
千葉競輪場現状報告
平成28年度第5回千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会（モニタリング）

平成29年3月22日

資料1



1

目次

【資料①】 包括業務委託進捗状況

包括業務委託進捗状況（1月～3月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２～８

【資料②】 売上・事業計画進捗報告

売上・事業計画進捗報告（平成28年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０

売上・事業計画進捗報告（平成28年度１～２月期本場分析）・・・・・・・・ １１

【資料③】 委員会提案事項の報告

委員会提案事項の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２～１５

【資料④】 弊社企画のネクストステップ

弊社企画のネクストステップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６～１９

【資料⑤】 弊社企画のネクストステップ

弊社企画のネクストステップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０～４５



【資料①】

包括業務委託進捗状況
（１月～３月）

平成２８年度第５回千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会（モニタリング）



3

包括業務委託進捗状況 （1月～3月）

▼場内イベント

【年末年始イベント①（12/28）ガールズグランプリ】
・出走表と新聞配布 ・お菓子配布 ・初心者ガイダンスサービス
・ケータリングカー

【年末年始イベント②（１２/２９）ヤンググランプリ】
・出走表と新聞配布 ・お菓子配布 ・グランプリ前日オッズプリンターサービス
・初心者ガイダンスサービス ・ケータリングカー

【年末年始イベント③（１２/３０）グランプリ】
・出走表と新聞配布 ・お菓子配布 ・CKBカフェ ・初心者ガイダンスサービス
・ケータリングカー

【年末年始イベント④（１/１）元旦】
・甘酒無料配布 ・お年賀配布（カード式ルーペ） ・ライモン＆スタッフお出迎え

【年末年始イベント⑤（１/２）】
・カイロ配布 ・ライモン＆スタッフお出迎え

【日刊スポーツ杯 東出剛メモリアルカップ（1/11～13）】
・夢穴車券！ レース予想会 ・開店!! CKB カフェ ・ケータリングカー
・未確定車券ガラポン抽選会 ・東出剛メモリアルグッズ特別展示
・勝利選手インタビュー ・特別選手紹介 ・優勝選手表彰式

▼場外イベント

【平成28年度「千葉市青少年のつどい大会」出展（２/１８】
市内小中学生とのスポーツ交流および千葉競輪場の周知を目的とし、「千葉市青
少年のつどい大会」に出展。平成27年度に引き続き、二度目の参加。
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包括業務委託進捗状況 （1月～3月）

▼施設利用

【Rapha cycling club走行会（３/４）】
世界20カ所に支部を設ける自転車コミュニティによる壮行会を実施。Raphaは自
転車ブランドやカフェ、レンタサイクル等を展開し、日本では東京と大阪に支部が
あり、自転車を好む方がメンバーに登録している。

【第3回タンデム試乗会（３/5）】
田中まい選手、中村浩士支部長にも参加していただき、パラリンピックのメダリスト
の後ろに是非乗りたい列をなした。視覚障碍者の方の中には、前回、前々回も参
加して楽しかったからまた来たという方もいて、何度も後ろに乗って楽しんでいた。
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平成25年7月から開始した千葉サイクルクラブは、年を追うごとに成長を続け、本年度は年間参加者数752名と過去最高を記録しました。千葉サイクルクラブは、競輪場の外
と中を「自転車というツール」を使って繋げる役割を担っています。安全かつ楽しく自転車を乗る機会を通して、千葉競輪場・競輪競技・競輪選手に興味を持ってもらい、さら
に競輪のお客様になって頂けるように活動を続けていきます。

包括業務委託進捗状況 （1月～3月）

▼千葉サイクルクラブ実績

▼回数推移

平成25年度 対前年比 平成26年度 対前年比 平成27年度 対前年比 平成28年度 対前年比

8 19 237.5% 22 115.8% 27 122.7%

▼年間参加人数

平成25年度 対前年比 平成26年度 対前年比 平成27年度 対前年比 平成28年度 対前年比

77 257 333.8% 531 206.6% 752 141.6%
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平成25年7月から開始した千葉サイクルクラブに合わせて、「ソーシャルネットワークサービス」を活用しています。こちらも、多くの方に対して千葉競輪場の情報を発信してい
ます。ソーシャルネットワークサービスで興味を持った方が、実際に千葉サイクルクラブで競輪場で走る体験ができる流れが出来上がっています。

