
国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所

平成２５年　７月１９日　１１時３０分発表

１．事務所体制
平成２５年７月１８日
　　　５時５０分 河川・注意体制を設置

　　　９時２０分 砂防・注意体制を設置

　　１０時４０分 河川・警戒体制へ移行

　　１５時４０分 砂防・警戒体制へ移行

２．水防警報発表状況
平成２５年７月１８日
　　　６時１０分 鳴瀬川水系竹林川・新田橋（水防団準備）→１３時２０分解除

　　　７時００分 鳴瀬川水系吉田川・落合（水防団準備）→１１時３０分出動→１６時５０分解除

　　　７時１０分 鳴瀬川水系吉田川・粕川（水防団準備）→１７時００分解除

　　　７時２０分 北上川水系江合川・荒雄（水防団準備）→１０時４０分出動→（１９日）６時００分解除

　　１１時１０分 北上川水系江合川・短台（水防団準備）

　　１１時１０分 北上川水系江合川・涌谷（水防団準備）→１５時３０分出動

　　１３時３０分 北上川水系江合川・下谷地（水防団準備）→（１９日）６時００分解除

　　１６時００分 鳴瀬川水系鳴瀬川・鹿島台（水防団準備）→（１９日）６時２０分解除

３．洪水予報発表状況
平成２５年７月１８日
　　１１時４５分 江合川はん濫注意情報→１７時５０分警戒情報→１９時５０分危険情報→（１９日）３時４０分危険情報（継続）

→５時４０分危険情報（継続）→８時３０分警戒情報→（１９日）１１時００分注意情報（警戒情報解除）

　　１２時００分 吉田川はん濫注意情報→１６時４０分解除

４．河川水位の状況
【基準水位超過観測所】

※江合川の各基準水位については震災以降、低い水位で（早めの対応ができるよう）運用しています。

無し

無し避難判断水位（レベル３）

はん濫危険水位（レベル４）

柳津・飯野川上流（北上川水系北上川）

荒雄・短台（北上川水系江合川）、和渕・大森（北上川水系旧北上川）
水防団待機水位（レベル１）

はん濫注意水位（レベル２） 涌谷（北上川水系江合川）

　　部が前回より更新

 【防災情報】低気圧に伴う降雨防災情報（第11報）

北上川下流河川事務所では、低気圧に伴う降雨により「災害対策支部（河川・警戒体
制）」及び「災害対策支部（砂防・警戒体制）」を設置し警戒にあたっております。
現在、管内の北上川水系江合川「涌谷水位観測所」において避難判断水位（レベル
３）を下廻ったものの、はん濫注意水位（レベル２）は超えています。また、その他の観
測所においても依然として水位の高い状態が続いておりますので、今後の情報に注意
をお願いします。

