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記者発表資料

国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所

平成２４年１２月２７日２時００分発表

大雪による防災情報（道路）について（第１報）

　岩手河川国道事務所では、盛岡地方気象台において平成２４年１２月２７日（木）１時
５９分、花北地域（花巻市、北上市）に大雪警報が発表されたことから、平成２４年１２
月２７日（木）１時５９分に災害対策支部（道路：注意体制）を設置しました。
　今後の道路情報に注意して走行してください。

１．事務所の体制

【道路】 12 月 27 日 1 ： 59 災害対策支部 注意体制

２．その他

道路情報は、インターネット上でも見ることができます。

岩手河川国道事務 　　　　http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/

なお、道路の異常を発見した場合は下記にご連絡ください。

　　道路緊急ダイヤル 　　　　　　＃９９１０

《　発表記者会：岩手県政記者クラブ　》

問　い　合　わ　せ　先

国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所
岩手県盛岡市上田四丁目２－２

（道路担当）道路管理第一課長：村上　光雄（内線４３１）

ＴＥＬ　０１９－６２４－３２８９（道路管理第一課直通）

管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。
ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/
モバイル版アドレス　　　http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/


	★121227第１報


第１報 

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				砂防防災情報 サボウボウサイジョウホウ																				第１報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

						平成２４年５月３日　１０時００分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						降雨による砂防防災情報について コウウサボウボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では、降雨による管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部（注意体制：砂防）を設置しました。
　降雨の状況を見て管内の巡視点検を行う予定です。 コウウカンナイウリョウキジュンチコサイガイタイサクシブチュウイタイセイサボウセッチコウウジョウキョウミカンナイジュンシテンケンオコナヨテイ

						１．				福島河川国道事務所の体制　〔砂防〕 サボウ

														5		月 ガツ		3		日 ヒ						9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

						2．		　		雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		10				時 ジ		00				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

												　

										水系名 スイケイメイ								観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								微温湯 ヌルユ										16						㎜				85								㎜

																		野地 ノジ		高湯 タカユ								14						㎜				81								㎜

										雨量基準　　 ウリョウキジュン								注意体制　　　８０㎜以上　（連続雨量） チュウイタイセイイジョウレンゾクウリョウ

																		警戒体制　　１２０㎜以上　（連続雨量） ケイカイタイセイイジョウレンゾクウリョウ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

																																																工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）

																																												　道路管理第一課長　髙野　昭　　　　 （内線４３１） ドウロカンリダイイチカチョウナイセン

																										ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理第一課直通） ドウロカンリダイイチカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第２報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

						国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所 イワテ

						平成２４年７月１６日　１２時３０分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						【防災情報】降雨による防災情報（砂防・河川）について（第２報） ボウサイジョウホウコウウボウサイジョウホウサボウカセンダイホウ

								　岩手河川国道事務所では、災害対策支部（注意体制：砂防）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、北上川の館坂橋水位観測所の水位が「はん注意水位」を越えたため、災害対策支部（警戒体制：河川）を設置しました。なお、水位は上昇中です。今後の情報に注意してください。 イワテサイガイタイサクシブチュウイタイセイサボウセッチカンナイケイカイキタカミタテサカハシケイカイカセン

						１．				岩手河川国道事務所の体制 イワテ

										①〔河川〕 カセン

														7		月 ツキ		16				日 ヒ				11				：		40						北上川上流 キタカミガワジョウリュウ																		注意体制 チュウイタイセイ

														7		月 ツキ		16				日 ヒ				12				：		10						北上川上流 キタカミガワジョウリュウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

										水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		7				月 ツキ		16				日 ヒ		12				時 ジ		10				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						　 水系名 スイケイメイ										観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								12時10分水位												状況 ジョウキョウ

						北上川 キタカミカワ								館坂橋（盛岡市） タテサカハシモリオカシ														２．８０m								２．６０m								２．００m								１．４０m								2.07m												上昇中

						　　								阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ														7.50m								6.80m								5.50m								4.50m								7.03m												上昇中

														本　宮（本宮市） ホンミヤモトミヤシ														8.00m								6.30m								5.00m								4.00m								6.40m												〃

														伏　黒（伊達市） フククロダテシ														5.30m								4.70m								4.00m								3.00m								5.96m												〃

										↑		高 タカ						１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

										↑																						氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

								（危険度）										２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

										↑								３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

										↑		低 テイ						４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

										②〔砂防〕 サボウ

														7		月 ガツ		16		日 ヒ						6				：		30						八幡平山系 ハチマンタイサンケイ																		注意体制

								　		雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		7				月 ツキ		16				日 ヒ		12				時 ジ		00				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

												　

										山系名 サンケイメイ								観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										八幡平山系 ハチマンタイサンケイ								松尾（八幡平市） マツオハチマンタイシ										1						㎜				112								㎜

																		松川（八幡平市） マツカワハチマンタイシ										0				19		㎜				117								㎜

																		網張（雫石町） アミハシズクイシチョウ										0				16		㎜				88								㎜

																		滝ノ上（雫石町） タキウエシズクイシチョウ		高湯 タカユ								0						㎜				91								㎜

										雨量基準　　 ウリョウキジュン								注意体制　　　連続雨量が８０㎜に達し、土砂災害発生のおそれがある場合 チュウイタイセイレンゾクウリョウタッドシャサイガイハッセイバアイ

						２．		　		巡回状況 ジュンカイジョウキョウ

										【河川】 カセン

										巡回を開始しました。現在の所、被災の情報は入っていません。 ジュンカイカイシ

										【砂防】 サボウ

										現在の所、被災の情報は入っていません。天候が回復次第、点検を実施する予定です。

						３．				今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：岩手県政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイイワテケンセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所 イワテ

												岩手県盛岡市上田四丁目２－２ イワテケンモリオカシウエダヨンチョウメ

												（河川・砂防）調査第一課長：藤村　直樹（内線351） カセンサボウチョウサダイイチカチョウフジムラナオキナイセン

																										ＴＥＬ　０１９－６２４－３１６６（調査第一課直通） チョウサ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理第一課直通） ドウロカンリダイイチカチョクツウ

								管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。 カンナイジョウホウトウジムショラン

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/

								モバイル版アドレス　　　http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/ バン





（×）第１報 

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第１報

						国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所 イワテ

						平成２４年７月２５日　２０時００分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　岩手河川国道事務所では、降雨による管内の雨量観測所において、連続雨量が基準値を超えたため、災害対策支部（注意体制:道路）を設置しました。現在のところ、被害の情報は入っておりません。今後の大雨情報に注意してください。 イワテコウウカンナイキジュンチチュウイドウロゲンザイヒガイジョウホウハイ

						１．				岩手河川国道事務所の体制【道路】 イワテドウロ

														5		月 ガツ		3		日 ヒ						13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																																						１３時００分現在雨量 ジフンゲンザイウリョウ

																				１３号栗子観測所（米沢市板谷） ゴウクリコカンソクショヨネザワシイタヤ																														時間雨量　３mm ジカンウリョウ												連続雨量　８０mm レンゾクウリョウ

																				１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																														時間雨量　１２mm ジカンウリョウ												連続雨量　８４mm レンゾクウリョウ

						２．		　		巡回状況 ジュンカイジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【道路】 ドウロ

										国道１３号栗子地内において、道路パトロールを開始しました。 コクドウゴウクリコチナイドウロカイシ

						３．				今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





★121227第１報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

						国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所 イワテ

						平成２４年１２月２７日２時００分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						大雪による防災情報（道路）について（第１報） オオユキボウサイジョウホウドウロダイホウ