包括業務委託進捗状況 （1月～3月）

▼ソーシャルネットワークサービス実績

①千葉サイクルクラブフェイスブック ②千葉競輪フェイスブック ③BAY BANK CHIBA 500 ツイッター

「いいね！」数 「フォロワー」数

① 5,655件 ー

② 479件 ー

③ ー 1,036件
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▼選手食堂管理

包括業務委託進捗状況 （1月～3月）

【第11回後節 千葉市営競輪（２月１３日～１５日）】
本業務を弊社が承り、選手サービスの一貫として行っている、誕生日や勝利
数のお祝いを今開催も実施しました。
祝福者は開催２日目に通算２００勝を達成した柴田功一郎選手（神奈川）、夜
食事にサプライズでお祝いのフルーツ盛合わせをプレゼント、他の選手も一緒
に祝福をしていただきました。中には通算３００勝を目前にした選手も居り今回
は達成できませんでしたが「こんなサプライズがあると分かっていたら意地でも
勝つのに！」と皮肉交じりに・・・。と場を盛上げていただき和やかなムードでお
祝いをすることができました。

▼バックスタンド広告シート改修

【３月７日 バックスタンド広告シート改修実施】
「千葉氏８９０の広告掲載終了に伴い、他の広告シートに変更改修を実施いたし
ました。今回は千葉市様がアピールしている加曽利貝塚に注目し、千葉市公営
事業事務所長様のご協力の元、千葉市教育委員会生涯学習部文化財課のご担
当者様にご連絡いただき改修実施いたしました。
文化財課のご担当者様もとてもご協力的で速デザインを仕上げていただき、ス
ムーズに改修の手はずを整えることができました。

▼サプライズ商品（フルーツ盛合わせ） ▼別の角度から

選手がサプライズ商品を持って祝福されている姿を写真にと、選手にお願いし
たのですが、「写真は勘弁して下さい」と断られてしまいました。
引き続き実施して参ります。

▼初代「花の都 ちば」 ▼２代目「千葉氏８９０」

▼３代目「日本最大級 加曽利貝塚」
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【日刊スポーツ杯 東出剛メモリアルカップＦⅠ】
前検日インタビュー・決勝戦インタビュー・勝利者インタビューの撮影・放映を
行いました。

包括業務委託進捗状況 （1月～3月）

▼東出剛メモリアルカップＴＶ業務

前検日インタビュー

決勝戦インタビュー

勝利者インタビュー ＣＳ番組スタジオ

決勝戦インタビュー

２月２４日伊豆ベロドロームで千葉・静岡所属選手が試走会を行いました。７車・６車
立てレース、選手の自転車にカメラを取り付け、データと画像を撮影し、試走後の
選手にインタビューを行いました。

▼伊豆ベロドローム試走会

７車立てレース

車載カメラ映像

近藤選手インタビュー

ドーム全景

４コーナー

和田選手インタビュー



【資料②】

売上・事業計画進捗報告

平成２８年度第５回千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会（モニタリング）
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売上・事業計画進捗報告（平成28年度）

27年度 28年度 単位：千円

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

千葉市計画（A 150,000 850,000 800,000 120,000 350,000 120,000 6,000,000 120,000 2,000,000 600,000 240,000 650,000 12,000,000

日写計画（B 150,000 900,000 850,000 150,000 350,000 150,000 6,000,000 120,000 2,000,000 700,000 240,000 650,000 12,260,000

実績（C 132,514 898,586 789,771 129,014 354,970 98,079 5,965,736 110,948 1,684,946 500,000 180,242 10,844,806

（C）－（A） ▲ 17,486 48,586 ▲ 10,229 9,014 4,970 ▲ 21,921 ▲ 34,264 ▲ 9,052 ▲ 315,054 ▲ 100,000 ▲ 59,758 ▲ 505,194

千葉市計画（A 12,250 21,000 15,500 10,730 22,000 15,230 14,800 15,900 19,500 19,800 15,500 17,200 199,410

日写計画（B 12,250 20,000 16,500 10,730 20,100 17,230 14,800 17,900 20,000 17,800 15,500 16,200 199,010

実績（C 11,628 21,579 14,863 10,048 16,976 14,204 15,700 13,450 18,400 14,992 16,373 168,213

