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１．はじめに  

本研究の目的は、新宿駅周辺地域をモデルケース

として、本学新宿校舎を地域防災拠点とした防災街

区を形成し、地震時の被害軽減と速やかな都市機能

の回復を可能とするモデルを構築することにある。

地域防災拠点は、平常時にはひとづくりやしくみづ

くり、研究活動等を行い、地震時には応急活動・医

療救護活動・復興活動等の拠点となるとともに、非

常時通信システムとリアルタイム広域情報共有シス

テムの活用によって地域の情報拠点として機能する。 

本年度は、(1)新宿駅西口地域については滞留者・

帰宅困難者対策および災害医療対策を検討し、一方

で(2)新宿駅周辺部の住商混在地域については住民

防災リーダーの育成と地域防災体制の構築を行った。 

 

２．新宿駅西口地域の滞留者・帰宅困難者対策およ

び災害医療対策の検討  

 本課題では、①ひと・しくみづくりによる滞留者

対策・災害医療対策の推進と実践訓練を通じた効果

の検証、②新宿駅西口地域の防災資源の把握と滞留

者・帰宅困難者対策および災害医療対策への活用、

③モバイル空間統計を活用した滞留者・帰宅困難者

の推定注 1)、をテーマとした。 

２．１ ひと・しくみづくりによる滞留者対策・災

害医療対策の推進と実践訓練を通じた効果の検証 

平日の昼間に大規模地震が発生した場合、新宿駅

周辺地域では大量に発生する滞留者への対応、さら

には高層ビル内で同時多発的に多数発生する傷病者

への対応が大きな課題となる。本年度は、昨年度ま

での成果と課題を踏まえ 1)-4)、地域防災拠点を中心

に、地域事業者と新宿区が連携した滞留者対応およ

び情報受発信の仕組みづくりと行動マニュアルの整

備、地域の医療従事者と非医療従事者が連携した災

害医療の仕組みづくりを重点的に進めた。一方、こ

れらの仕組みを実行性あるものにするため、ひとづ

くりにも重点をおき、地域事業者を対象とした新都

心の地域減災セミナーを通じて災害医療問題への認

識を深めるとともに、日本赤十字社東京都支部の協

力により救護ボランティアの育成も行った。また、

本学学生自治会を中心に工学院大学赤十字奉仕団を

結成し、普通・上級救命講習や防災士講習を通じて

学生ボランティアの育成を進めた。 

上記の効果を検証するため、10 月 5 日（火）14

時から 16 時 30 分にかけて、地域の事業者・大学生・

医療従事者・防災関係機関など約 1000 名が参加した

大規模な地震防災訓練を行った 5)。本訓練では、訓 

練当日の 14時に首都圏で震度 6弱以上の地震が発生

したことを想定し、まず 14 時から 15 時 30 分にかけ

て、5 つのビル事業者（工学院大学、エステック情

報ビル、新宿センタービル、損保ジャパングループ、

住友不動産株式会社）が改正消防法に対応した地震

防災訓練を同時に実施した（写真 1）。並行して、14

時 30 分からは、工学院大学新宿校舎 1 階に設置した

新宿西口現地本部において、地域事業者等が連携し

た情報収集と情報集約、新宿区災害対策本部・新宿

東口現地本部・帰宅困難者支援情報提供ステーショ

ン間の災害情報受発信などを行った（写真 2）。また、

新宿駅西口地域で多数の傷病者が発生したことも想

定し、地域の応急救護所を工学院大学新宿校舎 1 階

に立ち上げ、新宿西口現地本部と連携しながら地域

の医療従事者・非医療従事者による傷病者対応訓練

もあわせて実施した（写真 3）。一方、15 時から 16

時 30 分にかけては、工学院大学、エステック広場、

エステック情報ビル、新宿中央公園で様々な防災イ

ベントも同時に開催し、防災に役立つ実践的な知識

や先進的な防災対策について学んだ（写真 4）。 

訓練の結果、上述した取り組みによる減災効果を

確認することはできたが、滞留者対応については地

域内の情報共有手段の多重化や行動マニュアルの改

善、現地本部の役割・機能の見直し等、傷病者対応

については応急救護拠点の設置・運営方法や応急救

護所内のトリアージスペースの見直し、救護ボラン

ティアの持続的な育成方法等の多くの課題も明らか

になった。 

 ＊ ：工学院大学工学部建築学科  
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写真 1 工学院大学地震防災訓練の例（左：高層階

