
３　気象注意報・警報の発表状況

2019年1月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風  1/1   7:06 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

福岡県全域 乾燥  1/2   9:25 (切替)

福岡県全域 乾燥  1/3  16:08 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域 乾燥

筑後北部全域、筑後南部全域 乾燥，低温

福岡県全域 乾燥  1/4   7:52  1/4  18:13

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  1/9   7:49 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  1/9  14:47  1/9  20:12

福岡県全域 濃霧  1/10 21:41  1/11  7:35

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  1/12 14:42 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  1/13  8:17  1/13 10:36

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧  1/13 22:40  1/14  9:53

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  1/14 21:56 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風  1/15  4:18 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  1/16  8:04 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  1/16 15:50  1/17  4:30

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風  1/19 15:38 (切替)

 1/15 16:15 (切替)

 1/16  4:30 (切替)

 1/4   3:21 (切替)

 1/8  13:52 (切替)

 1/9   4:20 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 1/1  16:05  1/2   3:41



北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，乾燥

福岡県全域 乾燥  1/21  8:16 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪，乾燥

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風，乾燥

福岡県全域 乾燥  1/22  7:44 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，乾燥

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，乾燥

福岡県全域 乾燥  1/23 22:06 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪，
乾燥

大牟田市、柳川市、みやま市 雷，強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 雷，強風

筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、
篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大木町、広川町

雷

北九州市、行橋市、豊前市、岡垣町、苅田町、築上町
大雪，風雪，雷，

波浪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、吉富町 風雪，雷，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 雷，強風

(切替) 1/26 11:25

 1/25 10:43 (切替)

 1/25 16:55 (切替)

 1/26  8:05 (切替)

 1/22 23:19 (切替)

 1/23  5:32 (切替)

 1/23 17:44 (切替)

 1/21  5:34 (切替)

 1/21 15:46 (切替)

 1/22  2:54 (切替)

 1/20  4:14 (切替)



直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、み
やこ町、上毛町

大雪，雷  1/26 11:25 (切替)

筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、
篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大木町、広川町

雷

北九州市、行橋市、豊前市、岡垣町、苅田町、築上町
大雪，風雪，雷，

波浪，着雪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、吉富町 風雪，雷，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 雷，強風

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、み
やこ町、上毛町

大雪，雷，着雪

筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町

雷

北九州市、岡垣町
大雪，風雪，雷，

波浪，着雪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町 風雪，雷，波浪

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、み
やこ町、上毛町

大雪，雷，着雪

行橋市、豊前市、苅田町、築上町
大雪，風雪，雷，

着雪

吉富町 風雪，雷

北九州市、岡垣町
大雪，強風，波

浪，着雪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町 強風，波浪

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、み
やこ町、上毛町

大雪，着雪

行橋市、豊前市、苅田町、築上町 大雪，強風，着雪

吉富町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  1/26 23:36 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧  1/27  8:17  1/27 11:26

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪  1/28  3:14 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

波浪  1/28 20:57  1/28 22:52

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  1/31  6:22 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

 1/27 16:50 (切替)

 1/31 14:20 (2/1へ継続)

 1/26 20:46 (切替)

 1/27  4:19 (切替)

 1/27  6:13 (切替)

 1/26 15:45 (切替)

 1/26 17:52 (切替)



2019年2月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市
強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

北九州市
強風，波浪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
波浪  2/1  16:38  2/1  20:48

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市
強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  2/3  15:09  2/4   6:16

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域
濃霧  2/6  22:46 (切替)

福岡県全域
濃霧  2/7   2:14  2/7  10:21

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  2/7  15:29 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  2/8   8:20 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  2/8  14:48  2/8  19:45

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  2/9   3:12 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  2/9  16:42 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  2/9  23:55 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  2/10  4:02 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  2/10 15:40 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  2/11  4:41 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  2/11 10:48  2/11 13:12

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  2/15 10:45 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  2/15 16:10 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  2/16  4:05 (切替)

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風  2/16 10:45  2/16 15:06

福岡県全域

乾燥  2/18  3:33  2/18 15:48

 2/3   7:34 (切替)

 2/9  14:19 (切替)

 2/1   4:22 (切替)

 2/1  11:44 (切替)

 2/3   2:45 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

(1/31から継続) (切替)



福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木
町、広川町 雷

大牟田市、柳川市、みやま市

雷，強風

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、大牟田市、柳川市、みやま市

雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  2/19 12:58 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  2/19 16:44 (切替)

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風  2/20  8:00 (切替)

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風  2/20 15:03  2/20 17:40

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  2/23  3:28 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  2/23 22:19 (切替)

福岡県全域

乾燥  2/24  3:18 (切替)

福岡県全域

乾燥  2/25  7:49  2/26 20:13

 2/19 10:35 (切替)

 2/19  4:05 (切替)



2019年3月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域
濃霧  3/1   5:28  3/1   9:05

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風  3/3   4:00 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風  3/3  10:44  3/3  16:37

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風  3/4   2:32  3/4  17:45

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域
濃霧  3/5   4:56 (切替)

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域
濃霧  3/5   8:24  3/5   9:20

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
雷，強風

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
波浪  3/7  18:00  3/8   3:45

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町
雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
暴風 雷，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町
雷，強風，波浪

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋
町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町
雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
暴風 雷，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町
雷，強風，波浪

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋
町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪  3/10 23:32 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
波浪  3/11  5:30 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
雷，強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市
雷，強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市
強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  3/13 10:45 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾燥

 3/13  5:20 (切替)

 3/13 15:23 (切替)

 3/12  4:45 (切替)

 3/12 14:47 (切替)

 3/13  3:17 (切替)

 3/10 15:30 (切替)

 3/11 12:02 (切替)

 3/11 15:37 (切替)

 3/7  14:47 (切替)

 3/10  4:43 (切替)

 3/10 10:20 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 3/7   3:00 (切替)



福岡県全域
乾燥  3/14  4:15 (切替)

福岡県全域
乾燥，霜  3/14 10:17 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷，乾燥

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町
雷，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市
雷，強風，霜

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋
町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾燥

福岡県全域
乾燥，霜  3/16 10:02 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，乾燥，霜

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風，波浪，乾燥

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，乾燥

福岡地方全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、みやこ
町、上毛町 乾燥，霜

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪，乾
燥，霜

福岡県全域
乾燥，霜  3/17 15:41 (切替)

福岡県全域
乾燥  3/18  7:32  3/18 19:43

福岡県全域
霜  3/19 10:23 (切替)

福岡県全域
乾燥  3/20  4:13 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町
雷，乾燥

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪，
乾燥

福岡市、糸島市 雷，強風，波浪，
高潮，乾燥

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷，強風，乾燥

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町
雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷，強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

柳川市
高潮

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪，霜

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風，霜

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷，霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪，
霜

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
雷，強風，霜

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
強風，波浪，霜

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町
強風，霜

 3/23 23:30 (切替)

 3/21 20:28  3/22  4:05

 3/23 10:50 (切替)

 3/23 16:48 (切替)

 3/20 23:23 (切替)

 3/21  6:48 (切替)

 3/21 11:23 (切替)

 3/17  4:07 (切替)

 3/17 10:44 (切替)

 3/20 15:20 (切替)

 3/15 15:25 (切替)

 3/16  4:54 (切替)

 3/16 15:18 (切替)

 3/15  5:03 (切替)



福岡県全域
乾燥  3/24  4:05 (切替)

福岡県全域
乾燥，霜  3/24 10:10 (切替)

福岡県全域
乾燥  3/25  7:19 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域
乾燥

筑後北部全域、筑後南部全域
乾燥，霜

筑後北部全域、筑後南部全域
霜  3/25 16:55 (切替)

福岡地方全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、みやこ
町、上毛町 乾燥

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風，乾燥

福岡地方全域、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、みやこ町、上毛町

乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

乾燥，霜

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風，乾燥

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域

乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

乾燥，霜

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪，乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  3/27 22:09  3/28  4:04

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町

乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾燥

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾

燥，霜

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾

燥，霜

 3/31  7:22 (切替)

 3/31 10:40 (切替)

 3/31 15:31 (4/1へ継続)

 3/27 10:06 (切替)

 3/30 10:15 (切替)

 3/30 14:25 (切替)

 3/26 10:12 (切替)

 3/26 15:41 (切替)

 3/27  7:00 (切替)

 3/25  9:50 (切替)

 3/26  3:48 (切替)



2019年4月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾

燥，霜

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷，乾燥，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪，

乾燥，霜

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷，乾燥，霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪，

乾燥，霜

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷，乾燥，霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪，

乾燥，霜

福岡県全域

乾燥  4/2   4:46 (切替)

福岡県全域

乾燥，霜  4/2  10:05 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥，霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥，霜

福岡県全域

乾燥  4/3   5:35 (切替)

福岡県全域

乾燥，霜  4/3  10:00 (切替)

福岡県全域

乾燥  4/4   7:07 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪，乾燥

福岡県全域

乾燥  4/5  20:41 (切替)

福岡県全域

乾燥  4/6  21:27 (切替)

福岡県全域

雷  4/7  15:01  4/8   2:57

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  4/9   3:48 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町

雷

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風，波浪

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋
町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷，強風

 4/5   3:39 (切替)

 4/9  16:14 (切替)

 4/1  19:55 (切替)

 4/2  15:47 (切替)

 4/4  10:47 (切替)

 4/1   4:23 (切替)

 4/1  10:19 (切替)

 4/1  15:28 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

(3/31から継続) (切替)



北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  4/10  5:02 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  4/10 20:24 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  4/11  3:30 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

霜  4/11 10:06 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域

雷

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

霜

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域

雷  4/12  7:11 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

霜  4/12 10:39  4/13  4:13

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風

福岡県全域

濃霧  4/15  4:37 (切替)

福岡県全域

霜  4/15  9:55  4/16  6:20

福岡県全域

雷  4/17 14:32  4/17 17:16

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

濃霧  4/18  4:43  4/18  8:07

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  4/19  7:14 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  4/19 10:25 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  4/19 16:06 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  4/19 22:47  4/20  3:45

北九州・遠賀地区全域、京築全域

濃霧  4/21  8:23  4/21 11:05

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  4/23 16:11 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  4/24  4:45  4/24  7:44

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  4/25 16:30 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  4/26  4:10 (切替)

 4/23 18:39 (切替)

 4/10 15:44 (切替)

 4/11 16:12 (切替)

 4/14 10:08  4/15  3:34

 4/10 10:17 (切替)



筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  4/26 23:40 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  4/27  4:22 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  4/27 10:37  4/27 15:48

