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帰宅困難者対策に全力帰宅困難者対策に全力

　東京都などは2月3日、東京、新宿、池袋のターミナル3駅周辺を

中心に首都直下型地震を想定した大規模な帰宅困難者の対策訓練

を行った。今回の訓練は、昨年9月の都議会定例会で公明党の吉倉

正美都議が実施を提案したもので、今回約1万人の参加者で実現し

た。昨年3月の東日本大震災では、交通機関のまひや情報通信手段

の断絶などにより都内で約352万人の帰宅困難者が発生、大きな混

乱を招いた。その教訓から、避難者の誘導や情報伝達、駅構内での

乗客保護、一斉帰宅の抑制および安全確保後の帰宅支援など実践的

な訓練が実施された。

　新宿区では、伊勢丹新宿本店の従業員が顧客役2500人、誘導担

当社員役500人に扮し、顧客保護などの訓練を実施。新宿駅周辺で

はワンセグ放送や会員制交流サイト（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）の「ツイッター」、大型ビジョンなどによって災害情

報が提供され、参加者は多様な情報を自ら収集、判断しながら、一

時滞在施設の都庁舎に向かった。その他、大規模災害など多数の傷

病者が発生した際、その傷病者の重症度と緊急性によって治療の優

先度を決定する「トリアージ」、またそれをサポートするボランティ

ア等の医療救護訓練も併せて実施された。

東京・新宿・池袋の
ターミナル3駅周辺で
大規模同時訓練を実施
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大型ビジョンを使用しての情報提供等の訓練

ボランティアを交えての「トリアージ」等の医療救護訓練
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東日本大震災による避難者のために
都営住宅（百人町アパート）の
入居期限を延長致しました。

　よしくら正美都議など都議会公明党は、昨年11月、都庁で、石原
慎太郎知事あてに、東日本大震災による避難者の住居について、
避難生活が長期化している状況を踏まえて、入居期限の延長を申
し入れました。
　これに対し、東京都都市整備局は、都営住宅については、平成
24年7月末までとしていた入居期限を、入居日から2年間に延長。
また、民間賃貸住宅についても、当面1年間としていた入居期限を
2年間に延長することが決定しました。

生徒用防災ヘルメットの購入
中学校及び特別支援学校（中学部）に、全生徒分の防災用折
りたたみ式ヘルメットの配備が決定しました。

災害情報システムの再構築
災害時に、区民への情報提供を強化するため、防災行政無線
や防災ラジオ、ツイッター、ホームページ等の既設インフラ
の活用をはじめ、エリアメールやワンセグ放送システムなど
伝達手段の多様化を推進します。また、避難所等で災害時の
迅速な情報収集及び伝達ができるように災害情報システム
の再構築を行います。

女性の視点を生かした防災対策
①災害時における女性への配慮や、災害時の担い手として
女性が活躍することは重要な観点であることから、男女共同
参画の会議で女性の視点での防災対策について積極的に意
見を集約し、区の防災会議につなげ、災害時の人権や参画な
どに配慮します。
②区立小中学校などの避難所における避難所運営に、女性
責任者や女性コーディネーターを設置し、女性の避難所運営
体制づくりを行います。
③プライバシー確保のための間仕切りの備蓄について検討
を行うとともに、避難所運営管理訓練の中で、女性専用ス
ペースの開設、男女別トイレの設置及び女性の視点にもとづ
く避難所運営のシュミレーション等についての検討がされる
ことになりました。

健康支援
高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種に公費助成
65歳以上の方と呼吸器系の慢性疾患や腎不全等の基礎疾
患のある方を対象に、医療機関での平均的な価格の半額程
度の公費助成が24年度内に実施されることが決定しました。

防災対策

高齢者
支援

都市型軽費老人ホーム
「ルミエールふるさと」が
大久保に開設 （24年4月）
身体機能の低下等で自立した日常生活を送ることに不安が
あり、家族の支援が難しい方に居室・食事等を提供し、日常生
活に必要な支援をします。

