
 
洪水予報文（例）：赤字の箇所が変更となる箇所です 
 

 最上川上流洪水予報 第○号 
 平成○○年○月２６日１０時３０分 
 山形河川国道事務所・山形地方気象台 共同発表 
 
種類 

   最上川上流洪水警報 発表［切換］ 
 
主文 
最上川上流洪水注意報を洪水警報に切換えます。 
※この予報文の内容は、最上川上流のはん濫のおそれがある地区の情報です。 
最上川の山形県高畠町糠野目水位観測所の受け持ち区間では、 

    危険水位を超える出水となる見込みですので、各地とも厳重な警戒をして下さい。          
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、厳重な警戒をして
下さい。 
山形県高畠町 糠野目水位観測所の受け持ち区間では、 

最上川上流左岸 長井市河井地区～米沢市中田地区      ［危険水位１３．２０ｍ］   
最上川上流右岸 長井市下伊佐沢地区～米沢市花沢地区   ［危険水位１３．２０ｍ］ 

    です。 
 
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、 
最上川上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糠野目水位観測所［山形県高畠町］   １２．８０ｍ（上昇中） 
②小 出水位観測所［山形県長井市］   １２．００ｍ（上昇中） 
③長 崎水位観測所［山形県中山町］   １３．００ｍ（上昇中） 
④下 野水位観測所［山形県河北町］   １３．２０ｍ（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時までの最上川上流域の流域平均雨量は２０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糠野目水位観測所［山形県高畠町］  １３．５０ｍ程度 
②小 出水位観測所［山形県長井市］   １２．６０ｍ程度 
③長 崎水位観測所［山形県中山町］   １３．４０ｍ程度 

    ④下 野水位観測所［山形県河北町］   １３．７０ｍ程度 
最上川糠野目水位観測所の水位は２７日１時頃最高となり、その水位は１４．２０ｍ程度と 
見込まれます。 

 
注意事項 

     ※洪水警報は、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。 

    ※今回の出水は平成１０年９月の台風５号を上回る規模と見込まれます。 
 
 参考資料 
糠野目水位観測所［山形県高畠町］ 

最上川上流左岸 長井市河井地区～米沢市中田地区     
最上川上流右岸 長井市下伊佐沢地区～米沢市花沢地区 

       危険水位 13.20ｍ  警戒水位 12.00ｍ  平常水位 8.38ｍ 
小 出水位観測所［山形県長井市］ 

最上川上流左岸 白鷹町鮎貝地区～長井市時庭地区  
最上川上流右岸 白鷹町菖蒲地区～長井市日の出地区 

       危険水位 12.70ｍ  警戒水位 12.00ｍ  平常水位 9.04ｍ 
長 崎水位観測所［山形県中山町］ 

最上川上流左岸 中山町川久保地区上流～大江町百目木地区 

最上川上流右岸 中山町長崎地区～中山町小塩地区 
       危険水位  15.70ｍ 警戒水位 13.30ｍ  平常水位 8.70ｍ 
下 野水位観測所［山形県河北町］ 

最上川上流左岸 河北町吉田地区～中山町川久保地区下流 
最上川上流右岸 村山市土生田地区～天童市藤内新田地区 

       危険水位 15.90ｍ  警戒水位 14.00ｍ  平常水位 9.06ｍ 
 
※危険水位は、地先の危険水位を観測所へ換算した水位（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 
   須川洪水注意報発表中 
   鮭川洪水注意報発表中 
 
［問い合わせ先］ 
水位関係：国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 調査第一課  023-688-8421 （内線761－354） 
気象関係：気象庁 山形地方気象台 技術課                          023-622-2262 



