
 

台台風風がが列列島島縦縦断断★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

～～６６月月にに本本州州上上陸陸はは８８年年ぶぶりり  ～～  

台風４号の接近に伴い、首都圏外郭放水路では６月19日に施設が稼働しました。大落古利根川、

倉松川、中川、１８号水路から流入し、約1,540,000m3(50mプールで約1,030杯)の洪水調整を行い

ました。 

  川の水位は、雨がやんだ後もしばらくは高い状態となっています。そのため、天気が良くなって

からも施設が稼働している状態が続きます。川の水位が低くなるためには、下流へ流れやすくする

ことも重要です。下流の三郷市内にある、中川と江戸川を結

ぶ「三郷放水路」は、洪水時、中川の水を江戸川へ流すこと

により、中川の水位を下げる効果があります。本台風でも 

9,174,000m3の水を江戸川に流しています。 

龍龍ＱＱ館館ででススタタンンププ押押せせまますす！！★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

～～「「埼埼玉玉県県ももののづづくくりりススタタンンププララリリーー２２００１１２２」」  ９９月月９９日日ままでで～～  

埼玉県主催の「ものづくりスタンプラリー２０１２」は、県内の伝統産業

や工場などで、「ものづくり」を見学・体験してスタンプを集めて応募する

と、抽選で素敵な賞品が当たる楽しいイベントです。スタンプ設置施設と

して、今年初めて「首都圏外郭放水路」が参加しています。 

スタンプは龍Ｑ館２階の展示室にて押すことができますので、希望者は

スタッフにお声掛けください。なお、地下の見学は事前に予約が必要とな

りますので、電話またはホームページ（「江戸川河川事務所」で検索！）

にてお申し込みください。  

外外郭郭放放水水路路ととはは？？★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

首都圏外郭放水路は、春日部市など埼玉県東部の低平な

地域を洪水から守るため、国道１６号の地下約５０mに建

設された延長約６.３kmの放水路です。 
平成１８年に稼働開始（平成１４年から一部区間稼働）

して以降、毎年７回程度の洪水を地下の施設に流入させて

江戸川に排水することにより、地域の浸水被害の軽減に努

めています。 
テレビでもたびたび紹介されている施設ですが、施設へ

の流入がない時には、地下の巨大施設の見学ができます。 
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次の日は台風
一過の晴天で
したが、川から
の流入は続い
ています。 
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テテレレビビ放放送送・・雑雑誌誌掲掲載載情情報報★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