（C）－（A） ▲ 622 579 ▲ 637 ▲ 682 ▲ 5,024 ▲ 1,026 900 ▲ 2,450 ▲ 1,100 ▲ 4,808 873 ▲ 13,997

昇降機工事 見積り 実施

ＨＤ放送設備 見積り 実施

モニタリング 実施 実施 実施 実施

サイクルカフェ開設 計画 実施

ガールズケイリン 計画 実施 実施

場内テレビ改修 計画 工事・改修実施

ナイター開催イベント 計画 実施 実施

県内イベント参加 計画

新規集客広告・イベント 計画 実施

テラス席設置 実施 利用 利用

空き店舗活用 計画/実施

自転車レース・イベント 計画 実施 計画 実施

記念競輪 計画 実施

ロイヤルルーム運営 計画/実施

VIPルーム運営 計画/実施

サイクルクラブ発展 計画/実施

自社資金運用 実施

当社主催競輪ツアー 計画 実施

清掃業務見直し 計画 実施

警備業務見直し 計画 実施

無線更新 計画 実施

バスダイヤ変更 計画/実施 実施

車
券
売
上

場
外
収
入

千

葉

市

事

業

計

画

＜継続的に実施＞

＜継続的に参加＞

＜継続的に実施＞

＜継続的に実施＞

＜継続的に実施＞

＜継続的に実施＞

＜継続的に実施＞
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売上・事業計画進捗報告（平成28年度1～2月期）

▼平成27年度・28年度１～２月期比較（千葉競輪本場）

１～２月期の場外開催はＧⅠ、ＧⅢにおいては開催日数の変更はなく、売上が減少しているのが見てとれます。ＦⅠ開催は開催日数が増加した以上の売上を上げていま
すので今後も開催日程と売れやすい開催を選択して売上確保を目指していきます。ナイター開催は冬季の売上が平成２７年度において見込めなかった為、本年度は開
催日数を減少させました。全国的に競輪場利用者の減少がある中ですが開催日程の効果的な選択などで解消していきます。

▼平成27年度・28年度１～２月期比較（千葉競輪場外）

１～２月期の本場開催はＦⅠにおいては昨年度とほぼ同等の売上となりました。ＦⅡ開催は平成２７年度が正月開催ということもあり減少となっています。
中でも本場開催の売上減少が顕著となっており、これは前回のモニタリングでも提示させていただいた流れで全国的に競輪場の売上をつくる力が減少していることが千
葉競輪場でもあらわれています。※薄い赤は場外ＦⅠとの併売、濃い青は場外ＧⅢとの併売となります。

グレード 開催日数 売上 入場者 開催日単価 開催日数 対前年比 売上 対前年比 入場者 対前年比 開催日単価 対前年比

ＧⅠ 4 80,541,400 6,699 20,135,350 4 100.0% 78,823,900 97.9% 6,242 93.2% 19,705,975 97.9%
ＧⅢ 31 413,702,000 36,456 13,345,226 31 100.0% 348,150,700 84.2% 34,045 93.4% 11,230,668 84.2%
ＦⅠ 24 157,088,800 14,432 6,545,367 26 108.3% 194,036,600 123.5% 17,559 121.7% 7,462,946 114.0%
ナイター 15 50,808,000 2,437 3,387,200 6 40.0% 17,866,500 35.2% 763 31.3% 2,977,750 87.9%

平成27年度 平成28年度

平成27年度 開催日程 本場売上 電話投票売上 協力場外売上 計 平成28年度 開催日程 本場売上 前年比 電話投票売上 前年比 協力場外売上 前年比 計 前年比

1月2日 12,322,700 6,796,800 10,024,600 29,144,100 2月6日 5,550,500 12,159,600 12,921,200 30,631,300
1月3日 14,732,000 9,753,200 18,902,700 43,387,900 2月7日 5,453,400 8,211,300 9,903,600 23,568,300
1月4日 13,660,200 20,390,100 28,225,900 62,276,200 2月8日 5,749,900 8,838,900 9,542,500 24,131,300

小計 40,714,900 36,940,100 57,153,200 134,808,200 2月13日 5,023,200 8,828,700 13,092,900 26,944,800
１開催平均売上 40,714,900 36,940,100 57,153,200 134,808,200 2月14日 5,583,700 10,828,100 12,313,400 28,725,200

