
リアルタイム情報の提供について 

 

   河川のリアルタイム水位や監視カメラ画像は下のサイトから入手できます。 

 

 埼玉県川の防災情報↓ 

 http://suibo.saitama-river.info/saitama/servlet/Gamen30Servlet 

 

 国土交通省川の防災情報↓（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰでは閲覧不可、Google Chrome、 

               Microsoft Edge、Safariでは閲覧可） 

   https://www.river.go.jp/index 
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危機管理型水位計設置位置図（令和３年２月時点）

危機管理型水位計（５０箇所）
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▲：危機管理型水位計

流域名 河川名 観測所名称 観測所所在地 所管事務所

▲ 1 荒川流域 江川 江川右岸 上尾市中分四丁目 北本県土整備事務所

▲ 2 新河岸川流域 不老川 不老川左岸 入間市下藤沢 飯能県土整備事務所

▲ 3 小山川流域 男堀川 男堀川左岸 本庄市早稲田の杜1-6-4 本庄県土整備事務所

▲ 4 小山川流域 元小山川 元小山川右岸 本庄市東台5-2-5 本庄県土整備事務所

▲ 5 小山川流域 女堀川 女堀川左岸 本庄市児玉町八幡山597-2 本庄県土整備事務所

▲ 6 中川流域 中川 中川右岸 羽生市大字北袋 行田県土整備事務所

▲ 7 新方川流域 会之堀川 会之堀川右岸 春日部市大枝 越谷県土整備事務所

▲ 8 大落古利根川流域 古隅田川 古隅田川右岸 春日部市南栄町 越谷県土整備事務所

▲ 9 元荒川流域 赤堀川 赤堀川　新鯉沼橋 鴻巣市常光 北本県土整備事務所

▲ 10 市野川流域 市野川 市野川　精進橋 嵐山町大字太郎丸 東松山県土整備事務所

▲ 11 新河岸川流域 柳瀬川 柳瀬川　ふれあい橋 新座市大和田４丁目 朝霞県土整備事務所

▲ 12 新河岸川流域 白子川 白子川　藤ノ木橋 和光市白子三丁目 朝霞県土整備事務所

▲ 13 新河岸川流域 黒目川 黒目川　千代田橋 新座市畑中二丁目 朝霞県土整備事務所

▲ 14 越辺川流域 葛川 葛川　川尻橋 坂戸市新ケ谷 飯能県土整備事務所

▲ 15 市野川流域 市野川 市野川　羽平橋 滑川町羽尾 東松山県土整備事務所

▲ 16 荒川上流域 横瀬川 横瀬川　下横瀬橋 横瀬町大字横瀬 秩父県土整備事務所

▲ 17 元荒川流域 元荒川 元荒川　無名橋 行田市清水町 行田県土整備事務所

▲ 18 大落古利根川流域 庄兵衛堀川 庄兵衛堀川　小柳橋 久喜市除堀字一毛1600番地先 杉戸県土整備事務所

▲ 19 大落古利根川流域 備前前堀川 備前前堀川　備前前堀大橋 久喜市江面字小谷1230番1地先 杉戸県土整備事務所

▲ 20 新方川流域 新方川 新方川　新方川歩道橋 春日部市大枝 総合治水事務所

▲ 21 新河岸川流域 不老川 不老川　藤沢２０号橋 入間市上藤沢146-2地先 飯能県土整備事務所

▲ 22 越辺川流域 毛呂川 毛呂川　登戸橋 越生町大字上野1055-3番 飯能県土整備事務所

▲ 23 越辺川流域 飯盛川 飯盛川　西谷１号橋 坂戸市片柳406-3地先 飯能県土整備事務所

▲ 24 越辺川流域 飯盛川 飯盛川　荻野２号橋 大字小沼地内 飯能県土整備事務所

▲ 25 鴨川流域 鴨川 鴨川（富士見橋） 上尾市柏座4丁目135番1地先 北本県土整備事務所

▲ 26 大場川流域 第二大場川 第二大場川（三郷橋）上流 三郷市谷口 越谷県土整備事務所

▲ 27 大落古利根川流域 姫宮落川 姫宮落川（蓮谷橋） 宮代町百間1102番１地先 杉戸県土整備事務所

▲ 28 新方川流域 新方川 新方川（向畑橋） 越谷市北川崎828-1地先 総合治水事務所

▲ 29 元荒川流域 元荒川 元荒川　神明橋 越谷市北越谷3丁目地内 総合治水事務所

▲ 30 綾瀬川流域 綾瀬川 綾瀬川　小貝戸堰橋 蓮田市閏戸1745-1地先 総合治水事務所

▲ 31 新河岸川流域 黒目川 黒目川　栗原橋 新座市栗原 朝霞県土整備事務所

▲ 32 新河岸川流域 柳瀬川 柳瀬川　栄橋 志木市本町 朝霞県土整備事務所

▲ 33 元荒川流域 元荒川 元荒川　三谷橋 鴻巣市安養寺 北本県土整備事務所

▲ 34 新河岸川流域 新河岸川 新河岸川　畳橋 川越市大仙波 川越県土整備事務所

▲ 35 新河岸川流域 柳瀬川 柳瀬川　勢揃橋 所沢市久米 川越県土整備事務所

▲ 36 新河岸川流域 柳瀬川 柳瀬川　日向橋 所沢市下安松 川越県土整備事務所

▲ 37 越辺川流域 越辺川 越辺川　越辺川橋 毛呂山町岩井 飯能県土整備事務所

▲ 38 高麗川流域 高麗川 高麗川　東吾野橋 飯能市平戸 飯能県土整備事務所

▲ 39 市野川流域 新江川 新江川　友田橋 東松山市古凍 東松山県土整備事務所

▲ 40 都幾川流域 都幾川 都幾川　神戸大橋 東松山市神戸 東松山県土整備事務所

▲ 41 新河岸川流域 九十九川 九十九川　新九十九橋 東松山市正代 東松山県土整備事務所

▲ 42 市野川流域 市野川 市野川　関口橋 小山町中爪 東松山県土整備事務所

▲ 43 荒川上流域 赤平川 赤平川　奈良川橋 秩父市太田 秩父県土整備事務所

▲ 44 荒川上流域 赤平川 赤平川　赤平橋 小鹿野町下小鹿野 秩父県土整備事務所

