
Ｈ２７ 北秋田支部管内重要水防区域図 

１.米代川(葛原)L=900m(右) 

２.米代川(十二所)L=300m(左) 

３.米代川(軽井沢)L=600m(右) 

４.米代川(大滝)L=150m(右) 

5.米代川(中山)L=1,000m(右) 

5.米代川(犀田)L=1,500m(左) 

６.阿仁川(上新町)L=800m(右) 

７.阿仁川(湯口内)L=1,000m(右) 

８.阿仁川(湯口内)L=500m(左) 
９.阿仁川(小渕)L=100m(右) 

10.阿仁川(吉田)L=500m(左) 

11.阿仁川(五味掘)L=500m(右) 

12.阿仁川(神成)L=200m(左) 

北秋田市水防団森吉第４分団 

13.阿仁川(阿仁前田)L=400m(左) 

北秋田市水防団森吉第４分団 

14.阿仁川(阿仁前

14.阿仁川(阿仁前

田)L=500m(右) 

15.阿仁川(桂瀬)L=700m(右) 

16.阿仁川(浦田)L=600m(左) 

17.阿仁川(桂瀬)L=700m(右) 

18.阿仁川(柳田)L=1,500m(左) 

19.阿仁川(本城)L=300m(左) 

20.阿仁川(木戸石)L=1,700m(左) 

北秋田市水防団合川第２分団 

20.阿仁川(木戸石)L=50m(右) 

21.阿仁川(増沢)L=2,200m(左) 

23.小阿仁川(南沢)L=800m(左) 

22.羽根山沢川(羽根山)L=800m(両) 

北秋田市水防団合川第3分団 

24.小阿仁川(小田瀬)L=1,000m(右) 

25.小阿仁川(大林)L=400m(左) 

26.小阿仁川(鴨沢)L=500m(両) 

27.小阿仁川(福館向)L=1,000m(右) 

28.小阿仁川(小沢田)L=2,000m(左) 

29.小阿仁川(堂川)L=500m(左) 

上小阿仁村水防団機動分団 

29.小阿仁川(堂川)L=1,000m(右) 

上小阿仁村水防団機動分団 

30.小阿仁川(羽立)L=300m(右) 

上小阿仁村水防団第２分団 

31.小阿仁川(大阿瀬)L=800m(左) 

上小阿仁村水防団機動分団 32.小阿仁川(長信

田)L=100m(右) 

33.小阿仁川(杉山田･三里)L=7,000m(左) 

33.小阿仁川(杉山田･三里)L=6,500m(右) 

34.小阿仁川(羽根山)L=2300m(左

右) 

35.仏社川(大岱)L=2,500m(両) 

36.五反沢川(上五反沢)100m(右) 

37.五反沢川(中五反沢)L=500m(右) 

3８.小又川(根森田)L=600m(両) 

３９.小又川(巻渕)L=100m(右) 

４０.小又川(細越)L=200m(右) 

４０.小又川(細越)L=350m(左) 

42.小様川(小様)L=500m(右) 

４１.小様川(小様)L=100m(右) 

4３.今泉川(今泉)L=600m(両) 

4４.蟹沢川(蟹沢)L=1,200m(両) 

4５.前山川(前山)L=800m(両) 

4６.前山川(前山)L=500m(両) 

4７.小猿部川(妹尾館)L=1,000m(右) 

4８.小猿部川(堂ヶ

岱)L=150m(左) 

４９.旧小猿部川(小ヶ

田)L=1,500m(右) 

５０.小森川(小坪沢)L=400m(両) 

５１.小森川(藤株)L=2,300m(両) 

北秋田市水防団鷹巣第７分団 

５２.品類川(品類)L=100m(右) 

５２.品類川(品類)L=50m(左) 

５３.綴子川(綴子)L=100m(右) 

５４.綴子川( 田中)L=2,000m(右) 

５４.綴子川(綴子)L=3,000m(左) 