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  4/29  4:20 (切替)

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風，波浪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

 4/29 21:05  4/30  2:33

 4/26 15:22 (切替)

 4/29 15:24 (切替)



2019年5月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

福岡県全域

雷  5/1  15:10  5/2   4:10

福岡県全域

乾燥  5/6  10:48 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷，乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町
雷，強風，波浪，

乾燥

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪，乾燥

福岡県全域

乾燥  5/7   4:01  5/8  23:02

福岡県全域

乾燥  5/10  9:16 (切替)

福岡県全域

乾燥  5/11 10:40 (切替)

福岡地方全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

雷  5/12 15:55  5/12 19:28

福岡県全域

乾燥  5/16 10:43 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，乾燥

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  5/17 20:51 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  5/18 10:07 (切替)

筑豊地方全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  5/19  4:03 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  5/19 16:45 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  5/20  4:18  5/20  8:06

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  5/20 15:15  5/21  4:23

福岡県全域

乾燥  5/21 10:38 (切替)

福岡県全域

乾燥  5/23  4:13 (切替)

福岡県全域

乾燥  5/24 15:57 (切替)

 5/18  4:22 (切替)

 5/18 15:30 (切替)

 5/6  18:02 (切替)

 5/17 10:50 (切替)

 5/17 16:06 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 5/6  15:13 (切替)



京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥

福岡県全域

乾燥  5/25 13:41 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，乾燥

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  5/27 13:08  5/28  4:23

福岡県全域

乾燥  5/29  4:05 (切替)

福岡県全域

乾燥  5/30  4:15  5/31  4:15

 5/25  3:50 (切替)

 5/27  4:09 (切替)

 5/24 22:28 (切替)



2019年6月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

福岡県全域

雷  6/4  10:20 (切替)

福岡県全域

雷  6/4  16:13  6/5   3:12

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

雷  6/6  10:27 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰
府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町 雷

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

京築全域、直方市、中間市、春日市、大野城市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、
粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町 雷

筑後北部全域、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、嘉麻市、桂川町、大木町、広川
町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 大雨，雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市

大雨，雷，強風

糸島市
大雨，雷，強風，

波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰
府市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町 大雨，雷

北九州市、宗像市、福津市、糸島市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

福岡市、古賀市、新宮町、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

大牟田市、柳川市、みやま市

大雨，雷，強風

那珂川市

大雨，雷，洪水

筑後北部全域、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、宮若市、嘉
麻市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、桂川町、大木町、広川町、添田町、糸田町、川
崎町、大任町、赤村、みやこ町、上毛町

大雨，雷

北九州市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷，強風，波浪

福岡市、宗像市、福津市、糸島市、新宮町
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、吉富町、築上町

大雨，雷，強風

直方市、香春町、福智町
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

中間市、那珂川市、遠賀町、小竹町、鞍手町

大雨，雷，洪水

古賀市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

苅田町
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，強風

筑後北部全域、飯塚市、田川市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、嘉麻市、宇美町、篠
栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、桂川町、大木町、広川町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤
村、みやこ町、上毛町

大雨，雷

北九州市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷，強風，波浪

福岡市、宗像市、福津市、糸島市、新宮町
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、吉富町、築上町

大雨，雷，強風

直方市、香春町、福智町
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

(切替) 6/7   6:53

 6/6  20:30 (切替)

 6/7   5:20 (切替)

 6/7   6:05 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 6/6  16:40 (切替)



八女市、中間市、宮若市、那珂川市、遠賀町、小竹町、鞍手町

大雨，雷，洪水

古賀市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

苅田町
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，強風，洪水

筑後北部全域、飯塚市、田川市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、嘉麻市、那珂川市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、桂川町、大木町、広川町、添田町、糸田町、川崎町、
大任町、赤村、みやこ町、上毛町

雷

北九州市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、吉富町、築上町

雷，強風

直方市、香春町、福智町

大雨，雷，洪水

八女市、中間市、宮若市、遠賀町、小竹町、鞍手町

雷，洪水

苅田町
大雨，雷，強風，

洪水

北九州市
大雨，強風，波

浪，洪水

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、吉富町、築上町

強風

直方市、香春町、福智町

大雨，洪水

八女市、中間市、宮若市、遠賀町、小竹町、鞍手町

洪水

苅田町

大雨，強風，洪水

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風，波浪  6/7  18:04  6/8   4:05

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  6/14 10:42 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市

雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、芦屋町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

中間市、筑紫野市、太宰府市、久山町、水巻町

大雨，雷，強風

春日市、大野城市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷，強風

 6/15  3:28 (切替)

 6/7  11:38 (切替)

 6/7  15:02 (切替)

 6/14 16:55 (切替)

 6/7   8:17 (切替)

 6/7   9:48 (切替)

(切替) 6/7   6:53



筑後北部全域、田川市、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

雷

北九州市、行橋市、豊前市、古賀市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町
大雨，雷，強風，

波浪

福岡市、宗像市、福津市、糸島市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

大牟田市、柳川市、みやま市

雷，強風，波浪

直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、福智町

大雨，雷

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋
町、水巻町、みやこ町 大雨，雷，強風

遠賀町
大雨，雷，強風，

洪水

上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋
町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 強風

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

強風  6/15 16:05  6/15 20:41

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域

雷  6/16  0:13  6/16  4:20

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  6/17  2:36 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  6/17 10:08 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  6/17 21:50  6/18  3:52

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

雷  6/21 10:21 (切替)

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、添
田町、川崎町、大任町、赤村 雷

直方市、飯塚市、田川市、香春町、糸田町、福智町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域

雷  6/21 18:42  6/21 21:08

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

京築全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川
市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町 雷，強風

筑豊地方全域

雷

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

福岡県全域

雷  6/27 23:50 (切替)

福岡県全域

雷  6/28  4:13  6/28 20:47

 6/27  4:52 (切替)

 6/27 10:13  6/27 15:58

 6/21 17:42 (切替)

 6/26  4:16 (切替)

 6/26 17:25 (切替)

 6/15  5:12 (切替)

 6/15 10:07 (切替)



筑豊地方全域

濃霧  6/29  3:10 (切替)

福岡県全域

雷  6/29  7:22 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、糸島市
大雨，雷，強風，

波浪

大牟田市、みやま市

大雨，雷，強風

久留米市、直方市、筑後市、大川市、豊前市、中間市、小郡市、春日市、大野城市、宮若市、那珂川市、志免町、
須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、大任町、
福智町、吉富町、上毛町

雷

飯塚市、田川市、八女市、行橋市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、宇美町、篠栗町、筑前町、東
峰村、大刀洗町、糸田町、川崎町、赤村、苅田町、みやこ町、築上町 大雨，雷

柳川市

雷，強風

古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風，波浪

筑後北部全域、飯塚市、田川市、筑後市、大川市、行橋市、中間市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、宇美
町、篠栗町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任
町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、築上町

大雨，雷

北九州市、福岡市、宗像市、糸島市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

大牟田市
大雨，雷，強風，

洪水

直方市、豊前市、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、吉富町、上毛町

雷

柳川市、みやま市

大雨，雷，強風

八女市

大雨，雷，洪水

古賀市、福津市、新宮町

雷，強風，波浪

筑後北部全域、飯塚市、田川市、筑後市、大川市、行橋市、中間市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、宇美
町、篠栗町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任
町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、築上町

大雨，雷

北九州市、福岡市、宗像市、糸島市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

大牟田市
大雨，雷，強風，

洪水

直方市、豊前市、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、吉富町、上毛町

雷

柳川市、みやま市

大雨，雷，強風

八女市

大雨，雷，洪水

古賀市、福津市、新宮町

雷，強風，波浪

筑後北部全域、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、行橋市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、みや
ま市、宇美町、篠栗町、小竹町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤
村、福智町、苅田町、みやこ町、築上町

大雨，雷

北九州市、福岡市、宗像市、糸島市
大雨，雷，強風，

波浪

大牟田市、八女市

大雨，雷，洪水

直方市、豊前市、中間市、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、吉
富町、上毛町 雷

古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風，波浪

筑後北部全域、北九州市、福岡市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、行橋市、筑紫野市、宗像市、太宰
府市、宮若市、嘉麻市、みやま市、糸島市、宇美町、篠栗町、小竹町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、
添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、築上町

大雨，雷

大牟田市、八女市

大雨，雷，洪水

直方市、豊前市、中間市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、那珂川市、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕
屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、吉富町、上毛町 雷

 6/30 10:49 (切替)

 6/30  0:30 (切替)

 6/30  2:36 (切替)

 6/30  4:59 (切替)

 6/29 16:36 (切替)



北九州・遠賀地区全域、直方市、行橋市、豊前市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川
市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、苅田町、吉富町、上毛町 雷

筑後北部全域、福岡市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、みや
ま市、宇美町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みや
こ町、築上町

大雨，雷

大牟田市、八女市

大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、直方市、行橋市、豊前市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川
市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、苅田町、吉富町、上毛町 雷

筑後北部全域、福岡市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、みや
ま市、宇美町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みや
こ町、築上町

大雨，雷

大牟田市、八女市

大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、直方市、行橋市、豊前市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川
市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、苅田町、吉富町、上毛町 雷

筑後北部全域、福岡市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、みや
ま市、宇美町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みや
こ町、築上町

大雨，雷

大牟田市、八女市

大雨，雷，洪水

 6/30 23:13 (7/1へ継続)

 6/30 14:19 (切替)

 6/30 16:57 (切替)



2019年7月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

北九州・遠賀地区全域、直方市、行橋市、豊前市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川
市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、苅田町、吉富町、上毛町 雷

筑後北部全域、福岡市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、みや
ま市、宇美町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みや
こ町、築上町

大雨，雷

大牟田市、八女市

大雨，雷，洪水

筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、飯塚市、田川市、筑紫野市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、宇美町、鞍手
町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、築上町 大雨  7/1   0:08 (切替)

大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、八女市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、嘉麻市、みやま市、桂川町、筑
前町、広川町、添田町、川崎町 大雨  7/1   4:39 (切替)

大牟田市、八女市、みやま市

大雨  7/1  10:15 (切替)

大牟田市、八女市、みやま市

大雨  7/1  15:51 (切替)

大牟田市、久留米市、八女市、うきは市、みやま市、広川町

大雨  7/2   4:16 (切替)

大牟田市、久留米市、八女市、大川市、うきは市、嘉麻市、みやま市、広川町、川崎町

大雨  7/2  15:49 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、小郡市、宮若市、
朝倉市、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村、
福智町

