
ともすけの防災レポート⑳

「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「防災公園にある防災施設の紹介」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/

防災公園には、災害時を想定した色々な防災施設があります。
災害時に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。

★センター長が考える善福寺川緑地 ･和田堀公園の魅力は？
　善福寺川緑地から和田堀公園までの善福寺川に沿って連なる緑の回廊
は、四季それぞれに趣が変わり、毎日散歩しても飽きが来ないところだと
思います。また、「済美山自然林」「観察の森」など生物多様性に関する勉

強を行うフィールド、隣接する松ノ木遺跡、大宮遺跡をはじめとする史跡が多く点
在しており、散策しながら歴史を勉強するフィールドとして訪れてみては如何でしょうか。
★�善福寺川緑地・和田堀公園では、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？
　地域連携による「共助」を中心とした防災体験を沢山行って行きたいと考えています。公
的な防災訓練は「見る」が中心の訓練が多いと思いますが、防災施設を自ら使用して避難
者同士が助け合う体験をしていただき「何処へ避難しても周りの人を助けられる人」を沢山
育てたい、そのために体験を積む場として防災施設を活用していきたいと考えています。
★善福寺川緑地・和田堀公園のサービスセンター長として、今後、善福寺川緑地を、どのようにしていきたいですか？
　公園施設、樹木とも開園後数十年を経て、大規模に手を加えなければばらない所が一斉に出てきています。この事は開園後の経過年数
が多い公園に共通して言える現状です。とても単年度で対応できる規模ではありません。長期的な改善計画やアセットマネージメントの策
定が必要と考えます。ブロック、本社組織と協力してモデルとなるような維持管理を行うことができればと考えています。
★今までの善福寺川緑地・和田堀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。
　細長い公園ですので、接している町会も多く、成田西、成田東、堀の内、松ノ木、大宮の各町に一丁目から○○丁目まであります。そ
れぞれが町会加入率の低下の問題を抱えており、「近隣住民との意思疎通」に苦慮することとなっています。「各子ども会単位の小さな催
しでも公園が受け皿になりますよ。」とセールスし、徐々に地域の方の公園への理解を深めて行きたいと考えているところです。
★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。
　「堰も急流も無い都市部の河川」に沿った緑地は平坦で起伏はほとんどありません。ジョギング、散歩にもってこいです。（実際そのよ
うな利用が多いです）また、訪れていただければ、近隣を含めて意外と見所が多い公園です。
　公園協会職員は「現場百回」が仕事に取り組む基本です。現場に足を運ぶと図面や写真だけでは分からなかった事を沢山発見できます。
「まず現場を見てから考えよう。」を習慣としていきたいものです。

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
ぼく「ともすけ」の名前の由来はなんでしょう？

善福寺川緑地サービスセンター長　　小幡 浩
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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

サクラ
　3月上旬～ 4月下旬

サクラ
　3月下旬～ 4月中旬

サクラ、アジサイ、
シャクナゲ、コブシ、フジ

　3月中旬～ 6月中旬

サクラ、コブシ

ハナミズキ

ベニバナトチノキ、
ライラック

キンシバイ

　3月下旬～ 4月中旬

　　　4月～ 5月上旬

　4月下旬～ 5月初旬

　　　5月下旬～ 6月

コブシ
サクラ
フジ

3月中旬～ 3月下旬
3月下旬～ 4月上旬
4月下旬～ 5月上旬

サクラ

モッコウバラ
　3月下旬～ 4月上旬

　4月上旬～ 5月上旬

サクラ

ツツジ
　3月下旬～ 4月中旬

　4月中旬～ 5月上旬

3月中旬～ 4月下旬
5月上旬～ 6月中旬
5月上旬～ 5月下旬
4月上旬～ 5月中旬

ソメイヨシノ、オオシマザクラ、各種ヤエザクラ
バラ（40種類以上あり）
エゴノキ、カルミア、ヤマボウシ、ヤマモモ、ユリノキ
ヤマブキ、ミズキ

サクラ
ツツジ
フジ

3月下旬～ 4月中旬
4月中旬～ 5月上旬
4月下旬～ 5月初旬

サクラ
アジサイ
ハナショウブ

3月下旬～ 4月上旬
5月中旬～ 6月下旬
6月上旬～ 6月下旬

サクラ
ハナミズキ
ヒトツバタゴ（ナンジャモンジャ）

　　　　　　　3月下旬～ 4月中旬
　　　　　　　4月上旬～ 5月上旬

　　　　　　　5月中旬～ 6月上旬

コブシ、サクラ　(サクラ並木）、
セイヨウシャクナゲ、ライラック

フジ、ツツジ
　3月下旬～ 5月上旬
　4月下旬～ 5月初旬

●防災パーゴラ
　防災パーゴラは、いざという時、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ができます。

