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工学院大学による地域と連携した

大規模地震災害へ減災対策の取り組み

2つのキャンパスをもつ工学院大学
○新宿キャンパス：都心型超高層キャンパス(B6階 ～29階)、業務地区、地区内残留地区など

○八王子キャンパス：郊外型キャンパス、広域避難場所など

新宿キャンパス

八王子キャンパス Google map
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工学院大学（新宿・八王子キャンパス）を地域の防災拠点として、大学間の連携・地

域との連携による共助体制づくり、防災ワークショップ・防災訓練の実施など

主な取組み

・工学院大学地震防災タスクフォース（理事長、学長、職員、教員・・・）

・新宿駅周辺滞留者対策訓練協議会（東京都、新宿区、工学院大学、JR/私鉄、事業者など）

・新宿区との協定（新宿西口・現地本部）、八王子市との協定（広域避難場所、ボランティア）

・研究・教育：文部科学省・国土交通省などの助成（学生支援GP、EECなど）

大学・地域の連携による共助体制・減災対策

地域防災拠点

新宿キャンパスを拠点とした取り組み（H20年度）
大学・東戸山地区住民・新宿区が
連携した取り組み

大学・事業者・新宿区・東京都等(新宿駅滞留者対策訓練協議会)が連携した取り組み

2008.9.28 防災ワークショップ

2008.11.9 地震防災訓練

2008.10.22 超高層ビル発災対応型訓練と、地域協働による新宿駅周辺の滞留者対策・傷病者対応・
学生ボランティア活動・地域情報の共有などを目的とした地震防災訓練

工学院大・新宿キャンパス

新宿駅西口地域

東戸山地区



大学・東戸山地区住民・新宿区が
連携した取り組み（防災ワークショップ）

実施日時：2008年9月28日（日） 8：30～14：30
実施会場：東戸山小学校 参加者：住民約60名、工学院大・区職員他約60名
実施内容：まちなか・マンションの防災資源・危険箇所の点検、点検マップづくりなど

まちなか・マンション点検の様子防災ワークショップの対象エリア

マンション点検マップづくり

作成した点検マップを持ち帰り、
学生さんが大学にてデジタル化

マンション点検マップの一例



地域点検マップづくり

地域点検マップ作成支援システムの利用

今後、大学・地域が一体となってシステムを運用していく予定

システムを利用した点
検マップづくりの様子

大学・東戸山地区住民・新宿区が連携した取り組み
（地震防災訓練）
実施日時：2008年11月9日（日） 8：30～11：00 実施会場：東戸山小学校

参加者：住民約800名、工学院大・区職員他約100名

主な実施内容

①マンション・まちなか発災対応型訓練、②被災情報等収集・被災マップ作成訓練

③安否確認訓練（民生委員、災害時要援護者含む）

④被災情報・安否確認情報等の伝達訓練、⑤会場型の総合防災訓練

マンション・まちなか発災対応型訓練

被災情報等収集・被災マップ作成訓練



大学・事業者・新宿区・東京都等が連携した取り組み

新宿区役所
○区災害対策本部：全体統制
○東口・情報提供拠点（都心部・八王子・広域情報）（3階）
東口・現地本部への情報提供（新宿地域、広域帰宅支援情報など）

○東口・現地本部（5階）
図上演習訓練、西口・現地本部との情報共有（防災無線、各種システムなど）

インターネット網

インターネット網

八王子地域

石川県金沢市

長距離無線LAN

防災無線

新宿地域

長距離無線LAN網
（八王子～新宿：約33km）

防災無線
防災無線

災害時優先電話

東京医科大学病院（工学院大学内・仮設置）
○2次トリアージ、中・重症者対応

八王子市役所
八王子地域の被災情報・
交通情報・道路情報など
の提供

星陵女子短期大学（沢野）
情報ボランティア拠点：インターネット等を利用した広域
帰宅支援情報（被災情報、交通情報、道路情報など）の
収集・提供

大妻女子大学（干川）
学生ボランティア拠点：携帯電話を利用
した広域帰宅支援情報（被災情報、交
通情報、道路情報など）の収集・提供

新宿中央公園
○角筈特別出張所・災害現地本部
○西口・情報提供拠点（都心部・八王子・広域情報）
情報提供拠点開設、要援護者・介助者受入、学生ボランティア派遣要請・

受入、学生ボランティアと連携した滞留者への広域帰宅支援情報などの提
供など（防災無線、各種システム）
○体験型訓練（四谷消防署）、ボランティア受入訓練（新宿区、NTT東日本）

議会棟1階
○都職員による要援護者・介助者受入、学生ボランティア
派遣要請・受入
○学生ボランティアと連携した要援護者対応（要援護者の
受付、飲料水の提供、トイレへの誘導、災害情報の提供）
○学生ボランティアによる要援護者・介助者の誘導 JR東日本