雷

大牟田市、久留米市、八女市、大川市、うきは市、嘉麻市、みやま市、広川町、川崎町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、福岡市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、篠
栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 雷

筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、宇美町、大木町、広川町

大雨，雷

大牟田市

大雨(土砂災害) 雷，洪水

八女市、みやま市

大雨(土砂災害) 雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、福岡市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、篠
栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 雷

筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、太宰府市、宇美町、大木町、広川町

大雨，雷

大牟田市

大雨(土砂災害) 雷，洪水

八女市、みやま市

大雨(土砂災害) 雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、直方市、小郡市、宮若市、小竹町、鞍手町、大刀洗町、糸田
町、福智町 雷

大牟田市、八女市、みやま市

大雨(土砂災害) 雷

久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、桂川町、筑前町、東峰村、大木
町、広川町、香春町、添田町、川崎町、大任町、赤村 大雨，雷

大牟田市、八女市、みやま市

大雨  7/3  20:13  7/4   4:01

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  7/6   4:05 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風，波浪  7/6  15:58 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

波浪  7/7   4:25  7/7   9:55

福岡県全域

雷  7/7  21:09 (切替)

 7/3   3:50 (切替)

 7/3   7:37 (切替)

 7/3  11:53 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

(6/30から継続) (切替)

 7/3  16:53 (切替)



福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、行橋市、豊前市、苅田
町、吉富町、上毛町 雷

みやこ町

大雨，雷

築上町

大雨，雷，洪水

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、豊前市、苅田町、吉富
町、上毛町 雷

行橋市、みやこ町

大雨，雷

築上町

大雨，雷，洪水

福岡県全域

雷  7/8  23:19  7/9   5:05

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 強風  7/10  5:11 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風

筑豊地方全域、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、朝倉市、那珂川
市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、み
やこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風

大牟田市、柳川市、八女市、小郡市、みやま市、広川町

大雨，雷

久留米市

大雨，雷，洪水

筑豊地方全域、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、朝倉市、那珂川
市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、み
やこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風

大牟田市、柳川市、八女市、小郡市、みやま市、広川町

大雨，雷

久留米市

大雨，雷，洪水

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

強風  7/11  5:42  7/11 22:26

福岡県全域

雷  7/13  9:44 (切替)

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、福岡市、直方市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、春日市、
大野城市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久
山町、粕屋町、小竹町、鞍手町、大木町、糸田町、大任町、赤村、福智町

雷

大牟田市、飯塚市、八女市、筑紫野市、太宰府市、嘉麻市、みやま市、桂川町、広川町、香春町、添田町、川崎町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、筑後北部全域、福岡市、直方市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、豊前市、春日市、大
野城市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山
町、粕屋町、小竹町、鞍手町、大木町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上
町

雷

大牟田市、飯塚市、八女市、行橋市、筑紫野市、太宰府市、嘉麻市、みやま市、桂川町、広川町、香春町、添田
町、川崎町 大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、直方市、柳川市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、春日市、大野城市、宗像市、古賀
市、福津市、宮若市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小
竹町、鞍手町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、糸田町、大任町、福智町、吉富町、上毛町、築上町

雷

福岡市、大牟田市、飯塚市、八女市、行橋市、筑紫野市、嘉麻市、みやま市、添田町、川崎町

大雨，雷，洪水

久留米市、田川市、うきは市、赤村、苅田町、みやこ町

雷，洪水

太宰府市、桂川町、広川町、香春町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、福岡市、直方市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、春日市、
大野城市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久
山町、粕屋町、小竹町、鞍手町、大木町、糸田町、大任町、赤村、福智町

雷

大牟田市、飯塚市、八女市、筑紫野市、太宰府市、嘉麻市、みやま市、桂川町、広川町、香春町、添田町、川崎町

大雨，雷

大牟田市、飯塚市、八女市、嘉麻市、みやま市、桂川町、広川町、香春町、添田町、川崎町

大雨  7/14  4:38  7/14 11:19

 7/13 18:16 (切替)

 7/13 14:52 (切替)

 7/13 15:28 (切替)

 7/10 10:43 (切替)

 7/10 22:39 (切替)

 7/11  2:59 (切替)

 7/8  22:03 (切替)

 7/13 12:47 (切替)

 7/8  21:13 (切替)



福岡県全域

雷  7/16  7:57 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、直方市、田川市、宮若市、嘉
麻市、小竹町、鞍手町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 雷

飯塚市、桂川町

大雨，雷

福岡県全域

雷  7/16 18:12  7/16 20:36

福岡県全域

雷  7/17  7:48 (切替)

福岡地方全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、直方市、飯塚市、田川市、中間市、宮若市、嘉麻市、水
巻町、小竹町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 雷

北九州市、鞍手町

雷，洪水

芦屋町、岡垣町、遠賀町

大雨，雷

福岡県全域

雷  7/17 18:30 (切替)

福岡地方全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、桂
川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 雷

北九州・遠賀地区全域、鞍手町

大雨，雷

福岡地方全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、桂
川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 雷

北九州市、中間市

大雨，雷，洪水

芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町

大雨，雷

福岡県全域

雷  7/18 11:22 (切替)

筑後北部全域、筑後南部全域、田川市、行橋市、豊前市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、福津
市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、小竹町、香
春町、添田町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

雷

北九州市、福岡市、直方市、飯塚市、中間市、宗像市、宮若市、嘉麻市、糸島市、水巻町、鞍手町、桂川町、川崎
町、上毛町 大雨，雷

筑後北部全域、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川
市、大木町、広川町、添田町、糸田町、大任町、赤村、築上町 雷

北九州市

大雨，雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大川市、豊前市、中間市、筑紫野市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻
市、糸島市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹
町、鞍手町、桂川町、香春町、川崎町、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町

大雨，雷

京築全域、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、宗像市、
太宰府市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、宇美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久
山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、小竹町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、赤村、福智町

大雨，雷

北九州市、中間市

大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、春日市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

筑紫野市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷

大野城市、那珂川市
大雨(浸水害)，洪

水
雷

うきは市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、大任町

雷

志免町、鞍手町

大雨，雷，洪水

水巻町

大雨(土砂災害) 雷

筑後北部全域、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、古賀市、みやま市、糸島市、篠栗町、須恵町、新宮
町、久山町、添田町、川崎町、赤村、福智町 大雨，雷

北九州市、行橋市、中間市、苅田町、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、飯塚市、筑紫野市、春日市、吉富町、上毛町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

 7/18 18:49 (切替)

 7/18 19:32 (切替)

(切替) 7/18 20:00

 7/18  9:07 (切替)

 7/18  9:28 (切替)

 7/18 16:16 (切替)

 7/16 17:03 (切替)

 7/17 15:29 (切替)



直方市、田川市、宮若市、嘉麻市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、桂川町、香春町、糸田町

大雨(土砂災害) 雷

豊前市

大雨，雷，洪水

大野城市、那珂川市
大雨(浸水害)，洪

水
雷

宗像市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷

太宰府市、福津市、宇美町、粕屋町

大雨(浸水害) 雷

志免町

洪水 大雨，雷

鞍手町、築上町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

大木町、広川町、大任町

雷

筑後北部全域、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市

大雨，雷

北九州市、直方市、宮若市、嘉麻市、志免町、小竹町、鞍手町、築上町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

福岡市、飯塚市、田川市、筑紫野市、春日市、太宰府市、吉富町、上毛町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

行橋市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、桂川町、香春町、糸田町、苅田町、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

豊前市、古賀市、糸島市、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷，洪水

大野城市、那珂川市
大雨(浸水害)，洪

水
雷

宗像市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

福津市、宇美町、粕屋町

大雨(浸水害) 雷，洪水

大木町、広川町

雷

北九州市、福岡市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、筑紫野市、春日市、宗像市、太宰府市、宮若市、志免町、
小竹町、鞍手町、吉富町、上毛町 大雨(土砂災害、

浸水害)，洪水
雷

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、朝倉市、みやま市、東峰村、大刀洗町

大雨，雷

久留米市、小郡市、糸島市、新宮町、久山町、筑前町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷，洪水

豊前市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、須恵町、粕屋町

大雨(浸水害) 雷，洪水

中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

大野城市、那珂川市
大雨(浸水害)，洪

水
雷

嘉麻市、築上町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

桂川町、香春町、糸田町、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

大木町、広川町

雷

北九州・遠賀地区全域、福岡市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、筑紫野市、春日市、宗像市、太宰府市、宮若
市、志免町、小竹町、鞍手町、苅田町、吉富町、上毛町 大雨(土砂災害、

浸水害)，洪水
雷

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、朝倉市、みやま市、東峰村、大刀洗町

大雨，雷

久留米市、小郡市、糸島市、久山町、筑前町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷，洪水

豊前市、大野城市、那珂川市、粕屋町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、須恵町

大雨(浸水害) 雷，洪水

(切替) 7/18 21:30

 7/18 20:20 (切替)

 7/18 20:45 (切替)

(切替) 7/18 20:00



嘉麻市、みやこ町、築上町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

新宮町

洪水 大雨，雷

桂川町、香春町、糸田町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

大木町、広川町

雷

京築全域、直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷，洪水

筑後北部全域、筑後南部全域、田川市、糸田町

雷

北九州・遠賀地区全域

大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免
町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、川崎町 大雨，雷

宗像市

大雨(土砂災害) 雷

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

福岡市、大牟田市、柳川市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

雷，強風

宗像市

大雨，雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市

雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市

雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町 雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風，波浪

筑豊地方全域、久留米市、八女市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、朝倉
市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、東峰村、広川町、み
やこ町、上毛町

大雨，雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、
岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 大雨，雷，強風，

波浪

柳川市

雷，強風，波浪

筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

雷，強風

筑豊地方全域、久留米市、八女市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、朝倉
市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、東峰村、広川町、み
やこ町、上毛町

大雨，雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、
岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 大雨，雷，強風，

波浪

柳川市

雷，強風，波浪

筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

雷，強風

筑豊地方全域、久留米市、八女市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、朝倉
市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、東峰村、広川町、みやこ町、上
毛町

大雨，雷，強風

北九州市、大牟田市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、
苅田町、吉富町、築上町 大雨，雷，強風，

波浪

 7/20 17:13 (切替)

(切替) 7/20 20:14

 7/18 21:30 (切替)

 7/19 16:10 (切替)

 7/20  3:48 (切替)

 7/20 15:27 (切替)

 7/19  0:01 (切替)

 7/19  4:57 (切替)

 7/19  7:46 (切替)



福岡市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

柳川市

雷，強風，波浪

筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

雷，強風

那珂川市
大雨，雷，強風，

洪水

北九州市、大牟田市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、
苅田町、吉富町、築上町 大雨，雷，強風，