24時間対応の
在宅訪問サービスを本格実施
（24年度）
在宅介護を支えるため、24時間365日、困った時にいつでも
対応できる定期巡回・随時対応型訪問介護を本格的に実施し
ます。
●問い合わせ：高齢者サービス課 03-5273-4593

新宿区議会トピックス

http://www.shinjukukomei.com/区議会公明党 03-5273-3552 ウェブサイト

　新宿総支部女性局がこの一月に20代、30
代の女性を中心に行った「震災対策意識調
査」の結果が、このほどまとまりました。
　それによると有効回答数は１２８。年代別で
は20代が約60％、30代が約30％、86％が
会社員でした。
　東日本大震災に関しては、平日の昼間とい
うこともあり、約60％の人が職場や学校で震
災に遭遇。当日帰宅できた人は68％、できな
かった人は28％で、帰宅できた人でも66％
は徒歩で帰っており、いわゆる「帰宅難民」に
なっていたことがわかります。
　新宿駅を中心として行われている避難訓
練（帰宅訓練）について、事前に知っていた人
はわずか17％で、8割以上の人が認識してお
らず、実際に参加した人はいませんでした。し
かし今後あった場合に参加したいとする人は

６割以上いて、関心の高さがうかがえます。
　震災発生後に不安に感じたことについて
は（複数回答）、やはり家族や友人と連絡がと
れないことが圧倒的に多く83％。以下、余震
の発生や、水・食料が手に入るかどうか、など
と続きました。
　それを受け、震災後に災害備蓄を用意した
り、地域や家族とのつながりを大事にするよ
うになった人も多くいます。
　具体的な行政への要望としては、携帯電話
が使えるようにしてほしいとの声や、携帯電
話の充電ポイントの提供、交通情報の迅速な
周知、避難所での食料確保、震災対策グッズ
の配布などがあがりました。
　総支部としても、区議会、都議会と連携し
ながら、これらの貴重な意見を受け、より充実
した震災対策を進めていきます。

News Flash
震災発生後、
あなた自身が
一番困ったこと、
不安に感じたことは
何でしたか？

Q

（複数回答）
家
族
や
友
人
と

連
絡
が
と
れ
な
い

余
震
の
発
生

食
料
や
水
へ
の
不
安

被
災
地
の
状
況

原
発
の
状
況・

放
射
能
の
影
響

交
通
網
の
乱
れ

正
確
な
情
報
が

伝
わ
ら
な
い

家
具
等
の
転
倒・損
壊

停
電
、停
電
に
伴
う

犯
罪

家
屋
の
倒
壊・損
壊

84%

66%

45% 44% 43% 42% 41%

29% 26%

13%

都営住宅の入居期限延長を喜ぶ避難者の方々
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村上　やはり、「正確な情報を入手する」こと、そ

して「むやみに移動しない」ことです。3・11の際

は、幸いにも東京では大規模な火災等はありま

せんでしたし、緊急を要するけが人も少なかった

のですが、道路の渋滞によって、救急車や消防車

が現場に行くのに時間がかかりました。家族の安

否確認の手段を災害用伝言ダイヤル「171」で

行ったり、被災地外の親戚等を経由して行ったり

するなどして、とにかく留まっていただくことが重

要になってきます。この「留まる」ことが、消防や

救急の助けになり、多くの方の命を救うことにな

ります。

吉倉　帰宅困難者は、その行動一つで被害を少

なくすることもできるし、もう少し言うと「応援」

する側に回ることで、大きな力になれる場合もあ

るということですね。

村上　そうです。発想の転換が大事です。意識の

上で、どうしても皆が「被災者」になってしまう。

しかし、全員が必ずしもそうではない。医療の知

識をもっている人、知識はなくともけが人を搬送

する力をもっている人、情報を伝達できる足を

もっている人など、だれもが「支援者」になること

ができるのです。

首都直下型地震に備えて

　　