								　岩手河川国道事務所では、盛岡地方気象台において平成２４年１２月２７日（木）１時５９分、花北地域（花巻市、北上市）に大雪警報が発表されたことから、平成２４年１２月２７日（木）１時５９分に災害対策支部（道路：注意体制）を設置しました。
　今後の道路情報に注意して走行してください。 モリオカチホウキショウダイモクハナキタチイキハナマキシキタカミシオオユキケイホウハッピョウキサイガイドウロチュウイタイセイドウロチュウイソウコウ

						１．		事務所の体制 ジムショタイセイ

										【道路】 ミチロ						12		月 ツキ		27				日 ヒ				1				：		59								災害対策支部 サイガイタイサクシブ																注意体制

						２．		その他 タ

										道路情報は、インターネット上でも見ることができます。 ドウロジョウホウジョウミ

												岩手河川国道事務所 イワテカセンコクドウジムショ												　　　　http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/

										なお、道路の異常を発見した場合は下記にご連絡ください。 ドウロイジョウハッケンバアイカキレンラク

										　　道路緊急ダイヤル　　　　　　　＃９９１０ ドウロキンキュウ

						４．		体制基準 タイセイキジュン

										注意体制：気象庁（気象台）が事務所管内の地域で震度５弱又は震度５強を発表した場合 チュウイタイセイキショウチョウキショウダイジムショカンナイチイキシンドジャクマタシンドツヨハッピョウバアイ

				《　発表記者会：岩手県政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイイワテケンセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所 イワテ

										岩手県盛岡市上田四丁目２－２ イワテケンモリオカシウエダヨンチョウメ

										（道路担当）道路管理第一課長：村上　光雄（内線４３１） ドウロタントウドウロカンリダイイチカチョウムラカミミツオナイセン

																										ＴＥＬ　０１９－６２４－３２８９（道路管理第一課直通） ドウロカンリダイイチカチョクツウ

								管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。 カンナイジョウホウトウジムショラン

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/

								モバイル版アドレス　　　http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/ バン





第５報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第５報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,032														18				時		００				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（注意体制：河川、道路）（警戒体制:砂防）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、現在のところ、被害の情報は入っておりません。今後の大雨情報に注意してください。 テイキアツサイガイタイサクシブチュウイタイセイカセンドウロケイカイタイセイサボウセッチカンナイケイカイ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ								：								国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		18				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ						河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								18時００分										状況 ジョウキョウ

																																																																		水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ						荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ												２．１０m								１．５０m								１．２０m								０．５０m								0.42m										下降中

												阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ												５．２０ｍ								４．９０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								1.72m										横ばい

						　　						阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ												５．３０ｍ								４．７０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								7.03m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ												１０．４０ｍ								１０．１０ｍ								６．５０ｍ								５．５０ｍ								6.40m										〃

												阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ												８．００ｍ								6.30m								5.00m								4.00m								1.72m										横ばい

						　　						阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								7.03m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								6.40m										〃

												釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ												５．４０ｍ								４．５０ｍ								３．１０ｍ								２．７０ｍ								5.96m										〃

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		18				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										2						㎜				81								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										3						㎜				121								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										1						㎜				89								㎜

																		須川 スカワ										高湯 タカユ										2						㎜				145								㎜

																												微温湯 ヌルユ										3						㎜				168								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										5						㎜				134								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								3						㎜				137								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		18				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										１３号栗子観測所（米沢市板谷） ゴウクリコカンソクショヨネザワシイタヤ																												8						㎜				105								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												3						㎜				111								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												1				19		㎜				96								㎜

						５．		　		巡回状況 ジュンカイジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										明日、天候が回復次第、砂防施設の点検を実施する予定です。 アス

										なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【道路】 ドウロ

										国道１３号栗子地内については、引き続き巡回を行っております。 コクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

						６．				今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

				参考 サンコウ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

				（危険度）										２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ





第６報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第６報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,032														20				時		００				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（注意体制：河川、道路）（警戒体制:砂防）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、下記の雨量観測所において、連続雨量が基準値を超えたため、災害対策支部（警戒体制:道路）を設置しました。なお、水位は上昇中です。今後の大雨情報に注意してください。 テイキアツサイガイタイサクシブチュウイタイセイカセンドウロケイカイタイセイサボウセッチカンナイケイカイスイイチュウ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		20				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ						河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								20時００分										状況 ジョウキョウ

																																																																		水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ						荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ												２．１０m								１．５０m								１．２０m								０．５０m								0.36m										横ばい

												阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ												７．３０ｍ								6.80m								４．５０ｍ								３．５０ｍ								3.42m										上昇中

												釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ												５．４０ｍ								４．５０ｍ								３．１０ｍ								２．７０ｍ								2.19m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ												１０．４０ｍ								１０．１０ｍ								６．５０ｍ								５．５０ｍ								5.13m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ												５．２０ｍ								４．９０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								1.16m										上昇中

						　　						阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ												５．３０ｍ								４．７０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								0.75m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ												８．００ｍ								6.30m								5.00m								4.00m								2.60m										上昇中

						　　						阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								2.77m										上昇中

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		20				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										7						㎜				89								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										9						㎜				133								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										8						㎜				99								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										7						㎜				87								㎜

																												高湯 タカユ										8						㎜				158								㎜

																												微温湯 ヌルユ										9						㎜				182								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										10						㎜				154								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								10						㎜				152								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		20				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										１３号栗子観測所（米沢市板谷） ゴウクリコカンソクショヨネザワシイタヤ																												8						㎜				105								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												8						㎜				121								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												8				19		㎜				106								㎜

						５．		巡回状況 ジュンカイジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										明日、天候が回復次第、砂防施設の点検を実施する予定です。 アス

										なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【道路】 ドウロ

										国道１３号栗子地内については、引き続き巡回を行っております。 コクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

						６．		今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

				参考 サンコウ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

				（危険度）										２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ





第７報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第７報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,032														２１				時		００				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（注意体制：河川）（警戒体制:砂防、道路）を設置し、管内の警戒にあたっています。道路巡回の結果、異状は見受けられませんでした。なお、須賀川観測所及び二本松観測所において、水防団待機水位を越え、上昇中です。今後の大雨情報に注意してください。 テイキアツサイガイタイサクシブチュウイタイセイカセンケイカイタイセイサボウセッチカンナイケイカイスカガワカンソクショオヨニホンマツカンソクショスイボウダンタイキスイイコチュウ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		２１				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ						河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								２１時００分										状況 ジョウキョウ

																																																																		水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ						荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ												２．１０m								１．５０m								１．２０m								０．５０m								0.42m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ												７．３０ｍ								6.80m								４．５０ｍ								３．５０ｍ								3.59m										上昇中

												釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ												５．４０ｍ								４．５０ｍ								３．１０ｍ								２．７０ｍ								2.42m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ												１０．４０ｍ								１０．１０ｍ								６．５０ｍ								５．５０ｍ								5.54m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ												５．２０ｍ								４．９０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								1.38m										上昇中

						　　						阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ												５．３０ｍ								４．７０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								0.93m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ												８．００ｍ								6.30m								5.00m								4.00m								3.38m										上昇中

						　　						阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								3.44m										上昇中

												※須賀川市江持（昭和町樋管）へ、排水ポンプ車と照明車を派遣。 スカガワシエモチショウワマチヒカンハイスイシャショウメイシャハケン

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		２１				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										6						㎜				95								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										7						㎜				140								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										5						㎜				104								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										12						㎜				99								㎜

																												高湯 タカユ										8						㎜				166								㎜

																												微温湯 ヌルユ										9						㎜				191								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										12						㎜				166								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								16						㎜				168								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		２１				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										１３号栗子観測所（米沢市板谷） ゴウクリコカンソクショヨネザワシイタヤ																												8						㎜				105								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												4						㎜				125								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												5				19		㎜				111								㎜

						５．		巡回状況 ジュンカイジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										明日、天候が回復次第、砂防施設の点検を実施する予定です。 アス

										なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【道路】 ドウロ

										国道１３号栗子地内については、引き続き巡回を行っております。 コクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

