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2021（令和 3）年度都市部の公園・東部グループの管理運営と利用の実態 

 

都市部の公園・東部グループ 

指定管理者 アメニス東部地区グループ 

 統括責任者 上田太司 

 

Ⅰ．はじめに 

2021（令和 3）年度も新型コロナウイルス covid-19 の感染拡大の危機は、昨年度以上に

長い期間影響を受けたように感じられる。昨年のように学校が休校になるようなことはな

かったが、緊急事態宣言とその措置の期間、まん延防止等重点措置の期間、その他の注意喚

起の期間が長期に渡り、公園の管理運営や利用促進などに大きく影響があった。さらに 12

月から急速に広まったオミクロン株については、職員の近辺でも家庭内感染などにより、そ

の影響が間近まで迫って、BCP体制やバックアップの方法なども検討を行った。 

2021（令和 3）年度の都市部の公園・東部グループの管理運営と利用の実態について、ま

とめる。 

 

Ⅱ．コロナ禍における対応状況 

2021年 1月～2022年 3月の対応状況（表１参照） 

  

Ⅲ．公園利用者数推移 

大島小松川公園の利用者数推移（表２参照） 

大島小松川公園の利用者数推移を表とグラフで表示した。 

2021年 1月 7日から続いた「緊急事態宣言及びその措置期間」が 3月 21 日で終わり、春

休みに向けて段階的な緩和措置が行われながら、2021（令和 3）年度が始まった。 

段階的な緩和措置であった 4月は前年より利用者が少なくなった。しかし、4月下旬より

再び、緊急事態宣言とその措置期間となり、それ以降、盛夏であった 8 月を除く 5 月から

10月まで前年より利用者が増加した。9月 30日で緊急事態宣言が解除され、リバウンド防

止期間に移行、11月、12月は利用者が減少した。移動が緩和されて、行楽シーズンも重な

り、近郊利用が減ったと推測する。1月に再び、まん延防止等重点措置の期間となると再び

利用者が増えている。2月については週末 2回ほど積雪があり、これは運動施設利用者が減

少したことが要因であると推測する。 

緊急事態宣言及びその措置期間における利用者は、屋外でのレクリエーションを求めて

いること、ウォーキングやランニングなどの運動をする方が増えていること、などが考察さ

れる。特に BBQ施設の利用や例年行っているイベントの開催に関する問合せが多かった。 

公園の新たな利用者が増えていると推測され、その方々の公園利用が定着するように、今

後は公園に誘導するような仕組みやコロナ禍での公園の利用促進策を実施する。 
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Ⅳ．利用状況の概要 

4月 

暖かい日が続き、ソメイヨシノが 3 月中に終了。花見の

規制を行ったことで花見客は昨年同様に激減した。花の開

花も例年に比べて 2 週間程度早く、花を楽しまれる方がた

くさん公園内を散策、問い合わせも多かった。4 月 25 日か

ら「緊急事態宣言及びその措置期間」により運動施設及び駐

車場の利用中止。事前予約者への連絡対応と問い合わせに

追われた。 

施設利用中止のホームページ記事の閲覧数が 7,537件と非常に多く、特に 4月 24日と 25

日に閲覧数が跳ね上がり、利用者から注目されていることが分かる。 

 

 

5月 

4 月 25 日から「緊急事態宣言及びその損措置期間」により、運動施設及び駐車場が閉鎖

となった。さらに 5月 12日～5月 31日まで緊急事態宣言が延長となったが、駐車場の利用

再開や運動施設の利用が 20時まで再開となり、公園としての利用制限は緩和された。やは

り 5 月は、ゴールデンウィークの利用者が多かった。5 月 23 日は日曜日であり、天候にも

恵まれ、各公園において賑わいをみせていた。 

「公園施設の閉鎖についてのお知らせ」が掲載されたホ

ームページ記事の閲覧数が 8,128 件と非常に多く、5 月 2

日、3 日、4 日だけで、1 日 1500 ビューを超えていた。ま

た、「公園施設利用再開のお知らせ」は 5,239 件で、5 月 8

日、9日、22日に閲覧数が跳ね上がり、利用者から注目され

ていることが分かった。 

 

