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令和２年度 夢の島公園・夢の島熱帯植物館事業報告 

 

夢の島公園・夢の島熱帯植物館 

指定管理者：アメニス夢の島グループ 

館長 高橋 将 

Ⅰ．はじめに 

令和 2年度は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会

(以下、大会)の開催予定であったが、新型コロナウイルス感染

症（以下、感染症）が拡大し、開催は 1 年延期となった。公園

内で行われていた整備工事も中断となり、大会のセキュリティ

フェンス設置やバリケートなどの他、決勝会場となる競技場内

も様々な施設が残置となった。園内の各広場も利用制限のまま

となり、大型バスなどが駐車できる南側（第一）駐車場は大会

関係で令和 2年 8月まで利用不可となった。それでも公園利用を 

される方もおり、東京都の指導による不要不急の外出を控えて頂 

く利用指導や感染症対策のオリジナルポップ掲示や園内アナウン

スで注意喚起を行った。 

なお、感染症の拡大は、公園内施設である夢の島熱帯植物館に

も影響を及ぼし、令和 2 年度は臨時休館からのスタート。開館は 6月となり、それまでは植物の管理の

他、再開館に向けた感染症対策や施設の新しい利用方法などを模索した。令和 2年度は、人々の生活様

式も一変する年となり、我々、施設を管理する側も従来の来館促進から新しい発想の転換を要する 1年

となった。 

 

Ⅱ．夢の島公園 

（１）公園利用 

 感染症拡大措置として緊急事態宣言が発令され、公園利用者には、

利用時間の制限や混雑時の利用を控えて頂くなどの自粛要請を実施。

また、飛沫感染を避けるため、利用自粛のチラシを作製して配布し

た。全トイレ洗面所に石鹸を配備し、公園利用マナー看板を増設して

感染症の注意喚起を行った。 

幸い、整備工事や大会関係での占用区域により、利用できる広場の

制限や駐車場の閉鎖、さらに園内施設であるＢｕｍＢスポーツ東京文

化館は前年度 2 月より組織委員会の占用となっており、施設利用者な

どの園内通行も無いなどの要因も相まって、利用者が三密となることは 写真 2 利用自粛チラシ配布 

 

写真 1 マナー看板増設 

（オリジナルポップ） 
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無かった。ただし、緊急事態宣言が解除となった 6月以降は夢の

島熱帯植物館や第五福竜丸展示館の再開館、8 月下旬には南側

（第一）駐車場の再開、10月にはＢＢＱ利用の開始など、少しず

つ公園利用も増加した。特にＢＢＱ広場の利用は、数年間の護岸

工事やその後の園地改修工事によって約 2年半ぶりであった。利

用再開までは、職員の運用教育を実施し、予約時のトークスクリ

プトを公式ＨＰに掲載。予約時には、事前にＨＰを確認頂いてか

らの受付とすることで、一件当たりの所要時間を短縮し、話し中で

電話が繋がらないなどのご意見が低減できた。ＢＢＱ利用は、感染

症対策の観点から、利用卓数を一つ置きとして卓数利用数を半減とした。利用の多い週末には、職員が

ＢＢＱ広場に赴き、利用者には利用誓約書に署名を頂くなどの取り組みを適切に遂行し、長い休止期間

があったが、クレームなどは発生しなかった。なお、1月に再び緊急事態宣言が発令された。ＢＢＱ広

場も利用停止し、東京都の指導による公園での飲酒などは、ご遠慮頂くなどの感染症対策を遂行した。 

 