　　

吉倉　首都直下型地震が起きた場合、首都圏で

448万人以上が帰宅困難者になるとも言われて

います。さらにけが人が16万人、そのうち重傷者

が2万人とも試算されています。想定外の被害が

起これば、もっと増える可能性があると思いま

す。

村上　災害時の医療の問題は、命に関わります。

ですから今回の訓練でも、負傷者へのトリアージ

と医療救護の訓練も行いました。トリアージと

は、災害時に治療や搬送の優先順位をつけるこ

とです。災害時には医師や医師の指示を受ける

看護師を十分に確保することが難しいかもしれ

ません。しかし、それらをフォローする、相応の知

識をもった救護ボランティアがたくさんいれば、

多くの人の命を救うことになります。地域にいる

医師や看護師、ボランティアが連携した医療救

護の体制づくりを進めていき、まずはこの命の問

題をきちんとクリアすることが必要です。

吉倉　災害時は、救急車や消防車などの救急、

救援、あるいは自衛隊や他県からの応援のため

道路の確保が重要です。都では緊急輸送道路の

確保を条例化し、その道路に面した建物の耐震

化を義務づけました。また、各企業に最低3日分

の水や食料の備蓄をお願いするように、現在、議

論を進めています。

村上　単純に備蓄をするというのは、場所や備

蓄品の確保だけでも大変な負担となる。例えば、

地域や高層ビルの中には飲食店や薬局もある。

ホテルには毛布などの宿泊に必要な備品があ

る。そういった、すでにある「地域の資源」をいか

していくこともあわせて考えていくべきです。

吉倉　おっしゃる通りです。災害発生時に飲料水

や食料などを提供してもらい、あとで支払いを行

うような協定を結ぶという方向もあるかもしれま

せん。あとは、震災対策を策定する際に、もっと

女性の意見を入れたり、障がい者の視点を入れ

たりする必要があると思っています。現在、都の

防災会議に女性が入っていないのです。声を大に

して、女性を入れるように申し入れています。

村上　被災するのは、男性や健常者だけではあ

りません。大事な視点ですね。

自助・共助・公助を立て分けた対策が急務

　

　　

吉倉　3・11の時、耳の不自由な方が歩いて帰宅

していたのですが、途中で電車が動いたという情

報が、その方には届きませんでした。多くの人は

電車の利用に切り替えることができたのですが、

その方は結局、朝まで歩いて家にたどりついたと

言うのです。考えなくてはならないことは山積み

です。

村上　都市化や核家族化によって薄れてしまっ

た助け合いの精神をもう一度見直す必要がある

かもしれませんね。いずれにしても、できること

から考えていくしかありません。対策を検討して

いくうえでは、「短期」に行う対策、「中期」に行

う対策、「長期」に行う対策、というように達成目

標を分けて考えることが必要です。そして、それら

の対策は、当事者が「自助」で行うものなのか、

被災者が助け合って「共助」という観点から行う

ものなのか、行政などが請け負う「公助」にあた

るものなのか、といった役割を明確にしておくこ

とも重要です。こうした視点から、早急に対策を

立て、実践していくことが望まれます。

吉倉　今ある設備を活用するという意味として

は、今回の東北の震災でも問題となった「断水」

が起こった際の最も効果的な対策として、公道上

の消火栓を活用し、直接住民への給水ができる

ように提案し、実現しました。

村上　それは素晴らしいことです。都市化は魅力

的である半面、超高層ビルの林立によって新たな

リスクも生んでいます。「高層難民」や「避難所

難民」といった東京ならではの被災者も出てくる

でしょう。たとえ訓練でできても実際の災害時に

できないということもあるかもしれません。しか

し、訓練でやっておかなければできないこともあ

るのです。平時が大事です。それが震災時にいき

てきます。私たちは「提案」はできますが、「実

現」するのは都議会であり、都政です。よしくらさ

んたちの活躍に期待しています。

吉倉　ありがとうございます。都議会公明党は、

次々と震災対策を提案しています。これからも世

界のモデルとなる「高度防災都市・東京」の構築

へ、全力で取り組んでまいります。

帰宅困難者対策の大規模訓練

　

