。 

 

表 2-1 ２月の平均気温 

 長  野 松  本 諏  訪 軽 井 沢 飯  田 

上旬 
-1.4 ( -0.6 ) 

低い 

-1.6 ( -0.9 ) 

低い 

-3.1 ( -1.5 ) 

低い 

-4.9 ( -1.0 ) 

低い 

-1.1 ( -2.2 ) 

低い 

中旬 
-0.6 ( -0.7 ) 

平年並 

0.0 ( -0.3 ) 

平年並 

-0.9 ( -0.3 ) 

平年並 

-3.3 ( -0.4 ) 

平年並 

0.9 ( -1.3 ) 

低い 

下旬 
1.6 ( +0.6 ) 

平年並 

1.7 ( +0.6 ) 

平年並 

1.1 ( +0.8 ) 

平年並 

-2.2 ( +0.1 ) 

平年並 

3.7 ( +0.7 ) 

平年並 

月 
-0.2 ( -0.3 ) 

平年並 

-0.1 ( -0.3 ) 

平年並 

-1.1 ( -0.5 ) 

平年並 

-3.6 ( -0.5 ) 

平年並 

1.0 ( -1.1 ) 

低い 

注 1)  長野地方気象台 「２０１８年（平成３０年）２月の長野県内の天候」より引用 

注 2） 上段：実況値℃（平年差 ℃）下段：階級区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 飯田の気温の変化（2018 年 2 月） 
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表 2-2 注意報・警報発表状況（2 月 1 日～28 日） 

 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/01 16:30 上田地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 佐久地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 松本地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 乗鞍上高地地域     着雪   
02/01 16:30 諏訪地域     大雪 着雪   
02/01 16:30 南部     大雪 着雪   
02/01 21:25 上田地域     大雪 着雪   
02/01 21:25 佐久地域   大雪 着雪   
02/01 21:25 松本地域     大雪 着雪   
02/01 21:25 乗鞍上高地地域     着雪   
02/01 21:25 諏訪地域   大雪 着雪   
02/01 21:25 上伊那地域   大雪 着雪   
02/01 21:25 木曽地域     大雪 着雪   
02/01 21:25 下伊那地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 上田地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 佐久地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 諏訪地域     大雪 着雪   
02/02 06:20 南部     大雪 着雪   
02/02 09:05 長野県       解除 
02/02 16:39 北部     濃霧   
02/02 16:39 中部     濃霧   
02/02 19:54 長野県     濃霧   
02/03 10:38 長野県       解除 
02/04 01:29 中野飯山地域     濃霧   
02/04 10:07 北部     雷   
02/04 15:13 北部     大雪 雷 なだれ   
02/04 15:13 上田地域     大雪   
02/04 15:13 木曽地域     大雪   
02/04 18:15 北部   大雪 雷 なだれ   
02/04 18:15 上田地域     大雪   
02/04 18:15 木曽地域     大雪   
02/05 06:14 北部     大雪 なだれ   
02/05 09:30 北部     なだれ   
02/05 16:30 長野地域     なだれ 低温   
02/05 16:30 中野飯山地域     なだれ 低温   
02/05 16:30 大北地域     大雪 なだれ 低温   
02/05 16:30 中部     低温   
02/05 16:30 上伊那地域     低温   
02/05 16:30 木曽地域     大雪 低温   
02/05 16:30 下伊那地域     低温   
02/05 18:34 長野地域     なだれ 低温   
02/05 18:34 中野飯山地域     なだれ 低温   
02/05 18:34 大北地域     大雪 なだれ 低温   
02/05 18:34 中部     低温   
02/05 18:34 上伊那地域     低温   
02/05 18:34 木曽地域     大雪 低温   
02/05 18:34 下伊那地域     大雪 低温   
02/06 04:53 北部     なだれ 低温   
02/06 04:53 中部     低温   
02/06 04:53 南部     低温   
02/06 09:10 北部     なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/06 16:30 北部     なだれ 低温   
02/06 16:30 中部     低温   
02/06 16:30 南部     低温   
02/06 21:20 長野県     低温   
02/07 06:20 北部     大雪 雷 なだれ 低温   
02/07 06:20 中部     乾燥 低温   
02/07 06:20 南部     低温   
02/07 09:05 北部     大雪 雷 なだれ   
02/07 09:05 上田地域     大雪 乾燥   
02/07 09:05 佐久地域     乾燥   
02/07 09:05 松本地域     乾燥   
02/07 09:05 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/07 09:05 諏訪地域     乾燥   
02/07 16:37 北部     大雪 なだれ 低温   
02/07 16:37 上田地域     大雪 乾燥 低温   
02/07 16:37 佐久地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 松本地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 乗鞍上高地地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 諏訪地域     乾燥 低温   
02/07 16:37 南部     低温   
02/07 20:18 北部     大雪 なだれ 低温   
02/07 20:18 上田地域     大雪 低温   
02/07 20:18 佐久地域     低温   
02/07 20:18 松本地域     低温   
02/07 20:18 乗鞍上高地地域     低温   
02/07 20:18 諏訪地域     低温   
02/07 20:18 南部     低温   
02/07 21:36 長野地域     なだれ 低温   
02/07 21:36 中野飯山地域     大雪 なだれ 低温   
02/07 21:36 大北地域     なだれ 低温   
02/07 21:36 中部     低温   
02/07 21:36 南部     低温   
02/07 23:09 北部     なだれ 低温   
02/07 23:09 中部     低温   
02/07 23:09 南部     低温   
02/08 03:06 北部     濃霧 なだれ 低温   
02/08 03:06 中部     濃霧 低温   
02/08 03:06 南部     濃霧 低温   
02/08 10:14 北部     なだれ   
02/08 15:50 北部     なだれ 低温   
02/08 15:50 中部     乾燥 低温   
02/08 15:50 南部     低温   
02/08 20:43 北部     濃霧 低温   
02/08 20:43 中部     濃霧 乾燥 低温   
02/08 20:43 南部     低温   
02/09 10:04 中部     乾燥   
02/09 16:52 中部     乾燥   
02/09 22:48 中野飯山地域     濃霧   
02/09 22:48 中部     乾燥   
02/10 10:45 中部     乾燥   
02/10 11:55 北部     なだれ   
02/10 11:55 上田地域     乾燥 なだれ   
02/10 11:55 佐久地域     乾燥   
02/10 11:55 松本地域     乾燥   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/10 11:55 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
02/10 11:55 諏訪地域     乾燥   
02/10 16:40 北部     なだれ   
02/10 16:40 上田地域     なだれ 着雪   
02/10 16:40 佐久地域     大雪 着雪   
02/10 16:40 乗鞍上高地地域     なだれ 着雪   
02/10 16:40 諏訪地域     大雪 着雪   
02/10 16:40 南部     大雪 着雪   
02/11 04:21 北部     濃霧 なだれ   
02/11 04:21 上田地域     濃霧 なだれ   
02/11 04:21 佐久地域     濃霧   
02/11 04:21 松本地域     濃霧   
02/11 04:21 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   
02/11 04:21 諏訪地域     濃霧   
02/11 04:21 南部     濃霧   
02/11 10:08 北部     なだれ   
02/11 10:08 上田地域     なだれ   
02/11 10:08 佐久地域     強風   
02/11 10:08 乗鞍上高地地域     なだれ   
02/11 10:08 諏訪地域     強風   
02/11 10:08 下伊那地域     強風   
02/11 16:32 大北地域     なだれ   
02/12 04:55 大北地域     なだれ   
02/12 04:55 中部     乾燥   
02/12 09:17 大北地域     なだれ   
02/12 09:17 上田地域     乾燥   
02/12 09:17 佐久地域     強風 乾燥   
02/12 09:17 松本地域     乾燥   
02/12 09:17 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/12 09:17 諏訪地域     強風 乾燥   
02/12 09:17 木曽地域     大雪   
02/12 09:17 下伊那地域     大雪   
02/12 19:22 大北地域     なだれ   
02/12 19:22 中部     乾燥   
02/13 04:10 大北地域     なだれ   
02/13 04:10 上田地域     乾燥   
02/13 04:10 佐久地域     強風 乾燥   
02/13 04:10 松本地域     乾燥   
02/13 04:10 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/13 04:10 諏訪地域     強風 乾燥   
02/13 04:10 木曽地域     大雪   
02/13 04:10 下伊那地域     大雪   
02/13 16:55 長野地域     低温   
02/13 16:55 中野飯山地域     低温   
02/13 16:55 大北地域     なだれ 低温   
02/13 16:55 中部     乾燥 低温   
02/13 16:55 上伊那地域     低温   
02/13 16:55 木曽地域     大雪 低温   
02/13 16:55 下伊那地域     大雪 低温   
02/13 20:31 長野地域     低温   
02/13 20:31 中野飯山地域     濃霧 低温   
02/13 20:31 大北地域     なだれ 低温   
02/13 20:31 中部     乾燥 低温   
02/13 20:31 南部     低温   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/14 09:21 大北地域     なだれ   
02/14 09:21 上田地域     乾燥   
02/14 09:21 佐久地域     強風 乾燥   
02/14 09:21 松本地域     強風 乾燥   
02/14 09:21 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/14 09:21 諏訪地域     乾燥   
02/14 16:51 長野地域     雷 着雪   
02/14 16:51 中野飯山地域     雷 着雪   
02/14 16:51 大北地域     雷 なだれ 着雪   
02/14 16:51 上田地域     乾燥   
02/14 16:51 佐久地域     強風 乾燥   
02/14 16:51 松本地域     強風 乾燥   
02/14 16:51 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/14 16:51 諏訪地域     乾燥   
02/15 04:39 長野地域     着雪   
02/15 04:39 中野飯山地域     着雪   
02/15 04:39 大北地域     なだれ 着雪   
02/15 04:39 中部     乾燥   
02/15 09:09 大北地域     なだれ   
02/15 09:09 中部     乾燥   
02/15 21:12 中部     乾燥   
02/17 06:15 北部     大雪 雷 なだれ 着雪   
02/17 06:15 上田地域     乾燥   
02/17 06:15 佐久地域     強風 乾燥   
02/17 06:15 松本地域     乾燥   
02/17 06:15 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 06:15 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 06:15 下伊那地域     強風   
02/17 11:25 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
02/17 11:25 上田地域     乾燥   
02/17 11:25 佐久地域     強風 乾燥   
02/17 11:25 松本地域     乾燥   
02/17 11:25 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 11:25 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 11:25 下伊那地域     強風   
02/17 12:13 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   
02/17 12:13 上田地域     乾燥   
02/17 12:13 佐久地域     強風 乾燥   
02/17 12:13 松本地域     乾燥   
02/17 12:13 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 12:13 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 12:13 木曽地域     大雪   
02/17 12:13 下伊那地域     強風   
02/17 16:32 北部   大雪 なだれ   
02/17 16:32 上田地域     大雪 乾燥   
02/17 16:32 佐久地域     乾燥   
02/17 16:32 松本地域     乾燥   
02/17 16:32 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 16:32 諏訪地域     強風 乾燥   
02/17 16:32 木曽地域     大雪   
02/17 23:11 長野地域     大雪 なだれ   
02/17 23:11 中野飯山地域   大雪 なだれ   
02/17 23:11 大北地域     大雪 なだれ   
02/17 23:11 上田地域     大雪 乾燥 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/17 23:11 佐久地域     乾燥   
02/17 23:11 松本地域     乾燥   
02/17 23:11 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/17 23:11 諏訪地域     強風 乾燥   
02/18 04:06 長野地域     なだれ   
02/18 04:06 中野飯山地域     大雪 なだれ   
02/18 04:06 大北地域     なだれ   
02/18 04:06 上田地域     乾燥 なだれ   
02/18 04:06 佐久地域     乾燥   
02/18 04:06 松本地域     乾燥   
02/18 04:06 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/18 04:06 諏訪地域     乾燥   
02/18 10:30 北部     なだれ   
02/18 10:30 上田地域     乾燥 なだれ   
02/18 10:30 佐久地域     乾燥   
02/18 10:30 松本地域     乾燥   
02/18 10:30 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/18 10:30 諏訪地域     乾燥   
02/18 16:30 北部     なだれ 低温   
02/18 16:30 上田地域     乾燥 なだれ 低温   
02/18 16:30 佐久地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 松本地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 乗鞍上高地地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 諏訪地域     乾燥 低温   
02/18 16:30 南部     低温   
02/18 22:22 長野地域     低温   
02/18 22:22 中野飯山地域     なだれ 低温   
02/18 22:22 大北地域     低温   
02/18 22:22 中部     低温   
02/18 22:22 南部     低温   
02/19 09:05 中野飯山地域     なだれ   
02/19 09:05 中部     乾燥   
02/19 09:05 南部     乾燥   
02/19 21:30 中部     乾燥   
02/19 21:30 南部     乾燥   
02/20 04:30 北部     濃霧   
02/20 04:30 中部     濃霧 乾燥   
02/20 04:30 南部     乾燥   
02/20 07:55 中部     乾燥   
02/20 07:55 南部     乾燥   
02/20 22:23 長野県       解除 
02/21 04:10 大北地域     大雪   
02/21 08:14 長野県       解除 
02/21 16:30 南部     低温   
02/22 08:08 中部     乾燥   
02/22 08:08 南部     乾燥   
02/22 19:08 上田地域     濃霧   
02/22 19:08 佐久地域     濃霧   
02/22 19:08 南部     乾燥   
02/23 07:07 中部     乾燥   
02/23 07:07 南部     乾燥   
02/24 10:32 上田地域     乾燥   
02/24 10:32 佐久地域     強風 乾燥   
02/24 10:32 松本地域     強風 乾燥  
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

02/24 10:32 乗鞍上高地地域     乾燥   
02/24 10:32 諏訪地域     乾燥   
02/24 10:32 南部     乾燥   
02/24 18:10 長野県       解除 
02/24 22:25 北部     濃霧   
02/24 22:25 上田地域     濃霧   
02/24 22:25 佐久地域     濃霧   
02/25 07:38 長野県       解除 
02/25 16:37 上田地域     濃霧   
02/25 16:37 佐久地域     濃霧   
02/26 07:03 長野県       解除 
02/26 16:34 北部     低温   
02/26 16:34 中部     乾燥   
02/26 16:34 南部     乾燥   
02/27 06:31 長野地域     低温   
02/27 06:31 中野飯山地域     濃霧 低温   
02/27 06:31 大北地域     低温   
02/27 06:31 中部     乾燥   
02/27 06:31 南部     乾燥   
02/27 08:09 中野飯山地域     濃霧   
02/27 08:09 中部     乾燥   
02/27 08:09 南部     乾燥   
02/27 10:07 中部     乾燥   
02/27 10:07 南部     乾燥   
02/28 04:33 北部     なだれ   
02/28 04:33 上田地域     乾燥 なだれ   
02/28 04:33 佐久地域     乾燥   
02/28 04:33 松本地域     乾燥   
02/28 04:33 乗鞍上高地地域     乾燥 なだれ   
02/28 04:33 諏訪地域     乾燥   
02/28 04:33 南部     乾燥   
02/28 17:15 北部     強風 なだれ   
02/28 17:15 上田地域     雷 乾燥 なだれ   
02/28 17:15 佐久地域     雷 乾燥   
02/28 17:15 松本地域     雷 乾燥   
02/28 17:15 乗鞍上高地地域     雷 乾燥 なだれ   
02/28 17:15 諏訪地域     雷 乾燥   
02/28 17:15 南部     雷 乾燥   
02/28 22:25 北部     強風 なだれ   
02/28 22:25 上田地域     雷 強風 なだれ   
02/28 22:25 佐久地域     雷 強風   
02/28 22:25 松本地域     雷 強風   
02/28 22:25 乗鞍上高地地域     雷 強風 なだれ   
02/28 22:25 諏訪地域     雷 強風   
02/28 22:25 南部     雷 強風   
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表 2-3 被害状況（2 月 1 日～28 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木 

施  設 
総  額 

飯田市 53,000 53,000 

松川町     

高森町     

阿南町     

阿智村     

平谷村     

根羽村     

下條村     

売木村     

天龍村     

泰阜村 69,000 69,000 

喬木村 84,000 84,000 

豊丘村 52,000 52,000 

大鹿村     

飯伊地域計 258,000 258,000 

計 258,000 258,000 

 

1 地域 
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災害番号 ３ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年２月 15 日 

３．災害発生地域（または場所）  松本市 

４．気象概況 

 対象地は松本市四賀で周辺に観測所は無いものの、やや標高の高い地域であるので、こ

の時期、所々積雪があったと思われる。２月 10 日～11 日にかけては低気圧の影響で降水

があった。またこのとき同時に気温も上がって周辺の積雪も減り、地中の水分も多くなっ

たと思われるが、すぐには影響が出現せず、数日経過したのちに林業被害となって現れた

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 地上天気図（2 月 10 日、11 日、15 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 近傍観測所の各気象要素の変化(２月) 
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表 3-1 注意報発表状況（2 月 15 日） 

 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特 別 警 報 警 報 注 意 報 

02/15 04:39 長野地域     着雪   

02/15 04:39 中野飯山地域     着雪   

02/15 04:39 大北地域     なだれ 着雪   

02/15 04:39 中部     乾燥   

02/15 09:09 大北地域     なだれ   

02/15 09:09 中部     乾燥   

02/15 21:12 中部     乾燥   

 

 

 

表 3-2 被害状況（2 月 15 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

林業関係 総  額 

松本市 180,000 180,000 

塩尻市     

安曇野市     

筑北村     

麻績村     

生坂村     

山形村     

朝日村     

松本地域計 180,000 180,000 

計 180,000 180,000 

 
1 地域 
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災害番号 ４ 

 

１．災害の種類（または名称）   突風 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年３月１日 

３．災害発生地域（または場所）  木曽町以下４地域５市町村 

４．気象概況 

 低気圧が日本海にあって、発達しながら北東に進んだ。また、関東地方南部には別の低

気圧が発生し、全国的にも長野県内も強風が吹いた。この際、一時的に突風も発生し、県

内では木曽町で重傷、白馬村と飯山市で住家被害、松本市、安曇野市で農作物等に 140

万円の被害が出た。なお、奈川と浪合におけるこの日の日最大風速は、３月として観

測開始以来の最大値となった。また、午前中を中心に各地で降雨となったが、総雨量

は多いところで 30mm 程度だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 地上天気図（3 月 1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 各地の風速の変化（3 月 1 日） 
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表 4-1 各地の風速と風向（3 月 1 日） 
単位 風速(m/s)、風向 16 方位 

地点 

要素 
飯山 白馬 穂高 松本 飯田 木曽福島 

平均風速 5.3 2.4 2.5 4.5 4.9 3.5 

最多風向 北西 南 東 南南西 西 南南西 

最大風速 14.9 5.2 6.7 11.7 15.5 7.6 

最大風速発生時の風向 南南西 南東) 西北西) 西南西 西 南南西 

最大瞬間風速 20.4 15.0 15.3 20.2 23.7 18.7 

最大瞬間風速発生時の風向 南 北北西) 西北西) 西南西 西北西 南 

 注） ）は欠測を含む 

 

 

表 4-2 注意報発表状況（3 月 1 日） 

 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/01 04:53 長野地域     雷 強風 なだれ   

03/01 04:53 中野飯山地域     雷 強風 なだれ   

03/01 04:53 大北地域     大雪 雷 強風 なだれ 着雪   

03/01 04:53 上田地域     雷 強風 なだれ   

03/01 04:53 佐久地域     雷 強風   

03/01 04:53 松本地域     雷 強風   

03/01 04:53 乗鞍上高地地域     雷 強風 なだれ   

03/01 04:53 諏訪地域     雷 強風   

03/01 04:53 南部     雷 強風   

03/01 06:55 長野地域     雷 強風 なだれ   

03/01 06:55 中野飯山地域     雷 強風 なだれ   

03/01 06:55 大北地域     大雪 雷 強風 なだれ 着雪   

03/01 06:55 上田地域     雷 強風 なだれ   

03/01 06:55 佐久地域     雷 強風   

03/01 06:55 松本地域     大雪 雷 強風 着雪   

03/01 06:55 乗鞍上高地地域     雷 強風 なだれ   

03/01 06:55 諏訪地域     大雪 雷 強風 着雪   

03/01 06:55 南部     雷 強風   

03/01 10:29 北部     雷 強風 なだれ   

03/01 10:29 上田地域     強風 なだれ   

03/01 10:29 佐久地域     強風   

03/01 10:29 松本地域     強風   

03/01 10:29 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   

03/01 10:29 諏訪地域   暴風     

03/01 10:29 南部     強風   

03/01 11:25 北部     雷 強風 なだれ   

03/01 11:25 上田地域     強風 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/01 11:25 佐久地域   暴風     

03/01 11:25 松本地域     強風   

03/01 11:25 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   

03/01 11:25 諏訪地域   暴風     

03/01 11:25 南部     強風   

03/01 20:26 北部     雷 強風 なだれ   

03/01 20:26 上田地域     強風 なだれ   

03/01 20:26 佐久地域     強風   

03/01 20:26 松本地域     強風   

03/01 20:26 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   

03/01 20:26 諏訪地域     強風   

03/01 20:26 南部     強風   

03/01 21:28 北部     雷 強風 なだれ   

03/01 21:28 上田地域     強風 なだれ   

03/01 21:28 佐久地域   暴風     

03/01 21:28 松本地域     強風   

03/01 21:28 乗鞍上高地地域     強風 なだれ   

03/01 21:28 諏訪地域     強風   

03/01 21:28 南部     強風   
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表 4-2 被害状況（3 月 1 日） 

市町村名 

人的被害（人） 
住    家    

被    害 
非

住

家 

被害額(千円) 

