
台風第１９号における気象情報・河川情報・住民避難情報

中通り（県北）

氾濫警戒情報 氾濫危険情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 災害発生情報
（警戒レベル３相当情報） （警戒レベル４相当情報） （警戒レベル３） （警戒レベル４） （警戒レベル４） （警戒レベル５）

10月11日 16:00 川俣町
6:00
9:05 本宮市
9:30 桑折町

11:00
12:00 福島市
13:00
14:00 本宮市（全域）

14:09
大雨警報（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、
国見町、川俣町、大玉村）

二本松市、大玉村 国見町（小坂地区ほか）

14:30 川俣町（全域）
14:37 大玉村（全域）
14:40 二本松市（全域）

15:00 福島県
福島市（全域（浸水想定・
土砂災害警戒区域））

15:30
土砂災害警戒情報（二本松市、伊達市、桑折町、国見町、
川俣町）

桑折町（桑折地区ほか）
桑折町（陸合地区ほか）
国見町（小坂地区ほか）

15:48
洪水警報（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、
国見町、川俣町、大玉村）

国見町（森江野地区ほか）

15:55 二本松市（岩代地域ほか）
16:00 伊達市（全域）
16:30 伊達市
17:30 伊達市（全域）
17:49 土砂災害警戒情報（福島市、本宮市、大玉村）

18:00
福島市（全域（土砂災害警戒区
域））

18:35 福島市（中央ほか）

18:43
大玉村（土砂災害特別警戒区域
ほか）

19:15 福島市（荒川･大森川流域ほか）

19:40 ●荒川（福島市）
19:50 大雨特別警報（二本松市） 福島市（水原川流域）
20:00 本宮市（阿武隈川流域） 福島市（飯坂ほか）
20:10 ●阿武隈川（福島市）
20:25 福島市（濁川流域ほか）
20:30 □大森川（福島市）
21:00 □大森川（福島市）
21:15 福島市（茂庭ほか）
21:50 福島市（阿武隈川流域）

22:00
大雨特別警報（福島市、伊達市、本宮市、桑折町、国見
町、川俣町、大玉村）

●阿武隈川（二本松
市、伊達市）

22:10 福島市（松川流域）
22:15 本宮市（阿武隈川流域）
22:30 ●荒川（福島市）

22:40 ●阿武隈川（本宮市）
福島市（荒川･大森川流域ほか）
大玉村（土砂災害特別警戒区域
ほか）

22:45 国見町（森江野・大枝地区）
23:00 福島市（阿武隈川流域）
23:05 福島市（水原川流域）
23:10 ●阿武隈川（福島市） 桑折町（伊達埼地区）
23:30 伊達市（阿武隈川流域）

0:10 ●阿武隈川（伊達市、
本宮市）

0:11 国見町（森江野地区ほか）
0:50 ●阿武隈川（二本松市） 本宮市（旧本宮町全域）
1:00 桑折町（伊達埼地区）
1:05 本宮市（旧本宮町全域）
1:20 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（本宮市）
2:00
3:00
4:00 大雨特別警報解除→大雨警報へ（全域）
5:00
6:30 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（伊達市）
7:00
8:30 国見町
9:00

10:00

10月12日

10月13日

中通り（県北）８市町村（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村）
河川情報状況

災害対策本部
設置状況

気象警報・土砂災害警戒情報発表状況・
氾濫発生情報

月日 時間
（●：国管理　□：県管理）

避難情報発令状況

資料２

05010_n_h_01
テキストボックス



台風第１９号における気象情報・河川情報・住民避難情報 中通り（県中・県南）　

氾濫警戒情報 氾濫危険情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 災害発生情報
（警戒レベル３相当情報） （警戒レベル４相当情報） （警戒レベル３） （警戒レベル４） （警戒レベル４） （警戒レベル５）

6:00 棚倉町
9:00 矢吹町、鮫川村

12:00 三春町

13:00
郡山市(阿武隈川流域（旧市
内ほか））

14:00 郡山市

14:09

大雨警報（郡山市、郡山市湖南、白河市、須賀川市、田村
市、天栄村、天栄村湯本、西郷村、棚倉町、塙町、鮫川
村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、
小野町）

鏡石町、天栄村、
塙町

天栄村（土砂災害警戒区域）

14:30 平田村（全域）

15:00 福島県、平田村
白河市（全域）
鏡石町（成田地区ほか）

郡山市(阿武隈川流域（旧市内
ほか））

15:13 田村市（全域）

15:16
大雨警報（鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、矢祭町）
洪水警報（郡山市湖南、天栄村湯本）

