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参考資料 2 調査期間中の天候について 

気象庁 HP のデータより図参考 2-1 に夏季調査期間中の日毎降水量、図参考 2-2 に各月の風

向風速、気温、降水量、図参考 2-3 に台風の経路図、図参考 2-4 に日々の天気図を示す。調

査は H30 年 7 月中旬から実施し、期間中に台風 12、13、15、20、21 号が日本に接近または上

陸した。調査期間中、台風 12 及び 13 号の影響で調査待機となった他は、大きな天候のくず

れはみられなかった。また、図 3.1 に示す H30 年 7 月 1 日～9月 30 日までの福島県浪江町の

降水量をみると、1日の降水量が最も多かったのは 8月 8日の 53.5mm であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参考 2-1 夏季調査期間中の日毎降水量（浪江） 

 

 

図参考 2-2(1) 風向風速、気温、降水量（7月） 
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図参考 2-2(2) 風向風速、気温、降水量（8月） 

 

 

図参考 2-2(3) 風向風速、気温、降水量（9月） 

 

 

図参考 2-2(4) 風向風速、気温、降水量（12 月）
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台風 8号                  台風 12 号 

 

 

台風 13 号                  台風 15 号 

 

  

台風 20 号                  台風 21 号 

 

図参考 2-3 調査期間中に接近した台風経路 
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日々の天気図
No. 198

2018年 7月
・１～８日、「平成30年７月豪雨」。
前線や台風第７号の影響で西日本
中心に記録的大雨。各地で河川氾
濫等発生、死者・行方不明者多数。

・23日、埼玉県熊谷で歴代全国１位
の41.1℃。西～北日本で猛暑続く。

・28～30日、台風第12号が本州・九
州を異例の西進、各地で強風害等。

（気象庁予報部予報課）

1日(日)局地的短時間大雨続く
湿った空気の影響で西～東日本太平
洋側の一部で雨。岐阜県樽見では
75.5mm/1h。台風は沖縄本島の南を
北上。沖縄県慶良間で最大瞬間風速
37.0m/s。北海道は前線の影響で雨。

2日(月)青森県で震度4
台風第7号の影響で沖縄・奄美と九州
の一部は大荒れ。沖縄県粟国の日最
大風速25.5m/sは7月1位。暖かく湿っ
た空気が流入した西日本太平洋側や
前線に近い北海道でも雨。

3日(火)台風第7号東シナ海北上
九州中心に大荒れ。長崎県頭ヶ島最
大瞬間風速42.2m/sは史上1位。沖
縄・奄美は雨が続き、沖縄県北原
90mm/1hは7月の記録更新。前線の影
響が続く北海道は一部で激しい雨。

4日(水)広範囲で強い雨
台風第7号は15時温帯低気圧に。マリ
アナ諸島では台風第8号発生。前線や
湿った風の影響により西日本～北日
本の広い範囲で雨となり、沖縄県仲
筋では129mm/1hの猛烈な雨。

5日(木)九州北部豪雨から1年
北海道付近の低気圧や北日本から九
州にのびる前線、及び暖かく湿った
空気の影響で全国的に雨。沖縄県城
辺で史上1位111mm/1hの猛烈な雨。
日降水量は高知県魚梁瀬で469mm。

6日(金)西日本に大雨特別警報
長崎･佐賀･福岡･広島･岡山･鳥取･兵
庫･京都の8府県に発表。本州付近に
停滞する前線の活動が活発。日降水
量、高知県本山510.5mmは観測史上1
位の値、佐賀県北山でも422.5mm。

7日(土)西日本など記録的大雨
岐阜県にも大雨特別警報。岐阜県御
母衣の日降水量330.5mmは史上1位。
一方、オホーツク海高気圧からの冷
たい空気の流入が続く北日本は、最
高気温4月下旬～5月並の所も。

8日(日)四国にも大雨特別警報
梅雨前線の活動が活発で西日本～東
海や北陸～東北は引き続き雨や曇り。
愛媛県や高知県に特別警報発表。高
知県宿毛と岐阜県金山で108mm/1hの
観測史上1位となる猛烈な雨。

9日(月)広い範囲で梅雨明け
太平洋高気圧が日本付近に張り出し、
梅雨前線が北日本付近まで北上。九
州北部・中国・近畿・東海・北陸で
梅雨明け発表。北海道は前線の影響
で曇りや雨、本州の内陸は熱雷も。

10日(火)四国で梅雨明け発表
台風第8号の影響で先島諸島は大荒れ。
北日本は前線の影響で曇りや雨。そ
の他の地域は晴れたが、東日本では
午後に雨や雷雨の所も。大分県日田
で36.6℃など所々で猛暑日。

11日(水)九州南部梅雨明け発表
前線上の低気圧が北海道付近を東進。
北海道を中心に東北でも雨。北海道
斜里の日降水量57mmは7月1位の値。
西～東日本は晴れて午後には大気不
安定、岡山県下呰部50.5mm/1h。

12日(木)関東で非常に激しい雨
日本付近は高気圧に覆われたが、上
空寒気の通過や日中の気温上昇によ
り、九州～東北南部で大気の状態が
不安定。埼玉県鳩山55.5mm/1hなど
局地的に非常に激しい雨。

