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行政機能が高くなる

　 　

　

　
実質単年度収支額

指標の説明

これからの課題、施策等展開の方向性
　全国的には、まだまだ車券売上額は下止まり状況に
はなく、厳しい状況が続くと考えられる。四日市競輪と
しては引き続き年間を通したナイター競輪など四日市
競輪活性化策を着実に実施し車券の売上高を維持
するとともに、支出経費を抑制・削減するために導入し
た包括外部委託の円滑な運営を図る。

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成19年度

Ｈ１６実績

（所管課名　　商工農水部けいりん事業課）

○　任務目的に対する評価

任務目的の成果・活動指標の推移

基本目的　９

行動目標　９－３

　公営競技の一つである競輪事業においては、地方
財政の健全化を図ることを目的として事業を展開し
ており、目的達成には、まず競輪事業における実質
単年度収支を黒字化する必要があることから、単年
度における競輪事業分だけの収入・支出の差し引き
である実質単年度収支を指標として掲げています。

Ｈ１７実績
Ｈ１８実績
Ｈ１９実績

Ｈ１９目標 △ 111,342

平成２０年度見通し

 　特別競輪サマーナイトフェスティバル（ＧⅡ）の開催
及び平成１９年度から開始した年間を通したナイター
競輪を引き続き推進する。車券売上額は特別競輪を
開催するため前年度比１４億円増の１７２億７千６百万
円を目標としている。

行政活動の財政基盤を強化する

133,851

平成１９年度実績
△ 187,092   ○「四日市競輪の今後のあり方検討委員会」の最終

報告書及び市議会調査報告書を踏まえ、３年以内の
黒字化、事業運営費に公費を投入しないことを前提
に、平成１９年度の実施を決定した。両報告書からの
活性化策の一つとして、記念競輪を除く普通競輪に
ついては年間を通じてのナイター開催を導入し、又経
費削減策の一つとして開催業務に関する包括的外部
委託を導入した。
○全国的には車券売上額は前年度比２．４％減、入
場者数は前年度比５．５％減と厳しい状況が続くな
か、記念競輪（ＧⅢ）は台風通過の影響で７０億８千６
百万円と大幅な売上減（前年度比２８億２千５百万円
減）となったものの、普通競輪で８７億７千６百万円（前
年比３８億９千６百万円増）を売上げ、年間総車券売
上高は１５８億６千２百万円余となり目標を２０億９千９
百万円ほど上回る結果となった。
○５年間の時限立法であるが、納付した交付金の約３
分の１が翌年度に還付される交付金還付制度の創設
も事業収支改善の一要因となった。
○その結果、事業収支は４億２千６百万円の黒字、任
務目的の成果・活動指標である実質単年度収支につ
いても、１億３千３百万円の黒字と目標を達成すること
ができた。

△ 463,262
△ 275,915

☆☆☆☆
事業の収益性を高め、実質収支が安定的に黒字となるよう、経
営改善に努める

達成度任務目的

これまでの取組と成果、手段の妥当性
（単位：千円）

実質単年度収支の推移
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標（単位千円）

1 Ｈ16実績 \14,965,384
Ｈ17実績 \13,231,333
Ｈ18実績 \14,790,767
Ｈ19実績 \15,862,465
Ｈ19目標 \13,763,258

Ｈ１８決算
（千円）

Ｈ１９予算
（千円）

Ｈ１９決算（千円）

払戻金等 11,093,918 11,937,105 11,897,105
54,040 49,988 46,639

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ16実績 1.030

Ｈ17実績 1.020

Ｈ18実績 1.012

Ｈ19実績 0.992

Ｈ19目標 1.010

Ｈ18決算（千
円）

Ｈ19予算（千
円）

Ｈ19決算　　　　　（千円）
決算差引
（千円）

196,647 0 0
805,396 802,172 796,307
174,721 117,896 117,896
25,287 0 0
238,970 177,627 153,011
35,616 0 0
176,583 0 0
1,292,472 1,166,950 1,143,430
196,041 230,340 230,157
210,904 191,496 184,107

0 492,690 476,514

業務棚卸表（事後評価表）
平成１９年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
車券の売上高を維
持する。

年間総車券売
上高（本場開
催分） ☆☆☆☆

平成１９年度実績
　全国的には車券売上は前年度比２．４％
減、入場者数は前年度比５．５％減と厳しい
状況が続くなか、記念競輪（ＧⅢ）は売上げ
減となったものの、普通競輪で８７億７千６
百万円（前年度比３８億９千６百万円増）を
売上げ、年間総車券売上高は１５８億６千２
百万円余となり目標を２０億９千９百万円ほ
ど上回る結果となった。

平成２０年度見通し
　特別競輪サマーナイトフェスティバル（Ｇ
Ⅲ）の開催、前年度に引き続き年間を通し
てのナイター競輪の実施など四日市競輪
活性化策を着実に実施していくことにより、
目標である１７２億７千６百万円の車券売上
額は達成できる見込み。

　事業名
決算差引
（千円）

これからの課題、事業展開の方向性

803,187 　本場入場者の減少に歯止めをかけるた
め、他場との差別化及びファンサービスの
向上に努め来場促進を進めていく必要が
ある。平成２０年度には女性用トイレの増設
や大型モニターの充実等、本場来場者対
策の充実を図る。

施設整備事業費 △ 7,401

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
支出経費を抑制・
削減する

経常収支指数（繰
出金、基金積立
金、予備費を除く
年間総支出額／
繰越金、基金繰入
金、還付金を除く
年間総収入）

☆☆☆

平成１９年度実積

　　毎年、経費抑制削減に努め平成１６年
度実積から徐々に改善してきていたところ
である。さらに平成１９年度からは開催業務
についての包括的外部委託制度を導入し
たこと等により目標を達成することができ
た。

平成２０年度見通し
　根本的な経費の見直し策として、平成１９
年度から競輪開催業務についての包括的
外部委託制度を導入したところであるが、
今後も引続き民間のノウハウを活かした業
務を執行することにより目標達成を図る方
針である。

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性

開催関係職員経費 △ 196,647 　平成１９年度から導入した包括外部委託
により経費については大幅な見直しを行っ
ており、今後はいかにして車券売上額の増
加を図るかが課題となっている。

選手賞金及び賞品等賞賜金 △ 9,089
広告宣伝費 △ 56,825
ファン対策経費 △ 25,287
投票関係経費 △ 85,959
施設等維持管理費 △ 35,616
松阪場外開催関係経費 △ 176,583
臨時場外開催関係費 △ 149,042
競技会委託経費 34,116
その他開催経費 △ 26,797
競輪開催業務等総合委託費 476,514
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指標 年度 実績／目標（単位千円）

3 Ｈ16実績 \323,167
Ｈ17実績 \318,994
Ｈ18実績 \371,614
Ｈ19実績 \155,399
Ｈ19目標 \285,884

Ｈ18決算（千
円）

Ｈ19予算（千
円）

Ｈ19決算（千円）

業務棚卸表（事後評価表）

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
収入の多角化を図
る。

年間施設使用
料＋年間場外
設置収入 ☆

平成１９年度実績
平成１９年度から、他場の特別競輪・記念
競輪の場外発売については全て松阪競輪
川越場外売場と競売状況となり、１日当たり
の売上げ額が減少しそれに連動する施設
使用料等は目標をかなり下回った。

平成２０年度見通し
場外発売経費の見直しにより平成１９年度
より増額を達成する見込み。

　事業名
決算差引
（千円）

これからの課題、事業展開の方向性

本場開催と場外発売との併売数の増加や
より効率的な場外発売体制の構築作り。
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