【基準水位の種類】

○はん濫危険水位（レベル４）：浸水被害の恐れのある水位

○避難判断水位　（レベル３）：はん濫危険水位から避難に必要な時間を差し引いた水位

　避難勧告等の判断の目安

○はん濫注意水位（レベル２）：水防団出動の目安。また、出水時の河川管理巡視出動の目安

○水防団待機水位（レベル１）：水防団や河川管理巡視を準備する目安



【各河川の水位経過】

○ 4.56↑

11時00分 ○ 2.65↓ -0.01↓ ● 4.24↓ ○ 3.01↓

11時00分 0.84↓ 1.81↓ 2.25↓ 4.46↓

11時00分 6.17↓ 9.11↓ 7.39↓ ○ 7.04↓

11時00分 ○ 4.34→ ○ 3.05↑

避難判断水位 ５．８０ｍ

河川名 北上川水系旧北上川

４．１０ｍ

水防団待機水位 ２．５０ｍ １．００ｍ

はん濫危険水位

３．８０ｍ ２．５０ｍ

はん濫注意水位

涌谷
（遠田郡涌谷町）

３．１０ｍ ２．００ｍ

避難判断水位

３．００ｍ

荒雄
（大崎市古川福沼）

水位観測所名

５．５０ｍはん濫注意水位 ４．４０ｍ ５．５０ｍ ４．３０ｍ

３．５０ｍ

３．２０ｍ ２．００ｍ

４．３０ｍ

４．００ｍ

４．６０ｍ

短台
（石巻市和渕）

４．００ｍ ４．５０ｍ

避難判断水位

５．３０ｍ ７．４０ｍ

４．９０ｍ － ４．６０ｍ ６．９０ｍ

はん濫危険水位 ５．７０ｍ ７．５０ｍ

水防団待機水位 ４．００ｍ ４．００ｍ

野田橋
（大崎市松山）

河川名 鳴瀬川水系鳴瀬川

水位観測所名 三本木橋
（大崎市三本木）

下中ノ目
（大崎市松山）

鹿島台
（宮城郡松島町）

下谷地
（大崎市古川）

－

はん濫注意水位 ９．５０ｍ

避難判断水位 －

北上川水系江合川河川名

登米
（登米市登米町）

７．００ｍ

10時00分 ○ 4.34→ ○ 3.00↑

0.91↓ 1.91↓

河川名

水防団待機水位 ８．５０ｍ

10時00分

４．９０ｍ

北上川水系北上川

８．００ｍ

飯野川上流
（石巻市成田）

はん濫危険水位 １０．８０ｍ １２．６０ｍ １０．６０ｍ １０．５０ｍ ６．１０ｍ

水位観測所名 大泉
（登米市中田町）

米谷
（登米市東和町）

５．５０ｍ

１２．４０ｍ １０．５０ｍ １０．４０ｍ ６．００ｍ

１１．４０ｍ ９．００ｍ ８．４０ｍ

水位観測所名 和渕
（石巻市和渕）

大森
（石巻市東福田）

○ 7.07↓ ○ 4.55→

はん濫注意水位 ５．３０ｍ ３．３０ｍ

４．４０ｍ

水防団待機水位 ４．３０ｍ ３．００ｍ

はん濫危険水位 ６．２０ｍ

10時00分 6.31↓ 9.19↓ 7.46↓

４．００ｍ

○ 3.16↓

9時00分 ○ 4.34↑ 2.97↑

３．６０ｍ

9時00分 0.99↓ 2.06↓ 2.48↓ ○ 4.70↓

2.36↓ ○ 4.58↓

9時00分 6.42↓ 9.26↓ 7.51↓ ○ 7.11↓

柳津
（登米市津山町）

１０．００ｍ

○ 4.55↑

10時00分 ○ 2.71↓ 0.12↓ ■ 4.35↓ ○ 3.09↓

9時00分 ○ 2.76↓ 0.28↓ ■ 4.47↓

▲ はん濫危険水位超過

■ 避難判断水位超過

● はん濫注意水位超過

○ 水防団待機水位超過



５．排水機場の稼働状況
管内の排水機場では堤防の住居地側に溜まった水を河川に排水しています。

大崎市三本木

６．砂防施設の状況
栗駒水系迫川砂防施設 現在点検中

７．今後の見通し
新たな情報が入り次第、お知らせいたします。今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

ご家庭のテレビ（NHK データ放送）でも河川情報がご覧になれます。

管内の情報は次のＵＲＬからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Ｗｅｂサイト【　 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/ 　】

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

多田川

河川名

鳴瀬川

鳴瀬川

水系名

大崎市鹿島台

大崎市古川師山

名称

国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼８０   電話：０２２５－９５－０１９４（代表）

副所長(技術)　佐藤　正明（内線２０５）
品質確保課長　松本　孝一（内線２７１）

排水中

排水中師山排水機場鳴瀬川 鳴瀬川

稼働状況

大崎市松山次橋 排水中

鳴瀬川 船越排水機場

鳴瀬川

問い合わせ先

鳴瀬川 三本木排水機場 排水中

鳴瀬川 鈴根五郎排水機場

排水中鞍坪川 東松島市西福田鞍坪排水機場

場所


