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江戸川出水速報（第１報）

速報データを使用してい
るため今後修正されるこ
とがあります。

国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所
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吉川橋付近出水状況

綾瀬川松原大橋付近出水状況



６日９時 気象衛星（日本気象協会より）

平成26年9月29日15時にトラック諸島近海で発生した台風第18号は、強い勢力
のまま6日8時過ぎに浜松市付近に上陸し、その後も速度を速めて北東へ進み、関
東地方を横断、10時に横浜市付近、11時にかすみがうら市付近、12時には日立市
の東約60Kmに達しました。
停滞前線や台風の東側あった発達した雨雲によって、10月5日から6日は関東地
方や東海地方を中心に記録的な大雨となり、24時間雨量の日最大値では、神奈川
県の横浜で310ミリ、海老名で333ミリを観測し、観測史上1位を記録しました。
中川、綾瀬川流域では、10月5日の5時頃から6日13時頃まで降雨が続き、中川
流域での累加雨量が200.7ミリ、綾瀬川流域での累加雨量が219.6ミリとなりました。
中川の吉川水位観測所及び綾瀬川の谷古宇水位観測所では「はん濫注意水位」
を超える出水となり、坂川の大谷口新田水位観測所では水防団待機水位を超える
出水となりました。
このため、江戸川河川事務所では、首都圏外郭放水路、綾瀬川放水路、三郷放
水路及び坂川で、各排水機場を稼働し、洪水のはん濫を防ぎました。

概 要

利根川水系中川では、吉川水位観測所（埼玉県吉川市平沼地先）で、
はん濫注意水位を超えた。

利根川水系坂川では、大谷口新田水位観測所（千葉県松戸市新松戸地先）で、
水防団待機水位を超えた。

利根川水系綾瀬川では、谷古宇水位観測所（埼玉県草加市松江地先）で、
はん濫注意水位を超えた。

６日９時 レーダー図（日本気象協会より）



雨の状況

右の図は、10月4日15時から6日15時ま
でに、アメダスで観測された累加降水量の
分布図です。

静岡県や伊豆半島で２日間の雨量が400
ﾐﾘを超える地点があり、神奈川県でも350ﾐ
ﾘに達する地点が出ています。

今回の雨の分布を見ると、台風の中心付
近に非常に激しい雨をもたらした雨域があ
り、中心が通過した静岡県南部から関東南
部が特に多くなっています。

中川流域では累加雨量が200.4ミリ、綾
瀬川流域では218.9ミリとなり、中川及び
綾瀬川で【はん濫注意水位】を超える出水
となりました。

4日15時から6日15時までに、アメダスで観測された
累加降水量の分布図（日本気象協会より）

１．気象概要

右の図は5日9時の地上天気図を表していま
す。
台風第18号の接近に伴い、本州の南海上
に停滞していた前線が北上し、東日本を中心
に掛かりました。この前線に向かって台風周
辺を回る暖かく湿った空気が流れ込み、前線
の活動が活発となりました。
このため、5日の日中からは東海から関東地
方で全般に雨となり、次第に雨脚が強まりまし
た。