						６．		今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

				参考 サンコウ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

				（危険度）										２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ





第８報予告

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第８報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

						平成２４年　５月　３日　２３時３０分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						低気圧に伴う大雨による防災情報について テイキアツトモナオオアメボウサイジョウホウ

						【国道１３号福島・山形県境の通行止の見込み】 コクドウゴウフクシマヤマガタケンキョウツウコウドミコ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、栗子地区雨量観測所において、２３時現在連続雨量が１５９㎜に達しており、このまま雨が降り続き、通行規制基準雨量１８０㎜に達すると、落石・土砂崩れの可能性があることから、下記の区間で通行止めを予定しております。
　なお、天候次第では、通行止め開始時間が変わる場合や通行止めを行わない場合があります。
　通行止め実施の際は、走行中または沿道の皆様にご不便をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い致します。 テイキアツトモナオオアメクリコチクウリョウカンソクショジゲンザイレンゾクウリョウタッアメフツヅツウコウキセイキジュンウリョウタッラクセキドシャクズカノウセイカキクカンツウコウドヨテイテンコウシダイツウコウドカイシジカンカバアイツウコウドオコナバアイジッシサイソウコウチュウエンドウミナサマフベンカネガイタ

						１．		降雨状況（５月３日２３時００分現在） コウウジョウキョウツキヒジフンゲンザイ

								国道１３号　東栗子雨量観測所（福島市飯坂町中野）　　連続雨量　１５９㎜　時間雨量　１７㎜ コクドウゴウヒガシクリコウリョウカンソクショフクシマシイイザカマチナカノレンゾクウリョウジカンウリョウ

						２．		通行止め予定区間 ツウコウドヨテイクカン

								国道１３号 コクドウゴウ

								福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

						２．		全面通行止めを始める予定時刻 ゼンメンツウコウドハジヨテイジコク

								９月２３日（木）　　００時００分頃を予定 ガツヒモクジフンゴロヨテイ

						３．		通行止めを始める予定時刻 ツウコウドハジヨテイジコク

								５月４日（金）０時３０分頃を予定　（連続雨量が１８０㎜に達した時点） ツキヒキンジフンコロヨテイレンゾクウリョウタッジテン

						４．		迂回路 ウカイロ

								国道１３号の福島市～米沢市間は迂回路がありません。

								広域的な迂回路として、国道１１３号等をご利用ください。なお、災害等により、上記迂回路も通行止めとなることもありますので、道路情報に注意して走行して下さい。 サイガイトウジョウキウカイロドウロジョウホウチュウイソウコウクダ

						４．				福島河川国道事務所の体制　〔河川〕 カセン

														9		月 ツキ		23				日 ヒ				6				：		30						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

																																						７時００分現在水位 ジフンゲンザイスイイ

																																						伏黒観測所（伊達市） フシグロカンソクショダテシ																		０．５６m						下降中 カコウチュウ

										福島河川国道事務所の体制　〔砂防〕 サボウ

														9		月 ツキ		22				日 ヒ				23				：		40						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制 チュウイタイセイ

														9		月 ツキ		23				日 ヒ				1				：		30						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

																																						７時００分現在雨量 ジフンゲンザイウリョウ

																																						土湯観測所　　 時間雨量８㎜　　　 ２４時間雨量９４㎜ ツチユカンソクショジカンウリョウジカンアメリョウ

																																						高湯観測所　　 時間雨量　１４㎜　　 ２４時間雨量１２３㎜　 タカカンソクショジカンウリョウジカンウリョウ

																																						蟹ヶ沢観測所　 時間雨量　１２㎜　　２４時間雨量１１４㎜　 カニサワカンソクショ

										福島河川国道事務所の体制　〔道路〕 ドウロ

														9		月 ツキ		22				日 ヒ				23				：		50						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制 チュウイタイセイ

														9		月 ツキ		23				日 ヒ				2				：		10						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

																																				７時００分現在雨量 ジフンゲンザイウリョウ

																												４号谷地観測所（桑折町谷地） 　　　　　　時間雨量　６㎜　連続雨量１３７㎜ ゴウヤチカンソクショコオリマチヤチジカンウリョウレンゾクウリョウ

																												１３号中野観測所（福島市飯坂町中野）　時間雨量　４㎜　連続雨量１５０㎜ ゴウナカノカンソクショフクシマシイイザカマチナカノジカンウリョウレンゾクウリョウ

						５．				巡回状況 ジョウキョウ

										【河川】 カセン

										阿武隈川本川左岸８．２k付近（国見町川内地先、滝川合流点直下流）で堤防の法崩れが発生。 アブクマガワホンガワサガンフキンクニミチョウガワナイチサキタキカワゴウリュウテンチョッカリュウテイボウホウクズハッセイ

										【砂防】 サボウ

										現在の所、被災の情報は入っていません。天候が回復次第、点検を実施する予定です。 ヒサイジョウホウハイテンコウカイフクシダイテンケンジッシヨテイ

										【道路】 ドウロ

										国道　４号　福島市舟場から宮城県境までの巡回は終了し、異常は発見されておりません。 コクドウゴウフクシマシフナバミヤギケンキョウジュンカイシュウリョウイジョウハッケン

										国道１３号　米沢市万世町刈安から福島市舟場の巡回は終了し、異常は発見されておりません。 フナバシュウリョウイジョウハッケン

														道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。

														　　●高速道路・国道・県道　　　　　＃９９１０

												　		　　●市町村道　　　　　　　　　　　最寄りの市役所、役場へ

						５．		道路情報 ドウロジョウホウ

								道路情報は、ホームページ、携帯サイトでも確認出来ます。 ドウロジョウホウケイタイカクニンデキ

										パソコン								http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

										携帯サイト ケイタイ								http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/

												【福島河川国道事務所　かわみちＮＡＶＩ】 フクシマカセンコクドウジムショ

						６．		道路の異常を発見したら、下記へご連絡ください。 ドウロイジョウハッケンカキレンラク

								■高速道路・国道、県道 コウソクドウロコクドウケンドウ																				＃９９１０

								■市町村道 シチョウソンドウ																				最寄りの市役所、役場へ モヨシヤクショヤクバ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																副所長（河川） フクショチョウカセン										佐々木　秀明 ササキヒデアキ										（内線２０４） ナイセン

																																														副所長（道路） フクショチョウドウロ										佐藤　利美 サトウトシミ												（内線２０５） ナイセン

																																																工務第一課長 コウムダイイチカチョウ										二瓶　昭弘 ニヘイアキヒロ										（内線３１１）

																																												　　道路管理課長　佐々木　章夫　　　 （内線４３１） ドウロカンリカチョウササキアキオナイセン

																										ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサダイイチカチョクツウ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第９報 

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第９報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,032														２３				時		３０				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（注意体制：河川）（警戒体制:砂防、道路）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、下記のとおり二本松水位観測所において、はん濫注意水位を超えたため、災害対策支部（警戒体制:河川）を設置しました。現在のところ、被害の情報は入っておりません。今後の大雨情報に注意してください。 テイキアツサイガイタイサクシブチュウイタイセイカセンケイカイタイセイサボウセッチカンナイケイカイニホンマツスイイケイカイカセン

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		２３				時 ジ		３０				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ						河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								２３時３０分										状況 ジョウキョウ

																																																																		水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ						荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ												２．１０m								１．５０m								１．２０m								０．５０m								1.05m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ												７．３０ｍ								6.80m								４．５０ｍ								３．５０ｍ								4.23m										上昇中

												釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ												５．４０ｍ								４．５０ｍ								３．１０ｍ								２．７０ｍ								3.07m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ												１０．４０ｍ								１０．１０ｍ								６．５０ｍ								５．５０ｍ								6.88m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ												５．２０ｍ								４．９０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								2.23m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ												５．３０ｍ								４．７０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								1.58m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ												８．００ｍ								6.30m								5.00m								4.00m								4.52m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								4.43m										上昇中