13日(金)西～東日本は猛暑
北日本は気圧の谷の影響で曇りや雨。
沖縄･奄美～東日本は高気圧に覆われ
晴れ。全国35の都府県で高温注意情
報を発表。福岡県久留米で最高気温
36.4℃をはじめ48地点で猛暑日。

14日(土)各地で猛暑続く
沖縄は上空の寒気の影響で所々で雨。
西～東日本から東北南部にかけては
高気圧に覆われ晴れ。東北南部の梅
雨明けを発表。岐阜県多治見の
38.7℃をはじめ161地点で猛暑日に。

15日(日)西～東日本は連日猛暑
北海道は低気圧の接近で雨。その他
は高気圧に覆われ概ね晴れ。京都府
福知山や岐阜県揖斐川で38.8℃など、
全国200地点で猛暑日となり、12地点
で最高気温の史上1位を更新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参考 2-4(1) 日々の天気(H30 年 7 月 出典：気象庁)

      調査実施
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図参考 2-4(2) 日々の天気(H30 年 7 月 出典：気象庁)

      調査実施日 

16日(月)岐阜県揖斐川39.3℃
西～東日本は高気圧に覆われて晴れ。
全国186地点で猛暑日。栃木県奥日光
30.4℃は1944年の統計開始以来1位の
高温。北日本は気圧の谷の影響で曇
りや雨。北海道で震度4の地震。

17日(火)茨城県で震度4
太平洋高気圧が西日本に張り出し、
全国的に晴れの天気。岐阜県揖斐川
で38.9℃、京都で38.1℃など気温上昇、
全国149地点で猛暑日を記録。南シナ
海で台風第9号が発生。

18日(水)岐阜県で40℃超え
西～東日本は高気圧に広く覆われ晴
れて気温が上がり、岐阜県多治見で
40.7℃、美濃で40.6℃の最高気温を記
録。東北北部や北海道太平洋側は曇
りや雨で気温上がらず。

19日(木)京都で1位タイの高温
沖縄･奄美は暖かく湿った空気により
雨。北海道太平洋側も湿った空気で
曇。その他は太平洋高気圧に覆われ
概ね晴れ。最高気温は京都の39.8℃
など12地点で史上1位かタイ。

20日(金)東北北部梅雨明け発表
台風第10号や湿った空気の影響で、
沖縄や西日本太平洋側は曇りや雨。
その他は高気圧に覆われ概ね晴れ。
兵庫県豊岡で38.9℃など全国201地点
で猛暑日。北海道は所々で真夏日。

21日(土)台風が沖縄本島を通過
台風第10号は東シナ海へ。奄美中心
に大雨で鹿児島県天城の73.5mm/1h、
日降水量238.5mmは共に7月1位。九
州や四国も一部雨。京都府舞鶴と鳥
取県鳥取では最高気温38.2℃。

22日(日)全国237地点で猛暑日
高気圧が西日本中心に張り出し全国
的に気温上昇。岐阜県八幡の最高気
温39.8℃は史上1位。東北は最低気温
も高く平年差＋6℃の所も。湿った空
気により九州や沖縄・奄美で雨。

23日(月)最高気温史上1位熊谷で
高気圧に覆われ西～東日本は猛暑続
く。猛暑日242地点、観測史上1位が
21地点。最高気温は埼玉県熊谷
41.1℃をはじめ40℃以上が4地点。一
方、北日本は6月並の気温の所も。

24日(火)猛暑うんざり
高気圧に覆われ西～東日本で猛暑と
なり岐阜県美濃で39.3℃など全国211
地点で猛暑日。一方、北日本は寒気
の影響で最高気温が平年より低い所
も。台風第12号発生。

25日(水)猛暑いつまで？
広く高気圧に覆われ、全国的に晴れ
や曇り。午後には東海などで局地的
な雷雨。山口の最高気温38.8℃は、
1966年の統計開始以来1位。西日本～
東海で厳しい暑さ続く。

26日(木)西日本中心に猛暑続く
関東や北海道太平洋側などでは湿っ
た空気の影響で概ね曇り。その他は
晴れ。西日本では4割を超す地点で猛
暑日。京都の最低気温28.7℃は1880
年の観測開始以来1位の高温。

27日(金)暑さ続く
高気圧に覆われ全国的に概ね晴れ。
北日本も気温上昇、北海道下川は7月
1位の最高気温32.7℃。東北も含め全
国59地点で猛暑日。午後は九州中心
に大気不安定で激しい雨の所も。

28日(土)台風第12号関東接近
台風は八丈島の東から東海道沖へ北
西進。東海～関東は大荒れ。東京都
三宅島で最大瞬間風速39m/s、青ヶ
島44mm/1h。晴れた地域は気温上昇
し、九州や新潟県では猛暑日の所も。

29日(日)台風第12号三重県上陸
台風は1時頃三重県伊勢市付近に上陸
後西進。東海以西で大雨。奈良県曽
爾で93.5mm/1h。台風東側の南風で
北陸中心にフェーンとなり新潟県大
潟の最高気温39.5℃は史上1位。