3日9時地上天気図 4日9時地上天気図 5日9時地上天気図 6日9時地上天気図

2014年10月5日9時



２．出水概要

江戸川河川事務所管内 水位観測所位置図

東京都

千葉県

埼玉県

西関宿

谷古宇

野 田

吉 川

松 戸

高 砂

大谷口新田
はん濫注意水位を超える

（埼玉県幸手市西関宿）

（千葉県野田市中野台）

（埼玉県草加市松江）

（千葉県松戸市松戸）

（千葉県松戸市新松戸）

（埼玉県吉川市平沼）

（東京都葛飾区青戸）

はん濫注意水位を超える

水防団待機水位を超える



水防警報基準地点 洪水別最高水位（ｍ）

S10.9.26 S22.9.16 S41.6.29 S44.8.22 H3.9.19 H26.6.6 H26.10.6

カスリーン
台風

台風４号 台風９号 台風１８号 低気圧 台風18号
水防団
待機水位

はんらん
注意水位

避難
判断
水位

はんらん
危険水位

計画高
水位

西関宿 － 8.93 － － 5.57 2.08 3.14 4.50 6.10 8.20 8.50 9.12

野田 － 8.37 － － 5.73 3.49 4.20 4.60 6.30 8.60 8.90 9.34

松戸 6.85 6.67 － － 4.51 3.78 3.83 4.00 5.70 - - 8.13

吉川 － － 4.39 － 4.12 3.71 3.77 3.30 3.60 3.80 4.10 4.75

高砂 － － 2.43 3.36 2.67 2.10 2.56 2.40 2.70 - - 3.41

綾瀬川 谷古宇 － － 3.98 － 4.01 2.81 3.00 2.70 3.00 3.60 3.90 4.10

坂川 大谷口新田 － － － － 4.13 2.91 2.70 2.70 3.20 3.70 4.10 4.19

中川

設定水位

河川名

江戸川

観測所名

＿下線は既往最大観測値

※速報値により今後修正の場合があります

出水状況(中川・綾瀬川）

中川 吉川水位観測所 吉川橋付近 ３０．６K

平常時 平成２６年１０月３日１０時 出水時 平成２６年１０月６日１０時

吉川橋(仮橋)

綾瀬川 谷古宇水位観測所付近 １４．４K
平常時 平成２６年１０月３日１３時 ピーク時 平成２６年１０月６日１１時

吉川橋(仮橋)



中川・綾瀬川流域では、断続的に雨が降り続いたことから、
累加雨量が192ミリとなり、吉川水位観測所及び谷古宇水位観測所において

はん濫注意水位を超過した。

雨量・水位状況図（中川・綾瀬川） ※速報値により
今後修正の場合があります

H26.6出水は弱い雨が降り続いたことから、
水位が高い状態が長時間継続

※H26.6の降雨は、降り始めの時間を合わせて表示しています

※H26.6の水位は、中川流域降水量と時間を合わせて表示しています

※H26.6の水位は、中川流域降水量と時間を合わせて表示しています

H26.6出水は延べ80時間の降雨
累加雨量229.7mm
時間最大10.9mm/h

今回の出水では延べ33時間の降雨
累加雨量192.0mm
時間最大19.1mm/h

H26.6出水は弱い雨が
降り続いたことから、
水位が高い状態が
長時間継続



３．江戸川河川事務所の体制

（１）江戸川河川事務所の洪水対策支部体制

体制の経過

10月6日4時50分より注意体制に
入り、江戸川・中川・綾瀬川流域の
降雨状況、江戸川・中川・綾瀬川水
位状況を監視し、洪水に備えました。
中川・綾瀬川の水位を下げるため
首都圏外郭放水路、三郷放水路、
八潮排水機場、綾瀬川放水路の各
排水機場を稼働しました。
坂川では、本川からの逆流を防止
するため水門を閉め、松戸排水機
場を稼働しました。

日 付 時 刻 支部体制

１０月６日 ４：５０ 注意体制

１０月６日 １０：３０ 警戒体制

１０月６日 ２１：３０ 注意体制

１０月７日 ８：１０ 解 除

（２）水防警報

洪水によって災害が起こる恐れがある江戸川河川事務所所管の河川において、水防警
報を発表し、水防管理団体に対して水防活動を行う必要がある旨を通知しました。

河川名 基準観測所 警報種別

西関宿 - - -

野田 - - -
松戸 - - -
吉川 待機 10月6日 8:30

出動 10月6日 10:30
解除 10月6日 15:10

高砂 - - -
待機 10月6日 9:00
出動 10月6日 11:10
解除 10月6日 22:00
- - -
- - -

発令日時

江戸川

中川

谷古宇

大谷口新田

綾瀬川

坂川

※ 水防警報は、降雨の状況及び水位の状況、潮位等を勘案して発表しています。



（３）洪水予報

台風１８号の影響により洪水の恐れがあるとして、気象庁と共同して中川及び綾瀬川
（谷古宇区間）において洪水予報（はん濫注意情報）を発表しました。
洪水予報の内容は、予測時点から３時間後までの降雨の状況及び水位の上昇量に

ついて記載されており、発表と同時に関係自治体宛に周知しました。

予報区域
【基準観測所】

河川名 日 時 内 容

中川
【吉川水位観測所】

中川
10月6日 11:30 はん濫注意情報発表

10月6日 22:00 はん濫注意情報解除

綾瀬川（谷古宇区間）
【谷古宇水位観測所】

綾瀬川
10月6日 10:50 はん濫注意情報発表

10月6日 15:40 はん濫注意情報解除



４．江戸川河川事務所の取り組み

江戸川河川事務所管内 排水機場位置図

東京都

千葉県

埼玉県

庄和排水機場

伝右川排水機場
三郷排水機場

八潮排水機場

古ヶ崎排水機場

根本排水機場

松戸排水機場



（１）排水機場の稼働状況

施 設 名

施設規模 運転時間

累積排水量
【50mﾌﾟｰﾙ換算値】排水量

(m3/s）

設置ポンプ
稼働
台数

運転開始時間
運転終了時間
（延べ運転時間）

容量
(m3/s)