赤字の箇所が変更となる箇所です。洪水予報文（例 ：）

最上川中流洪水予報 第○号
平成○○年○月２６日１０時３０分
新庄河川事務所・山形地方気象台 共同発表

種類
最上川中流洪水警報 発表

主文
最上川中流洪水注意報を洪水警報に切り換えます。
※この予報文の内容は、最上川中流のはん濫のおそれのある地区の情報です。
最上川の山形県大石田町大石田水位観測所では、
危険水位を越える出水となる見込みですので、各地とも厳重な警戒をして下さい。
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、
厳重な注意をして下さい。
最上川中流の山形県大石田町 大石田水位観測所の受け持ち区間では、
最上川中流左岸 大石田町横山地区 ［危険水位 ］16.90m
最上川中流右岸 大石田町豊田地区 ［危険水位 ］ です。16.90m

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時までの最上川中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 大石田水位観測所[山形県大石田町] １６．３０メートル（上昇中）
② 堀内水位観測所［山形県舟形町］ ７．００メートル（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時までの最上川中流域の流域平均雨量は
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 大石田水位観測所[山形県大石田町] １６．９０メートル程度
② 堀内水位観測所［山形県舟形町］ ７．６０メートル程度

注意事項
※洪水警報は、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。

参考資料
大石田水位観測所[山形県大石田町]

最上川中流左岸 村山市田沢地区～大石田町川前地区
最上川中流右岸 村山市土生田地区～大石田町豊田地区

13.80m 10.70m危険水位 警戒水位 平常水位16.90m

堀内水位観測所[山形県舟形町]
最上川中流左岸 大石田町川前地区～戸沢村川前地区
最上川中流右岸 大石田町豊田地区～戸沢村金打坊地区

4.40m 0.96m危険水位 警戒水位 平常水位7.60m

※危険水位は、地先の危険水位を観測所へ換算した水位（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

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 新庄河川事務所 調査課

ＴＥＬ ０２３３－２２－０２５１
気象関係：気 象 庁 山形地方気象台 技術課

ＴＥＬ ０２３－６２２－２２６２



赤字の箇所が変更となる箇所です。洪水予報文（例 ：）

最上川下流洪水予報 第○号
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

種類
最上川下流洪水警報 発表

主文
最上川下流洪水注意報を洪水警報に切り換えます。
※この予報文の内容は、最上川下流のはん濫のおそれのある地区の情報です。
最上川の山形県酒田市臼ヶ沢水位観測所 では、の受け持ち区間
危険水位を越える出水となる見込みですので、各地とも厳重な警戒をして下さい。
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、
厳重な注意をして下さい。
山形県酒田市 臼ヶ沢水位観測所の受け持ち区間では、
最上川下流左岸 庄内町榎木地区～庄内町堀野地区 ［危険水位 ］16.40m
最上川下流右岸 酒田市飛鳥地区～酒田市竹田地区 ［危険水位 ］ です。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] １５．４０メートル（上昇中）
② 下瀬水位観測所［山形県酒田市］ ２．４０メートル（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時までの最上川下流域の流域平均雨量は
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] １６．４０メートル程度
② 下瀬水位観測所［山形県酒田市］ ２．８０メートル程度

※最上川臼ヶ沢水位観測所の水位は２６日２０時頃最高となり、その水位は
１６．６０メートル程度と見込まれます。

注意事項
※洪水警報は、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。

参考資料
臼ヶ沢水位観測所[山形県酒田市]

最上川下流左岸 庄内町榎木地区～庄内町清川地区
最上川下流右岸 酒田市飛鳥地区～酒田市成興野地区

16.40m 14.00m 8.60m危険水位 警戒水位 平常水位
17.60m危険水位

下瀬水位観測所[山形県酒田市]
最上川左岸 酒田市宮野浦地区～酒田市新堀地区
最上川右岸 酒田市下瀬地区～酒田市砂越地区

3.00m 2.20m 0.40m危険水位 警戒水位 平常水位

※危険水位は、地先の危険水位を観測所へ換算した水位（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

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

ＴＥＬ ０２３４－２７－３３３１
気象関係：気 象 庁 山形地方気象台 技術課

ＴＥＬ ０２３－６２２－２２６２