30日(月)台風、屋久島付近へ
台風第12号や湿った空気の影響で西
日本太平洋側を中心に雨。その他は
高気圧に覆われ晴れや曇り。石川県
かほくで37.7℃など、西日本～北日
本の日本海側で猛暑日続く。

31日(火)台風第12号再発達
台風は種子島付近を西へ進み、夜に
は中心気圧985hPaに。九州南部では
日降水量100mmを超す大雨。中国、
近畿～北日本は概ね晴れ。北海道雄
武の最高気温35.2℃は史上1位の値。
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図参考 2-4(3) 日々の天気(H30 年 8 月 出典：気象庁)       調査実施

日々の天気図
No. 199

2018年 8月
・西～東日本で猛暑続き、東海・関
東・北陸で最高気温40℃超も。

・台風、月間９個発生、日本接近７
個は共に統計開始以降３位タイの
多さ。13～16日、４日連続発生。

・23～24日、台風第20号が四国・近
畿に上陸、北上。風力発電施設の
損壊等強風害や交通障害等発生。

（気象庁予報部予報課）

1日(水)全国200地点で猛暑日
全国的に上空まで気温が高く、仙台
の最高気温37.3℃は観測史上1位。京
都府舞鶴の最高気温38.6℃は8月1位
更新。一方、台風第12号に近い九州
や四国では局地的に激しい雨。

2日(木)岐阜県多治見で40.2℃
九州から北海道にかけて高気圧に覆
われ概ね晴れて気温が上がり東北南
部～九州北部の各地で猛暑日。台風
第12号が東シナ海で停滞し、九州南
部や沖縄・奄美では強い雨も。

3日(金)全国198地点で猛暑日
全国的に晴れたが夕立の所も。名古
屋の最高気温は観測史上初めて40℃
を超え岐阜県美濃と共に40.3℃。南
鳥島近海で台風第13号発生。台風第
12号は華中に上陸、熱帯低気圧に。

4日(土)猛暑続く
沖縄から東日本は概ね晴れ。北日本
は気圧の谷の影響により所々で雨。
岐阜県美濃38.7℃など西日本～東日
本で猛暑が続く一方、北日本では最
高気温が平年より5℃以上低い所も。

5日(日)東北地方で記録的大雨
停滞前線がゆっくりと南下。山形県
酒田大沢で112.5mm/1hの記録的短時
間大雨。日降水量も山形県金山で
302.5mm。西～東日本は晴れて猛暑
日。名古屋で最高気温39.9℃。

6日(月)山形県で記録的大雨
前線に近い山形県肘折の67.5mm/1h
は、観測史上1位の値を更新。一方、
東海以西を中心に晴れて気温上昇。
岐阜県金山の41.0℃は、最高気温の
観測史上1位の値を更新。

7日(火)西日本は猛暑
引き続き西日本中心に上空まで気温
が高く、松山37.4℃や佐賀市川副
37.1℃は最高気温史上1位。東日本以
北は湿った空気により曇りや雨。各
地で最高気温が平年差-6℃以上。

8日(水)台風第13号接近
台風第13号と前線の影響により関東
付近と東北太平洋側は雨。その他の
地方は概ね晴れて気温上昇。岐阜県
美濃の最高気温41.0℃は観測史上1位。
台風第14号発生。

9日(木)台風第13号が北上
台風は銚子沖～宮城沖を北上。太平
洋沿岸の日降水量100mm程度。千葉
県銚子で最大瞬間風速27.5m/s。北海
道は雨。沖縄、九州、東海は晴れ。
岐阜県金山と八幡で最高気温38.7℃。

10日(金)東日本で猛烈な雨
気圧の谷や湿った空気の影響で北日
本中心に曇りや雨。午後は大気の状
態が不安定となり岐阜･長野･群馬･栃
木各県で記録的短時間大雨。長野県
白樺湖73.5mm/1hは観測史上1位。

11日(土)台風第14号沖縄に接近
暖かく湿った空気や前線の影響で、
広範囲に大気不安定。宮崎県日向で8
月1位更新の50.5mm/1h。沖縄県志多
阿原35℃は史上1位タイ等全国92地点
で猛暑日。台風第15号発生。

12日(日)台風第14号宮古島接近
台風は東シナ海へ進む。宮古島市城
辺の117.5mm/1hは史上１位。本州付
近は概ね晴れて西日本中心に猛暑の
一方、大気の状態が不安定で西～東
日本の所々で激しい雨。

13日(月)台風うろうろ
西～東日本は湿った風の影響により
山梨県大月で56.5mm/1hなど所々で
非常に激しい雨。台風第15号は北西
進し西日本を窺う。台風第16号発生
し、台風第14号は熱帯低気圧に。

14日(火)北海道は気温上がらず
西～東日本は高気圧に覆われ晴れて
気温が上がり各地で猛暑日、大気不
安定となり山沿い中心に雷雨。北海
道は前線が停滞し曇りや雨で気温も
上がらず、最高気温が9月並の所も。

15日(水)台風第15号宮崎県上陸
台風第18号も発生。台風や湿った空
気の影響で沖縄･奄美～東日本は雨。
高知県佐川で日降水量245.5mm。東
北～北海道は前線の影響で雨。秋田
県阿仁合63.5mm/1hは8月1位の値。
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図参考 2-4(4) 日々の天気(H30 年 8 月 出典：気象庁)       調査実施

