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ともすけの防災レポート⑮

問　題
災害時に持っていると便利なものに「ラップ」が有ります。
ケガをした時の応急手当として、どのように使えるでしょう？

 （答えは中面を見てね）
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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、上記の防災公園グループ
13 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、上記 13 公園について、「防災公園」と記載し
ております。

ぼくの名前はともすけです。今日は、防災公園に

ある防災施設について、ご紹介します。

駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園

　防災公園には、災害時を想定した色々な防災施設が有ります。
普段は見逃してしまいそうな施設ですが、災害時には、強い味
方となる公園の防災施設について、幾つか、ご紹介します。
　災害時、避難者にとって、「トイレ」は欠かせない施設です。
公園で普通に使われているトイレのなかにも、災害用の機能を
持つトイレが有ります。「災害用トイレ」と言われるこのタイプの
トイレは、地下に貯水便槽を持ち、災害時に給水や電気などの
インフラが寸断された場合でも利用できるようになっています。
　また、「マンホール型トイレ」は、災害時にはマンホールのフ
タを外してテントを設置することにより、トイレとして使用出来
るようになっています。
　次に、災害時の「食」に関わる防災施設をご紹介します。「か
まどベンチ」をご存知ですか？通常は、ベンチですが、災害時
には座る部分を外し、公園内のマキなどを燃料として、「かまど」
として使用することが出来ます。「かまど」として使用すれば、

寒い時期に避難することになっても、温かい食事を作
ることができますね。
　この他にも、公園には、色々な目的で作られた防災
施設が有ります。
　防災公園を訪れた際には、ぜひ、公園の防災施設に
も注目してみて下さい。

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。

これからの時季、防災公園の各公園では、季節を彩る

                          さまざまな花や鳥が見られます。ぜひ、ご来園ください

サービスセンター長へのインタビュー

★センター長が考える水元公園の魅力は？　公園としての最大の魅力は水
元公園と小合溜に加え、みさと公園が織りなす四季の移り変わりです。メ
タセコイアなどの新緑や紅葉のみならず、雪景色など一年を通じて水郷景観

を満喫できます。さらに、93.7ha という区部最大の面積を誇る公園の中には約
10haの広大な中央広場など様々な景観も楽しむことができます。
★水元公園では、防災の取組みとして、どのようなことを行っていますか？

　また、これから取り組みたいと思っていることは有りますか？

　今年 4月にオープンした防災ショールームの PRイベントや、近隣にお住まいの方や学
校などと連携した防災訓練を行っています。また、12 月には毎年「メタセコイアの紅葉
と防災祭り」を開催し、多くのみなさまに参加していただいています。今後は防災ショー
ルームの展示の充実に加え、防災訓練を通じて災害の記憶を風化させないような取り組みをしていきたいと思っています。
★水元公園のサービスセンター長として、今後、水元公園を、どのようにしていきたいですか？

　水元公園に働くすべての職員やボランティアが互いに助け合いながら、素晴らしい公園を作っていってもらいたい。そして、おいでい
ただいたお客様に「また来たくなった。」と言っていただけるようにしたいと思っています。
★今までの水元公園サービスセンター長としてのご経験のなかで、特に印象に残っていることが有れば教えてください。

　水元公園で働く職員が暑さ寒さや雨にも負けず園内の作業にひたむきに取り組む姿がもっとも印象に残っているが、その成果を東京
都から評価をしていただいたことが喜びでした。
★センター長から、特に、紙面で伝えたいことが有れば、教えてください。

　水元公園は他の公園と違い、幹線道路から離れているなど交通がやや不便なこともあり、地元に根差した公園といった面があります。
そのため、防災に関しては特に地元の方にとって有意義な訓練を計画していきたいと思います。