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

						（危険度）								２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		２３				時 ジ		３０				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										7						㎜				125								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										13						㎜				180								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										10						㎜				139								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										15						㎜				135								㎜

																												高湯 タカユ										10						㎜				209								㎜

																												微温湯 ヌルユ										11						㎜				235								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										11						㎜				220								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								10						㎜				202								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		２３				時 ジ		00				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										１３号中野観測所（福島市飯坂町中野） ゴウナカノカンソクジョフクシマシイイザカマチナカノ																												11						㎜				106								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												17						㎜				159								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												12				19		㎜				139								㎜

						５．		対応状況 タイオウジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										明日、天候が回復次第、砂防施設の点検を実施する予定です。 アス

										なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

												○須賀川市江持（昭和町樋管）へ、排水ポンプ車（６０㎥／min)と照明車、派遣。 スカガワシエモチショウワマチヒカンハイスイシャショウメイシャハケン

												○郡山市富久山町（水穴樋管）へ、排水ポンプ車（3０㎥／min)、派遣し、稼働中。 コオリヤマシフクヤママチミズアナヒカンハイスイシャハケンカドウチュウ

												○二本松観測所（二本松市）において、水防団が出動。 ニホンマツカンソクショニホンマツシスイボウダンシュツドウ

										【道路】 ドウロ

										国道１３号栗子地内について、引き続き巡回を行っております。 コクドウゴウクリコチナイヒツヅ

												下記の区間で、通行止めを予定しております。（連続雨量が１８０ｍｍを超えた場合） カキクカンツウコウドヨテイレンゾクウリョウコバアイ

												福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

						６．		今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第10報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第１０報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,033														1				時		００				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（警戒体制:河川、砂防、道路）を設置し、管内の警戒にあたっています。
　本宮、須賀川、西川水位観測所においても、はん濫注意水位を超えました。
　河川については、今後も水位が上昇する見込みです。今後の大雨情報に注意してください。 テイキアツサイガイタイサクシブケイカイタイセイカセンサボウセッチカンナイケイカイモトミヤスカガワニシカワスイイカセンコンゴスイイジョウショウミコ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		1				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ						河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								1時００分										状況 ジョウキョウ

																																																																		水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ						阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ												７．３０ｍ								6.80m								４．５０ｍ								３．５０ｍ								4.82m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								4.98m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ												８．００ｍ								6.30m								5.00m								4.00m								5.08m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ												１０．４０ｍ								１０．１０ｍ								６．５０ｍ								５．５０ｍ								7.58m										上昇中

												釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ												５．４０ｍ								４．５０ｍ								３．１０ｍ								２．７０ｍ								3.42m										上昇中

												荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ												２．１０m								１．５０m								１．２０m								０．５０m								0.93m										横ばい

												阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ												５．２０ｍ								４．９０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								2.60m										上昇中

												阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ												５．３０ｍ								４．７０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								2.23m										上昇中

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

						（危険度）								２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		1				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										3						㎜				129								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										4						㎜				186								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										3						㎜				144								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										4						㎜				141								㎜

																												高湯 タカユ										3						㎜				215								㎜

																												微温湯 ヌルユ										4						㎜				241								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										3						㎜				225								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								3						㎜				208								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		1				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										４号本宮観測所（本宮市） ゴウモトミヤカンソクジョモトミヤシ																												4						㎜				85								㎜

										４号福島国道観測所（福島市黒岩） ゴウフクシマコクドウカンソクジョフクシマシクロイワ																												4						㎜				82								㎜

										１３号中野観測所（福島市飯坂町中野） ゴウナカノカンソクジョフクシマシイイザカマチナカノ																												5						㎜				120								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												4						㎜				169								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												2				19		㎜				146								㎜

						５．		対応状況 タイオウジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										早朝、天候が回復次第、砂防施設の点検を実施する予定です。 ソウチョウ

										なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

												○須賀川市江持（昭和町樋管）へ、排水ポンプ車（６０㎥／min)と照明車、派遣し、稼働中。 スカガワシエモチショウワマチヒカンハイスイシャショウメイシャハケンカドウチュウ

												○郡山市富久山町（水穴樋管）へ、排水ポンプ車（3０㎥／min)、派遣し、稼働中。 コオリヤマシフクヤママチミズアナヒカンハイスイシャハケンカドウチュウ

												○二本松観測所（二本松市）において、水防団が出動。 ニホンマツカンソクショニホンマツシスイボウダンシュツドウ

										【道路】 ドウロ

										国道４号及び国道１３号栗子地内について、巡回を行っております。 コクドウゴウオヨコクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

												下記の区間で、連続雨量が１８０ｍｍを超えた場合、通行止めを予定しておりますが、 カキクカンツウコウドヨテイ

												天候次第では、通行止め開始時間が変わる場合や通行止めを行わない場合があります。

												福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

						６．		今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第11報道路解除

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第11報 ダイホウ

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

						平成２４年　５月　４日　　４時４５分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

						国道１３号栗子峠の通行止め予定の取りやめ、
及び災害対策支部　警戒体制（道路）解除のお知らせ コクドウゴウクリコトウゲツウコウドヨテイトオヨサイガイタイサクシブケイカイタイセイドウロカイジョシ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（警戒体制：河川、砂防、道路）を設置し、管内の巡視、警戒にあたっております。
　国道１３号栗子峠においては、通行規制基準雨量１８０㎜に達すると、落石・土砂崩れの可能性があったことから通行止めを予定しておりましたが、降雨が小康状態になり、道路巡回の結果異常が見られなかったため、通行止めの予定を取りやめ、４時４５分に警戒体制（道路）を解除しました。
　なお、河川及び砂防の警戒体制は継続中です。 テイキアツトモナオオアメサイガイタイサクシブケイカイタイセイカセンサボウドウロセッチカンナイジュンシケイカイコクドウゴウクリコトウゲツウコウキセイキジュンウリョウタッラクセキドシャクズカノウセイツウコウドヨテイコウウショウコウジョウタイドウロジュンカイケッカイジョウミツウコウドヨテイトジフンケイカイタイセイドウロカイジョカセンオヨサボウケイカイタイセイケイゾクチュウ

						１．		道路巡回の状況 ドウロジュンカイジョウキョウ

										国道４号 コクドウゴウ												本宮市～福島市 モトミヤシフクシマシ																				巡回終了 ジュンカイシュウリョウ										異状なし イジョウ

										国道１３号 コクドウゴウ												福島市～山形県境 フクシマシヤマガタケンキョウ																				巡回終了 ジュンカイシュウリョウ										異状なし イジョウ

								２．		全面通行止めを始める予定時刻 ゼンメンツウコウドハジヨテイジコク

										９月２３日（木）　　００時００分頃を予定 ガツヒモクジフンゴロヨテイ

										福島西道路 フクシマニシドウロ												福島市大森～南矢野目 フクシマシオオモリミナミヤノメ																				巡回終了 ジュンカイシュウリョウ										異状なし イジョウ

						４．				福島河川国道事務所の体制　〔河川〕 カセン

														9		月 ツキ		23				日 ヒ				6				：		30						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

																																						７時００分現在水位 ジフンゲンザイスイイ

																																						伏黒観測所（伊達市） フシグロカンソクショダテシ																		０．５６m						下降中 カコウチュウ

										福島河川国道事務所の体制　〔砂防〕 サボウ

														9		月 ツキ		22				日 ヒ				23				：		40						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制 チュウイタイセイ

														9		月 ツキ		23				日 ヒ				1				：		30						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