16日(木)台風第19号が発生
前線を伴った低気圧が津軽海峡を東
進。ほぼ全国的に曇りや雨。高知県
佐川は71.5mm/1hの非常に激しい雨。
秋田県阿仁合で史上1位の3時間降水
量124mm等、東北中心に大雨。

17日(金)40日ぶりに猛暑日ゼロ
北からの高気圧に覆われ西～東日本
は晴れや曇り、沖縄・奄美は湿った
空気の影響で一部で非常に激しい雨、
北日本は気圧の谷の影響で曇りや雨。
7月8日以来の全国猛暑日ゼロ。

18日(土)台風第20号が発生
移動性高気圧に覆われ全国的に晴れ。
放射冷却で気温低下。広範囲で最低
気温が平年差-6℃以上となり、中国、
四国～北海道の125地点で最低気温低
い方から8月1位タイか更新。

19日(日)2日ぶりに再び猛暑日
北日本や九州南部は気圧の谷や湿っ
た空気の影響で曇りや雨。その他は
高気圧に覆われ概ね晴れ。九州の6地
点で猛暑日の一方、北海道では最高
気温が10月上旬並の所も。

20日(月)西日本は猛暑日
台風第19号が日本の南を西北西進。
西～東日本太平洋側は湿った空気の
影響で曇りや雨。その他は高気圧に
覆われて概ね晴れ。北日本や長野県
では最低気温が10℃以下の所も。

21日(火)猛暑ぶり返す
本州付近は太平洋高気圧に覆われ全
国127地点で猛暑日。富山県秋ヶ島の
37.9℃は史上1位更新。台風第19号に
近い鹿児島県喜界島の最大瞬間風速
39.6m/sは8月1位の値更新。

22日(水)台風＆猛暑
台風第19号は九州の西に進み鹿児島
県中之島で観測史上1位の最大瞬間風
速 51.4m/s、 8月 1位 の 日 降 水 量
250.5mm。中国、四国～東北は晴れ
て暑く各地で最高気温の1位を記録。

23日(木)北陸で初の40℃超え
台風第20号は強い勢力で徳島県南部
と兵庫県姫路市付近に上陸。奈良県
上北山の日降水量449mm。和歌山県
友ケ島で52.3m/sの最大瞬間風速。新
潟県中条で最高気温40.8℃。

24日(金)台風第20号日本海へ
近畿を北上した台風第20号は未明に
日本海に達し、その後北東進。台風
や湿った空気の影響で西日本太平洋
側や東～北日本は曇りや雨。京都府
京北の85.5mm/1hは観測史上1位。

25日(土)西日本～東北は猛暑日
北陸～北日本は低気圧や前線の影響
で雨。その他も湿った空気の流入に
より所々で雨。西日本～東北では日
中は太平洋側を中心に晴れ。群馬県
伊勢崎38.9℃など118地点で猛暑日。

26日(日)猛暑続く
太平洋高気圧が西日本に張出し九州
～関東は晴れ。全国160地点で猛暑日
となり、さいたまの38.7℃は8月1位
更新。前線がかかる北陸や東北は曇
りや雨。新潟県高田で31mm/1h。

27日(月)北日本、気温は秋
前線南側の東北南部～九州北部では
所々で雷雨。東京都練馬74.5mm/1h。
西～東日本95地点で猛暑日の一方、
前線北側は気温が低く、北海道オ
ホーツク海側の最高気温は10月並。

28日(火)台風第21号発生
暖かく湿った空気と前線により沖縄
や北陸～東北中心に雨。沖縄県下地
52.5mm/1h、新潟県安塚50.5mm/1hは
8月1位。九州と西日本太平洋側～静
岡県は概ね晴れ、猛暑日29地点。

29日(水)西日本中心に猛暑続く
前線や湿った空気の影響で東日本～
北日本は曇りや雨。沖縄～西日本は
晴れたが、午後は所々で雨。京都府
福知山79.5mm/1hは史上1位を更新。
西日本～東海では46地点で猛暑日。

30日(木)新潟県～東北で大雨
低気圧や前線の影響で北陸～北日本
は雨。日降水量は新潟県粟島142mm
をはじめ岩手･秋田両県でも100mm超。
新潟県粟島で66mm/1h。西日本の一
部でも湿った空気の影響で雨。

31日(金)前線付近で大雨
北陸～北日本は前線や低気圧により
曇りや雨。北陸～東北日本海側中心
に日降水量150mm超の大雨となり石
川県輪島の211.5mmは8月1位。その
他の地域も午後は不安定降水。
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図参考 2-4(5) 日々の天気(H30 年 9 月 出典：気象庁)       調査実施

日々の天気図
No. 200

2018年 9月
・４日、台風第21号が四国・近畿を
上陸、北上。高潮の影響で関西国
際空港浸水、暴風で家屋多数損壊
等、近畿地方中心に大きな被害。

・６日３時８分頃、北海道厚真町で
震度７。土砂崩れ多発、全道停電。

・29～30日、台風第24号により沖縄
～関東で暴風、高潮、大雨。

（気象庁予報部予報課）

1日(土)前線停滞
西～東日本に前線が停滞し九州～東
北南部まで雨、島根県浜田で9月1位
の86mm/1hのほか、山陰や北陸など
では非常に激しい雨。沖縄・奄美は
晴れや曇り、北海道も次第に晴れ。