中島村

15:20 矢吹町（全域）

15:30
土砂災害警戒情報（郡山市、白河市、須賀川市、田村市、
天栄村、西郷村、棚倉町、塙町、鮫川村、石川町、玉川
村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）

古殿町 天栄村（土砂災害警戒区域）

15:48
洪水警報（郡山市、白河市、須賀川市、田村市、天栄村、
西郷村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川
町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）

15:50 ~ 泉崎村 西郷村（羽太字早吹沢地区ほか）
16:08 古殿町（論田区ほか）
16:15 泉崎村（全域）
16:24 泉崎村（太田川字岩崎地区ほか）

16:30 ~ 西郷村
須賀川市（長沼地区ほか）
棚倉町（山岡地区）

郡山市(阿武隈川流域（旧市
内ほか））

16:53 洪水警報（鏡石町、泉崎村、中島村）

17:00 ~ 須賀川市、浅川町
須賀川市（阿武隈川・釈迦堂川流
域ほか）

17:30
塙町（田代区ほか）
平田村（全域）

17:49 土砂災害警戒情報（郡山市湖南、天栄村湯本、泉崎村）
17:50 郡山市（土砂災害警戒区域ほか）

18:00 田村市 □社川（白河市）
西郷村（長坂地区）
矢吹町（陣ヶ岡地区ほか）
塙町（川上四区ほか）

18:10 玉川村（蒜生地区ほか）
18:20 □大滝根川（田村市） □社川（白河市）
18:36 須賀川市（小塩江地区ほか）
19:00 白河市、石川町
19:07 土砂災害警戒情報（鏡石町、中島村）
19:10 □右支夏井川（小野町）

19:15 ~ 玉川村 玉川村（蒜生地区ほか）
須賀川市（阿武隈川・釈迦堂
川流域ほか）

19:20
□阿武隈川（鏡石町、矢吹
町、玉川村）

19:28 土砂災害警戒情報（矢吹町）

19:30 小野町
□社川（棚倉町、浅川町）
□久慈川（矢祭町、塙町）
□今出川（石川町）

矢吹町（舘沢地区ほか）
棚倉町（高野地区ほか）
小野町（全域）

田村市（大滝根川沿いほか）

19:40 □阿武隈川（西郷村） □久慈川（矢祭町、塙町）

19:50

大雨特別警報（郡山市、白河市、須賀川市、田村市、鏡石
町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、塙町、鮫
川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春
町、小野町）

□社川（棚倉町、浅川町）
□右支夏井川（小野町）

石川町（石川地区今出川流域ほ
か）

平田村（全域）

20:00
鏡石町（成田地区ほか）
塙町（川上（一区～三区））

天栄村（土砂災害警戒区域）

河川情報状況

10月12日

中通り（県中・県南）　２１市町村（郡山市、白河市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）

月日 時間
気象警報・土砂災害警戒情報発表状況・

氾濫発生情報
災害対策本部

設置状況
（●：国管理　□：県管理）

避難情報発令状況

1/2



台風第１９号における気象情報・河川情報・住民避難情報 中通り（県中・県南）　

氾濫警戒情報 氾濫危険情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 災害発生情報
（警戒レベル３相当情報） （警戒レベル４相当情報） （警戒レベル３） （警戒レベル４） （警戒レベル４） （警戒レベル５）

河川情報状況
中通り（県中・県南）　２１市町村（郡山市、白河市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）

