
- 1 -

阿武隈川上流洪水予報 第１号
平成○○年○○月 日１０時４０分

国土交通省福島河川国道事務所・福島地方気象台 共同発表

発 表 内 容

阿武隈川上流洪水注意報発表

（主文）

※この予報文の内容は、阿武隈川上流の警戒水位に達する区間の情報です。

阿武隈川上流の福島県福島市 福島水位観測所の受け持ち区間では、

警戒水位を超える出水となる見込みですので、各地とも十分な注意をして下さい。

（現況）

台風１０号の通過による大雨により、

降り始めの

２□日１△時から２○日10時までの阿武隈川上流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。

阿武隈川上流の水位は、×６日１０時現在、次のとおりとなっています。

① 福島水位観測所［福島県福島市］ ３．５０メートル（上昇中）

（予想）

この雨は、今後一層強まるでしょう。

２６日１０時から２６日１３時までの阿武隈川上流流域の流域平均雨量は２△ミリ

の見込みです。

阿武隈川上流の水位は、２□日１３時には、次のように見込まれます。

① 福島水位観測所［福島県福島市］ ４．１０メートル程度

【参考】

須賀川水位観測所[福島県須賀川市] 受け持ち区間：郡山市の御代田橋から須賀川市の乙字大橋まで

危険水位 7.30m 警戒水位 4.50m 平常水位 1.20m

阿久津水位観測所[福島県郡山市] 受け持ち区間：五百川合流点から郡山市の御代田橋まで

危険水位 7.50m 警戒水位 5.50m 平常水位 0.20m

本宮水位観測所[福島県安達郡本宮町] 受け持ち区間：二本松市の坊主滝から五百川合流点まで

危険水位 8.00m 警戒水位 5.00m 平常水位 0.60m

二本松水位観測所[福島県二本松市] 受け持ち区間：移川合流点から二本松市の坊主滝まで

危険水位 10.40m 警戒水位 6.50m 平常水位 2.90m

福島水位観測所[福島県福島市] 受け持ち区間：摺上川合流点から福島市の蓬莱橋まで

危険水位 5.20m 警戒水位 4.00m 平常水位 -0.70m

危険水位 5.70m

伏黒水位観測所[福島県伊達市] 受け持ち区間：福島・宮城県境から摺上川合流点まで

危険水位 5.30m 警戒水位 4.00m 平常水位 -0.70m

危険水位 6.40m

※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。

警・注意報別 対象河川 阿武隈川上流 阿武隈川下流

注意報発表 ○

警報発表 ○

〔問い合わせ先〕

水位関係：国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 調査第一課

ＴＥＬ０２４－５３９－６１２７

気象関係：気象庁 福島地方気象台 技術課

ＴＥＬ０２４－５３４－２１６２

参考資料-2-1



- 1 -

阿武隈川上流洪水予報 第２号
平成○○年○○月 日１３時４０分

国土交通省福島河川国道事務所・福島地方気象台 共同発表

発 表 内 容

阿武隈川上流洪水警報発表［切換え］

（主文）
阿武隈川上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、阿武隈川上流の危険水位に達する区間の情報、はん濫のおそれ
のある地区の情報です。

阿武隈川上流の福島県福島市 福島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、阿武隈川が ”はん濫するおそれ” がありますので、
厳重な警戒をしてください。
福島県福島市 福島水位観測所の受け持ち区間では、

阿武隈川左岸 福島市南町地区 ［危険水位 ５．２０m］

（現況）
台風１０号の通過による大雨により、
降り始めの
２□日１△時から２○日10時までの阿武隈川上流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。

阿武隈川上流の水位は、×６日１３時現在、次のとおりとなっています。
① 福島水位観測所［福島県福島市］ ４．９０メートル（上昇中）

（予想）
この雨は、今後一層強まるでしょう。
２６日１０時から２６日１６時までの阿武隈川上流流域の流域平均雨量は２△ミリ
の見込みです。
阿武隈川上流の水位は、２□日１６時には、次のように見込まれます。