2日(日)関東気温上がらず
前線が本州南岸に停滞。西日本～東
北太平洋側は雨や曇り。大分県椿ヶ
鼻61mm/1hなど九州で非常に激しい
雨。前線北側の関東は、東京23.7℃
など最高気温が10月上旬並の所も。

3日(月)台風、日本の南を北上
台風第21号からの湿った空気や気圧
の谷の影響で、西日本の太平洋側や
東日本～北日本は曇りや雨。その他
は概ね晴れ。三重県四日市で未明に
58.5mm/1hの非常に激しい雨。

4日(火)台風第21号西日本横断
台風は12時前、非常に強い勢力で徳
島県南部に上陸。14時前、兵庫県神
戸市付近に再上陸。大阪府関空島の
最大瞬間風速58.1m/s、高知県田野
92mm/1hは共に史上1位。

5日(水)台風は温帯低気圧に
台風第21号は、9時に間宮海峡で温帯
低気圧に。北海道白滝35.8m/sなど道
内22地点で最大瞬間風速が史上1位更
新やタイ。全国で気温上昇し、三重
県尾鷲の最高気温は34.5℃。

6日(木)北海道厚真町で震度7
本州南岸の前線が北上し、西日本は
次第に雨、東日本と東北は概ね晴れ
のち曇り。北海道は寒気が入り所々
で雷雨。北海道の地震は「平成30年
北海道胆振東部地震」と命名。

7日(金)西～東日本に前線停滞
前線に近い西～東日本を中心に雨。
前線に向かって暖かく湿った空気が
流れ込んだ中国、四国を中心に大雨
と な っ た 所 も 。 広 島 県 倉 橋 の
62mm/1hは観測史上1位の記録。

8日(土)前線の停滞続く
九州～東北南部に停滞する前線や、
東シナ海の熱帯低気圧の影響で、関
東や北海道の一部を除き全国的に雨。
大阪府能勢で64.5mm/1hなど、局地
的に非常に激しい雨。

9日(日)秋雨前線の活動活発
西～東日本の所々で大雨。鹿児島県
田代で65.5mm/1h。高知県では、清
水で日降水量220mm、魚梁瀬で6日か
らの降水量が593.5mm。西日本では、
最高気温が10月下旬並の所も。

10日(月)前線が本州付近に停滞
暖かく湿った空気が流入し、引き続
き前線の活動は活発。全国的に雨が
降り、静岡県御前崎で64mm/1hの非
常に激しい雨。東京都大島北ノ山の
49.5mm/1hは9月1位の値を更新。

11日(火)冬日最早1位タイ
北から高気圧が張り出し前線は南下。
晴れた北海道は冷え込み、沼川の最
低気温-0.9℃は今季富士山除き全国
初冬日、1888年北海道旭川などと同
じく冬日最早。台風第23号発生。

12日(水)硫黄島で海底噴火
前線が停滞し沖縄と西～東日本の
所々で雨。日降水量は、宮崎県日向
で280.5mm、都農で203mm、三重県
尾鷲で188.5mm。各地で短時間に激
しい雨も。北日本では概ね晴れ。

13日(木)四国で局地的な大雨
九州～本州の南にかけて停滞する前
線や湿った空気の影響で西日本は概
ね雨、東日本でも所々で雨。沖縄や
北日本は晴れや曇り。高知県中村で
41mm/1hなど四国中心に激しい雨。

14日(金)西～東日本曇雨天続く
秋雨前線の影響で西～東日本を中心
に雨。沖縄･奄美や北日本では日中は
晴れ。鹿児島県さつま柏原の32.8℃
をはじめ、沖縄～九州･四国では真夏
日の所も。胆振東部で震度4の地震。

15日(土)残暑戻る
北海道は高気圧に覆われ晴れ。その
他は秋雨前線や湿った空気の影響で
曇りや雨だが西から次第に天気回復、
気温上昇。宮崎県赤江で最高気温
33.8℃など西日本115地点で真夏日。
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図参考 2-4(6) 日々の天気(H30 年 12 月 出典：気象庁)       調査実施

日々の天気図
No. 203

2018年 12月
・３～４日、西～東日本で夏日の所
も。12月の高温記録更新多数。
・22日、インドネシアで噴火活動に
伴う津波発生、死者多数。
・27～30日、冬型の気圧配置強く、
日本海側中心に暴風、大雪。
・2018年の年平均気温、東日本は平
年差+1.1℃で統計開始以来最高。

（気象庁予報部予報課）

1日(土)京都市でイチョウ落葉
低気圧の影響で北海道深川で日降雪
量24cm。山形県浜中で最大瞬間風速
27.8m/s。沖縄・奄美～東日本は高気
圧に覆われ、太平洋側では概ね晴れ。
大分市、仙台市でイチョウ黄葉。