水元公園 サービスセンター長  高橋 真人

災害用トイレの説明 武蔵野の森公園

かまどベンチ（通常時）光が丘公園 かまどベンチ（災害時）光が丘公園

マンホール型トイレ（通常時）　

　　　　 （災害時）小金井公園▶

木場公園























防災ショールーム（グリーンプラザ内）

地元中学校の吹奏楽コンサート
（メタセコイアの紅葉と防災祭り）

防災公園にある主な防災施設

（平成26年12月現在）

　 代々木公園木場公園 善福寺川緑地 和田堀公園 城北中央公園 光が丘公園 舎人公園 水元公園 篠崎公園 葛西臨海公園
駒沢オリンピック

公園
小金井公園

武蔵野の森

公園

マンホール型
トイレ 穴数 038 0 103 24 52 52 120 111 80 150 102187

災害用トイレ
（常設） 穴数 1822 5 3 5 0 1 7 0 0 1 6725

かまどベンチ 基 82 25 17 44 36 0 7 12 35 0 60

その他の主な防災施設
防災パーゴラ

災害救援自販機

スプリンクラー

揚水ポンプ

災害救援自販機

防災パーゴラ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機

災害救援自販機

災害用掲示板
災害救援自販機

防災パーゴラ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機

防災井戸ポンプ

災害救援自販機
ウメ、ソシンロウバイ
1 月上旬～ 3 月上旬

ギンヨウアカシア、カワヅザクラ
2 月中旬～ 3 月中旬

ヤブツバキ、タチカンツバキ
～ 3 月上旬

ウメ 1 月上旬～ 3 月上旬
サンシュユ 3 月上旬～

サザンカ ～ 3 月上旬
ウメ 1 月上旬～ 3 月上旬

ギンヨウアカシア
2 月中旬～ 3 月中旬

ウメ
1 月下旬～ 2 月中旬

ボケ 1 月下旬～ 3 月
ウメ 2 月中旬～ 3 月
マンサク 3 月上旬

ヒドリガモ 11 月～ 3 月

ウメ 2 月上旬～ 3 月上旬
サンシュユ 2 月下旬～ 3 月下旬
ロウバイ 1 月上旬～ 2 月下旬

ウメ 1 月中旬～ 3 月上旬
オオタカ 12 月上旬～ 2 月下旬

レンギョウ 2 月上旬から 3 月初旬
マンサク 1 月中旬から 2 月中旬

ウメ 1 月中旬～ 3 月上旬

メタセコイア 12 月中旬
サザンカ 11 月中旬～ 2 月

ウメ 3 月上旬 ヒドリガモ、キンクロハジロ等
12 月中旬～３月下旬

ソシンロウバイ 
2 月下旬～ 3 月下旬

カワヅザクラ
3 月中旬～ 3 月下旬

スイセン、ナノハナ、ホシハジロ
12 月中旬～３月下旬



今回は、代々木公園と小金井公園についてご紹介します。今回は、代々木公園と小金井公園についてご紹介します。

三角巾使用方法の講習（水元公園防災ショールーム）

■小金井公園防災イベントにて特別講演会を開催

　10 月 26 日（日）に大規模な「小金井公園防災イベント　みんなで

高めよう !　防災の意識 !」を開催しました。消防署、警察署、自衛隊、

赤十字等にもご参加をいただき、防災公園としての役割、施設の紹

介をするとともに各機関による活動展示や体験を通して地域防災の

意識の醸成を図り約 5,500 名もの方にご参加いただきました。

　今回は特別企画として、「1995 阪神・淡路大震災“震度 7 からの

体験”」と題し、実際に自らこの大震災の被災体験をした防災関係の

専門家である㈱ヘッズ 田中康氏を神戸から招聘して講演会を開催

しました。

　既に震災から約 20 年の年月が経過し改めて概要を記しますと、

1995 年（平成 7 年）1 月 17 日午前 5 時 46 分に発生した阪神・淡

路大震災は明石海峡沖を震源とした都市型災害で、道路・鉄道・

電気・水道・ガス・電話などのライフラインが寸断され、冬期の早

朝に発生したため自宅での就寝中の人が多く、圧死者を主に 6,000

人以上の死者、全壊及び半壊棟数が約 25 万棟という甚大な被害を

もたらしました。

　講師が自ら現地を歩き記録した多くの写真を元に、長期に渡るプ

ライバシーのない生活、公園の生活、倒壊した町中の生活など様々

な避難生活の実態を、「1999 年 9 月の台湾の大震災」や「2011 年

3 月の東日本大震災」と比較をした内容で、この大震災を決して風

化させてはならないと強く心に刻まれた貴重な講演でした。