（２）公園維持管理作業 

感染症の拡大により、大会の延期が決定されたが、大会組織

委員会の整備工事は 7 月まで実施された。年度当初は緊急事態

宣言下であったが、6 月には植物館も再開となり利用者の動線

の安全確保の他、埋設管損傷事故対応を含め、現場立会を実施

して不安全箇所の是正など安全第一で工事を行うよう指導し

た。整備工事は 12月より再開し、年が明けた 1 月からは、本

格的となった。植物館横の芝生広場の閉鎖、樹林地や園路際な

どにセキュリティフェンスの延長工事などで、工事関係者が増

員され、園路も大型車両や重機が多く通行となった。感染症対策

のため、工事定例会などは自粛となったが、適宜、園内整備状況を確認して、車両の徐行などの安全指

導を行った。但し、大会の開催時期にも配慮し、工程に支障が出ないよう、公園の工事利用を大会組織

委員会や工事関係者と協議しつつ、打合せ事項や協議内容は朝礼や館内会

議などで共有を図り、時に来館者への告知を行うなどの運営を行った。 

公園維持管理作業では、ここ数年の公園改修工事により大きく樹木数

を減らすなど、園内環境が大きく変化し、前年度は台風で多数の倒木被

害を受けた。防災減災も踏まえた植栽管理計画(グリーンマネージメント

プラン)を改定。目標を①：歴史を継承していく公園、②：全ての利用者

へのおもてなし機能を備えた公園、③：災害対応能力の高い公園の 3点

に定め、グリーンマネジメントプランをもとに、大径木管理 5か年計

画・樹木診断 5 か年計画を作成した。今年度は倒木リスクが大きいと考

写真 3 ＢＢＱ利用再開 

写真 4 大会整備状況 

写真 5 樹木診断

umokusinndann 
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えられる高木ユーカリを対象に樹木診断を実施し、診断結果を

もとに園内の高木ユーカリを剪定(高所)作業のエリア管理を行

った他、大会のアーチェリー決勝会場となる陸上競技場内のヤ

シの手入れ、園内メイン通りにあるデイゴの剪定を実施した。   

これは、グリーンマネジメントプランでのゾーニングにより

園内の樹木・樹林地の特徴をふまえ、防災減災に繋がる処置す

べき優先順位の高い作業と樹木診断を大径木管理と関連付け、

樹木医の専門的な意見を取り入れることで、倒木リスクの樹木

に対して伐採ではなく、剪定（樹高低減）により倒木を防止で

き、樹木の保全が図られた。よって、気象災害などのリスク軽

減につながることで、豊かなみどりに貢献したと考える。 

施設管理では、高圧洗浄機やバキューム車による側溝特別清

掃や便所特別清掃により、良好な衛生環境を確保しつつ、大雨

時に園路が滞水する箇所は、改善工事を行うなど適切な施設修

繕を行い、台風対策およびデング熱ウイルス対策にも繋がっ

た。 

さて、前年度に夏花（夏に強い花・夏によく咲く花）の植付イベントや勉強会を行った夏花プロジェ

クトは、夏の大会を草花で彩り日本のみならず海外の方たちをもてなすことを目的に実施してきた。令

和 2年度は、大会整備の利用制限により規模は縮小したものの、夏花の植付を実施。また、前年までの

取り組みを通じて夏花 100種類を夢の島セレクション 100『応援花』として選定した。このセレクショ

ン 100『応援花』は夢の島公園を含む代表企業(株)日比谷アメニスが管理する 16の公園の花壇に取り

入れられ、園芸雑誌でもプロジェクトの内容を取り上げていただいた。夏は非常に気温の高い日が続い

たが、『応援花』の花壇は

良い状態を保ち、会場工事

ばかりが目立つ公園の中

で、来園者の憩いの場とな

ったこと、さらに、大会の

レガシーとして発展してい

くことと考えている。 

 

（３）公園利用促進事業 

 大会は 1年延期となり、年度当初は、公園利用再開のため、一部の仮囲いや敷き鉄板の撤去などの園

内工事が開始された。7 月には工事が終了したが、樹林地内のセキュリティフェンスの残置や競技場の

閉鎖継続など緑地の景観は損なわれたままとなった。通常の公園利用は難しく、また感染者数が増加し

て緊急事態宣言が継続された際は、利用自粛のアナウンスを行うなど、公園の利用を促進することも自

写真 6 ユーカリ樹高低減剪定 

写真 7 排水管交換工事 

写真 7 排水改善工事 

写真 8・9 夏花プロジェクト 
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粛となった。しかし、秋は感染者数が減少し、公園でも限られた広場で、利用促進事業を検討した。使