　

吉倉　昨年3月11日の東日本大震災では、都内に

大量の帰宅困難者が発生し、大きな問題となり

ました。この教訓を生かした大規模かつ実践的

な訓練の必要性を、昨年9月の都議会定例会で

質問に立ち、訴えさせていただきました。今回の

訓練は、新宿駅のほか東京駅、池袋駅などを中

心に1万人規模となりました。これほどの規模で

行う訓練は都として初めてになります。

村上　まさに「3・11」で浮き彫りになった課題

が、今回の訓練の軸になっています。一番大きな

問題が「情報がなかった」ということ。地域の被

災状況や、どの施設が帰宅困難者を受け入れてい

るのか、その場に留まるべきなのか、帰るべきな

のか、まったくわかりませんでした。

吉倉　あの時は、電話が通じませんでした。帰宅

困難者を受け入れる環境のある施設側もどうして

よいかわからなかった。

村上　やはり「情報インフラ」の整備が重要で

す。災害時にも輻輳（ふくそう＝通信が集中して

使えなくなること）がない自営通信網を使って、

地域や広域の被災情報や帰宅困難者の受入施設

情報などを速やかに把握し、地域の事業者や新

宿区災害対策本部と共有するとともに、帰宅困

難者にもそうした情報を発信することが有効だ

と考えます。それが今回の訓練の重要なポイント

の一つでした。帰宅困難者への情報発信のツー

ルとして、今回は「エリアワンセグ」を導入しまし

た。これは、ある地域に限定して情報を発信でき

るものです。新宿駅西口地域の情報拠点となる

現地本部（工学院大学内）から、地震情報や被災

情報、鉄道運行情報、受け入れ可能な施設情報、

施設への誘導情報を、帰宅困難者がもつ携帯電

話・スマートフォンなどのワンセグに発信しまし

た。情報を得ることで、帰宅困難者に「安心感」

をもってもらうことができると思います。

吉倉　東日本大震災の時は、皆が情報を求めて

駅に殺到しました。電話などでの家族の安否確

認ができなかったこともあり、一斉に徒歩での帰

宅を始めたため、道路もあふれました。もし首都

直下型地震が起きた場合、私たち都民・区民は、

まずどのような行動を心がけるべきでしょうか。

特別
対談 工学院大学村上正浩准教授×よしくら正美都議会議員

震災に負けない東京をつくろう！震災に負けない東京をつくろう！ 東京都の帰宅困難者対策の大規模訓練が2012年２月３日、新宿駅などを中心に実施されました。
訓練を推進した、工学院大学建築学部まちづくり学科の村上正浩准教授とよしくら正美都議会議員に、
訓練のポイントや災害時の心構えなどについて語り合ってもらいました。

村上正浩

よしくら正美

むらかみ・まさひろ◎准教授　博士（工学）／工学院大学
　建築学部　まちづくり学科／工学院大学新宿キャンパ
スを「都市型地域防災拠点」とし、行政、企業、地域と連
携した、新しい防災の取り組みを推進している。

吉倉・まさみ◎東京都議会議員、公明党新宿総支部長。都
議会では、総務委員会委員長を勤める。2008年にいち
早く新宿周辺の滞留者対策訓練の必要性を訴え訓練を実
施。これまで東京、新宿の「震災対策」において数多くの
政策を実現している。

防災都市・東京の構築へ全力吉倉

よしくらさんの「実現力」に期待村上

けが人、障がい者、女性の視点を吉倉

皆が「支援者」へと発想を転換村上

東日本大震災の教訓を生かして吉倉

情報発信で「安心感」与えたい村上

一、正確な情報を入手する。
一、むやみに移動しない。
一、消防、救急などの応急活動を優先。
一、家族の安否は「171」等で確認。

帰宅が困難に
なった場合の心得

KOMEI新宿ニュース
2012 SPRING
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村上　やはり、「正確な情報を入手する」こと、そ

