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記者発表資料 
 

埼玉県加須市（利根川）で水防演習を開催します 
～「第６６回利根川水系連合・総合水防演習」～ 

   
第６６回利根川水系連合・総合水防演習を下記のとおり開催しますのでお知らせします。 

 
記 
 

 ●開催日時：平成２９年５月２０日（土）午前８：３０～（受付開始） 
 
 ●開催場所：埼玉県加須市新川通地先 利根川右岸 134.3km 付近 
 
 ●プログラム：スケジュール等は別紙をご覧下さい。 
 

本演習は、昭和２２年のカスリーン台風による未曾有の被害を教訓として昭和２７年
から始められ、国土交通省及び関東１都６県並びに開催市町村の主催により、毎年利根
川水系の河川で開催しています。 

今回は、昭和２２年のカスリーン台風から７０年の節目の年となる演習であり、カス
リーン台風決壊口地点で開催します。 

当日の演習会場では、実践的な水防訓練及び救出・救護訓練に加え、建設機械の操作
や降雨体験車による体験コーナー、水防新工法の展示、さらには地元物産展なども行う
予定です。 

 

発表記者クラブ 

 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、 
刀水クラブ・テレビ記者会、千葉県政記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ 

 

お問い合わせ 

○国土交通省 関東地方整備局 河川部 水災害予報センター長  

                           石
いし

鉢
のはち

 盛一
せいいち

朗
ろう

  TEL 048-601-3151 

○国土交通省 関東地方整備局  利根川上流河川事務所  副所長 

小 E

お

AA E栗 E

ぐり

A A E幸雄 E

さ ち お

A     TEL 0480-52-3952 

○埼玉県  県土整備部 河川砂防課 副課長  高橋
たかはし

 厚夫
あ つ お

   TEL 048-830-5137 

○加須市 建設部 治水課 課長       清谷
きよたに

 尚
なお

充
みつ

   TEL 0480-62-1111 

 



【報道関係各位】 

 

平成２９年５月１２日 

第６６回利根川水系連合・総合水防演習事務局 

 

 

「第６６回利根川水系連合・総合水防演習」取材のご案内 

 

 

第６６回利根川水系連合・総合水防演習を、平成２９年５月２０日（土）に埼玉県

加須市新川通地先（利根川右岸１３４．３ｋｍ付近）にて開催いたします。 

本演習は、出水期を前に、地域を守る水防団（消防団）の士気の高揚を図ること、

水防技術の向上を図ること、後継者の育成を行い水防技術の継承を図ること、避難訓

練により地域住民の防災意識を高めることにより水防体制に万全を期すことを目的

として、昭和２７年に第１回を開催して以来、「栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、

千葉県」の５県で交代して毎年実施されているもので、演習参加者、来場者合わせて

約１５，０００人を見込んでいます。 

今回開催する「第６６回利根川水系連合・総合水防演習」の第一部「水防訓練」で

は、地元の加須市・羽生市水防事務組合水防団による水防工法の準備や漏水、洗掘、

決壊及び越水などの堤防の被災に対応する水防工法の実動訓練と、国土交通省が行う

河川パトロールカーによる河川の巡視・情報収集訓練、緊急災害対策派遣隊（通称

TEC-FORCE） の出動、加須市の地域住民による避難訓練、道路管理者の浸水対策

の紹介などを行います。 

また、埼玉県の技術支援の下、加須市自主防災会（東地区・原道地区）、加須市立

大利根中学校、平成国際大学、ものつくり大学、フジッコ株式会社、ブリヂストンフ

ローテック株式会社による「簡易水防工法の訓練」や花咲徳栄高等学校、株式会社コ

ロンバン、加須市による「水防活動への協力」により、洪水時における「水防活動の

重要性」についての理解を促していきます。 

第二部の「救出・救護訓練」では、増水により利根川の右岸堤防が決壊したことに

より、加須市内が氾濫したという想定で実施し、排水ポンプ車による氾濫水排除訓練、

航空機、ヘリコプター及びＵＡＶ（無人航空機）による浸水被害箇所状況調査、ボー

トによる孤立者の救出やヘリコプターによる重傷者の救出、さらに救出された罹災者

の応急手当などの訓練を行い、多岐に渡る防災機関の連携活動と技術を披露します。 

つきましては、「第６６回利根川水系連合・総合水防演習」を御取材いただきたく

御案内いたします。 

 

当日は報道受付を設置し、資料をお渡しいたしますので、演習会場内にある報道

受付にお立ち寄りください。報道受付で記帳の上、自社の「報道」腕章を着用して

いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

なお、車でお越しの方は、下流側の一般車駐車場を御利用ください。 



～水防演習の歴史について～ 

 