▲ 45 小山川流域 御陣場川 御陣場川　堤調節池流入口 上里町堤 本庄県土整備事務所

▲ 46 小山川流域 忍保川 忍保川　大橋 上里町忍保 本庄県土整備事務所

▲ 47 元荒川流域 忍川 忍川　吾妻橋 行田市緑町 行田県土整備事務所

▲ 48 小山川流域 小山川 小山川　小山橋 深谷市成塚 熊谷県土整備事務所

▲ 49 中川流域 倉松川 倉松川　大堰橋 幸手市東 総合治水事務所

▲ 50 元荒川流域 元荒川 元荒川　新荒川橋 蓮田市椿山 総合治水事務所

水位計【危機管理型】設置箇所一覧表（埼玉県設置）

番号
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1 北本 江川右岸 荒川 江川 上尾市中分四丁目

2 飯能 不老川左岸 荒川 不老川 入間市下藤沢

3 本庄 男堀川左岸 利根川 男堀川 本庄市早稲田の杜1-6-4 早稲田の杜橋

4 本庄 元小山川右岸 利根川 元小山川 本庄市東台5-2-5 待合橋

5 本庄 女堀川左岸 利根川 女堀川 本庄市児玉町八幡山597-2 JR八高線陸橋

6 行田 中川右岸 利根川 中川 羽生市大字北袋

7 越谷 会之堀川右岸 利根川 会之堀川 春日部市大枝 会之堀橋

8 越谷 古隅田川右岸 利根川 古隅田川 春日部市南栄町 栄橋

9 北本 赤堀川　新鯉沼橋 利根川 赤堀川 鴻巣市常光 新鯉沼橋

10 東松山 市野川　精進橋 荒川 市野川 嵐山町大字太郎丸 精進橋

11 朝霞 柳瀬川　ふれあい橋 荒川 柳瀬川 新座市大和田４丁目 ふれあい橋

12 朝霞 白子川　藤ノ木橋 荒川 白子川 和光市白子三丁目 藤ノ木橋

13 朝霞 黒目川　千代田橋 荒川 黒目川 新座市畑中二丁目 千代田橋

14 飯能 葛川　川尻橋 荒川 葛川 坂戸市新ケ谷 川尻橋

15 東松山 市野川　羽平橋 荒川 市野川 滑川町羽尾 羽平橋

16 秩父 横瀬川　下横瀬橋 荒川 横瀬川 横瀬町大字横瀬 下横瀬橋

17 行田 元荒川　無名橋 利根川 元荒川 行田市清水町 無名橋

18 杉戸 庄兵衛堀川　小柳橋 利根川 庄兵衛堀川 久喜市除堀字一毛1600番地先 小柳橋

19 杉戸 備前前堀川　備前前堀大橋 利根川 備前前堀川 久喜市江面字小谷1230番1地先 備前前堀大橋

20 総合治水 新方川　新方川歩道橋 利根川 新方川 春日部市大枝 新方川歩道橋

21 飯能 不老川　藤沢２０号橋 荒川 不老川 入間市上藤沢146-2地先 藤沢２０号橋

22 飯能 毛呂川　登戸橋 荒川 毛呂川 越生町大字上野1055-3番 登戸橋

23 飯能 飯盛川　西谷１号橋 荒川 飯盛川 坂戸市片柳406-3地先 西谷１号橋

24 飯能 飯盛川　荻野２号橋 荒川 飯盛川 大字小沼地内 荻野２号橋

25 北本 鴨川（富士見橋） 荒川 鴨川 上尾市柏座4丁目135番1地先 富士見橋

26 越谷 第二大場川（三郷橋）上流 利根川 第二大場川 三郷市谷口 幸谷人道橋

27 杉戸 姫宮落川（蓮谷橋） 利根川 姫宮落川 宮代町百間1102番１地先 蓮谷橋

28 総合治水 新方川（向畑橋） 利根川 新方川 越谷市北川崎828-1地先 向畑橋

29 総合治水 元荒川　神明橋 利根川 元荒川 越谷市北越谷3丁目地内 神明橋

30 総合治水 綾瀬川　小貝戸堰橋 利根川 綾瀬川 蓮田市閏戸1745-1地先 小貝戸堰橋

関連施設名等

関連施設名等

令和元年度　危機管理型水位計設置箇所一覧表

No. 事務所 水位計名称 水系名 設置河川 地先名

平成30年度　危機管理型水位計設置箇所一覧表

No. 事務所 水位計名称 水系名 設置河川 地先名
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31 朝霞 黒目川　栗原橋 荒川 黒目川 新座市栗原 栗原橋

32 朝霞 柳瀬川　栄橋 荒川 柳瀬川 志木市本町 栄橋

33 北本 元荒川　三谷橋 利根川 元荒川 鴻巣市安養寺 三谷橋

34 川越 新河岸川　畳橋 荒川 新河岸川 川越市大仙波 畳橋

35 川越 柳瀬川　勢揃橋 荒川 柳瀬川 所沢市久米 勢揃橋

36 川越 柳瀬川　日向橋 荒川 柳瀬川 所沢市下安松 日向橋

37 飯能 越辺川　越辺川橋 荒川 越辺川 毛呂山町岩井 越辺川橋

38 飯能 高麗川　東吾野橋 荒川 高麗川 飯能市平戸 東吾野橋

39 東松山 新江川　友田橋 荒川 新江川 東松山市古凍 友田橋

40 東松山 都幾川　神戸大橋 荒川 都幾川 東松山市神戸 神戸大橋

41 東松山 九十九川　新九十九橋 荒川 九十九川 東松山市正代 新九十九橋

42 東松山 市野川　関口橋 荒川 市野川 小山町中爪 関口橋

43 秩父 赤平川　奈良川橋 荒川 赤平川 秩父市太田 奈良川橋

44 秩父 赤平川　赤平橋 荒川 赤平川 小鹿野町下小鹿野 赤平橋

45 本庄 御陣場川　堤調節池流入口 利根川 御陣場川 上里町堤 堤調節池流入口

46 本庄 忍保川　大橋 利根川 忍保川 上里町忍保 大橋

47 行田 忍川　吾妻橋 利根川 忍川 行田市緑町 吾妻橋

48 熊谷 小山川　小山橋 利根川 小山川 深谷市成塚 小山橋

49 総合治水 倉松川　大堰橋 利根川 倉松川 幸手市東 大堰橋

50 総合治水 元荒川　新荒川橋 利根川 元荒川 蓮田市椿山 新荒川橋

備考

令和２年度　危機管理型水位計設置箇所一覧表

No. 事務所 水位計名称 水系名 設置河川 地先名
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●：基準水位観測所