波浪

福岡市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

久留米市、飯塚市、田川市、小郡市、筑紫野市、春日市、太宰府市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、久山町、
水巻町、遠賀町、小竹町、桂川町、筑前町、東峰村、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福
智町、みやこ町、上毛町

大雨，雷，強風

直方市、八女市、中間市、大野城市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、鞍手町
大雨，雷，強風，

洪水

柳川市

雷，強風，波浪

筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

雷，強風

筑後北部全域、飯塚市、田川市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、太宰府市、宮若市、久山町、水巻町、遠賀
町、小竹町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、上毛
町

大雨，雷，強風

北九州市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町 大雨，雷，強風，

波浪

福岡市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

大牟田市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

直方市、中間市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、鞍手町
大雨，雷，強風，

洪水

八女市

大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

みやま市

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、柳川市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

大牟田市、みやま市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

久留米市、直方市、中間市、小郡市、筑紫野市、大野城市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、那珂川市、宇美町、篠栗
町、志免町、須恵町、粕屋町、鞍手町、筑前町、大刀洗町 大雨，雷，洪水

飯塚市、田川市、筑後市、大川市、春日市、太宰府市、宮若市、久山町、水巻町、遠賀町、小竹町、桂川町、東峰
村、大木町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、上毛町 大雨，雷

八女市、広川町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町
大雨，雷，強風，

波浪

北九州市、大牟田市、みやま市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

福岡市、柳川市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

久留米市、八女市、筑紫野市、大野城市、うきは市、嘉麻市、宇美町、筑前町、広川町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

直方市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、朝倉市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、鞍手町、東峰
村、大刀洗町、大木町、添田町、川崎町 大雨，雷，洪水

飯塚市、桂川町

大雨(土砂災害) 雷

田川市、春日市、太宰府市、宮若市、久山町、水巻町、遠賀町、小竹町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、
みやこ町、上毛町 大雨，雷

行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町
大雨，雷，強風，

波浪

 7/21  0:50 (切替)

 7/21  2:57 (切替)

 7/21  3:43 (切替)

 7/20 21:07 (切替)

(切替) 7/20 20:14



北九州市、福岡市、大牟田市、みやま市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

久留米市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、飯塚市、八女市、中間市、小郡市、筑紫野市、大野城市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、那珂川市、宇美町、
篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、鞍手町、筑前町、東峰村、広川町、添田町、川崎町、みやこ町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

田川市、春日市、太宰府市、宮若市、久山町、水巻町、小竹町、桂川町、香春町、糸田町、福智町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

行橋市、宗像市、糸島市、新宮町、苅田町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

豊前市、古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町、吉富町、築上町
大雨，雷，強風，

波浪

遠賀町、大任町、赤村、上毛町

大雨，雷

北九州市、大牟田市、みやま市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

福岡市、行橋市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

久留米市、朝倉市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、飯塚市、田川市、中間市、筑紫野市、大野城市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
粕屋町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、みやこ町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

柳川市

洪水
大雨，雷，強風，

波浪

八女市、小郡市、うきは市、嘉麻市、筑前町、東峰村、広川町、添田町、川崎町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

筑後市、大川市、大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

豊前市、古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町、吉富町、築上町
大雨，雷，強風，

波浪

春日市、太宰府市、久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

宗像市、糸島市、新宮町、苅田町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

遠賀町、上毛町

大雨，雷

大木町

洪水 大雨，雷

北九州市、大牟田市、みやま市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

福岡市、行橋市、苅田町

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

久留米市、小郡市、朝倉市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、飯塚市、田川市、中間市、筑紫野市、大野城市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
粕屋町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、みやこ町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

柳川市
大雨(浸水害)，洪

水
雷，強風，波浪

八女市、うきは市、嘉麻市、東峰村、添田町、川崎町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

豊前市、築上町
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

春日市、太宰府市、久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

宗像市、糸島市、新宮町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

 7/21  4:13 (切替)

 7/21  4:53 (切替)

(切替) 7/21  5:34



古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町、吉富町
大雨，雷，強風，

波浪

遠賀町、上毛町

大雨，雷

北九州市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

福岡市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

大牟田市、飯塚市、八女市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、みやま市、桂川町、東峰村、添田町、川崎町、みやこ町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

久留米市、小郡市、朝倉市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、行橋市、中間市、大野城市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、小竹町、鞍
手町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

田川市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

豊前市

大雨，雷，洪水

春日市、太宰府市、久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

宗像市、糸島市、新宮町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

遠賀町、吉富町、上毛町

大雨，雷

北九州市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

福岡市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

大牟田市、久留米市、田川市、八女市、小郡市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、行橋市、中間市、春日市、大野城市、宮若市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、小竹町、鞍手
町、香春町、糸田町、福智町、苅田町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、筑紫野市、那珂川市、桂川町、添田町、川崎町、大任町、赤村、みやこ町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

豊前市、吉富町、上毛町

大雨，雷，洪水

宗像市、糸島市、新宮町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

太宰府市、久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

遠賀町

大雨，雷

北九州市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

福岡市

大雨(土砂災害)
雷，強風，波浪，

洪水

大牟田市、久留米市、田川市、八女市、小郡市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、行橋市、中間市、春日市、大野城市、宮若市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、小竹町、鞍手
町、香春町、糸田町、福智町、苅田町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、筑紫野市、那珂川市、桂川町、添田町、川崎町、大任町、赤村、みやこ町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

(切替) 7/21 11:45

 7/21  6:12 (切替)

 7/21  6:45 (切替)

(切替) 7/21  5:34



豊前市、吉富町、上毛町

大雨，雷，洪水

宗像市、糸島市、新宮町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

太宰府市、久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

遠賀町

大雨，雷

北九州市、福岡市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

大牟田市、久留米市、田川市、八女市、小郡市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、行橋市、中間市、春日市、太宰府市、宮若市、宇美町、篠栗町、小竹町、鞍手町、香春町、糸田町、福智
町、苅田町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、筑紫野市、大野城市、那珂川市、志免町、須恵町、粕屋町、桂川町、添田町、川崎町、大任町、赤村、み
やこ町 大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

豊前市、吉富町、上毛町

大雨，雷，洪水

宗像市、糸島市、新宮町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

遠賀町

大雨，雷

北九州市、福岡市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風，波浪

大牟田市、久留米市、田川市、八女市、小郡市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、行橋市、中間市、春日市、太宰府市、宮若市、宇美町、篠栗町、鞍手町、香春町、糸田町、福智町、苅田
町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、筑紫野市、大野城市、那珂川市、志免町、須恵町、粕屋町、小竹町、桂川町、添田町、川崎町、大任町、
赤村、みやこ町 大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

豊前市、吉富町、上毛町

大雨，雷，洪水

宗像市、糸島市、新宮町

大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪

古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

遠賀町

大雨，雷

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉
市、みやま市、那珂川市、小竹町、桂川町、筑前町、東峰村、広川町、添田町、川崎町、赤村、みやこ町 大雨(土砂災害)，

洪水
雷

直方市、行橋市、中間市、春日市、大野城市、太宰府市、宮若市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、鞍
手町、香春町、糸田町、大任町、福智町、苅田町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

洪水 大雨，雷

豊前市、吉富町、上毛町

大雨，雷，洪水

宗像市、糸島市、新宮町、久山町、水巻町

大雨(土砂災害) 雷

古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町、遠賀町

大雨，雷

(切替) 7/21 11:45

 7/21 12:52 (切替)

 7/21 13:56 (切替)

 7/21 16:57 (切替)



北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、八女市、行橋市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うき
は市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、筑前町、東峰村、広川町、香春
町、添田町、川崎町、赤村、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

直方市、中間市、春日市、大野城市、宗像市、宮若市、糸島市、久山町、粕屋町、水巻町、小竹町、鞍手町、桂川
町、糸田町、大任町、福智町 大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

豊前市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

大雨，雷

京築全域、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷

北九州市、大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東
峰村、広川町、添田町、川崎町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、
桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

京築全域、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷

北九州市、大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東
峰村、広川町、添田町、川崎町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、
桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

京築全域、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷

北九州市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、広川
町、添田町、川崎町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、
桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 大雨(土砂災害) 雷

大牟田市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

京築全域、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷

北九州市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、広川
町、添田町、川崎町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、
桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 大雨(土砂災害) 雷

大牟田市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

京築全域、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷

北九州市、久留米市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、筑前町、東峰村、広川町、添田町、川崎町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、
桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 大雨(土砂災害) 雷

大牟田市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

八女市、みやま市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

京築全域、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷

北九州市、久留米市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、筑前町、東峰村、広川町、添田町、川崎町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、
桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町 大雨(土砂災害) 雷

 7/22  7:45 (切替)

 7/22  9:05 (切替)

 7/22  9:46 (切替)

(切替) 7/22 11:15

 7/21 20:46 (切替)

 7/22  4:33 (切替)

 7/22  7:09 (切替)



大牟田市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

八女市、みやま市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

北九州市、久留米市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、筑前町、東峰村、広川町、添田町、川崎町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

福岡市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、中間市、大野城市、太宰府市、宮若市、那珂川市、宇美町、篠栗町、
須恵町、水巻町、小竹町、桂川町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町 大雨(土砂災害) 雷

大牟田市、八女市、みやま市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町

大雨，雷，洪水

豊前市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、
鞍手町、吉富町、上毛町、築上町 大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、福岡市、直方市、柳川市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗
像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹
町、鞍手町、桂川町、大木町、香春町、添田町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷

大牟田市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、宮若市、朝倉市、みやま市、篠栗町、筑前町、東峰村、広川町、糸
田町、川崎町 大雨(土砂災害) 雷

久留米市、うきは市、嘉麻市

大雨(土砂災害) 雷，洪水

大刀洗町

大雨，雷，洪水

北九州市、福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、小郡市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、うき
は市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、小竹
町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みや
こ町

大雨

久留米市、八女市

大雨(土砂災害)

筑後北部全域、北九州市、福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、行橋市、筑紫野市、大野城市、
太宰府市、宮若市、嘉麻市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、小竹町、
桂川町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町

大雨  7/22 22:27 (切替)

福岡地方全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、北九州市、大牟田市、八女市、行橋市、豊前市、中間市、みやま
市、水巻町、岡垣町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町 大雨  7/23  2:12 (切替)

福岡地方全域、北九州市、大牟田市、直方市、田川市、八女市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、うきは市、宮
若市、朝倉市、みやま市、水巻町、岡垣町、小竹町、鞍手町、東峰村、大刀洗町、広川町、香春町、添田町、糸田
町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