 

6月 

6 月 19 日まで約 2 か月間の「緊急事態宣言及びその措置期間」

が終了し、その後 6 月 20 日からはまん延防止等重点措置が発令さ

れた。その為、引き続き運動施設の利用は 20 時までとなった。イ

ベントに関しては、コロナ禍対策を行ったうえ、少人数での参加で

あれば行うことが可能となった。 

梅雨に入り天候が安定しない日も多かったが、全体の利用者が昨

年よりも増えてきており、本来の公園利用の姿に戻りつつある。 
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7月 

7月 12日には再び、「緊急事態宣言とその措置期間」に移行した。しかし対応には大きな

変化はなく、引き続き新型コロナウイルス感染症対策の下で公園の管理運営に務めた。アメ

ニス東部地区グループとして新型コロナウイルス対策用のイベントガイドライン定め、少

人数の事前申込制のイベントから少しずつ再開させた。特に東京オリンピックの開幕にあ

わせ、猿江恩賜公園と大島小松川公園ではスポーツプログラム「アウトドアフィットネス」

を再開させ、公園利用者の健康増進に力を入れている。 

また、猿江恩賜公園、亀戸中央公園、尾久の原公園では

2年ぶりにじゃぶじゃぶ池の運用を開始した。オープンを

皆待ちわびていたようで、連日多くのファミリーで賑わっ

ていた。こちらも新型コロナウイルス感染症拡大防止の看

板を特別に設置し、感染症対策に努めた。 

 

8月 

7 月 12 日から続いている緊急事態宣言、8 月も明けることはなかった。8 月は雨が多く、

晴れた日には日差しが強かった為なのか、公園の利用者は期待したほど伸びなかった。緊急

事態宣言中ではあるが、感染拡大防止対策を万全に行ってイベントを実施した。 

尾久の原公園では自然観察会を再開、猿江恩賜公園と大

島小松川公園ではアウトドアフィットネスを開催した。尾

久の原公園と亀戸中央公園と猿江恩賜公園では、7 月 22 日

からじゃぶじゃぶ池を運用している。去年に比べて 3 公園

とも約 1万人の利用者が増えた。 

また、職員研修として「樹木点検講習会」を野外にてリア

ルに実施。樹木医から樹木の点検のポイントを教わりつつ、

判断基準と書式の統一を目標として実施した。 

 

9月 

緊急事態宣言は 9 月 12 日まで延長され、さらに 9 月 30

日まで続いた。天候は 9月上旬に台風 9 号、10 号が接近し

たが大きな被害はなかった。9 月 3日には最高気温 38 度を

記録したが、不安定な気温が続いてカラッと晴れる日は少

なかった。 

ハロウィンイベントとして茨城県で育てたおばけかぼちゃの展示を開催、毎年楽しみに

している利用者もおり、フォトスポットとして、仮装をした子どもたちが写真撮影をしてい

る光景が増えた。 
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10月 

10月 1日から「リバウンド防止措置期間」とし、10月 21

日からは「基本的対策徹底期間」に移行した。ホームページ

閲覧数としては、10月 3日が 4,393件と今月最高となった。

また、10 月 22 日には、11 月以降に再開となる大島小松川

公園バーベキュー予約ページの閲覧数が 250 件となり、前

日平均 150件に対し、東京都発表後の 23日以降は 200件を

超えるようになった。 

 

11月 

利用者数が大島小松川公園、宇喜田公園、東綾瀬公園が減

少した。緊急事態宣言が 10月 1日に明け、行楽時期と重な

り、週末を中心に遠出される方が増加したことが原因と思

われる。 

尾久の原愛好会が「みどりの愛護」功労者として、表彰さ

れることとなったが、新型コロナウイルスの影響により、式

典が中止となった為、サービスセンターより感謝状を贈呈

した。 

 