流域名 河川名 観測所名称 観測所所在地 所管事務所

● 1 芝川流域 芝川（新芝川） 青木水門 川口市辻 さいたま県土整備事務所

● 2 鴨川流域 鴨川 鴨川排水機内 さいたま市桜区下大久保1386 さいたま県土整備事務所

● 3 鴨川流域 鴨川 日進上 さいたま市北区日進町2丁目 さいたま県土整備事務所

● 4 鴨川流域 鴻沼川 十五条橋 さいたま市北区櫛引2丁目 さいたま県土整備事務所

5 綾瀬川流域 毛長川 毛長川排水下 川口市南鳩ヶ谷 さいたま県土整備事務所

6 綾瀬川流域 毛長川 毛長川排水上 川口市南鳩ヶ谷 さいたま県土整備事務所

7 綾瀬川流域 深作川 深作川調節外 さいたま市見沼区深作4-65 さいたま県土整備事務所

8 鴨川流域 鴨川 鴨川第１調節外 さいたま市西区三橋5丁目 さいたま県土整備事務所

9 鴨川流域 鴨川 鴨川第２調節外 さいたま市西区三橋5丁目 さいたま県土整備事務所

10 鴨川流域 鴨川 昭和水門外 埼玉県さいたま市桜区下大久保1386 さいたま県土整備事務所

11 鴨川流域 鴨川 昭和水門内 埼玉県さいたま市桜区下大久保1386 さいたま県土整備事務所

12 鴨川流域 鴻沼川 鴻沼４１条橋 さいたま市大宮区桜木町4 さいたま県土整備事務所

13 鴨川流域 鴻沼川 鴻沼川神明橋 さいたま市大宮区大成町1 さいたま県土整備事務所

14 鴨川流域 鴻沼川 鴻沼排水機内 さいたま市桜区田島 さいたま県土整備事務所

15 鴨川流域 鴻沼川 下落合 さいたま市中央区下落合 さいたま県土整備事務所

16 笹目川・菖蒲川流域 笹目川 笹目川排水内 戸田市早瀬1-4-1 さいたま県土整備事務所

17 芝川流域 芝川（旧芝川） 青木水門旧芝川 川口市辻 さいたま県土整備事務所

18 芝川流域 芝川（旧芝川） 芝川排水機内 川口市本町1-9-14 さいたま県土整備事務所

19 芝川流域 芝川（旧芝川） 領家水門旧芝川 川口市領家2-9-10 さいたま県土整備事務所

20 芝川流域 芝川（新芝川） 大道橋 さいたま市緑区大字三浦 さいたま県土整備事務所

21 芝川流域 芝川（新芝川） 芝川第１調節外 さいたま市緑区大字大間木 さいたま県土整備事務所

22 芝川流域 芝川（新芝川） 芝川第７調節外 さいたま市大宮区寿能町 さいたま県土整備事務所

23 芝川流域 芝川（新芝川） 根岸水門外 川口市柳根町 さいたま県土整備事務所

24 芝川流域 芝川（新芝川） 八丁橋 川口市木曽呂10 さいたま県土整備事務所

25 芝川流域 芝川（新芝川） 柳根排水機外 川口市柳根町 さいたま県土整備事務所

26 笹目川・菖蒲川流域 菖蒲川 曲尺手橋 戸田市川岸三丁目 さいたま県土整備事務所

27 笹目川・菖蒲川流域 菖蒲川 三領排水機内 川口市緑町9-2 さいたま県土整備事務所

28 綾瀬川流域 新芝川 毛長川排水芝川 川口市南鳩ヶ谷 さいたま県土整備事務所

29 芝川流域 新芝川 マリーナ外 川口市弥平3-12-8 さいたま県土整備事務所

30 芝川流域 新芝川 領家水門新芝川 川口市領家2-9-10 さいたま県土整備事務所

31 芝川流域 竪川 青木水門竪川 川口市辻 さいたま県土整備事務所

32 芝川流域 竪川 青木水門竪川排 川口市辻 さいたま県土整備事務所

33 芝川流域 竪川 前川 川口市南前川1-7-4 さいたま県土整備事務所

34 芝川流域 藤右衛門川 上谷沼調節外 川口市小谷場 さいたま県土整備事務所

35 芝川流域 藤右衛門川 競馬場調節外 さいたま市南区太田窪 さいたま県土整備事務所

36 芝川流域 藤右衛門川（旧藤右衛門川） 柳根排水機内 川口市柳根町 さいたま県土整備事務所

37 芝川流域 藤右衛門川放水路 根岸水門内 川口市柳根町 さいたま県土整備事務所

38 芝川流域 荒川管内 上谷沼調節内 川口市小谷場 さいたま県土整備事務所

39 鴨川流域 鴨川 鴨川第２調節内 さいたま市西区三橋5丁目 さいたま県土整備事務所

40 鴨川流域 鴨川 鴨川第１調節内 さいたま市西区三橋5丁目 さいたま県土整備事務所

41 綾瀬川流域 毛長川 毛長吸水槽 川口市南鳩ヶ谷 さいたま県土整備事務所

42 綾瀬川流域 毛長川 毛長吸水池 川口市南鳩ヶ谷 さいたま県土整備事務所

43 鴨川流域 鴻沼地下河川 鴻沼地下河川 さいたま市大宮区桜木町4 さいたま県土整備事務所

44 鴨川流域 桜木町調節池 桜木調節池 さいたま市大宮区桜木町4 さいたま県土整備事務所

45 芝川流域 芝川 芝川第１調節内 さいたま市緑区大字大間木 さいたま県土整備事務所

46 芝川流域 芝川第7調節池 芝川第７調節内 さいたま市大宮区寿能町 さいたま県土整備事務所

47 芝川流域 芝川マリーナ マリーナ内 川口市弥平3-12-8 さいたま県土整備事務所

48 笹目川・菖蒲川流域 戸田漕艇場 戸田漕艇場 戸田市南町 さいたま県土整備事務所

49 綾瀬川流域 深作川調節池 深作川調節内 さいたま市見沼区深作4-65 さいたま県土整備事務所

50 芝川流域 競馬場調節池 競馬場調節内 さいたま市南区太田窪 さいたま県土整備事務所

51 芝川流域 荒川 芝川排水機外 川口市本町1-9-14 さいたま県土整備事務所

52 笹目川・菖蒲川流域 荒川 三領排水機外 川口市緑町9-2 さいたま県土整備事務所

53 笹目川・菖蒲川流域 荒川 笹目川排水外 戸田市早瀬1-4-1 さいたま県土整備事務所

54 鴨川流域 荒川 鴨川排水機外 さいたま市桜区下大久保1386 さいたま県土整備事務所

● 55 新河岸川流域 新河岸川 宮戸橋 志木市下宗岡1-23 朝霞県土整備事務所

● 56 新河岸川流域 黒目川 浜崎 朝霞市浜崎3丁目 朝霞県土整備事務所

水位計【ノーマル型】設置箇所一覧表（埼玉県設置）

番号
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57 新河岸川流域 白子川 向山 和光市南1丁目4 朝霞県土整備事務所