昭和１０年の利根川の大洪水を契機に、河川改修と水防の強化について内務省の土

木会議が『水害防備策の確立に関する件』を決議しました。昭和１４年には、利根川

各地の水防団が集まり、指導者の育成と水防技術の向上を目指した合同の水防演習が

開催されました。 

しかし、戦争が進むに連れて、この水防演習は全く行われなくなりました。昭和２

０年代前半、戦争で疲弊した日本を、毎年のようにカスリーン・アイオン・キティと

いう大型台風が襲いました。特に昭和２２年のカスリーン台風は、利根川右岸堤防が

決壊し、埼玉県・東京都の東側半分を水没させる大惨事となりました。 

戦争に疲れ、水防工法すら忘れ去られていた利根川流域では、多大な被害が発生し、

水防活動の必要性と水防演習の重要性が、再度叫ばれるようになりました。 

昭和２７年、第１回の利根川水系連合水防演習が、カスリーン台風によって利根川

が決壊した埼玉県北埼玉郡東村（現加須市新川通）において、建設省・１都５県・（社）

日本河川協会の主催で、５００人の水防団が集まり開催されました。 

以来、台風の来襲による２回の中止や東日本大震災による中止があるものの、毎年、

栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県の利根川沿川の五県の持ち回りで、途切れ

ることなく実施されており、演習参加者及び来場者を合わせて約１５，０００人を見

込む大演習に発展しています。 

 

 

 

●ご取材に関するお問い合わせ 

  第 6６回利根川水系連合・総合水防演習事務局 

○国土交通省 関東地方整備局 河川部 水災害予報センター長 

                 石
いし

鉢
のはち

 盛一
せいいち

朗
ろう

 TEL 048-601-3151 

○国土交通省 関東地方整備局  利根川上流河川事務所  副所長 

                 小
お

栗
ぐり

 幸雄
さ ち お

   TEL 0480-52-3952 

○埼玉県  県土整備部 河川砂防課 副課長 

                 高橋
たかはし

 厚夫
あ つ お

   TEL 048-830-5137 

○加須市 建設部 治水課 課長 

                                清谷E

きよたに

A AE尚E

なお

AAE充E

みつ

A   TEL 0480-62-1111 

 

 

 

 

 

 



時 間 プログラム概要 

8：30 受付開始 

9：00 オープニング 

花咲徳栄高等学校吹奏楽部演奏  ≪花咲徳栄高等学校吹奏楽部≫ 

参加者入場・整列 式典音楽演奏  ≪埼玉県警察音楽隊≫ 

参加団体紹介 

9：30 開会式  ３０分 

人員報告  水防団長   ≪加須市・羽生市水防事務組合水防団 団長≫ 

開会の辞  実施部長   ≪埼玉県県土整備部長≫ 

国旗掲揚  水防団員 

挨  拶  国土交通省(総裁）/埼玉県（副総裁）/加須市（副総裁）/来賓 

訓  示  演習本部長  ≪国土交通省関東地方整備局長≫ 

10:00 水防訓練（演習第１部）７５分 

水防工法     ≪加須市・羽生市水防事務組合水防団≫ 

洪水予報     ≪関東地方整備局・気象庁東京管区気象台≫ 

要援護者避難訓練(VTR)≪グループホーム麦倉ひばりの里≫ 

市内被害状況調査 ≪日本郵便株式会社加須郵便局≫ 

学生・企業による ≪株式会社コロンバン・花咲徳栄高等学校・加須市≫ 

水防活動支援   

住民・企業による ≪加須市自主防災会・加須市立大利根中学校・平成国際大学     

自衛水防      ･ものつくり大学・フジッコ株式会社・ブリヂストンフロー

テック株式会社場･埼玉県県土整備部≫ 

水防支援活動   ≪利根川上流無人航空機協定会社・利根上建設防災協力会・

一般社団法人埼玉県建設業協会北埼支部・国土交通省関東

地方整備局≫ 

避難情報広報訓練 ≪加須市≫ 

避難訓練(VTR)   ≪加須市自主防災会≫ 

加須市との協定に ≪片倉工業株式会社≫ 

基づく内水排除訓練    

炊き出し訓練   ≪加須市赤十字奉仕団・日本赤十字社埼玉県支部・陸上自衛

隊第１師団第３２普通科連隊≫ 

11:20 救出・救護訓練（演習第２部）３５分 

参加団体 ≪小川赤十字病院・日本赤十字社埼玉県支部・埼玉東部消防組合・埼

玉県警察本部警備部機動隊・埼玉県警察本部地域部地域課航空隊・

埼玉県防災航空隊・埼玉県県土整備部・陸上自衛隊第１師団第３２

普通科連隊・陸上自衛隊第１師団第１飛行隊・独立行政法人水資源

機構・国土交通省国土地理院・国土交通省関東地方整備局》 

12：00 

 

 

 

 

12：10 

閉会式  １０分 

式典音楽演奏       ≪埼玉県警察音楽隊≫ 

講  評  統監    ≪国土交通省水管理・国土保全局長≫ 

挨  拶  来賓     

国旗降納   

閉会の辞  実施部長 ≪埼玉県県土整備部長≫ 

8：30～ 

13：30 

体験コーナー・広報展示コーナー・物産展 

演習終了 

※時間は都合により変更になる場合がありますのでご了承ください 



 

第６６回利根川水系連合・総合水防演習会場位置図 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



第66回利根川水系連合・総合水防演習会場 

 会場レイアウト図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※報道受付で記帳の上、自社の「報道」腕章を着用していただきますよう、

ご協力お願いいたします。 

報道受付 
利根川 

N 

車両進入方向 
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