して「むやみに移動しない」ことです。3・11の際

は、幸いにも東京では大規模な火災等はありま

せんでしたし、緊急を要するけが人も少なかった

のですが、道路の渋滞によって、救急車や消防車

が現場に行くのに時間がかかりました。家族の安

否確認の手段を災害用伝言ダイヤル「171」で

行ったり、被災地外の親戚等を経由して行ったり

するなどして、とにかく留まっていただくことが重

要になってきます。この「留まる」ことが、消防や

救急の助けになり、多くの方の命を救うことにな

ります。

吉倉　帰宅困難者は、その行動一つで被害を少

なくすることもできるし、もう少し言うと「応援」

する側に回ることで、大きな力になれる場合もあ

るということですね。

村上　そうです。発想の転換が大事です。意識の

上で、どうしても皆が「被災者」になってしまう。

しかし、全員が必ずしもそうではない。医療の知

識をもっている人、知識はなくともけが人を搬送

する力をもっている人、情報を伝達できる足を

もっている人など、だれもが「支援者」になること

ができるのです。

首都直下型地震に備えて

　　

　　

吉倉　首都直下型地震が起きた場合、首都圏で

448万人以上が帰宅困難者になるとも言われて

います。さらにけが人が16万人、そのうち重傷者

が2万人とも試算されています。想定外の被害が

起これば、もっと増える可能性があると思いま

す。

村上　災害時の医療の問題は、命に関わります。

ですから今回の訓練でも、負傷者へのトリアージ

と医療救護の訓練も行いました。トリアージと

は、災害時に治療や搬送の優先順位をつけるこ

とです。災害時には医師や医師の指示を受ける

看護師を十分に確保することが難しいかもしれ

ません。しかし、それらをフォローする、相応の知

識をもった救護ボランティアがたくさんいれば、

多くの人の命を救うことになります。地域にいる

医師や看護師、ボランティアが連携した医療救

護の体制づくりを進めていき、まずはこの命の問

題をきちんとクリアすることが必要です。

吉倉　災害時は、救急車や消防車などの救急、

救援、あるいは自衛隊や他県からの応援のため

道路の確保が重要です。都では緊急輸送道路の

確保を条例化し、その道路に面した建物の耐震

化を義務づけました。また、各企業に最低3日分

の水や食料の備蓄をお願いするように、現在、議

論を進めています。

村上　単純に備蓄をするというのは、場所や備

蓄品の確保だけでも大変な負担となる。例えば、

地域や高層ビルの中には飲食店や薬局もある。

ホテルには毛布などの宿泊に必要な備品があ

る。そういった、すでにある「地域の資源」をいか

していくこともあわせて考えていくべきです。

吉倉　おっしゃる通りです。災害発生時に飲料水

や食料などを提供してもらい、あとで支払いを行

うような協定を結ぶという方向もあるかもしれま

せん。あとは、震災対策を策定する際に、もっと

女性の意見を入れたり、障がい者の視点を入れ

たりする必要があると思っています。現在、都の

防災会議に女性が入っていないのです。声を大に

して、女性を入れるように申し入れています。

村上　被災するのは、男性や健常者だけではあ

りません。大事な視点ですね。

自助・共助・公助を立て分けた対策が急務

　

　　