58 新河岸川流域 越戸川 越戸川新倉 和光市新倉2-11 朝霞県土整備事務所

59 新河岸川流域 新河岸川 新倉 和光市新倉 朝霞県土整備事務所

60 新河岸川流域 柳瀬川 富士見橋 志木市柏町6-4-71 朝霞県土整備事務所

61 元荒川流域 赤堀川 赤堀 桶川市五丁台598-2 北本県土整備事務所

62 綾瀬川流域 原市沼川 原市沼調節外 上尾市大字瓦葺 北本県土整備事務所

63 元荒川流域 元荒川 三ツ木堰 鴻巣市三ツ木 北本県土整備事務所

64 元荒川流域 野通川 北根 鴻巣市北根 北本県土整備事務所

65 綾瀬川流域 原市沼調節池 原市沼調節内 上尾市大字瓦葺 北本県土整備事務所

66 新河岸川流域 東川 東川鉄橋 所沢市西所沢2 川越県土整備事務所

67 新河岸川流域 東川 日比田調節池外 所沢市日比田63-1付近 川越県土整備事務所

● 68 新河岸川流域 柳瀬川 清柳橋 所沢市坂の下265 川越県土整備事務所

69 新河岸川流域 九十川 九十川排水内 川越市大字南田島字入合2515 川越県土整備事務所

70 新河岸川流域 九十川 二枚橋 川越市大字小仙波 川越県土整備事務所

71 新河岸川流域 新河岸川 九十川排水外 川越市大字南田島字入合2515 川越県土整備事務所

72 新河岸川流域 新河岸川 新河岸放水下 川越市渋井 川越県土整備事務所

73 新河岸川流域 新河岸川 新河岸放水上 川越市渋井 川越県土整備事務所

74 新河岸川流域 新河岸川 寺尾調節池外 川越市寺尾409-9 川越県土整備事務所

75 新河岸川流域 新河岸川 南畑橋 富士見市上南畑 川越県土整備事務所

76 新河岸川流域 新河岸川 養老橋 川越市古市場 川越県土整備事務所

77 新河岸川流域 不老川 入曽調節池外 狭山市南入曽 川越県土整備事務所

78 新河岸川流域 不老川 入曽橋 狭山市北入曽 川越県土整備事務所

79 新河岸川流域 不老川 砂 川越市砂 川越県土整備事務所

80 新河岸川流域 柳瀬川 新柳瀬橋 所沢市下安松187-51 川越県土整備事務所

● 81 入間川流域 入間川 新富士見橋 狭山市上広瀬 川越県土整備事務所

82 新河岸川流域 びん沼川 びん沼砂塚橋 さいたま市西区塚本町 川越県土整備事務所

83 新河岸川流域 びん沼川 びん沼船渡下 さいたま市西区大字飯田新田 川越県土整備事務所

84 新河岸川流域 びん沼川 びん沼船渡上 さいたま市西区大字飯田新田 川越県土整備事務所

85 新河岸川流域 東川 日比田調節池内 所沢市日比田63-1付近 川越県土整備事務所

86 新河岸川流域 新河岸川 寺尾調節池内 川越市寺尾409-9 川越県土整備事務所

87 新河岸川流域 新河岸川放水路 渋井水門 川越市渋井 川越県土整備事務所

88 新河岸川流域 不老川 入曽調節池内 狭山市南入曽 川越県土整備事務所

89 新河岸川流域 蛇島調節右岸 蛇島調節右岸 富士見市伊佐島 川越県土整備事務所

90 新河岸川流域 蛇島調節左岸 蛇島調節左岸 富士見市伊佐島 川越県土整備事務所

91 新河岸川流域 不老川 大森調節池外 入間市宮寺 飯能県土整備事務所

92 越辺川流域 飯盛川 飯盛川排水内 坂戸市大字小沼 飯能県土整備事務所

93 入間川流域 入間川 岩根橋 飯能市飯能458-5 飯能県土整備事務所

94 入間川流域 入間川 下河原 飯能市赤沢855 飯能県土整備事務所

95 入間川流域 入間川 小瀬戸 飯能市小岩井1016 飯能県土整備事務所

96 入間川流域 入間川 水明橋 飯能市赤沢186 飯能県土整備事務所

97 入間川流域 入間川 矢川橋 飯能市征矢町3-2 飯能県土整備事務所

98 越辺川流域 越辺川 梅園橋 入間郡越生町津久根192 飯能県土整備事務所

99 越辺川流域 越辺川 春日橋 入間郡越生町大字越生 飯能県土整備事務所

100 入間川流域 霞川 霞橋 入間市鍵山 飯能県土整備事務所

101 越辺川流域 葛川 葛川水門外 入間郡毛呂山町西大久保663-5 飯能県土整備事務所

102 高麗川流域 高麗川 吾野橋 飯能市坂石町分1004 飯能県土整備事務所

103 高麗川流域 高麗川 出世橋 日高市新堀879 飯能県土整備事務所

104 入間川流域 成木川 落合 飯能市前ｹ貫 飯能県土整備事務所

105 新河岸川流域 大森調節池内 大森調節池内 入間市宮寺 飯能県土整備事務所

106 越辺川流域 葛川放水路 葛川水門内 入間郡毛呂山町西大久保 飯能県土整備事務所

107 越辺川流域 越辺川 飯盛川排水外 坂戸市大字小沼 飯能県土整備事務所

● 108 市野川流域 市野川 慈雲寺橋 比企郡吉見町江綱 東松山県土整備事務所

● 109 市野川流域 市野川 天神橋 東松山市松山 東松山県土整備事務所

110 市野川流域 新江川 山王樋門内 東松山市古凍 東松山県土整備事務所

111 市野川流域 市野川 山王樋門外 東松山市古凍 東松山県土整備事務所

112 市野川流域 市野川 松永橋 比企郡川島町松永 東松山県土整備事務所
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113 都幾川流域 槻川 槻川馬橋 比企郡小川町小川 東松山県土整備事務所

