
ともすけの防災レポート⑲

「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。
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ぼくの名前はともすけです。今日は「東京防災」に掲載されてい
るワークショップの体験レポートです。

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。

サービスセンター長へのインタビュー

○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。

　今年９月から都内各家庭に届けられた、東京都の防災ブック「東京防災」。
　30年以内に70％の確立で発生すると予測される、首都直下地震への備えをメインに、気象災害、
テロや感染症から身を守る術など、防災に関わる幅広い情報がまとめられています。

　今すぐ取り組める防災アクションから、身近な日用品を利用して作る簡易トイレ、電池など、災害時に役立つ生活用品
の作成方法、被災体験記など、防災に関する工夫や知恵が紹介され、総頁324ページにわたるボリュームです。
　今回は、防災公園で活躍する防災推進リーダー達が、「東京防災」で紹介されているワークショップを実践しました。
掲載内容をもとに、災害時に役立つ寒さをしのぐ方法、乾電池の大きさを変える方法に挑戦しました。災害時に公園で想
定される様々な状況について話し合ったり、意見を交換する機会ともなり、とても有意義な取組みとなりました。
　あらゆる災害から命を守るために、「今やろう。」を提唱する「東京防災」を、ぜひご家庭や学校、職場、地域の皆様と、
内容を共有する場を設け、実際に挑戦して、災害対応力を高めていきましょう。

★センター長が考える篠崎公園の魅力は？
　江戸川の堤防の西側にある篠崎公園は、野球場、テニスコートなどが整備

されてあり、また、芝山と呼ばれる広い草地は軽い運動の為の広場として開放
されており、来園者の方々がリフレッシュできる公園です。加えてアジサイ、メタ

セコイヤ、クスノキなど様々な樹木も沢山植栽されていて散策するにも、気持ちの良い公園です。
★�篠崎公園では、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ありますか？

　年に数回、地域連絡協議会を開催し、近隣町会、各ボランティア代表、小岩消防署、小岩警
察署、江戸川区危機管理室と発災時における諸々の対応手段など話し合いを実施して、いざと
いう時の具体的な内容の共有をしています。また、公園内の防災施設の紹介と組立使用方法な
どの体験を近隣住民と行っています。地域各機関と連携し避難訓練なども充実させていき、発
災時における混乱を極力減少させるよう努力していきたいと思います。
★篠崎公園のサービスセンター長として、今後、篠崎公園を、どのようにしていきたいですか？
　樹木管理の徹底、苦情要望に対する迅速な対応、園内清掃活動の徹底、また、地域各近隣町会、江戸川区、消防署、警察署、近隣幼稚園、
小中学校、ボランティアなどとの連携強化をはかり、地域の住民、公園利用者の方々により一層愛される安心安全な公園を目指していきます。
★今までの篠崎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。
　篠崎公園に赴任して１年８か月になりますが、毎朝のアメニティー巡回や園内ゴミ拾い作業時で極力来園者の方々に挨拶、声掛けを継続
した結果、当初は無反応だった方々も今では顔見知りの方も増え、激励や諸々の園内情報を多く頂けるようになり、サービスセンターとの
信頼関係を構築する事が出来て来たかと思います。これからもますます篠崎公園ファンを増やして行くように努力していきたいと思います。
★センター長から、特に、紙面で伝えたいことがあれば、教えてください。
　日頃より江戸川区、消防署、警察、近隣町会、ボランティアとの関係をより良くし、連携を強化して実際の発災時には防災公園とし
ての機能をフルに活用出来る様に、各種訓練を継続実施していきたいと思います。