死

者 

行方不

明 

重

傷 

軽

傷 

一部破損 
農作物等 総額 

棟 世帯 人 棟 

木曽町     1              

上松町                     

南木曽町                     

木祖村                     

王滝村                     

大桑村                     

木曽地域計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

松本市                1,143 1,143 

塩尻市                     

安曇野市                 266 266 

筑北村                     

麻績村                     

生坂村                     

山形村                     

朝日村                     

松本地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,409 1,409 

大町市                    

池田町                     

松川村                     

白馬村         1 1 4 1     

小谷村                     

大北地域計 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 

中野市                    

飯山市         1 1 1       

山ノ内町                     

木島平村                     

野沢温泉村                     

栄村                     

北信地域計 0 0 0 0 1 1 1   0 0 

計 0 0 1 0 2 2 5 1 1,409 1,409 

 
4 地域 
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災害番号 ５ 

 

１．災害の種類（または名称）   雪崩 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年３月５日 

３．災害発生地域（または場所）  松本市 

４．気象概況 

 ３月５日には前線を伴った低気圧が日本海側沿いを東北東へ進んだ。これに伴って、長

野県内も朝から夜半にかけて降雨となり、災害発生地付近の奈川でも 55mm 程度のまとま

った降雨となった。また気温も上昇し、周辺山地にあった積雪も融けたと思われる。この

影響で、松本市西部の山地（白骨温泉付近）で雪崩が発生し、林業関係に被害が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 地上天気図（3 月 5 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 奈川における時間降水量と気温の変化（3 月 5 日） 
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表 5-1 注意報発表状況（3 月 5 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/05 04:18 長野地域     強風 融雪 なだれ   

03/05 04:18 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

03/05 04:18 大北地域     融雪 なだれ   

03/05 04:18 上田地域     融雪 なだれ   

03/05 04:18 佐久地域     強風   

03/05 04:18 松本地域     強風   

03/05 04:18 乗鞍上高地地域     融雪 なだれ   

03/05 04:18 諏訪地域     強風   

03/05 04:18 木曽地域     融雪   

03/05 09:19 北部     融雪 なだれ   

03/05 09:19 上田地域     雷 融雪 なだれ   

03/05 09:19 佐久地域     雷 強風   

03/05 09:19 松本地域     雷 強風   

03/05 09:19 乗鞍上高地地域     雷 融雪 なだれ   

03/05 09:19 諏訪地域     雷 強風   

03/05 09:19 上伊那地域     雷   

03/05 09:19 木曽地域     雷 融雪   

03/05 09:19 下伊那地域     雷   

03/05 11:11 北部     融雪 なだれ   

03/05 11:11 上田地域     雷 融雪 なだれ   

03/05 11:11 佐久地域     雷 強風   

03/05 11:11 松本地域     雷 強風   

03/05 11:11 乗鞍上高地地域     雷 融雪 なだれ   

03/05 11:11 諏訪地域     雷 強風   

03/05 11:11 上伊那地域     雷   

03/05 11:11 木曽地域     雷 融雪 洪水   

03/05 11:11 下伊那地域     雷   

03/05 15:55 北部     融雪 濃霧 なだれ   

03/05 15:55 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 15:55 佐久地域     雷 濃霧   

03/05 15:55 松本地域     雷 強風 濃霧   

03/05 15:55 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 15:55 諏訪地域     雷 強風 濃霧   

03/05 15:55 上伊那地域     雷 濃霧   

03/05 15:55 木曽地域     雷 融雪 洪水 濃霧   

03/05 15:55 下伊那地域     雷 濃霧   

03/05 16:30 北部     融雪 濃霧 なだれ   

03/05 16:30 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 16:30 佐久地域     雷 濃霧   

03/05 16:30 松本地域     雷 強風 濃霧   

03/05 16:30 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 16:30 諏訪地域     雷 強風 濃霧   

03/05 16:30 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/05 16:30 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   

03/05 16:30 下伊那地域     雷 濃霧   

03/05 18:22 北部     強風 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 18:22 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 18:22 佐久地域     雷 濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

03/05 18:22 松本地域     雷 強風 濃霧   

03/05 18:22 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 18:22 諏訪地域     雷 強風 洪水 濃霧   

03/05 18:22 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/05 18:22 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   

03/05 18:22 下伊那地域     雷 濃霧   

03/05 20:10 北部     強風 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 20:10 上田地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 20:10 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

03/05 20:10 松本地域     雷 強風 濃霧   

03/05 20:10 乗鞍上高地地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

03/05 20:10 諏訪地域     雷 強風 洪水 濃霧   

03/05 20:10 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

03/05 20:10 木曽地域     大雨 雷 融雪 洪水 濃霧   

03/05 20:10 下伊那地域     雷 濃霧   

03/05 22:28 北部     濃霧 なだれ 着雪   

03/05 22:28 上田地域     濃霧 なだれ   

03/05 22:28 佐久地域     大雨 濃霧   

03/05 22:28 松本地域     濃霧   

03/05 22:28 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   

03/05 22:28 諏訪地域     強風 洪水 濃霧   

03/05 22:28 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   

03/05 22:28 木曽地域     大雨 洪水 濃霧   

03/05 22:28 下伊那地域     濃霧   

03/05 23:49 北部     濃霧 なだれ 着雪   

03/05 23:49 上田地域     濃霧 なだれ   

03/05 23:49 佐久地域     濃霧   

03/05 23:49 松本地域     濃霧   

03/05 23:49 乗鞍上高地地域     濃霧 なだれ   

03/05 23:49 諏訪地域     強風 濃霧   

03/05 23:49 南部     濃霧   

 

表 5-2 被害状況（3 月 5 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

林業関係 総  額 

松本市 20,000 20,000 

塩尻市     

安曇野市     

筑北村     

麻績村     

生坂村     

山形村     

朝日村     

松本地域計 20,000 20,000 

計 20,000 20,000 

 
1 地域 
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災害番号 ６ 

 

１．災害の種類（または名称）   強風 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年４月６日 

３．災害発生地域（または場所）  松本市以下２地域３市町村 

４．気象概況 

６日は、前線を伴った低気圧が、発達しながら対馬海峡から日本海を北東に進んだ。

これに伴って長野県内も南寄りの強風が吹き、長野市で軽傷、塩尻市で住家被害、松本

市で農地などの被害が発生した。なお、降水量は南部では合計で 80mm に達したところも

あるが、これによる被害はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 地上天気図（4 月 6 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2 各地の風速の変化（4 月 6 日） 
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表 6-1 各地の風速（4 月 6 日）    単位 風速 m/s 風向 16 方位 

地点 

要素 
長野 松本 辰野 木曽平沢 

平均風速 4.2 6.9 3.3 1.4 

最多風向 南西 南 南 西南西 

最大風速 13 12 7.5 4.5 

最大風速時の風向 南西 南南西 南 南西 

最大瞬間風速 21.7 20.5 17.4 17.2 

最大瞬間風速時の風向 西南西 南南西 南 南南西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3 県内雨量分布図 （4 月 6 日）  単位 mm 

（50mm 以上の地点を黄色で示した） 
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表 6-2 注意報・警報発表状況（4 月 6 日） 

発表日時  地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/06 04:40 長野地域     強風 融雪   

04/06 04:40 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 04:40 大北地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 04:40 上田地域     強風 濃霧 乾燥   

04/06 04:40 佐久地域     強風 濃霧 乾燥   

04/06 04:40 松本地域     強風 乾燥   

04/06 04:40 乗鞍上高地地域     強風 融雪 乾燥   

04/06 04:40 諏訪地域     強風 濃霧 乾燥   

04/06 04:40 南部     強風 濃霧   

04/06 06:22 長野地域     強風 融雪   

04/06 06:22 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 06:22 大北地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 06:22 上田地域     強風 濃霧 乾燥   

04/06 06:22 佐久地域     強風 濃霧 乾燥   

04/06 06:22 松本地域   暴風 乾燥   

04/06 06:22 乗鞍上高地地域     強風 融雪 乾燥   

04/06 06:22 諏訪地域     強風 濃霧 乾燥   

04/06 06:22 南部     強風 濃霧   

04/06 10:20 長野地域     強風 融雪   

04/06 10:20 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 10:20 大北地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 10:20 上田地域     強風 乾燥   

04/06 10:20 佐久地域     強風 乾燥   

04/06 10:20 松本地域   暴風 乾燥   

04/06 10:20 乗鞍上高地地域     強風 融雪 乾燥   

04/06 10:20 諏訪地域     強風 乾燥   

04/06 10:20 南部     強風   

04/06 16:47 長野地域     強風 融雪   

04/06 16:47 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 16:47 大北地域     強風 融雪 なだれ   

04/06 16:47 上田地域     強風   

04/06 16:47 佐久地域     強風   

04/06 16:47 松本地域     強風   

04/06 16:47 乗鞍上高地地域     強風 融雪   

04/06 16:47 諏訪地域     強風   

04/06 16:47 南部     強風   

04/06 20:17 長野地域     融雪   

04/06 20:17 中野飯山地域     融雪 なだれ   

04/06 20:17 大北地域     融雪 なだれ   

04/06 20:17 乗鞍上高地地域     融雪   

04/06 23:07 長野地域     融雪 濃霧   

04/06 23:07 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/06 23:07 大北地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/06 23:07 乗鞍上高地地域     融雪   
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表 6-3 被害状況（4 月 6 日） 

市町村名 

人的被害（人） 
住    家 

被    害 
被 害 額(千円) 

死

者 

行方 

不明 

重

傷 

軽

傷 

一部破損 
農 地 等 総 額 

棟 世帯 人 

松本市               14,000 14,000 

塩尻市         2 2 4     

安曇野市                   

筑北村                   

麻績村                   

生坂村                   

山形村                   

朝日村                   

松本地域計 0 0 0 0 2 2 4 14,000 14,000 

長野市       1           

須坂市                   

千曲市                   

坂城町                   

小布施町                   

高山村                   

信濃町                   

飯綱町                   

小川村                   

長野地域計 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 1 2 2 4 14,000 14,000 

 
2 地域 
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災害番号 ７ 
 

１．災害の種類（または名称）   豪雨 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年４月 14 日～15 日 

３．災害発生地域（または場所）  中川村 

４．気象概況 

14 日から 15 日にかけて、低気圧が日本海を発達しながら北東に進んだ。この影響で、

長野県内も 14 日夜になって雨が降り始め、15 日午前中うちにかけて継続した。 

長野県内は南部ほど雨量が多くなり、総雨量も 100mm を越えたところもある。また 15

日未明から早朝にかけてやや強い雨が継続した。この雨で中川村では、農地等に 200 万円

の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 地上天気図（4 月 14 日～15 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 飯島の時間降水量（4 月 14 日～15 日） 
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図 7-3 県内雨量分布図 （4 月 14 日～15 日）  単位 mm 

（50mm 以上の地点を黄色で示した） 
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表 7-2 注意報発表状況（4 月 14 日～15 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/14 04:53 北部     霜   

04/14 04:53 上田地域     霜   

04/14 04:53 佐久地域     霜   

04/14 04:53 松本地域     強風 霜   

04/14 04:53 乗鞍上高地地域     霜   

04/14 04:53 諏訪地域     霜   

04/14 04:53 南部     霜   

04/14 08:08 長野県     強風   

04/14 10:19 長野地域     強風 融雪   

04/14 10:19 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/14 10:19 大北地域     強風 融雪 なだれ   

04/14 10:19 上田地域     強風   

04/14 10:19 佐久地域     強風   

04/14 10:19 松本地域     強風   

04/14 10:19 乗鞍上高地地域     強風 融雪   

04/14 10:19 諏訪地域     強風   

04/14 10:19 南部     強風   

04/14 16:29 長野地域     強風 融雪   

04/14 16:29 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/14 16:29 大北地域     強風 融雪 なだれ   

04/14 16:29 上田地域     強風   

04/14 16:29 佐久地域     強風   

04/14 16:29 松本地域     強風   

04/14 16:29 乗鞍上高地地域     強風 融雪   

04/14 16:29 諏訪地域     強風   

04/14 16:29 南部     雷 強風   

04/15 00:35 長野地域     強風 融雪   

04/15 00:35 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/15 00:35 大北地域     大雨 強風 融雪 なだれ   

04/15 00:35 上田地域     強風   

04/15 00:35 佐久地域     強風   

04/15 00:35 松本地域     強風   

04/15 00:35 乗鞍上高地地域     強風 融雪   

04/15 00:35 諏訪地域     強風   

04/15 00:35 南部     雷 強風   

04/15 02:48 長野地域     強風 融雪   

04/15 02:48 中野飯山地域     強風 融雪 なだれ   

04/15 02:48 大北地域     大雨 強風 融雪 洪水 なだれ   

04/15 02:48 上田地域     強風   

04/15 02:48 佐久地域     強風   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/15 02:48 松本地域     強風   

04/15 02:48 乗鞍上高地地域     大雨 強風 融雪   

04/15 02:48 諏訪地域     強風   

04/15 02:48 南部     大雨 雷 強風 洪水   

04/15 04:16 長野地域     融雪   

04/15 04:16 中野飯山地域     融雪 なだれ   

04/15 04:16 大北地域     大雨 融雪 洪水 なだれ   

04/15 04:16 乗鞍上高地地域     大雨 融雪   

04/15 04:16 南部     大雨 雷 洪水   

04/15 08:11 長野地域     融雪   

04/15 08:11 中野飯山地域     融雪 なだれ   

04/15 08:11 大北地域     大雨 融雪 洪水 なだれ   

04/15 08:11 乗鞍上高地地域     大雨 融雪   

04/15 08:11 諏訪地域     強風   

04/15 08:11 上伊那地域     大雨 洪水   

04/15 08:11 木曽地域     大雨 洪水   

04/15 08:11 下伊那地域     大雨 強風 洪水   

04/15 09:12 長野地域     融雪 濃霧   

04/15 09:12 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/15 09:12 大北地域     大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ   

04/15 09:12 上田地域     濃霧   

04/15 09:12 佐久地域     濃霧   

04/15 09:12 松本地域     濃霧   

04/15 09:12 乗鞍上高地地域     大雨 融雪 濃霧   

04/15 09:12 諏訪地域     強風 濃霧   

04/15 09:12 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 09:12 木曽地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 09:12 下伊那地域     大雨 強風 洪水 濃霧   

04/15 10:27 長野地域     融雪 濃霧   

04/15 10:27 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/15 10:27 大北地域     大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ   

04/15 10:27 上田地域     濃霧   

04/15 10:27 佐久地域     大雨 濃霧   

04/15 10:27 松本地域     濃霧   

04/15 10:27 乗鞍上高地地域     大雨 融雪 濃霧   

04/15 10:27 諏訪地域     強風 濃霧   

04/15 10:27 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 10:27 木曽地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 10:27 下伊那地域     大雨 強風 洪水 濃霧   

04/15 12:04 長野地域     融雪 濃霧   

04/15 12:04 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/15 12:04 大北地域     大雨 融雪 洪水 濃霧 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/15 12:04 上田地域     濃霧   

04/15 12:04 佐久地域     大雨 濃霧   

04/15 12:04 松本地域     濃霧   

04/15 12:04 乗鞍上高地地域     大雨 融雪 濃霧   

04/15 12:04 諏訪地域     強風 濃霧   

04/15 12:04 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 12:04 木曽地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 12:04 下伊那地域     大雨 強風 洪水 濃霧   

04/15 13:12 長野地域     融雪 濃霧   

04/15 13:12 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/15 13:12 大北地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/15 13:12 上田地域     濃霧   

04/15 13:12 佐久地域     大雨 濃霧   

04/15 13:12 松本地域     濃霧   

04/15 13:12 乗鞍上高地地域     融雪 濃霧   

04/15 13:12 諏訪地域     強風 濃霧   

04/15 13:12 上伊那地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 13:12 木曽地域     大雨 洪水 濃霧   

04/15 13:12 下伊那地域     強風 濃霧   

04/15 15:05 長野地域     融雪 濃霧 霜   

04/15 15:05 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ 霜   

04/15 15:05 大北地域     融雪 濃霧 なだれ 霜   

04/15 15:05 上田地域     濃霧 霜   

04/15 15:05 佐久地域     濃霧 霜   

04/15 15:05 松本地域     濃霧 霜   

04/15 15:05 乗鞍上高地地域     融雪 濃霧 霜   

04/15 15:05 諏訪地域     強風 濃霧 霜   

04/15 15:05 上伊那地域     濃霧 霜   

04/15 15:05 木曽地域     濃霧 霜   

04/15 15:05 下伊那地域     強風 濃霧 霜   

04/15 17:58 長野地域     融雪 濃霧 霜   

04/15 17:58 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ 霜   

04/15 17:58 大北地域     融雪 濃霧 なだれ 霜   

04/15 17:58 上田地域     濃霧 霜   

04/15 17:58 佐久地域     濃霧 霜   

04/15 17:58 松本地域     濃霧 霜   

04/15 17:58 乗鞍上高地地域     融雪 濃霧 霜   

04/15 17:58 諏訪地域     濃霧 霜   

04/15 17:58 南部     濃霧 霜   

04/15 20:38 長野県     濃霧 霜   
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表 7-3  被害状況（4 月 14 日～15 日） 

市町村名 
被 害 額 (千円) 

農 地 等 総  額 

伊那市     

駒ヶ根市     

辰野町     

箕輪町     

飯島町     

南箕輪村     

中川村 2,000 2,000 

宮田村     

上伊那地域計 2,000 2,000 

計 2,000 2,000 

 
1 地域 
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災害番号 ８ 
 

１．災害の種類（または名称）   豪雨 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年４月 24 日～25 日 

３．災害発生地域（または場所）  飯田市以下２地域８市町村 

４．気象概況 

24 日から 25 日にかけて、日本海を低気圧が発達しがら北東に進んだ。この影響で、長

野県内も 24 日午後になって雨が降り始め、25 日朝の強雨の時間帯を経て、25 日昼頃にか

けて継続した。長野県内は南西部ほど雨量が多くなり、ひとあめ雨量も 100mm を超す所も

あった。この豪雨で飯田方面、南木曾方面で農地、林業、公共土木施設に被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 地上天気図（4 月 24 日～25 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 県南部の時間降水量（4 月 24 日～25 日） 



 63 

表 8-1 各地の雨量（4 月 24 日～25 日） 単位 mm 

地点 

要素 
飯田 浪合 南木曽 

1 時間降水量の最大 13.0 19.5 16.0 

降水量の合計 93.0 135.0 123.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-3 県内雨量分布図 （4月24日～25日）  単位mm 

（100mm 以上の地点を黄色で示した） 
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表 8-2 注意報発表状況（4 月 24 日～25 日） 

発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/24 04:45 中野飯山地域     融雪 なだれ   

04/24 04:45 大北地域     融雪 なだれ   

04/24 04:45 佐久地域     濃霧   

04/24 04:45 松本地域     強風   

04/24 16:53 長野地域     雷   

04/24 16:53 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/24 16:53 大北地域     大雨 雷 融雪 なだれ   

04/24 16:53 上田地域     雷   

04/24 16:53 佐久地域     雷 濃霧   

04/24 16:53 松本地域     大雨 雷   

04/24 16:53 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

04/24 16:53 諏訪地域     大雨 雷   

04/24 16:53 上伊那地域     大雨 雷   

04/24 16:53 木曽地域     大雨 雷 洪水   

04/24 16:53 下伊那地域     大雨 雷   

04/24 22:18 長野地域     雷   

04/24 22:18 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/24 22:18 大北地域     大雨 雷 融雪 なだれ   

04/24 22:18 上田地域     雷   

04/24 22:18 佐久地域     雷 濃霧   

04/24 22:18 松本地域     大雨 雷   

04/24 22:18 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

04/24 22:18 諏訪地域     大雨 雷   

04/24 22:18 上伊那地域     大雨 雷   

04/24 22:18 木曽地域     大雨 雷 洪水   

04/24 22:18 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

04/25 00:03 長野地域     雷   

04/25 00:03 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/25 00:03 大北地域     大雨 雷 融雪 なだれ   

04/25 00:03 上田地域     雷   

04/25 00:03 佐久地域     雷 濃霧   

04/25 00:03 松本地域     大雨 雷   

04/25 00:03 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

04/25 00:03 諏訪地域     大雨 雷   

04/25 00:03 南部     大雨 雷 洪水   

04/25 04:04 長野地域     大雨 雷 洪水   

04/25 04:04 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/25 04:04 大北地域     大雨 雷 融雪 洪水 なだれ   

04/25 04:04 上田地域     大雨 雷   

04/25 04:04 佐久地域     雷 濃霧   

04/25 04:04 松本地域     大雨 雷 洪水   

04/25 04:04 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

04/25 04:04 諏訪地域     大雨 雷   

04/25 04:04 南部     大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 長野地域     大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/25 05:29 大北地域     大雨 雷 融雪 洪水 なだれ   

04/25 05:29 上田地域     大雨 雷   

04/25 05:29 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   
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発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/25 05:29 松本地域     大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 木曽地域   大雨 雷 洪水   

04/25 05:29 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 長野地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/25 06:15 大北地域     大雨 雷 融雪 洪水 なだれ   

04/25 06:15 上田地域     大雨 雷   

04/25 06:15 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

04/25 06:15 松本地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 木曽地域   大雨 雷 洪水   

04/25 06:15 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

04/25 06:38 長野地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:38 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/25 06:38 大北地域     大雨 雷 融雪 洪水 なだれ   

04/25 06:38 上田地域     大雨 雷   

04/25 06:38 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

04/25 06:38 松本地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:38 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:38 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:38 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

04/25 06:38 木曽地域   大雨洪水 雷   

04/25 06:38 下伊那地域   大雨洪水 雷   

04/25 07:12 長野地域     大雨 雷 洪水   

04/25 07:12 中野飯山地域     雷 融雪 なだれ   

04/25 07:12 大北地域     大雨 雷 融雪 洪水 なだれ   

04/25 07:12 上田地域     大雨 雷   

04/25 07:12 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

04/25 07:12 松本地域     大雨 雷 洪水   

04/25 07:12 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

04/25 07:12 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

04/25 07:12 上伊那地域   洪水 大雨 雷   

04/25 07:12 木曽地域   大雨洪水 雷   

04/25 07:12 下伊那地域   大雨洪水 雷   

04/25 10:45 長野地域     大雨 濃霧   

04/25 10:45 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/25 10:45 大北地域     大雨 融雪 濃霧 なだれ   