																																						７時００分現在雨量 ジフンゲンザイウリョウ

																																						土湯観測所　　 時間雨量８㎜　　　 ２４時間雨量９４㎜ ツチユカンソクショジカンウリョウジカンアメリョウ

																																						高湯観測所　　 時間雨量　１４㎜　　 ２４時間雨量１２３㎜　 タカカンソクショジカンウリョウジカンウリョウ

																																						蟹ヶ沢観測所　 時間雨量　１２㎜　　２４時間雨量１１４㎜　 カニサワカンソクショ

										福島河川国道事務所の体制　〔道路〕 ドウロ

														9		月 ツキ		22				日 ヒ				23				：		50						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制 チュウイタイセイ

														9		月 ツキ		23				日 ヒ				2				：		10						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制 ケイカイタイセイ

																																				７時００分現在雨量 ジフンゲンザイウリョウ

																												４号谷地観測所（桑折町谷地） 　　　　　　時間雨量　６㎜　連続雨量１３７㎜ ゴウヤチカンソクショコオリマチヤチジカンウリョウレンゾクウリョウ

																												１３号中野観測所（福島市飯坂町中野）　時間雨量　４㎜　連続雨量１５０㎜ ゴウナカノカンソクショフクシマシイイザカマチナカノジカンウリョウレンゾクウリョウ

						５．				巡回状況 ジョウキョウ

										【河川】 カセン

										阿武隈川本川左岸８．２k付近（国見町川内地先、滝川合流点直下流）で堤防の法崩れが発生。 アブクマガワホンガワサガンフキンクニミチョウガワナイチサキタキカワゴウリュウテンチョッカリュウテイボウホウクズハッセイ

										【砂防】 サボウ

										現在の所、被災の情報は入っていません。天候が回復次第、点検を実施する予定です。 ヒサイジョウホウハイテンコウカイフクシダイテンケンジッシヨテイ

										【道路】 ドウロ

										国道　４号　福島市舟場から宮城県境までの巡回は終了し、異常は発見されておりません。 コクドウゴウフクシマシフナバミヤギケンキョウジュンカイシュウリョウイジョウハッケン

										国道１３号　米沢市万世町刈安から福島市舟場の巡回は終了し、異常は発見されておりません。 フナバシュウリョウイジョウハッケン

														道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。

														　　●高速道路・国道・県道　　　　　＃９９１０

												　		　　●市町村道　　　　　　　　　　　最寄りの市役所、役場へ

						２．		道路情報は、ホームページ、携帯サイトでも確認出来ます。 ドウロジョウホウケイタイカクニンデキ

										パソコン								http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

										携帯サイト ケイタイ								http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/

												【福島河川国道事務所　かわみちＮＡＶＩ】 フクシマカセンコクドウジムショ

						３．		道路の異常を発見したら、下記へご連絡ください。 ドウロイジョウハッケンカキレンラク

								■高速道路・国道、県道 コウソクドウロコクドウケンドウ																				＃９９１０

								■市町村道 シチョウソンドウ																				最寄りの市役所、役場へ モヨシヤクショヤクバ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																副所長（河川） フクショチョウカセン										佐々木　秀明 ササキヒデアキ										（内線２０４） ナイセン

																																														副所長（道路） フクショチョウドウロ										佐藤　利美 サトウトシミ

																																																工務第一課長 コウムダイイチカチョウ										二瓶　昭弘 ニヘイアキヒロ										（内線３１１）

																																												　　道路管理課長　佐々木　章夫　　　  ドウロカンリカチョウササキアキオ

																										ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサダイイチカチョクツウ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第１２報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第１２報 ダイホウ

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,033														６				時		００				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（警戒体制:河川、砂防）を設置し、管内の警戒にあたっています。
　管内の砂防施設について、点検を開始します。 テイキアツサイガイタイサクシブケイカイタイセイカセンサボウセッチカンナイケイカイカンナイ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				4				：		45						国道１３号 コクドウゴウ																		解除

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		６				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ		河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ										はん濫
危険水位 1) ランアブケンスイイ						避難
判断水位
 2) ヒナンハンダンスイイ						はん濫
注意水位 3) ランチュウイスイイ						水防団
待機水位 4) スイボウダンタイキスイイ						reserved-00x2						状況 ジョウキョウ

																																																水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ		阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ										７．３０ｍ						6.80m						４．５０ｍ						３．５０ｍ						5.06m						４時１０分にピーク水位（５．３５ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ										７．５０ｍ						6.80m						5.50m						4.50m						5.22m						４時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ										８．００ｍ						6.30m						5.00m						4.00m						5.13m						３時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ										１０．４０ｍ						１０．１０ｍ						６．５０ｍ						５．５０ｍ						8.00m						４時３０分にピーク水位（８．１０ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ										５．４０ｍ						４．５０ｍ						３．１０ｍ						２．７０ｍ						2.46m						１時００分にピーク水位（３．４２ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ										２．１０m						１．５０m						１．２０m						０．５０m						0.16m						２４時００分にピーク水位（１．１１ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ										５．２０ｍ						４．９０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						3.18m						４時５０分にピーク水位（３．３８ｍ）横ばい ジフンスイイヨコ

								阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ										５．３０ｍ						４．７０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						2.64m						５時３０分にピーク水位（２．６７ｍ）横ばい ジフンスイイヨコ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

						（危険度）								２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		６				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										0						㎜				129								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										0						㎜				186								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										0						㎜				145								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										0						㎜				142								㎜

																												高湯 タカユ										0						㎜				215								㎜

																												微温湯 ヌルユ										0						㎜				241								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										0						㎜				225								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								1						㎜				211								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		６				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										４号本宮観測所（本宮市） ゴウモトミヤカンソクジョモトミヤシ																												4						㎜				85								㎜

										４号福島国道観測所（福島市黒岩） ゴウフクシマコクドウカンソクジョフクシマシクロイワ																												4						㎜				82								㎜

										１３号中野観測所（福島市飯坂町中野） ゴウナカノカンソクジョフクシマシイイザカマチナカノ																												5						㎜				120								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												4						㎜				169								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												2				19		㎜				146								㎜

						４．		対応状況 タイオウジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										本日６時００分より、砂防施設の点検を実施します。 ホンジツジプン

										なお、現在のところ、被災の情報は入っていません。

										【河川】 カセン

												現在、ピーク後の堤防等の点検を実施しております。 ゲンザイゴテイボウトウテンケンジッシ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

												○自治体からの要請に基づき、 ジチタイヨウセイモト

																須賀川市へポンプ車１台を派遣し、排水作業を実施。 スカガワシシャダイハケンハイスイサギョウジッシ

																郡山市へポンプ車２台を派遣し、排水作業を実施。 コオリヤマシシャダイハケンハイスイサギョウジッシ

																二本松市へポンプ車３台を派遣。 ニホンマツシシャダイハケン

												○二本松観測所（二本松市）において、水防団が出動。 ニホンマツカンソクショニホンマツシスイボウダンシュツドウ

										【道路】 ドウロ

										国道４号及び国道１３号栗子地内について、巡回を行っております。 コクドウゴウオヨコクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。

												下記の区間で、連続雨量が１８０ｍｍを超えた場合、通行止めを予定しておりますが、 カキクカンツウコウドヨテイ

												天候次第では、通行止め開始時間が変わる場合や通行止めを行わない場合があります。

												福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

						５．		今後の見通し コンゴミトウ

										降雨は収まっても、引き続き災害情報に注意してください。 コウウオサヒツヅサイガイ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第１３報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第１３報 ダイホウ

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,033														１１				時		００				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（警戒体制:河川、砂防）を設置して警戒にあたっております。
　河川については、堤防等の点検の結果、今回の出水による異常等は確認されませんでした。　
　なお、砂防施設については、現在、点検中です。 テイキアツサイガイタイサクシブケイカイタイセイカセンサボウセッチケイカイカセンサボウシセツゲンザイテンケンチュウ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				11				：		00						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				11				：		00						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		解除