2日(日)北陸や北日本冷え込む
日本付近は高気圧に覆われ広く晴れ
たが、九州や四国、中国、関東は
湿った空気の影響により曇りで午後
には雨の降り出した所も。金沢、富
山、新潟で初霜。新潟、仙台で初氷。

3日(月)暖気が入り高温顕著
西から気圧の谷が近づき西日本中心
に雨。宮崎県油津65mm/1hは12月1位
の値。南よりの暖かい風が吹き、最
低気温148地点、最高気温32地点で12
月の高い方から1位の値。

4日(火)全国的に高温続く
前線を伴った日本海の低気圧に向か
い、広く暖かい空気が流入。全国的
に最高気温は9月下旬から10月並。66
地点で夏日を記録。沖縄県波照間の
29.7℃は、12月1位の値を更新。

5日(水)沖縄夏日、北海道冬日
寒冷前線が南下。西～東日本は前半
中心に曇りや雨。北日本は寒気が入
り北海道の一部は雪でふぶく。沖縄
は湿った空気が入り、南大東で12月1
位となる84mm/1hの猛烈な雨。

6日(木)最高気温急降下
日本付近は気圧の谷。全国的に西か
ら天気下り坂。最低気温は西～東日
本で引き続き平年よりかなり高いが、
最高気温は沖縄以外で下降、関東と
北日本の所々で前日差-10℃以上。

7日(金)松江、鳥取で初雪
北日本や本州の日本海側は低気圧や
寒気の影響で雪や雨。西日本の太平
洋側や沖縄は気圧の谷や寒気の影響
により所々で雨。北日本で降雪強ま
り、北海道の宇登呂で日降雪量39cm。

8日(土)真冬並の寒気入る
冬型の気圧配置で西～東日本の日本
海側中心に雪や雨、北日本は雪でふ
ぶく所も。沖縄・奄美も寒気の影響
で曇りや雨。仙台、福島、長野、新
潟、富山、金沢、広島、下関で初雪。

9日(日)列島冷え込む
日本付近は冬型の気圧配置。上空約
1500mで-6℃以下の寒気が西日本日
本海側まで南下。山陰～北海道日本
海側で雪や雨。福井、彦根、京都で
初雪。新潟県津南で日降雪量53cm。

10日(月)北日本中心に冬型続く
沖縄・奄美は気圧の谷の影響により
雨で、沖縄県城辺の27mm/1hなど強
い雨も。西～東日本太平洋側は曇り
や晴れ、山陰～北陸は雨や雪、北日
本は日本海側中心に雪でのち曇り。

11日(火)前橋で初雪
放射冷却により九州を除き全国的に
最低気温は低く、1月下旬並みの所も。
大阪、京都、高松、松江、名古屋な
ど、近畿、四国、山陰、東海から初
霜や初氷の便り多数。

12日(水)榛名山で初冠雪
山陰～北陸や北日本は日本海の低気
圧や寒気の影響で雨や雪。本州の太
平洋側は低気圧や前線の影響で、は
じめ雨で関東の山沿いでは雪の所も。
北海道は気温が上がらず広く真冬日。

13日(木)宇都宮で初雪
冬型気圧配置だが日本海で低気圧が
発生して東進。夜には上空約5000m
で-36℃以下の寒気が北海道にまで南
下。山陰以北の日本海側を中心に雨
や雪。北海道寿都で日降雪量30cm。

14日(金)冬型の気圧配置
山陰以北の日本海側は雪や雨が続く。
上空約1500mで-6℃以下の寒気が九
州北部～関東まで南下。最高気温は
全国的に平年より低く、九州～北海
道で最も寒い時期を下回る所が。

15日(土)冬型緩む
黄海の高気圧が日本付近に張り出し、
山陰以北日本海側の雪や雨は西から
次第に止む。九州や東海、関東は晴
れ。九州の最低気温は真冬並で、長
崎と熊本で初氷、宮崎は初氷と初霜。
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図参考 2-4(7) 日々の天気(H30 年 12 月 出典：気象庁)       調査実施

16日(日)東京で初霜
放射冷却で気温低下、西～東日本で
初霜、初氷の便り複数。朝には高気
圧が日本の東に抜け、前線を伴った
低気圧の東進や気圧の谷により沖縄
～西日本、北日本を中心に次第に雨。

17日(月)低気圧が伊豆諸島通過
北日本や北陸は低気圧や気圧の谷の
影響で雪や雨。関東や東海は低気圧
の通過に伴い雨のち晴れ。西日本の
日本海側は寒気の影響で雨や雪。西
日本～東日本は朝の冷え込み緩む。

18日(火)高知で初霜
冬型の気圧配置だが西日本では次第
に緩む。上空には強い寒気が入り、
中国山地でも降雪。北海道の日降雪
量、美唄45cm、富良野41cmは共に12
月1位の値。太平洋側は概ね晴れ。

19日(水)福岡や大分で初霜
日本付近は南高北低の気圧配置。高
気圧に覆われた沖縄～九州の最低気
温は最も寒い時期を下回る所も。東
～北日本日本海側は雨や雪で、気圧
の谷が通過した日中は雷の所も。