12月 

利用者数は、亀戸中央公園を除く 6公園で減少した。天候等も特段変わらず、新型コロナ

ウイルスの感染者の減少傾向により、多方面への遠出が影響と推測している。 

また、7公園で行っていたどんぐりイベント「ドング

リクラフトコンテスト」は 10 作品の写真が届き、6 名

の方に「カラフルで賞」や「機能的で賞」などの賞を授

与し、「東部 7公園コイン」を景品で郵送した。亀戸中

央公園で、2年ぶりに「自然観察会サザンカガイドツア

ー」を 12 月 5 日に実施し、コロナ禍でも参加者は 15

名。予告を告げてから 5 日間で予約が一杯になるなど

人気が高い観察会である。 

 

1月 

今年はお正月の雰囲気から一転、1月 6日には大雪警報が

発令され、都市部の公園・東部 7公園でも積雪や凍結があ

り、各公園で夜間を通して除雪対応を行った。明け方作業

中には感謝の言葉をかけられる光景も見受け られた。1



- 5 - 

 

月 21日からは、新型コロナウイルスの感染大の影響により、「まん延防止等重点措置」が発

令された。 

公園利用者もホームページ閲覧数も減少しているが、帰省や旅行で減少していると思わ

れる。しかしながら、東部 7 公園ホームページトップの最高閲覧日が 1 月 20 日の 72 件、

大島小松川公園のホームページトップは 29日の 471件、猿江恩賜公園も 29日に 206件と 1

月後半の休日は利用者が伸びていたと推測できる。まん延防止等重点措置に伴い、利用者が

近場の公園に戻ってきていると読み取れる。 

 

2月 

新型コロナウイルスの影響に伴い、まん延防止等重

点措置が 1 月 21 日〜2 月 13 日に発出されていたが、

さらに 2月 14日〜3月 21日まで延長となった。2日間

ほど降雪予報があり、各公園で体制構築と除雪対応に

追われた。 

前値対比で公園利用者も減少し、ホームページアク

セス数も減ってはいる。しかし土日・祝日の利用者やア

クセス数は多い傾向となっている。大島小松川公園で

は、コロナ禍における公園利用について、公園利用者に

取材報道が行われた。 

Ⅴ．利用促進 

4月 

大島小松川公園、亀戸中央公園、中川公園、尾久の原公

園では、ワークショップ形式で実施した「こいのぼりをつ

くろう」を、新型コロナウイルス対策の為、新たな手法で

実施した。サービスセンターで配布した真っ白なこいのぼ

りやうろこを自宅で書いてきてもらい、持ってきたものを

展示した。そのため、ワークショップ参加者だけではなく、

展示することにより公園利用者に季節感を楽しんでいた

だいた。 

またこれまで猿江恩賜公園と中川公園で実施していた

森の絵本を、亀戸中央公園で新規に実施した。3月に配布

した「7公園見ごろマップ」や「猿江樹木マップ」も引き

続き好評である。 
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5月 

4 月にワークショップ形式で実施した「こいのぼりを

つくろう」を管理所付近に展示し、参加者だけではなく、

公園利用者に季節感を楽しんでいただくことができた。

各公園イベント等が出来ない中、公園の既存の魅力とし

てボランティア花壇や季節の草花の広報に力を入れた。 

またコロナ対策の一環として、遊具や更衣室で光触媒

塗布を実施した。その動画を作成、公開して公園利用者

に安心感を与えることができた。 

 

6月 

7月に向けて七夕飾りを開催した。こいのぼりと同様に、自宅で書いてきてもらい、持っ

てきたものを展示することで、参加者だけではなく、公園利用者に季節感を楽しんでいただ

いた。今回はオンラインでの募集も行い、各公園に飾ってもらう新たな試みも行った。 

公園の魅力発信とコロナ対策の一環として、春に撮りため

ておいた大島小松川公園の大花壇のネモフィラや、猿江恩賜

公園に新しく設置した森のギャラリーのデザイナーインタビ

ューや南園を平日の昼下がりに散歩するコンテンツを撮影し

配信した。 

 

 

 

 

 

 

 