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				4				：		45						国道１３号 コクドウゴウ																		解除

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１１				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ		河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ										はん濫
危険水位 1) ランアブケンスイイ						避難
判断水位
 2) ヒナンハンダンスイイ						はん濫
注意水位 3) ランチュウイスイイ						水防団
待機水位 4) スイボウダンタイキスイイ						11:00						状況 ジョウキョウ

																																																水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ		阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ										７．３０ｍ						6.80m						４．５０ｍ						３．５０ｍ						3.78m						４時１０分にピーク水位（５．３５ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ										７．５０ｍ						6.80m						5.50m						4.50m						3.99m						４時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ										８．００ｍ						6.30m						5.00m						4.00m						4.19m						３時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ										１０．４０ｍ						１０．１０ｍ						６．５０ｍ						５．５０ｍ						7.12m						４時３０分にピーク水位（８．１０ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ										５．４０ｍ						４．５０ｍ						３．１０ｍ						２．７０ｍ						1.97m						１時００分にピーク水位（３．４２ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ										２．１０m						１．５０m						１．２０m						０．５０m						-0.26m						２４時００分にピーク水位（１．１１ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ										５．２０ｍ						４．９０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						2.72m						４時５０分にピーク水位（３．３８ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ										５．３０ｍ						４．７０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						2.23m						５時３０分にピーク水位（２．６７ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

						（危険度）								２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		６				時 ジ		００				分まで フン						の累加雨量は以下のとおりです。 ルイカウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										0						㎜				129								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										0						㎜				186								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										0						㎜				145								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										0						㎜				142								㎜

																												高湯 タカユ										0						㎜				215								㎜

																												微温湯 ヌルユ										0						㎜				241								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										0						㎜				225								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								1						㎜				211								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１１				時 ジ		００				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										４号本宮観測所（本宮市） ゴウモトミヤカンソクジョモトミヤシ																												4						㎜				85								㎜

										４号福島国道観測所（福島市黒岩） ゴウフクシマコクドウカンソクジョフクシマシクロイワ																												4						㎜				82								㎜

										１３号中野観測所（福島市飯坂町中野） ゴウナカノカンソクジョフクシマシイイザカマチナカノ																												5						㎜				120								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												4						㎜				169								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												2				19		㎜				146								㎜

						３．		対応状況 タイオウジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										本日、６時より、砂防施設の点検を実施しております。 ホンジツジジッシ

										【河川】 カセン

												堤防等の点検の結果、今回の出水による異常等は確認されませんでした。　

												なお、現在も水位が高い二本松地区につきましては、

												水位の低下を待って、再度堤防等の点検を行うこととしております。

												○自治体からの要請に基づき、 ジチタイヨウセイモト

																須賀川市へポンプ車１台を派遣し、排水作業を実施。（作業終了） スカガワシシャダイハケンハイスイサギョウジッシサギョウシュウリョウ

																郡山市へポンプ車２台を派遣し、排水作業を実施。（作業終了） コオリヤマシシャダイハケンハイスイサギョウジッシサギョウシュウリョウ

																二本松市へポンプ車３台を派遣。（撤収） ニホンマツシシャダイハケンテッシュウ

										【道路】 ドウロ

										国道４号及び国道１３号栗子地内について、巡回を行っております。 コクドウゴウオヨコクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。		下記の区間で、連続雨量が１８０ｍｍを超えた場合、通行止めを予定しておりますが、 カキクカンツウコウドヨテイ

												天候次第では、通行止め開始時間が変わる場合や通行止めを行わない場合があります。

												福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

						４．		今後の見通し コンゴミトウ

										降雨は収まっても、引き続き災害情報に注意してください。 コウウオサヒツヅサイガイ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/
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																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第１４報 ダイホウ

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,033														１３				時		４０				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（警戒体制:河川、砂防）を設置して警戒にあたっておりましたが、管内の水位観測所において、はん濫注意水位を下回り、水位は下降中のため、災害対策支部（警戒体制:河川）は災害対策支部（注意体制：河川）に移行します。
　なお、砂防の警戒体制は継続中であり、砂防施設について、引き続き点検を実施しております。 テイキアツサイガイタイサクシブケイカイタイセイカセンサボウセッチケイカイサイガイタイサクシブケイカイタイセイカセンサイガイタイサクシブチュウイタイセイカセンイコウサボウケイカイタイセイケイゾクチュウサボウシセツヒツヅ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				13				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				15				：		00						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		解除

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				4				：		45						国道１３号 コクドウゴウ																		解除

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１３				時 ジ		30				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ		河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ										はん濫
危険水位 1) ランアブケンスイイ						避難
判断水位
 2) ヒナンハンダンスイイ						はん濫
注意水位 3) ランチュウイスイイ						水防団
待機水位 4) スイボウダンタイキスイイ						13:30						状況 ジョウキョウ

																																																水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ		阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ										７．３０ｍ						6.80m						４．５０ｍ						３．５０ｍ						3.41m						４時１０分にピーク水位（５．３５ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ										７．５０ｍ						6.80m						5.50m						４．５０ｍ						3.26m						４時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ										８．００ｍ						6.30m						5.00m						４．００ｍ						3.63m						３時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ										１０．４０ｍ						１０．１０ｍ						６．５０ｍ						５．５０ｍ						6.49m						４時３０分にピーク水位（８．１０ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ										５．４０ｍ						４．５０ｍ						３．１０ｍ						２．７０ｍ						1.77m						１時００分にピーク水位（３．４２ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ										２．１０m						１．５０m						１．２０m						０．５０m						-0.34m						２４時００分にピーク水位（１．１１ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ										５．２０ｍ						４．９０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						2.27m						４時５０分にピーク水位（３．３８ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ										５．３０ｍ						４．７０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						1.94m						５時３０分にピーク水位（２．６７ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

						（危険度）								２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		６				時 ジ		00				分まで フン						の累加雨量は以下のとおりです。 ルイカウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										0						㎜				129								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										0						㎜				186								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										0						㎜				145								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										0						㎜				142								㎜

																												高湯 タカユ										0						㎜				215								㎜

																												微温湯 ヌルユ										0						㎜				241								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										0						㎜				225								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								1						㎜				211								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１３				時 ジ		４０				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										４号本宮観測所（本宮市） ゴウモトミヤカンソクジョモトミヤシ																												4						㎜				85								㎜

										４号福島国道観測所（福島市黒岩） ゴウフクシマコクドウカンソクジョフクシマシクロイワ																												4						㎜				82								㎜

										１３号中野観測所（福島市飯坂町中野） ゴウナカノカンソクジョフクシマシイイザカマチナカノ																												5						㎜				120								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												4						㎜				169								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												2				19		㎜				146								㎜

						３．		対応状況 タイオウジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										本日、６時より、砂防施設の点検を実施しております。 ホンジツジジッシ

										【河川】 カセン

												堤防等の点検の結果、今回の出水による異常等は確認されませんでした。　

												なお、現在も水位が高い二本松地区につきましては、

												水位の低下を待って、再度堤防等の点検を行うこととしております。

												○自治体からの要請に基づき、 ジチタイヨウセイモト

																須賀川市へポンプ車１台を派遣し、排水作業を実施。 スカガワシシャダイハケンハイスイサギョウジッシ

																郡山市へポンプ車２台を派遣し、排水作業を実施。 コオリヤマシシャダイハケンハイスイサギョウジッシ

																二本松市へポンプ車３台を派遣。 ニホンマツシシャダイハケン

										【道路】 ドウロ

										国道４号及び国道１３号栗子地内について、巡回を行っております。 コクドウゴウオヨコクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。		下記の区間で、連続雨量が１８０ｍｍを超えた場合、通行止めを予定しておりますが、 カキクカンツウコウドヨテイ

												天候次第では、通行止め開始時間が変わる場合や通行止めを行わない場合があります。

												福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

						４．		今後の見通し コンゴミトウ

										降雨は収まっても、引き続き災害情報に注意してください。 コウウオサヒツヅサイガイ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