20日(木)北日本は冬型気圧配置
気圧の傾きが大きい北陸や北日本は
沿岸で風が強く日本海側中心に雪や
雨。湿った空気が入った西日本は九
州中心に雨が降り一部で雷。東日本
太平洋側は晴れたが東海は午後曇り。

21日(金)福井市でツバキ開花
北日本も冬型の気圧配置が緩み、西
日本に気圧の谷接近。沖縄～西日本
にかけて雨や曇り。鹿児島県内之浦
の日降水量78mm。静岡で初霜。高松
市のウメ開花は今季全国最早。

22日(土)曇りや雨の冬至
西日本～東日本は本州南岸の低気圧
の影響で雨や曇り。北日本は北海道
付近を東に進んだ低気圧の影響で
所々雨や雪。沖縄は概ね晴れ。東京
都三宅島で30.5mm/1hの激しい雨。

23日(日)夜には次第に冬型
本州付近は初め気圧の谷。夜には関
東の東で発生した低気圧が東北東進。
日本海側を中心に雨や雪。西～東日
本や北海道は暖気の影響で朝の最低
気温が平年より10℃以上高い所も。

24日(月)西から冬型緩む
大陸から高気圧が張り出し、冬型の
気圧配置は西～東日本では次第に緩
み、北日本中心に。山陰以北の日本
海側は雨や雪、湿った空気により沖
縄･奄美も雨。その他は概ね晴れ。

25日(火)松山市でウメ開花
西～東日本は高気圧に覆われ概ね晴
れたが、夜には日本海を気圧の谷が
進み、北陸～北日本日本海側では次
第に雨や雪。南西諸島は湿った空気
が流れ込み所々で雨。

26日(水)冬型の気圧配置へ移行
前線上に低気圧が発生し、沖縄～西
日本は雨のち曇り。東～北日本の日
本海側は寒気により雪や雨、太平洋
側は概ね晴れ。北日本は冬型の気圧
配置が強まり、北海道は猛ふぶきに。

27日(木)冬型の気圧配置強まる
北海道稚内上空約5000mには-46℃の
強い寒気が流入。山陰から北海道に
かけての日本海側では雪や雨。その
他は晴れや曇り。山形県肘折で日降
雪量65cm。岐阜で初雪。

28日(金)強い冬型の気圧配置
西～東日本の上空約1500mには-9℃
以下の今冬一番の寒気が南下。日降
雪量は群馬県みなかみ64cm。青森県
酸ヶ湯で214cmの積雪。福岡、大阪、
名古屋など西日本～東海で初雪。

29日(土)強い冬型気圧配置続く
西日本～北日本の日本海側は雪が降
り続いて大雪となり、太平洋側でも
積雪の所が。横浜、鹿児島、静岡で
初氷を観測。東京の最低気温-0.7℃
は今季初の氷点下。

30日(日)大雪の峠は越える
ピークは超えたが、引き続き山陰～
北海道日本海側、近畿や東海の一部
で雪。山地中心に積雪の深さが平年
より多い所も。広島、松山で初霜と
初氷。背振山、讃岐山脈で初冠雪。

31日(月)冬型気圧配置緩む
北日本中心に初め冬型の気圧配置が
続き、北陸や北日本の日本海側で雪
や雨。全国的に冷え込み厳しく東京
で初氷。後半は西から高気圧が張り
出し冬型の気圧配置は一時的に緩む。
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参考資料 3 福島県及び宮城県における水産物の放射性物質の状況について 

 

水産庁が平成 31年 1 月に「水産物の放射性物質調査について」を発表しているが、その結

果は図-参考 3-1 および図-参考 4-1 のとおりである。 

 

 
図-参考 4-1 福島県の水産物の放射性物質調査の結果 

 

図-参考 4-2 福島県以外の自治体における水産物の放射性物質調査の結果 



参考 3-2 
 

福島県においては、平成 23 年 4～6 月期には基準値 100 Bq/kg を超える割合が約 53%とな

っていたが、基準値を超える割合は低下を続け、平成 27年 10～12 月期では 0.1%まで低下し

ている。 

基準値を超過した水産物については、出荷制限や採捕自粛等の措置による万全の対策が講

じられている。 

 

水産庁 WEB「水産物の放射性物質調査の結果について」を基に作成 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html 
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参考資料 4 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布 

報告書 4章 3 節「海底土中の 137Cs 鉛直分布」における、図 4-7 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布の本文

で省略された全サンプルのデータを収録した。これら採泥点の緯度経度を下記の表にまとめた。 

 

採泥点名及びその位置 
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図 4-7(1/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A1N) 

 

図 4-7(2/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A1S) 

 

図 4-7(3/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C1) 
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図 4-7(4/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(I1) 

 

図 4-7(5/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(J2) 

 

図 4-7(6/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(K3) 
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図 4-7(7/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(K5) 

 

図 4-7(8/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(L1) 

 

図 4-7(9/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(L3) 
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図 4-7(10/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(L5) 

 

図 4-7(11/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(L7) 

 

図 4-7(12/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(L8) 
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図 4-7(13/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(M1) 

 

図 4-7(14/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(M2) 

 

図 4-7(15/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(M3) 
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図 4-7(16/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q1) 

 

図 4-7(17/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q2) 

 