での傷病者対応、右：災害対策本部での情報整理） 

  

写真 2 新宿西口現地本部訓練（左：住友ビルでの

救護ボランティア、右：現地本部での情報整理） 

  

写真 3 多数傷病者対応訓練（左：地域の医療従事

者によるトリアージ、右：傷病者情報等の整理） 

  

写真 4 防災イベント（左：マンホールトイレ設置、

右：ボランティア活動訓練） 

 

２．２ 新宿駅西口地域の防災資源の把握と滞留

者・帰宅困難者対策および災害医療対策への活用 

新宿駅西口地域に広がる高度利用市街地には多様

な地域防災資源が存在している。本テーマは、当地

域が有する防災資源を把握し、滞留者・帰宅困難者

対策および災害医療対策へ有効活用することを目的

としたものである。 

本年度は、既往研究 6)等を参考にしながら、公開

空地や地下空間等オープンスペース、ホテル、診療

所・病院、薬局等の調査項目を決定し、現地にて調

査を実施した。オープンスペースについては、スペ

ースの規模や雨天時の利用可能性、周辺道路からの

アクセス性、医療資源の調達のしやすさなどもあわ

せて調査した。なお、本調査ではビル内の 1 階スペ

ースは調査対象から除外した。 

調査の結果、滞留者・帰宅困難者対策および災害

医療対策へ活用できる防災資源として、オープンス

ペース 41 箇所、病院・クリニック 84 箇所、薬局・

ドラッグストア 21 箇所、コンビニ 26 箇所、ホテル 

 

図 1 当地域内の防災資源の分布状況 

 

図 2 医療救護拠点としての活用可能性の評価例 
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15 箇所を抽出することができた（図 1）。また、オー

プンスペースについては、規模や雨天時の利用、周

辺道路からのアクセス、医療資源の調達のしやすさ

などの観点から一時収容拠点および医療救護拠点と

しての活用可能性を明らかにした（図 2）。 

 