04/25 10:45 上田地域     大雨 濃霧   

04/25 10:45 佐久地域     濃霧   

04/25 10:45 松本地域     濃霧   

04/25 10:45 乗鞍上高地地域     濃霧   

04/25 10:45 諏訪地域     濃霧   

04/25 10:45 南部     大雨 洪水 濃霧   

04/25 13:45 長野地域     濃霧   

04/25 13:45 中野飯山地域     融雪 濃霧 なだれ   
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発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

04/25 13:45 大北地域     融雪 濃霧 なだれ   

04/25 13:45 中部     濃霧 霜   

04/25 13:45 上伊那地域     洪水 濃霧 霜   

04/25 13:45 木曽地域     大雨 洪水 濃霧 霜   

04/25 13:45 下伊那地域     大雨 濃霧 霜   

04/25 16:31 長野地域     濃霧   

04/25 16:31 中野飯山地域     濃霧 なだれ   

04/25 16:31 大北地域     濃霧 なだれ   

04/25 16:31 中部     濃霧 霜   

04/25 16:31 上伊那地域     洪水 濃霧 霜   

04/25 16:31 木曽地域     濃霧 霜   

04/25 16:31 下伊那地域     濃霧 霜   

04/25 19:44 北部     濃霧   

04/25 19:44 中部     濃霧 霜   

04/25 19:44 南部     濃霧 霜   

04/26 07:19 長野県       解除 

 

表 8-3  被害状況（4 月 24 日～25 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

農 地 等 林業関係 
公共土木 

施  設 
総  額 

飯田市   2,500   2,500 

松川町         

高森町         

阿南町         

阿智村     18,000 18,000 

平谷村         

根羽村 7,000     7,000 

下條村 1,000     1,000 

売木村         

天龍村   2,000   2,000 

泰阜村 31,000   5,000 36,000 

喬木村         

豊丘村         

大鹿村         

飯伊地域計 39,000 4,500 23,000 66,500 

木曽町         

上松町   6,539   6,539 

南木曽町   1,000 30,000 31,000 

木祖村         

王滝村         

大桑村         

木曽地域計 0 7,539 30,000 37,539 

計 39,000 12,039 53,000 104,039 

 
2 地域 
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災害番号 ９ 

 

１．災害の種類（または名称）   落雷 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年５月３日 

３．災害発生地域（または場所）  安曇野市 

４．気象概況 

 日本海と本州付近を低気圧が東へ進み、これに伴う寒冷前線が３日の朝方に長野県内を

通過した。この際、安曇野市付近では 10mm～15mm 程度の降雨があった。雨量は多くはな

く、強度も強いものではなかったが、同時に落雷が発生して公文教施設に被害が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1 地上天気図（5 月 3 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9－2 長野県内の雨雲の様子（5 月 3 日 4 時～7 時） 

                                （日本気象協会 http://www.tenki.jp/ から引用） 
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図 9-3 穂高、大町の 1 時間降水量（5 月 2 日～3 日） 

 

 

表 9-1 注意報発表状況（5 月 3 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

05/03 02:54 長野地域     雷   

05/03 02:54 中野飯山地域     雷 融雪   

05/03 02:54 大北地域     大雨 雷 融雪 なだれ   

05/03 02:54 上田地域     雷   

05/03 02:54 佐久地域     雷 濃霧   

05/03 02:54 松本地域     雷   

05/03 02:54 乗鞍上高地地域     雷   

05/03 02:54 諏訪地域     雷   

05/03 02:54 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

05/03 02:54 木曽地域     大雨 雷   

05/03 02:54 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

05/03 04:56 長野地域     雷 濃霧   

05/03 04:56 中野飯山地域     雷 融雪 濃霧   

05/03 04:56 大北地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

05/03 04:56 中部     雷 濃霧   

05/03 04:56 上伊那地域     雷 洪水 濃霧   

05/03 04:56 木曽地域     雷 濃霧   

05/03 04:56 下伊那地域     雷 洪水 濃霧   

05/03 10:11 長野地域     濃霧   

05/03 10:11 中野飯山地域     融雪 濃霧   

05/03 10:11 大北地域     融雪 濃霧 なだれ   

05/03 14:15 中野飯山地域     融雪   

05/03 14:15 大北地域     融雪 なだれ   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

05/03 14:15 中部     霜   

05/03 14:15 南部     霜   

05/03 16:30 長野地域     雷 濃霧   

05/03 16:30 中野飯山地域     雷 融雪 濃霧   

05/03 16:30 大北地域     雷 融雪 濃霧 なだれ   

05/03 16:30 中部     雷 濃霧 霜   

05/03 16:30 南部     雷 濃霧 霜   

05/03 20:28 北部     雷 濃霧   

05/03 20:28 中部     雷 濃霧 霜   

05/03 20:28 南部     雷 濃霧 霜   

 

表 9-2 被害状況（5 月 3 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公文教施設 総  額 

松本市     

塩尻市     

安曇野市 257  257 

筑北村     

麻績村     

生坂村     

山形村     

朝日村     

松本地域計 257 257 

計 257 257 

 

 1 地域 
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災害番号 １０ 
 

１．災害の種類（または名称）   地震 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年５月 12 日 

３．災害発生地域（または場所）  小川村 

４．気象概況 

５月 12 日 10 時 29 分に、長野県北部を震源とする最大震度５弱の地震が発生した。 

この地震の影響で、小川村で 200 万円の被害が発生した。 

 

 

 

 

図 10-1 平成 30 年 5 月 12 日 10 時 29 分 30.0 秒の震度分布図 

（気象庁地震データベースより引用） 
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表 10-1  被害状況（5 月 12 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

そ の 他 総  額 

長野市     

須坂市     

千曲市     

坂城町     

小布施町     

高山村     

信濃町     

飯綱町     

小川村 2,109 2,109 

長野地域計 2,109 2,109 

計 2,109 2,109 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 地域 
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災害番号 １１ 
 

１．災害の種類（または名称）   地震 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年５月 25 日 

３．災害発生地域（または場所）  栄村 

４．気象概況 

５月 25 日 21 時 13 分に、長野県北部を震源とする最大震度５強の地震が発生した。 

この地震の影響で、栄村で農地や林業関係、学校に被害が発生した。 

 

 

 

 

図 11-1 平成 30 年 5 月 25 日 21 時 13 分 42.2 秒の震度分布図 

（気象庁地震データベースより引用） 
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表 11-1  被害状況（5 月 25 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

農 地 等 林業関係 公文教施設 総  額 

中野市         

飯山市         

山ノ内町         

木島平村         

野沢温泉村         

栄村 57,000 1,120 18,108 76,228 

北信地域計 57,000 1,120 18,108 76,228 

計 57,000 1,120 18,108 76,228 

 
1 地域 
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災害番号 １２ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年８月 11 日～平成 30 年５月 29 日 

３．災害発生地域（または場所）  長野市 

４．気象概況 

 この期間中の長野における合計降水量は、824.5mm で平年より 172mm 多かった。とくに

災害発生前の３ヶ月間は、連続して平年を上回った。この降雨で地盤が緩んで地すべりが

発生したと考えられ、長野では公共土木施設に被害が発生した。なお、期間の終わり頃は

特段の大雨はない状況だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：5 月 27 日～29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12-2 長野における月別降水量の変化(mm) 
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５．警報・注意報発表状況 

この間の警報・注意報発表状況は、資料 27 ページの▽12 から資料 83 ページの△12 の

範囲である。 

 

 

表 12-1 被害状況（平成 29 年 8 月 11 日～平成 30 年 5 月 29 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木   

施  設 
総  額 

長野市 60,000 60,000 

須坂市     

千曲市     

坂城町     

小布施町     

高山村     

信濃町     

飯綱町     

小川村     

長野地域計 60,000 60,000 

計 60,000 60,000 

 

 
1 地域 
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災害番号 １３ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年 10 月 28 日～平成 30 年５月 29 日 

３．災害発生地域（または場所）  筑北村 

４．気象概況 

 この期間中の聖高原における合計降水量は、499.5mm でほぼ平年（491.8mm）並みだった。

また、月々の状況もみても特記すべき大雨はなかったが、筑北村では地すべりが発生し、

公共土木施設に１億円の被害が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：5 月 27 日～29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13-2 聖高原における月別降水量の変化(mm) 

 

 



 77 

５．警報・注意報発表状況 

 

この間の警報・注意報発表状況は、資料 47 ページの▽13～ 資料 83 ページ△13 の範囲に

示す。 

 

表 13-1 被害状況（平成 29 年 10 月 28 日～平成 30 年 5 月 29 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木 

施  設 
総  額 

松本市     

塩尻市     

安曇野市     

筑北村 100,000 100,000 

麻績村     

生坂村     

山形村     

朝日村     

松本地域計 100,000 100,000 

計 100,000 100,000 

 

 
1 地域 
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災害番号 １４ 

 

１．災害の種類（または名称）   降雹 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年６月 12 日 

３．災害発生地域（または場所）  佐久市以下 1 地域 3 市町村 

４．気象概況 

 湿った空気と上空の寒気の影響で、不安定な天候となって積乱雲が発達し、佐久方面で

は短時間の強雨とヒョウも降り、農作物等に被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14-1 地上天気図（6 月 12 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14-2 降水量と気温の変化（6 月 12 日） 
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表 14-1 注意報発表状況（6 月 12 日） 

発表日時 地域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

06/12 08:05 長野県     雷   

06/12 12:03 長野地域     大雨 雷 洪水   

06/12 12:03 中野飯山地域     雷 洪水   

06/12 12:03 大北地域     雷   

06/12 12:03 中部     雷   

06/12 12:03 南部     雷   

06/12 12:16 長野地域     大雨 雷 洪水   

06/12 12:16 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

06/12 12:16 大北地域     大雨 雷   

06/12 12:16 中部     雷   

06/12 12:16 南部     雷   

06/12 12:56 長野地域     大雨 雷 洪水   

06/12 12:56 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

06/12 12:56 大北地域     大雨 雷   

06/12 12:56 上田地域     大雨 雷   

06/12 12:56 佐久地域     大雨 雷   

06/12 12:56 松本地域     大雨 雷 洪水   

06/12 12:56 乗鞍上高地地域     雷   

06/12 12:56 諏訪地域     大雨 雷   

06/12 12:56 南部     雷   

06/12 13:22 長野地域     大雨 雷 洪水   

06/12 13:22 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

06/12 13:22 大北地域     大雨 雷   

06/12 13:22 上田地域     大雨 雷 洪水   

06/12 13:22 佐久地域     大雨 雷 洪水   

06/12 13:22 松本地域     大雨 雷 洪水   

06/12 13:22 乗鞍上高地地域     雷   

06/12 13:22 諏訪地域     大雨 雷 強風   

06/12 13:22 南部     雷   

06/12 16:26 長野県     濃霧   

 

図 14-3 長野県内の雨雲の様子 

（6 月 12 日 13 時） 

    （日本気象協会 http://www.tenki.jp/ から引用） 
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表 14-2 被害状況（6 月 12 日） 

市町村名 
被 害 額 (千円) 

農作物等 総  額 

小諸市     

佐久市 18,947 18,947 

佐久穂町     

小海町     

川上村     

南牧村     

南相木村     

北相木村     

軽井沢町 13,289 13,289 

御代田町 18,437 18,437 

立科町     

佐久地域計 50,673 50,673 

計 50,673 50,673 

 

 
1 地域 
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災害番号 １５ 

 

１．災害の種類（または名称）   豪雨 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年６月 27 日～７月 11 日 

３．災害発生地域（または場所）  諏訪市以下２地域３市町村 

４．気象概況 

 ６月 27 日は日本海を低気圧が東へ進んで、これに伴う前線の影響で県内も 28 日にかけ

て降雨があった。その後、高気圧に覆われて晴れる日もあったが、前線や台風の影響で降

雨となった。とくに西日本では記録的な大雨となり、気象庁はこの大雨を「平成 30 年７

月豪雨」と定めた。長野県内はこの間、西部や南部を中心に 300mm を超す大雨になり、御

岳山では期間を通して 1,200mm を超す降雨となり、開田高原では、６月 28 日に最大 1 時

間雨量 46.5mm を記録して、統計開始以来１位を記録とした。この雨で県内の広い範囲で、

住家の他、農地、林業、公共土木施設に被害が発生し、被害総額は 69 億円に達した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15-1 地上天気図（6 月 27 日～7 月 11 日） 
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図 15-1 つづき 

 

 

 

表 13-1 期間中の降水量（6 月 29 日～7 月 2 日） 

 

日付 

長 野 諏 訪 

合計 
最 大 

合計 
最 大 

1 時間 10 分間 1 時間 10 分間 

6月 29日 12.5 7 2 19.5 14 7 

6月 30日 1.5 1 0.5 -- -- -- 

7 月 1 日 -- -- -- 1 1 1 

7 月 2 日 0 0 0 79.5 30.5 7.5 

 

 

 

 

 

図 15-2 各地の日雨量変化（6 月 27 日～7 月 11 日） 
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表 15-1 期間中の降水量（6 月 29 日～7 月 2 日）  単位 mm 

地点 

要素 
長野 松本 諏訪 飯田 

日降水量の最大(日付) 89.5(7/5) 44.5(7/5) 91.0(7/5) 108.0(7/5) 

降水量の合計 152.0 133.5 213.0 286.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15-3 期間中の降水量（6 月 29 日～7 月 2 日）  単位 mm 

（300mm 以上をペイントした） 
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表 15-2 注意報発表状況（6 月 27 日～7 月 11 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

06/27 04:29 北部     雷   

06/27 04:29 上田地域     雷   

06/27 04:29 佐久地域     雷   

06/27 04:29 松本地域     雷 強風   

06/27 04:29 乗鞍上高地地域     雷   

06/27 04:29 諏訪地域     雷   

06/27 04:29 南部     雷   

06/27 13:53 長野地域     雷   

06/27 13:53 中野飯山地域     雷   

06/27 13:53 大北地域     大雨 雷 洪水   

06/27 13:53 上田地域     雷   

06/27 13:53 佐久地域     雷   

06/27 13:53 松本地域     雷 強風   

06/27 13:53 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/27 13:53 諏訪地域     雷   

06/27 13:53 南部     雷   

06/27 16:34 長野地域     雷   

06/27 16:34 中野飯山地域     雷   

06/27 16:34 大北地域     大雨 雷 洪水   

06/27 16:34 上田地域     雷   

06/27 16:34 佐久地域     大雨 雷   

06/27 16:34 松本地域     雷   

06/27 16:34 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/27 16:34 諏訪地域     雷   

06/27 16:34 南部     雷   

06/27 21:12 長野地域     雷   

06/27 21:12 中野飯山地域     雷   

06/27 21:12 大北地域     大雨 雷 洪水   

06/27 21:12 上田地域     大雨 雷   

06/27 21:12 佐久地域     大雨 雷   

06/27 21:12 松本地域     雷   

06/27 21:12 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/27 21:12 諏訪地域     大雨 雷   

06/27 21:12 南部     雷   

06/27 23:23 長野地域     雷   

06/27 23:23 中野飯山地域     雷   

06/27 23:23 大北地域     大雨 雷 洪水   

06/27 23:23 上田地域     大雨 雷   

06/27 23:23 佐久地域     大雨 雷   

06/27 23:23 松本地域     雷   

06/27 23:23 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/27 23:23 諏訪地域     大雨 雷   

06/27 23:23 上伊那地域     大雨 雷   

06/27 23:23 木曽地域     雷 洪水   

06/27 23:23 下伊那地域     雷   

06/28 03:16 長野地域     雷   

06/28 03:16 中野飯山地域     雷   

06/28 03:16 大北地域     大雨 雷 洪水   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

06/28 03:16 上田地域     大雨 雷   

06/28 03:16 佐久地域     大雨 雷   

06/28 03:16 松本地域     雷   

06/28 03:16 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 03:16 諏訪地域     大雨 雷   

06/28 03:16 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

06/28 03:16 木曽地域     大雨 雷 洪水   

06/28 03:16 下伊那地域     雷   

06/28 04:07 長野地域     雷   

06/28 04:07 中野飯山地域     雷   

06/28 04:07 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 04:07 上田地域     大雨 雷   

06/28 04:07 佐久地域     大雨 雷   

06/28 04:07 松本地域     大雨 雷   

06/28 04:07 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 04:07 諏訪地域     大雨 雷   

06/28 04:07 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

06/28 04:07 木曽地域     大雨 雷 洪水   

06/28 04:07 下伊那地域     雷   

06/28 04:32 長野地域     雷   

06/28 04:32 中野飯山地域     雷   

06/28 04:32 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 04:32 上田地域     大雨 雷   

06/28 04:32 佐久地域     大雨 雷   

06/28 04:32 松本地域     大雨 雷   

06/28 04:32 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 04:32 諏訪地域     大雨 雷   

06/28 04:32 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

06/28 04:32 木曽地域   大雨 雷 洪水   

06/28 04:32 下伊那地域     雷   

06/28 05:08 長野地域     雷   

06/28 05:08 中野飯山地域     雷   

06/28 05:08 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 05:08 上田地域     大雨 雷   

06/28 05:08 佐久地域     大雨 雷   

06/28 05:08 松本地域     大雨 雷   

06/28 05:08 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 05:08 諏訪地域     大雨 雷   

06/28 05:08 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

06/28 05:08 木曽地域   大雨 雷 洪水   

06/28 05:08 下伊那地域     雷   

06/28 05:38 長野地域     雷   

06/28 05:38 中野飯山地域     雷   

06/28 05:38 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 05:38 上田地域     大雨 雷   

06/28 05:38 佐久地域     大雨 雷   

06/28 05:38 松本地域     大雨 雷 洪水   

06/28 05:38 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 05:38 諏訪地域     大雨 雷   

06/28 05:38 上伊那地域   大雨 雷 洪水   



 86 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

06/28 05:38 木曽地域   大雨 洪水 雷   

06/28 05:38 下伊那地域     雷   

06/28 06:43 長野地域     雷   

06/28 06:43 中野飯山地域     雷   

06/28 06:43 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 06:43 上田地域     大雨 雷   

06/28 06:43 佐久地域     大雨 雷   

06/28 06:43 松本地域     大雨 雷 洪水   

06/28 06:43 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 06:43 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

06/28 06:43 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

06/28 06:43 木曽地域   大雨 洪水 雷   

06/28 06:43 下伊那地域     雷   

06/28 07:07 長野地域     雷   

06/28 07:07 中野飯山地域     雷   

06/28 07:07 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 07:07 上田地域     大雨 雷   

06/28 07:07 佐久地域     大雨 雷   

06/28 07:07 松本地域     大雨 雷 洪水   

06/28 07:07 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 07:07 諏訪地域   洪水 大雨 雷   

06/28 07:07 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

06/28 07:07 木曽地域   大雨 洪水 雷   

06/28 07:07 下伊那地域     雷   

06/28 07:24 長野地域     雷   

06/28 07:24 中野飯山地域     雷   

06/28 07:24 大北地域   大雨 雷 洪水   

06/28 07:24 上田地域     大雨 雷   

06/28 07:24 佐久地域     大雨 雷   

06/28 07:24 松本地域     大雨 雷 洪水   

06/28 07:24 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

06/28 07:24 諏訪地域   洪水 大雨 雷   

06/28 07:24 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

06/28 07:24 木曽地域   大雨 洪水 雷   

06/28 07:24 下伊那地域     雷   

06/28 10:54 長野地域     雷 濃霧   

06/28 10:54 中野飯山地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 大北地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 上田地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 10:54 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 10:54 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 諏訪地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 上伊那地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 木曽地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

06/28 10:54 下伊那地域     雷 濃霧   

06/28 15:36 長野地域     雷 濃霧   

06/28 15:36 中野飯山地域     雷 濃霧   

06/28 15:36 大北地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 15:36 上田地域     大雨 雷 濃霧   



 87 

発表日時 地  域 
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解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

06/28 15:36 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 15:36 松本地域     雷 濃霧   

06/28 15:36 乗鞍上高地地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 15:36 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 15:36 上伊那地域     大雨 雷 濃霧   

06/28 15:36 木曽地域     雷 濃霧   

06/28 15:36 下伊那地域     雷 濃霧   

06/28 22:15 長野県     濃霧   

06/29 04:32 北部     雷 濃霧   

06/29 04:32 上田地域     雷 濃霧   

06/29 04:32 佐久地域     雷 濃霧   

06/29 04:32 松本地域     雷 強風 濃霧   

06/29 04:32 乗鞍上高地地域     雷 濃霧   

06/29 04:32 諏訪地域     雷 濃霧   

06/29 04:32 南部     雷 濃霧   

06/29 07:14 北部     雷   

06/29 07:14 上田地域     雷   

06/29 07:14 佐久地域     雷   

06/29 07:14 松本地域     雷 強風   

06/29 07:14 乗鞍上高地地域     雷   

06/29 07:14 諏訪地域     雷   

06/29 07:14 南部     雷   

06/29 08:16 北部     雷   

06/29 08:16 上田地域     雷   

06/29 08:16 佐久地域     雷   

06/29 08:16 松本地域     雷 強風   

06/29 08:16 乗鞍上高地地域     雷   

06/29 08:16 諏訪地域     雷   

06/29 08:16 上伊那地域     雷   

06/29 08:16 木曽地域     大雨 雷   

06/29 08:16 下伊那地域     雷   

06/29 10:37 長野地域     雷   

06/29 10:37 中野飯山地域     雷   

06/29 10:37 大北地域     大雨 雷   

06/29 10:37 上田地域     雷   

06/29 10:37 佐久地域     雷   

06/29 10:37 松本地域     雷 強風   

06/29 10:37 乗鞍上高地地域     雷   

06/29 10:37 諏訪地域     雷   

06/29 10:37 上伊那地域     雷   

06/29 10:37 木曽地域     大雨 雷   

06/29 10:37 下伊那地域     雷   

06/29 16:39 長野地域     雷   

06/29 16:39 中野飯山地域     雷   

06/29 16:39 大北地域     大雨 雷   

06/29 16:39 上田地域     雷   

06/29 16:39 佐久地域     雷   

06/29 16:39 松本地域     雷   

06/29 16:39 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

06/29 16:39 諏訪地域     雷   
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06/29 16:39 上伊那地域     雷   