第１５報砂防解除

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				第１５報 ダイホウ

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

																																																41,033														１５				時		３０				分発表

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（警戒体制:砂防）（注意体制:河川）を設置して警戒にあたっておりましたが、砂防施設については点検の結果、異常が認められないことから、災害対策支部（警戒体制：砂防）を解除しました。
　なお、河川の注意体制は継続中です。 テイキアツサイガイタイサクシブケイカイタイセイサボウチュウイタイセイカセンセッチケイカイケッカケイカイカセンチュウイ

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				13				：		30						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				15				：		30						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		解除

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				4				：		45						国道１３号 コクドウゴウ																		解除

						２．		河川状況 カセンジョウキョウ								水位情報 スイイジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１５				時 ジ		３０				分現在 フンゲンザイ						の水位は以下のとおりです。 スイイイカ

						水系名 スイケイメイ		河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ										はん濫
危険水位 1) ランアブケンスイイ						避難
判断水位
 2) ヒナンハンダンスイイ						はん濫
注意水位 3) ランチュウイスイイ						水防団
待機水位 4) スイボウダンタイキスイイ						15:30						状況 ジョウキョウ

																																																水位 スイイ

						阿武隈川 アブクマカワ		阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ										７．３０ｍ						6.80m						４．５０ｍ						３．５０ｍ						3.16m						４時１０分にピーク水位（５．３５ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ										７．５０ｍ						6.80m						5.50m						４．５０ｍ						2.85m						４時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ										８．００ｍ						6.30m						5.00m						４．００ｍ						3.26m						３時２０分にピーク水位（５．３４ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ										１０．４０ｍ						１０．１０ｍ						６．５０ｍ						５．５０ｍ						6.05m						４時３０分にピーク水位（８．１０ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ										５．４０ｍ						４．５０ｍ						３．１０ｍ						２．７０ｍ						1.68m						１時００分にピーク水位（３．４２ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ										２．１０m						１．５０m						１．２０m						０．５０m						-0.36m						２４時００分にピーク水位（１．１１ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ										５．２０ｍ						４．９０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						1.95m						４時５０分にピーク水位（３．３８ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ										５．３０ｍ						４．７０ｍ						４．００ｍ						３．００ｍ						1.65m						５時３０分にピーク水位（２．６７ｍ）下降中 ジフンスイイカコウチュウ

								↑		高 タカ				１） はん濫危険水位												…		河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により カセンカイシュウジョウキョウオヨカココウズイヒガイジョウキョウカンアンサダコウズイ

								↑																				氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 ハンランオオソスイイランケイカイジョウホウハッピョウシヒョウスイイ

						（危険度）								２） 避難判断水位　												…		市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 シチョウソンジュウミンヒナンコウドウハンダンオコナメヤススイイ

								↑						３） はん濫注意水位　												…		洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 コウズイサイガイオソスイボウダンシュツドウメヤススイイ

								↑		低 テイ				４） 水防団待機水位												…		洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 コウズイジスイボウダンシュツドウムタイキメヤススイイ

						３．		砂防状況 サボウジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１５				時 ジ		３０				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										水系名 スイケイメイ								流域名 リュウイキメイ										観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								松川 マツカワ										栗子 クリコ										0						㎜				129								㎜

																												蟹ヶ沢 カニサワ										0						㎜				186								㎜

																												板谷沢 イタヤサワ										0						㎜				145								㎜

																		須川 スカワ										庭坂 ニワサカ										0						㎜				142								㎜

																												高湯 タカユ										0						㎜				215								㎜

																												微温湯 ヌルユ										0						㎜				241								㎜

																		荒川 アラカワ										土湯 ツチユ										0						㎜				225								㎜

																												野地 ノジ		高湯 タカユ								1						㎜				211								㎜

						４．		道路状況 ドウロジョウキョウ								雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				２４				年 ネン		５				月 ツキ		４				日 ヒ		１５				時 ジ		３０				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下のとおりです。 ウリョウイカ

										観測所名 カンソクショメイ																												時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										４号本宮観測所（本宮市） ゴウモトミヤカンソクジョモトミヤシ																												4						㎜				85								㎜

										４号福島国道観測所（福島市黒岩） ゴウフクシマコクドウカンソクジョフクシマシクロイワ																												4						㎜				82								㎜

										１３号中野観測所（福島市飯坂町中野） ゴウナカノカンソクジョフクシマシイイザカマチナカノ																												5						㎜				120								㎜

										１３号東栗子観測所（福島市飯坂町中野） ゴウヒガシクリコカンソクショフクシマシイイザカマチナカノ																												4						㎜				169								㎜

										１３号栗子国道観測所（米沢市板谷） ゴウクリゴコクドウカンソクジョヨネザワシイタヤ																												2				19		㎜				146								㎜

						３．		対応状況 タイオウジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										砂防施設の点検の結果、異常は見受けられませんでした。 ケッカイジョウミウ

										【河川】 カセン

												堤防等の点検の結果、今回の出水による異常等は確認されませんでした。　

												なお、現在も水位が高い二本松地区につきましては、

												水位の低下を待って、再度堤防等の点検を行うこととしております。

												○自治体からの要請に基づき、 ジチタイヨウセイモト

																須賀川市へポンプ車１台を派遣し、排水作業を実施。 スカガワシシャダイハケンハイスイサギョウジッシ

																郡山市へポンプ車２台を派遣し、排水作業を実施。 コオリヤマシシャダイハケンハイスイサギョウジッシ

																二本松市へポンプ車３台を派遣。 ニホンマツシシャダイハケン

										【道路】 ドウロ

										国道４号及び国道１３号栗子地内について、巡回を行っております。 コクドウゴウオヨコクドウゴウクリコチナイ

										現在のところ、被災の情報は入っていません。		下記の区間で、連続雨量が１８０ｍｍを超えた場合、通行止めを予定しておりますが、 カキクカンツウコウドヨテイ

												天候次第では、通行止め開始時間が変わる場合や通行止めを行わない場合があります。

												福島県福島市飯坂町中野　中野車両検測所前～山形県米沢市刈安　米沢スキー場前までの延長１９㎞ フクシマケンフクシマシイイザカマチナカノナカノシャリョウケンハカリトコロマエヤマガタケンヨネザワシカヤスヨネザワジョウマエエンチョウ

						４．		今後の見通し コンゴミトウ

										降雨は収まっても、引き続き災害情報に注意してください。 コウウオサヒツヅサイガイ

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





終報

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				防災情報 ボウサイジョウホウ																				終報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

						平成２４年　５月　５日　１０時１０発表 ヘイセイネンツキヒジハッピョウ

						大雨による防災情報について オオアメボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により、災害対策支部（注意体制:河川）を設置して警戒にあたっておりましたが、河川巡視の結果、異状が認められず、水位も低下したことから、災害対策支部（注意体制：河川）を解除しました。　 チュウイカセンジュンシテイカチュウイカセン

						１．		事務所体制 ジムショタイセイ

										河　川 カワカワ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		40						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				22				：		50						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				11				：		00						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		注意体制

																5		月 ツキ		5				日 ヒ				10				：		10						阿武隈川上流 アブクマカワジョウリュウ																		解除

										砂　防 サボウ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				11				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				15				：		30						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		解除

										道　路 ミチロ						5		月 ツキ		3				日 ヒ				13				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		注意体制

																5		月 ツキ		3				日 ヒ				20				：		00						国道１３号 コクドウゴウ																		警戒体制

																5		月 ツキ		4				日 ヒ				4				：		45						国道１３号 コクドウゴウ																		解除

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

								副所長 フクショチョウ										佐藤　利美 サトウトシミ										（内線２０５） ナイセン

								工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

								調査第一課長　										大平　知秀　　										（内線３５１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２７（調査第一課直通） チョウサ