鉄道運行情報の提供、滞留者情報の提供
(西口・現地本部：防災無線)

工学院大学新宿校舎
○大学災害対策本部(2階)
発災対応訓練、八王子校舎・後方支援本部との連携、学生ボランティア派遣（新宿

中央公園、議会棟、トリアージポスト、新宿西口地域：情報収集）など
○傷病者対応訓練（1階：東京医科大学病院、新宿消防署、DMAT、新宿消防団、健
康相談室、学生ボランティア）
救護所開設、1次トリアージ、2次トリアージ（仮・東京医科大病院内）

○要援護者・介助者受入（B1階）
○体験型訓練、学習型訓練、講演型訓練、展示（新宿消防署、日本赤十字社、新宿
区、日本光電、損保ジャパンリスクマネジメント、東京医科大学病院、TG情報ネット
ワークサービス、損保ジャパンちきゅうくらぶ、警視庁）
○西口・現地本部（1階）
西口事業者の参集、西口・現地本部の立ち上げ、西口の情報収集・共有、東口・現

地本部との情報共有、広域帰宅支援情報・広域医療情報等の収集・共有（長距離無
線LAN・災害時優先電話利用：八王子地域・金沢市）、滞留者への情報提供など

災害時優先電話

私鉄
私鉄運行情報の提供、滞留者情報の提供
(西口・現地本部：災害時優先電話)防災無線

2008年10月22日（水） 13：30～16：00

東京湾北部地震(M7.3)想定、参加者：約2000名

自助、共助、公助それぞれのルールづくり

①超高層ビル発災対応型訓練・傷病者対応訓練

②新宿西口・現地本部の災害情報受発信訓練

③駅周辺滞留者・災害時要援護者の受入れ訓練

④学生ボランティア活動、体験型訓練 など

新宿キャンパス

八王子キャンパス

発災対応訓練（高層棟12階以上）
初期消火、傷病者対応（応急救護、搬送）、情報収集、

情報伝達、指定避難教室への避難、安否確認 など

高層棟

中層棟

発災対応訓練



高層棟

中層棟
災害対策本部

発災対応訓練（大学災害対策本部、2階）
本部員参集、大学災害対策本部立ち上げ、情報収

集・整理、意思決定、学生ボランティア派遣 など

傷病者対応訓練（1階アトリウム）

歩ける

歩けない

１次トリアージ
（東京消防庁・東京医科大学病院・DMAT）

重傷者

その他

(仮)東京医科大学病院内、２次トリアージ

工学院大学・新宿キャンパス 応急救護所 工学院大・学生ボランティアと、

東京DMAT、東京医科大病院、

新宿消防署、新宿消防団

の協働による傷病者対応訓練

工学院大・学生ボランティア

・傷病者搬送・誘導

・トリアージタグへの記録



新宿区役所

インターネット網

インターネット網

八王子地域

石川県金沢市

防災無線

新宿地域

長距離無線LAN網
（八王子～新宿：約33km）

防災無線
防災無線

災害時優先電話

八王子市役所

星陵女子短期大学（沢野）

大妻女子大学（干川）

新宿中央公園

都庁・議会棟1階

JR東日本

工学院大学新宿校舎

災害時優先電話
私鉄

防災無線

工学院大学八王子校舎

新宿西口

現地本部訓練

(1階アトリウム)

大学・周辺事業者・自治体

の協働による情報収集、

周辺事業者・駅前滞留者へ

の情報提供 など

八王子キャンパスを拠点とした取り組み（H20年度）
大学・中野町甲和会・八王子市が連携した取り組み
日時：2008年4月16・17日（水・木） 10：30～17：00

会場：工学院大学八王子校舎内

「2008年度新入生オリエンテーション・キャンプ：キャンパス点検マップをつくろう」

工学院大・

八王子キャンパス

中野町甲和会
Google map



大学・中野町甲和会・八王子市が連携した取り組み

日時：2008年7月17日（日） 8：30～15：00 会場：工学院大学八王子校舎内

「まちなかウォッチング、地域点検マップづくり」

日時：2008年10月5日（日） 8：30～12：00 会場：中野町甲和会館

「点検マップをもとに地域再点検」、「地域の課題整理」

完成した地域点検マップの例

全700世帯に配布予定（3月中）



大学・中野町甲和会・八王子市が連携した取り組み

実施日時 2008年11月25日（火） 15：00～16：10

実施会場 八王子校舎スチューデントセンター

「八王子校舎・中野町甲和会合同防災訓練（応急救護訓練（三角巾）、体験型訓練

（発電機の稼働、仮設トイレの組み立て）、炊き出し訓練など）」
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今後の目標・・・

日本全国、さらに世界へ（いのち・つなぐ・ちから）日本全国、さらに世界へ（いのち・つなぐ・ちから）