06/29 16:39 木曽地域     大雨 雷   

06/29 16:39 下伊那地域     雷   

06/29 18:46 長野地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 中野飯山地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 大北地域   大雨 雷 濃霧   

06/29 18:46 上田地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 佐久地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 松本地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 乗鞍上高地地域     大雨 雷 濃霧   

06/29 18:46 諏訪地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 上伊那地域     雷 濃霧   

06/29 18:46 木曽地域     大雨 雷 濃霧   

06/29 18:46 下伊那地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 長野地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 中野飯山地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 大北地域   大雨 雷 濃霧   

06/29 22:52 上田地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 佐久地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 松本地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 乗鞍上高地地域     大雨 雷 濃霧   

06/29 22:52 諏訪地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 上伊那地域     雷 濃霧   

06/29 22:52 木曽地域     大雨 雷 濃霧   

06/29 22:52 下伊那地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 長野地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 中野飯山地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 大北地域     大雨 雷 濃霧   

06/30 02:34 上田地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 佐久地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 松本地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 乗鞍上高地地域     大雨 雷 濃霧   

06/30 02:34 諏訪地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 上伊那地域     雷 濃霧   

06/30 02:34 木曽地域     大雨 雷 濃霧   

06/30 02:34 下伊那地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 長野地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 中野飯山地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 大北地域     大雨 雷 濃霧   

06/30 04:56 上田地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 佐久地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 松本地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 乗鞍上高地地域     大雨 雷 濃霧   

06/30 04:56 諏訪地域     雷 濃霧   

06/30 04:56 南部     雷 濃霧   

06/30 10:24 長野地域     雷   

06/30 10:24 中野飯山地域     大雨 雷   

06/30 10:24 大北地域     大雨 雷   

06/30 10:24 上田地域     雷   

06/30 10:24 佐久地域     雷   
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06/30 10:24 松本地域     雷   

06/30 10:24 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

06/30 10:24 諏訪地域     雷   

06/30 10:24 南部     雷   

06/30 14:35 長野地域     雷   

06/30 14:35 中野飯山地域   大雨 雷   

06/30 14:35 大北地域     大雨 雷   

06/30 14:35 上田地域     雷   

06/30 14:35 佐久地域     雷   

06/30 14:35 松本地域     雷   

06/30 14:35 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

06/30 14:35 諏訪地域     雷   

06/30 14:35 南部     雷   

06/30 17:07 長野地域     雷   

06/30 17:07 中野飯山地域   大雨 雷   

06/30 17:07 大北地域     大雨 雷   

06/30 17:07 上田地域     雷   

06/30 17:07 佐久地域     雷   

06/30 17:07 松本地域     雷   

06/30 17:07 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

06/30 17:07 諏訪地域     雷   

06/30 17:07 南部     雷   

06/30 19:45 長野地域     雷   

06/30 19:45 中野飯山地域   大雨 雷   

06/30 19:45 大北地域     大雨 雷   

06/30 19:45 上田地域     雷   

06/30 19:45 佐久地域     大雨 雷   

06/30 19:45 松本地域     雷   

06/30 19:45 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

06/30 19:45 諏訪地域     雷   

06/30 19:45 南部     雷   

06/30 20:17 長野地域     雷   

06/30 20:17 中野飯山地域   大雨 雷   

06/30 20:17 大北地域     大雨 雷   

06/30 20:17 上田地域     雷   

06/30 20:17 佐久地域   大雨 洪水 雷   

06/30 20:17 松本地域     雷   

06/30 20:17 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

06/30 20:17 諏訪地域     雷   

06/30 20:17 南部     雷   

06/30 21:32 中野飯山地域   大雨     

06/30 21:32 大北地域     大雨   

06/30 21:32 佐久地域   大雨 洪水     

06/30 21:32 乗鞍上高地地域     大雨   

06/30 23:49 中野飯山地域     大雨   

06/30 23:49 大北地域     大雨   

06/30 23:49 佐久地域   大雨 濃霧   

07/01 01:39 中野飯山地域     大雨   

07/01 01:39 大北地域     大雨   

07/01 01:39 佐久地域     大雨 濃霧   
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07/01 04:33 佐久地域     濃霧   

07/01 08:05 長野県     雷   

07/01 10:11 長野地域     雷   

07/01 10:11 中野飯山地域     大雨 雷   

07/01 10:11 大北地域     大雨 雷   

07/01 10:11 上田地域     雷   

07/01 10:11 佐久地域     大雨 雷   

07/01 10:11 松本地域     雷   

07/01 10:11 乗鞍上高地地域     雷   

07/01 10:11 諏訪地域     雷   

07/01 10:11 南部     雷   

07/01 20:20 長野県       解除 

07/02 04:49 長野県     雷   

07/02 12:52 長野地域     雷   

07/02 12:52 中野飯山地域     大雨 雷   

07/02 12:52 大北地域     雷   

07/02 12:52 上田地域     雷   

07/02 12:52 佐久地域     大雨 雷   

07/02 12:52 松本地域     雷   

07/02 12:52 乗鞍上高地地域     雷   

07/02 12:52 諏訪地域     雷   

07/02 12:52 南部     雷   

07/02 15:03 長野地域     雷   

07/02 15:03 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

07/02 15:03 大北地域     大雨 雷   

07/02 15:03 上田地域     雷   

07/02 15:03 佐久地域     大雨 雷 洪水   

07/02 15:03 松本地域     雷   

07/02 15:03 乗鞍上高地地域     雷   

07/02 15:03 諏訪地域     雷   

07/02 15:03 南部     雷   

07/02 16:35 長野地域     雷   

07/02 16:35 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/02 16:35 大北地域     大雨 雷   

07/02 16:35 上田地域     雷   

07/02 16:35 佐久地域     大雨 雷 洪水   

07/02 16:35 松本地域     雷   

07/02 16:35 乗鞍上高地地域     雷   

07/02 16:35 諏訪地域     雷   

07/02 16:35 南部     雷   

07/02 18:23 長野地域     大雨 雷 洪水   

07/02 18:23 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/02 18:23 大北地域     大雨 雷   

07/02 18:23 上田地域     雷   

07/02 18:23 佐久地域     大雨 雷 洪水   

07/02 18:23 松本地域     雷   

07/02 18:23 乗鞍上高地地域     雷   

07/02 18:23 諏訪地域     雷   

07/02 18:23 南部     雷   

07/02 20:22 長野地域     大雨 洪水   
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07/02 20:22 中野飯山地域     大雨   

07/02 21:13 長野県       解除 

07/03 13:51 北部     雷   

07/03 13:51 中部     雷   

07/03 21:07 長野県       解除 

07/04 04:45 北部     雷   

07/04 04:45 上田地域     雷   

07/04 04:45 佐久地域     雷   

07/04 04:45 松本地域     雷 強風   

07/04 04:45 乗鞍上高地地域     雷   

07/04 04:45 諏訪地域     雷   

07/04 04:45 南部     雷   

07/04 10:47 北部     雷   

07/04 10:47 上田地域     雷   

07/04 10:47 佐久地域     雷 濃霧   

07/04 10:47 松本地域     雷 強風   

07/04 10:47 乗鞍上高地地域     雷   

07/04 10:47 諏訪地域     雷   

07/04 10:47 南部     雷   

07/04 13:10 北部     雷   

07/04 13:10 上田地域     雷   

07/04 13:10 佐久地域     雷 濃霧   

07/04 13:10 松本地域     雷 強風   

07/04 13:10 乗鞍上高地地域     雷   

07/04 13:10 諏訪地域     雷   

07/04 13:10 上伊那地域     雷   

07/04 13:10 木曽地域     雷 洪水   

07/04 13:10 下伊那地域     雷   

07/04 16:53 長野地域     雷   

07/04 16:53 中野飯山地域     雷   

07/04 16:53 大北地域     大雨 雷   

07/04 16:53 上田地域     雷   

07/04 16:53 佐久地域     雷 濃霧   

07/04 16:53 松本地域     雷 強風   

07/04 16:53 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/04 16:53 諏訪地域     雷   

07/04 16:53 南部     大雨 雷 洪水   

07/04 19:58 長野地域     雷   

07/04 19:58 中野飯山地域     雷   

07/04 19:58 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/04 19:58 上田地域     雷   

07/04 19:58 佐久地域     雷 濃霧   

07/04 19:58 松本地域     雷   

07/04 19:58 乗鞍上高地地域   大雨 雷   

07/04 19:58 諏訪地域     雷   

07/04 19:58 南部     大雨 雷 洪水   

07/04 21:28 長野地域     雷   

07/04 21:28 中野飯山地域     雷   

07/04 21:28 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/04 21:28 上田地域     雷   
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07/04 21:28 佐久地域     雷 濃霧   

07/04 21:28 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/04 21:28 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水   

07/04 21:28 諏訪地域     雷   

07/04 21:28 南部     大雨 雷 洪水   

07/04 23:47 長野地域     雷   

07/04 23:47 中野飯山地域     雷   

07/04 23:47 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/04 23:47 上田地域     雷   

07/04 23:47 佐久地域     雷 濃霧   

07/04 23:47 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/04 23:47 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水   

07/04 23:47 諏訪地域     雷   

07/04 23:47 上伊那地域   大雨 洪水 雷   

07/04 23:47 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/04 23:47 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/05 04:03 長野地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 大北地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 上田地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 諏訪地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 04:03 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 05:48 長野地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 大北地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 上田地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 05:48 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 07:10 長野地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 07:10 上田地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 07:10 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 08:18 長野地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 08:18 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 08:18 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 08:18 上田地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 08:18 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 08:18 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 08:18 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   
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07/05 08:18 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 08:18 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 10:04 長野地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 10:04 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 10:04 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 11:17 長野地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 11:17 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 11:17 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 16:39 長野地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 16:39 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 16:39 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 16:39 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 16:39 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 16:39 松本地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 16:39 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 16:39 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 16:39 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 20:21 長野地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 20:21 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 20:21 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 20:21 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 20:21 佐久地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 20:21 松本地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 20:21 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 20:21 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/05 20:21 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/05 22:10 長野県   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/06 04:49 長野県   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/06 16:35 長野地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/06 16:35 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/06 16:35 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/06 16:35 中部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/06 16:35 南部   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/07 04:58 長野地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 04:58 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 04:58 大北地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/07 04:58 中部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 04:58 上伊那地域   大雨 洪水 雷 濃霧   
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07/07 04:58 木曽地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/07 04:58 下伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 08:27 北部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 08:27 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 08:27 佐久地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 08:27 松本地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 08:27 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 08:27 諏訪地域   大雨 雷 濃霧   

07/07 08:27 南部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 11:19 北部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 11:19 上田地域     大雨 雷 濃霧   

07/07 11:19 佐久地域   大雨 雷 濃霧   

07/07 11:19 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 11:19 乗鞍上高地地域   大雨 雷 濃霧   

07/07 11:19 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

07/07 11:19 南部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 17:10 北部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 17:10 上田地域     大雨 雷 濃霧   

07/07 17:10 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

07/07 17:10 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 17:10 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/07 17:10 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

07/07 17:10 南部   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 04:08 北部   大雨 雷 濃霧   

07/08 04:08 上田地域     大雨 雷 濃霧   

07/08 04:08 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

07/08 04:08 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 04:08 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 04:08 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

07/08 04:08 上伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 04:08 木曽地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/08 04:08 下伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 06:19 北部   大雨 雷 濃霧   

07/08 06:19 上田地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 06:19 佐久地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 06:19 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 06:19 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 06:19 諏訪地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 06:19 上伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 06:19 木曽地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/08 06:19 下伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 07:02 北部   大雨 雷 濃霧   

07/08 07:02 上田地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 07:02 佐久地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 07:02 松本地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 07:02 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 07:02 諏訪地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 07:02 上伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/08 07:02 木曽地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/08 07:02 下伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   
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07/08 09:29 長野地域     大雨 雷   

07/08 09:29 中野飯山地域     大雨 雷   

07/08 09:29 大北地域   大雨 雷   

07/08 09:29 上田地域   大雨 雷   

07/08 09:29 佐久地域   大雨 雷   

07/08 09:29 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/08 09:29 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水   

07/08 09:29 諏訪地域   大雨 雷   

07/08 09:29 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/08 09:29 木曽地域   大雨 洪水 雷   

07/08 09:29 下伊那地域     大雨 雷   

07/08 11:36 長野地域     大雨 雷   

07/08 11:36 中野飯山地域     大雨 雷   

07/08 11:36 大北地域   大雨 雷   

07/08 11:36 上田地域   大雨 雷   

07/08 11:36 佐久地域     大雨 雷   

07/08 11:36 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/08 11:36 乗鞍上高地地域   大雨 雷 洪水   

07/08 11:36 諏訪地域   大雨 雷   

07/08 11:36 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/08 11:36 木曽地域   大雨 洪水 雷   

07/08 11:36 下伊那地域     大雨 雷   

07/08 15:46 長野地域     大雨 雷   

07/08 15:46 中野飯山地域     大雨 雷   

07/08 15:46 大北地域   大雨 雷   

07/08 15:46 上田地域   大雨 雷 濃霧   

07/08 15:46 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

07/08 15:46 松本地域     大雨 雷   

07/08 15:46 乗鞍上高地地域   大雨 雷   

07/08 15:46 諏訪地域   大雨 雷   

07/08 15:46 上伊那地域     大雨 雷   

07/08 15:46 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/08 15:46 下伊那地域     大雨 雷   

07/08 20:19 大北地域     大雨   

07/08 20:19 上田地域     濃霧   

07/08 20:19 佐久地域     濃霧   

07/08 20:19 木曽地域     大雨   

07/09 04:18 上田地域     濃霧   

07/09 04:18 佐久地域     濃霧   

07/09 07:43 長野県     雷   

07/09 10:51 北部     大雨 雷   

07/09 10:51 上田地域     大雨 雷   

07/09 10:51 佐久地域     大雨 雷   

07/09 10:51 松本地域     大雨 雷   

07/09 10:51 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 10:51 諏訪地域     雷   

07/09 10:51 上伊那地域     雷   

07/09 10:51 木曽地域     大雨 雷   

07/09 10:51 下伊那地域     大雨 雷   

07/09 16:37 長野地域     大雨 雷   
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07/09 16:37 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

07/09 16:37 大北地域     大雨 雷   

07/09 16:37 上田地域     大雨 雷   

07/09 16:37 佐久地域     大雨 雷   

07/09 16:37 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 16:37 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 16:37 諏訪地域     大雨 雷   

07/09 16:37 上伊那地域     大雨 雷   

07/09 16:37 木曽地域   大雨 雷   

07/09 16:37 下伊那地域   大雨 雷   

07/09 17:22 長野地域   大雨 雷   

07/09 17:22 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

07/09 17:22 大北地域     大雨 雷   

07/09 17:22 上田地域   大雨 雷 洪水   

07/09 17:22 佐久地域   大雨 雷   

07/09 17:22 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 17:22 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 17:22 諏訪地域     大雨 雷   

07/09 17:22 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 17:22 木曽地域   大雨 雷   

07/09 17:22 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 17:36 長野地域   大雨 雷   

07/09 17:36 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

07/09 17:36 大北地域     大雨 雷   

07/09 17:36 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/09 17:36 佐久地域   大雨 雷   

07/09 17:36 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 17:36 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 17:36 諏訪地域     大雨 雷   

07/09 17:36 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 17:36 木曽地域   大雨 雷   

07/09 17:36 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 大北地域     大雨 雷   

07/09 18:13 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/09 18:13 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 18:13 諏訪地域     大雨 雷   

07/09 18:13 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:13 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 大北地域     大雨 雷   

07/09 18:33 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/09 18:33 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 乗鞍上高地地域     大雨 雷   
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07/09 18:33 諏訪地域     大雨 雷   

07/09 18:33 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/09 18:33 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 大北地域     大雨 雷   

07/09 19:05 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/09 19:05 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 19:05 諏訪地域   大雨 雷   

07/09 19:05 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:05 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 大北地域     大雨 雷   

07/09 19:40 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/09 19:40 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/09 19:40 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 19:40 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/09 19:40 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 大北地域     大雨 雷   

07/09 20:30 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/09 20:30 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/09 20:30 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 20:30 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 木曽地域   大雨 雷 洪水   

07/09 20:30 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/09 21:33 北部   大雨 雷 洪水   

07/09 21:33 上田地域   大雨 雷 洪水   

07/09 21:33 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/09 21:33 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/09 21:33 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 21:33 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/09 21:33 南部     大雨 雷   

07/09 23:31 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/09 23:31 中野飯山地域   大雨 雷   

07/09 23:31 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/09 23:31 上田地域   大雨 雷 洪水   

07/09 23:31 佐久地域   大雨 雷   

07/09 23:31 松本地域   大雨 雷 洪水   
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07/09 23:31 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/09 23:31 諏訪地域   大雨 雷   

07/09 23:31 上伊那地域     大雨 雷   

07/09 23:31 木曽地域     大雨 雷   

07/09 23:31 下伊那地域     雷   

07/10 00:57 長野地域     大雨   

07/10 00:57 中野飯山地域   大雨     

07/10 00:57 大北地域     大雨   

07/10 00:57 上田地域   大雨     

07/10 00:57 佐久地域     大雨   

07/10 00:57 松本地域   大雨 洪水   

07/10 00:57 諏訪地域   大雨     

07/10 00:57 木曽地域     大雨   

07/10 02:45 北部     大雨 濃霧   

07/10 02:45 上田地域     大雨 濃霧   

07/10 02:45 佐久地域     大雨 濃霧   

07/10 02:45 松本地域     大雨 濃霧   

07/10 02:45 乗鞍上高地地域     濃霧   

07/10 02:45 諏訪地域     大雨 濃霧   

07/10 02:45 上伊那地域     濃霧   

07/10 02:45 木曽地域     大雨 濃霧   

07/10 02:45 下伊那地域     濃霧   

07/10 05:42 北部     雷 濃霧   

07/10 05:42 上田地域     大雨 雷 濃霧   

07/10 05:42 佐久地域     雷 濃霧   

07/10 05:42 松本地域     大雨 雷 濃霧   

07/10 05:42 乗鞍上高地地域     雷 濃霧   

07/10 05:42 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

07/10 05:42 南部     雷 濃霧   

07/10 10:08 北部     雷   

07/10 10:08 上田地域     大雨 雷   

07/10 10:08 佐久地域     雷   

07/10 10:08 松本地域     大雨 雷   

07/10 10:08 乗鞍上高地地域     雷   

07/10 10:08 諏訪地域     大雨 雷   

07/10 10:08 南部     雷   

07/10 11:19 長野地域     大雨 雷   

07/10 11:19 中野飯山地域     雷   

07/10 11:19 大北地域     大雨 雷   

07/10 11:19 上田地域   大雨 雷   

07/10 11:19 佐久地域     大雨 雷   

07/10 11:19 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 11:19 乗鞍上高地地域     雷   

07/10 11:19 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 11:19 南部     雷   

07/10 12:30 長野地域     大雨 雷   

07/10 12:30 中野飯山地域     雷   

07/10 12:30 大北地域     大雨 雷   

07/10 12:30 上田地域   大雨 雷   

07/10 12:30 佐久地域   大雨 雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/10 12:30 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 12:30 乗鞍上高地地域     雷   

07/10 12:30 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 12:30 南部     雷   

07/10 14:14 北部     大雨 雷   

07/10 14:14 上田地域   大雨 雷   

07/10 14:14 佐久地域   大雨 雷   

07/10 14:14 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 14:14 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 14:14 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 14:14 南部     雷   

07/10 14:29 長野地域     大雨 雷   

07/10 14:29 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 14:29 大北地域     大雨 雷   

07/10 14:29 上田地域   大雨 雷   

07/10 14:29 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/10 14:29 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 14:29 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 14:29 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 14:29 南部     雷   

07/10 15:13 長野地域     大雨 雷   

07/10 15:13 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 15:13 大北地域     大雨 雷   

07/10 15:13 上田地域   大雨 雷   

07/10 15:13 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/10 15:13 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 15:13 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 15:13 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 15:13 南部     雷   

07/10 15:45 長野地域   大雨 雷   

07/10 15:45 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 15:45 大北地域     大雨 雷   

07/10 15:45 上田地域   大雨 雷   

07/10 15:45 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/10 15:45 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 15:45 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 15:45 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 15:45 南部     雷   

07/10 16:10 長野地域   大雨 雷   

07/10 16:10 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 16:10 大北地域     大雨 雷   

07/10 16:10 上田地域   大雨 雷   

07/10 16:10 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/10 16:10 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 16:10 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 16:10 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 16:10 南部     雷   

07/10 16:37 長野地域   大雨 洪水 雷   

07/10 16:37 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 16:37 大北地域     大雨 雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/10 16:37 上田地域   大雨 雷   

07/10 16:37 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 16:37 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 16:37 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 16:37 諏訪地域   大雨 雷   

07/10 16:37 上伊那地域     雷   

07/10 16:37 木曽地域     大雨 雷   

07/10 16:37 下伊那地域     雷   

07/10 17:06 長野地域   大雨 洪水 雷   

07/10 17:06 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 17:06 大北地域     大雨 雷   

07/10 17:06 上田地域   大雨 雷 洪水   

07/10 17:06 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 17:06 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 17:06 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 17:06 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/10 17:06 上伊那地域     雷   

07/10 17:06 木曽地域     大雨 雷   

07/10 17:06 下伊那地域     雷   

07/10 17:39 長野地域   大雨 洪水 雷   

07/10 17:39 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 17:39 大北地域     大雨 雷   