公園の場所はこちら 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

（答えは中面を見てね）

問　題
いざという時のため、備えておきたい簡易トイレ。大人１人につき、１日何枚程度の備蓄が必
要でしょう？
① １～３枚　　② ４～８枚　　③ 14～18枚

篠崎公園サービスセンター長　　荻原 直樹

防災施設紹介パネルを展示

篠崎公園芝山エリア
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環状七号線

小金井公園小金井公園

武蔵野の森公園武蔵野の森公園

城北中央公園城北中央公園

和田堀公園和田堀公園
木場公園木場公園

舎人公園舎人公園 水元公園水元公園

葛西臨海公園葛西臨海公園

光が丘公園光が丘公園

代々木公園代々木公園
善福寺川緑地善福寺川緑地

駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園

篠崎公園篠崎公園

　1月上旬～ 3月上旬
ウメ・サザンカ

ハシビロガモ・ホシハジロ・ヒドリガモ
　12月中旬～ 3月上旬

ウメ・コブクザクラ・コブシ・サザンカ・
オナガガモ・ユリカモメ

　1月上旬～ 3月上旬

マツの雪吊り

ウメ
　11月下旬～ 3月上旬

　2月中旬～ 3月上旬

サザンカ
ウメ

1月上旬～ 3月上旬
2月中旬～ 3月上旬

マツの雪吊り
　11月下旬～ 2月中旬

冬鳥（カモ、バンなど）

スイセン

ナノハナ

　11月下旬～ 3月下旬

　12月中旬～ 3月上旬

　2月中旬～ 4月下旬

ロウバイ
ウメ

12月中旬～ 2月上旬
2月中旬～ 3月上旬

ウメ
マンサク
オオタカ

1月中旬～ 3月上旬
1月中旬～ 2月中旬
12月上旬～ 2月下旬

ロウバイ
ウメ

12月下旬～ 2月下旬
1月上旬～ 3月上旬

ヒドリガモ
ウメ

11月上旬～ 3月上旬
2月上旬～ 3月上旬

サザンカ
ウメ

1月上旬～ 3月上旬
2月中旬～ 3月上旬 ◇東京都防災ホームページ 防災ブック「東京防災」

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/1002147/index.html

「東京防災」ワークショップ体験
【今回用意した道具】
・布　　　・新聞紙　　　　・ビニール袋　・段ボール
・ラップ　・アルミホイル　・単三電池　　・テープ

【「東京防災」参考ページ】
★地域でやろう防災イベント＜P.232～235＞
　・新聞紙で暖をとる　P.192～193
　・乾電池の大きさを変える方法　P.207