114 都幾川流域 都幾川 玉川橋 比企郡ときがわ町玉川 東松山県土整備事務所

115 都幾川流域 都幾川 月田橋 比企郡嵐山町根岸 東松山県土整備事務所

116 市野川流域 滑川 不動橋 比企郡吉見町北吉見 東松山県土整備事務所

117 荒川上流域 赤平川 小判沢 秩父郡小鹿野町小鹿野2605-2 秩父県土整備事務所

118 荒川上流域 赤平川 皆野 秩父郡皆野町大淵 秩父県土整備事務所

119 荒川上流域 荒川 親鼻橋 秩父郡皆野町皆野2576-1 秩父県土整備事務所

120 荒川上流域 荒川 秩父橋 秩父市寺尾4502 秩父県土整備事務所

121 荒川上流域 吉田川 吉田 秩父市下吉田市場広瀬 秩父県土整備事務所

122 荒川上流域 吉田川 吉田上橋 秩父市下吉田7102-3 秩父県土整備事務所

123 荒川上流域 横瀬川 原谷橋 秩父市大野原 秩父県土整備事務所

● 124 小山川流域 女堀川 今井大橋 本庄市今井206-6 本庄県土整備事務所

● 125 小山川流域 小山川 栗崎大橋 本庄市栗崎1198-18 本庄県土整備事務所

126 小山川流域 志戸川 新大橋 児玉郡美里町関768-1 本庄県土整備事務所

127 小山川流域 小山川 十二天橋 本庄市児玉町児玉681-4 本庄県土整備事務所

128 小山川流域 元小山川 湧泉橋 本庄市小島5-5-45 本庄県土整備事務所

129 元荒川流域 忍川 平戸 熊谷市平戸1 熊谷県土整備事務所

130 元荒川流域 星川 上之調節池外 熊谷市上之1 熊谷県土整備事務所

● 131 福川流域 唐沢川 新東橋 深谷市稲荷町1-10 熊谷県土整備事務所

● 132 小山川流域 小山川 内ケ島 深谷市大塚3 熊谷県土整備事務所

● 133 福川流域 福川 井殿橋 熊谷市西野523-2 熊谷県土整備事務所

134 小山川流域 小山川 清水川排水外 深谷市大塚3（排水機場の住所は大塚409-1） 熊谷県土整備事務所

135 小山川流域 小山川 砂田橋 深谷市岡1 熊谷県土整備事務所

136 小山川流域 清水川 清水川調節外 深谷市下手計1299 熊谷県土整備事務所

137 福川流域 福川 落合橋 行田市大字北河原736 熊谷県土整備事務所

138 福川流域 福川 新入合橋 熊谷市弥藤吾1362 熊谷県土整備事務所

139 福川流域 福川 田谷大橋 深谷市西島87-1 熊谷県土整備事務所

140 福川流域 福川 弁天橋 深谷市西稲荷町北地内 熊谷県土整備事務所

141 福川流域 福川 増田前橋 深谷市宮ヶ谷戸690 熊谷県土整備事務所

142 荒川上流域 荒川 花園橋 深谷市荒川2 熊谷県土整備事務所

143 和田吉野川流域 九頭龍川 岡排水機場内 東松山市岡845 熊谷県土整備事務所

144 和田吉野川流域 和田吉野川 岡排水機場外 東松山市岡845 熊谷県土整備事務所

145 元荒川流域 上之調節池 上之調節池内 熊谷市上之 熊谷県土整備事務所

146 小山川流域 清水川調節池 清水川調節内 深谷市大塚 熊谷県土整備事務所

147 小山川流域 清水川調節池 清水川排水内 深谷市下手計 熊谷県土整備事務所

148 福川流域 福川 福川調節池内 深谷市西島 熊谷県土整備事務所

149 大落古利根川流域 青毛堀川 花崎遊水池外 加須市下高柳 行田県土整備事務所

150 元荒川流域 忍川 小敷田 行田市小敷田48 行田県土整備事務所

151 大落古利根川流域 花崎遊水池 花崎遊水池内１ 加須市下高柳 行田県土整備事務所

152 大場川流域 大場川 大場川下排水内 三郷市鷹野1-469 越谷県土整備事務所

153 大場川流域 大場川 大場川上排水内 三郷市茂田井1272 越谷県土整備事務所

154 大場川流域 大場川 市助 三郷市市助174 越谷県土整備事務所

155 垳川流域 垳川 垳川排水機内 八潮市垳255 越谷県土整備事務所

156 綾瀬川流域 毛長川 毛長川舎人 東京都足立区舎人4丁目 越谷県土整備事務所

157 大場川流域 第二大場川 上口調節池外 三郷市上口3丁目 越谷県土整備事務所

158 大場川流域 第二大場川 栄調節池外 三郷市新和1-279 越谷県土整備事務所

159 大場川流域 第二大場川 吉川美南調節外 吉川市美南5-28 越谷県土整備事務所

160 綾瀬川流域 伝右川 神明排水機内 草加市神明町2-6-1 越谷県土整備事務所

161 綾瀬川流域 伝右川 龍圦水門 草加市新栄町 越谷県土整備事務所

162 新方川流域 新方川 国道上 越谷市千間台東1 越谷県土整備事務所

163 綾瀬川流域 古綾瀬川 古綾瀬川排水内 草加市松江3-20-1 越谷県土整備事務所

164 綾瀬川流域 伝右川 松原内 草加市松原4丁目 越谷県土整備事務所

165 綾瀬川流域 伝右川 松原外 草加市松原3丁目 越谷県土整備事務所

166 大場川流域 第二大場川 上口調節池内 三郷市上口3丁目 越谷県土整備事務所

167 大場川流域 第二大場川 栄調節池内 三郷市新和1-279 越谷県土整備事務所

168 大場川流域 第二大場川 吉川美南調節内 吉川市美南5-28 越谷県土整備事務所
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●：基準水位観測所

