
首都圏外郭放水路見学会 
台風 19 号の洪水を防いだ「地下神殿」 首都圏外郭放水路 

見学会を実施した 1 か月後、2019 年 10 月 12 日から 13 日にかけて日本列島を襲った台風 19 号。 
首都圏外郭放水路は、最大約 65 万⽴⽅メ−トルの水をためることができ、今回はその最大量の水を 
貯めこみましたが、これは⻤怒川流域が氾濫した 2015 年の関東・東北豪雨以来２回目です。 
貯水を行うことで流域河川の水位調整を行った後、江⼾川に流した水の量は、1151 万⽴法メートル、
50 メートルプール約 7673 杯分、サンシャイン６０のビル１５杯分を排出したことになりますが、 
このように大きな水害リスクから首都圏を守っている大規模施設です。 
 

上記活躍の約 1 か月前、積算協会関東支部では 9 月 6 日にこの首都圏外郭放水路の見学会を開催
し、34 名が参加しました。 
国土交通省関東地⽅整備局では、インフラ施設や土木工事への理解促進、地域活性化のためにインフ
ラツーリズムと称して様々な見学会を推進しています。その内のひとつ「首都圏外郭放水路」の、地
下神殿コースに参加しました。 
当日は、天気に恵まれ 9 月とはいえ、非常に暑い日でした。 
最初は、龍 Q 館というこの施設を模型や、映像で紹介する施設に集合しました。 
一通りの説明の後、いよいよ「地下神殿」の見学です。 
「地下神殿」には、100 数十段の階段を下っていきます。エレベーターはありません。 
地下は 20 度以下で、暑くはありません。涼しいくらいです。下に降りると巨大空間に圧倒されます。 

一通りの説明のあと、自由に見学して写真を撮った
りしました。 
地上にいったん戻り、巨大竪穴の「第 1 ⽴杭」の見
学に移りました。下まではいけませんでしたが上か
ら見下ろす深さ 70ｍ、内径 30ｍの空間は、大迫力
でした。 

       「地下神殿で集合写真」 
地上に戻り、解散となりました。その後参加者の有志６名で、懇親会を行いました。 
普段、聞けない体験等の話もあって楽しく過ごす事ができました。 
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