吉倉　3・11の時、耳の不自由な方が歩いて帰宅

していたのですが、途中で電車が動いたという情

報が、その方には届きませんでした。多くの人は

電車の利用に切り替えることができたのですが、

その方は結局、朝まで歩いて家にたどりついたと

言うのです。考えなくてはならないことは山積み

です。

村上　都市化や核家族化によって薄れてしまっ

た助け合いの精神をもう一度見直す必要がある

かもしれませんね。いずれにしても、できること

から考えていくしかありません。対策を検討して

いくうえでは、「短期」に行う対策、「中期」に行

う対策、「長期」に行う対策、というように達成目

標を分けて考えることが必要です。そして、それら

の対策は、当事者が「自助」で行うものなのか、

被災者が助け合って「共助」という観点から行う

ものなのか、行政などが請け負う「公助」にあた

るものなのか、といった役割を明確にしておくこ

とも重要です。こうした視点から、早急に対策を

立て、実践していくことが望まれます。

吉倉　今ある設備を活用するという意味として

は、今回の東北の震災でも問題となった「断水」

が起こった際の最も効果的な対策として、公道上

の消火栓を活用し、直接住民への給水ができる

ように提案し、実現しました。

村上　それは素晴らしいことです。都市化は魅力

的である半面、超高層ビルの林立によって新たな

リスクも生んでいます。「高層難民」や「避難所

難民」といった東京ならではの被災者も出てくる

でしょう。たとえ訓練でできても実際の災害時に

できないということもあるかもしれません。しか

し、訓練でやっておかなければできないこともあ

るのです。平時が大事です。それが震災時にいき

てきます。私たちは「提案」はできますが、「実

現」するのは都議会であり、都政です。よしくらさ

んたちの活躍に期待しています。

吉倉　ありがとうございます。都議会公明党は、

次々と震災対策を提案しています。これからも世

界のモデルとなる「高度防災都市・東京」の構築

へ、全力で取り組んでまいります。

帰宅困難者対策の大規模訓練

　

　

吉倉　昨年3月11日の東日本大震災では、都内に

大量の帰宅困難者が発生し、大きな問題となり

ました。この教訓を生かした大規模かつ実践的

な訓練の必要性を、昨年9月の都議会定例会で

質問に立ち、訴えさせていただきました。今回の

訓練は、新宿駅のほか東京駅、池袋駅などを中

心に1万人規模となりました。これほどの規模で

行う訓練は都として初めてになります。

村上　まさに「3・11」で浮き彫りになった課題

が、今回の訓練の軸になっています。一番大きな

問題が「情報がなかった」ということ。地域の被

災状況や、どの施設が帰宅困難者を受け入れてい

るのか、その場に留まるべきなのか、帰るべきな

のか、まったくわかりませんでした。

吉倉　あの時は、電話が通じませんでした。帰宅

困難者を受け入れる環境のある施設側もどうして

よいかわからなかった。

村上　やはり「情報インフラ」の整備が重要で

す。災害時にも輻輳（ふくそう＝通信が集中して

使えなくなること）がない自営通信網を使って、

地域や広域の被災情報や帰宅困難者の受入施設

情報などを速やかに把握し、地域の事業者や新

宿区災害対策本部と共有するとともに、帰宅困

難者にもそうした情報を発信することが有効だ

と考えます。それが今回の訓練の重要なポイント

の一つでした。帰宅困難者への情報発信のツー

ルとして、今回は「エリアワンセグ」を導入しまし

た。これは、ある地域に限定して情報を発信でき

るものです。新宿駅西口地域の情報拠点となる

現地本部（工学院大学内）から、地震情報や被災

情報、鉄道運行情報、受け入れ可能な施設情報、

施設への誘導情報を、帰宅困難者がもつ携帯電

話・スマートフォンなどのワンセグに発信しまし

た。情報を得ることで、帰宅困難者に「安心感」

をもってもらうことができると思います。

吉倉　東日本大震災の時は、皆が情報を求めて

駅に殺到しました。電話などでの家族の安否確

認ができなかったこともあり、一斉に徒歩での帰

宅を始めたため、道路もあふれました。もし首都

直下型地震が起きた場合、私たち都民・区民は、

まずどのような行動を心がけるべきでしょうか。

特別
対談 工学院大学村上正浩准教授×よしくら正美都議会議員

震災に負けない東京をつくろう！震災に負けない東京をつくろう！ 東京都の帰宅困難者対策の大規模訓練が2012年２月３日、新宿駅などを中心に実施されました。
訓練を推進した、工学院大学建築学部まちづくり学科の村上正浩准教授とよしくら正美都議会議員に、
訓練のポイントや災害時の心構えなどについて語り合ってもらいました。