流域名 河川名 観測所名称 観測所所在地 所管事務所

水位計【ノーマル型】設置箇所一覧表（埼玉県設置）

番号

169 利根川管内 利根川管内 大相模調節池 越谷市レイクタウン3丁目 越谷県土整備事務所

170 大場川流域 江戸川 大場川下排水外 三郷市鷹野1-469 越谷県土整備事務所

171 大場川流域 江戸川 大場川上排水外 三郷市茂田井1272 越谷県土整備事務所

172 利根川管内 利根川管内 大相模排水外 越谷市東町5丁目 越谷県土整備事務所

173 利根川管内 利根川管内 大相模排水内 越谷市東町5丁目 越谷県土整備事務所

174 利根川管内 利根川管内 浄化用水門外 越谷市レイクタウン2丁目 越谷県土整備事務所

175 垳川流域 中川 垳川排水機外 八潮市垳255 越谷県土整備事務所

176 大落古利根川流域 青毛堀川 葛梅 久喜市葛梅 杉戸県土整備事務所

177 大落古利根川流域 青毛堀川 野久喜 久喜市吉羽3丁目 杉戸県土整備事務所

178 大落古利根川流域 青毛堀川 鷲宮 久喜市鷲宮 杉戸県土整備事務所

179 中川流域 大島新田調節池（倉松川） 大島新田調下外 北葛飾郡杉戸町本島2439 杉戸県土整備事務所

180 中川流域 大島新田調節池（倉松川） 大島新田調上外 北葛飾郡杉戸町戸島1804 杉戸県土整備事務所

181 中川流域 中川 宇和田 幸手市上宇和田 杉戸県土整備事務所

182 中川流域 中川 行幸 幸手市権現堂 杉戸県土整備事務所

183 中川流域 中川 行幸給排水外 幸手市権現堂 杉戸県土整備事務所

184 中川流域 中川 水門橋 加須市阿佐間 杉戸県土整備事務所

185 大落古利根川流域 隼人堀川 千駄野 白岡市上野田101 杉戸県土整備事務所

186 大落古利根川流域 備前堀川 六軒橋 白岡市高岩1117 杉戸県土整備事務所

187 大落古利根川流域 姫宮落川 姫宮 南埼玉郡宮代町川端2丁目11 杉戸県土整備事務所

188 元荒川流域 星川 上大崎 久喜市菖蒲町上大崎292 杉戸県土整備事務所

189 元荒川流域 元荒川 蓮田 蓮田市貝塚325 杉戸県土整備事務所

190 中川流域 中川 倉田 松伏町大字大川戸 杉戸県土整備事務所

191 中川流域 大島新田調節池 大島新田調倉松 北葛飾郡杉戸町大島2395-3 杉戸県土整備事務所

192 中川流域 大島新田調節池 大島新田調内 北葛飾郡杉戸町大島2395-3 杉戸県土整備事務所

193 中川流域 権現堂調節池 川妻給排水内 茨城県五霞町川妻 杉戸県土整備事務所

194 中川流域 権現堂調節池 行幸給排水内 幸手市権現堂上外野1004-1 杉戸県土整備事務所

195 中川流域 中川 中川上流排内 幸手市西関宿 杉戸県土整備事務所

196 中川流域 江戸川 中川上流排外 幸手市西関宿 杉戸県土整備事務所

197 中川流域 利根川 川妻給排水外 茨城県五霞町川妻 杉戸県土整備事務所

● 198 綾瀬川流域 綾瀬川 一の橋 草加市長栄町 総合治水事務所

● 199 大落古利根川流域 大落古利根川 杉戸 北葛飾郡杉戸町杉戸432 総合治水事務所

● 200 中川流域 中川 牛島 春日部市藤塚 総合治水事務所

● 201 新方川流域 新方川 増林 越谷市花田2-34 総合治水事務所

● 202 元荒川流域 元荒川 三野宮 越谷市三野宮（三野宮橋） 総合治水事務所

203 綾瀬川流域 綾瀬川 瓦葺 上尾市瓦葺大島286 総合治水事務所

204 綾瀬川流域 綾瀬川 大門上池調外 さいたま市緑区玄蕃新田 総合治水事務所

205 綾瀬川流域 綾瀬川 大門下池調外 さいたま市緑区玄蕃新田 総合治水事務所

206 綾瀬川流域 綾瀬川 横根 さいたま市岩槻区横根 総合治水事務所

207 大場川流域 大場川 吉川調節池下 吉川市きよみ野1丁目 総合治水事務所

208 大場川流域 大場川 吉川調節池上 吉川市きよみ野1丁目 総合治水事務所

209 綾瀬川流域 毛長川 毛長川谷塚 草加市谷塚 総合治水事務所

210 綾瀬川流域 辰井川 新郷遊水池外 川口市峯 総合治水事務所

211 綾瀬川流域 辰井川 辰井川谷塚 草加市谷塚 総合治水事務所

212 綾瀬川流域 辰井川 谷塚調節池外 草加市谷塚 総合治水事務所

213 綾瀬川流域 辰井川 柳島調節池外 草加市柳島 総合治水事務所

214 中川流域 中川 船渡 北葛飾郡杉戸町大字椿 総合治水事務所

215 新方川流域 新方川 大吉調節池外 越谷市大吉 総合治水事務所

216 大落古利根川流域 古隅田川 上院調節池外 さいたま市岩槻区大字徳力地 総合治水事務所

217 元荒川流域 元荒川 栢間 久喜市菖蒲町下栢間 総合治水事務所

218 元荒川流域 元荒川 西方 越谷市相模町 総合治水事務所

219 綾瀬川流域 綾瀬川 大門上池調内 さいたま市緑区玄蕃新田 総合治水事務所

220 綾瀬川流域 綾瀬川 大門下池調内 さいたま市緑区玄蕃新田 総合治水事務所

221 新方川流域 大吉調節池 大吉調節池内 越谷市大吉 総合治水事務所

222 綾瀬川流域 新郷遊水地 新郷遊水池内 川口市峯 総合治水事務所

223 大落古利根川流域 古隅田川 上院調節池内 さいたま市岩槻区大字徳力地 総合治水事務所

224 綾瀬川流域 谷塚調節池 谷塚調節池内 草加市谷塚 総合治水事務所
