
　水元公園の東金町 8 丁目広場には防災トイレやかまどベンチの他に防災パーゴラが設置してあり

ます。防災パーゴラの中にはベンチ形式の収納場所があり、テント一式が収めてあります。

　いざという場合には収納場所から取り出し、屋根及び周囲にテントを張り巡らせて怪我人の救護所

や指揮本部として使うことか出来ます。

　この場所の防災施設は地元町会が自主的に使えるようにするため、

訓練を実施しています。水元公園の他、代々木公園や葛西臨海公園など

にも防災パーゴラが設置されています。公園に行った際には、是非、さ

がしてみて下さいね。

「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。
「ともすけ」では、防災情報と各公園の様々な情報を掲載しています。

葛西臨海公園に来園され、防災イベントに参加してくださったお客様には、
心から感謝とお礼を申し上げます。防災情報ひろばの情報が、災害時に、
みなさまのお役にたつべく、これからも取り組みます。

ぼくの名前はともすけです。
今日は、今年 4 月 27 日に葛西臨海公園にオープンした「防災情報ひろば」
について、ご紹介します。

ともすけpresents

防災
クイズ

　葛西臨海公園では、平成２５年４月２７日（土）にクリスタルビュー地下１階休憩室に、

防災情報ひろばを開設いたしました。

　４月27日（土）から29 日 ( 月 ) の三日間は、オープニングイベントを開催し、来園さ

れた親子連れ、カップル等のお客様を対象に防災灯かり作り、紙食器作り、水消火器に

よる消火体験を防災イベントとして実施しました。　（延べ参加人数 724 名・ボランティア11名）

　ティッシュペーパーで作った“こより”状の灯心をアルミホイルでビンの中心

に固定し、ガラスビンに油を注ぎ、油が染み込んだ灯心に火を点けて灯かりを

燈す防災灯かり作りは、子供達から『もし、電気が消えても灯かりを燈せるね』

と大変喜ばれました。
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ともすけの防災レポート⑨

防災施設紹介

防災パーゴラについて

　水消火器による消火体験では、幼い子はお母さんと一緒に、小学生以上は

一人で参加してくれました。好奇心から水遊び程度で行なった子供でも、いざ

消火器を手にすると、何時もは見せない真剣な面持ちでした。的に向かって

放水する姿は実戦さながらでした。

問　題
①地震の揺れの強さを表す“震度”は、日本では、現在、何階級（段階）に
　区分されているでしょうか？

②エレベーターに乗っているときに、地震が発生した場合、
　どのような行動を取るのが、一番適切でしょうか？

答　え
①気象庁の震度階級は、現在、「震度０」「震度１」「震度２」「震度３」「震度４」「震度５弱」
　「震度５強」「震度６弱」「震度６強」「震度７」の１０階級となっています。

②全ての階のボタンを押しましょう。
　最初に止った階でエレベーターから降りましょう。  （最終面を見てね）

葛西臨海公園
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公園の場所はこちら

○お客様サポートセンター
（協会の事業全般に関するお問い合せ）

TEL：03（3232）3038　
※8：30～17：30 （土日・祝日、年末年始を除く）

指定管理者　

公益財団法人 東京都公園協会
URL

http://www.tokyo-park.or.jp/

※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、左記の防災公園グループ 12 公園
の管理を行っています。
　防災公園かわら版「ともすけ」紙面では、左記 12
公園について、「防災公園」と記載しております。



出典：下水道経営ハンドブック（平成 22年）及び平成 21年度地方公営企業年鑑から
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では、どうすればいいのでしょう？

これからの時季、防災公園の各公園では、季節を彩るさまざまな花や鳥、
昆虫などが見られます。みなさま、ぜひ、ご来園下さい。

６月は篠崎公園内の所々で
アジサイの花が咲き始めま
す。中でもサービスセンター
近くにあるアジサイ園はこ
の時期だけ園内を開放し、
アジサイを間近で観察する
ことができます。園内には、
ガクアジサイ、ヤマアジサ
イ、タマアジサイ、ウズアジ
サイなど約７００株が植栽さ
れており、梅雨の鬱陶しい
時期に、人々の目を楽しませ
てくれます。

篠崎公園

運動施設が集中するセンター
ゾーンの周辺に、いくつかの
広場や飛び地があり、ピク
ニックゾーンとしてご利用さ
れています。中でも羽沢地区
のミモザ広場、クローバー広
場、花の広場などには、ムク
ゲ、フヨウなど夏の花や、ザ
クロ、カリン、コブシなどの
実のなる木も豊富で、気持ち
の良い汗を流せる空間となっ
ていますので是非一度足を
お運びください。

城北中央公園
面積が約61.2haで、23区内
最大級の公園です。桜の樹木
を約1000本有し、春には数
種類もの桜を見ることができ
ます。
　夏休み期間中には水遊びが
できるじゃぶじゃぶ池がオープ
ンし、多くの子供たちが楽しん
でいます。大池ではトンボなど
水生生物が多数見られ、8月
頃になると翅が美しいチョウト
ンボも発生しており、来園され
た方を楽しませています。

舎人公園
調布飛行場の西側を、南北に
公園を行き来できる全長
1.1kmの「プロムナード」があ
ります。プロムナード北側の入
口から全長 300m（昨年は
100m）・約3,000本の「コス
モス」が咲いている場所があり
ます。9月初旬から咲き始め
10月初旬まで見頃です。飛行
機を見ながらコスモスも見るこ
とができる公園へ皆様のご来
園をお待ちしております。
※プロムナード（午前9時30分～午後4時30分）