用場所などは、大会組織委員会との調整も行い、当初計画していたブラインドサッカーは人との接触な

どを懸念し中止としたが、隣接する江東区陸上競技場と連係したアーチェリー体験は、使用道具を消毒

して体験イベントを実施した。イベントは、児童用だが大人も楽しめ、園内放送などで呼びかけること

でＢＢＱ利用者や公園内施設

の東京ＢｕｍＢスポーツ会館

利用者も参加頂いた。体験前

に、アーチェリー場や江東湾

岸地区で行われる会場のパネ

ルなどで、アーチェリー場開

設の経緯を説明でき、大会へ

の機運醸成に繋がるとともに、 

広場では個々で楽しまれる方にも公園のイベントを楽しんで頂いた。 

 続いて、公園利用とは異なるが、公園と植物館で連携した事業を報告する。 

前年度の 2019 年 9月に発生した台風により、高木の倒木などの気

象災害が発生した。公園の歴史や管理作業などへの関心を喚起す

るために、台風で倒木したユーカリの木を使い彫刻家に作品制作

を依頼し、植物館企画展示室にて「木と人との物語」展を開催し

た。内容は、「夢の島公園が生まれた頃に植樹され、公園で楽しむ

人たちを眺めながら成長したユーカリが、台風で倒れても人の手

により作品に生まれ変わることで、あらたな息吹を吹き込

まれた」という木と人間のストーリーである。 

公園の移りゆきを木が主人公として表現し、来館者にかつ

てごみの埋め立て地だった土地が、緑と人々でにぎわ

い、大会会場へと発展した歴史、発展の経過を伝えるこ

とができ、公園への関心を大きくふくらませることが

出来た。観覧された方は、強く共感されたようで、ス

タッフに感想を伝えてくれる方、植物館退館後に改め

て公園のユーカリ

を眺めている方もいた。 

 

 

 

 

 

写真 10・11 アーチェリー体験 

写真 12 台風による倒木 

 

アーチェリー体験 

写真 13 木と人の物語展 

 

アーチェリー体験 
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３．夢の島熱帯植物館     

（１）植物館利用と入館者数 

 令和 2 年度は感染症拡大措置として施設利用が停止

となり、臨時休館からのスタートとなった。しかし、職

員は、ソーシャルディスタンスを保ちながら植栽の日常

管理を実施し、委託定期作業も実施した。また、再開館に

向け感染症対策をハード面・ソフト面で行い、再開館に備えた。

6 月には再開館となったが、駐車場の一部閉鎖の他、イベントの自粛や団体利用も控えたため学校利用

の入館者数は激減した。また、ご高齢の方の外出自粛も多く来館される方は少なかった。感染者数が減

少した秋以降は参加人数を制限しながらもイベントを再開した。しかし、年末から再び臨時休館となり、

年が明けた 1月には再び緊急事態宣言が発令され、約 5カ月間の休館となった。それでも休日は幅広い

層の方にご利用頂き、大会整備が落ち着き、駐車場がすべて利用可能となった 9 月からの 3 カ月は、有

料入館者数が前年比増（約 11.4％増）となり，特に 10 月は過去五

年間で最も多い有料入館者数を記録した。 

 感染症対策は、4・5 月の休館時にオリジナル感染症防止ピクト

グラムを作製し、各所掲示板･臨時案内板・館内各所に掲示。券

売所などには、飛沫感染防止用アクリルボードやビニール、窓口

インターフォンを設置した他、館内スツールやカフェ席数を半数

以下に削減した。トイレドアは、利用者がドアノブに触れないよ

う常時開放とし、スクリーンカーテンを設置。館内には 10か所以

上の手指消毒個所を設けた。換気にも留意し、夏期には大型冷風機を設置した室温管理、冬期には館内

全体に空気の流れを作り出し循環させるロスナイ換気の他、空気清浄機及びサーキュレーターを設置し

た対策を行った。 

職員は、ソーシャルディスタンスに留意して業務を実施。4月からの半年間は会議室も執務室として

職員を分散した。さらに、職員の体調不良の欠勤を想定し、事務職員の増員、事務職員の複数業務研修

（事務職員による券売業務やインフォメーション業務の研修）を行い、単独で遂行できるよう育成して

準備を整えた。秋にはイベントを再開したが、入館時とは別途、すべて予約制で定員半減とし、マスク

着用、事前の検温、手指の消毒を義務づけた。受付時に多少の時

間をかけ実施したが「安心して受講できる」「コロナ禍でも安全な

イベントがあることはうれしい」などの声を頂いた。感染症対策

は、館内アナウンスの他、三密を無くし、換気を徹底するなど飛

沫感染・接触感染、東京都の接触確認アプリを推奨しての運営を

行った。臨時休館もあり、イベントの自粛やカフェ利用の変更な

どあったが、来館者には安心してご利用頂いたと考えている。 

図 1 有料入館者数 

 

アーチェリー体験 

写真 14 トイレ前スクリーン設置 

 

アーチェリー体験 

写真 15 イベント再開（一方向） 

 