村上正浩

よしくら正美

むらかみ・まさひろ◎准教授　博士（工学）／工学院大学
　建築学部　まちづくり学科／工学院大学新宿キャンパ
スを「都市型地域防災拠点」とし、行政、企業、地域と連
携した、新しい防災の取り組みを推進している。

吉倉・まさみ◎東京都議会議員、公明党新宿総支部長。都
議会では、総務委員会委員長を勤める。2008年にいち
早く新宿周辺の滞留者対策訓練の必要性を訴え訓練を実
施。これまで東京、新宿の「震災対策」において数多くの
政策を実現している。

防災都市・東京の構築へ全力吉倉

よしくらさんの「実現力」に期待村上

けが人、障がい者、女性の視点を吉倉

皆が「支援者」へと発想を転換村上

東日本大震災の教訓を生かして吉倉

情報発信で「安心感」与えたい村上

一、正確な情報を入手する。
一、むやみに移動しない。
一、消防、救急などの応急活動を優先。
一、家族の安否は「171」等で確認。

帰宅が困難に
なった場合の心得
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帰宅困難者対策に全力帰宅困難者対策に全力

　東京都などは2月3日、東京、新宿、池袋のターミナル3駅周辺を

中心に首都直下型地震を想定した大規模な帰宅困難者の対策訓練

を行った。今回の訓練は、昨年9月の都議会定例会で公明党の吉倉

正美都議が実施を提案したもので、今回約1万人の参加者で実現し

た。昨年3月の東日本大震災では、交通機関のまひや情報通信手段

の断絶などにより都内で約352万人の帰宅困難者が発生、大きな混

乱を招いた。その教訓から、避難者の誘導や情報伝達、駅構内での

乗客保護、一斉帰宅の抑制および安全確保後の帰宅支援など実践的

な訓練が実施された。

　新宿区では、伊勢丹新宿本店の従業員が顧客役2500人、誘導担

当社員役500人に扮し、顧客保護などの訓練を実施。新宿駅周辺で

はワンセグ放送や会員制交流サイト（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）の「ツイッター」、大型ビジョンなどによって災害情

報が提供され、参加者は多様な情報を自ら収集、判断しながら、一

時滞在施設の都庁舎に向かった。その他、大規模災害など多数の傷

病者が発生した際、その傷病者の重症度と緊急性によって治療の優

先度を決定する「トリアージ」、またそれをサポートするボランティ

ア等の医療救護訓練も併せて実施された。

東京・新宿・池袋の
ターミナル3駅周辺で
大規模同時訓練を実施

2012年

春号

訓練にあたる左から
村上工学院大学准教授、猪瀬東京都副知事、中山新宿区長、吉倉都議

大型ビジョンを使用しての情報提供等の訓練

ボランティアを交えての「トリアージ」等の医療救護訓練

www.shinjukukomei.com

東日本大震災による避難者のために
都営住宅（百人町アパート）の
入居期限を延長致しました。

　よしくら正美都議など都議会公明党は、昨年11月、都庁で、石原
慎太郎知事あてに、東日本大震災による避難者の住居について、
避難生活が長期化している状況を踏まえて、入居期限の延長を申
し入れました。
　これに対し、東京都都市整備局は、都営住宅については、平成
24年7月末までとしていた入居期限を、入居日から2年間に延長。
また、民間賃貸住宅についても、当面1年間としていた入居期限を
2年間に延長することが決定しました。