① 福島水位観測所［福島福島市町］ ５．３０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】

須賀川水位観測所[福島県須賀川市] 受け持ち区間：郡山市の御代田橋から須賀川市の乙字大橋まで

危険水位 7.30m 警戒水位 4.50m 平常水位 1.20m

阿久津水位観測所[福島県郡山市] 受け持ち区間：五百川合流点から郡山市の御代田橋まで

危険水位 7.50m 警戒水位 5.50m 平常水位 0.20m

本宮水位観測所[福島県安達郡本宮町] 受け持ち区間：二本松市の坊主滝から五百川合流点まで

危険水位 8.00m 警戒水位 5.00m 平常水位 0.60m

二本松水位観測所[福島県二本松市] 受け持ち区間：移川合流点から二本松市の坊主滝まで

危険水位 10.40m 警戒水位 6.50m 平常水位 2.90m

福島水位観測所[福島県福島市] 受け持ち区間：摺上川合流点から福島市の蓬莱橋まで

危険水位 5.20m 警戒水位 4.00m 平常水位 -0.70m

危険水位 5.70m

伏黒水位観測所[福島県伊達市] 受け持ち区間：福島・宮城県境から摺上川合流点まで

危険水位 5.30m 警戒水位 4.00m 平常水位 -0.70m

危険水位 6.40m

※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。

警・注意報別 対象河川 阿武隈川上流 阿武隈川下流

注意報発表 ○
警報発表 ○

〔問い合わせ先〕
水位関係：国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 調査第一課

ＴＥＬ０２４－５３９－６１２７
気象関係：気象庁 福島地方気象台 技術課

ＴＥＬ０２４－５３４－２１６２
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阿武隈川上流洪水予報 第３号
平成○○年○○月 日１６時４０分

国土交通省福島河川国道事務所・福島地方気象台 共同発表

発 表 内 容

阿武隈川上流洪水警報発表

（主文）
※この予報文の内容は、阿武隈川上流の危険水位に達する区間の情報、はん濫のおそれ
のある地区の情報です。

阿武隈川上流の福島県福島市 福島水位観測所の受け持ち区間では、
危険水位を大幅に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、阿武隈川が ”はん濫するおそれ” がありますので、
厳重な警戒をしてください。
福島県福島市 福島水位観測所の受け持ち区間では、

阿武隈川左岸 福島市南町地区 ［危険水位 ５．２０m］
阿武隈川左岸 福島市瀬上地区から福島市上浜地区[危険水位 ５．７０ｍ]
阿武隈川右岸 福島市岡部地区から福島市渡利地区[危険水位 ５．７０ｍ]

（現況）
台風１０号の通過による大雨により、
降り始めの
２□日１△時から２○日10時までの阿武隈川上流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。

阿武隈川上流の水位は、×６日１６時現在、次のとおりとなっています。
① 福島水位観測所［福島県福島市］ ５．３０メートル（上昇中）

（予想）
この雨は、今後一層強まるでしょう。
２６日１０時から２６日１９時までの阿武隈川上流流域の流域平均雨量は２△ミリ
の見込みです。
阿武隈川上流の水位は、２□日１９時には、次のように見込まれます。

① 福島水位観測所［福島福島市町］ ５．８０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。

今回の出水は平成１０年８月の台風５号と同程度の規模と見込まれます。

【参考】
須賀川水位観測所[福島県須賀川市] 受け持ち区間：郡山市の御代田橋から須賀川市の乙字大橋まで

危険水位 7.30m 警戒水位 4.50m 平常水位 1.20m
阿久津水位観測所[福島県郡山市] 受け持ち区間：五百川合流点から郡山市の御代田橋まで

危険水位 7.50m 警戒水位 5.50m 平常水位 0.20m
本宮水位観測所[福島県安達郡本宮町] 受け持ち区間：二本松市の坊主滝から五百川合流点まで

危険水位 8.00m 警戒水位 5.00m 平常水位 0.60m
二本松水位観測所[福島県二本松市] 受け持ち区間：移川合流点から二本松市の坊主滝まで

危険水位 10.40m 警戒水位 6.50m 平常水位 2.90m
福島水位観測所[福島県福島市] 受け持ち区間：摺上川合流点から福島市の蓬莱橋まで

危険水位 5.20m 警戒水位 4.00m 平常水位 -0.70m
危険水位 5.70m

伏黒水位観測所[福島県伊達市] 受け持ち区間：福島・宮城県境から摺上川合流点まで
危険水位 5.30m 警戒水位 4.00m 平常水位 -0.70m
危険水位 6.40m

※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。

警・注意報別 対象河川 阿武隈川上流 阿武隈川下流

注意報発表 ○
警報発表 ○

〔問い合わせ先〕
水位関係：国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 調査第一課

ＴＥＬ０２４－５３９－６１２７
気象関係：気象庁 福島地方気象台 技術課

ＴＥＬ０２４－５３４－２１６２
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