●かまどベンチ
　普段はベンチとして利用し、災害時には座る部分を外
し、公園内の枯枝などを燃料として、「かまど」として
使用することが出来ます。寒い時期に避難することに
なっても、あたたかい食事などを作ることができます。

●防災トイレ
　地下に貯水槽を持ち、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「災害用トイレ」
と、災害時に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、トイレとして使用できる「マンホール型
トイレ」があります。

●防火樹
　公園のまわりに植えられている耐火性植物は水分を多
く含んでおり、火災の延焼をくい止める役割を果たして
くれます。

木場公園

この部分を開け、
仮設便器を設置
して使用します



　水元公園のグリーンプラザ１階にある防災情報の発信拠点

「防災ショールーム」。大規模救出救助活動拠点である水元公

園をはじめとする各公園の防災施設の紹介や、防災公園の役

割などを説明する40インチの映像設備が２台設置されてい

ます。この他、「防災トイレ」や「かまどベンチ」などの展

示品や、非常持出品などを展示したコーナーもあり、非常時

の自助のための備えについて、来館者の皆様にご紹介してい

ます。

　映像設備では、東日本大震災や阪神淡路の地震被害などの

情報を提供し、多くの方々に災害に対する危機意識を持って

いただくことを目的とした展示となっております。

　園内のクリスタルビュー地下１階には、防 

災に関わる情報を発信する場として「防災

情報ひろば」があります。

　非常時持ち出し品などの展示や、パネル

による防災に対する心構えや備えの紹介、

葛西臨海公園の発災時の役割や防災施設の

説明などを展示しています。

　毎月１回、災害時に知っていると役立つ「防災ワークショップ」

を開催しています。

　開催日程・内容は、水元公園サービスセンターにお問い合わ

せください。

　毎月２回、水消火器体験、紙食器づくり、防災灯りづくり、防災わなげ、布担架づくり、防災クイズラリー

などの防災イベントを実施し、小さいお子様から大人まで幅広い方々に、楽しみながら防災に対する心構

えを学んでいただいています。開催日程・内容は葛西臨海公園サービスセンターにお問い合わせください。

答　え
「共助」
人と人が共に助け合い救助活動等を行う「共助（きょうじょ）」という言葉から、ぼくの名前は「と
もすけ」になったんだよ。

葛西臨海公園「防災情報ひろば」水元公園「防災ショールーム」

●水元公園サービスセンター
　葛飾区水元公園3-2　TEL：03-3607-8321

●葛西臨海公園サービスセンター
　江戸川区臨海町6丁目　TEL：03-5696-1331

新たに管理を開始する公園の所在地
● 東白鬚公園　　　墨田区堤通2-2-1 ● 汐入公園　　　荒川区南千住8-13-1 ● 砧公園　　　　　世田谷区砧公園１-１
● 武蔵野中央公園　武蔵野市八幡町2-4-22 ● 府中の森公園　府中市浅間町1-3-1 ● 東村山中央公園　東村山市富士見町5-4-67
● 東大和南公園　　東大和市桜が丘2-106-2 ● 秋留台公園　　あきる野市二宮673-1

クリスタルビュー

水元公園

東白鬚公園

篠崎公園

葛西臨海公園

木場公園

代々木公園駒沢オリンピック公園

善福寺川緑地
和田堀公園武蔵野の森公園

府中の森公園

従来（13）

新規（8）
21公園

秋留台公園

東大和南公園

小金井公園

東村山中央公園
武蔵野中央公園 光が丘公園

城北中央公園 舎人公園

汐入公園

砧公園

アクセス JR京葉線　「葛西臨海公園」下車　徒歩1分
東京メトロ東西線「西葛西」(T16)・「葛西」(T17)から
都バス　葛西臨海公園行き　終点下車

アクセス JR常磐線・東京メトロ千代田線「金町」から
京成バス（戸ヶ崎操車場または西水元三丁目行き）

「水元公園」下車　徒歩7分

平成28年度から新たに防災公園グループとして東京都公園協会が管理する公園

クリスタルビュー
防災情報ひろば

グリーンプラザ
防災ショールーム

グリーンプラザ
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