07/10 17:39 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/10 17:39 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 17:39 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 17:39 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 17:39 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/10 17:39 上伊那地域     雷   

07/10 17:39 木曽地域     大雨 雷   

07/10 17:39 下伊那地域     雷   

07/10 18:38 長野地域   大雨 洪水 雷   

07/10 18:38 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 18:38 大北地域     大雨 雷   

07/10 18:38 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/10 18:38 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 18:38 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 18:38 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 18:38 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/10 18:38 上伊那地域     雷   

07/10 18:38 木曽地域     大雨 雷   

07/10 18:38 下伊那地域     雷   

07/10 19:09 長野地域   大雨 洪水 雷   

07/10 19:09 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 19:09 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/10 19:09 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/10 19:09 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 19:09 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 19:09 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 19:09 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/10 19:09 上伊那地域     雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/10 19:09 木曽地域     大雨 雷   

07/10 19:09 下伊那地域     雷   

07/10 21:05 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:05 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 21:05 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:05 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/10 21:05 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 21:05 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:05 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 21:05 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:05 上伊那地域     大雨 雷   

07/10 21:05 木曽地域     大雨 雷   

07/10 21:05 下伊那地域     雷   

07/10 21:37 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:37 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 21:37 大北地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:37 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/10 21:37 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 21:37 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 21:37 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

07/10 21:37 諏訪地域   大雨 洪水 雷   

07/10 21:37 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/10 21:37 木曽地域     大雨 雷   

07/10 21:37 下伊那地域     雷   

07/10 22:52 長野地域   大雨 雷 洪水   

07/10 22:52 中野飯山地域   大雨 雷   

07/10 22:52 大北地域     大雨 雷 洪水   

07/10 22:52 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/10 22:52 佐久地域   大雨 洪水 雷   

07/10 22:52 松本地域   大雨 雷 洪水   

07/10 22:52 乗鞍上高地地域     雷   

07/10 22:52 諏訪地域   大雨 洪水 雷   

07/10 22:52 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/10 22:52 木曽地域     雷   

07/10 22:52 下伊那地域     雷   

07/11 00:10 北部     大雨   

07/11 00:10 上田地域   大雨 洪水   

07/11 00:10 佐久地域   大雨 洪水   

07/11 00:10 松本地域     大雨   

07/11 00:10 諏訪地域   大雨 洪水   

07/11 00:10 上伊那地域     大雨   

07/11 02:27 北部     大雨 濃霧   

07/11 02:27 上田地域   大雨 濃霧   

07/11 02:27 佐久地域   大雨 濃霧   

07/11 02:27 松本地域     大雨 濃霧   

07/11 02:27 乗鞍上高地地域     濃霧   

07/11 02:27 諏訪地域   大雨 濃霧   

07/11 02:27 上伊那地域     大雨 濃霧   

07/11 02:27 木曽地域     濃霧   

07/11 02:27 下伊那地域     濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/11 04:29 長野地域     大雨 濃霧   

07/11 04:29 中野飯山地域     大雨 濃霧   

07/11 04:29 大北地域     濃霧   

07/11 04:29 上田地域     大雨 濃霧   

07/11 04:29 佐久地域     大雨 濃霧   

07/11 04:29 松本地域     濃霧   

07/11 04:29 乗鞍上高地地域     濃霧   

07/11 04:29 諏訪地域     大雨 濃霧   

07/11 04:29 南部     濃霧   

07/11 08:14 長野地域     大雨 雷   

07/11 08:14 中野飯山地域     大雨 雷   

07/11 08:14 大北地域     雷   

07/11 08:14 上田地域     大雨 雷   

07/11 08:14 佐久地域     大雨 雷   

07/11 08:14 松本地域     雷   

07/11 08:14 乗鞍上高地地域     雷   

07/11 08:14 諏訪地域     大雨 雷   

07/11 08:14 南部     雷   

07/11 11:44 長野地域     雷   

07/11 11:44 中野飯山地域     大雨 雷   

07/11 11:44 大北地域     雷   

07/11 11:44 上田地域     大雨 雷   

07/11 11:44 佐久地域     大雨 雷   

07/11 11:44 松本地域     雷   

07/11 11:44 乗鞍上高地地域     雷   

07/11 11:44 諏訪地域     雷   

07/11 11:44 南部     雷   

07/11 16:04 長野地域     雷   

07/11 16:04 中野飯山地域     大雨 雷   

07/11 16:04 大北地域     雷   

07/11 16:04 上田地域     大雨 雷   

07/11 16:04 佐久地域     大雨 雷   

07/11 16:04 松本地域     雷   

07/11 16:04 乗鞍上高地地域     雷   

07/11 16:04 諏訪地域     雷   

07/11 16:04 上伊那地域     雷   

07/11 16:04 木曽地域     雷   

07/11 16:04 下伊那地域   大雨 雷   

07/11 16:25 北部     雷   

07/11 16:25 上田地域     雷   

07/11 16:25 佐久地域     大雨 雷   

07/11 16:25 松本地域     雷   

07/11 16:25 乗鞍上高地地域     雷   

07/11 16:25 諏訪地域     雷   

07/11 16:25 上伊那地域     雷   

07/11 16:25 木曽地域     雷   

07/11 16:25 下伊那地域   大雨 洪水 雷   

07/11 19:06 長野地域     雷   

07/11 19:06 中野飯山地域     大雨 雷   

07/11 19:06 大北地域     雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/11 19:06 上田地域     雷   

07/11 19:06 佐久地域     雷   

07/11 19:06 松本地域     大雨 雷   

07/11 19:06 乗鞍上高地地域     雷   

07/11 19:06 諏訪地域     雷   

07/11 19:06 南部     雷   

07/11 21:20 北部     大雨   

07/11 21:20 上田地域     大雨   

07/11 21:20 佐久地域     大雨   

07/11 21:20 松本地域     大雨   

07/11 21:20 諏訪地域     大雨   

07/11 22:54 北部     大雨 雷 濃霧   

07/11 22:54 上田地域     大雨 雷 濃霧   

07/11 22:54 佐久地域   大雨 雷 濃霧   

07/11 22:54 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/11 22:54 乗鞍上高地地域     雷 濃霧   

07/11 22:54 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

07/11 22:54 南部     雷 濃霧   
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表 15-3  被害状況（6 月 27 日～7 月 11 日） 

市町村名 

住    家    被    害 非

住

家 

被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農 地 等 林業関係 

公共土木   

施  設 
そ の 他 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 

小諸市                     3,714         3,714 

佐久市                                 

佐久穂町                                 

小海町                                 

川上村                                 

南牧村                                 

南相木村                                 

北相木村                                 

軽井沢町                                 

御代田町                                 

立科町                       4,500       4,500 

佐久地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,714 4,500 0 0 0 8,214 

上田市             8 9 20     5,000   130,000   135,000 

東御市       1 1 2 12 12 52     1,500       1,500 

長和町                                 

青木村                                 

上小地域計 0 0 0 1 1 2 20 21 72 0 0 6,500 0 130,000 0 136,500 

岡谷市                       4,000 31,450     35,450 

諏訪市                       2,000   6,000 238 8,238 

茅野市             1 1 2     3,000       3,000 

下諏訪町                         6,583 14,000   20,583 

富士見町                                 

原村                       2,000       2,000 

諏訪地域計 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 11,000 38,033 20,000 238 69,271 
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市町村名 

住    家    被    害 非

住

家 

被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農 地 等 林業関係 

公共土木   

施  設 
そ の 他 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 

伊那市                         22,781 80,000   102,781 

駒ヶ根市                         8,510 17,000   25,510 

辰野町                         1,400   1,242 2,642 

箕輪町                       82,000 65,942     147,942 

飯島町                       1,000       1,000 

南箕輪村                           10,000   10,000 

中川村                       2,000 36,652     38,652 

宮田村                         2,000     2,000 

上伊那地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000 137,285 107,000 1,242 330,527 

飯田市                       4,000 27,600 196,000   227,600 

松川町                         2,646     2,646 

高森町                                 

阿南町                       20,000   11,000   31,000 

阿智村                       1,000       1,000 

平谷村                       1,000       1,000 

根羽村                                 

下條村                       3,000 5,000     8,000 

売木村                                 

天龍村 1 1 2                   176,612 41,000   217,612 

泰阜村                       5,000 300 26,000   31,300 

喬木村                       2,000 14,278     16,278 

豊丘村                       10,000 3,300 5,800   19,100 

大鹿村                         24,199 252,000 9,969 286,168 

飯伊地域計 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46,000 253,935 531,800 9,969 841,704 

木曽町                       82,500 171,700 120,000   374,200 
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市町村名 

住    家    被    害 非

住

家 

被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農 地 等 林業関係 

公共土木   

施  設 
そ の 他 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 

上松町                       4,000 52,450     56,450 

南木曽町                                 

木祖村             1 1 1     23,500 26,867     50,367 

王滝村                       3,000 900 500,000   503,900 

大桑村                         3,235 35,000   38,235 

木曽地域計 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 113,000 255,152 655,000 0 1,023,152 

松本市                     1,143 1,000   54,000   56,143 

塩尻市                                 

安曇野市                     266 110,000   60,000   170,266 

筑北村                                 

麻績村                                 

生坂村                                 

山形村                                 

朝日村                         9,012     9,012 

松本地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,409 111,000 9,012 114,000 0 235,421 

大町市                       4,600 81,750 593,000   679,350 

池田町                           773,000   773,000 

松川村                       900   300,000   300,900 

白馬村                       7,000 700 595,000   602,700 

小谷村                       14,500 312,712 1,007,000 36,882 1,371,094 

大北地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 395,162 3,268,000 36,882 3,727,044 

長野市                       48,000 105,100 217,000   370,100 

須坂市                                 

千曲市                                 

坂城町                                 
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市町村名 

住    家    被    害 非

住

家 

被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農 地 等 林業関係 

公共土木   

施  設 
そ の 他 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 

小布施町                                 

高山村                                 

信濃町             1 1 2     10,000       10,000 

飯綱町                       18,000   10,000   28,000 

小川村                         81,280 51,000   132,280 

長野地域計 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 76,000 186,380 278,000 0 540,380 

中野市                       30,000       30,000 

飯山市                         7,041     7,041 

山ノ内町                                 

木島平村                                 

野沢温泉村                                 

栄村                       8,000         

北信地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 38,000 7,041 0 0 37,041 

計 1 1 2 1 1 2 23 24 77 0 5,123 518,000 1,282,000 5,103,800 48,331 6,949,254 

 

10地域 
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災害番号 １６ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年６月 29 日 

３．災害発生地域（または場所）  長野市 

４．気象概況 

 この期間中の聖高原における合計降水量は、555.5mm で平年（500.3mm）を少し上回った。

また、月々の状況では、災害発生当月には平年より少ない降水量だったなど特記すべき大

雨はなかったが、長野市内で地すべりにより公共土木施設に 1,100万円の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：6 月 27 日～29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16-2 長野における月別降水量の変化(mm) 

 



 109 

５．警報・注意報発表状況 

 

この間の警報・注意報発表状況は、巻末資料 45 ページの▽16～資料 89 ページの△16 の範

囲に示す。 

 

 

表 16-1 被害状況（平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 6 月 29 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

農 地 等 総  額 

長野市 11,000 11,000 

須坂市     

千曲市     

坂城町     

小布施町     

高山村     

信濃町     

飯綱町     

小川村     

長野地域計 11,000 11,000 

計 11,000 11,000 

 

 
1 地域 
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災害番号 １７ 

 

１．災害の種類（または名称）   落雷 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年７月 20 日 

３．災害発生地域（または場所）  上田市 

４．気象概況 

 高気圧に覆われ、上田でも 35 度を超す猛暑日となった。その中で、上田地方では 15 時

以降に積乱雲が発達し、局的な雷雨となり落雷も発生し、上田市では約 100 万円の被害が

出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1 地上天気図（7 月 20 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-2 上田の降水量と気温の変化（7 月 20 日の 10 分値） 
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図 17－3 長野県内の雨雲の分布（7 月 20 日） 

                                （日本気象協会 http://www.tenki.jp/ から引用） 

 

表 17-1 注意報発表状況（7 月 20 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/20 07:16 長野県     雷   

07/20 13:29 北部     雷   

07/20 13:29 上田地域     雷   

07/20 13:29 佐久地域     大雨 雷   

07/20 13:29 松本地域     雷   

07/20 13:29 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 13:29 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 13:29 南部     雷   

07/20 16:04 長野地域     大雨 雷   

07/20 16:04 中野飯山地域     雷   

07/20 16:04 大北地域     雷   

07/20 16:04 上田地域     大雨 雷   

07/20 16:04 佐久地域     大雨 雷   

07/20 16:04 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/20 16:04 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 16:04 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 16:04 南部     雷   

07/20 16:15 長野地域     大雨 雷   

07/20 16:15 中野飯山地域     雷   

07/20 16:15 大北地域     雷   

07/20 16:15 上田地域   大雨 洪水 雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/20 16:15 佐久地域     大雨 雷   

07/20 16:15 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/20 16:15 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 16:15 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 16:15 南部     雷   

07/20 17:04 長野地域     大雨 雷   

07/20 17:04 中野飯山地域     雷   

07/20 17:04 大北地域     雷   

07/20 17:04 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/20 17:04 佐久地域     大雨 雷   

07/20 17:04 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/20 17:04 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 17:04 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 17:04 南部     雷   

07/20 17:40 長野地域     大雨 雷   

07/20 17:40 中野飯山地域     雷   

07/20 17:40 大北地域     雷   

07/20 17:40 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/20 17:40 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/20 17:40 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/20 17:40 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 17:40 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 17:40 南部     雷   

07/20 18:20 長野地域     大雨 雷   

07/20 18:20 中野飯山地域     雷   

07/20 18:20 大北地域     大雨 雷   

07/20 18:20 上田地域   大雨 洪水 雷   

07/20 18:20 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/20 18:20 松本地域   大雨 洪水 雷   

07/20 18:20 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 18:20 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 18:20 南部     雷   

07/20 19:25 長野地域     大雨 雷   

07/20 19:25 中野飯山地域     雷   

07/20 19:25 大北地域     大雨 雷 洪水   

07/20 19:25 上田地域     大雨 雷 洪水   

07/20 19:25 佐久地域   大雨 雷 洪水   

07/20 19:25 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/20 19:25 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 19:25 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 19:25 南部     雷   

07/20 21:30 長野地域     大雨 雷   

07/20 21:30 中野飯山地域     雷   

07/20 21:30 大北地域     大雨 雷 洪水   

07/20 21:30 上田地域     大雨 雷 洪水   

07/20 21:30 佐久地域     大雨 雷 洪水   

07/20 21:30 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/20 21:30 乗鞍上高地地域     雷   

07/20 21:30 諏訪地域     大雨 雷   

07/20 21:30 南部     雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

07/20 23:40 北部     濃霧   

07/20 23:40 中部     濃霧   

 

 

表 17-2 被害状況（7 月 20 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

そ の 他 総  額 

上田市 1,045 1,045 

東御市     

長和町     

青木村     

上小地域計 1,045 1,045 

計 1,045 1,045 

 

 
1 地域 
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災害番号 １８ 
 

１．災害の種類（または名称）   台風１２号 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年７月 28 日 

３．災害発生地域（または場所）  佐久市以下３地域７市町村 

４．気象概況 

28 日朝に関東の南東海上にあった台風 12 号が、西に進む異例のコースをとって 29 日午

前１時頃に三重県に上陸し、さらに西へ進んだ。この影響で長野県内も 28 日から 29 日に

かけて降雨と強風があり、佐久地域や飯田・伊那地域で住家被害や農作物被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18-1 地上天気図（7 月 28 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18-2 台風経路図（平成 30 年台風第 12 号） (気象庁 HP から引用) 
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表 18-1 各地の雨量（７月 28 日～29 日） 

地点 

要素 
佐久 軽井沢 伊那 飯田 

1 時間降水量の最大(mm) 15.5 14.5 2.5 1.5 

降水量の合計(mm) 50.5 94.5 5.0 4.0 

 

 

 

図 18-3  県内雨量分布図 （７月 28日～29日） 

（50mm 以上の地点を黄色で示した） 
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図 18-4 期間中の毎時雨量の変化（７月 28 日～29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18-5 期間中の毎時風速の変化（７月 28 日～29 日） 

 

表 18-2 期間中の日最大瞬間風速（単位：m/s) 

地点 

日付 
佐久 軽井沢 伊那 飯田 

７月 28 日 16.0 21.7 15.2 20.7 

７月 29 日 10.1 17.0 10.2 14.3 
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表 18-3 注意報発表状況（7 月 28 日） 

発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

07/28 10:23 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 10:23 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 10:23 上田地域     大雨 雷 強風 濃霧   

07/28 10:23 佐久地域     大雨 雷 強風 濃霧   

07/28 10:23 松本地域     大雨 雷 強風   

07/28 10:23 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 10:23 諏訪地域     大雨 雷 強風 濃霧   

07/28 10:23 南部     大雨 雷 強風   

07/28 16:50 長野地域     雷 強風   

07/28 16:50 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 16:50 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 16:50 上田地域     大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 16:50 佐久地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 16:50 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 16:50 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 16:50 諏訪地域   暴風 大雨 雷 洪水 濃霧   

07/28 16:50 上伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 16:50 木曽地域     大雨 雷 強風   

07/28 16:50 下伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 18:24 長野地域     雷 強風   

07/28 18:24 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 18:24 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 18:24 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 18:24 佐久地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 18:24 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 18:24 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 18:24 諏訪地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   

07/28 18:24 上伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 18:24 木曽地域     大雨 雷 強風   

07/28 18:24 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 19:15 長野地域     雷 強風   

07/28 19:15 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 19:15 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 19:15 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 19:15 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 19:15 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 19:15 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 19:15 諏訪地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   

07/28 19:15 上伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 19:15 木曽地域     大雨 雷 強風   

07/28 19:15 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 20:22 長野地域     雷 強風 洪水   

07/28 20:22 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 20:22 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 20:22 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 20:22 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 20:22 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 20:22 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 20:22 諏訪地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   
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発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

07/28 20:22 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/28 20:22 木曽地域     大雨 雷 強風   

07/28 20:22 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 20:54 長野地域     雷 強風 洪水   

07/28 20:54 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 20:54 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 20:54 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 20:54 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 20:54 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 20:54 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 20:54 諏訪地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   

07/28 20:54 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/28 20:54 木曽地域     大雨 雷 強風   

07/28 20:54 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 21:14 長野地域     雷 強風 洪水   

07/28 21:14 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 21:14 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 21:14 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 21:14 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 21:14 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 21:14 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 21:14 諏訪地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   

07/28 21:14 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/28 21:14 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 21:14 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 22:47 長野地域     雷 強風 洪水   

07/28 22:47 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 22:47 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 22:47 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 22:47 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 22:47 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 22:47 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風   

07/28 22:47 諏訪地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   

07/28 22:47 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/28 22:47 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 22:47 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/28 23:52 長野地域     雷 強風 洪水   

07/28 23:52 中野飯山地域     雷 強風   

07/28 23:52 大北地域     大雨 雷 強風   

07/28 23:52 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/28 23:52 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 23:52 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 23:52 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 23:52 諏訪地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/28 23:52 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/28 23:52 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/28 23:52 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/29 01:03 長野地域     雷 強風 洪水   

07/29 01:03 中野飯山地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 01:03 大北地域     大雨 雷 強風   



 119 

発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

07/29 01:03 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/29 01:03 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/29 01:03 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 01:03 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 01:03 諏訪地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/29 01:03 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/29 01:03 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 01:03 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/29 02:51 長野地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 02:51 中野飯山地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/29 02:51 大北地域     大雨 雷 強風   

07/29 02:51 上田地域   大雨 雷 強風 洪水 濃霧   

07/29 02:51 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/29 02:51 松本地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 02:51 乗鞍上高地地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 02:51 諏訪地域   大雨 洪水 雷 強風 濃霧   

07/29 02:51 上伊那地域   大雨 洪水 雷 強風   

07/29 02:51 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

07/29 02:51 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

07/29 04:10 長野地域     大雨 雷 洪水   

07/29 04:10 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/29 04:10 大北地域     大雨 雷   

07/29 04:10 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/29 04:10 佐久地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/29 04:10 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/29 04:10 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

07/29 04:10 諏訪地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/29 04:10 上伊那地域   大雨 洪水 雷   

07/29 04:10 木曽地域     大雨 雷 洪水   

07/29 04:10 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 長野地域     大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 大北地域     大雨 雷   

07/29 05:42 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/29 05:42 佐久地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/29 05:42 松本地域     大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

07/29 05:42 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 木曽地域     大雨 雷 洪水   

07/29 05:42 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

07/29 08:07 長野地域     大雨 雷 洪水   

07/29 08:07 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

07/29 08:07 大北地域     大雨 雷   

07/29 08:07 上田地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/29 08:07 佐久地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

07/29 08:07 松本地域     雷   

07/29 08:07 乗鞍上高地地域     雷   

07/29 08:07 諏訪地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

07/29 08:07 上伊那地域     大雨 雷 洪水   
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発表日時 地  域 
種 類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

07/29 08:07 木曽地域     雷   

07/29 08:07 下伊那地域     雷   

07/29 10:36 長野地域     大雨 洪水   

07/29 10:36 中野飯山地域   大雨 洪水   

07/29 10:36 大北地域     大雨   

07/29 10:36 上田地域     大雨 洪水 濃霧   

07/29 10:36 佐久地域   大雨 洪水 濃霧   

07/29 10:36 諏訪地域     大雨 洪水 濃霧   

07/29 10:36 上伊那地域     大雨   

07/29 15:18 長野地域     大雨   

07/29 15:18 中野飯山地域   大雨 洪水   

07/29 15:18 大北地域     大雨   

07/29 15:18 上田地域     大雨 洪水 濃霧   

07/29 15:18 佐久地域   大雨 洪水 濃霧   

07/29 15:18 諏訪地域     大雨 濃霧   

07/29 15:18 上伊那地域     大雨   

07/29 18:04 中野飯山地域     大雨 濃霧   

07/29 18:04 上田地域     濃霧   

07/29 18:04 佐久地域     大雨 濃霧   

07/29 18:04 諏訪地域     濃霧   

07/29 22:07 中野飯山地域     大雨 濃霧   

07/29 22:07 上田地域     濃霧   

07/29 22:07 佐久地域     大雨 濃霧   

07/29 22:07 諏訪地域     濃霧   
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表 18-4  被害状況（7 月 28 日） 

