
　 Ａ表
　 　 　 年度

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
「四日市競輪の今後のあり方検討委員会」の答申を踏
まえ、これからの課題、施策等展開の方向性を決めて
いきます。

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成１７年度

Ｈ１４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。

Ｈ１５実績
Ｈ１６実績

Ｈ１８見込

Ｈ１７実績

△ 140,000
Ｈ１７目標 △ 96,025

平成１８年度見通し

平成18年度においては、競輪事業についてのより一
層の経営努力を図るとともに、今後のさらに厳しい状
況を見据え、集中改革プランの改革項目にも掲げる
中で、平成１８年２月２８日に「四日市競輪の今後のあ
り方検討委員会」を立ち上げ、平成１８年度において、
競輪事業の存廃を含めたあり方について検討を実施
します。

行政活動の財政基盤を強化する

△ 275,915

平成１７年度実績
△ 463,262 ○　テレビ宣伝や看板掲出等の広告宣伝費やファン

バス等のファン対策経費の検証を行い、必要最低限
の支出にとどめるなど、経費削減による経営改善に努
めました。

○平成16年度は、赤字が大きく拡大したものの、平成
17年度においては、赤字幅が縮小しました。全国競輪
場の車券売上が、平成１２年度から平成1７年度にか
けての対前年度比（平均）５．８％の減となっているの
に対して、本市におきましては、３．６％の減にとどまっ
ていることから、特別競輪の誘致やナイター競輪実施
等の効果がある程度出ているものとなっておりますが、
競輪事業を取り巻く環境については、構造的な問題も
あり、今後さらに厳しい状況が続くものと予想しており
ます。

△ 114,908
△ 42,061

☆
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 Ｈ１４実績 \19,009,187
Ｈ１５実績 \28,532,102
Ｈ１６実績 \20,829,135
Ｈ１７実績 \20,179,304
Ｈ１７目標 \19,993,300
Ｈ１８見込 \18,448,000

Ｈ１６決算
（千円）

Ｈ17予算（千
円）

Ｈ１７決算（千円）

払戻金等 11,224,138 11,167,746 9,924,421
25,190 57,890 68,201

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１４実績 1.010
Ｈ１５実績 1.002
Ｈ１６実績 1.030
Ｈ１７実績 1.020
Ｈ１７目標 1.000
Ｈ１８見込 1.000

Ｈ１６決算
（千円）

Ｈ17予算（千
円）

Ｈ１７決算
（千円）

決算差引
（千円）

189,285 161,987 143,806
941,613 931,095 861,132
259,132 192,406 146,203
53,775 39,282 29,442

269,720 249,850 239,119
17,865 40,404 37,706

195,723 202,892 185,212
734,884 983,488 995,455
279,080 253,044 241,828
221,602 188,092 228,119

目的達成に必要な手段

△ 24,333

△ 45,479
△ 80,481

△ 112,929

　事業名

開催関係職員経費

選手賞金及び賞品等賞賜金

広告宣伝費

ファン対策経費

△ 30,601

平成１８年２月２８日に立ち上げられた「四日
市競輪の今後のあり方検討委員会」の最終
答申が出されたが、今後、市議会等でさらに
議論を深められた結果を踏まえこれからの
課題、施策等展開の方向性を決めていきま
す。

平成１８年度見通し

達成度 基本的な手段に対する評価

決算差引
（千円）

　　老朽化してきている競輪場の施設等維
持管理費と収益源である臨時場外開催関
係費を除く、開催関係職員経費、広告宣伝
費やファン対策費等についての削減により
経常収支指数は平成１６年度実績から０．０
１ポイント改善しており、経費抑制削減効果
が徐々に現れていると考えられる。

平成１７年度実績

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

施設整備事業費

　平成１８年１月～６月までの全国の競輪車
券売上高は、対前年度比５．８％減と競輪事
業を取り巻く環境は厳しい状況が続く。平成
１９年２月に開催する記念競輪に向け、他の
競輪場及びサテライト等に対して場外発売
を積極的に依頼するとともに、他場の特別
競輪等の場外発売をでき得る限り引き受け
収益に繋がる売上増を図りたい。

　事業名
これからの課題、事業展開の方向性

平成１８年２月２８日に立ち上げられた「四日
市競輪の今後のあり方検討委員会」の最終
答申が出されたが、今後、市議会等でさらに
議論を深められた結果を踏まえこれからの
課題、施策等展開の方向性を決めていきま
す。

△ 1,299,717

これからの課題、事業展開の方向性

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１８年度見通し
　平成１７年度に引き続き、投資効果の少な
い経費については見直しを続けるが、売上
増につながるインターネットライブ中継や売
上維持を確保するために冬期に実施する記
念競輪時における融雪装置などの経費に
ついては、新規投資を検討したい。

43,011

目的達成に必要な手段 基本的な手段に対する評価
平成１７年度実績車券の売上高を維

持する。
年間総車券売
上高（本場開
催分+場外発

売分） ☆☆☆

　全国の競輪場の車券売上が、平成１２年
度から平成１７年度にかけての対前年度比
（平均）５．８％の減となっているのに対して、
本市においては３．６％の減にとどっまてい
ることから、平成１５年の特別競輪の誘致や
ナイター競輪実施等の効果がある程度でて
いるものとなっている。

達成度

投票関係経費

施設等維持管理費

松阪場外開催関係経費

臨時場外開催関係費

競技会委託経費

その他開催経費

19,841
△ 10,511

260,571
△ 37,252

6,517
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