大雨，雷

久留米市、飯塚市、嘉麻市、桂川町、筑前町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、芦屋町、遠賀町、大木町、上毛町

雷

福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、宮若市、嘉麻市、
朝倉市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、広川町、
香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨

久留米市

大雨(土砂災害)

福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、うきは市、宮若
市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗
町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨

久留米市、広川町

大雨(土砂災害)

福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、大野城市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、み
やま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、小竹町、桂川町、東峰村、大刀洗町、香春町、添田町、糸田町、川
崎町、大任町、赤村、福智町

大雨

久留米市、筑紫野市、太宰府市、筑前町、広川町

大雨(土砂災害)

久留米市、筑前町

大雨(土砂災害)

八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、東峰村、大刀洗町、添田町、川崎町

大雨

福岡県全域

雷  7/24  4:24  7/24 20:16

福岡県全域

雷  7/26 10:05  7/26 20:45

福岡県全域

雷  7/27  4:23  7/27 20:46

福岡県全域

雷  7/28  6:22  7/28 20:40

 7/23 14:27 (切替)

 7/23 15:18 (切替)

 7/23 18:14  7/23 20:51

 7/22 20:57 (切替)

 7/23  4:42 (切替)

 7/23 10:19 (切替)

 7/22 13:55 (切替)

 7/22 17:12 (切替)

(切替) 7/22 11:15



福岡県全域

雷  7/29  4:18  7/29 20:12

福岡県全域

雷  7/30  3:56  7/30 20:12

福岡県全域

雷  7/31 10:02  7/31 20:10



2019年8月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

福岡県全域 雷  8/1  10:31  8/1  20:26

福岡県全域 雷  8/2   9:46  8/2  20:08

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

強風，波浪

筑豊地方全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷，強風

筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町 暴風 雷

北九州市、行橋市、苅田町、築上町 暴風，波浪 雷，高潮

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 雷，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 暴風 雷，波浪，高潮

豊前市、吉富町 暴風，波浪 雷

筑豊地方全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、
久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷，強風

筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町 暴風 雷

北九州市、柳川市、みやま市 暴風，波浪，高潮 雷

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 雷，波浪

大牟田市、行橋市、苅田町、築上町 暴風，波浪 雷，高潮

豊前市、吉富町 暴風，波浪 雷

北九州市、行橋市、苅田町 暴風，波浪，高潮 大雨，雷

福岡市、宗像市、芦屋町、岡垣町 暴風 大雨，雷，波浪

大牟田市 暴風，波浪 雷，高潮

久留米市、八女市、小郡市 暴風 大雨，雷

直方市、飯塚市、田川市、中間市、太宰府市、那珂川市、水巻町、遠賀町、川崎町、大任町 大雨，雷，強風

柳川市、みやま市 暴風，波浪，高潮 雷

筑後市、大川市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町 暴風 雷

豊前市 暴風，波浪 雷，洪水

筑紫野市、春日市、大野城市、宮若市、嘉麻市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、小竹町、鞍
手町、桂川町、香春町、糸田町、福智町、上毛町

雷，強風

古賀市、福津市、糸島市、新宮町 暴風 雷，波浪

添田町、赤村、みやこ町
大雨，雷，強風，

洪水

吉富町 暴風，波浪 大雨，雷

(切替) 8/6  10:17

 8/6   1:59 (切替)

 8/6   6:25 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 8/5  17:10 (切替)



築上町 暴風，波浪
大雨，雷，洪水，

高潮
 8/6  10:17 (切替)

北九州市 暴風，波浪，高潮 大雨，雷，洪水

福岡市、宗像市 暴風
大雨，雷，波浪，

洪水

大牟田市 暴風，波浪 雷，高潮

久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、那珂川市、篠栗町、川崎町、大任町 大雨，雷，強風

柳川市、みやま市 暴風，波浪，高潮 雷

筑後市、大川市、大野城市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、久山町、粕屋町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前
町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、糸田町、福智町

雷，強風

行橋市、苅田町 暴風，波浪，高潮 大雨，雷

豊前市 暴風，波浪 雷，洪水

中間市、水巻町、遠賀町 暴風 大雨，雷

筑紫野市、春日市、志免町 雷，強風，洪水

太宰府市、宇美町、須恵町、添田町、赤村
大雨，雷，強風，

洪水

古賀市、糸島市、新宮町 暴風 雷，波浪

福津市 暴風 雷，波浪，洪水

芦屋町、岡垣町 暴風 大雨，雷，波浪

みやこ町 暴風 大雨，雷，洪水

吉富町 暴風，波浪 大雨，雷

上毛町 暴風 雷

築上町 暴風，波浪
大雨，雷，洪水，

高潮

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 雷，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

福岡県全域 雷  8/7   4:57 (切替)

 8/6  20:40 (切替)

 8/6  22:42 (切替)

 8/6  11:31 (切替)

 8/6  14:23 (切替)

 8/6  16:15 (切替)



京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、北九州市、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太
宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

雷

中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 大雨，雷

宗像市 大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、直方市、宮若市、鞍手町 大雨，雷

京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、飯塚市、田川市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古
賀市、福津市、嘉麻市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、
桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

雷

宗像市 大雨，雷，洪水

京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、田川市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島
市、那珂川市、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村、福智町

雷

北九州市、飯塚市、宗像市、宮若市、芦屋町、鞍手町 大雨，雷，洪水

直方市、中間市、筑紫野市、嘉麻市、宇美町、篠栗町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、桂川町、川崎町 大雨，雷

京築全域、筑後南部全域、久留米市、田川市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、糸島市、新宮町、久山町、東峰
村、大刀洗町、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村、福智町

雷

北九州市、飯塚市、筑紫野市、宗像市、宮若市、芦屋町、鞍手町 大雨，雷，洪水

福岡市、直方市、中間市、小郡市、春日市、大野城市、太宰府市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、
須恵町、粕屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、桂川町、筑前町、川崎町

大雨，雷

福岡県全域 雷  8/8  10:13 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後南部全域、小郡市、うきは市、朝倉市、筑
前町、東峰村、大刀洗町

雷

久留米市 大雨，雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後南部全域、うきは市、東峰村 雷

久留米市、小郡市、朝倉市、筑前町、大刀洗町 大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、福岡市、大牟田市、柳川市、筑後市、春日市、大野城市、宗像
市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮
町、久山町、粕屋町、東峰村、大木町、広川町

雷

久留米市、八女市、大川市 大雨，雷

小郡市 洪水 大雨，雷

筑紫野市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

朝倉市、筑前町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、大牟田市、柳川市、筑後市、宗像市、古賀市、福津市、うきは
市、みやま市、糸島市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、東峰村、大木町、広川町

雷

福岡市、久留米市、八女市、大川市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町 大雨，雷

小郡市 洪水 大雨，雷

筑紫野市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

朝倉市、筑前町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

福岡県全域 雷  8/8  20:39  8/8  21:50

福岡県全域 雷  8/9  10:25  8/9  18:33

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  8/10  8:03 (切替)

 8/8  19:58 (切替)

 8/8  17:36 (切替)

 8/8  18:58 (切替)

 8/8  19:09 (切替)

 8/7  14:54 (切替)

 8/7  15:51 (切替)

 8/7  16:37  8/7  18:27

 8/7  14:15 (切替)



北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  8/10 16:11 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  8/11 16:26  8/12  4:27

福岡地方全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 雷  8/12 17:01  8/12 19:51

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、
芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 暴風，波浪 雷

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 雷，波浪

筑後北部全域、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、宮若市、嘉
麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、小竹町、桂川町、大木町、広川町、香春町、
糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

雷，強風

北九州市 暴風，波浪 大雨，雷，高潮

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町 暴風 雷，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 暴風，波浪 雷

直方市、中間市、水巻町、遠賀町、鞍手町 大雨，雷，強風

行橋市、苅田町、吉富町 暴風，波浪 大雨，雷

豊前市 暴風，波浪
大雨，雷，洪水，

高潮

芦屋町、岡垣町 暴風 大雨，雷，波浪

添田町、みやこ町、上毛町
大雨，雷，強風，

洪水

築上町 暴風，波浪 大雨，雷，洪水

筑後北部全域、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰
府市、宮若市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、
糸田町、川崎町、福智町

大雨，雷，強風

北九州市 暴風，波浪 大雨，雷，高潮

福岡市、糸島市 暴風
大雨，雷，波浪，

洪水

大牟田市、柳川市、行橋市、みやま市、苅田町、吉富町 暴風，波浪 大雨，雷

豊前市 暴風，波浪
大雨，雷，洪水，

高潮

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 大雨，雷，波浪

久山町、桂川町、大木町、広川町、香春町、大任町、赤村 雷，強風

添田町、みやこ町、上毛町
大雨，雷，強風，

洪水

(切替) 8/15  9:07

 8/14 16:28 (切替)

 8/14 20:30 (切替)

 8/15  4:19 (切替)

 8/13 16:44 (切替)

 8/14 10:48 (切替)



築上町 暴風，波浪 大雨，雷，洪水  8/15  9:07 (切替)

筑後北部全域、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰
府市、宮若市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、
香春町、糸田町、川崎町、赤村、福智町

大雨，雷，強風

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 暴風，波浪 大雨，雷，洪水

福岡市、糸島市 暴風
大雨，雷，波浪，

洪水

大牟田市、柳川市、みやま市
大雨，雷，強風，

波浪

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 大雨，雷，波浪

久山町、桂川町、大木町、広川町、大任町 雷，強風

添田町、みやこ町、上毛町
大雨，雷，強風，

洪水

筑後北部全域、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰
府市、宮若市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、
香春町、糸田町、川崎町、赤村、福智町

大雨，雷，強風

北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 波浪
大雨，雷，強風，

洪水

福岡市、糸島市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

大牟田市、柳川市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、新宮町、芦屋町、岡垣町
大雨，雷，強風，

波浪

久山町、桂川町、大木町、広川町、大任町 雷，強風

添田町、みやこ町、上毛町
大雨，雷，強風，

洪水

筑後北部全域、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰
府市、宮若市、嘉麻市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂
川町、大木町、広川町、香春町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

雷，強風

北九州市、大牟田市、柳川市、行橋市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、
吉富町

雷，強風，波浪

福岡市、豊前市、築上町
大雨，雷，強風，

波浪

糸島市
大雨，雷，強風，

波浪，洪水

那珂川市 大雨，雷，強風

添田町、みやこ町、上毛町
大雨，雷，強風，

洪水

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  8/16 10:56  8/16 16:54

福岡県全域 雷  8/19  9:09 (切替)