市町村名 

住    家    

被    害 
被 害 額 (千円) 

一部破損 
農作物等 そ の 他 総 額 

棟 世帯 人 

小諸市             

佐久市       1,115   1,115 

佐久穂町             

小海町             

川上村             

南牧村             

南相木村             

北相木村             

軽井沢町         400  400 

御代田町 1 1 2 540   540 

立科町             

佐久地域計 1 1 2 1,655 400 2,055 

伊那市             

駒ヶ根市             

辰野町             

箕輪町             

飯島町       1,480   1,480 

南箕輪村             

中川村             

宮田村             

上伊那地域計 0 0 0 1,480 0 1,480 

飯田市             

松川町       9,840   9,840 

高森町       6,581   6,581 

阿南町             

阿智村             

平谷村             

根羽村             

下條村             

売木村             

天龍村             

泰阜村             

喬木村             

豊丘村       214   214 

大鹿村             

飯伊地域計 0 0 0 16,635 0 16,635 

計 1 1 2 19,770 400 20,170 

 

3 地域 
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災害番号 １９ 
 

１．災害の種類（または名称）   豪雨 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年８月６日 

３．災害発生地域（または場所）  飯田市 

４．気象概況 

東北地方に北上していた前線が南下して、前線付近に活発な雨雲がかかった。またこの

日も各地で猛暑日になるなど日中は厳しい暑さとなった。その状況の中で県内は局地的に

豪雨となり、飯田市中宮で公共土木施設に被害が発生した。この現場近傍の観測所では

雨量を記録しなかったが、発達した雨雲がかかっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19-1 地上天気図（8 月 6 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 19-2 長野県内の雨雲の様子（8 月 6 日 19 時～22 時） 
       （日本気象協会 http://www.tenki.jp/ から引用） 
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表 19-1 注意報発表状況（8 月 6 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/06 04:51 北部     雷   

08/06 04:51 上田地域     雷   

08/06 04:51 佐久地域     雷 濃霧   

08/06 04:51 松本地域     雷   

08/06 04:51 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 04:51 諏訪地域     雷   

08/06 04:51 南部     雷   

08/06 08:04 長野県     雷   

08/06 15:18 北部     雷   

08/06 15:18 上田地域     雷   

08/06 15:18 佐久地域     大雨 雷   

08/06 15:18 松本地域     雷   

08/06 15:18 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 15:18 諏訪地域     雷   

08/06 15:18 南部     雷   

08/06 16:54 長野地域     雷 洪水   

08/06 16:54 中野飯山地域     雷   

08/06 16:54 大北地域     雷   

08/06 16:54 上田地域     雷   

08/06 16:54 佐久地域     大雨 雷   

08/06 16:54 松本地域     雷   

08/06 16:54 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 16:54 諏訪地域     雷   

08/06 16:54 南部     雷   

08/06 19:03 長野地域     雷 洪水   

08/06 19:03 中野飯山地域     雷   

08/06 19:03 大北地域     雷   

08/06 19:03 上田地域     雷   

08/06 19:03 佐久地域     大雨 雷   

08/06 19:03 松本地域     雷   

08/06 19:03 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 19:03 諏訪地域     雷   

08/06 19:03 南部     雷   

08/06 19:22 北部     雷   

08/06 19:22 上田地域     雷   

08/06 19:22 佐久地域     大雨 雷   

08/06 19:22 松本地域     雷   

08/06 19:22 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 19:22 諏訪地域     雷   

08/06 19:22 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/06 19:22 木曽地域     雷   

08/06 19:22 下伊那地域     雷 洪水   

08/06 19:39 北部     雷   

08/06 19:39 上田地域     雷   

08/06 19:39 佐久地域     大雨 雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/06 19:39 松本地域     雷   

08/06 19:39 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 19:39 諏訪地域     雷   

08/06 19:39 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/06 19:39 木曽地域     雷   

08/06 19:39 下伊那地域     雷 洪水   

08/06 20:14 北部     雷   

08/06 20:14 上田地域     雷   

08/06 20:14 佐久地域     大雨 雷   

08/06 20:14 松本地域     雷   

08/06 20:14 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 20:14 諏訪地域     雷   

08/06 20:14 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/06 20:14 木曽地域     雷   

08/06 20:14 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/06 20:32 北部     雷   

08/06 20:32 上田地域     雷   

08/06 20:32 佐久地域     大雨 雷   

08/06 20:32 松本地域     雷   

08/06 20:32 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 20:32 諏訪地域     雷   

08/06 20:32 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/06 20:32 木曽地域     雷   

08/06 20:32 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/06 21:51 北部     雷   

08/06 21:51 上田地域     雷   

08/06 21:51 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

08/06 21:51 松本地域     雷   

08/06 21:51 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 21:51 諏訪地域     雷   

08/06 21:51 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/06 21:51 木曽地域     雷   

08/06 21:51 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/06 22:07 北部     雷   

08/06 22:07 上田地域     雷   

08/06 22:07 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

08/06 22:07 松本地域     雷   

08/06 22:07 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 22:07 諏訪地域     雷   

08/06 22:07 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/06 22:07 木曽地域     雷   

08/06 22:07 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/06 22:24 北部     雷   

08/06 22:24 上田地域     雷   

08/06 22:24 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

08/06 22:24 松本地域     雷   



 125 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/06 22:24 乗鞍上高地地域     雷   

08/06 22:24 諏訪地域     雷   

08/06 22:24 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/06 22:24 木曽地域     雷   

08/06 22:24 下伊那地域   大雨 洪水 雷   

08/06 23:30 佐久地域     濃霧   

08/06 23:30 上伊那地域     大雨   

08/06 23:30 下伊那地域     洪水   

 

 

 

表 19-2  被害状況（8 月 6 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木   

施  設 
総  額 

飯田市 1,397 1,397 

松川町     

高森町     

阿南町     

阿智村     

平谷村     

根羽村     

下條村     

売木村     

天龍村     

泰阜村     

喬木村     

豊丘村     

大鹿村     

飯伊地域計 1,397 1,397 

計 1,397 1,397 

 
1 地域 
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災害番号 ２０ 

 

１．災害の種類（または名称）   豪雨・落雷 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年８月 10 日 

３．災害発生地域（または場所）  上田市以下１地域２市町村 

４．気象概況 

 夏の太平洋高気圧に緩やかに覆われて日中は晴れたが、大気の状態が不安定になって積

乱雲が発達し、東信で局的な豪雨となり落雷もあった。このため上田市と長門町で公共土

木施設に被害が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20-1 地上天気図（8 月 10 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20-2 長野県内の雨雲の様子（8 月 10 日 16 時～19 時） 

                                （日本気象協会 http://www.tenki.jp/ から引用） 
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図 20-3 東御・立科の 1 時間降水量（8 月 10 日） 

 

 

表 20-1 注意報発表状況（8 月 10 日） 

発表日時 地  域 
種   類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/10 04:22 長野県     雷   

08/10 15:31 北部     雷   

08/10 15:31 上田地域     雷   

08/10 15:31 佐久地域     大雨 雷   

08/10 15:31 松本地域     雷   

08/10 15:31 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 15:31 諏訪地域     雷   

08/10 15:31 南部     雷   

08/10 17:04 北部     雷   

08/10 17:04 上田地域     大雨 雷 洪水   

08/10 17:04 佐久地域     大雨 雷   

08/10 17:04 松本地域     雷   

08/10 17:04 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 17:04 諏訪地域     雷   

08/10 17:04 南部     雷   

08/10 18:25 北部     雷   

08/10 18:25 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/10 18:25 佐久地域     大雨 雷   

08/10 18:25 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/10 18:25 乗鞍上高地地域     雷   
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発表日時 地  域 
種   類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/10 18:25 諏訪地域     大雨 雷   

08/10 18:25 南部     雷   

08/10 19:05 北部     雷   

08/10 19:05 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:05 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:05 松本地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:05 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 19:05 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:05 南部     雷   

08/10 19:16 北部     雷   

08/10 19:16 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:16 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:16 松本地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:16 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 19:16 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:16 南部     雷   

08/10 19:45 北部     雷   

08/10 19:45 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:45 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:45 松本地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:45 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 19:45 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:45 南部     雷   

08/10 19:55 北部     雷   

08/10 19:55 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:55 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:55 松本地域   大雨 洪水 雷   

08/10 19:55 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 19:55 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/10 19:55 南部     雷   

08/10 20:35 北部     雷   

08/10 20:35 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/10 20:35 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/10 20:35 松本地域   大雨 洪水 雷   

08/10 20:35 乗鞍上高地地域     雷   

08/10 20:35 諏訪地域   大雨 洪水 雷   

08/10 20:35 南部     雷   

08/10 22:27 北部     雷 濃霧   

08/10 22:27 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 22:27 佐久地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 22:27 松本地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 22:27 乗鞍上高地地域     雷 濃霧   

08/10 22:27 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 22:27 南部     雷   

08/10 23:29 長野地域     雷 洪水 濃霧   

08/10 23:29 中野飯山地域     大雨 雷 濃霧   
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発表日時 地  域 
種   類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/10 23:29 大北地域     雷 濃霧   

08/10 23:29 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 23:29 佐久地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 23:29 松本地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 23:29 乗鞍上高地地域     雷 濃霧   

08/10 23:29 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/10 23:29 南部     雷   

 

表 20-2 被害状況（8 月 10 日） 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木   

施  設 
総  額 

上田市 20,000 20,000 

東御市     

長和町 30,000 30,000 

青木村     

上小地域計 50,000 50,000 

計 50,000 50,000 

 
1 地域 
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災害番号 ２１ 
 

１．災害の種類（または名称）   豪雨・降ひょう 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年８月 14 日～16 日 

３．災害発生地域（または場所）  上田市以下３地域５市町村 

４．気象概況 

日本海には前線が停滞し、本州付近は湿った空気が流れ込みやすくなっていた。また、

日中は猛暑日になるなど暑い日になり、夕方には強い雨となったところもある。また 16

日は前線がやや南下して大気の状態不安定になり、朝から雨となり局地的大雨も発生した。

この間、長野県内は南西部ほど雨量が多くなり、期間を通して多いところで 300mm 近い雨

量になった。この雨で、上田市で住家被害が、また、青木村、宮田村、南木曾町、大

桑村で農地など総額９億円の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21-1 地上天気図（8 月 14 日～16 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21-2 各地の時間降水量（8 月 14 日～16 日） 
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表 21-1 各地の雨量（8 月 14 日～16 日） 

地点 

要素 
鹿教湯 須原 南木曽 

1 時間降水量の最大(mm) 18.0 44.5 26.0 

降水量の合計(mm) 29.0 165.5 114.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21-3 県内雨量分布図 （8月14日～16日）  単位mm 

（50mm 以上の地点を黄色で示した） 
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表 21-2 注意報発表状況（8 月 14 日～16 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/14 04:32 北部     雷 濃霧   

08/14 04:32 上田地域     大雨 雷 濃霧   

08/14 04:32 佐久地域     大雨 雷 濃霧   

08/14 04:32 松本地域     雷 濃霧   

08/14 04:32 乗鞍上高地地域     雷 濃霧   

08/14 04:32 諏訪地域     大雨 雷 濃霧   

08/14 04:32 南部     雷 濃霧   

08/14 07:36 北部     雷   

08/14 07:36 上田地域     大雨 雷   

08/14 07:36 佐久地域     大雨 雷   

08/14 07:36 松本地域     雷   

08/14 07:36 乗鞍上高地地域     雷   

08/14 07:36 諏訪地域     大雨 雷   

08/14 07:36 南部     雷   

08/14 13:38 北部     雷   

08/14 13:38 上田地域   大雨 雷   

08/14 13:38 佐久地域   大雨 雷   

08/14 13:38 松本地域     雷   

08/14 13:38 乗鞍上高地地域     雷   

08/14 13:38 諏訪地域   大雨 雷   

08/14 13:38 南部     雷   

08/14 14:53 北部     雷   

08/14 14:53 上田地域   大雨 雷   

08/14 14:53 佐久地域   大雨 雷   

08/14 14:53 松本地域     雷   

08/14 14:53 乗鞍上高地地域     雷   

08/14 14:53 諏訪地域   大雨 雷   

08/14 14:53 南部     雷   

08/14 15:36 北部     雷   

08/14 15:36 上田地域   大雨 雷   

08/14 15:36 佐久地域   大雨 雷   

08/14 15:36 松本地域     雷   

08/14 15:36 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 15:36 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/14 15:36 上伊那地域     雷   

08/14 15:36 木曽地域   大雨 雷   

08/14 15:36 下伊那地域     雷   

08/14 15:57 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/14 15:57 中野飯山地域     雷   

08/14 15:57 大北地域     雷   

08/14 15:57 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/14 15:57 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 15:57 松本地域     雷   

08/14 15:57 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 15:57 諏訪地域   大雨 洪水 雷   

08/14 15:57 上伊那地域     雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/14 15:57 木曽地域   大雨 雷 洪水   

08/14 15:57 下伊那地域     雷   

08/14 16:17 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/14 16:17 中野飯山地域     雷   

08/14 16:17 大北地域     雷   

08/14 16:17 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/14 16:17 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 16:17 松本地域     雷   

08/14 16:17 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 16:17 諏訪地域   大雨 洪水 雷   

08/14 16:17 上伊那地域     雷   

08/14 16:17 木曽地域   大雨 雷 洪水   

08/14 16:17 下伊那地域     雷   

08/14 16:54 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/14 16:54 中野飯山地域     雷   

08/14 16:54 大北地域     雷   

08/14 16:54 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/14 16:54 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 16:54 松本地域     大雨 雷   

08/14 16:54 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 16:54 諏訪地域   大雨 洪水 雷   

08/14 16:54 上伊那地域     雷   

08/14 16:54 木曽地域   大雨 雷 洪水   

08/14 16:54 下伊那地域     雷   

08/14 17:51 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/14 17:51 中野飯山地域     大雨 雷   

08/14 17:51 大北地域     雷   

08/14 17:51 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/14 17:51 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 17:51 松本地域     大雨 雷   

08/14 17:51 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 17:51 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/14 17:51 上伊那地域     雷   

08/14 17:51 木曽地域     大雨 雷 洪水   

08/14 17:51 下伊那地域     雷   

08/14 18:05 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/14 18:05 中野飯山地域   大雨 雷   

08/14 18:05 大北地域     雷   

08/14 18:05 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/14 18:05 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 18:05 松本地域     大雨 雷   

08/14 18:05 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 18:05 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/14 18:05 上伊那地域     雷   

08/14 18:05 木曽地域     大雨 雷 洪水   

08/14 18:05 下伊那地域     雷   

08/14 18:45 長野地域     大雨 雷 洪水   



 134 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/14 18:45 中野飯山地域   大雨 雷   

08/14 18:45 大北地域     雷 洪水   

08/14 18:45 上田地域   大雨 洪水 雷   

08/14 18:45 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 18:45 松本地域     大雨 雷   

08/14 18:45 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 18:45 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/14 18:45 上伊那地域     雷   

08/14 18:45 木曽地域     大雨 雷 洪水   

08/14 18:45 下伊那地域     雷   

08/14 19:17 長野地域   大雨 洪水 雷   

08/14 19:17 中野飯山地域   大雨 雷   

08/14 19:17 大北地域     雷 洪水   

08/14 19:17 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/14 19:17 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 19:17 松本地域     大雨 雷   

08/14 19:17 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 19:17 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/14 19:17 南部     雷   

08/14 20:35 長野地域   大雨 雷 洪水   

08/14 20:35 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

08/14 20:35 大北地域     雷 洪水   

08/14 20:35 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/14 20:35 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/14 20:35 松本地域     大雨 雷   

08/14 20:35 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/14 20:35 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/14 20:35 南部     雷   

08/14 22:43 長野地域     大雨 洪水 濃霧   

08/14 22:43 中野飯山地域   大雨 濃霧   

08/14 22:43 大北地域     濃霧   

08/14 22:43 上田地域     大雨 洪水 濃霧   

08/14 22:43 佐久地域     大雨 洪水 濃霧   

08/14 22:43 松本地域     濃霧   

08/14 22:43 乗鞍上高地地域     濃霧   

08/14 22:43 諏訪地域     大雨 洪水 濃霧   

08/14 22:43 南部     濃霧   

08/15 01:49 長野地域     大雨 洪水 濃霧   

08/15 01:49 中野飯山地域     大雨 濃霧   

08/15 01:49 大北地域     濃霧   

08/15 01:49 上田地域     大雨 洪水 濃霧   

08/15 01:49 佐久地域     大雨 濃霧   

08/15 01:49 松本地域     濃霧   

08/15 01:49 乗鞍上高地地域     濃霧   

08/15 01:49 諏訪地域     大雨 洪水 濃霧   

08/15 01:49 南部     濃霧   

08/15 04:16 長野地域     濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/15 04:16 中野飯山地域     大雨 濃霧   

08/15 04:16 大北地域     濃霧   

08/15 04:16 上田地域     大雨 濃霧   

08/15 04:16 佐久地域     大雨 濃霧   

08/15 04:16 松本地域     濃霧   

08/15 04:16 乗鞍上高地地域     濃霧   

08/15 04:16 諏訪地域     濃霧   

08/15 04:16 南部     濃霧   

08/15 07:45 長野地域     雷   

08/15 07:45 中野飯山地域     大雨 雷   

08/15 07:45 大北地域     雷   

08/15 07:45 上田地域     大雨 雷   

08/15 07:45 佐久地域     大雨 雷   

08/15 07:45 松本地域     雷   

08/15 07:45 乗鞍上高地地域     雷   

08/15 07:45 諏訪地域     雷   

08/15 07:45 南部     雷   

08/15 15:13 長野地域     雷   

08/15 15:13 中野飯山地域     大雨 雷 洪水   

08/15 15:13 大北地域     雷   

08/15 15:13 上田地域     大雨 雷   

08/15 15:13 佐久地域     大雨 雷   

08/15 15:13 松本地域     雷   

08/15 15:13 乗鞍上高地地域     雷   

08/15 15:13 諏訪地域     雷   

08/15 15:13 南部     雷   

08/15 15:38 長野地域     雷   

08/15 15:38 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

08/15 15:38 大北地域     雷   

08/15 15:38 上田地域     大雨 雷   

08/15 15:38 佐久地域     大雨 雷   

08/15 15:38 松本地域     雷   

08/15 15:38 乗鞍上高地地域     雷   

08/15 15:38 諏訪地域     雷   

08/15 15:38 南部     雷   

08/15 19:03 長野地域     雷   

08/15 19:03 中野飯山地域   大雨 雷   

08/15 19:03 大北地域     雷   

08/15 19:03 上田地域     大雨 雷   

08/15 19:03 佐久地域     大雨 雷   

08/15 19:03 松本地域     雷   

08/15 19:03 乗鞍上高地地域     雷   

08/15 19:03 諏訪地域     雷   

08/15 19:03 南部     雷   

08/15 23:05 北部     大雨 濃霧   

08/15 23:05 上田地域     大雨 濃霧   

08/15 23:05 佐久地域     大雨 濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/15 23:05 松本地域     濃霧   

08/15 23:05 乗鞍上高地地域     濃霧   

08/15 23:05 諏訪地域     濃霧   

08/15 23:05 南部     濃霧   

08/16 03:10 長野地域     濃霧   

08/16 03:10 中野飯山地域     大雨 濃霧   

08/16 03:10 大北地域     大雨 濃霧   

08/16 03:10 上田地域     濃霧   

08/16 03:10 佐久地域     濃霧   

08/16 03:10 松本地域     濃霧   

08/16 03:10 乗鞍上高地地域     大雨 濃霧   

08/16 03:10 諏訪地域     濃霧   

08/16 03:10 南部     濃霧   

08/16 07:11 長野地域     雷   

08/16 07:11 中野飯山地域     大雨 雷   

08/16 07:11 大北地域     大雨 雷   

08/16 07:11 上田地域     大雨 雷   

08/16 07:11 佐久地域     大雨 雷   

08/16 07:11 松本地域     雷   

08/16 07:11 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/16 07:11 諏訪地域     雷   

08/16 07:11 南部     雷   

08/16 09:50 北部     大雨 雷   

08/16 09:50 上田地域     大雨 雷   

08/16 09:50 佐久地域     大雨 雷   

08/16 09:50 松本地域     雷   

08/16 09:50 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/16 09:50 諏訪地域     大雨 雷   

08/16 09:50 上伊那地域     雷   

08/16 09:50 木曽地域     大雨 雷   

08/16 09:50 下伊那地域     大雨 雷   

08/16 11:05 長野地域     大雨 雷   

08/16 11:05 中野飯山地域   大雨 雷   

08/16 11:05 大北地域     大雨 雷   

08/16 11:05 上田地域     大雨 雷   

08/16 11:05 佐久地域     大雨 雷   

08/16 11:05 松本地域     雷   

08/16 11:05 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/16 11:05 諏訪地域     大雨 雷   

08/16 11:05 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/16 11:05 木曽地域     大雨 雷 洪水   

08/16 11:05 下伊那地域     大雨 雷   

08/16 12:03 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 大北地域   大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 上田地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 佐久地域     大雨 雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/16 12:03 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/16 12:03 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 木曽地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:03 下伊那地域     大雨 雷   

08/16 12:42 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:42 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

08/16 12:42 大北地域   大雨 雷 洪水   

08/16 12:42 上田地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:42 佐久地域     大雨 雷   