アーチェリー体験 
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（２）植物館維持管理 

植栽管理は、休館中はイベントホールも作業場所とし、一定の距

離を保ちながら日常管理を実施。また、休館日の定期点検や定期作

業の他、温水配管やエアコン、映写機などの不具合箇所を把握し、

修繕対応・緊急対応を実施した。 

トピック 

大温室（Ｂドーム）の施設保全のため、展示しているヤシの伐採

作業を実施。 

Ｂドームは、植物館の中で 1番高く 28ｍあるが、ダイオウヤシ 3 本のうち 1本が、温室上部のガラス

に接触するほど生育していた。ヤシ類の大型樹木に対しては、定期的な樹木点検を計画し、高所作業で

高性ヤシの状態を注視していたが、ダイオウヤシ１本の新芽が天井部分に到達しており、このまま生長

するとガラスの損傷も懸念された。そのためダイオウヤシの伐採作業を計画し、伐採業者の選定、作業

内容と手順、スケジュールの調整を行った。作業は複数日かかるため、週に 1度の休館日では終了でき

ない。当初、大会期間中に伴う臨時休館に予定したが、大会が延期となったため、計画を見直し、連日

休館となる年末休暇（3 日間）とした。伐採方法は、ロープを使用した”吊るし切り”と”玉切り”を取

り入れた最適な方法で行い、

来館者への災害や作業員の事

故及び物損事故なく、またド

ームの天井への支障もなく伐

採を実施できた。 

なお、伐採に際して、「さよ

ならダイオウヤシ」と題して、

事前に大温室入口にポスター大の写真を掲示。来館者がコメントをできる工夫を凝らした他、ダイオウ

ヤシ伐採を HP、館内に掲示・周知することで、苦情も無く伐採への理解をいただくことができた。 

さらに、上記に加えて、ダイオウヤシへのメッセージを来館者に募集したところ 100を超えるあたたか

いメッセージとはがき、メールでの関心をいただいた。作業では、作業風景など観賞できるよう、写真

や動画を撮影し、発生材は、樹冠および幹部を前庭に展示。 

来館者にヤシの構造を身近に見て頂く事としたほか、休館も長く続

いたこともあり、動画配信を行った。 

本来は単なる館内作業である伐採を「さよならダイオウヤシ」とし

てイベント化し、メッセージをお客様から募集するパネル設置や作

業動画公開など、通常の維持管理作業を魅力的に発信することがで

きた。 

 

 

写真 16 栽培温室カーテン交換 

 

アーチェリー体験 

写真 17 伐採前メッセージ 

 

アーチェリー体験 

写真 18 伐採作業 

 

アーチェリー体験 

写真 19 伐採ヤシ展示 

 

アーチェリー体験 
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（３）植物館利用促進事業 

令和 2 年度は、感染症が拡大し、緊急事態宣言の発令や臨時休

館、利用者の外出自粛などもあり、通年の管理運営業務や施設利用

のあり方を再考することとなった。 

植物館もＰＣリモート会議や動画での研修など、デジタル技術を活

用した業務で対面での会話を控え、来館者へのガイド・ガイダンス

も自粛することとした。ガイドは、前年度リニューアルした夢熱ア

プリを推奨し、ガイダンスはエントランスに支給されたデジタルサ

イネージモニターを有効活用することとした。アプリは、植物館で

も人気の高い食虫植物を中心に追加し、休館期間中を含めて合計約 600 人のお客様に

アプリをダウンロードして頂き、外出を控える方が多い中、来館しなくても植物館を

楽しめるツールとして役割を果たせた。来館された方にも、対面ガイドを休止してい

る中で、新しい生活様式のひとつとして個人端末で利用できるガイドアプリの活用が

広まったと考える。ガイダンスは、令和 2 年度に配備されたデジタルサイネージモニ

ターを使用し、避難経路や感染症対策のお願いの他、画像や映像を用いて、見頃の花

や植物館の概要などをお知らせするガイダンス利用に役立てた。 

 そして、コロナ禍での施設の新しい利用として「バーチャル植物館」を提供。 

植物館内を 3Ｄ撮影し、ＨＰから立体的な写真で植物館が楽しめるＶＲを使っての広報の手法として、

Web公開した。利用者は、スマートフォンやＰＣで、

3Ｄの来館を疑似体験でき、自粛を余儀なくされ、

来館が困難な利用者がご自宅の時間の中に植物館

を取り入れていただける内容となった。これは、新

たな施設利用の機会

を提供するとともに、

地方等遠隔地に向け

植物館を広報するためにも活用でき、メディアリリースを強化していく材

料にもなった。 

その他、公式ＨＰでは、開花情報を「本日の

スタッフのおすすめ」として休館中は毎日更新

し、SNS では公式 Instagram を活用。日本植物

園協会とも共通ハッシュタグで連携するなど、

タイムリーに閲覧者に届けることができ「花の

画像に癒される」などの声を頂いている。 

 

写真 20 デジタルサイネージ活用 

 

アーチェリー体験 

写真 21 夢熱アプリ 

 

アーチェリー体験 
３Ｄビュー＋ＶＲ画像で館内を公開 

写真 22 バーチャル植物館 

 