生徒用防災ヘルメットの購入
中学校及び特別支援学校（中学部）に、全生徒分の防災用折
りたたみ式ヘルメットの配備が決定しました。

災害情報システムの再構築
災害時に、区民への情報提供を強化するため、防災行政無線
や防災ラジオ、ツイッター、ホームページ等の既設インフラ
の活用をはじめ、エリアメールやワンセグ放送システムなど
伝達手段の多様化を推進します。また、避難所等で災害時の
迅速な情報収集及び伝達ができるように災害情報システム
の再構築を行います。

女性の視点を生かした防災対策
①災害時における女性への配慮や、災害時の担い手として
女性が活躍することは重要な観点であることから、男女共同
参画の会議で女性の視点での防災対策について積極的に意
見を集約し、区の防災会議につなげ、災害時の人権や参画な
どに配慮します。
②区立小中学校などの避難所における避難所運営に、女性
責任者や女性コーディネーターを設置し、女性の避難所運営
体制づくりを行います。
③プライバシー確保のための間仕切りの備蓄について検討
を行うとともに、避難所運営管理訓練の中で、女性専用ス
ペースの開設、男女別トイレの設置及び女性の視点にもとづ
く避難所運営のシュミレーション等についての検討がされる
ことになりました。

健康支援
高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種に公費助成
65歳以上の方と呼吸器系の慢性疾患や腎不全等の基礎疾
患のある方を対象に、医療機関での平均的な価格の半額程
度の公費助成が24年度内に実施されることが決定しました。

防災対策

高齢者
支援

都市型軽費老人ホーム
「ルミエールふるさと」が
大久保に開設 （24年4月）
身体機能の低下等で自立した日常生活を送ることに不安が
あり、家族の支援が難しい方に居室・食事等を提供し、日常生
活に必要な支援をします。

24時間対応の
在宅訪問サービスを本格実施
（24年度）
在宅介護を支えるため、24時間365日、困った時にいつでも
対応できる定期巡回・随時対応型訪問介護を本格的に実施し
ます。
●問い合わせ：高齢者サービス課 03-5273-4593

新宿区議会トピックス

http://www.shinjukukomei.com/区議会公明党 03-5273-3552 ウェブサイト

　新宿総支部女性局がこの一月に20代、30
代の女性を中心に行った「震災対策意識調
査」の結果が、このほどまとまりました。
　それによると有効回答数は１２８。年代別で
は20代が約60％、30代が約30％、86％が
会社員でした。
　東日本大震災に関しては、平日の昼間とい
うこともあり、約60％の人が職場や学校で震
災に遭遇。当日帰宅できた人は68％、できな
かった人は28％で、帰宅できた人でも66％
は徒歩で帰っており、いわゆる「帰宅難民」に
なっていたことがわかります。
　新宿駅を中心として行われている避難訓
練（帰宅訓練）について、事前に知っていた人
はわずか17％で、8割以上の人が認識してお
らず、実際に参加した人はいませんでした。し
かし今後あった場合に参加したいとする人は

６割以上いて、関心の高さがうかがえます。
　震災発生後に不安に感じたことについて
は（複数回答）、やはり家族や友人と連絡がと
れないことが圧倒的に多く83％。以下、余震
の発生や、水・食料が手に入るかどうか、など
と続きました。
　それを受け、震災後に災害備蓄を用意した
り、地域や家族とのつながりを大事にするよ
うになった人も多くいます。
　具体的な行政への要望としては、携帯電話
が使えるようにしてほしいとの声や、携帯電
話の充電ポイントの提供、交通情報の迅速な
周知、避難所での食料確保、震災対策グッズ
の配布などがあがりました。
　総支部としても、区議会、都議会と連携し
ながら、これらの貴重な意見を受け、より充実
した震災対策を進めていきます。

News Flash
震災発生後、
あなた自身が
一番困ったこと、
不安に感じたことは
何でしたか？
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都営住宅の入居期限延長を喜ぶ避難者の方々