～～取取材材やや撮撮影影結結果果のの発発売売・・放放送送予予定定ををおお届届けけししてていいまますす～～ 

放送日等 媒体 予定 放送日等 媒体 予定

6月3日
17日,24日

TV
ＴＢＳテレビ日曜劇場「ＡＴＡＲＵ」
放送（背景として操作室が使用されています。）

7月8日 書籍
Honda Cars埼玉「PlayNavi」
発行（施設が紹介されています。）

6月18日 TV
ＮＨＫ総合「ニュースウォッチ９」
放送（施設が紹介されています。）

7月9日 web
Google「ストリートビュースペシャルコレクション」
配信（調圧水槽内の映像が配信されています。）

6月20日 TV
ＮＨＫ総合「ニュース」(12:00～12:20）
放送（台風４号での施設稼働状況が紹介されています。）

7月10日 書籍
ベストカー
発行（施設が紹介されています。）

6月20日 書籍
東京新聞
発行（施設が紹介されています。）

7月13日 映画
「BRAVE HEARTS 海猿」
公開放映（背景として操作室が使用されています。）

6月26日 書籍
「週刊もっとデジイチLIFE」
発行（被写体として調圧水槽が使用されています。）

7月17日 その他
NHKFM(さいたま）「日刊さいたま～ず」
放送（施設が紹介されています。）

6月26日 web
「４７ＮＥＷＳ」
配信（施設が紹介されています。）

7月17日 TV
TBS「教科書にのせたい！」
放送（施設が紹介されています。）

6月27日 書籍
埼玉新聞
発行（施設が紹介されています。）

7月20日 書籍
「コベルコ建設機械ﾆｭｰｽVol.217」（夏号）
発行（施設が紹介されています。）

6月29日 web
デンリュウサイタマ
発信（施設が紹介されています。）

7月20日 書籍
「埼玉ぐるり！　S.A・P.A・道の駅　完全ガイド」
発行（施設が紹介されています。）

7月1日 書籍
NPO法人気象ｷｬｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ会報　「空色レポート（ソラレポ）」
発行（施設が紹介されています。）

8月1日 書籍
大同生命保険発行「ONE　HOUR　8月号」
発行（施設が紹介されています。）

7月1日 書籍
東京新聞
発行（施設が紹介されています。）

8月1日 書籍
ANA AZURE
発行（施設が紹介されています。）

7月4日 TV
TBSテレビ「Nスタ」
放送（施設が紹介されています。）

8月4日 映画
仮面ライダーフォーゼ　ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ　みんなで宇宙キターッ！
公開放映（背景として操作室と調圧水槽が使用されています。）

7月7日～
9月9日

その他
埼玉県ものづくりスタンプラリー2012
開催（スタンプラリー参加場所として施設が紹介されています。）

8月12日 TV
BSフジ「ガリレオX」
放送予定（施設が紹介されています。）

見見学学会会ののおお申申しし込込みみ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

○ 電話またはホームページ（「江戸川河川事務所」で検索！）にてお申し込みください。【要予約】    

お申し込み・お問い合わせ先     ホームページ ： http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa 
              電話 ： ０４８-７４７-０２８１ 【月～金 9:00～16：30】（首都圏外郭放水路 見学会受付） 

○施設の点検作業等のため、９月１３日（木）、１０月１０日（火）の見学会はありません。 

編編集集後後記記★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

春日部市牛島地区の中川右岸に、

「倉松川水門」があります。この水

門は、中川の水が倉松川に逆流しな

いよう出水の時には閉鎖されます。 
中川への出口が塞がってしまうた

め、水門閉鎖中は倉松川の水は全て

外郭放水路により江戸川へ排水され

ています。本年５月３日～の出水で

も中川の水位は倉松川周辺の土地の

高さより 70cm 近く高くなっており、

水門がなければ土地が浸水していた

かもしれません。倉松川(倉松川水門)
は埼玉県が管理していますので倉松

川の洪水対策は、県－国の機関が連

絡を取り合いながら行っています。 

放放水水路路調調節節実実績績★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

 年年度度  
調調節節  

回回数数  

年年間間洪洪水水調調節節量量  

（（万万mm33））  

5500ｍｍ  

ププーールルでで  

ＨＨ1144年年度度  ６６  884400  55,,660000 杯杯分分  

ＨＨ1155年年度度  ５５  660011  44,,000000 杯杯分分  

ＨＨ1166年年度度  ７７  11,,556699  1100,,446600 杯杯分分  

ＨＨ1177年年度度  ７７  990099  66,,006600 杯杯分分  

ＨＨ1188年年度度  ７７  22,,002211  1133,,447700 杯杯分分  

ＨＨ1199年年度度  ６６  887799  55,,886600 杯杯分分  

ＨＨ2200年年度度  1100  11,,559922  1100,,661100 杯杯分分  

ＨＨ2211年年度度  ５５  774422  44,,995500 杯杯分分  

ＨＨ2222年年度度  ７７  558866  33,,992200 杯杯分分  

ＨＨ2233年年度度  ９９  11,,449944  99,,996600 杯杯分分  

ＨＨ2244年年度度  ３３  883344  55,,555500 杯杯分分  

合合計計  ７７２２  1122,,006677  8800,,444400 杯杯分分  

  

『彩龍の川だより』 編集長 小宮山 隆 

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページ（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）に掲載しています。 

(平成 24 年 8 月 1 日現在）


