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　 　 　 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

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）

平成１9年度見通し

 活性化策の一つとして、記念競輪を除く全ての開催
をナイター競輪とし、また根本的な経費削減策として
導入した競輪開催業務の包括的民間委託により目標
達成を図りたい。

行政活動の財政基盤を強化する

△ 187,092

平成１8年度実績
△ 275,915   ○競輪事業の存廃を含めて検討するための「四日市

競輪の今後のあり方検討委員会」を立上げ、さらに市
議会常任員会でも議論が重ねられた。その、検討委
員会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。
○任務目的の成果・活動指標である実質単年度収支
については、一時的な経費増もあり目標達成には至ら
なかったが平成１６年度から改善の傾向にある。
○全国的には車券売上額は前年度比１．９％減、入
場者数は前年度比１２％減と厳しい状況が続くなか、
普通競輪では売上減となったものの、記念競輪（Ｇ
Ⅲ）で９９億１千万円（前年比２４億７千万円増）を売上
げ、年間総車券売上高は１４７億９千万円余となり目標
を５億４千万円ほど上回る結果となった。
○他場の特別競輪や記念競輪等の場外車券発売を
積極的に進めた結果、施設使用料及び臨時場外設
置収入については３億７千万円余を計上した。

△ 42,061
△ 463,262

☆☆

　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。

Ｈ１６実績
Ｈ１７実績
Ｈ１8実績

Ｈ１8目標 △ 140,000

　ナイター競輪の拡大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１8年度

Ｈ１5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

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 Ｈ15実績 \22,868,817
Ｈ16実績 \14,965,384
Ｈ17実績 \13,231,333
Ｈ18実績 \14,790,767
Ｈ18目標 \14,248,000
Ｈ19見込 \13,763,258

Ｈ17決算（千
円）

Ｈ18予算（千
円）

Ｈ18決算（千円）

払戻金等 9,924,421 11,093,918 11,093,918
68,201 54,040 49,742

指標 年度 実績／目標

3 Ｈ15実績 1.002
Ｈ16実績 1.030
Ｈ１7実績 1.020
Ｈ18実績 1.012
Ｈ18目標 1.000
Ｈ19見込 1.000

Ｈ17決算（千
円）

Ｈ18予算（千
円）

Ｈ18決算　　　　　（千円）
決算差引
（千円）

143,806 214,445 196,647
861,132 847,768 805,396
146,203 192,810 174,721
29,442 29,419 25,287

239,119 256,885 238,970
37,706 40,287 35,616

185,212 201,620 176,583
995,455 1,379,640 1,292,472
241,828 208,537 196,041
228,119 235,936 210,904

目的達成に必要な手段

△ 4,155

52,841
△ 55,736

28,518

　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

△ 149

　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。

平成１９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）

　　目標には達しなかったが、平成１６年度
実積から徐々に改善してきている。過去最
高の売上を上げた記念競輪の臨時場外開
催経費（売上額に連動）、従事員に対する
一時的な和解金の支払い、また全国的にも
遅れていたインターネットホームページのリ
ニューアルで前年度より増加した事業もあ
るが、全体的には経費抑制削減効果が現
れていると考えられる。

平成18年度実積

業務棚卸表（事後評価表）
平成18年度

施設整備事業費

　ナイター競輪の拡大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137億６，３２５万円の車券売上額は
達成できる見込み。

　事業名
これからの課題、事業展開の方向性

　冬期ナイターの実施は、主に電話投票
ファンの獲得を目指すものである。今後は、
本場入場者の減少に歯止めをかけるため、
女性用トイレ改修や雨天時の防雨対策など
本場来場者対策の充実を図る必要があると
考えている。

1,169,497

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19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。円
滑な事業内容の引継ぎを行い民間のノウハ
ウを活かした業務の執行体制を築き、目標
達成を図る方針である。

△ 18,459

目的達成に必要な手段 基本的な手段に対する評価
平成18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）
☆☆☆

　全国的には車券売上は前年度比１．９％
減、入場者数は前年度比１２％減と厳しい
状況が続くなか、普通競輪では売上げ減と
なったものの、記念競輪（ＧⅢ）で９９億１千
万円（前年度比２４億７千万円増）を売上
げ、年間総車券売上高は１４７億９千万円
余となり目標を５億４千万円ほど上回る結果
となった。

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

△ 2,090
△ 8,629
297,017

△ 45,787
△ 17,215
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指標 年度 実績／目標（単位千円）

2 Ｈ15実績 \345,682
Ｈ16実績 \323,167
Ｈ17実績 \318,994
Ｈ18実績 \371,614
Ｈ18目標 \349,700
Ｈ19見込 \285,884

Ｈ17決算（千
円）

Ｈ18予算（千
円）

Ｈ18決算（千円）

基本的な手段に対する評価

業務棚卸表（事後評価表）

目的達成に必要な手段 達成度
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18年度実績
他場の特別競輪・記念競輪のほか、Ｆ１
レースのについても場外発売の引き受けに
注力した結果、３億７，１６１万円と目標の
６％増を達成することができた。

平成１９年度見通し
平成１９年度から、他場の特別競輪・記念
競輪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、目標達成は極めて厳
しい状況である。

　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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