								河川管理課長　 カセンカンリ										宍戸　善博　										（内線３３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２９（河川管理課直通） カセンカンリカ

								道路管理課長 ドウロカンリカチョウ										佐々木章夫 ササキアキオ										（内線４３１）												ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理課直通） ドウロカンリカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





水位メモ

		河川名 カセンメイ						観測所名 カンソクショメイ												はん濫危険
    水位 1) ランアブケンスイイ								避難判断
    水位 2) ヒナンハンダンスイイ								はん濫注意
    水位 3) ランチュウイスイイ								水防団待機
    水位 4) スイボウダンタイキスイイ								水位表ｐ スイイヒョウ

		阿武隈川 アブクマガワ						須賀川（須賀川市） スカガワスカガワシ												７．３０ｍ								6.80m								４．５０ｍ								３．５０ｍ								１／５

		阿武隈川 アブクマガワ						阿久津（郡山市） アクツコオリヤマシ												７．５０ｍ								6.80m								5.50m								4.50m								２／５

		阿武隈川 アブクマガワ						本宮（本宮市） モトミヤモトミヤシ												８．００ｍ								6.30m								5.00m								4.00m								２／５

		阿武隈川 アブクマガワ						二本松（二本松市） ニホンマツニホンマツシ												１０．４０ｍ								１０．１０ｍ								６．５０ｍ								５．５０ｍ								２／５

		釈迦堂川 シャカドウガワ						西川（須賀川市） ニシカワスカガワシ												５．４０ｍ								４．５０ｍ								３．１０ｍ								２．７０ｍ								１／５

		荒川 アラカワ						八木田（福島市） ヤギタフクシマシ												２．１０m								１．５０m								１．２０m								０．５０m								３／５

		阿武隈川 アブクマガワ						福島（福島市） フクシマフクシマシ												５．２０ｍ								４．９０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								３／５

		阿武隈川 アブクマガワ						伏黒（伊達市） フシグロダテシ												５．３０ｍ								４．７０ｍ								４．００ｍ								３．００ｍ								３／５





砂防警戒

		

						記者発表資料 キシャハッピョウシリョウ

																																				砂防防災情報 サボウボウサイジョウホウ																				第２報

						国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

						平成２４年５月３日　時００分発表 ヘイセイネンツキヒジフンハッピョウ

						降雨による砂防防災情報について コウウサボウボウサイジョウホウ

								　福島河川国道事務所では、災害対策支部（注意体制：砂防）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、下記の雨量観測所において、５月３日１２時００分に連続雨量が１２０ｍｍを超えたため、災害対策支部（警戒体制:砂防）を設置しました。 サイガイタイサクシブチュウイタイセイサボウセッチカンナイケイカイカキウリョウカンソクショガツカジフンレンゾクウリョウコサイガイタイサクシブケイカイタイセイサボウセッチ

						１．				福島河川国道事務所の体制　〔砂防〕 サボウ

														5		月 ガツ		3		日 ヒ						9				：		50						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		注意体制

														5		月 ガツ		3		日 ヒ						12				：		00						阿武隈川水系砂防 アブクマカワスイケイサボウ																		警戒体制

						２．		　		雨量情報 ウリョウジョウホウ

										平成 ヘイセイ				24				年 ネン		5				月 ツキ		3				日 ヒ		10				時 ジ		00				分現在 フンゲンザイ						の雨量は以下の通りです。 ウリョウイカトオ

												　

										水系名 スイケイメイ								観測所名 カンソクショメイ										時間雨量 ジカンウリョウ										連続雨量 レンゾクウリョウ

										阿武隈川 アブクマガワ								高湯 タカユ										16						㎜				88								㎜

																		微温湯 ヌルユ										19				19		㎜				110								㎜

																		土湯 ツチユ										16				16		㎜				79								㎜

																		野地 ノジ		高湯 タカユ								11						㎜				96								㎜

										雨量基準　　 ウリョウキジュン								注意体制　　　８０㎜以上　（連続雨量） チュウイタイセイイジョウレンゾクウリョウ

																		警戒体制　　１２０㎜以上　（連続雨量） ケイカイタイセイイジョウレンゾクウリョウ

						３．		　		巡回状況 ジュンカイジョウキョウ

										【砂防】 サボウ

										現在の所、被災の情報は入っていません。天候が回復次第、点検を実施する予定です。

						４．				今後の見通し コンゴミトウ

										今後の大雨情報に注意してください。

				《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》 ハッピョウキシャカイフクシマケンセイキシャフクシマシセイキシャ

						問　い　合　わ　せ　先 トアサキ

								国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所																																								副所長 フクショチョウ										畠山　浩晃										（内線２０４） ナイセン

																																																工務第一課長　										佐藤　　要 サトウカナメ										（内線３１１）

																																												　道路管理第一課長　髙野　昭　　　　 （内線４３１） ドウロカンリダイイチカチョウナイセン

																										ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表） ダイヒョウ

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１２５（工務第一課直通）

																										ＴＥＬ　０２４－５３９－６１３０（道路管理第一課直通） ドウロカンリダイイチカチョクツウ

								阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は アブクマカワコウズイジョウホウスイイジョウホウオヨドウロサイガイジョウホウ

								福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。 テイキョウチュウ

								ホームページアドレス　　　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/





道観測所

		

		本宮(気象)		４号		238		国道　４号		本宮観測所（本宮市）　

		二本松(気象)		４号		250.7		国道　４号		二本松観測所（二本松市）

		二本松		４号		251.7		国道　４号		二本松観測所（二本松市）

		伏拝(気象)		４号		266		国道　４号		伏拝観測所（福島市伏拝） フシオガミカンソクショフクシマシフシオガミ

		福島国道		４号		267.9		国道　４号		福島国道観測所（福島市黒岩） フクシマコクドウカンソクショフクシマシクロイワ

		杉の前(気象)		４号		282.7		国道　４号		杉ノ前観測所（伊達郡桑折町杉ノ前） スギマエカンソクショダテグンコオリマチスギマエ

		谷地(気象)		４号		286.3		国道　４号		谷地観測所（伊達郡桑折町谷地） カンソクショダテグン

		国見(気象)		４号		291.2		国道　４号		国見観測所（伊達郡国見町） クニミカンソクショダテグンクニミマチ

		国見		４号		291.5		国道　４号		国見観測所（伊達郡国見町） クニミカンソクショダテグンクニミマチ

		西道路(気象)		１３号		4.85		　福島西道路　		福島西道路観測所 （福島市泉） フクシマカンソクショフクシマシイズミ

		中野		１３号		11.6		国道 １３号 コクドウ		中野観測所（福島市飯坂町中野）

		中野(気象)		１３号		11.6		国道 １３号 コクドウ		中野観測所（福島市飯坂町中野）

		大滝(気象)		１３号		17.9		国道 １３号 コクドウ		大滝観測所（福島市飯坂町中野） オオタキ

		二ッ小屋（気象）		１３号		20.4		国道 １３号 コクドウ		二ツ小屋観測所（福島市飯坂町中野） ニコヤナカノ

		東栗子		１３号		21.46		国道 １３号 コクドウ		東栗子観測所　（福島市飯坂町中野） カンソクショナカノ

		栗子国道		１３号		24.85		国道 １３号 コクドウ		栗子国道観測所（米沢市板谷） カンソクショ

		栗子国道(気象)		１３号		24.9		国道 １３号 コクドウ		栗子国道観測所（米沢市板谷） カンソクショ

		西栗子TN西(気象)		１３号		28.54		国道 １３号 コクドウ		西栗子トンネル西観測所（山形県米沢市万世町刈安） カンソクショ

		※気象観測所は、隠しています。適宜、利用。 キショウカンソクショカクテキギリヨウ












