
国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所

電話 ： 047-389-5121（代表） FAX ： 047-330-6276

副 所 長 国頭 正信 （内線：205） 防災技術課長 中山 修司 （内線：331）

関東技術事務所では、水防関係者や一般の方々等に水防に関する技術を紹介するため、令和２年５月１６

日（土）に実施予定の「第６９回利根川水系連合・総合水防演習」において展示する「水防に関する技術」の出

展を募集しました。

多数の応募があり、審査の結果２８技術（１６者）を選定しましたのでお知らせします。

問い合わせ先

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会
千葉県政記者クラブ 松戸記者クラブ

発表記者クラブ

「水防に関する技術」について出展技術を選定しました。
（第６９回利根川水系連合・総合水防演習）

記 者 発 表 資 料

令和２年３月１３日（金）

国土交通省関東地方整備局
関 東 技 術 事 務 所

くにがみ まさのぶ なかやま しゅうじ

（第６９回利根川水系連合・総合水防演習 開催予定）

■ 開 催 日 令和２年５月１６日（土）

■ 実施場所 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩地先
（利根川左岸１５９．０ｋ付近）の利根川河川敷

（内訳）

①　越水防止、浸水防止などに使用できる水防資材 ： １１技術

②　排水作業、施設操作に活用できる機械 ： ７技術

③　水位到達管理、映像配信に活用できる情報技術 ： ４技術

④　救助活動、避難対策などに活用できる技術 ： ６技術

※　展示技術の詳細につきましては、別紙をご覧ください。



別紙－１

分類 番号 出展技術名称 技術の概要 出展者名

1 越水止めスイノウ 半円形のフレキシブルな密閉容器を展張、注水し、水の重みで止水する。

2 ウォーターフェンス防災型 台形のフレキシブルな密閉容器を展張、注水し、水の重みで止水する。

3 パネル式ウォーターフェンス 三角形のフレキシブルな密閉容器を引き延ばして展張、注水し、水の重みで止水する。

4 ウォーターフェンスＢ型
楕円形が並列につながったホース状のフレキシブルな密閉容器を展張、注水し、水の重みで止水
する。

5 三角水のう 軽量かつ柔軟で耐久性のある防水シートで製作した三角形状の水のう。

6 ハイブリッドパネル堤 一定間隔に設置した支柱間に止水パネルをはめ込んで止水壁を構築する。

7 止水板 河川からの浸水防止、地下道への流水防止として使用する。

8 吸水式土のう 土を使わずに水に浸し、吸水後、土のうの代用として使用する。

9
土嚢レス止水板システム
（ストップフェンスＴＭ）

越水止めなどに使用される水防工法。土嚢積みに比べ設置時間が短縮され人力で設置可能。 ㈱くい丸

10 洪水・水害簡易設置型止水ゲート
建物に対する浸水被害を最小限にする簡易止水板。
簡易に比較的低コストで浸水被害を軽減する。

フジワラ産業㈱

11 Ｄ・Ｂox 土嚢の機能に補強材を加え転圧施工ができる高機能土嚢 Ｄ・Ｂox協会

1 可搬ポンプ＋フローティングストレーナ 大雨による冠水時は排水用として使用する。 トーハツ(株)

2 ハイドロサブ６０
洪水の排水対策が必要な場所に設置して排水作業ができる。
遠距離送排水ができる最大2.0ｋｍ

帝国繊維㈱

3 ＭＵＬＴＩ　ＦＬＯＷ　Ｓystem搭載車 洪水や大雨による排水対策が必要な場所に自走移動して排水作業に使用する。

4 電源照明車 災害時の夜間活動時に照明と電源を供給する。

5 燃料補給車 排水ポンプ車やその他対策車輌へ直接燃料を補給する。

6 横引き式自動開閉ゲート”お助け門”
ソーラー発電による水門自動開閉装置
外部電源不要で水位計などセンサーによる自動運転化するシステム。パソコンやスマートフォンか
らの遠隔監視操作するシステム。

7
ソーラー発電による水門自動開閉装置”お助け
門”と遠隔監視操作システム”見知らせ”

既設手動水門に駆動装置、ソーラーパネル、バッテリー、操作盤等を取付け、外部電源不要で自動
運転化するシステム。
パソコンやスマートフォン、タブレットなどから遠隔で水門を監視し、必要に応じて水門を開閉操作す
るシステム。

