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令和 3 年 5 月 14 日 

中井町⾧ 杉山 祐一様 
  

中井スポーツパートナーズ         

所⾧ 関原 央 

 

令和 2 年度中井中央公園年度末指定管理報告書 
 

 中井中央公園指定管理業務 8 年目の経過について、次のとおり報告します。 

1. 有料施設の年間利用者数（対令和 1 年度） 

利用者実績(人数) 

  令和 1 年度 令和 2 年度 対比 ％ 

野球場 18,903 13,839 -5,064 73.2% 

多目的広場 16,367 10,711 -5,656 65.4% 

P/G 94,602 60,543 -34,059 64.0% 

その他 15,767 604 -15,163 3.8% 

計 145,639 85,697 -59,942 58.8% 

                  

2. 有料施設利用収入（対令和 1 年度） 

     利用者収入実績(円) 

  令和 1 年度 令和 2 年度 対比 ％ 

野球場 7,002,100 6,926,780 -75,320 98.9% 

多目的広場 1,615,690 1,147,160 -468,530 71.0% 

P/G 18,560,970 12,025,850 -6,535,120 64.8% 

その他 87,170 400 -86,770 3.8% 

計 27,265,930 20,100,190 －7,165,740 73.7% 
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3. 年間利用促進・自主事業、修繕 

 

4 月 

〇花壇の植替え 

〇かけっこ教室中止 

〇水辺のダルコメーター・残有塩素センサー交換 

〇コロナウイルによる公園閉鎖 

〇除菌水の配布 

〇ハートの植栽の補植 

〇コロナウイルスによる各種大会の利用中止 

5 月 
〇公園閉鎖の継続 

○パークゴルフ場、よしずの張替え 

6 月 

〇施設受付のビニールカーテン設置、休憩ベンチ撤去 

〇野球場、多目的グランドの利用再開 

〇パークゴルフ場利用再開 

〇健康スポレク祭中止 

〇親子サッカー教室中止 

〇駐車場のライン引き(野球場) 

〇低木の刈込 

7 月 

○水辺のじゃぶじゃぶ池今夏利用中止 

○パークゴルフ場の一部座席開放 

〇野球場男子トイレ洋式化 

〇神奈川県民球団 無観客でのリーグ戦開始 

 

8 月 
○首都大学秋季リーグ戦 10 月に延期 

〇ホームベース交換 

9 月 

〇花壇の植替え 

○かけっこ教室中止 

 

10 月 

〇美・緑なかいフェスティバル中止 

〇シマトネリコ植樹 

〇パークゴルフ場 4 人プレー解禁 

〇親子サッカー教室中止 

〇レストハウス～スタートハウス園路改修工事 

11 月 

〇大人のサッカー教室中止 

○ドラコン・ニアピン大会中止 

〇自殺未遂 

12 月 
〇花壇の植替え 

 

1 月 

〇野球場グランド整備 

〇緊急事態宣言により 1/9～パークゴルフ場閉鎖 

〇展望広場、直売場の器物損壊 

3 月 

〇第 5 回湘南造園カップパークゴルフ大会、ストレッチ教室、親子サッカー教室 

予定していたイベントを中止 

〇パークゴルフ場４人プレー再開 
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4. 団体登録数 

        〇令和 2 年度 新規登録 26 団体 

         

5. 年間のトラブル・クレーム 

        ○4 月・閉鎖中の園内にバイク乗入れ ・パークゴルフ場内での犬の散歩  

〇5 月・閉鎖中の Café 周辺での子供が騒いでいる ・周辺住民の放送の苦情  

・パークゴルフ、練習ボールをランニングしている人に打ち込んだ 

〇6 月・野球場の小石 

  〇7 月・落雷の影響によるスコアボード、チーム名等の表示不良 

○8 月・野球場審判室の壁に穴を空ける 

        〇11 月・自殺未遂 

        〇1 月・展望広場の器物損壊 ・砂場遊具ボックスの回収 

        〇救急搬送 5 件 

・7 月 29(日) 来園者が右肘付近を負傷 詳細不明 

・8 月 22(土) 野球場で練習中に額にボールが当たる ２０才男性 

・12 月 20 日(日) 野球場で練習中に痙攣を起こす 男子高校生 

・３月 28 日(日) サッカーの試合中に小指負傷 

     30 日(金) パークゴルフ場ベンチで休憩中に意識が喪失 80 才代女性 
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小規模修繕 

小規模修繕費 

第一期( 4 月～6月) 694,100 

第二期( 7 月～9月) 231,550 

第三期(10 月～12 月) 111,100 

第四期( 1 月～3月) 3,000,473 

合  計 4,037,223 

 

 

6. 収支状況(別紙)         

7. 考察 

        中井中央公園の指定管理業務第 2 期 5 年目(8 年目) 

       施設利用者人数につきましては、有料施設全体で前年比 58.8% 59,942 人減少、

野球場 73.2% 5,064 人減少、パークゴルフ場 64.0％ 34,059 人減少、多目的広場

65.4％ 5,656 人の減少。 

有料施設の利用者収入では 73.7％ 7,165,740 円減少、野球場 98.9％ 75,320

円減少、パークゴルフ場 64.8％ 6,535,120 円減少 多目北グラウンド 74.3% 

159,220 円減少、多目南グラウンド 68.9％309,310 円減少。 

コロナウイルスによる感染拡大防止対策により緊急事態宣言が発令、公園全体の閉

鎖 4/9～5/31、有料施設のパークゴルフ場 92 日間の閉鎖、野球場、多目的グランド

46 日間の閉鎖、利用再開の場合についても利用規制があり、利用団体によるキャンセル

の申し入れ、イベント、大幅に利用が減少。但し、野球場の利用実績については 46 日の

閉鎖期間がありながら、減免利用団体の大会中止に代わる一般団体の利用、県民球

団の利用等の新規利用により 75,320 円の微減にとどまる。 
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利用促進につきましては、予定していたドラコン、ニアピンコステスト、かけっこ教室、親子

サッカー教室、大人のサッカー教室、湘南造園カップパークゴルフ大会の中止、町事業の

健康スポレク祭、美緑なかいフェスティバル、親睦パークゴルフ大会、健康マラソン、広域

での足柄上郡の総合体育大会、中学校軟式野球大会等の中止があり、コロナ禍での

大会の利用、施設運営が課題となります。 

 

指定管理 9 年目に入ります。コロナウイルスの収束の気配なく、社会情勢を見つつ役

場と連携し安全、安心な公園の運営を行います。 

 

 