アーチェリー体験 

写真 23 本日のおすすめブログ 

 

アーチェリー体験 
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メディアでは、ケーブルＴＶでの企画展の紹介の他、

ＴＶ番組で芸能人と植物館を散策、さらにリモートで、

職員がゲスト出演して植物館を紹介するなど、媒体の

特徴やメリットをとらえ、適正な内容での情報を発信

した。ＴＶメディアでリポートすることで、植物の魅

力を楽しく説明でき、植物館の魅力を多くの方に知っ

て頂く事ができた。 

次に、大学連携について報告する。 

大学との連携活動では、感染者数が減少した 11 月に慶応義塾大

学アフリカ研究会と連携。学生とともに企画展「アフリカの森と「秋

祭り」展」を実施した。植物はじめ繊維やファッション、文化、食

物、慣習、遊びなどを一般の方に楽しく分かりやすく紹介する企画

展とした。さらに、企画展関連イベントも実施し、これまでとは異

なる若い世代の来館者層や初めて植物館に来館される方も多くなり、

イベント参加者の満足度も高かった。企画は学生が中心となって進

め、学生の柔らかな発想で、楽しく、価値あるアフリカを表現したことで、アフリカを身近に感じるこ

とのできる企画展となり、展示室

では子供たちもアフリカの楽器や

遊びを楽しんでいた他、学生の学

業の発表の場ともなり、大学側か

らもコロナ禍において休止してい

る学生の研究会活動の場となった

事でとても喜ばれた。 

 続いて、植物館売店でのオリジナ

ル商品について。植物館内の売店やカフェでも休館中は再開館に備え、飛沫防止シートやソーシャルデ

ィスタンスシールを設置して感染症対策を講じた。 

写真 24 職員がＴＶゲスト出演（リモート） 

写真 25 企画展 

写真 26・27 アフリカの繊維，ファッション，文化，植物，慣習 

 

写真 28～30 職員イラストのトートエコバック 
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売店商品は、植物館関連のミニ観葉・多肉・食虫植物などを季節により

装飾を変え、常備商品の他、企画展に合わせて商品を取り揃え、ハーブ展

（ハーブティー）、ハロウィン（カボチャプッチーニ）、アフリカ展(アフリ

カマスク)など、人気で来館記念のお土産として喜ばれた。また、新商品と

して「東京都産のカカオを使ったチョコレート」「ラフレシアマグネット」

などの他、植物館オリジナル商品として「小笠原固有植物シール」、職員が

描いたシリーズでは「ハンカチ」「イラストエコバッグ 3 種（大温室ドー

ム・食虫植物・小笠原植物）」や、花とゴミのリバーシブル仕様（組み立て

て使える３WAY）の「キーホルダー」などを制作発売し、植物館ならではの新たな魅力を創出した。 

 

４．さいごに 

令和 2年度は、東京 2020 大会の延期に伴う整備区域の残置による閉鎖区域が継続された。また、感染

症拡大に伴う公園利用の自粛要請や植物館の休館があり、大会の整備継続対応と感染症対策に尽力する

1 年であった。公園では利用できる広場が制限され、植物館もイベント自粛やカフェの席数制限など通

年と異なる運営となったが、アンケート結果では、公園・植物館とも「安全・安心感」が高く、実施し

た感染症対策や園内・館内放送による注意喚起などで、居心地の良さや安心感につながったと考える。 

公園では、前述の通り、工事により 2 年半休止していたＢＢＱ利用再開があり、利用できる卓を半減

し、安全な距離を確保した。また、昨年度の台風で倒木したユーカリの発生材を用い、彫刻家に作品制

作を依頼、台風時の様子や維持管理の目的など写真や動画などを用いた企画展を植物館で開催した。 

植物館は臨時休館からのスタートだっ

たが、感染症対策をハード面・ソフト面で

実施し、アクリルボード設置などで応対接

客を極力控えつつも音声スピーカーなど

で頂いた「お客様の声」を共有して接客意

識を高め、安心して来館頂いた。また、慶

応義塾大学や「きのこ展」で協力頂いた国

立科学博物館筑波実験植物園との連携な

ど産官学連携企画や公式ＨＰでＶＲ撮影

による「バーチャル植物館」を展開した他、

職員のＴＶ出演、休館中の「本日のスタッ

フのおすすめ」開花情報を毎日掲載し、コ

ロナ禍で来館が困難な方にも楽しんで頂く

新たな施設利用を提供できたと考える。 

 

写真 31 キーホルダー 

 

写真 32 新木場駅正月装飾 

 
丑年 牛車 


