
僕の名前はともすけです。「ともすけ」の名前は発災時にみんなで協力し合い助け合う「共助」から 

つけられました。東日本大震災から 1 年が立ちます。亡くなられた方・行方不明の方は 2 万人を超え、被災地

では多くの方々が仮設住宅での生活を余儀なくされています。僕たちの日常生活においても、節電や放射能問

題など、その影響が様々な形で生じました。東大の地震研究所の試算で、今後 4年間にマグニチュード 7級の 

首都直下型の地震が発生する可能性が 70％というショッキングな発表もありました。その後の再

試算では 50％以下になりましたが、地震対策が急務であることは変わりません。発災時には、一

人ひとりが自分を守る「自助」がまずは大切です。家具の転倒防止対策や非常食などの備蓄、避難

場所の確認など、みなさんの地震に対する備えは進んでいますか。 

葛西臨海公園での帰宅困難者輸送訓練のようす 
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第 4 号 

ともすけの防災レポート④ 

「とも(共)すけ(助)」は、共助(きょうじょ)の精神をはぐくむ、 

防災公園のかわら版です。 

○○○○公園公園公園公園のののの新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 公園の役割についても改めて認識が強くなっています。東京

都では、新しい防災対策として、非常時に備えて公園にガス発

電機の設置の検討を始めました。最初に「日暮里・舎人ライナ

ー」や「北足立市場」が隣接する舎人公園での設置を検討して

いるとのことです。避難場所として「としまえん」や「高井戸

公園」を優先的に公園にしていくことや、海抜０ｍ地帯が広が

り、津波被害の危険性が高い江戸川区にある篠崎公園の、これ

から公園をつくっていく部分を高台化する検討もはじめると

の発表もありました。 

武蔵野武蔵野武蔵野武蔵野のののの森森森森公園公園公園公園    ～広がりのある空間と風景～ 

 

紹介・防災公園－４ 

ともすけ 
presents 

問問問問    題題題題    

都立公園のおおくは、「広域

避難場所」に指定されてい

るよ。 

さて、このことを示すサイン（標

識）はどれ？  
（答えは最終面)  

答答答答    ええええ    
➊ 
国土交通省が平成 13 年 3 月に「広域避難場所」
を示す図記号（ピクトグラム）を選定し、6 月に
総務省消防庁が推奨、14 年 3 月に JIS 規格に制
定されました。 
なお、➋は「非常口」、➌は「津波避難場所」を示
すサインです。 

ともすけ 

ともすけ 

ともすけ 
presents 

➌ 

➋ 

➊ 

○○○○防災隣組防災隣組防災隣組防災隣組のののの構築構築構築構築    

地域連携についても、地域内の町会や企業、商店街、学校などのさまざまな主体が連携し、「共助」を実践する

「防災隣組」の構築が新しくいわれています。大震災の日には、多くの都立公園に避難の人々が集まりましたが、

避難場所としての機能を十分発揮するためには、防災隣組のような「共助」による助け合いが不可欠です。 

○○○○帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策    

帰宅困難者の問題も大震災では浮き彫りになりました。都内で約 350 万人の帰宅困難者が発生したといわれ、

大きな混乱が生じました。みんなが一斉に帰宅するのを控えることの周知徹底や、帰宅の支援対策が今後の課題

となっています。2 月 3 日には東京駅、池袋駅、新宿駅を中心とした大規模な帰宅困難者対策訓練も実施され、

葛西臨海公園においては、葛西臨海公園に集まった帰宅困難者を、水上バスで荒川をのぼり埼玉方面に輸送する

という訓練を実施しました。 

東日本大震災を教訓に、一層の防災対策に取り組みましょう。 

 武蔵野の森公園は、伊豆諸島への空の玄関である

調布飛行場を取り囲むように整備された公園です。

名称は「武蔵野の森」となっていますが、北地区は明

るい芝生広場、南地区は野球場、サッカー場など球

技施設中心の公園です。双方を結ぶ園路（プロムナ

ード）は、散歩やサイクリングに最適な直線 1キロのコ

ースとなっており、マラソン大会もよく行われていま

す。 

眺望の良い丘は、小型機の発着が間近に見られる

人気スポットで、手を伸ばせば届きそうな迫力。周辺

には、昨年テレビドラマの舞台となった警察学校や、

スポーツ祭東京（国体）が開かれる味の素スタジアム

があります。       

歴史的には、園内に掩体壕（空襲から戦闘機を守

る格納庫）があり、周りを散策すれば戦争の遺跡を巡

ることが出来ます。 

昨年サービスセンターを開設し、防災拠点として

の点検、整備、訓練や関係各市との連携強化に取

り組んでいます。ご近所宅(約 100軒)を訪問し、公

園の紹介と防災訓練への参加を呼びかけていま

す。発災時にご協力いただくため行った簡易トイレ

組み立て、散水施設(井戸ポンプ)の使い方訓練は

好評で｢続けてもらいたい｣と言う声を皆様からいた

だきました。今後も職員の顔を知っていただく、親

しみのもてる公園づくりのため個別訪問と訓練を周

辺の方々へ広げてまいります。 

草地の緑が濃くなる春は直ぐそこまで来ていま

す。四季折々楽しめる 300m 花壇や夕焼けに浮か

ぶ味の素スタジアム、富士山のシルエットが印象

的なこの季節。ぜひ一度お出かけ下さい。職員一

同お待ちしています。 

ふるさとの丘から調布飛行場を望む 

野鳥が集まる修景池 近隣のみなさんと、災害対応トイレ設置
訓練を実施    

＜アクセス＞西武多摩川線「多磨駅」から徒歩 5 分、京王線「飛田給駅」から京王バス（飛田給北口循環）「武蔵野の森」下車、

（有料駐車場有） ＜武蔵野の森公園サービスセンター＞東京都三鷹市大沢 5‐7-2 電話：0422-30-5682 

 