３．新宿駅周辺部住商混在地域の住民防災リーダー

の育成と地域防災体制の構築  

 平成 20 年度から新宿駅周辺部にある住商混在地

域の地域防災力向上を目的として、住民防災リーダ

ーの育成と地域防災体制の構築を進めてきた 7)-9)。

本年度は、花園小学校避難所運営管理協議会に属す

る、新宿 1・2 丁目、花園町、新宿園、番衆町、三光

町の 6 町会、および四谷第 6 小学校運営管理協議会

に属する、須賀町、大京町、南元町、信濃町、内藤

町、霞ヶ丘町、左門町の 7 町会を対象として上記を

実施した。なお、花園小学校避難所運営管理協議会

は昨年度から継続した取り組みである。 

花園小学校避難所運営管理協議会では、まず、10

月 12 日(火)18 時から 19 時 30 分に当協議会の地域

防災体制に基づいた災害図上訓練を実施し、組織体

制や役割の確認を行った。そして、11 月 28 日(日)8

時 30 分から 10 時 30 分には、各町会内での初動対応

（初期消火、応急救護）・情報収集・情報伝達、さら

に避難所（都合により四谷地区センターで開設）で

の情報整理・情報受発信ならびに避難所開設につい

て発災対応型の地震防災訓練を実施し、実践訓練を

通じて当協議会の地域防災体制の検証を行った（写

真 5）。 

 一方、四谷第 6 小学校避難所運営管理協議会につ

いては、まず、7 月 25 日(日)9 時から 12 時にかけて

防災ワークショップを実施した（写真 6）。ワークシ

ョップでは、まちなかウォッチングによる防災資

源・防災上の課題の確認、それに基づいた地域点検

マップの作成（図 5）、さらに地域内の地震被害とそ

れに対応するための地域防災体制の検討を行った。

この結果をもとに当協議会の地域性に適した地域防

災体制づくりを進め、11 月 21 日(日)8 時 30 分から

11 時 30 分に実施した発災対応型の地震防災訓練を

通じて、地域防災体制の確認と検証を行った。訓練

の内容は、花園小学校避難所運営管理協議会と同様

に、各町会内での初動対応（初期消火、応急救護）・

情報収集・情報伝達、さらに避難所（四谷第 6 小学

校）での情報整理・情報受発信ならびに避難所開設

である（写真 7～9）。また、避難所では様々な体験

型訓練も並行して行い、多くの住民が参加した（写

真 10）。 

 訓練後、それぞれの協議会において本年度の訓練

報告会を開催し、地域防災体制の効果と課題につい

て意見交換を行った。住民からは、構築した地域防 

  

写真 5 発災対応型の地震防災訓練（左：町会内で

の傷病者対応、右：避難所での情報整理） 

  

写真 6 まちなかウォッチング（左）と、地域点検

マップづくり（右） 

 

図 5 ワークショップの結果をデジタル化した地域

点検マップ（防災上の課題）の例（須賀町） 
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災体制と本年度の取り組みについて一定の評価を得

ることができたが、行動マニュアルの作成や防災リ

ーダーの継続的な育成など、次年度に向けた課題も

明らかになった。 

  

写真 7 発災対応型の地震防災訓練（左：町会内で

の傷病者対応、右：町会内での初期消火対応） 

  

写真 8 各町会で集約した被害情報等の駆けつけ報

告（避難所） 

  

写真 9 避難所での情報整理（左：ホワイトボード

への情報整理、右：被災マップの作成） 

  

写真 10 避難所での体験型訓練（左：AED・心肺蘇

生、右：応急救護） 

 

４．おわりに  

本年度は、新宿駅西口地域を対象に滞留者・帰宅

困難者対策および災害医療対策の検討を行うととも

に、新宿駅周辺部住商混在地域を対象とした住民防

災リーダーの育成と地域防災体制の構築を並行して

進めた。次年度は、本年度の成果の発展と課題の解

決を行うとともに、新宿・八王子校舎および早稲田

大学大久保校舎間の非常時通信システム（中課題 4）

を活用したリアルタイム広域情報共有システムの開

発および運用実験を実施する。 
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補注 

1)他地域と連携した滞留者の時差帰宅や災害時要援護者

の支援、他地域から流入する帰宅者への対応など、新宿

駅周辺地域の滞留者・帰宅困難者対策を具体化するには、

どの時間帯に、どのような属性（性別、年齢、居住地な

ど）をもつ人々が、新宿駅周辺地域にどれくらい滞留す

るのか、一方で他のターミナル駅から帰宅する人々が新

宿駅周辺地域にどれくらい流入するのかを明確にする

必要がある。本テーマでは、NTT ドコモの携帯電話ネッ

トワークの仕組みを利用して人口の分布状況を時系列

で推計できる「モバイル空間統計」を活用し、滞留者・

帰宅困難者対策に係る上記課題の明確化と広域を見据

えた具体的対策の立案を目指している。なお、本テーマ

は、工学院大学と NTT ドコモ先進技術研究所との共同研

究のもと、東京都総務局総合防災部がオブザーバーとし

て参加し、3 者で本テーマの研究を進めている。現段階

では、共同研究契約に基づいた研究成果の公表について、

NTT ドコモ先進技術研究所および東京都総務局総合防

災部より承諾が得られていないため、本報では割愛した。 
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