福岡県全域 雷  8/20  3:50 (切替)

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、直方市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、春日市、
大野城市、古賀市、宮若市、嘉麻市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、
小竹町、鞍手町、桂川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

雷

福岡市、大牟田市、飯塚市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、福津市、糸島市、新宮町 大雨，雷

 8/20  4:37 (切替)

 8/15 16:58 (切替)

 8/15 22:25 (切替)

 8/16  4:25 (切替)

 8/15 11:18 (切替)

 8/15 13:55 (切替)



北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、直方市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、春日市、大野城
市、古賀市、宮若市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、小竹町、鞍手町、桂
川町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

雷

福岡市、飯塚市、八女市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町 大雨，雷

大牟田市 大雨，雷，洪水

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、みやま市、大木町、広川町

雷

大牟田市 大雨，雷

福岡県全域 雷  8/20 13:42 (切替)

福岡県全域 雷  8/20 15:27 (切替)

北九州・遠賀地区全域、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、那珂川市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

大雨，雷

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、糸島市 雷

北九州・遠賀地区全域、直方市、飯塚市、田川市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福
津市、宮若市、嘉麻市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、
鞍手町、桂川町、香春町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷

京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、糸田町 雷

福岡市 大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、直方市、飯塚市、田川市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、糸島市、宇美
町、久山町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷

京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、糸田町 雷

福岡市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、粕屋町 大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、直方市、飯塚市、田川市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、糸島市、宇美
町、久山町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷

京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、糸田町 雷

福岡市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、粕屋町 大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、筑紫野市、春日市、大
野城市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕
屋町

雷

宗像市 大雨，雷

福岡県全域 雷  8/21  4:11  8/21 20:13

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風

福岡県全域 雷  8/22 18:06 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、朝倉市、東峰村 雷

筑後南部全域、久留米市、小郡市、うきは市、筑前町、大刀洗町 大雨，雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、朝倉市、東峰村 雷

大牟田市 大雨，雷，洪水

久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町 大雨，雷

 8/23  3:30 (切替)

 8/23  5:12 (切替)

 8/20 21:02 (切替)

 8/20 23:57 (切替)

 8/22  7:41 (切替)

 8/20 17:56 (切替)

 8/20 18:17 (切替)

 8/20 19:08 (切替)

 8/20  6:39 (切替)

 8/20  9:28 (切替)



福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、みやま市、大木町、広川町

雷

大牟田市 大雨，雷

福岡県全域 雷  8/23 14:11 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、筑後市、大川市、大木
町、広川町

雷

大牟田市、八女市、みやま市 大雨，雷

大牟田市 大雨  8/23 20:51  8/23 22:05

大牟田市 大雨  8/24 13:09 (切替)

大牟田市、八女市、みやま市 大雨  8/24 15:29  8/24 22:02

福岡地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 雷  8/26  3:42 (切替)

福岡市、大牟田市、柳川市、筑後市、大川市、小郡市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、朝倉市、み
やま市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町、東峰村、大木町、広川町

雷

久留米市 大雨，雷，洪水

八女市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、糸島市、那珂川市 大雨，雷

大刀洗町 雷，洪水

福岡市、大牟田市、柳川市、筑後市、大川市、小郡市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町、東峰村、大木町

雷

久留米市、うきは市 大雨，雷，洪水

八女市、筑紫野市、太宰府市、糸島市、那珂川市、広川町 大雨，雷

朝倉市、大刀洗町 雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、福岡市、大牟田市、柳川市、筑後市、大川市、小郡市、春日
市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、朝倉市、みやま市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、
粕屋町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町

雷

久留米市、八女市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、糸島市、那珂川市、広川町 大雨，雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、大牟田市、柳川市、筑後市、大
川市、みやま市、大木町

雷

八女市、広川町 大雨，雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、筑後市、大川市、大木
町

雷

大牟田市、八女市、みやま市、広川町 大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、直方市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、
宮若市、朝倉市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、鞍手町、東峰村、大刀洗町、大木
町、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村、福智町

雷

福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、八女市、小郡市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、うきは市、嘉麻市、みや
ま市、糸島市、那珂川市、宇美町、桂川町、筑前町、広川町、川崎町

大雨，雷

京築全域、中間市、水巻町、遠賀町 雷

筑豊地方全域、筑後市、大川市、春日市、大野城市、太宰府市、うきは市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、
志免町、須恵町、久山町、粕屋町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町

大雨，雷

北九州市、芦屋町、岡垣町 雷，強風

福岡市
大雨，雷，強風，

洪水

大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、小郡市、筑紫野市、朝倉市、筑前町 大雨，雷，洪水

 8/27  9:16 (切替)

(切替) 8/27 12:24

 8/26 16:51 (切替)

 8/26 18:14 (切替)

 8/27  7:45 (切替)

 8/23 17:55 (切替)

 8/26  6:40 (切替)

 8/26  7:56 (切替)

 8/23  9:33 (切替)



宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町 大雨，雷，強風  8/27 12:24 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後市、大川市、中間市、春日市、大野城市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山
町、粕屋町、水巻町、遠賀町、東峰村、大刀洗町、大木町

大雨，雷

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨，雷，強風

福岡市 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

大牟田市、八女市、筑紫野市 大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、柳川市、小郡市、朝倉市、那珂川市、筑前町 大雨，雷，洪水

太宰府市、うきは市、みやま市、広川町 大雨(土砂災害) 雷

京築全域、直方市、飯塚市、田川市、筑後市、大川市、中間市、春日市、大野城市、宮若市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、東峰村、大刀洗町、大木町、香春町、
添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨，雷，強風

福岡市、糸島市 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

大牟田市、八女市、筑紫野市、うきは市 大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、柳川市、小郡市、嘉麻市、朝倉市、那珂川市、筑前町 大雨，雷，洪水

太宰府市、みやま市、広川町 大雨(土砂災害) 雷

京築全域、直方市、筑後市、大川市、中間市、宮若市、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大木町、香春町、添田
町、糸田町、大任町、赤村、福智町

大雨，雷

北九州市、芦屋町 大雨，雷，強風

福岡市、福津市 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

大牟田市、久留米市、飯塚市、八女市、春日市、大野城市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、志免町、桂川町、筑前町、
川崎町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

田川市、太宰府市、みやま市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、東峰村、広川町 大雨(土砂災害) 雷

柳川市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

小郡市、筑紫野市、那珂川市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

宗像市、古賀市、新宮町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風

糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

北九州市、宗像市、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風

福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、飯塚市、八女市、春日市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、宇美町、志免町、桂川町、筑前町、川
崎町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

直方市、田川市、行橋市、中間市、宮若市、みやま市、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹
町、鞍手町、東峰村、広川町、添田町、大任町、赤村、福智町、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

筑後市、大川市、豊前市、大木町、香春町、糸田町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町 大雨，雷

小郡市、大野城市、那珂川市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

筑紫野市
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

(切替) 8/27 18:07

 8/27 16:20 (切替)

 8/27 17:26 (切替)

 8/27 15:35 (切替)



太宰府市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

古賀市、福津市、新宮町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、田川市、八女市、中間市、春日市、うきは市、宇美町、粕屋町、水巻町、遠賀町、鞍手町、桂川町、東峰
村、添田町、川崎町、大任町、赤村、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、飯塚市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

直方市、行橋市、宮若市、みやま市、篠栗町、須恵町、久山町、小竹町、広川町、福智町 大雨(土砂災害) 雷

柳川市、大川市、築上町 大雨，雷，洪水

筑後市、豊前市、大木町、香春町、糸田町、苅田町、吉富町、上毛町 大雨，雷

小郡市、筑紫野市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

太宰府市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、田川市、八女市、中間市、うきは市、宇美町、粕屋町、水巻町、遠賀町、鞍手町、東峰村、添田町、川崎
町、大任町、赤村、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、飯塚市、春日市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町、桂川町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

直方市、行橋市、宮若市、みやま市、篠栗町、須恵町、久山町、小竹町、広川町、福智町 大雨(土砂災害) 雷

柳川市、大川市、香春町、築上町 大雨，雷，洪水

筑後市、豊前市、大木町、糸田町、苅田町、吉富町、上毛町 大雨，雷

小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、直方市、田川市、八女市、中間市、うきは市、宮若市、宇美町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手
町、東峰村、添田町、川崎町、大任町、赤村、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

飯塚市、春日市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町、桂川町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、香春町、築上町 大雨，雷，洪水

筑後市、豊前市、大木町、糸田町、苅田町、吉富町、上毛町 大雨，雷

大川市 洪水 大雨，雷

行橋市、みやま市、篠栗町、須恵町、久山町、広川町、福智町 大雨(土砂災害) 雷

(切替) 8/27 18:07

 8/27 18:36 (切替)

 8/27 18:48 (切替)

(切替) 8/27 19:27



大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷  8/27 19:27 (切替)

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、直方市、田川市、八女市、行橋市、中間市、うきは市、宮若市、みやま市、宇美町、篠栗町、須恵町、久
山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、東峰村、広川町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

飯塚市、春日市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町、桂川町、添田町、みやこ町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、豊前市、大木町、香春町、糸田町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町 大雨，雷，洪水

大川市 洪水 大雨，雷

大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、直方市、田川市、八女市、行橋市、中間市、うきは市、宮若市、みやま市、宇美町、篠栗町、須恵町、久
山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、広川町、川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

飯塚市、春日市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町、桂川町、東峰村、添田町、みやこ町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、豊前市、大木町、香春町、糸田町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町 大雨，雷，洪水

大川市、大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

北九州市、福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市
大雨(土砂災害、

浸水害)
雷，洪水

久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、田川市、八女市、行橋市、中間市、宮若市、みやま市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻
町、遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、川崎町、大任町、赤村、福智町、吉富町、上毛町、築上町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、春日市、大野城市、うきは市、嘉麻市、那珂川市、志免町、桂川町、東峰村、広川町、添田町、みやこ町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、豊前市、大木町、糸田町、苅田町 大雨，雷，洪水

大川市、大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、
小竹町、鞍手町、香春町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、八女市、春日市、大野城市、うきは市、嘉麻市、みやま市、那珂川市、志免町、桂川町、東峰村、広川町、
添田町、みやこ町

大雨(土砂災害)，
洪水

雷

柳川市、筑後市、大木町 洪水 大雨，雷

大川市、大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

(切替) 8/28  3:27

 8/27 20:45 (切替)

 8/27 21:04 (切替)

 8/28  3:02 (切替)



宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

糸田町 大雨，雷，洪水

北九州市、福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、朝倉市、筑前町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、
小竹町、鞍手町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、八女市、春日市、大野城市、うきは市、嘉麻市、みやま市、那珂川市、志免町、桂川町、東峰村、広川町、
添田町、川崎町、みやこ町

大雨(土砂災害)，
洪水

雷

柳川市、筑後市、大木町 洪水 大雨，雷

大川市、大刀洗町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、
香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、春日市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町、小竹町、鞍手町、桂川町、東峰村、添田町、川崎町、み
やこ町

大雨(土砂災害)，
洪水

雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、
香春町、糸田町、大任町、赤村、福智町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

飯塚市、春日市、大野城市、嘉麻市、那珂川市、志免町、小竹町、鞍手町、桂川町、東峰村、添田町、川崎町、み
やこ町

大雨(土砂災害)，
洪水

雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市、糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

筑豊地方全域、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、東峰村、みやこ町、上毛町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

行橋市、豊前市、中間市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、苅田町、吉富町、築上町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市、糸島市、新宮町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

筑豊地方全域、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、東峰村、みやこ町、上毛町、築上町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

(切替) 8/28  7:20

 8/28  5:50 (切替)

 8/28  6:55 (切替)

 8/28  4:04 (切替)

 8/28  4:27 (切替)

(切替) 8/28  3:27



柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

行橋市、豊前市、中間市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、苅田町、吉富町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

宗像市、古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市、糸島市、新宮町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、広川町
大雨(土砂災害、
浸水害)，洪水

雷

筑豊地方全域、京築全域、春日市、大野城市、那珂川市、志免町、粕屋町、東峰村
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町
大雨(浸水害)，洪

水
雷

中間市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、水巻町、遠賀町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

宗像市、古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

北九州市、福岡市 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

大牟田市、久留米市、八女市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、那珂川市、筑前町、東峰村、広川町
大雨(土砂災害)，

洪水
雷

直方市、飯塚市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、大野城市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、添田町、川
崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

田川市、春日市、太宰府市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、桂川町、香春
町、糸田町、吉富町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町 洪水 大雨，雷

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風

糸島市
大雨(土砂災害)，

洪水
雷，強風

北九州市、糸島市 大雨(土砂災害) 雷，強風，洪水

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 大雨(土砂災害) 雷，強風

大牟田市、久留米市、飯塚市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、朝倉市、みやま市、那珂川市、筑前町、東峰
村、広川町、添田町、上毛町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、春日市、大野城市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、糸田町、川崎町、大任町、赤
村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町 大雨，雷，洪水

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、八女市、中間市、小郡市、筑紫野市、うきは市、朝倉市、みやま
市、糸島市、那珂川市、志免町、鞍手町、筑前町、東峰村、広川町、添田町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

京築全域、直方市、田川市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、宇美町、
篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、桂川町、香春町、糸田町、
川崎町、大任町、赤村、福智町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町 大雨，雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、福岡市、飯塚市、筑紫野市、宗像市、福津市、嘉麻市、糸島市、那珂川市、志免町、鞍手
町、香春町、添田町、川崎町

大雨(土砂災害) 雷，洪水

京築全域、大牟田市、久留米市、直方市、田川市、八女市、小郡市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、うきは
市、宮若市、朝倉市、みやま市、宇美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、桂川町、筑前町、東
峰村、広川町、糸田町、大任町、赤村、福智町

大雨(土砂災害) 雷

柳川市、筑後市、大川市、大刀洗町、大木町 大雨，雷

京築全域、柳川市、筑後市、大川市、春日市、小竹町、大刀洗町、大木町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智
町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、筑紫野市、大
野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、広川町、添田町、
川崎町

大雨(土砂災害) 雷

 8/29 12:23 (切替)

 8/28  7:44 (切替)

 8/28 14:55 (切替)

 8/28 18:15 (切替)

(切替) 8/28  7:20

 8/28 23:32 (切替)

 8/29  4:25 (切替)



京築全域、柳川市、筑後市、大川市、春日市、小竹町、大刀洗町、大木町、香春町、糸田町、大任町、赤村、福智
町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、小郡市、筑紫野市、大
野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、広川町、添田町、
川崎町

大雨(土砂災害) 雷

京築全域、柳川市、筑後市、大川市、春日市、小竹町、大刀洗町、大木町、糸田町、福智町 大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太
宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須
恵町、新宮町、久山町、粕屋町、鞍手町、桂川町、東峰村、広川町、香春町、添田町、川崎町、大任町、赤村

大雨(土砂災害) 雷

久留米市、小郡市、嘉麻市、筑前町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

京築全域、直方市、柳川市、筑後市、大川市、春日市、大野城市、古賀市、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕
屋町、小竹町、大刀洗町、大木町、糸田町、福智町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、福岡市、大牟田市、飯塚市、田川市、八女市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、福津市、うき
は市、宮若市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、新宮町、鞍手町、桂川町、東峰村、広川町、香春
町、添田町、川崎町、大任町、赤村

大雨(土砂災害) 雷

久留米市、小郡市、嘉麻市、筑前町 大雨(土砂災害) 雷，洪水

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、八女市、行橋市、中間市、小郡市、筑紫野市、宗像
市、太宰府市、福津市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、宇美町、新宮町、水巻町、岡垣町、桂川
町、筑前町、東峰村、広川町、川崎町、みやこ町

大雨(土砂災害) 雷

直方市、柳川市、筑後市、大川市、豊前市、春日市、大野城市、古賀市、宮若市、那珂川市、篠栗町、志免町、須
恵町、久山町、粕屋町、芦屋町、遠賀町、小竹町、鞍手町、大刀洗町、大木町、香春町、添田町、糸田町、大任町、
赤村、福智町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

大雨，雷

京築全域、筑豊地方全域、福岡市、柳川市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、春日市、大野城市、宗像市、太宰
府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、
芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、東峰村、大刀洗町、大木町

大雨

北九州市、大牟田市、久留米市、八女市、筑紫野市、うきは市、みやま市、筑前町、広川町 大雨(土砂災害)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、柳川市、筑後市、大川市、大木
町、広川町

大雨

大牟田市、八女市、みやま市 大雨(土砂災害)

大牟田市、八女市、みやま市、広川町 大雨  8/30  9:48  8/30 16:55

糸島市 高潮  8/31  4:35  8/31 15:13

 8/30  4:13 (切替)

 8/30  6:15 (切替)

 8/29 16:22 (切替)

 8/29 19:18 (切替)

 8/29 23:12 (切替)

 8/30  2:38 (切替)



2019年9月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

福岡県全域 雷  9/1   4:49  9/1  16:07

福岡県全域 雷  9/1  20:18 (切替)

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、筑紫野市、春日市、大野城
市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町

雷

福岡市、糸島市、新宮町 大雨，雷

筑後北部全域、筑後南部全域、豊前市、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、那珂川市、篠栗町、志免
町、須恵町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、添田町、吉富町、上毛町、築上町

雷

北九州市、福岡市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、糸島
市、宇美町、新宮町、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、み
やこ町

大雨，雷

筑豊地方全域、北九州市、福岡市、行橋市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、糸島市、宇美町、新宮町、苅田
町、みやこ町、築上町

大雨，雷

筑後北部全域、筑後南部全域、豊前市、中間市、春日市、宗像市、古賀市、福津市、那珂川市、篠栗町、志免
町、須恵町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、吉富町、上毛町

雷

筑後北部全域、筑後南部全域、豊前市、春日市、古賀市、福津市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、久山
町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、吉富町、上毛町

雷

北九州市、直方市、飯塚市、小竹町、鞍手町、苅田町 大雨，雷，洪水

福岡市、田川市、行橋市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、糸島市、宇美町、新宮
町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、築上町

大雨，雷

中間市 雷，洪水

筑後南部全域、久留米市、豊前市、小郡市、春日市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、那珂川市、篠栗町、
志免町、須恵町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、東峰村、大刀洗町、吉富町、上毛町

雷

北九州市、直方市、飯塚市、小竹町、鞍手町、苅田町 大雨，雷，洪水

福岡市、田川市、行橋市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、糸島市、宇美町、新宮
町、桂川町、筑前町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、築上町

大雨，雷

中間市 雷，洪水

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、春日市、大野城市、古賀市、福津
市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、香春町、添田町、大任町

雷

直方市、飯塚市、田川市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻市、糸島市、宇美町、鞍手町、桂川町、
糸田町、川崎町、赤村、福智町

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、直方市、田川市、春日市、大野城
市、古賀市、福津市、宮若市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町、鞍手
町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

雷

飯塚市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、嘉麻市、糸島市、宇美町、桂川町、福智町 大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、筑後南部全域、福岡市、直方市、田川市、春日市、大野城
市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、糸島市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋
町、小竹町、鞍手町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

雷

飯塚市、筑紫野市、太宰府市、嘉麻市、宇美町、桂川町 大雨，雷

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧  9/3   4:27 (切替)

福岡県全域 雷  9/3   8:20 (切替)

北九州・遠賀地区全域、筑後北部全域、筑後南部全域、行橋市、豊前市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、
那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、苅田町、吉富町、上毛町

雷

筑豊地方全域、福岡市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、糸島市、宇美町、新宮町、みやこ町、築上町 大雨，雷

 9/2  11:30  9/2  15:38

 9/3  12:37 (切替)

 9/2   1:17 (切替)

 9/2   5:20 (切替)

 9/2   8:26 (切替)

 9/2   0:02 (切替)

 9/2   0:37 (切替)

 9/2   0:49 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 9/1  22:08 (切替)



北九州・遠賀地区全域、筑豊地方全域、福岡市、大牟田市、八女市、行橋市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、み
やま市、糸島市、宇美町、新宮町、筑前町、広川町、苅田町、みやこ町、築上町

大雨，雷

久留米市、柳川市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉
市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、東峰村、大刀洗町、大木町、吉富町、上毛町

雷

筑豊地方全域、福岡市、大牟田市、八女市、行橋市、中間市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、みやま市、糸島
市、宇美町、新宮町、芦屋町、岡垣町、筑前町、広川町、苅田町、みやこ町、築上町

大雨，雷

北九州市、水巻町、遠賀町 大雨，雷，洪水

久留米市、柳川市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉
市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、東峰村、大刀洗町、大木町、吉富町、上毛町

雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、大牟田市、柳川市、筑後
市、大川市、みやま市、大木町、広川町

雷

八女市 大雨，雷

福岡県全域 雷  9/4   3:24 (切替)