５５.谷地川(大堤)L=1,000m(両) 

５６.摩当川(摩当)L=500m(左) 

５６摩当川(摩当)L=200m(右) 

５７.摩当川(摩当)L=800m(両) 

５８.糠沢川(大畑)L=500m(両) 

５９.糠沢川(糠沢)L=700m(両) 

６０.早口川(本郷)L=500m(右) 

６１.早口川(早口)L=500m(左) 

６３.岩瀬川(田茂の

木)L=150m(右) 

６４.岩瀬川(下岩瀬)L=100m(左) 

６５.引欠川(大披出

６６.板戸川(板戸)L=600m(両) 

６７.山田川(川口)L=500m(両) 

68.長木川(茂内･二ツ屋)L=2,700m(右) 

大館市水防団第７･８分団 

68.長木川(茂内･二ツ屋)L=1,200m(左) 

大館市水防団第７･８分団 

６９.長木川(片山･沼館)L=500m(両) 

７０.長木川(沼館)L=1,400m(右) 

７０.長木川(沼館)L=1,７00m(左) 

６２.岩瀬川(大石渡)L=160m(両) 

大館市田代水防団第８分団 

７１.下内川(陣馬)L=200m(右) 

７２.下内川(長面)L=200m(右) 

７３下内川(松峰)L=1,100m(両) 

７４.下内川(松木)L=100m(右) 

７５.下内川(沼館)L=1,000m(左) 

７６.乱川(商人留)L=200m(左) 

７７.乱川(釈迦内)L=100m(両) 

７６.乱川(商人留)L=500m(右) 

７８.大森川(粕田)L=200m(両) 

７９.花岡川(花岡)L=500m(両) 

８０.犀川(向田)L=50m(両) 

８１.犀川(独鈷)L=300m(右) 

８２.犀川(館下)L=100m(右) 

大館市比内水防団第1分団 

８３.犀川(森下才川

附)L=500m(左) 

大館市比内水防団第１分団 

８４.炭谷川(炭谷)L=600m(左) 

長木川水位観測所  

（餅田） 

水防団待機水位：1.20m 

はん濫注意水位：2.00m 

避難判断水位   ：3.00ｍ 

危険水位         ：3.50ｍ 

引欠川水位観測所  

（小袴） 

水防団待機水位：1.50m 

はん濫注意水位：2.00m 

犀川水位観測所  

（仁井田） 

水防団待機水位：1.50m 

はん濫注意水位：2.00m 

糠沢川水位観測所  

（大畑） 

水防団待機水位：1.50m 

はん濫注意水位：2.00m 

阿仁川水位観測所  

（新田目） 

水防団待機水位：2.50m 

はん濫注意水位：3.00m 

雨量観測所  
（田代岳） 

 

雨量観測所  
（陣馬） 

 

雨量観測所  
（鷹巣） 

雨量観測所  
（大館） 

雨量観測所  
（森吉山） 

 

雨量観測所  
（阿仁合） 

 

雨量観測所  
（比立内） 

雨量観測所  
（大館能代空港） 

 

雨量観測所  
（北秋田建設） 

 

雨量観測所  
（米内沢） 

雨量観測所  
（阿仁前田） 

雨量観測所  
（有浦） 

雨量観測所  
（長走） 

 

雨量観測所  
（雪沢） 

 

雨量観測所  
（浦山） 

 

雨量観測所  
（大葛） 

 

雨量観測所  
（湯ノ岱） 

 

雨量観測所  
（大久保山） 

雨量観測所  
（比立内） 

 

雨量観測所  
（岩瀬） 

 

雨量観測所  
（大野） 

 

雨量観測所  
（木戸石） 

 

雨量観測所  
（沖田面） 

 

水防倉庫  
（北秋田建設） 

 

水防倉庫  
（大館市） 

 水防倉庫  
（大館市） 

水防倉庫  
（大館市） 

 

