
１．水位状況

水位
11時10分現在

雄物川 岩館(湯沢市) 2.49m 上昇中
雄物川 柳田橋(湯沢市､羽後町) 1.22m 上昇中
雄物川 雄物川橋(横手市) 2.62m 上昇中
雄物川 大曲橋(大仙市) 5.08m 上昇中
雄物川 神宮寺(大仙市) 7.43m 上昇中
玉川 長野(大仙市) 4.15m 下降中
皆瀬川 岩崎橋(横手市､湯沢市) 0,45m 上昇中
成瀬川 安養寺(横手市) 1.07m 上昇中

※はん濫危険水位相当の水位

水防団待機水位（ﾚﾍﾞﾙ1）・・・水防団待機の目安となる水位
はん濫注意水位（ﾚﾍﾞﾙ2）・・・水防団出動の目安となる水位
避難判断水位（ﾚﾍﾞﾙ3） ・・・ 避難行動の判断を行うべき目安となる水位
はん濫危険水位（ﾚﾍﾞﾙ4）・・・洪水によりはん濫のおそれがある水位

２．湯沢河川国道事務所　災害支部体制

６月２４日　　３時１０分　 洪水災害対策支部（注意体制）
６月２４日　　５時３０分 洪水災害対策支部（警戒体制）
６月２４日　　８時００分 洪水災害対策支部（非常体制）

３．洪水予報発表状況

６月２４日　１１時１５分　　雄物川上流はん濫危険情報（第３号）発表　　【別紙】
（大曲橋水位観測所受持区間）　

雄物川 大仙市 横手川合流点 から 大仙市 玉川合流点
横手川 大仙市 出川合流点付近 から 大仙市 雄物川合流点
丸子川 丸子川 大盛橋 から 大仙市 雄物川合流点

４．水防警報発表状況

６月２４日　　６時２０分　　水防警報（出動）発表
（雄物川橋水位観測所受持区間）　

雄物川 湯沢市・羽後町 皆瀬川合流点 から 大仙市 横手川合流点

６月２４日　　７時１０分　　水防警報（出動）発表
（大曲橋水位観測所受持区間）　

雄物川 大仙市 横手川合流点 から 大仙市 玉川合流点
横手川 大仙市 出川合流点付近 から 大仙市 雄物川合流点
丸子川 丸子川 大盛橋 から 大仙市 雄物川合流点

湯沢河川国道事務所では、大雨の影響により、災害対策支部（非常体制）を設置しており
ます。雄物川の神宮寺水位観測所の水位は１１時１０分現在７．４３ｍとなり、はん濫危険
水位（５．７０ｍ）を超え、既往最高水位の昭和４４年７月洪水時の最高水位６．８０ｍを
超え、今後もなお増水します。雄物川・玉川では水位が高い状態が続くと予想されますの
で、厳重に警戒して下さい。
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６月２４日　　６時５０分　　水防警報（出動）発表
（神宮寺水位観測所受持区間）　

雄物川 大仙市 玉川合流点 から 大仙市 秋田市行政境

６月２４日　　５時３０分　　水防警報（出動）発表
（長野水位観測所受持区間）　

玉川 大仙市 長野　から　大仙市 雄物川合流点

５．避難状況等

６月２４日　　８時２０分　　避難勧告発令（大仙市発令）
大仙市神岡、神宮寺、長野地区

６．リエゾン（災害対策現地情報連絡員）派遣

６月２４日　　１０時３０分　　大仙市役所に向けリエゾン２名派遣

７．今後の見通し

　国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
  　  秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２
   　 副所長（河川）　　　阿部 富雄   （内線２０４）
  　  調査第一課長　　　　菊田 友弥   （内線３５１）

  　 （直通 TEL：０１８３－７３－５５４４）
　　　　　

　雄物川・玉川では水位が高い状態が続くと予想されますので、厳重に警戒して下さ
い。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲支局・湯沢支局

《問い合わせ先》



【別紙】 

 

雄物川上流はん濫危険情報 

 

    雄物川上流洪水予報 第 3 号 

    洪水警報 

    平成 23 年 6 月 24 日 11 時 15 分 

    湯沢河川国道事務所・秋田地方気象台 共同発表 

 

  雄物川上流 はん濫注意水位に到達 水位はさらに上昇するおそれ 

 