図 4-7(18/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q3) 
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図 4-7(19/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q4) 

 

図 4-7(20/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q5) 

 

図 4-7(21/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q6) 
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図 4-7(22/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q7) 

 

図 4-7(23/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q8) 

 

図 4-7(24/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q9) 
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図 4-7(25/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q10) 

 

図 4-7(26/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q11) 

 

図 4-7(27/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q12) 
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図 4-7(28/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q13) 

 

図 4-7(29/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q14) 

 

図 4-7(30/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q15) 
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図 4-7(31/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q16) 

 

図 4-7(32/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q17) 

 

図 4-7(33/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q18) 
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図 4-7(34/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q19) 

 

図 4-7(35/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q20) 

 

図 4-7(36/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q21) 
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図 4-7(37/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q22) 

 

図 4-7(38/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q23) 

 

図 4-7(39/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q24) 
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図 4-7(40/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(Q25) 

 

図 4-7(41/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND1) 

 

図 4-7(42/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND2) 
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図 4-7(43/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND3) 

 

図 4-7(44/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND4) 

 

図 4-7(45/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND5) 



参考 4-17 

 

 

図 4-7(46/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND6) 

 

図 4-7(47/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND7) 

 

図 4-7(48/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND8) 
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図 4-7(49/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND9) 

 

図 4-7(50/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND10) 

 

図 4-7(51/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND11) 
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図 4-7(52/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND12) 

 

図 4-7(53/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND13) 

 

図 4-7(54/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND14) 
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図 4-7(55/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND15) 

 

図 4-7(56/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND16) 

 

図 4-7(57/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND17) 
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図 4-7(58/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND18) 

 

図 4-7(59/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(ND19) 

 

図 4-7(60/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(OT1) 
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図 4-7(61/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(OT2) 

 

図 4-7(62/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(OT3) 

 

図 4-7(63/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(OT4) 
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図 4-7(64/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(OT5) 

 

図 4-7(65/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(OT6) 

 

図 4-7(66/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(UK1) 
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図 4-7(67/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(UK2) 

 

図 4-7(68/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(UK3) 

 

図 4-7(69/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(UK4) 
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図 4-7(70/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(UK5) 

 

図 4-7(71/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(TM1) 

 

図 4-7(72/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(TM2) 
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図 4-7(73/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(TM3) 

 

図 4-7(74/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(TM4) 

 

図 4-7(75/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(TM5) 
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図 4-7(76/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(TM6) 

 

図 4-7(77/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B2) 

 

図 4-7(78/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(D5) 
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図 4-7(79/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(P1) 

 

図 4-7(80/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(P2) 

 

図 4-7(81/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(F2) 
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図 4-7(82/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(G1) 

 

図 4-7(83/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(KM1) 

 

図 4-7(84/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(KM2) 
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図 4-7(85/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(KM3) 

 

図 4-7(86/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(KM4) 

 

図 4-7(87/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(KM5) 
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図 4-7(88/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR1) 

 

図 4-7(89/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR2) 

 

図 4-7(90/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR3) 
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図 4-7(91/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR4) 

 

図 4-7(92/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR5) 

 

図 4-7(93/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR6) 
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図 4-7(94/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR7) 

 

図 4-7(95/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(HR8) 
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図 4-7(96/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A01) 

 

図 4-7(97/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A02) 

 

図 4-7(98/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A03) 

 

図 4-7(99/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A04) 
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図 4-7(100/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A05) 

 

図 4-7(101/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A06) 

 

図 4-7(102/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A07) 
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図 4-7(103/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A08) 

 

図 4-7(104/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A09) 

 

図 4-7(105/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A10) 
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図 4-7(106/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A11) 

 

図 4-7(107/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A12) 

 

図 4-7(108/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A13) 
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図 4-7(109/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A14) 

 

図 4-7(110/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A15) 

 

図 4-7(111/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A16) 
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図 4-7(112/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(A17) 

 

図 4-7(113/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B01) 

 

図 4-7(114/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B02) 



参考 4-40 

 

 

図 4-7(115/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B03) 

 

図 4-7(116/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B04) 

 

図 4-7(117/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B05) 
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図 4-7(118/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B06) 

 

図 4-7(119/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B07) 

 

図 4-7(120/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B08) 
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図 4-7(121/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B09) 

 

図 4-7(122/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B10) 

 

図 4-7(123/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B11) 



参考 4-43 

 

 

図 4-7(124/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B12) 

 

図 4-7(125/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B13) 

 

図 4-7(126/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B14) 
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図 4-7(127/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B15) 

 

図 4-7(128/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B16) 

 

図 4-7(129/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(B17) 
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図 4-7(130/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C01) 

 

図 4-7(131/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C02) 

 

図 4-7(132/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C03) 
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図 4-7(133/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C04) 

 

図 4-7(134/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C05) 

 

図 4-7(135/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C06) 
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図 4-7(136/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C07) 

 

図 4-7(137/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C08) 

 

図 4-7(138/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C09) 
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図 4-7(139/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C10) 

 

図 4-7(140/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C11) 

 

図 4-7(141/225) 137Cs 放射能濃度及び含水率鉛直分布(C12) 
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