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●：基準水位観測所

流域名 河川名 観測所名称 観測所所在地 所管事務所

水位計【ノーマル型】設置箇所一覧表（埼玉県設置）

番号

225 綾瀬川流域 柳島調節池 柳島調節池内 草加市柳島 総合治水事務所

226 大場川流域 吉川調節池 吉川調節池右岸 吉川市きよみ野1丁目 総合治水事務所

227 大場川流域 吉川調節池 吉川調節池左岸 吉川市きよみ野1丁目 総合治水事務所

228 綾瀬川流域 綾瀬川 神明排水機外 草加市神明町2-6-1 総合治水事務所

229 綾瀬川流域 綾瀬川 古綾瀬川排水外 草加市松江3-20-1 総合治水事務所

10



簡易型カメラ （令和２年 ３月設置 ３７箇所）

ノーマル型カメラ （令和元年７月設置 ２７箇所）

ノーマル型カメラ （平成２９年３月設置 ２０箇所）

埼玉県河川監視カメラ設置箇所（合計 １０５箇所）

簡易型カメラ （令和２年１２月設置 ２１箇所）

基準水位観測所
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Ｎｏ 事務所 設置河川 地先名 名　称 公開年月 備　考

1 さいたま 芝川・新芝川 川口市辻 青木水門 H29.3 ノーマル型

2 さいたま 鴨川 さいたま市北区日進町二丁目 日進上 H29.3 ノーマル型

3 さいたま 鴨川 さいたま市桜区下大久保 鴨川排水機場 H29.3 ノーマル型

4 さいたま 鴻沼川 さいたま市北区櫛引二丁目 十五条橋 H29.3 ノーマル型

5 朝霞 新河岸川 朝霞市宮戸 宮戸橋 H29.3 ノーマル型

6 朝霞 黒目川 朝霞市浜崎 浜崎 H29.3 ノーマル型

7 川越 入間川 狭山市上広瀬 新富士見橋 H29.3 ノーマル型

8 川越 柳瀬川 所沢市坂の下 清柳橋 H29.3 ノーマル型

9 東松山 市野川 東松山市松山 天神橋 H29.3 ノーマル型

10 東松山 市野川 吉見町江綱 慈雲寺橋 H29.3 ノーマル型

11 本庄 小山川 本庄市栗崎 栗崎大橋 H29.3 ノーマル型

12 本庄 女堀川 本庄市今井 今井大橋 H29.3 ノーマル型

13 熊谷 小山川 深谷市大塚 内ヶ島 H29.3 ノーマル型

14 熊谷 福川 熊谷市西野字宮前 井殿橋 H29.3 ノーマル型

15 熊谷 唐沢川 深谷市西島町 新東橋 H29.3 ノーマル型

16 総合治水 綾瀬川 草加市長栄町 一の橋 H29.3 ノーマル型

17 総合治水 中川 春日部市藤塚 牛島 H29.3 ノーマル型

18 総合治水 元荒川 越谷市三野宮 三野宮 H29.3 ノーマル型

19 総合治水 新方川 越谷市花田 増林 H29.3 ノーマル型

20 総合治水 大落古利根川 杉戸町杉戸 杉戸 H29.3 ノーマル型

21 川越 新河岸川 川越市砂 砂 H31.3 ノーマル型

22 川越 新河岸川 川越市南田島 寺尾調節池外 H31.3 ノーマル型

23 川越 柳瀬川 所沢市久米 勢揃橋 H31.3 ノーマル型

24 川越 不老川 狭山市南入曽 入曽調節池外 H31.3 ノーマル型

25 川越 不老川 狭山市北入曽 入曽橋 H31.3 ノーマル型

26 川越 新河岸川 川越市大仙波 畳橋 H31.3 ノーマル型

27 川越 九十川 川越市南田島 新河岸川合流点 H31.3 ノーマル型

28 川越 新河岸川 川越市古市場 養老橋 H31.3 ノーマル型

29 川越 新河岸川 富士見市上南畑 南畑橋 H31.3 ノーマル型

30 川越 柳瀬川 志木市柏町 富士見橋 H31.3 ノーマル型

31 川越 柳瀬川 所沢市下安松 新柳瀬橋 H31.3 ノーマル型

32 川越 柳瀬川 所沢市荒幡 神明橋 H31.3 ノーマル型

33 川越 東川 所沢市松郷 弘法橋 H31.3 ノーマル型

34 川越 東川 所沢市宮本町 開明橋 H31.3 ノーマル型

35 川越 東川 所沢市西所沢 東川鉄橋 H31.3 ノーマル型

36 川越 東川 所沢市北野 泉橋 H31.3 ノーマル型

37 川越 不老川 川越市今福 不老橋 H31.3 ノーマル型

38 川越 柳瀬川 所沢市上安松 松戸橋 H31.3 ノーマル型

39 北本 江川 上尾市領家 上尾市領家 H31.7 ノーマル型

40 北本 江川 桶川市川田谷 桶川市川田谷 H31.7 ノーマル型

41 北本 赤堀川 北本市朝日２丁目 新鯉沼橋 H31.7 ノーマル型

42 飯能 不老川 入間市宮寺 入間市宮寺 H31.7 ノーマル型

43 飯能 不老川 入間市下藤沢 入間市下藤沢 H31.7 ノーマル型

44 飯能 霞川 入間市高倉 入間市高倉 H31.7 ノーマル型

45 飯能 霞川 入間市下谷ヶ貫 入間市下谷ヶ貫 H31.7 ノーマル型

46 飯能 入間川 入間市野田 入間市野田 H31.7 ノーマル型

47 飯能 飯盛川 坂戸市片柳 坂戸市片柳 H31.7 ノーマル型

河川監視カメラ設置箇所一覧表（埼玉県設置）
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Ｎｏ 事務所 設置河川 地先名 名　称 公開年月 備　考