7月 

東京オリンピックにて 7月 25日に行われた「スケートボード男子ストリート」で堀米雄

斗選手が金メダル獲得した。堀米選手は江東区出身で、そのコメントが報道されると大島小

松川公園のホームページアクセス数が 1日で 4,903件に達して通常時の約 25倍のアクセス

数となった。問い合わせも増えて 7月 25日から 3日間にはスケートボードや堀米選手に関

しての問い合わせがあった。 

報道撮影に関しては、7 月 25 日に急遽マスコミ各社による堀米選手の父親のインタビュ

ー記者会見が公園内で行われた。また 7 月 26 日にはテレビ朝日「スーパーJ チャンネル」

で特集、7月 31日にも海外での報道番組の取材があった。 
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8月 

広報として、秋に向けた公園の情報が様々な雑

誌等に掲載された。「SUUMO新築マンション特集」

「江東区議会だより」「るるぶ de Kids こどもの

運動能力がぐんぐん伸びる公園」 

他に公園の持つポテンシャルを紹介する動画

配信を行い、知名度をあげるようにした。 

 

 

9月 

 公園ホームページでは 9月 19日にアクセスが 4,886件と今月の最高となった。また、去

年掲載したキンモクセイやマテバシイの探し方のホームページ記事が閲覧数ランキングに

入り、公園内での秋の魅力が向上しており、公園利用者も増えてきている。 

どんぐりマップや秋の見どころマップを制作、東部 7 公園公式ホームページにてイベン

ト情報の掲載を行った。 
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10月 

自然観察会、サザンカガイドツアー、ワンちゃんとの暮らし方教室、などをイベント情報

サイト等へ情報提供を行った。また東部 7公園公式ホームページにてイベント情報、植物情

報、ボランティア情報、などを発信して、利用者の公園での楽しみ方を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 

ホームページ閲覧数は増加傾向で大島小松川公園のバーベ

キュー場が 8日から再開され、バーベキュー予約ページの閲

覧数が 2,855件と 11月の東部 7公園のホームページの中で 3

番目に多くなった。 

東部 7公園公式ホームページにてイベント情報の他、植物

情報・ボランティア情報を掲載した。前月のどんぐりイベン

トの参加拡大を図るため SNSで参加を呼び掛ける投稿を行っ

た。 

 

 

12月 

東部 7公園公式ホームページ・YouTube・Twitter・Facebook

にてイベント情報の他、植物情報・ボランティア情報を掲載

した。お正月飾りを作ろうを Youtube配信、おでかけノルデ

ィックウォーキング（七福神めぐり）、凧つくり、などを SNS

やポスター掲示で呼びかけた。 
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1月 

1月のイベントの開催は、1月 9日大島小松川公園「星空観察会」32名、猿江恩賜公園「自

然観察会」16名、1月 10日大島小松川公園「凧つくり」は 124名と大盛況であった。公園

イベントの価値が高まっていることを実感した。その後 1月 21日から、まん延防止等重点

措置が発出されて、イベントも中止となってしまったが、公園の魅力を SNS で発信する手法

に切り替えた。新型コロナウイルスの影響により、尾久の原公園（1月 30日）、亀戸中央公

園（2月 5日）、猿江恩賜公園（2月 13日）で予定していた「自然観察会」と「アウトドア

フィットネス」を中止させた。（猿江・大島・亀戸）で予定していたイベント予約者には、

中止の連絡を速やかに行った。 

公園内の魅力アップの為、猿江恩賜公園・亀戸中央公園・中川公園・大島小松川公園の自

主事業「森の絵本」の作品をローテーションし、各公園で新しい絵本を展示した。新しい絵

本になったことを公式ホームページや園内掲示板、Twitter等で広報し、利用者に楽しんで

もらっている。 

また「見どころ冬マップ」を制作し、各公園で配

布している。また、各サービスセンターに行かなく

ても、今まで制作した「見どころマップ」を公式ホ

ームページからスマートフォンでダウンロード出

来るようにした。 

 

 

2月 

まん延防止等重点措置延長に伴い、2月の人が集まるイベントはすべて中止となっている。

各サービスセンターにおいて、節分に関する装飾、ひな祭りに関する装飾を行って公園を彩

った。 

今まで対面で行っていた自然観察会を公式 YouTubeで数回に分けて撮影・配信した。リア

ルタイムではなく、たくさんの方が何回も視聴できるように、2時間園内を回る自然観察会

を数回に分けて配信する。一回目はウメとアンズの解説を行った。 
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Ⅵ．管理状況 

