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【開園年月日】 平成 �� 年 � 月 � 日
【面積】 ��,���,�� ㎡（令和 � 年 � 月 � 日現在）
【お問合せ】 ����-��-����都立六仙公園

都立六仙公園 防災ガイドマップ

災害救援ベンダー
災害・緊急事態の発生による停電時に、管理者
の操作で自販機内の商品を無料で提供します。

ソーラー照明灯
ソーラー式の園路灯や入り口部分には広域避難場所表示灯があります。

防災トイレ
災害時には、マンホールの蓋を外してテントを
設置することにより、仮設トイレとして使用する
ことができます。

かまどベンチ
普段はベンチですが、災害時には座る部分を
外して「かまど」として炊き出しなどに用いる
ことができます。

入り口表示灯 園路灯
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注）避難方法は区市町村ごとに異なります。お住まいの区市町村防災担当課にお問い合わせください。

公園の防災 Q & A

災害時に役立つサイト（東京都防災ホームページより）
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公園は自治体により『広域避難場所』や『避難場所』に指定されています。皆さまの安全を守る

ため、避難の際は公園スタッフの指示に従って行動いただきますようお願いいたします。

避難の流れ
Evacuation Flow Chart

避難所、避難場所への避難は災害の状況により対応が異なります。
避難の順序について以下のフローを参考にしてください。

広域避難場所とはなんですか？

避難所とのちがいは何ですか？

公園内のどこに避難したら安全ですか？

公園では災害に備えて、どんな取り組みをしていますか？

災害時の各種情報サイト
◇地震・気象情報
◇降雨・河川水位情報
◇ライフライン情報
◇交通情報　など

東京都防災マップ
◇避難所、避難場所
◇給水拠点
◇医療機関
◇コンビニ　など

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/link/1000045/index.html https://map.bosai.metro.tokyo.lg.jp/

●避難指示があった　　　　　　　●火災の危険がある
● Instructions given to evacuate.　● Danger of fire.

危険がない
No danger.

危険で一時集合場所に行く
余裕がない
Danger of fire makes it
impossible to go to the
temporary evacuation area.

一時集合場所へ向かう（小・中学校、近所の公園）
Head toward the temporary evacuation area.

 (Elementary and junior high schools, neighborhood park)

火災の危険があり、一時集合場所が危ない
Danger of fire. The temporary evacuation
area is in danger.

火災の危険がなく、一時集合場所が安全
No danger of fire. The temporary
evacuation area is safe.

広域避難場所に避難（大きな公園・広場）
Evacuate to an evacuation area.
(Large park and public space)

火災の危険がなくなる
Danger of fire subsides.

被害がない
No damages.

被害があり生活できない
Damages are too great
to live at home.

家に戻る・在宅避難
Return home / Stay at home

避難所に避難（小・中学校など）
Evacuate to an evacuation center.
 (Elementary and junior high schools, etc.)

大きな地震が起きた大きな地震が起きた

東京都防災ホームページより
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/bousai/1000026/1005242.html

the moment a major earthquake strikesthe moment a major earthquake strikes

一時集合場所で待機
Remain at the temporary evacuation area.

広域避難場所とは、大きな火事などの危険から身を守るため、一時的に避難する場所と
して東京都と市区町村が指定する場所のことです。詳しくは「避難の流れ」もご覧ください。

避難所とは、避難者用の救援物資や資機材が備蓄されている小・中学校などの施設のこと
です。避難場所とは、公園など火災や地震による倒壊・落下物から身を守れる広場等が
ある場所のことです。

災害の状況により異なりますので、火災・煙や倒木、転倒・落下物の危険が少ない場所、
大きな広場の中心等に移動し、ご自身で安全を確保してください。

災害時の通信訓練や初期消火訓練、救命講習などを実施しています。また、定期的に防災
の啓発イベント（そなえパークなど）を実施するなど、地域の皆さまの安全・安心に貢献
できるよう、日々取り組んでいます。
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