河川監視カメラ設置箇所一覧表（埼玉県設置）

48 さいたま 芝川 さいたま市緑区 大道橋 R2.3 簡易型

49 さいたま 芝川 川口市辻 八丁橋 R2.3 簡易型

50 さいたま 芝川 川口市領家 領家新芝川 R2.3 簡易型

51 さいたま 鴻沼川 さいたま市中央区下落合 下落合 R2.3 簡易型

52 さいたま 鴻沼川 さいたま市大宮区大成町 鴻沼川神明橋 R2.3 簡易型

53 さいたま 鴻沼川 さいたま市大宮区桜木町 鴻沼４１条橋 R2.3 簡易型

54 朝霞 新河岸川 和光市新倉 新倉 R2.3 簡易型

55 朝霞 越戸川 和光市新倉 越戸川新倉 R2.3 簡易型

56 朝霞 白子川 和光市南 向山 R2.3 簡易型

57 北本 元荒川 鴻巣市三ツ木 三ツ木堰 R2.3 簡易型

58 北本 赤堀川 桶川市五丁台 赤堀（北本） R2.3 簡易型

59 川越 新河岸川 川越市渋井 新河岸放水上 R2.3 簡易型

60 川越 新河岸川 川越市渋井 新河岸放水下 R2.3 簡易型

61 川越 びん沼川 さいたま市西区塚本町 びん沼船渡下 R2.3 簡易型

62 飯能 入間川 飯能市飯能 岩根橋 R2.3 簡易型

63 飯能 入間川 飯能市原市場 石原橋 R2.3 簡易型

64 飯能 入間川 飯能市赤沢 下河原 R2.3 簡易型

65 飯能 入間川 飯能市小岩井 小瀬戸 R2.3 簡易型

66 飯能 入間川 飯能市征矢町 矢川橋 R2.3 簡易型

67 飯能 霞川 入間市鍵山 霞橋 R2.3 簡易型

68 東松山 市野川 川島町下小見野 松永橋 R2.3 簡易型

69 東松山 都幾川 ときがわ町玉川 玉川橋 R2.3 簡易型

70 本庄 元小山川 本庄市小島 湧泉橋 R2.3 簡易型

71 熊谷 忍川 熊谷市平戸 平戸 R2.3 簡易型

72 行田 中川 加須市阿佐間 水門橋 R2.3 簡易型

73 杉戸 元荒川 蓮田市貝塚 蓮田 R2.3 簡易型

74 杉戸 中川 幸手市権現堂 行幸 R2.3 簡易型

75 杉戸 中川 松伏町大川戸 倉田 R2.3 簡易型

76 杉戸 姫宮落川 宮代町姫宮 姫宮 R2.3 簡易型

77 杉戸 隼人堀川 白岡市上野田 千駄野 R2.3 簡易型

78 越谷 大場川 三郷市市助 市助 R2.3 簡易型

79 越谷 新方川 春日部市大技 国道上 R2.3 簡易型

80 越谷 毛長川 足立区舎人 毛長川舎人 R2.3 簡易型

81 越谷 毛長川 草加市谷塚 毛長川谷塚 R2.3 簡易型

82 総合治水 元荒川 久喜市菖蒲町下栢間 栢間 R2.3 簡易型

83 総合治水 中川 杉戸町大字椿 船渡 R2.3 簡易型

84 総合治水 元荒川 越谷市相模町 西方 R2.3 簡易型
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85 さいたま 菖蒲川 戸田市川岸 曲手尺橋 R2.12 簡易型

86 朝霞 黒目川 新座市栗原 栗原橋 R2.12 簡易型

87 朝霞 柳瀬川 志木市中宗岡 栄橋 R2.12 簡易型

88 北本 元荒川 鴻巣市安養寺 三谷橋 R2.12 簡易型

89 川越 柳瀬川 所沢市下安松 日向橋 R2.12 簡易型

90 飯能 越辺川 越生町堂山 梅園橋 R2.12 簡易型

91 飯能 高麗川 飯能市平戸 東吾野橋 R2.12 簡易型

92 飯能 飯盛川 坂戸市小沼 萩野２号橋 R2.12 簡易型

93 飯能 葛川 坂戸市新ケ谷 川尻橋 R2.12 簡易型

94 東松山 越辺川 鳩山町赤沼 今川橋 R2.12 簡易型

95 東松山 都幾川 東松山市下唐子 神戸大橋 R2.12 簡易型

96 東松山 九十九川 東松山市宮鼻 新九十九橋 R2.12 簡易型

97 東松山 新江川 東松山市古凍 山王樋門 R2.12 簡易型

98 東松山 槻川 小川町小川 馬橋 R2.12 簡易型

99 本庄 御陣場川 上里町堤 堤調節池流入口 R2.12 簡易型

100 本庄 忍保川 上里町忍保 大橋 R2.12 簡易型

101 熊谷 和田吉野川 東松市岡 岡排水機場 R2.12 簡易型

102 熊谷 福川 熊谷市上江袋 新入合橋 R2.12 簡易型

103 行田 忍川 行田市緑町 吾妻橋 R2.12 簡易型

104 総合治水 綾瀬川 上尾市瓦葺 瓦葺 R2.12 簡易型

105 総合治水 綾瀬川 さいたま市岩槻区横根 横根 R2.12 簡易型
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