北九州市、直方市、飯塚市、田川市、中間市、筑紫野市、宗像市、古賀市、宮若市、嘉麻市、宇美町、新宮町、
久山町、水巻町、岡垣町、鞍手町、桂川町、広川町、添田町、川崎町、赤村、みやこ町

大雨，雷

福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、小郡市、春日市、大野城市、太宰府
市、福津市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、芦屋町、遠賀町、小竹
町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、香春町、糸田町、大任町、福智町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

雷

八女市 大雨，雷，洪水

うきは市 雷，洪水

福岡県全域 雷  9/5   8:12 (切替)

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、柳川市、大川市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、みや
ま市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、大木町、香春町、糸田町、大任町、福智
町

雷

福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻
市、糸島市、宇美町、小竹町、鞍手町、桂川町、広川町、添田町、川崎町、赤村

大雨，雷

北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑後北部全域、柳川市、大川市、春日市、大野城市、古賀市、福津市、みや
ま市、那珂川市、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、大木町、香春町、糸田町、大任町、福智町

雷

福岡市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、宮若市、嘉麻
市、糸島市、宇美町、粕屋町、小竹町、鞍手町、桂川町、広川町、添田町、川崎町、赤村

大雨，雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  9/6   3:59 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉
富町、築上町

強風  9/6  15:38 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  9/7  18:30  9/7  21:50

福岡県全域 雷  9/8  10:05 (切替)

福岡県全域 雷  9/8  21:09  9/8  23:19

福岡県全域 雷  9/9   9:16  9/9  21:07

福岡県全域 雷  9/10  8:08  9/10 20:02

 9/7   6:13 (切替)

 9/5  15:35 (切替)

 9/5  16:58  9/5  19:46

 9/6  21:33 (切替)

 9/3  14:40 (切替)

 9/3  20:38 (切替)

 9/4  15:12  9/4  20:26

 9/3  13:23 (切替)



福岡県全域 雷  9/11 10:41 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/11 20:46 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/12  4:15 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/13  4:15  9/13  8:08

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  9/13 10:31  9/13 16:04

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  9/15 21:12 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/16  4:15 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/16 16:05 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/17  4:17 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  9/18  3:41 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/18 15:55 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/19  3:44 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪  9/19 16:55 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風  9/20  4:07 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉
富町、築上町

強風，波浪  9/20 17:53 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉
富町、築上町

強風，波浪  9/21  4:59 (切替)

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮
町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

強風，波浪  9/21 16:06 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮
町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 雷，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

暴風 雷

北九州市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋
町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

暴風，波浪 雷

福岡市 暴風，波浪 雷，高潮

 9/22  2:51 (切替)

 9/22  7:32 (切替)

 9/22 11:04 (切替)

 9/11 18:05 (切替)

 9/12 10:02 (切替)



筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 暴風 波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 暴風 波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

強風

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風，波浪

福岡市、糸島市 暴風，波浪 大雨

大牟田市、柳川市、みやま市 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 暴風 波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、
上毛町

強風

北九州市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 強風

福岡市、糸島市 波浪 大雨，強風

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

北九州市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

福岡市、糸島市 大雨，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  9/23 10:20 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  9/24 10:13 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪  9/24 15:39  9/24 21:32

福岡県全域 雷  9/27  9:22  9/27 20:20

福岡県全域 雷  9/28 10:05 (切替)

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後南部全域、久留米市、うきは市、東峰
村

雷

小郡市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

朝倉市、筑前町 大雨，雷

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、大牟田市、久留米市、柳川市、筑後市、大
川市、うきは市、みやま市、東峰村、大木町

雷

八女市、小郡市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

(切替) 9/28 15:55

 9/23  4:57 (切替)

 9/23  7:30 (切替)

 9/28 15:23 (切替)

 9/23  2:59 (切替)

 9/23  3:18 (切替)

 9/23  3:40 (切替)



朝倉市、筑前町 大雨，雷

広川町 雷，洪水

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域、筑豊地方全域、大牟田市、久留米市、柳川市、大川市、うき
は市、東峰村、大木町

雷

八女市、筑後市、小郡市、大刀洗町 大雨，雷，洪水

朝倉市、みやま市、筑前町 大雨，雷

広川町 雷，洪水

福岡県全域 雷  9/28 20:16  9/28 20:57

福岡県全域 雷  9/29  8:09  9/29 16:14

北九州市、大牟田市、柳川市、みやま市 高潮  9/30  5:11 (切替)

福岡地方全域、京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、芦屋町、水巻
町、岡垣町、遠賀町、大木町、広川町

雷

北九州市、大牟田市、柳川市、みやま市 雷，高潮

大牟田市、柳川市、みやま市 高潮  9/30 15:52  9/30 23:06

 9/28 16:47 (切替)

 9/30  7:54 (切替)

(切替) 9/28 15:55



2019年10月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦
屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷，強風

北九州市、福岡市、大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、新宮町、芦
屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町

雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町 雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷，強風

京築全域、大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、
篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町 雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/3  21:10 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/4  15:28 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/5   4:03 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/5  15:55 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/6   4:06 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/6  17:52 10/7   6:15

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 10/11  4:23 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

10/3  16:07 (切替)

10/11  15:43 (切替)

10/3   7:50 (切替)

10/3  10:26 (切替)

10/3  14:12 (切替)

10/2  10:39 (切替)

10/2  15:50 (切替)

10/3   3:02 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

10/2   4:50 (切替)



筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風 波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 暴風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 強風

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 強風，波浪

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、
水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 強風 10/13  3:50 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/13  11:52 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/13  22:43 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/14  10:40 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/14  16:04 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/15  4:12 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/15  10:22 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/15  20:25 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/16  3:51 10/16  9:50

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/19  4:20 (切替)

10/18  10:56 (切替)

10/18  16:05 (切替)

(切替)

10/15  16:27 (切替)

10/18  6:38 (切替)

10/12  23:15

10/12  6:16 (切替)

10/12  10:30 (切替)

10/12  16:47 (切替)

(切替)10/11  20:29



北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/19  10:25 10/19  16:20

福岡県全域 濃霧 10/20  3:14 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

濃霧

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，濃霧

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 10/20  10:16 10/20  20:48

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 10/21  6:23 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/21  10:03 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/22  4:33 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/22  16:11 10/22  22:55

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風 10/23  15:30 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇
美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那
珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/25  4:09 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 10/25  12:03 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 10/25  16:32 10/25  20:03

福岡地方全域、北九州・遠賀地区全域、京築全域 雷 10/26  6:50 10/26  10:04

大牟田市、柳川市、みやま市 高潮 10/29  6:55 10/29  11:00

10/20  8:06 (切替)

10/24  20:34 (切替)

10/23  17:57 (切替)

10/24  4:48 (切替)

10/24  10:20 (切替)



2019年11月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/3  15:25 (切替)

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/4   7:03 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 11/4  11:52 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 11/4  16:14 11/5   2:24

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美
町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪 11/11  4:39 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 11/11  16:43 11/11  21:10

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 11/13  4:40 (切替)

北九州市、芦屋町、岡垣町 強風，濃霧

福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町 強風

中間市、水巻町、遠賀町 濃霧

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 11/13  9:54 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

霜

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪，霜

大牟田市、柳川市、みやま市 強風，霜

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪，霜

福岡県全域 霜 11/15  9:50 11/16  7:35

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/17  15:32 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/18  7:35 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/18  15:18 (切替)

11/14  15:56 11/15  3:40

11/13  15:29 (切替)

11/14  4:21 (切替)

11/14  10:29 (切替)

11/4   4:42 (切替)

11/10  16:11 (切替)

11/13  7:47 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

11/3  21:21 (切替)



行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風 11/18  15:18 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

筑後北部全域、筑後南部全域 霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 11/20  3:42 (切替)

福岡県全域 乾燥 11/20  6:38 (切替)

福岡県全域 乾燥，霜 11/20  10:07 (切替)

福岡県全域 乾燥 11/21  7:46 11/21  21:05

筑豊地方全域 濃霧 11/23  5:35 11/23  7:50

福岡地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 雷 11/24  9:32 11/24  13:38

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風 11/24  16:29 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/25  4:03 (切替)

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/25  8:11 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/26  4:24 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 11/26  16:51 11/26  21:12

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 強風

筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町 霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風，霜

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

筑後北部全域、筑後南部全域 霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

霜

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪，霜

福岡県全域 霜 11/29 10:13 11/30  7:06

11/25  5:48 (切替)

11/27  16:06 (切替)

11/28 20:32 11/29  4:11

11/28  4:20 (切替)

11/28 10:51 (切替)

11/28 16:26 (切替)

11/19  4:46 (切替)

11/19  15:25 (切替)



2019年12月の警報・注意報(福岡県)　発表履歴表

警報 注意報

筑豊地方全域、筑後北部全域、八女市、筑後市、大川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、大木町、広川町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風，波浪

大牟田市、柳川市、行橋市、豊前市、みやま市、苅田町、吉富町、築上町 雷，強風

筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美
町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風，波浪

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪 12/2   5:33 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 12/3   4:01 12/3   9:54

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 12/5  10:25 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 12/5  16:26 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 12/6   4:25 (切替)

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 12/6  14:06 12/6  16:21

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

雷，強風

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、
水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

雷

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風 12/11 22:37 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 12/12  8:27 12/12  9:54

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 12/13 15:48 12/14 11:27

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 12/14 16:18 12/15  8:20

京築全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂
川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町

雷

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 雷，強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風 12/17 15:21 12/18  5:42

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪 12/19 15:48 12/20  5:43

福岡県全域 濃霧 12/23  2:05 12/23  7:40

北九州・遠賀地区全域、筑豊地方全域、筑後北部全域、筑後南部全域 濃霧 12/24 22:58 12/25  7:08

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 12/26  9:56 (切替)

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

12/12  2:55 (切替)

12/17  4:54 (切替)

12/26 15:18 (切替)

12/2   2:47 (切替)

12/2  14:28 (切替)

12/11 11:30 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

12/1  14:05 (切替)



北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風，波浪

行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築上町 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 12/27 15:39 12/28  3:35

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 強風 12/29 15:51 12/30  5:48

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風，濃霧

八女市、筑後市、大川市、大木町、広川町 濃霧

中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町、
水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、みやま市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、久山町、粕屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町、上毛町

強風

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町、苅田町、吉富
町、築上町

強風，波浪

大牟田市、柳川市、みやま市 強風

北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町 波浪 12/31 14:03 (1/1へ継続)

12/30 16:47 (切替)

12/30 22:11 (切替)

12/31  4:53 (切替)

12/27  4:31 (切替)

12/27 10:07 (切替)

12/30 15:51 (切替)