 

猿江恩賜公園 

 

チューリップの杜 満開 

 

見通しを良くする低木剪定 

 

1月 6日テニスコート積雪状況 

亀戸中央公園 

 

チャドクガ駆除 

 

サザンカの品種育成 

 

樹名板の設置 

尾久の原公園 

 

秋の火災予防訓練 

 

水辺の管理状況 

 

樹木に絡まった凧の除去 

東綾瀬公園 

 

満開のラベンダー 

 

綾瀬警察署水害対策合同訓練 

 

F地区流れ彼岸花 
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中川公園 

 

ナラ枯れ対策 

 

A地区トイレ前漏水工事 

 

ソーラー照明灯修理完了   

大島小松川公園 

 

大花壇 ネモフィラ満開 

 

自由の広場簡易テント状況 

 

クロスズメバチ巣の除去 

宇喜田公園 

 

ハーブガーデン手入れ 

 

安全パトロール指摘改善作業 

 

苦情対応によるサイン看板設置 

Ⅶ．感染防止の対策 

「かからない、うつさない、うつされない」５つのルール 

・３つの密（密閉・密集・密接）を作らない、 

・アルコール消毒、手洗いとうがいの徹底、 

・社会的距離（ソーシャルディスタンス）の確保、 

・会話をする際にはマスクを着用（食事の際の会話はしない、個食を推奨）、 

・ヘルスチェック及び行動記録、 

を継続して設定し、実施した。 

職員にメールや配布物でこまめに周知し、「正しく恐れ、しっかりと対応する」ことを徹

底した。 

このほか、接触確認アプリ COCOA のインストール、大勢での会食を控える、炎天下作業
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時のマスクの外し方など、時節に応じた対応が必要となり、その都度、周知や周囲へ理解を

図った。 

公園利用者に対しても、コロナ禍での公園利用に対して理解をしてもらうため、ホームペ

ージや園内掲示だけではなく、定期的かつ利用が多い時には園内放送、巡回時の声かけも行

い、注意喚起をしている。「東京版新型コロナ見守りサービス」や「接触確認アプリ（ＣＯ

ＣＯＡ）」の利用、「ＴＯＫＹＯワクションアプリ」への登録を、掲示物や放送案内にて強く

奨励している。 

 物品購入としては、受付窓口へのパーテーション設置、トイレや水飲み場に石鹸を設置し

た。一部サービスセンターには、体温測定とアルコール消毒を同時に行える装置を設置して

注意喚起を行った。 

 それまで職員の感染はなかったが、12 月からオミクロン株に置き換わった頃から家族内

感染が増えてきて、職員の家族が感染するケースが目立った。再度、感染対策を周知しつつ、

職員の状況把握、自宅待機の期間や連絡方法など、を確認して対応した。2月に職員 1名が

陽性となったが、所内でクラスターとなるような事態はなかった。 

 

Ⅷ．Withコロナから Afterコロナへ、新しい公園利用のあり方 

 昨年度から続く、コロナ禍での対応も、今年度は自粛期間が長期間に渡り、イベントなど

もかなりの制約を強いられた。これまでの 2年間で Withコロナにおける公園の活用方法を

考えて、しっかりと対応できている。さらに今後は、Afterコロナの公園利用のあり方を模

索しなくてはならない。 

利用促進事業や自主事業をどんどんやって利用者を集めるのではなく、公園本来の安全・

安心を基本として、花や緑、生き物の四季の変化を楽しむこと、健康増進や憩いの場を提供

すること、などの、公園の持つ本来のポテンシャルを利用者に対して、しっかりと伝える事

が必要と考える。 

これまで利用することが少なかった方々に、いかに公園の魅力を発信しながら、人を分散

して集めるような方法がないか、を創意工夫していきたい。 

 

以上 
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表１）コロナ禍における対応状況（2021年１月～2022年 3月） 
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表２）大島小松川公園 利用者数推移 

 