武蔵野の森公園

公園にある都市緑化植物園
内には、外国からの船やコン
テナ、材木、渡り鳥などに付
いていた種が運ばれ、日本で
育ち、野生化した「帰化植物」
が生育しています。
　国内でも珍しいこの「帰化
植物見本園」では、約 300 種
類の帰化植物を見ることが
できます。

木場公園
都立公園として最大級を誇る
小金井公園の面積は約８０
ha あり、１年を通して様々な
花を見ることができます。梅
雨期にはアジサイや長身のタ
チアオイが鮮やかな花をつけ
ます。夏季にはサルスベリ・
シマサルスベリや椿に似た白
い花をつけるナツツバキ、葉
が眠るように閉じて垂れるこ
とから名がついたネムノキの
花を見ることが出来ますの
で、是非お越しください。

小金井公園
５月から９月の間、サービス
センター前のけやき広場を
流れる水景に大勢の幼児た
ちが涼しさを求めてやってき
ます。水景の先には、かつて
成増飛行場の滑走路であっ
た直線の園路に、青々とした
イチョウ並木の木陰が広が
ります。清々しい風が吹き抜
ける憩いの空間になってお
りますので、みなさま、是非
ご来園下さい。

光が丘公園
夏の水元公園ではカワセミや
コアジサシなどの夏鳥や、
チョウトンボやジャコウアゲ
ハなど、多種の昆虫類を観察
できます。
　また、公園中央部に広がる
菖蒲田では約 100 種類のハ
ナショウブ、水産試験場跡地
Ａ18 号池では都天然記念物
のオニバスが、ごんぱち池で
はアサザが咲き誇ります。
　この夏は、様々な生き物と
触れ合える水元公園へ！

水元公園

園内の約３分の１が樹木に覆われ
る代々木公園。東京で初めて「森林
公園」と銘打ったことは知る人ぞ知
る事実です。深い緑に埋もれない
存在感で、紅一点、サルスベリがピ
ンクの花を付けます。中央広場の
東端、三本きのこの休憩舎近くに
群生しています。
　漢字で「百日紅」と書くのは約
100日もの間、花を咲かせることに
由来します。夏から秋にかけて、ロ
ングラン公演のヒロインを見に、ぜ
ひ代々木公園へお越しください。

代々木公園

善福寺川緑地では、公園のあ
ちらこちらにアジサイが咲き
始めます。１号トイレ周辺の
アジサイの小路には色とりど
りの花が次から次へと咲いて
いきます。

善福寺川緑地
和田堀公園では、初夏を知ら
せるシャガの群落から始まり
キショウブとコウホネの鮮や
かな黄色が池に映えていま
す。真夏になると赤・白のサ
ルスベリが咲き乱れて公園に
彩りを添えます。

和田堀公園
年間を通してカルガモを見ること
ができます。
　マガモなどは、秋に北国から
やって来て、日本で冬を過ごし春
には北国に戻り、産卵し雛を育
てますが、カルガモくんは北国に
戻らず、居つきと呼ばれ日本各地
で、産卵し雛を育てます。６月中
頃には８羽～１３羽程度の雛を連
れ小川や池に姿を見せ、人々に
安らぎをあたえ楽しませてくれま
す。葛西臨海公園内では、毎年、
鳥類園の池でみられます。

葛西臨海公園

　そろそろ「ともすけ」の原稿を書かなくてはと考えていた今日、練馬区保健所の担当者と、
都立光が丘高校校長からそれぞれ連絡がありました。保健所の件は「ペット連れ避難者の自
助訓練」を行えるかという内容、都立高校の件は「公園を利用した防災教育」を行えるかとい
う内容でした。どちらも涎が出るような美味しそうな話でしたが、そこは平静を装い「それで
は一度お会いして詳しいお考えをお聞かせください。」と気取ったお答えをしました。「しめ
た！防災ネタ２丁挙がり」とというところです。この２件の詳細についてはいづれ報告させて

いただく事として、ここでお伝えしたいのは「何故、美味しいネタが向こうからやって来るか」であります。
　光が丘公園は、私の前までの歴代サービスセンター長が「地域組織との連携」を重要視し、
その努力をコツコツと積み上げて来てくれました。その結果、本日の２件のお話とも「地区祭」
などのイベントで協働した地域団体が、保健所や高校との会合で「実施についての悩みは公
園へ相談すると協力してくれますよ」と紹介してくれた事が発端でした。何年にも渡って築か
れた信頼関係と相互理解があったおかげで、様々な形の公園利用の提案が舞い込むように
なっている状況です。「大規模災害時にどの様に立ち回るかと同程度に重要な事が、日頃から
の地域組織との連携であり、この事をなし得ていることが防災拠点公園の要件であるのでな
いかエッヘン！」と自画自賛しつつ先輩サービスセンター長の皆さんに感謝の一日でした。

サービスセンター長の想い

看護学校防災施設体験

うっとう

光が丘公園サービスセンター長 小幡 浩

ここでは、各公園のサービスセンター長から、日ごろ

感じていることや、防災についての想いをお伝えします。

ペット連れ避難者への取組