1 無人航空機（ＵＡV）による撮影画像の配信
無人航空機（UAV）の画像配信が可能なため、二次災害防止、早期復旧対策、被災者の早期発見
等が可能。

（一社）地理空間情報推進協会

2 危険水位到達管理システム（Ｉシェア）
ソーラー電源を採用し、静電容量式水位センサにより水位到達時には自動で関係者にメール発信
する。

岩田建設（株）

3 河川増水危険警告灯、監視カメラ

水位観測システム
危険警告灯用電池に水が浸水し、発電する。複数使用し、水位上昇に伴い黄色、赤色のライトが点
滅させ水位状況を周知することができる。
・監視カメラを併用すればスマホ等に表示され近隣住民の方に知らせることができる。

三嶋電子㈱

4
屋外可搬型ネットワークカメラ"モニタリングミック
ス"

現場の状況を遠隔操作、モニタリングが可能。
水位計やＡＩ機能と連動させ、メール、パトライト、スピーカを利用して発報することが可能。

㈱アシストユウ

1
ウレタン注入救助ボート
（①ウレタン注入救助ボート　4.2×1.7m）
（②セーフティボート　2.7×1.1m）

ボートの底部や側面部にウレタンを注入することで穴あきによる空気漏れ、破裂によるパンクが無
い不沈ボート。

浜口ウレタン(株)

2 水難救助艇（ウォーリー３１０） 発泡ウレタン一体構造のため、穴あきがなく、浮沈構造。

3 津波救命艇シェルター（タスカル４） 津波・水害時には、水上で横転しても自動復帰する。

4 防災・救命シェルター　CL-HIKARi 津波・水害時には、水に浮くとともに自動スイング構造により、脱出面が自動的に上を向く。 (株)光レジン工業

5
水難救助用品一式
（救命胴衣、スローバッグ）

急流救助用の救命胴衣および浮力体付きのバッグに収納されたフローティングロープ。 トーハツ(株)

6 洪水・水害対策用避難タワー 河川氾濫時に避難する施設。 フジワラ産業㈱

情報

水防
資材

救助
避難

(株)ナショナルマリンプラスチック

機械

日本機械工業（株）

伊東産業㈱

（一社）リバーテクノ研究会

トーハツ(株)

(株)ミズノマリン



写真（1/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

1
水防
資材

越水止めスイノウ
㈱ナショナルマリンプラス
チック

2
水防
資材

ウォーターフェンス防災型
㈱ナショナルマリンプラス
チック

3
水防
資材

パネル式ウォーターフェンス
㈱ナショナルマリンプラス
チック

4
水防
資材

ウォーターフェンスＢ型
㈱ナショナルマリンプラス
チック



写真（2/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

5
水防
資材

三角水のう
（一社）リバーテクノ
研究会

6
水防
資材

ハイブリッドパネル堤
（一社）リバーテクノ
研究会

7
水防
資材

止水板 トーハツ㈱

8
水防
資材

吸水式土のう トーハツ㈱



写真（3/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

9
水防
資材

洪水・水害簡易設置型止水ゲート フジワラ産業㈱

10
水防
資材

Ｄ・Ｂox Ｄ・Ｂox協会

11
水防
資材

土嚢レス止水板システム
（ストップフェンスＴＭ）

㈱くい丸

12 機械 可搬ポンプ＋フローティングストレーナ トーハツ㈱



写真（4/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

13 機械 ハイドロサブ６０ 帝国繊維㈱

14 機械 ＭＵＬＴＩ　ＦＬＯＷ　Ｓystem搭載車 日本機械工業（株）

15 機械 電源照明車 日本機械工業（株）

16 機械 燃料補給車 日本機械工業（株）



写真（5/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

17 機械 横引き式自動開閉ゲート”お助け門” 伊東産業㈱

18 機械
ソーラー発電による水門自動開閉装置”お助け
門”と遠隔監視操作システム”見知らせ”

伊東産業㈱

19 情報 無人航空機（ＵＡV）による撮影画像の配信
（一社）地理空間情報推
進協会

20 情報 危険水位到達管理システム（Ｉシェア） 岩田建設（株）



写真（6/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

21 情報 河川増水危険警告灯、監視カメラ 三嶋電子㈱

22 情報 屋外可搬型ネットワークカメラ"モニタリングミックス"㈱アシストユウ

23
救助
避難

ウレタン注入救助ボート
（①ウレタン注入救助ボート　4.2×1.7m）
（②セーフティボート　2.7×1.1m）

浜口ウレタン㈱

24
救助
避難

水難救助艇（ウォーリー３１０） ㈱ミズノマリン



写真（7/7） 別紙－２

番号 分類 出展技術名称 出展者名 写真

25
救助
避難

津波救命艇シェルター（タスカル４） ㈱ミズノマリン

26
救助
避難

防災・救命シェルター　CL-HIKARi ㈱光レジン工業

27
救助
避難

水難救助用品一式
（救命胴衣、スローバッグ）

トーハツ㈱

28
救助
避難

洪水・水害対策用避難タワー フジワラ産業㈱