08/16 12:42 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:42 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

08/16 12:42 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

08/16 12:42 南部     大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 長野地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 中野飯山地域   大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 大北地域   大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 上田地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 佐久地域     大雨 雷   

08/16 14:08 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:08 南部     大雨 雷 洪水   

08/16 14:21 北部   大雨 雷 洪水   

08/16 14:21 上田地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:21 佐久地域     大雨 雷   

08/16 14:21 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:21 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:21 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:21 南部     大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 北部   大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 佐久地域   大雨 雷   

08/16 14:41 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 諏訪地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 上伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 木曽地域   大雨 雷 洪水   

08/16 14:41 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 北部   大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/16 15:52 上伊那地域     大雨 雷 洪水   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/16 15:52 木曽地域   大雨 洪水 雷   

08/16 15:52 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 北部   大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 上伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/16 16:17 木曽地域   大雨 洪水 雷   

08/16 16:17 下伊那地域     大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 北部   大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:05 上伊那地域   大雨 洪水 雷   

08/16 17:05 木曽地域   大雨 洪水 雷   

08/16 17:05 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 北部   大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 上田地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 佐久地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 松本地域     大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

08/16 17:46 上伊那地域   大雨 洪水 雷   

08/16 17:46 木曽地域   大雨 洪水 雷   

08/16 17:46 下伊那地域   大雨 雷 洪水   

08/16 19:23 北部   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 19:23 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 19:23 佐久地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 19:23 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 19:23 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 19:23 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 19:23 上伊那地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

08/16 19:23 木曽地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

08/16 19:23 下伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 長野地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 中野飯山地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 大北地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 上田地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 佐久地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 松本地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 乗鞍上高地地域     大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 諏訪地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 21:39 上伊那地域   大雨 洪水 雷 濃霧   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/16 21:39 木曽地域   大雨 洪水 雷 濃霧   

08/16 21:39 下伊那地域   大雨 雷 洪水 濃霧   

08/16 23:15 長野地域     大雨 濃霧   

08/16 23:15 中野飯山地域   大雨 洪水 濃霧   

08/16 23:15 大北地域   大雨 洪水 濃霧   

08/16 23:15 上田地域     大雨 濃霧   

08/16 23:15 佐久地域   大雨 濃霧   

08/16 23:15 松本地域     濃霧   

08/16 23:15 乗鞍上高地地域     大雨 濃霧   

08/16 23:15 諏訪地域   大雨 濃霧   

08/16 23:15 上伊那地域   大雨 洪水 濃霧   

08/16 23:15 木曽地域   大雨 洪水 濃霧   

08/16 23:15 下伊那地域     大雨 濃霧   

 

 

表 21-3  被害状況（8 月 14 日～16 日） 

市町村名 

住  家 

被  害 
非

住

家 

被 害 額 (千円) 

床下浸水 
農作物等 農地等 林業関係 

公共土木 

施  設 
総 額 

棟 世帯 人 棟 

上田市 2 7 13             

東御市                   

長和町                   

青木村 1 1 5   1,299       1,299 

上小地域計 3 8 18 0 1,299 0 0 0 1,299 

伊那市                   

駒ヶ根市                   

辰野町                   

箕輪町                   

飯島町                   

南箕輪村                   

中川村                   

宮田村             35,000   35,000 

上伊那地域計 0 0 0 0 0 0 35,000 0 35,000 

木曽町                   

上松町                   

南木曽町               3,000 3,000 

木祖村                   

王滝村                   

大桑村           8,000 44,761   52,761 

木曽地域計 0 0 0 0 0 8,000 44,761 3,000 55,761 

計 3 8 18 0 1,299 8,000 79,761 3,000 92,060 

 

3 地域 
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災害番号 ２２ 
 

１．災害の種類（または名称）   台風 20 号 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年８月 23 日～８月 24 日 

３．災害発生地域（または場所）  阿南町 

４．気象概況 

強い台風 20 号が、23 日 21 時ころに徳島県南部に上陸して北上し、24 日夜に、函館の

西で温帯低気圧になった。県内は南西部を中心に 100mm～200mm の大雨となり、阿南町で

は農地等に被害が発生したが、北部では雨量は少なかった。また、県内は台風進路の東側

に入ったが、特記するほどの強風は無かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22-1 地上天気図（8 月 23 日～24 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22-2 台風経路図（平成 30 年台風 20 号） (気象庁 HP から引用) 
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表 22-1 各地の雨量（8 月 23 日～25 日） 

地点 

要素 
阿南 長野 松本 飯田 

1 時間降水量の最大(mm) 16.5 0.5 4.0 8.0 

降水量の合計(mm) 110.5 1.0 8.5 50.5 

 

 

図 22-3  県内雨量分布図 （8 月 23 日～25 日） 

（100mm 以上の地点を黄色で示した） 
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図 22-4 期間中の雨量・風速の変化（8 月 23 日～25 日） 

 

 

表 22-2 期間中の日最大瞬間風速(8 月 23 日～25 日)（単位：m/s) 

地点 

日付 
浪合 長野 松本 飯田 野辺山 

最大瞬間風速 11.0 14.0 18.7 13.9 20.7 

注)野辺山は、県内で最も風の強かった観測所 

 

 

表 22-3 注意報発表状況（8 月 23 日～24 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/23 08:08 中部     雷   

08/23 08:08 南部     雷   

08/23 14:38 長野県     雷   

08/23 15:28 長野地域     雷 強風   

08/23 15:28 中野飯山地域     大雨 雷 強風   

08/23 15:28 大北地域     雷 強風   

08/23 15:28 上田地域     雷 強風   

08/23 15:28 佐久地域   大雨 雷 強風 洪水   

08/23 15:28 松本地域     雷 強風   

08/23 15:28 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/23 15:28 諏訪地域     雷 強風   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/23 15:28 南部     雷 強風   

08/23 16:42 長野地域     雷 強風   

08/23 16:42 中野飯山地域     大雨 雷 強風   

08/23 16:42 大北地域     雷 強風   

08/23 16:42 上田地域     雷 強風   

08/23 16:42 佐久地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/23 16:42 松本地域     雷 強風   

08/23 16:42 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/23 16:42 諏訪地域     雷 強風   

08/23 16:42 上伊那地域     雷 強風   

08/23 16:42 木曽地域     雷 強風   

08/23 16:42 下伊那地域     大雨 雷 強風   

08/23 19:43 長野地域     雷 強風   

08/23 19:43 中野飯山地域     大雨 雷 強風   

08/23 19:43 大北地域     雷 強風   

08/23 19:43 中部     雷 強風   

08/23 19:43 上伊那地域     大雨 雷 強風   

08/23 19:43 木曽地域     雷 強風   

08/23 19:43 下伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/23 23:43 長野地域     雷 強風   

08/23 23:43 中野飯山地域   大雨 雷 強風   

08/23 23:43 大北地域     雷 強風   

08/23 23:43 上田地域     雷 強風   

08/23 23:43 佐久地域     大雨 雷 強風   

08/23 23:43 松本地域     雷 強風   

08/23 23:43 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/23 23:43 諏訪地域     大雨 雷 強風   

08/23 23:43 上伊那地域     大雨 雷 強風   

08/23 23:43 木曽地域     雷 強風   

08/23 23:43 下伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/24 05:26 長野地域     雷 強風   

08/24 05:26 中野飯山地域   大雨 雷 強風   

08/24 05:26 大北地域     雷 強風   

08/24 05:26 上田地域     雷 強風   

08/24 05:26 佐久地域     大雨 雷 強風 濃霧   

08/24 05:26 松本地域     雷 強風   

08/24 05:26 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/24 05:26 諏訪地域     大雨 雷 強風   

08/24 05:26 上伊那地域     大雨 雷 強風   

08/24 05:26 木曽地域     大雨 雷 強風   

08/24 05:26 下伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/24 10:49 長野地域     雷 強風   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

08/24 10:49 中野飯山地域     大雨 雷 強風   

08/24 10:49 大北地域     雷 強風   

08/24 10:49 上田地域     雷 強風   

08/24 10:49 佐久地域     大雨 雷 強風   

08/24 10:49 松本地域     雷 強風   

08/24 10:49 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/24 10:49 諏訪地域     雷 強風   

08/24 10:49 上伊那地域     大雨 雷 強風   

08/24 10:49 木曽地域     大雨 雷 強風   

08/24 10:49 下伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/24 12:03 長野地域     雷 強風   

08/24 12:03 中野飯山地域     大雨 雷 強風   

08/24 12:03 大北地域     雷 強風   

08/24 12:03 上田地域     雷 強風   

08/24 12:03 佐久地域     大雨 雷 強風   

08/24 12:03 松本地域     雷 強風   

08/24 12:03 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/24 12:03 諏訪地域     雷 強風   

08/24 12:03 上伊那地域     大雨 雷 強風   

08/24 12:03 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/24 12:03 下伊那地域   大雨 雷 強風 洪水   

08/24 14:38 長野地域     雷 強風   

08/24 14:38 中野飯山地域     大雨 雷 強風   

08/24 14:38 大北地域     雷 強風   

08/24 14:38 上田地域     雷 強風   

08/24 14:38 佐久地域     大雨 雷 強風   

08/24 14:38 松本地域     雷 強風   

08/24 14:38 乗鞍上高地地域     雷 強風   

08/24 14:38 諏訪地域     雷 強風   

08/24 14:38 上伊那地域     大雨 雷 強風   

08/24 14:38 木曽地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/24 14:38 下伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

08/24 16:07 中野飯山地域     大雨   

08/24 16:07 上伊那地域     大雨 雷   

08/24 16:07 木曽地域     大雨 雷 洪水   

08/24 16:07 下伊那地域     大雨 雷   

08/24 23:15 上伊那地域     雷   

08/24 23:15 木曽地域     大雨 雷   

08/24 23:15 下伊那地域     大雨 雷   
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表 22-4  被害状況（8 月 23 日～24 日） 

市町村名 
被 害 額 (千円) 

農 地 等 総  額 

飯田市     

松川町     

高森町     

阿南町 1,000 1,000 

阿智村     

平谷村     

根羽村     

下條村     

売木村     

天龍村     

泰阜村     

喬木村     

豊丘村     

大鹿村     

飯伊地域計 1,000 1,000 

計 1,000 1,000 

 

1 地域 
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災害番号 ２３ 
 

１．災害の種類（または名称）   台風２１号 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年９月４日～９月６日 

３．災害発生地域（または場所）  川上村以下 10 地域 55 市町村 

４．気象概況 

台風 21 号は、非常に強い勢力を保ったまま、4 日正午頃に徳島県南部に上陸した後、若

狭湾に抜けてさらに日本海北部へ北上した。この影響で県内は南部を中心に 100mm を越す

大雨になった。また県内から見て台風が西側近くを通ったため全般に南寄りの強風が吹き、

人的障害をはじめ、住家、農作物、農地、林業、公共土木施設など総額 34 億円を越す大

きな被害が発生した。 

なお、このときの強風で、県内観測所では白馬、穂高、松本今井、奈川、原村、飯島で

日最大風速が、９月としては統計開始以来の第 1 位の記録となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23-1 地上天気図（9 月 4 日～6 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23-2 台風経路図（平成 30 年台風 21 号） (気象庁 HP から引用) 
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図 23-2 台風経路図（平成 30 年台風 21 号） (気象庁 HP から引用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 23-1 各地の雨量（9 月 4 日～6 日）  (単位 mm) 

地点 

要素 
長野 松本 諏訪 飯田 軽井沢 

1 時間降水量の最大 5.0 16.5 22.5 25.5 14.5 

降水量の合計 14.0 51.0 75.5 105.0 41.5 

 

 

 

 

 

図 23-3  県内雨量分布図 （9 月 4 日～6 日） 

（100mm 以上の地点を黄色で示した） 
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図 23-4 期間中の毎時雨量の変化（9 月 4 日～5 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23-5 期間中の毎時風速の変化（9 月 4 日～6 日） 

 

 

 

 

6 日は降雨無し 

 



 149 

表 23-2 期間中の日最大瞬間風速  （単位：m/s) 

地点 

日付 
長野 松本 諏訪 飯田 軽井沢 

9 月 4 日 14.5 31.1 20.9 22.3 11.8 

9 月 5 日 10.4 14.8 12.1 11.3 11.8 

9 月 6 日 7.7 13.6 9.5 9.6 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23-6  県内最大瞬間風速分布図 

（9 月 4 日～6 日） 

（100mm 以上の地点を黄色で示した） 
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表 23-3 注意報発表状況（9 月 4 日～6 日） 

発表日時 地域 
種類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

09/04 04:52 長野県     雷 強風   

09/04 10:19 長野地域   暴風 雷   

09/04 10:19 中野飯山地域   暴風 大雨 雷   

09/04 10:19 大北地域   暴風 大雨 雷   

09/04 10:19 上田地域   暴風 雷   

09/04 10:19 佐久地域   暴風 大雨 雷 濃霧   

09/04 10:19 松本地域   暴風 大雨 雷   

09/04 10:19 乗鞍上高地地域   暴風 大雨 雷   

09/04 10:19 諏訪地域   暴風 大雨 雷   

09/04 10:19 上伊那地域   暴風 大雨 雷   

09/04 10:19 木曽地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 10:19 下伊那地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 12:42 長野地域   暴風 雷   

09/04 12:42 中野飯山地域   暴風 大雨 雷   

09/04 12:42 大北地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 12:42 上田地域   暴風 大雨 雷   

09/04 12:42 佐久地域   暴風 大雨 雷 洪水 濃霧   

09/04 12:42 松本地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 12:42 乗鞍上高地地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 12:42 諏訪地域   暴風 大雨 雷   

09/04 12:42 上伊那地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 12:42 木曽地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 12:42 下伊那地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 14:14 長野地域   暴風 雷   

09/04 14:14 中野飯山地域   暴風 大雨 雷   

09/04 14:14 大北地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 14:14 上田地域   暴風 大雨 雷   

09/04 14:14 佐久地域   大雨 暴風 雷 洪水 濃霧   

09/04 14:14 松本地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 14:14 乗鞍上高地地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 14:14 諏訪地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 14:14 南部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 15:43 長野地域   暴風 大雨 雷   

09/04 15:43 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 15:43 大北地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 15:43 中部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 15:43 南部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 16:45 長野地域   暴風 大雨 雷   

09/04 16:45 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 16:45 大北地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 16:45 中部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 16:45 上伊那地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 16:45 木曽地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 16:45 下伊那地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 17:30 長野地域   暴風 大雨 雷   

09/04 17:30 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 17:30 大北地域   大雨 暴風 雷 洪水   
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発表日時 地域 
種類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

09/04 17:30 中部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 17:30 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 18:11 長野地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 18:11 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 18:11 大北地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 18:11 中部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 18:11 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 18:39 長野地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 18:39 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 18:39 大北地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 18:39 中部   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 18:39 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:13 長野地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 19:13 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 19:13 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:13 上田地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 19:13 佐久地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 19:13 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:13 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:13 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:13 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:43 長野地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 19:43 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 19:43 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:43 上田地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 19:43 佐久地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 19:43 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:43 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:43 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 19:43 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 20:17 長野地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 20:17 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 20:17 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 20:17 上田地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 20:17 佐久地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 20:17 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 20:17 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 20:17 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 20:17 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 21:11 長野地域   暴風 大雨 雷 洪水   

09/04 21:11 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 21:11 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 21:11 上田地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 21:11 佐久地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/04 21:11 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 21:11 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 21:11 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 21:11 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/04 22:10 長野地域     大雨 雷 強風 洪水   

09/04 22:10 中野飯山地域   大雨 雷 強風 洪水   
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発表日時 地域 
種類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

09/04 22:10 大北地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 22:10 上田地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/04 22:10 佐久地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/04 22:10 松本地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 22:10 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 22:10 諏訪地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 22:10 南部   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 23:23 長野地域     大雨 雷 強風 洪水   

09/04 23:23 中野飯山地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/04 23:23 大北地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 23:23 上田地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/04 23:23 佐久地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/04 23:23 松本地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 23:23 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 23:23 諏訪地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/04 23:23 南部   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 01:06 長野地域     大雨 雷 強風 洪水   

09/05 01:06 中野飯山地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/05 01:06 大北地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 01:06 上田地域   大雨 雷 強風 洪水   

09/05 01:06 佐久地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 01:06 松本地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 01:06 乗鞍上高地地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 01:06 諏訪地域   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 01:06 南部   大雨 洪水 雷 強風   

09/05 04:20 長野地域     大雨 雷   

09/05 04:20 中野飯山地域   大雨 雷   

09/05 04:20 大北地域   大雨 雷 洪水   

09/05 04:20 上田地域   大雨 雷 洪水   

09/05 04:20 佐久地域   大雨 雷 洪水   

09/05 04:20 松本地域     大雨 雷 洪水   

09/05 04:20 乗鞍上高地地域     大雨 雷   

09/05 04:20 諏訪地域   大雨 雷 洪水   

09/05 04:20 南部   大雨 雷 洪水   

09/05 10:05 長野地域     大雨   

09/05 10:05 中野飯山地域     大雨   

09/05 10:05 大北地域     大雨 洪水   

09/05 10:05 上田地域     大雨   

09/05 10:05 佐久地域     大雨 洪水   

09/05 10:05 松本地域     大雨 洪水   

09/05 10:05 乗鞍上高地地域     大雨   

09/05 10:05 諏訪地域     大雨 洪水   

09/05 10:05 南部     大雨 洪水   

09/05 13:31 北部     大雨   

09/05 13:31 中部     大雨   

09/05 13:31 上伊那地域     大雨 洪水   

09/05 13:31 木曽地域     大雨   

09/05 13:31 下伊那地域     大雨   

09/05 16:34 北部     大雨   

09/05 16:34 中部     大雨   
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発表日時 地域 
種類 

解除 
特別警報 警 報 注意報 

09/05 16:34 上伊那地域     大雨 洪水   

09/05 16:34 木曽地域     大雨   

09/05 16:34 下伊那地域     大雨   

09/05 23:15 大北地域     大雨   

09/05 23:15 佐久地域     大雨   

09/06 04:43 長野県       解除 
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表 23-4  被害状況（９月４日～６日） 

市町村名 

人的被害（人） 住   家   被   害 非
住
家 

被 害 額 (千円) 

死者 

行
方
不
明 

重
傷 

軽傷 

半  壊 一部破損 床下浸水 

農作物等 農地等 林業関係 
公共土木 
施  設 

そ の 他 総  額 
棟 世帯 人 棟 

世
帯 

人 棟 
世
帯 

人 棟 

小諸市                                         

佐久市                                         

佐久穂町                                         

小海町                                         

川上村                             272         272 

南牧村                               4,500   6,000   10,500 

南相木村                                   4,000   4,000 

北相木村                                         

軽井沢町                                         

御代田町                                         

立科町                                         

佐久地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 4,500 0 10,000 0 14,772 

上田市              3 3 5         2,165         2,165 

東御市                                         

長和町                                         

青木村                                         

上小地域計 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 2,165 0 0 0 0 2,165 

岡谷市                                    494 494 

諏訪市                                         

茅野市                             87       2,070  2,157 

下諏訪町                                         

富士見町                             216         216 

原村                             2,333         2,333 

諏訪地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,636 0 0 0 2,564 5,200 

伊那市                            85,423 2,000 8,414 20,000   115,837 

駒ヶ根市                             967       7,020  7,987 

辰野町                             3,795       2,178 5,973 

箕輪町                             26,602   1,500     28,102 

飯島町                             4,362         4,362 
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市町村名 

人的被害（人） 住   家   被   害 非
住
家 

被 害 額 (千円) 

死者 

行
方
不
明 

重
傷 

軽傷 

半  壊 一部破損 床下浸水 

農作物等 農地等 林業関係 
公共土木 
施  設 

そ の 他 総  額 
棟 世帯 人 棟 

世
帯 

人 棟 
世
帯 

人 棟 

南箕輪村                             9,462         9,462 

中川村                             919 4,000       4,919 

宮田村                                         

上伊那地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,530 6,000 9,914 20,000 9,198 176,642 

飯田市              2 2 7         2,829 14,000 113,900 256,500   387,229 

松川町                             10,863         10,863 

高森町                             5,857   200     6,057 

阿南町               1 1 1           33,000 10,800 193,900   237,700 

阿智村                                 2,123     2,123 

平谷村                             354         354 

根羽村                             246 16,000 7,205 5,000   28,451 

下條村                             5,522 130,000 3,000 52,500   191,022 

売木村                     3 3 9     25,000 300 20,000   45,300 

天龍村                               500 10,234 14,000   24,734 

泰阜村                               39,000 600 50,500   90,100 

喬木村                             738 26,500 36,918 135,000   199,156 

豊丘村                             1,049 9,000   37,900   47,949 

大鹿村                             1,003 16,500 37,707 1,075,000   1,130,210 

飯伊地域計 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 3 3 9 0 28,461 309,500 222,987 1,840,300 0 2,401,248 

木曽町                            7,983 1,000 131,500     140,483 

上松町                               15,000 6,500     21,500 

南木曽町                               1,000       1,000 

木祖村                                         

王滝村       1 1 1 3                   7,396     7,396 

大桑村                                 2,500   2,800 5,300 

木曽地域計 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7,983 17,000 147,896 0 2,800 175,679 

松本市      2       18 18 43         39,567       1,091  40,658 

塩尻市                           1 99,274       37,500 136,774 

安曇野市                             6,527       55  6,582 

筑北村                                 20,000     20,000 

麻績村                                         
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市町村名 

人的被害（人） 住   家   被   害 非
住
家 

被 害 額 (千円) 