■東京オリンピック・パラリンピック 50 周年記念イベントを開催

　平成 26 年 11月 9 日（日）、代々木公園サービスセンターでは、東京オリ

ンピック50 周年を来園者と一緒に記念し、2020 年の東京オリンピック・

パラリンピックへの期待感を高めることを目的として「1964 年東京オリ

ンピック・パラリンピック 50 周年記念イベント～ 2020 年につなげる祭

典・代々木公園～」を開催しました。

　代々木公園は、東京オリンピックとゆかりの深い公園です。1964 年東京

オリンピック開催時には「オリンピック選手村」とされ、今でもオランダの選

手が宿泊した施設が「オリンピック記念宿舎」として保存されています。ま

た、代々木公園陸上競技場は、東京オリンピック開催時に三種公認競技場

として整備され、当時、陸上競技の神様とも言われた織田幹雄氏にちなん

で「織田フィールド」と呼ばれ、今日も多くのランナーに親しまれています。

　本イベントは、大会組織委員会、東京都オリンピック・パラリンピッ

ク準備局を通じて「1964 年東京オリンピック・パラリンピック 50 周

年記念」の名称使用と日本オリンピック委員会、同パラリンピック委員

会の共催名義使用承認を得て実施いたしました。

　午前中は、織田フィールドで、アテネ五輪男子マラソン 6 位入賞の諏訪

コーチをはじめとした日清食品陸上競技部の協力で小中学生を対象とし

たランニング教室を開催しました。当日の朝、一時開催が危ぶまれるほど

の降雨でしたが、私たちの熱い思いが通じて 10 時の開催時には雨は上が

りました。渋谷消防署に

よる AED 訓練の後、ラン

ニング教室と記念講演に

参 加した小中 学 生 たち

は、将来のオリンピック出

場を目指して！熱心にそし

て楽しみながらコーチの

指導を受けていました。

　午後には、オリーブ広場

を中心に、オリンピックに

まつわる曲目を演奏する

吹奏楽やバンド演奏等に

よる「メモリアルコンサート」、オリンピック記念宿舎前の園路に東京オリ

ンピック当時の写真などを展示した「メモリアルギャラリー」、オリンピック

メモリアルの「リースづくり」などを行いました。イベントに訪れたお客様に

は、オリンピック当時の代々木公園の姿を振り返り、懐かしい写真や演奏

を楽しんでいただく事が出来ました。

　代々木公園では、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に

向けて、これからもお客様の期待感を高めていくためのイベントを毎年開

催していく予定です。

代々木
公園

メモリアル・ギャラリー

リースづくり教室

講演会の様子

講師の話を熱心を熱心に聞く参加者
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答　え

アクセス JR「原宿」・地下鉄千代田線「代々木公園」下車　徒歩３分
小田急線「代々木八幡」下車　徒歩５分

代々木公園サービスセンター　　
TEL 03-3469-6081 アクセス JR「東小金井駅」下車（新宿駅から 25 分）

北口バス乗場からCoCoバスまたは京王バスに乗り「関野橋」下車（H26.12 現在）
小金井公園サービスセンター　
TEL 042-385-5611

三角巾の使い方 【固定包帯法】 腕の骨折または骨折の疑いのある場合に多く用いられる方法 災害時などに役立つ防災の知識を紹介します。

防災公園紹介

小金井
公園

①三角巾の下側の
端を、ケガをした
腕を包んで折り
上げる。

❶ ❷ ❸ ⑤肘 部 に あ る
三 角 巾 の 頂
点を、とめ 結
びで結ぶ。

⑥中に折り込ん
で処理する。

②③三角巾の端を肩に掛け、両端を後ろで結ぶ。

⑤残り約４割部分を 2 本
目の 竹 竿 を 覆 いか ぶ
せるように折り返して
完成です

⑥折り返した先端部分が
竹竿を必ず超えるよう
にする

防災の知識

ランニング教室

ラップは、このよ
うに三角巾の代
わりに使ったり、
けがをした時に
包帯の代わりに
も使えるよ。

丸めた新聞紙は
添え木代わりに
使えるよ。

❹ ❺

かまどベンチの実演も行いました

子供に人気のミニ消防車

50 周年記念イベントで予定していたヒカリ・アー
トは天候不順により延期となり、１２月 13 日に実施
しました。代々木公園（原宿門周辺）が、キャンドルの
優しいヒカリに包まれました。

ヒカリ・アート

❻

「公園での避難生活」の写真

警察犬の活動紹介

写真提供 ㈱ヘッズ 