善福寺川沿いは桜のトンネル！ 
                善福寺川緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもフェスタ 2012 

小金井公園 

 

新緑の 5 月、広い芝生の上

で子どもたちがお互いにふ

れあい、友情を育みながら

楽しく遊べる「小金井公園 

子どもフェスタ 2012」を開

催します。大人から子ども

まで楽しめる、愉快で楽し

い催しが盛りだくさんで

す。平成 24年 5月上旬開催

予定。 

好評「焼きたてパン」 

光が丘公園 

水鳥が遊ぶ観賞池の向い

に、公園内で唯一の売店が

あります。お客様に一番の

人気は「焼きたてパン」。

これを目当てに公園を訪

れる方がいるほど好評を

頂いています。値段もリー

ズナブルなので是非一度

ご利用ください。 

大花壇のナノハナ 

木場公園 

木場公園中地区の約300㎡

の大花壇では、3 月下旬か

らナノハナ、4 月下旬から

ヤグルマギク、シャレーポ

ピーが咲き誇ります。また、

10 月には同じ花壇でコス

モスが満開となり、お客様

の目を楽しませてくれま

す。 

春「ウォーキング」デビュー 

篠崎公園 

 

公園 A 地区の内周は、ウォ

ーキングコースになってい

ます。一周は 1,500ｍ。100

ｍ毎に写真のような道標が

立っています。沿道の春の

景色を楽しみながら、ご自

分の体力に合わせて、歩い

てみてはいかがでしょう

か。何か良い発見があるか

も知れません。 

春の息吹たっぷり 

葛西臨海公園 

 

3月下旬から 4月上旬には、

約 260本のサクラが咲き、

桜並木をお花見する方が大

勢来園されます。また、5月

に中央園路に飾る鯉のぼり

は、風になびく姿が圧巻で

す。例年 5月末頃には、ポピ

ーの花摘みイベントも行い

ます。是非、皆さんお誘いの

上、お越し下さい。 

緊急搬送ヘリコプター着陸 

舎人公園 

舎人公園陸上競技場及びサ

ービスセンター南側にある

草地広場は、東京消防庁が緊

急患者を搬送するための、ヘ

リコプター着陸場所に指定

されています。年間約 20数

件の着陸要請が西新井消防

署から入ります。職員も利用

者の誘導にあたるなど、協力

をしています。 

大沢グラウンド通りのさくら 

武蔵野の森公園 

調布飛行場に隣接する公園

です。多摩と島しょをつな

ぐ調布飛行場からは、大島、

新島、神津島へ定期便がで

ています。写真は、飛行場

前の通りのさくら並木で

す。公園から定期便ドイツ

製ドルニエ機の離発着を見

ることも出来ます。ご来園

をお待ちしています。 

700本以上のソメイヨシノが、善福寺川緑地から和田堀公園までの善福寺川沿い

約 4ｋｍに並んでいます。川面に向かって花開き、トンネルのように桜が広がる

場所です。毎年たくさんの方がお花見にいらして大変賑わいます。同時期に、ハ

ナカイドウやユキヤナギなども咲き、春は花であふれます。 

シーズン到来！運動公園 

城北中央公園 

運動公園でもある城北中央公

園には、野球、テニス、陸上競

技、フットサル、ゲートボール

などの競技施設やジョギング

コースなどが充実しており、春

になると俄かに活気づきます。

陸上競技場の一般開放日は家

族連れで賑わいます。スポーツ

施設利用やドッグラン利用の

登録もお待ちしています。 

 

代々木の社のサクラ 

代々木公園 

代々木公園内の桜の園に

は、500本ほどの桜の木が

あります。そのため、毎年

花見の時期には、10 万人

を超える花見客で賑わい

ます。3月末から 4月初め

にかけて桜が咲くため、新

入社員歓迎を兼ねて花見

をする方も数多くいます。 

公公園園春春景景 

お問合せ：☎03-5696-1331 お問合せ：☎03-3469-6081 

お問合せ：☎03-3931-3650 

お問合せ：☎03-3313-4247 

お問合せ：☎03-3977-7638 お問合せ：☎0422-30-5682 お問合せ：☎03-5245-1770 

お問合せ：☎03-3857-2308 お問合せ：☎03-3607-8321 お問合せ：☎03-3670-4080 

命芽吹命芽吹命芽吹命芽吹くくくく春春春春をををを迎迎迎迎ええええ、、、、防災防災防災防災グループグループグループグループのののの各公園各公園各公園各公園ではではではでは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなイベントイベントイベントイベントがががが行行行行なわれますなわれますなわれますなわれます。。。。    

みなさまみなさまみなさまみなさま、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご来園来園来園来園くださいくださいくださいください。。。。    

公園の場所はこちら 

※公益財団法人東京都公園協会は、指定管理者制度に基づき、上記の防災グループ 12 公園の 

管理を行っています。 

水元公園のサクラ 

水元公園 

 

水元公園は花菖蒲やメタセ

コイアが有名ですが、サク

ラも園内に約 550 本ありま

す。春になると美しく咲き

誇り、公園に隣接するさく

ら土手に植えられている約

700本の古木とあいまって、

非常に見ごたえがありま

す。 

お問合せ：☎042-385-5611 
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