
国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所
平成２４年　５月　４日１１時３０分発表

　　部が前回より更新

１．水位の状況 （平成２４年　５月　４日１１時現在）

鳴瀬川水系
鳴瀬川

吉田川 竹林川

４．９０ｍ↓ ■４．７６ｍ↓ ●６．７３ｍ↓

１１時 ●５．３９ｍ↓ ●６．６３ｍ↓ ●５．８２ｍ↓ １．２５ｍ↓
１．３０ｍ↓１０時 ●５．６１ｍ↓ ●６．８０ｍ↓ ●５．９２ｍ↓

３．９１ｍ↓ ５．０４ｍ↓ ■４．８７ｍ↓

粕川 鹿島台

●６．７９ｍ↓

新田橋

【防災情報】北上川下流河川事務所　低気圧に伴う降雨防災情報（第９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（警戒体制）を設置し警戒にあたっています。

４日１１時現在、江合川の涌谷水位観測所で「はん濫危険水位」を
超えています。鳴瀬川の野田橋観測所で「避難判断水位」を超えて
います。鳴瀬川の鹿島台水位観測所、吉田川の落合水位観測所、
粕川水位観測所、鹿島台水位観測所、江合川の荒雄水位観測所、
下谷地水位観測所、短台水位観測所において「はん濫注意水位」
を超えています。鳴瀬川及び吉田川の河川水位は下降傾向にあり
ますが、北上川水系は上昇傾向にありますので引き続き注意をお
願いします。

管内では、住居地側に溜まった内水を河川に排水するために排
水機場の稼働及び排水ポンプ車が出動し対応中です。

巡視・パトロールによる点検を実施中であり、現在の被害状況をお
知らせします。

三本木橋 下中ノ目 野田橋 鹿島台
５．７０ｍ

４．９０ｍ

４．４０ｍ

７．５０ｍ

－

５．５０ｍ

５．３０ｍ

４．６０ｍ

４．３０ｍ

７．４０ｍ

６．９０ｍ

５．５０ｍ

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

はん濫危険水位

１０時
１１時

落合

３．６８ｍ↓

７．９０ｍ ７．１０ｍ ２．８０ｍ

避難判断水位 ６．１０ｍ ７．５０ｍ ６．００ｍ ２．２０ｍ

６．６０ｍ

１．８０ｍはん濫注意水位 ５．００ｍ ５．７０ｍ ５．００ｍ

●　はん濫注意水位超過
■　避難判断水位超過
▲　はん濫危険水位超過

■４．９６ｍ↓ ●６．８４ｍ↓

９時 ●５．８２ｍ↓ ●６．９６ｍ↓ ■６．０３ｍ↓ １．３７ｍ↓

９時 ４．１１ｍ↓ ５．１６ｍ↓
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北上川水系
北上川

旧北上川

江合川

２．対応状況
水防警報が発令されている管内の吉田川、鳴瀬川、竹林川、江合川において河川巡視実施中。

３．被害の状況
現在判明している被害の状況は以下のとおりです

５月　４日１１時現在
№

松島町幡谷地内 不来内排水樋管付近の堤防で漏水
吉田川左岸１３．８ｋ
大郷町中村地内 要害排水樋管上流で内水被害

町道　Ｌ＝５０ｍ　Ｗ＝６ｍ

大崎市松山千石地内 堤防法面崩れ　長さ２ｍ×高さ２ｍ
鳴瀬川右岸２６ｋ ブルーシート養生完了

松島町竹谷地内 堤防法面崩れ　長さ４ｍ×高さ２ｍ
鳴瀬川右岸７．２ｋ ブルーシート養生予定

４．排水機場稼働状況
管内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。

排水実施中の施設は下表のとおりです。 ５月　４日１１時現在

河川名
鳴瀬川 大崎市三本木

鳴瀬川 大崎市松山次橋

鳴瀬川 大崎市鹿島台

鳴瀬川 大崎市古川師山

多田川 大崎市古川米袋

鞍坪川 東松島市西福田

北上川 登米市津山町

北上川 登米市津山町

北上川 石巻市河北町相野谷

北上川 石巻市河北町大森

●３．９２ｍ↑１１時 ●３．３９ｍ↓ ●２．１２ｍ↓ ▲５．３５ｍ↑

４．５８ｍ↑

１１時 ４．３３ｍ↑ ２．９８ｍ↑

１１時 ７．７９ｍ↑ １０．０５ｍ↑ ８．１２ｍ↑

１０時 ●３．４４ｍ↓ ●２．１４ｍ↑ ▲５．３４ｍ↑ ●３．８８ｍ↑

１０時 ４．２３ｍ↑ ２．８９ｍ↑

１０時 ７．６２ｍ↑ ９．９０ｍ↑ ７．９９ｍ↑ ７．３８ｍ↑

９時 ●３．４６ｍ↑ ●２．１３ｍ↑ ▲５．３１ｍ↑ ●３．８３ｍ↑

４．４４ｍ↑

４．６０ｍ ４．９０ｍ

－

７．４９ｍ↑

③ 鳴瀬川

④ 鳴瀬川

① 吉田川 詳細は調査中

② 滑川 詳細は調査中

河川名 場所 被害状況 備考

１０．４０ｍ

下谷地 涌谷 短台
３．００ｍ

北上川 黄牛排水機場

鳴瀬川 排水中鞍坪排水機場

排水中

船越排水機場
師山排水機場

鳴瀬川

北上川 本町排水機場

排水中大江川排水機場

排水中

水系名 場所
鳴瀬川
鳴瀬川

排水中
鳴瀬川 排水中

稼働状況
排水中
排水中

鳴瀬川

名称
三本木排水機場
鈴根五郎排水機場

大泉 米谷 登米

大森

飯野川上流
６．１０ｍ

６．００ｍ

５．５０ｍ

柳津
はん濫危険水位 １０．８０ｍ １２．６０ｍ １０．６０ｍ

避難判断水位 １０．２０ｍ １２．４０ｍ １０．５０ｍ

８．４０ｍはん濫注意水位 ９．５０ｍ １１．４０ｍ ９．００ｍ

１０．５０ｍ

３．３０ｍ

３．６０ｍ

はん濫危険水位 ６．２０ｍ ４．００ｍ

和渕

はん濫注意水位 ５．３０ｍ

３．１０ｍ

はん濫危険水位 ４．１０ｍ

避難判断水位 ５．８０ｍ

荒雄

３．５０ｍ２．００ｍ ４．００ｍ

避難判断水位 ３．８０ｍ ２．５０ｍ ４．３０ｍ

北上川 相野谷排水機場 排水中
排水中北上川 追波川排水機場

７．８３ｍ↑ ７．２４ｍ↑ ４．３２ｍ↑

９時 ４．１２ｍ↑ ２．８２ｍ↑

９時 ７．４２ｍ↑ ９．７３ｍ↑

はん濫注意水位
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５．排水ポンプ車活動状況
現在、９台の排水ポンプ車が出動しています。

５月　４日１１時現在

６．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。
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。
今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

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
　　ホームページアドレス【　http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index_2.html　】

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

排水作業中
排水作業中

大崎市　三本木

台数

大郷町　不来内

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　伸吾　（内線２０４）
防災情報課長　　西川　文隆　（内線２８１）

問い合わせ先

場所 活動状況
１台
１台

排水作業中
排水作業中

２台

１台

石巻市　不動町

大崎市　古川米袋 ２台

石巻市　不動町 １台 排水作業中
排水作業中

石巻市　福地 １台 排水作業中
石巻市　北上
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