月日 時間
気象警報・土砂災害警戒情報発表状況・

氾濫発生情報
災害対策本部

設置状況
（●：国管理　□：県管理）

避難情報発令状況

20:05 西郷村（真名子地区）

20:10
●阿武隈川（郡山市、須賀
川市）

□大滝根川（田村市）
棚倉町（逆川地区ほか）
石川町（母畑地区北須川流域ほ
か）

20:15 ~ 矢祭町
白河市（全域）
矢祭町（東舘地区ほか）
塙町（台宿下川原地内ほか）

塙町（川上区ほか）
玉川村（全域）

古殿町（全域）

20:30 □逢瀬川（郡山市）

20:40
□阿武隈川（泉崎村、中島
村）

□阿武隈川（鏡石町、矢吹
町、玉川村）

20:45 ~ 中島村（松崎地区の一部） 塙町（塙一区ほか）

21:00 ~
棚倉町（祖父岡地区ほか）
石川町（社川流域ほか）

石川町（石川地区今出川流域
ほか）

21:10
21:20 中島村（松崎地区の一部）

21:20
□逢瀬川（郡山市）
□阿武隈川（泉崎村、中島
村、石川町）

21:30 ~ 中島村（松崎地区）
郡山市（逢瀬川流域（下流ほ
か））

21:46 中島村（代畑地区）

22:00 大雨特別警報（郡山市湖南、天栄村湯本、矢吹町）
●阿武隈川（須賀川市）
●釈迦堂川（須賀川市）

須賀川市（大東地区ほか）
矢吹町（舘沢地区ほか）

22:10 ~ □阿武隈川（西郷村） 浅川町（全域）
郡山市(阿武隈川流域（旧市
内ほか））

22:20 土砂災害警戒情報（矢祭町）
22:40 ●阿武隈川（郡山市）
22:46 鏡石町（成田地区ほか）

22:56
郡山市（逢瀬川流域（郡山駅
付近））

23:20
郡山市（阿武隈川流域（内
水））

23:45 ~ 石川町（社川流域） 須賀川市（江持地区ほか）
0:10 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（須賀川市江持）

0:43
郡山市（阿武隈川流域（垂直
避難等））

0:50 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（郡山市阿久津橋） 須賀川市（岩渕地区）
1:08 郡山市（阿武隈川流域ほか）
1:40 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（郡山市石渕町）
1:50 鏡石町（成田地区ほか）
4:00 大雨特別警報解除→大雨警報へ（全域）
7:35 郡山市（阿武隈川流域）
8:07 郡山市（阿武隈川流域）
8:34 郡山市（舞木町ほか）

10:20 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（須賀川市和田） 須賀川市（和田地区）
10:23 郡山市（逢瀬川下流域ほか）
13:20 ●阿武隈川上流氾濫発生情報（郡山市田村町）

10月13日

10月12日
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台風第１９号における気象情報・河川情報・住民避難情報 浜通り

氾濫警戒情報 氾濫危険情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 災害発生情報
（警戒レベル３相当情報） （警戒レベル４相当情報） （警戒レベル３） （警戒レベル４） （警戒レベル４） （警戒レベル５）

10:00 いわき市（全域）
12:50 広野町（全域）

13:00
相馬市、浪江町、
新地町、飯舘村

浪江町（全域）

13:30
相馬市（全域）
葛尾村（全域）

13:45 楢葉町（全域）
14:00 南相馬市

14:09
大雨警報（いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉
町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村）
洪水警報（南相馬市）

14:30 南相馬市（全域）
15:00 福島県 新地町（第7行政区ほか）
15:05 土砂災害警戒情報（相馬市、南相馬市、飯舘村）
15:10 いわき市（土砂災害 全域）

大雨警報（富岡町、双葉町）
洪水警報（いわき市、相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、
浪江町）

15:20 いわき市（新川沿線地区ほか）

15:30
土砂災害警戒情報（いわき市、広野町、楢葉町、川内村、
大熊町、浪江町、葛尾村）

川内村（全域）
南相馬市（全域）
富岡町（全域）

15:48 洪水警報（広野町、楢葉町、川内村、葛尾村、飯舘村）

15:50 広野町
16:00 広野町（全域）
16:15 葛尾村

16:20
いわき市（仁井田川沿線地区
ほか）

16:30 川内村
16:40 葛尾村（全域）
16:53 洪水警報（新地町）
16:57 土砂災害警戒情報（富岡町、双葉町、新地町）
17:15 双葉町
17:20 楢葉町（全域）
18:00 □好間川（いわき市） 相馬市（中村地区ほか）
18:10 □好間川（いわき市）
18:20 □高瀬川（浪江町）
18:30 川内村（全域）

18:50
□新田川（南相馬市）
□高瀬川（浪江町）

南相馬市（新田川流域）

19:00 □宇多川（相馬市）
19:10 いわき市 いわき市（新川：平地区）
19:15 相馬市（中村地区ほか）
19:30 いわき市（好間川：好間地区）
19:40 □夏井川（いわき市） いわき市（藤原川：常磐地区） 南相馬市（小高川流域）

19:50
大雨特別警報（いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢
葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾
村、新地町、飯舘村）

楢葉町 いわき市（大久川：大久地区）

20:00 いわき市（宮川沿線地区ほか）
20:10 新地町（全域）
20:30 いわき市（夏井川沿線地区ほか）
20:50 いわき市（仁井田川：平地区）
21:00 □夏井川（いわき市）
21:10 □宇田川氾濫発生情報（相馬市）
21:30 いわき市（仁井田川：四倉地区）
21:40 いわき市（夏井川：平地区）
21:50 いわき市（仁井田川：四倉地区）
22:00 いわき市（土砂災害 全域 ほか）
22:30 □新田川氾濫発生情報（南相馬市） いわき市（蛭田川：勿来地区）
22:40 南相馬市（真野川流域）
22:50 いわき市（釜戸川：小名浜地区）

