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最上川下流 はん濫危険情報
最上川下流洪水予報 第○号
洪水警報（発表）
平成○○年○月２６日１０時３０分
酒田河川国道事務所・山形地方気象台 共同発表

見出し
最上川下流 はん濫危険水位に到達 はん濫のおそれあり

主文
最上川の臼ヶ沢水位観測所（山形県酒田市）では、
はん濫危険水位［水位危険度レベル４］に到達しました。
以下の地区及びその近傍では、最上川が“はん濫するおそれ”がありますので、
厳重な警戒をし、市町村からの避難情報に注意して下さい。
山形県酒田市 臼ヶ沢水位観測所の受け持ち区間では、

最上川左岸 庄内町榎木地区から庄内町堀野地区 ［はん濫危険水位 16.40m］
最上川右岸 酒田市飛鳥地区から酒田市竹田地区 ［はん濫危険水位 16.40m］

現況文
台風１０号の通過による大雨により、
降り始めの２５日１５時から２６日１０時までの最上川流域の流域平均雨量は
２００ミリに達しました。
また、所により１時間に２０ミリの雨が降っています。
最上川の水位は、２６日１０時現在、次のとおりとなっています。

(1) 臼ヶ沢水位観測所[山形県酒田市]で、１６．４０ｍ［水位危険度レベル４］
（ 1 時間に ７㎝の速さで上昇中）

(2) 下瀬水位観測所［山形県酒田市］で、２．８０ｍ［水位危険度レベル３］
（ 1 時間に ３㎝の速さで上昇中）

予想文
この雨は、今後一層強まるでしょう。
２６日１０時から２６日１３時までの最上川の流域平均雨量は
２５ミリの見込みです。
最上川の水位は、２６日１３時には、次のように見込まれます。

(1) 臼ヶ沢水位観測所[山形県酒田市]で、１６．６０ｍ程度［水位危険度レベル４］
（堤防の上面まであと３．９ｍ）

(2) 下瀬水位観測所［山形県酒田市］で、２．９０ｍ程度［水位危険度レベル３］
（堤防の上面まであと２．１ｍ）

最上川 臼ヶ沢水位観測所の水位は２６日１６時頃最高となり、その水位は
１６．８０ m 程度と見込まれます。

注意事項
はん濫警戒情報は、避難勧告等の目安の一つとなる情報ですので、市町村長が発する
避難情報に十分注意してください。
今回の洪水は平成１０年９月の台風第５号を上回る規模と見込まれます。

参考資料
臼ヶ沢水位観測所[山形県酒田市]

左岸 庄内町榎木地区から庄内町清川地区
右岸 酒田市飛鳥地区から酒田市成興野地区

堤防の上面 20.50m はん濫危険水位 16.40m 避難判断水位 16.10 ｍ
はん濫危険水位 17.60m 避難判断水位 17.30 ｍ

はん濫注意水位（警戒水位） 14.00m 水防団待機水位 13.00 ｍ 平常水位 8.60m

下瀬水位観測所[山形県酒田市]
左岸 酒田市宮野浦地区から酒田市新堀地区
右岸 酒田市下瀬地区から酒田市砂越地区

堤防の上面 5.0 ｍ はん濫危険水位 3.00m 避難判断水位 2.80 ｍ
はん濫注意水位（警戒水位） 2.20m 水防団待機水位 1.40 ｍ 平常水位 0.40m

※はん濫危険水位は、地先のはん濫危険水位を観測所へ換算した水位（はん濫危険水位換算
水位という）です。

最上川水系の洪水予報発表状況
最上川上流洪水警報発表中
最上川中流洪水警報発表中
最上川下流洪水警報発表中
須川下流洪水注意報発表中
鮭川洪水注意報発表中

水位危険度レベル
■レベル５ はん濫の発生
■レベル４ はん濫危険水位以上
■レベル３ 避難判断水位以上 はん濫危険水位未満
■レベル２ はん濫注意水位(警戒水位)以上 避難判断水位未満
■レベル１ 水防団待機水位以上 はん濫注意水位(警戒水位)未満

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 酒田河川国道事務所 調査第一課 ０２３４－２７－３３３１

URL http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/
気象関係：気 象 庁 山形地方気象台 技術課 ０２３－６２２－２２６２

