
緊急情報／防災情報
平成23年 6月25日 8時30分

酒田河川国道事務所

【防災情報】（記者発表）酒田河川国道事務所
前線に伴う大雨による河川防災情報（第８報・終報）

酒田河川国道事務所では、前線に伴う大雨の影響
により、河川災害対策支部「警戒体制」を執ってい
ましたが、最上川、赤川の全水位観測所において、
はん濫注意水位を下回り、今後も水位は下降する見
込みであること、及びパトロールの結果、異常が確
認されなかったため、河川災害対策支部を解除しま
した。

１．酒田河川国道事務所の体制
６月２３日 ８時００分 河川災害対策対策支部「注意体制」
６月２３日 ９時４０分 河川災害対策対策支部「警戒体制」
６月２５日 ５時４０分 河川災害対策対策支部「注意体制」
６月２５日 ７時４０分 河川災害対策対策支部「解除」

２．水防警報発令状況
詳細は、別紙－１のとおり

３．最上川・赤川の水位情報（８時００分現在）

※最上川下流・赤川の河川情報については、酒田河川国道事務所のホームページで
もご覧頂けます。
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ホームページURL：http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/

発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所
〒998-0011 酒田市上安町1-2-1

ＴＥＬ０２３４－２７－３３３１（代表）
調査第一課長 中島 勇一郎



別紙－１　水防警報発令状況

最上川
河川名 水位観測所名 発表番号 発表日時 種類 発令区間

左岸：JR最上川第２橋梁から河口
右岸：JR最上川第２橋梁から河口
左岸：JR最上川第２橋梁から河口
右岸：JR最上川第２橋梁から河口
左岸：JR最上川第２橋梁から河口
右岸：JR最上川第２橋梁から河口
左岸：立谷沢川合流点からJR最上川第２橋梁
右岸：清川橋からJR最上川第２橋梁
左岸：立谷沢川合流点からJR最上川第２橋梁
右岸：清川橋からJR最上川第２橋梁
左岸：立谷沢川合流点からJR最上川第２橋梁
右岸：清川橋からJR最上川第２橋梁
左岸：最上川合流点から北楯堰橋

左岸：最上川合流点から北楯堰橋

左岸：最上川合流点から北楯堰橋

左岸：最上川合流点から酒田市石名坂
右岸：最上川合流点から酒田市樽橋
左岸：最上川合流点から酒田市石名坂
右岸：最上川合流点から酒田市樽橋
左岸：最上川合流点から酒田市石名坂
右岸：最上川合流点から酒田市樽橋
左岸：最上川合流点から広田橋
右岸：最上川合流点から広田橋
左岸：最上川合流点から広田橋
右岸：最上川合流点から広田橋
左岸：最上川合流点から広田橋
右岸：最上川合流点から広田橋

赤川
河川名 水位観測所名 発表番号 発表日時 種類 発令区間

左岸：名川橋から黒川橋
右岸：名川橋から黒川橋
左岸：名川橋から黒川橋
右岸：名川橋から黒川橋
左岸：名川橋から黒川橋
右岸：名川橋から黒川橋
左岸：黒川橋から鶴岡市湯野沢
右岸：黒川橋から蛾眉橋
左岸：黒川橋から鶴岡市湯野沢
右岸：黒川橋から蛾眉橋
左岸：黒川橋から鶴岡市湯野沢
右岸：黒川橋から蛾眉橋
左岸：赤川合流点から西三川橋
右岸：赤川合流点から西三川橋
左岸：赤川合流点から西三川橋
右岸：赤川合流点から西三川橋
左岸：赤川合流点から西三川橋
右岸：赤川合流点から西三川橋
左岸：三川町青山から酒田市浜中
右岸：蛾眉橋から酒田市浜中
左岸：三川町青山から酒田市浜中
右岸：蛾眉橋から酒田市浜中
左岸：三川町青山から酒田市浜中
右岸：蛾眉橋から酒田市浜中
左岸：赤川合流点から酒田市広岡新田
右岸：赤川合流点から三川町大字成田新田
左岸：赤川合流点から酒田市広岡新田
右岸：赤川合流点から三川町大字成田新田
左岸：赤川合流点から酒田市広岡新田
右岸：赤川合流点から三川町大字成田新田

※印が追加内容です。

6月24日　23:30
水防団
「解除」

大山川 浜中 第５号 6月24日　14:40
水防団
「出動」

※ 赤川 浜中 第６号

水防団
「解除」

内川 羽黒橋 第６号 6月24日　23:30
水防団
「解除」

赤川 羽黒橋 第６号 6月24日　23:30

水防団
「出動」

赤川 熊出 第６号 6月24日　23:30
水防団
「解除」

京田川 広田 第７号 6月24日　13:10

水防団
「解除」

相沢川 石名坂 第８号 6月25日　3:10
水防団
「解除」

立谷沢川 臼ヶ沢 第８号 6月25日　3:10

水防団
「解除」

最上川 臼ヶ沢 第８号 6月25日　3:10
水防団
「解除」

最上川 下瀬 第９号 6月25日　4:45

※

赤川

羽黒橋 第２号 6月23日　10:40

6月23日　23:10

第９号

水防団
「出動」

大山川 浜中 第６号 6月24日　23:30
水防団
「解除」

赤川 浜中 第５号 6月24日　14:40

水防団
「出動」

最上川 臼ヶ沢 第７号 6月24日　13:10
水防団
「出動」

立谷沢川 臼ヶ沢 第７号 6月24日　13:10

水防団
「準備」

内川

水防団
「解除」

相沢川 石名坂 第７号 6月24日　13:10
水防団
「出動」

京田川 広田

水防団
「出動」

赤川 羽黒橋 第４号 6月24日　12:50
水防団
「出動」

6月24日　12:50

水防団
「準備」

大山川 浜中 第３号 6月23日　14:10

水防団
「準備」

内川 羽黒橋 第４号 6月24日　12:50

赤川 浜中 第３号 6月23日　14:10

水防団
「出動」

6月25日　4:45

熊出 第１号 6月23日　08:40

水防団
「準備」

最上川 下瀬 第６号 6月24日　11:40
水防団
「出動」

最上川 臼ヶ沢 第５号
水防団
「準備」

水防団
「準備」

相沢川 石名坂 第６号 6月24日　11:40
水防団
「準備」

京田川 広田 第１号 6月23日　13:40

立谷沢川 臼ヶ沢 第５号

6月23日　23:10

最上川

水防団
「準備」

赤川 羽黒橋 第２号 6月23日　10:40
水防団
「準備」

赤川 熊出 第４号

水防団
「準備」

6月23日　20:40第４号下瀬
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