23:20
いわき市（新川：内郷内町蛭
内地内ほか、夏井川：小川町
高萩地内）

23:40
いわき市（新川：平字作町3
丁目）

0:00 いわき市（小名浜地区）
いわき市（新川：内郷御台境
町自在町）

0:30
いわき市（夏井川：好間町川
中子落合地内）

0:40 □夏井川氾濫発生情報（いわき市）
4:00 大雨特別警報解除→大雨警報へ（全域）
7:00 楢葉町（全域）

10月13日

15:16

10月12日

（●：国管理　□：県管理）

浜通り　１３市町村（いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村）

月日 時間
気象警報・土砂災害警戒情報発表状況・

氾濫発生情報
災害対策本部

設置状況

河川情報状況
避難情報発令状況



台風第１９号における気象情報・河川情報・住民避難情報 会津

氾濫警戒情報 氾濫危険情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 災害発生情報
（警戒レベル３相当情報） （警戒レベル４相当情報） （警戒レベル３） （警戒レベル４） （警戒レベル４） （警戒レベル５）

13:00
13:45 檜枝岐村（全域）
14:00

大雨警報（会津若松市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会
津町、猪苗代町、柳津町、三島町、昭和村、会津美里町）

洪水警報（檜枝岐村、南会津町）
14:30
15:00 福島県、柳津町 只見町（全域）

15:16

大雨警報（喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津
坂下町）
洪水警報（会津若松市、下郷町、只見町、昭和村、会津美
里町）

15:40 柳津町（全域）
15:48 洪水警報（猪苗代町、柳津町）
15:50
16:00 会津若松市

16:15 会津若松市（湯川沿いほか）

16:30 南会津町（全域）
16:52 下郷町

16:53
大雨警報（金山町）
洪水警報（喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津
坂下町、湯川村、三島町、金山町）

16:57 土砂災害警戒情報（檜枝岐村、南会津町）
17:15 檜枝岐村（全域）
17:45 猪苗代町

17:49
土砂災害警戒情報（会津若松市、下郷町、只見町、北塩原
村、猪苗代町、柳津町、三島町、昭和村、会津美里町）

下郷町（全域）

17:50 昭和村（大芦地区）
18:00 猪苗代町（上戸地区ほか）
18:30 柳津町（支所地区ほか）
18:45 昭和村
19:05 檜枝岐村

19:20
□伊南川（南会津町、
只見町）

19:40 南会津町（舘岩地区ほか）
19:50 大雨特別警報（檜枝岐村、只見町、南会津町） 只見町（全域） 下郷町（全域）
20:00 磐梯町
20:30 只見町 只見町（上福井地内ほか）
20:45 南会津町（浜野地区）
20:50 猪苗代町（幸野地区ほか） 只見町（沖下地内）
21:05 只見町（沼田原地内）
21:15 昭和村（大岐地区）
21:20 金山町（橋立地区ほか）
21:45 金山町（西谷地区ほか）

22:00
大雨特別警報（会津若松市、下郷町、柳津町、三島町、金
山町、会津美里町）

会津美里町 柳津町（本庁地区）

22:10 三島町
22:20 土砂災害警戒情報（磐梯町）

22:30
只見町（田中地内ほか）
柳津町（全域）

22:40 ●阿賀川（会津美里町） 三島町（滝谷地区ほか） 会津美里町（全域）
22:45 猪苗代町（高森地区）
23:00
23:15 □長瀬川（猪苗代町）

23:27 土砂災害警戒情報（喜多方市、西会津町、会津坂下町）

23:30

23:50
□宮川（会津若松市、会津
坂下町、会津美里町）

西会津町（程窪地区ほか）

0:00
0:30 ●阿賀川（会津坂下町）
1:00
2:30 ●阿賀川（喜多方市）
3:00
4:00 大雨特別警報解除→大雨警報へ（全域）
5:00
6:00
7:00 南会津町

会津　１７市町村（会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町）

月日 時間
気象警報・土砂災害警戒情報発表状況・

氾濫発生情報
災害対策本部

設置状況

河川情報状況
（●：国管理　□：県管理）

避難情報発令状況

10月13日

14:09

10月12日