URL http://www.sendai-jma.go.jp/tidai/yamagata/



新洪水予報発表文例（赤川） 【参考 ３】－２

赤川 はん濫危険情報
赤川洪予報 第○号
洪水警報（発表）

平成○○年○月２６日１０時３０分
酒田河川国道事務所・山形地方気象台 共同発表

見出し
赤川 はん濫危険水位に到達 はん濫のおそれあり

主文
赤川の熊出水位観測所（山形県鶴岡市）では、
はん濫危険水位［水位危険度レベル４］に到達しました。
以下の地区及びその近傍では、赤川が”はん濫するおそれ”がありますので、
厳重な警戒をし、市町村からの避難情報に注意して下さい。
山形県鶴岡市 熊出水位観測所の受け持ち区間では、

赤川左岸 鶴岡市東荒屋地区から鶴岡市熊出地区 ［はん濫危険水位 5.00m］
赤川右岸 鶴岡市大杉地区から鶴岡市中野新田地区 ［はん濫危険水位 5.00m］

現況文
台風１０号の通過による大雨により、
降り始めの２５日１５時から２６日１０時までの赤川流域の流域平均雨量は
２００ミリに達しました。
また、所により１時間に２０ミリの雨が降っています。
赤川の水位は、２６日１０時現在、次のとおりとなっています。
(1) 熊出水位観測所[山形県鶴岡市]で、５．００ｍ［水位危険度レベル４］

（ 1 時間に２０㎝の速さで上昇中）
(2) 羽黒橋水位観測所[山形県鶴岡市]で、３．９０ｍ［水位危険度レベル２］

（ 1 時間に１０㎝の速さで上昇中）
(3) 浜中水位観測所［山形県酒田市］で、３．００ｍ［水位危険度レベル２］

（ 1 時間に ５㎝の速さで上昇中）

予想文
この雨は、今後一層強まるでしょう。
２６日１０時から２６日１３時までの赤川流域の流域平均雨量は２５ミリの見込みです。
赤川の水位は、２６日１３時には、次のように見込まれます。
(1) 熊出水位観測所[山形県鶴岡市]で、５．３０ｍ程度［水位危険度レベル４］

（堤防の上面まであと２．５ｍ）
(2) 羽黒橋水位観測所[山形県鶴岡市]で、４．５０ｍ程度［水位危険度レベル３］

（堤防の上面まであと４．１ｍ）
(3) 浜中水位観測所[山形県酒田市]で、３．３０ｍ程度［水位危険度レベル２］

（堤防の上面まであと３．３ｍ）

赤川 熊出水位観測所の水位は２６日１４時頃最高となり、その水位は
５．４０ｍ程度と見込まれます。

注意事項
はん濫警戒情報は、避難勧告等の目安の一つとなる情報ですので、市町村長が発する
避難情報に十分注意してください。
今回の洪水は平成１０年９月の台風第５号を上回る規模と見込まれます。

参考資料
熊出水位観測所[山形県鶴岡市]

左岸 鶴岡市東荒屋地区から鶴岡市熊出地区
右岸 鶴岡市大杉地区から鶴岡市中野新田地区

堤防の上面 7.80m はん濫危険水位 5.00m 避難判断水位 4.20 ｍ
はん濫注意水位（警戒水位） 3.00m 水防団待機水位 2.10 ｍ 平常水位 0.50m

羽黒橋水位観測所[山形県鶴岡市]
左岸 鶴岡市湯野沢地区から鶴岡市勝福寺地区
右岸 三川町土橋・助川地区から鶴岡市馬渡地区

堤防の上面 8.60 ｍ はん濫危険水位 4.70m 避難判断水位 4.00 ｍ
はん濫注意水位（警戒水位） 3.00m 水防団待機水位 2.00 ｍ 平常水位 0.50m

浜中水位観測所［山形県酒田市］
左岸 三川町東郷地区
右岸 酒田市黒森地区から三川町横山地区

堤防の上面 6.60 ｍ はん濫危険水位 3.80m 避難判断水位 3.50 ｍ
はん濫注意水位（警戒水位） 3.00m 水防団待機水位 2.00 ｍ 平常水位 0.40m

※はん濫危険水位は、地先のはん濫危険水位を観測所へ換算した水位（はん濫危険水位換算
水位という）です。

水位危険度レベル
■レベル５ はん濫の発生
■レベル４ はん濫危険水位以上
■レベル３ 避難判断水位以上 はん濫危険水位未満
■レベル２ はん濫注意水位(警戒水位)以上 避難判断水位未満
■レベル１ 水防団待機水位以上 はん濫注意水位(警戒水位)未満

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 酒田河川国道事務所 調査第一課 ０２３４－２７－３３３１

URL http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/
気象関係：気 象 庁 山形地方気象台 技術課 ０２３－６２２－２２６２

URL http://www.sendai-jma.go.jp/tidai/yamagata/