水防倉庫  
（大館市） 

 

水防倉庫  
（大館市） 

 水防倉庫  
（大館市） 

 水防倉庫  
（田代町） 

 

水防倉庫  
（北秋田市） 

 

水防倉庫  
（北秋田市） 

 

水防倉庫  
（北秋田市） 

 

水防倉庫  
（上小阿仁村） 

水防倉庫  
（比内町） 

水防倉庫  
（比内町） 

 

８６.谷地川(掛泥)L=１，８00m(両) 

８５.阿仁川(白坂)L=６00m(右) 

 水位情報周知河川（県管

 洪水予報河川（直轄） 

小阿仁川水位観測所  

（三木田） 

水防団待機水位：1.80m 

はん濫注意水位：2.20m 

避難判断水位 ：2.70ｍ 

危険水位   ：3.30ｍ 

阿仁川水位観測所  

（木戸石） 

水防団待機水位：3.00m 

はん濫注意水位：4.30m 

避難判断水位 ：4.90ｍ 

危険水位   ：6.50ｍ 

阿仁川水位観測所  

（米内沢） 

水防団待機水位：2.50m 

はん濫注意水位：3.00m 

避難判断水位 ：4.40ｍ 

危険水位   ：4.80ｍ 

阿仁川水位観測所  

（阿仁前田） 

水防団待機水位：2.10m 

はん濫注意水位：3.00m 

避難判断水位 ：3.50ｍ 

危険水位   ：4.00ｍ 

小阿仁川水位観測所  

（杉花 ） 

水防団待機水位：1.60m 

はん濫注意水位：2.30m 

避難判断水位 ：3.00ｍ 

危険水位   ：3.50ｍ 

小猿部川水位観測所  

（脇神） 

水防団待機水位：2.00m 

はん濫注意水位：2.50m 

避難判断水位 ：4.00ｍ 

危険水位   ：5.00ｍ 

綴子川水位観測所  

（田中） 

水防団待機水位：1.35m 

はん濫注意水位：1.85m 

避難判断水位 ：2.25ｍ 

危険水位   ：2.85ｍ 

長木川水位観測所  

（有 浦） 

水防団待機水位：1.20m 

はん濫注意水位：2.00m 

避難判断水位   ：2.80ｍ 

危険水位         ：3.70ｍ 

下内川水位観測所  

（松峰） 

水防団待機水位：1.30m 

はん濫注意水位：1.60m 

避難判断水位   ：2.80ｍ 

危険水位         ：3.40ｍ 

下内川水位観測所  

（白沢） 

水防団待機水位：0.80m 

はん濫注意水位：1.00m 

避難判断水位   ：1.20ｍ 

危険水位         ：1.50ｍ 

米代川水位観測所  

（扇田） 

水防団待機水位：2.70m 

はん濫注意水位：3.50m 

避難判断水位   ：3.70ｍ 

危険水位         ：4.00ｍ 

米代川水位観測所  

（鷹巣） 

水防団待機水位：5.60m 

はん濫注意水位：6.10m 

避難判断水位 ：7.60ｍ 

危険水位   ：8.00ｍ 

米代川水位観測所  

（十二所） 

水防団待機水位：2.50m 

はん濫注意水位：3.00m 

避難判断水位   ：4.90ｍ 

危険水位         ：5.30ｍ 

89.長木川(山田渡)L=100m(左) 

87.米代川(大滝)L=150m(左) 

94.阿仁川(吉田)L=500m(左) 

93.阿仁川(五味堀)L=500m(左) 

95.阿仁川(小渕)L=800m(右) 

91.小猿部川(脇神)L=5,500m(右) 

北秋田市水防団鷹巣第７・８分団 

90.大茂内川(大茂内)L=2,000m(左右) 

大館市水防団第７･８分団 

92.阿仁川(米内沢)L=2,800m(右) 

88.犀川(駒橋)L=300m(左右) 

akita
長方形