死者 

行
方
不
明 

重
傷 

軽傷 

半  壊 一部破損 床下浸水 

農作物等 農地等 林業関係 
公共土木 
施  設 

そ の 他 総  額 
棟 世帯 人 棟 

世
帯 

人 棟 
世
帯 

人 棟 

生坂村                                         

山形村                             1,012         1,012 

朝日村                                         

松本地域計 0 0 0 2 0 0 0 18 18 43 0 0 0 1 146,380 0 20,000 0 38,646 205,026 

大町市                            1,152         1,152 

池田町                             287         287 

松川村                             1,664         1,664 

白馬村                                 300     300 

小谷村                                 300     300 

大北地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,103 0 600 0 0 3,703 

長野市        1 1 7               24,056       99 24,155 

須坂市               7 7 7         131,480         131,480 

千曲市                                         

坂城町       1                     11,754       569 12,323 

小布施町                             106,032         106,032 

高山村               2 2 2         20,875         20,875 

信濃町                                         

飯綱町                                         

小川村                                         

長野地域計 0 0 0 1 1 1 7 9 9 9 0 0 0 0 294,197 0 0 0 668 294,865 

中野市      1                   6 120,539         120,539 

飯山市               3 3 12         9,772         9,772 

山ノ内町               2 4 8         94,080       756   

木島平村                             10,044       799 10,843 

野沢温泉村                             1,716           

栄村                             1,212       13,200   

北信地域計 0 0 0 1 0 0 0 5 7 20 0 0 0 6 237,363 0 0 0 14,755 141,154 

計 0 0 0 5 2 2 10 38 40 85 3 3 9 7 854,090 337,000 401,397 1,870,300 68,631 3,420,454 

 

10地域 
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災害番号 ２４ 
 

１．災害の種類（または名称）   台風２４号 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年９月 30 日～10 月１日 

３．災害発生地域（または場所）  佐久穂町以下９地域 34 市町村 

４．気象概況 

大型で強い台風 24 号が、30 日午後８時頃に和歌山県田辺市付近に上陸し、県内を斜め

に横断する形で北東に進んで、10 月１日の朝に北海道の南東海上へ抜けた。また台風の進

行方向には前線があって、活動は活発になった。これらの影響で、県内は南部を中心に広

い範囲で大雨となり、中部から南部にかけて 100mm～200mm の大雨となった。風は、台風

が県内を横断した際に、進路の右側になった地域でやや強まった。これらの影響で県内も

広い範囲で住家及び、農作物、農地、林業、公共土木施設に総額 30 億円を越す大きな被

害が発生した。なお、この大雨期間中に、県内観測所では鹿教湯、伊那、杉島、飯島で、

日最大 1 時間雨量が、10 月としては統計開始以来の第 1 位の記録となった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 24-1 地上天気図（9 月 29 日～10 月 1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24-2 台風経路図（平成 30 年台風 24 号） (気象庁 HP から引用) 
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表 24-1 各地の雨量（9 月 29 日～10 月 1 日） 単位 mm 

地点 

要素 
長野 松本 諏訪 飯田 軽井沢 

1 時間降水量の最大 8.5 13.5 12.5 16.0 12.0 

降水量の合計 
 

49.5 88.5 102.0 108.0 66.5 

 

図 24-3  県内雨量分布図 （9月 29日～10月 1日） 

（100mm 以上の地点を黄色で示した） 
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図 24-4 期間中の毎時雨量の変化（9 月 29 日～10 月 1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24-5 期間中の毎時風速の変化（9 月 29 日～10 月 1 日） 

 

表 24-2 期間中の日最大瞬間風速（単位：m/s) 

地点 

日付 
長野 松本 諏訪 飯田 軽井沢 

9 月 29 日 9.9 3.6 12.7 6.9 7.3 

9 月 30 日 14.1 14.6 20.7 15 14.2 

10 月 1 日 11.1 15.6 18.7 20.9 13.9 
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表 24-3 注意報発表状況（9 月 30 日～10 月 1 日） 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

09/30 03:21 長野地域     大雨 雷 強風 濃霧   

09/30 03:21 中野飯山地域     雷 強風 濃霧   

09/30 03:21 大北地域     大雨 雷 強風 濃霧   

09/30 03:21 中部     大雨 雷 強風 濃霧   

09/30 03:21 上伊那地域     大雨 雷 強風 洪水 

濃霧 
  

09/30 03:21 木曽地域     雷 強風 濃霧   

09/30 03:21 下伊那地域     雷 強風 濃霧   

09/30 10:29 北部     大雨 雷 強風   

09/30 10:29 中部     大雨 雷 強風   

09/30 10:29 上伊那地域     大雨 雷 強風 洪水   

09/30 10:29 木曽地域     大雨 雷 強風   

図 24-6  県内最大瞬間風速分布図 

（9 月 29 日～10 月 1 日） 

（20m/s 以上の地点を黄色で示した） 

 

（100mm 以上の地点を黄色で示した） 
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

09/30 10:29 下伊那地域     大雨 雷 強風   

09/30 15:55 長野県   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 19:58 長野地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 19:58 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 19:58 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 19:58 上田地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 19:58 佐久地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 19:58 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 19:58 乗鞍上高地地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 19:58 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 19:58 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:07 長野地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:07 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 22:07 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:07 上田地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 22:07 佐久地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:07 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:07 乗鞍上高地地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 22:07 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:07 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 長野地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 22:54 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 上田地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 佐久地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 乗鞍上高地地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 22:54 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 22:54 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 長野地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 23:34 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 上田地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 佐久地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 乗鞍上高地地域   大雨 暴風 雷 洪水   

09/30 23:34 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

09/30 23:34 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:17 長野地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:17 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

10/01 00:17 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:17 上田地域   大雨 洪水 暴風 雷   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

10/01 00:17 佐久地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:17 松本地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:17 乗鞍上高地地域   大雨 暴風 雷 洪水   

10/01 00:17 諏訪地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:17 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:58 長野地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:58 中野飯山地域   大雨 暴風 雷 洪水   

10/01 00:58 大北地域   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:58 中部   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 00:58 南部   大雨 洪水 暴風 雷   

10/01 03:49 長野地域   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 03:49 中野飯山地域   大雨 雷 強風 洪水   

10/01 03:49 大北地域   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 03:49 中部   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 03:49 南部   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 04:58 長野地域   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 04:58 中野飯山地域   大雨 雷 強風 洪水   

10/01 04:58 大北地域   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 04:58 中部   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 04:58 南部   大雨 洪水 雷 強風   

10/01 06:43 北部   大雨 洪水   

10/01 06:43 上田地域   大雨 洪水     

10/01 06:43 佐久地域   大雨 洪水     

10/01 06:43 松本地域   大雨 洪水   

10/01 06:43 乗鞍上高地地域     大雨 洪水   

10/01 06:43 諏訪地域   大雨 洪水 強風   

10/01 06:43 上伊那地域   大雨 洪水     

10/01 06:43 木曽地域   大雨 洪水   

10/01 06:43 下伊那地域   大雨 強風 洪水   

10/01 09:28 長野地域     大雨 洪水   

10/01 09:28 中野飯山地域   大雨 洪水   

10/01 09:28 大北地域   大雨 洪水   

10/01 09:28 上田地域     大雨 洪水   

10/01 09:28 佐久地域     大雨 洪水   

10/01 09:28 松本地域     大雨 洪水   

10/01 09:28 乗鞍上高地地域     大雨   

10/01 09:28 諏訪地域     大雨 強風 洪水   

10/01 09:28 上伊那地域     大雨 洪水   

10/01 09:28 木曽地域     大雨 洪水   

10/01 09:28 下伊那地域     大雨 強風 洪水   

10/01 10:51 長野地域     大雨 洪水   

10/01 10:51 中野飯山地域     大雨 洪水   
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

10/01 10:51 大北地域     大雨   

10/01 10:51 上田地域     大雨   

10/01 10:51 佐久地域     大雨   

10/01 10:51 松本地域     大雨   

10/01 10:51 諏訪地域     大雨 強風 洪水   

10/01 10:51 上伊那地域     大雨 洪水   

10/01 10:51 下伊那地域     大雨 強風   

10/01 16:38 長野地域     洪水   

10/01 16:38 中野飯山地域     大雨 洪水   

10/01 16:38 大北地域     大雨   

10/01 16:38 上田地域     大雨   

10/01 16:38 佐久地域     大雨   

10/01 16:38 諏訪地域     大雨   

10/01 17:44 長野地域     洪水   

10/01 17:44 中野飯山地域     大雨 洪水   

10/01 17:44 大北地域     大雨   

10/01 17:44 上田地域     大雨   

10/01 17:44 佐久地域     大雨   

10/01 17:44 諏訪地域     大雨   

10/01 19:35 中野飯山地域     大雨   

10/01 19:35 大北地域     大雨   

10/01 19:35 上田地域     大雨   

10/01 19:35 佐久地域     大雨   

10/01 19:35 諏訪地域     大雨   

10/01 22:56 中野飯山地域     大雨   

10/01 22:56 大北地域     大雨   

10/01 22:56 上田地域     大雨   

10/01 22:56 佐久地域     大雨   

10/01 22:56 諏訪地域     大雨   
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表 24-4  被害状況（9 月 30 日～10 月 1 日） 

市町村名 

住    家    被    害 被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農地等 林業関係 公共土木施設 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 

小諸市                             

佐久市                             

佐久穂町                       19,288   19,288 

小海町                     130,000 200 64,600 194,800 

川上村                     1,000     1,000 

南牧村                   5,851 54,000   445,600 505,451 

南相木村                             

北相木村                             

軽井沢町                             

御代田町                             

立科町                             

佐久地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,851 185,000 19,488 510,200 720,539 

上田市             1 1 3       150,000 150,000 

東御市                             

長和町                             

青木村                             

上小地域計 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 150,000 150,000 

岡谷市                             

諏訪市                             

茅野市       9 9 20 10 10 21 1,888   16,000 8,000 25,888 

下諏訪町                             

富士見町 1 1 2             2,955 7,000   77,000 86,955 

原村                   14,723 3,000     17,723 

諏訪地域計 1 1 2 9 9 20 10 10 21 19,566 10,000 16,000 85,000 130,566 
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市町村名 

住    家    被    害 被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農地等 林業関係 公共土木施設 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 

伊那市                   3,595 57,000 401,800 70,000 532,395 

駒ヶ根市                     31,000 21,963 15,000 67,963 

辰野町                             

箕輪町                     2,000     2,000 

飯島町                     2,000 15,846   17,846 

南箕輪村                             

中川村                     11,000   23,000 34,000 

宮田村                             

上伊那地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,595 103,000 439,609 108,000 654,204 

飯田市                       71,300 655,000 726,300 

松川町                             

高森町                             

阿南町 1 1 3               5,000 18,960 56,900 80,860 

阿智村                         40,000 40,000 

平谷村                   447       447 

根羽村                     2,000 3,669   5,669 

下條村                     24,000 10,000 10,000 44,000 

売木村                         30,000 30,000 

天龍村                     9,000 90,213 90,000 189,213 

泰阜村                     4,000 300 7,000 11,300 

喬木村                   213       213 

豊丘村                   765       765 

大鹿村                         30,000 30,000 

飯伊地域計 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1,425 44,000 194,442 918,900 1,158,767 

木曽町                             
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市町村名 

住    家    被    害 被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農地等 林業関係 公共土木施設 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 

上松町                     32,000     32,000 

南木曽町                             

木祖村                       50,000   50,000 

王滝村                             

大桑村                         30,000 30,000 

木曽地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000 50,000 30,000 112,000 

松本市 2 2 4             1,752   4,000   5,752 

塩尻市             1 1 4     70,000   70,000 

安曇野市                     20,000     20,000 

筑北村                             

麻績村                             

生坂村                             

山形村                   209       209 

朝日村                             

松本地域計 2 2 4 0 0 0 1 1 4 1,961 20,000 74,000 0 95,961 

大町市                             

池田町                       3,000   3,000 

松川村                             

白馬村                             

小谷村                             

大北地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000 

長野市                   1,385       1,385 

須坂市                             

千曲市                             

坂城町                             
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市町村名 

住    家    被    害 被 害 額 (千円) 

一部破損 床上浸水 床下浸水 
農作物等 農地等 林業関係 公共土木施設 総  額 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 

小布施町                             

高山村                             

信濃町                             

飯綱町                             

小川村                             

長野地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,385 0 0 0 1,385 

中野市                             

飯山市                             

山ノ内町                             

木島平村                             

野沢温泉村                             

栄村                             

北信地域計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 4 4 9 9 9 20 12 12 28 33,783 394,000 796,539 1,802,100 3,026,422 

 

9 地域 
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災害番号 ２５ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月５日 

３．災害発生地域（または場所）  大町市 

４．気象概況 

 この期間中の大町における合計降水量は、1638mm で平年（1440.9mm）を上回った。また

発生２ヶ月前の９月は平年の倍以上の降雨となったが、直近では特段の降雨はなかった。

この状況で大町では、地すべりにより公共土木施設に９千万円の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：11 月 3 日～5 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25-2 大町における月別降水量の変化(mm) 
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５．警報・注意報発表状況 

 

この間の警報・注意報発表状況は、資料 45 ページの▽25～資料 140 ページの△25 の範囲

に示す。 

 

 

表 25-1 被害状況（平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月 5 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木   

施  設 
総  額 

大町市 90,000 90,000 

池田町     

松川村     

白馬村     

小谷村     

大北地域計 90,000 90,000 

計 90,000 90,000 

 

 

 
1 地域 
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災害番号 ２６ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月５日 

３．災害発生地域（または場所）  池田町 

４．気象概況 

 この期間中の穂高における合計降水量は、1228.5mm で平年（1102.5mm）を上回った。ま

た発生２ヶ月前の９月は、平年の倍以上の降雨となったが、直近では特段の降雨はなかっ

た。この状況で池田町では、地すべりにより公共土木施設に７千万円の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：11 月 3 日～5 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26-2 穂高における月別降水量の変化(mm) 
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５．警報・注意報発表状況 

 

この間の警報・注意報発表状況は、巻末資料 45 ページの▽26～資料 140 ページの△26 の

範囲に示す。 

 

 

 

表 26-1 被害状況（平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月 5 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木   

施  設 
総  額 

大町市     

池田町 70,000 70,000 

松川村     

白馬村     

小谷村     

大北地域計 70,000 70,000 

計 70,000 70,000 

 

 
1 地域 
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災害番号 ２７ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月５日 

３．災害発生地域（または場所）  松本市 

４．気象概況 

 この期間中の穂高における合計降水量は、1223.5mm で平年（1068.1mm）を上回った。ま

た発生２ヶ月前の９月は、平年の倍以上の降雨となったが、直近では特段の降雨はなかっ

た。この状況で松本市では、地すべりにより公共土木施設に８千万円の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：11 月 3 日～5 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27-2 松本における月別降水量の変化(mm) 
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５．警報・注意報発表状況 

 

この間の警報・注意報発表状況は、巻末資料 45 ページの▽27～資料 140 ページの△27 の

範囲に示す。 

  

 

表 27-1 被害状況（平成 29 年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月 5 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木

施  設 
総  額 

松本市 80,000 80,000 

塩尻市     

安曇野市     

筑北村     

麻績村     

生坂村     

山形村     

朝日村     

松本地域計 80,000 80,000 

計 80,000 80,000 

 

 
1 地域 
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災害番号 ２８ 
 

１．災害の種類（または名称）   雪害 

２．災害発生月日（または期間）  平成 30 年 12 月 16 日～12 月 31 日 

３．災害発生地域（または場所）  信濃町以下２地域２市町村 

４．気象概況 

この間、半ばまでは冬型の気圧配置となることも少なく、北部の降雪も少なかった

が、12 月 27 日以降は冬型の気圧配置が強まり、山沿いや中野飯山方面で積雪も一気に

増えた。このため期間を通してはほぼ平年並みの降雪量だったが、後期は多くなった。

この大雪で、信濃町と木島平村でそれぞれ人的被害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28-1 地上天気図（12 月 16 日～31 日） 
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図 28-2   各地の降雪量（12 月 16 日～31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28-3   野沢温泉における降雪量と積雪深の変化（12 月 16 日～31 日） 
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表 28-1 注意報・警報発表状況(12 月 16 日～31 日) 

発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

12/16 10:15 長野県       解除 

12/16 12:29 松本地域     強風   

12/16 16:31 上田地域     大雪 着雪   

12/16 16:31 佐久地域     大雪 着雪   

12/16 16:31 松本地域     大雪 着雪   

12/16 16:31 乗鞍上高地地域     着雪   

12/16 16:31 諏訪地域     大雪 着雪   

12/16 16:31 南部     大雪 着雪   

12/17 06:21 佐久地域     大雪 着雪   

12/17 06:21 諏訪地域     大雪 着雪   

12/17 06:21 上伊那地域     大雪 着雪   

12/17 06:21 下伊那地域     大雪 着雪   

12/17 07:37 長野県       解除 

12/17 10:51 北部     雷   

12/17 16:39 長野地域     雷   

12/17 16:39 中野飯山地域     雷   

12/17 16:39 大北地域     大雪 雷 着雪   

12/18 07:28 北部     雷   

12/18 22:05 北部     雷   

12/18 22:05 松本地域     雷   

12/18 22:05 乗鞍上高地地域     雷   

12/18 22:05 木曽地域     雷   

12/19 04:41 北部     雷   

12/19 17:08 北部     雷 着雪   

12/20 04:31 佐久地域     濃霧   

12/20 06:38 佐久地域     濃霧   

12/20 06:38 松本地域     濃霧   

12/20 10:26 長野県       解除 

12/20 22:21 長野県     濃霧   

12/21 10:26 長野県       解除 

12/21 21:55 北部     濃霧   

12/21 21:55 上田地域     濃霧   

12/21 21:55 佐久地域     濃霧   

12/21 21:55 松本地域     濃霧   

12/22 09:29 長野県       解除 

12/22 16:34 長野県     濃霧   

12/23 11:57 中部     濃霧   

12/23 11:57 南部     濃霧   

12/23 17:05 北部     大雪 雷 濃霧 着雪   

12/23 17:05 中部     濃霧   

12/23 17:05 南部     濃霧   

12/24 04:47 北部     大雪 濃霧 着雪   

12/24 04:47 中部     濃霧   

12/24 04:47 南部     濃霧   

12/24 07:58 北部     大雪 着雪   

12/24 10:57 長野県       解除 
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発表日時 地  域 
種  類 

解除 
特別警報 警 報 注 意 報 

12/25 03:40 長野県     濃霧   

12/25 10:28 長野県       解除 

12/25 16:40 長野県     濃霧   

12/26 07:51 長野県       解除 

12/27 00:10 北部     濃霧   

12/27 01:58 北部     濃霧   

12/27 01:58 中部     濃霧   

12/27 07:07 長野県     濃霧   

12/27 10:21 北部     大雪 雷 なだれ 着雪   

12/27 10:21 上田地域     大雪   

12/27 16:38 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   

12/27 16:38 上田地域     大雪   

12/28 01:13 北部   大雪 雷 なだれ 着雪   

12/28 01:13 上田地域     大雪   

12/28 01:13 木曽地域     大雪   

12/28 04:48 北部   大雪 なだれ   

12/28 04:48 上田地域     大雪   

12/28 04:48 木曽地域     大雪   

12/28 10:27 北部   大雪 なだれ   

12/28 10:27 上田地域     大雪   

12/28 16:34 北部   大雪 なだれ   

12/28 16:34 上田地域     大雪   

12/28 17:48 北部   大雪 雷 なだれ   

12/28 17:48 上田地域     大雪   

12/29 04:37 長野地域   大雪 雷 なだれ   

12/29 04:37 中野飯山地域   大雪 雷 なだれ 着雪   

12/29 04:37 大北地域   大雪 雷 なだれ   

12/29 04:37 上田地域     大雪   

12/29 17:06 長野地域     大雪 なだれ   

12/29 17:06 中野飯山地域   大雪 なだれ   

12/29 17:06 大北地域     大雪 なだれ   

12/29 23:06 北部     大雪 なだれ   

12/30 10:40 北部     大雪 なだれ   

12/30 16:41 北部     なだれ   

12/30 16:41 中部     低温   

12/30 16:41 南部     低温   

12/31 07:55 北部     なだれ   

12/31 07:55 南部     乾燥   

12/31 16:36 北部     なだれ   

12/31 16:36 南部     乾燥 低温   

12/31 21:55 中部     低温   

12/31 21:55 南部     乾燥 低温   
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表 28-2   被害状況(12 月 16 日～31 日) 

市町村名 

人的被害（人） 

死

者 

行方 

不明 

重

傷 

軽

傷 

長野市        

須坂市         

千曲市         

坂城町         

小布施町         

高山村         

信濃町       1 

飯綱町         

小川村         

長野地域計 0 0 0 1 

中野市        

飯山市         

山ノ内町         

木島平村     1   

野沢温泉村         

栄村         

北信地域計 0 0 1 0 

計 0 0 1 1 

 

 

 
2 地域 
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災害番号 ２９ 

 

１．災害の種類（または名称）   地すべり 

２．災害発生月日（または期間）  平成 29 年 10 月 29 日～平成 30 年 12 月 25 日 

３．災害発生地域（または場所）  松本市 

４．気象概況 

 この期間中の穂高における合計降水量は、1135mm で平年（1119.1mm）とほぼ同じだった。

また発生２ヶ月前の９月は、平年の倍以上の降雨となったが、直近では特段の降雨はなか

った。この状況で松本市では、地すべりにより公共土木施設に７千万円弱の被害が発生し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29-1 地上天気図（期間の最後 3 日間：12 月 23 日～25 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29-2 松本における月別降水量の変化(mm) 
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５．警報・注意報発表状況 

 

この間の警報・注意報発表状況は、巻末資料 47 ページの▽29～資料 143 ページの△29 の

範囲に示す。 

 

表 29-1 被害状況（平成 29 年 10 月 29 日～平成 30 年 12 月 25 日） 

 

市町村名 

被 害 額 (千円) 

公共土木

施  設 
総  額 

松本市 67,821 67,821 

塩尻市     

安曇野市     

筑北村     

麻績村     

生坂村     

山形村     

朝日村     

松本地域計 67,821 67,821 

計 67,821 67,821 

 

 
1 地域 