主文   

  雄物川、横手川及び丸子川の   

  大曲橋水位観測所（秋田県大仙市小貫高畑）では、   

  はん濫注意水位〔水位危険度レベル２〕   

  に到達しました。   

     

  水位はさらに上昇する見込みです。   

   

   

  雄物川の   

  大仙市 横手川合流点 から 大仙市 玉川合流点まで   

  では、今後の洪水予報に注意してください。   

   

  なお、神宮寺水位観測所では、観測開始以来既往最高水位を記録しています 

。   

   

現況文   

  梅雨前線の影響による大雨により、   

  降り始めの   

  22 日 17 時から 24 日 10 時までの、雄物川上流域  の流域平均雨量は、176 ミリ   

  に達しました。   

  また、所により１時間に 5ミリの雨が降っています。   

  雄物川の水位は 24 日 10 時現在、次のとおりとなっています。   

  大曲橋水位観測所[秋田県大仙市小貫高畑]で、   

  4.77ｍ[水位危険度レベル 2] 1 時間に 30cm の速さで上昇中   

  神宮寺水位観測所[秋田県大仙市神宮寺]で、   

  6.65ｍ[水位危険度レベル 4] 1 時間に 50cm の速さで上昇中   

予想文   

  この雨は当分この状態が続くでしょう。   

  24 日 10 時から 24 日 13 時までの、雄物川上流域  の流域平均雨量は、10 ミリ   

  の見込みです。   

  雄物川の水位は 24 日 12 時には、次のように見込まれます。   

  大曲橋水位観測所[秋田県大仙市小貫高畑]で、   

  5.40ｍ程度[水位危険度レベル 2](堤防の上面まであと 3.0m)   

  神宮寺水位観測所[秋田県大仙市神宮寺]で、   

  7.60ｍ程度[水位危険度レベル 4](堤防の上面まであと 2.9m)   



   

（参考）   

岩館水位観測所[秋田県湯沢市]   

 観測所受け持ち区間：   

 雄物川 湯沢市 役内川合流点から湯沢市・羽後町 柳田橋   

 堤防の上面 6.4m はん濫危険水位 3.7m 避難判断水位 3.3m   

 はん濫注意水位(警戒水位) 3.10m 水防団待機水位 2.6m   

 平常水位 0.66m   

   

柳田橋水位観測所[秋田県湯沢市]   

 観測所受け持ち区間：   

 雄物川 湯沢市・羽後町  柳田橋から湯沢市・羽後町  皆瀬川合流点   

 堤防の上面 5.6m はん濫危険水位 4.2m 避難判断水位 3.3m   

 はん濫注意水位(警戒水位) 2.00m 水防団待機水位 1.40m   

 平常水位 -0.09m   

   

雄物川橋水位観測所[秋田県横手市]   

 観測所受け持ち区間：   

 雄物川 湯沢市・羽後町 皆瀬川合流点から大仙市 横手川合流点まで   

 堤防の上面 9.0m はん濫危険水位 3.6m 避難判断水位 3.3m   

 はん濫注意水位(警戒水位) 3.00m 水防団待機水位 2.00m   

 平常水位 0.10m   

   

大曲橋水位観測所[秋田県大仙市]   

 観測所受け持ち区間：   

 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで   

 横手川 大仙市 出川合流点付近から大仙市 雄物川合流点まで   

 丸子川 大仙市 大盛橋から大仙市 雄物川合流点まで   

 堤防の上面 8.4m はん濫危険水位 5.8m 避難判断水位 5.4m   

 はん濫注意水位(警戒水位) 3.4m 水防団待機水位 2.50m   

 平常水位 0.22m   

   

神宮寺水位観測所[秋田県大仙市]   

 観測所受け持ち区間：   

 雄物川 大仙市  玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで   

 堤防の上面 10.5m はん濫危険水位 5.7m 避難判断水位 5.4m   

 はん濫注意水位(警戒水位) 5.00m 水防団待機水位 3.5m   

 平常水位 0.63m   

   

※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：国土交通省湯沢河川国道事務所 調査第一課 

0183-73-3174 

水位情報：URL  http://www.river.go.jp/ 

気象関係：気象庁 秋田地方気象台 技術課 018-823-8291 

気象情報：URL  http://www.jma.go.jp/ 
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