寒さ対策

乾電池の大きさ変更

新聞紙巻き付け＋ビニール袋に穴をあけ、
頭からすっぽりかぶりました。
新聞紙は保温効果があり、ビニール袋は
風を通さないので、とても暖かいです。

新聞紙とラップを使用したレッグウォー
マーが完成。
首元、手首、足首など、「首」のつく部分
を温めるのは、体温を保つのに効果的で
す。

見事に点灯！単三電池から、単一電池とし
て使用できるサイズに変更できました。

アルミで高さを
調整しました。

新聞紙をくるくる
巻きつけて・・・



防災公園紹介 今回は、舎人公園と駒沢オリンピック公園についてご紹介します。

　「緑と水とに恵まれたくつろぎの空間」それが舎人公園です。

開園面積は約62.9haで、足立区最大級、都内でもトップ10に

入る敷地面積を誇ります。現在も造成を続けており、敷地面積

は最終的に69.5haにおよぶ予定です。

　公園の敷地は、日暮里・舎人ライナーをはさんで西と東に大

きく分けられます。各種のスポーツ施設が集中しているのが西

側エリアです。テニスコート、陸上競技場、野球場、ボール遊

びができるプレイグラウンドなどがあります。一方、東側エリ

アは、幼児公園やソリゲレンデ、夏にはじゃぶじゃぶ池など子

供たちに人気の広場や、広大な草地、噴水、大池、バードサン

クチュアリー（現在整備中）など、四季折々の自然を満喫する

ことができます。初夏のキショウブ、盛夏に涼しげな緑陰を落

とすメタセコイヤ、晩秋に飛来するマガモやコガモなどの冬鳥。

散策や、野鳥観察、青空の下でのピクニックにピッタリな公園

です。

　また、舎人公園は東京都の大規模救出救助活動拠点に指定さ

れており、災害時や緊急時に備え、的確に行動できるよう防災

対応力（自助力・共助力）強化や、防災の普及啓発活動をとお

して、安心・安全な公園づくりに取り組んでいます。その中の

一つとして、毎年3月に「防災フェスタ」を開催し、公園の防

災施設である「かまどベンチ」や「防災トイレ」などの使用方

法を体得できる訓練や、ゲーム感覚で楽しみながら防災の知恵

と技を学んでもらうプログラムを行っています。

　舎人公園では地域との連携に力を入れており、東京都と連携
した訓練や足立区総合防災訓練の他、自治会や消防署、警察署

との訓練を実施し、地域との連携強化を図っています。

　駒沢オリンピック公園は、1964年（Ｓ39年）に東京オリン

ピックの第２会場として整備された日本を代表する総合運動公

園で、昨年に開園50周年を迎えました。東京ドーム約8.8個分

に相当する広大な敷地には、様々な運動施設やサイクリングセ

ンター、売店等を備えており、緑の木々に囲まれた快適な空間

でスポーツやレジャーを楽しむことができます。また、中央広

場では様々なイベントが開催されるなど、平日・休日を問わず

多くのお客様で賑わう公園ですが、発災時には「防災公園」と

しての機能を果たしていく重要な役割をもっています。

　一度地震が発生すると、中央広場などは公園を利用する皆さ

まや近隣の方々が避難する「避難場所」として、陸上競技場は

ヘリコプターの離発着や支援部隊の活動拠点となる「大規模救

出救助活動拠点」として、体育館は帰宅困難者の受け入れを行

う「一時滞在施設」として、様々な防災機能を発揮していきます。

さらに、園内には7カ所151穴の防災トイレ、７基の防災井戸、

13カ所の防火水槽、その他ソーラー照明等が点在しています

ので、ぜひ園内散策の折などに探してみてください。

　我々、公園の管理スタッフは、これらの防災施設をいつ何時

でも的確に稼働できるよう定期的な点検やメンテナンスを行っ

ています。また、発災時には迅速かつ広域的な活動を展開でき

るよう、関係機関や地域の皆さまと連携した訓練を行っていく

ことも重要な任務です。今後とも職員一同、駒沢オリンピック

公園がもつ様々な魅力や機能を最大限に発揮できるよう、適正

な管理運営に努めて参ります。

アクセス 日暮里・舎人ライナー「舎人公園」下車　徒歩１分
東武伊勢崎線「竹ノ塚」西口から東武バス（入谷循環）「中入谷」下車
東武伊勢崎線「西新井」西口から足立コミュニティバス（舎人団地行）
　「舎人公園東」または「舎人公園駅」下車

舎人公園サービスセンター
TEL 03-3857-2308

アクセス 駒沢オリンピック公園サービスセンター
☎03-3421-6431

駒沢オリ
ンピック

公園

園内ジョギング風景 サクラ

藤棚

中央広場

AED訓練

防災キャンプ

答　え
② 4 ～ 8 枚
大人１人あたり、１日約４～８回くらいトイレに行きます。
１日に何回トイレに行くか確認し、家族の人数×１週間分を用意しましょう。なくなった場合は、
ビニール袋等で代用できますので、作り方を覚えておきましょう。

地元町会との訓練（マンホールトイレ）

千本桜ととねりん（春）

防災フェスタ

じゃぶじゃぶ池（夏）

自衛隊防災訓練自衛隊防災訓練

しょうぶ田（初夏）

ポピー（春）

JR「渋谷」から東急バス（田園調布行）「駒沢公園東口」下車、
JR「恵比寿」から東急バス（用賀行）「駒沢公園」下車、
東急田園都市線「駒沢大学」下車　徒歩15分
東急大井町線「等々力」から東急バス（祖師谷折返所行）「駒沢公園西口」下車

舎人公
園
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