台
数

庄和排水機場
（首都圏外郭放水路）

200 50 4 4
開始 6日 8時10分
終了 8日 9時30分
（62.5時間）

約732万m3
【約4,880杯分】

三郷排水機場
（三郷放水路）

200

20 1 1
開始 6日 6時05分
終了 7日19時10分
（112.2時間）

約1,721万m3
【約11,474杯分】

30 1 1

50 3 3

伝右川排水機場 15

5 1 1
開始 6日 9時02分
終了 6日 14時00分
（11.5時間）

約20万m3
【約130杯分】

5 1 1

5 1 1

八潮排水機場
（綾瀬川放水路）

100
25 2 2 開始 6日 9時10分

終了 6日 19時50分
（19.8時間）

約217万m3
【約1,448杯分】50 1 1

松戸排水機場 100
25 2 2 開始 6日 6時50分

終了 7日 13時06分
（15.9時間）

約167万m3
【約1,113杯分】50 1 1

古ヶ崎排水機場 15 7.5 2 2
開始 5日 22時30分
終了 7日 21時59分
（27.3時間）

約74万m3
【約493杯分】

根本排水機場 15 7.5 2 1
開始 6日 8時38分
終了 6日 14時40分
（10.7時間）

約28万m3
【約187杯分】

合計
約2,959万m3
【約19,727杯分】

※速報値により
今後修正の場合があります

首都圏外郭放水路（第３立坑）

10月6日 11時 10月6日 11時



その他機場周辺状況

三郷排水機場周辺状況10月6日15時 三郷放水路状況10月6日15時

三郷排水機場周辺状況10月6日11時

庄和排水機場背後地状況10月6日12時 八潮水門状況10月6日11時

第３立孔流入状況（倉松川）10月6日11時



首都圏外郭放水路の効果

首都圏外郭放水路流入により水位低減・浸水被害軽減

※速報値のため、今後修正の場合があります。

吉川水位観測所

水防団待機水位 3.30

はん濫注意水位 3.60

はん濫危険水位 4.10

避難判断水位 3.80

※ 50mプールの容積：50×25×1.2 = 1500m3

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

中川（吉川地点）の水位低減効果

※「外郭放水路なし」は、シミュレーションによる

H.W.L 4.75m

氾濫危険水位 4.10m

避難判断水位 3.80m

氾濫注意水位 3.60m

今回の観測水位：3.77m

もし放水路が無かった場合、水位は避難判断水位を超え
約3.90mになります

約0.13mの効果

洪水調節総量約732万m3

50mプール約4,880杯分
※（1500m3）



綾瀬川放水路の効果

水防団待機水位 2.70

はん濫注意水位 3.00

はん濫危険水位 3.90

避難判断水位 3.60

谷古宇水位観測所

綾瀬川放水路通水により水位低減・浸水被害軽減

洪水調節総量約217万m3

50mプール約1,448杯分
※（1500m3）

※ 50mプールの容積：50×25×1.2 = 1500m3

※綾瀬川放水路なしはシミュレーションによる。

※速報値のため、今後修正の場合があります。



三郷放水路の効果

三郷放水路流入により水位低減・浸水被害軽減

※ 50mプールの容積：50×25×1.2 = 1500m3

※速報値のため、今後修正の場合があります。

吉川水位観測所

水防団待機水位 3.30

はん濫注意水位 3.60

はん濫危険水位 4.10

避難判断水位 3.80

洪水調節総量約1,721万m3

50mプール約11,474杯分
※（1500m3）

三郷（１）水位観測所

※三郷放水路なしはシミュレーションによる。



（２）ＨＰによる情報提供

江戸川河川事務所では、ホ－ムページにより出水（洪水）時の各種情報提供を
実施しています。

江戸川河川事務所ＨＰ 「災害情報」
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/index.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/edogawa_dis00037.html



５．管内浸水状況（内水）

東京都

千葉県

埼玉県

⑤ 千葉県市川市市川南地先

① 埼玉県幸手市東二丁目、緑台二丁目地先

③ 埼玉県春日部市八丁目地先

※浸水状況に関しては、当事務所職員が確認出来たもののみ掲載しています。

② 埼玉県さいたま市岩槻区徳力地先

④ 埼玉県草加市松原団地付近

１

５

３
２

４