2月1日 9,422,800 42,599,200 68,993,700 121,015,700 2月15日 8,543,400 14,840,500 22,858,100 46,242,000
2月2日 10,670,900 38,559,700 66,914,500 116,145,100 小計 35,904,100 63,707,100 80,631,700 180,242,900
2月3日 16,845,300 70,311,400 105,385,100 192,541,800 １開催平均売上 17,952,050 44.1% 31,853,550 86.2% 40,315,850 70.5% 90,121,450 66.9%
2月8日 13,258,500 49,872,900 100,243,900 163,375,300 1月11日 9,155,300 37,465,400 40,804,500 87,425,200
2月9日 13,172,100 53,917,200 99,752,200 166,841,500 1月12日 11,012,500 63,275,200 111,105,000 185,392,700
2月10日 16,630,900 65,812,300 114,431,500 196,874,700 1月13日 16,847,700 79,203,500 131,700,100 227,751,300

小計 80,000,500 321,072,700 555,720,900 956,794,100 小計 37,015,500 179,944,100 283,609,600 500,569,200
１開催平均売上 40,000,250 160,536,350 277,860,450 478,397,050 １開催平均売上 37,015,500 92.5% 179,944,100 112.1% 283,609,600 102.1% 500,569,200 104.6%

ＦⅡ

ＦⅠ

ＦⅠ

ＦⅡ



【資料③】

委員会提案事項の報告
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委員会提案事項の報告

どうしても9車立てがメインでその中で7車立てが入るので、売上自体は少し落ちる部分がある。ガールズケイリンであれば来場者が増え、これから千葉がガールズを開催
できる場として、売上自体は寄与していくと考えている。千葉は500バンクですが500バンクの中で1番直線が短いのでよくラインで決まる。こういうところをデータで出して当
たりやすいガールズというイメージの場として、お客さんが買いやすいような状況を作っていくことが重要と思う。

▼ガールズケイリン初開催ということで、来場者数は138％で好調だったが、実際のところは？男性の選手のレースに比べて女子の選手の売上とか、全体的な効果が
あったなどあれば。

29年度上期 ①7月18日（火）～20日（木）千葉FⅡ開催（19・20日大宮FⅠグラチャン併売）
②8月11日（金）～13日（日）千葉FⅡ開催（全日オールスターいわき平GⅠ併売）

開催日程に関しては全国競輪施行者協議会が取り纏めており、実際に500バンクだからとか多くするといったことは行っていない。ただ、ガールズの選手の中では500バン
クは距離がある分、少し走りづらいと言っている選手もいるように聞いてはいる。

▼ガールズケイリンというのは年間開催にすると日数はもう決まっているか？千葉競輪場が持っている500バンクの特性とガールズという組み合わせで、有利か不利かとい
ろいろあるだろうが、そういう事を加味して開催数を多くするとか少なくするとかといったことはできないのか？

選手宿舎等、施設面で男子選手と女子選手が混合になるわけなので、そこの導線部分を含め、当初は千葉では大きな改修が必要だからできないと競技会より発言が
あったが、色々な競輪場で回数を重ねることにより、シャワーやトイレの改修等はあったが、ここはカーテンで目隠しできれば問題ない等の施設面でクリアできるところが解
り開催に至った。

▼ガールズケイリン開催が43場中40番目に実現したということで、そこまで時間がかかった要因というのはどういうところにあると考えているか？

電話投票→890年に合わせて売上に乗じて金額が変わるという変動型のキャッシュバックという新しい試みを一つやったこと、KEIRIN.jp以外にもオッズパーク、チャリトロ、
Kドリームスに協力を依頼したこと。主催側のKEIRIN.jpよりも逆に民間サテライトのウェブページの方が色々なプレゼントグッズがあったり、還元型の購買促進キャンペー
ンをたくさんやられている、民間だからこそやれるアイディアづくりというものをやられているので、射幸心を煽るような仕掛けづくりがきっちりとできたことが電話投票がきっち
りと上がったと考えている。
イベント→千葉市民の日と併せて毎回行うチバラブズフェアを実施し、段々と根付いてきたと感じる。よさこいなど出演者が多いイベントを組み込み、その出演者の知り合
いを誘いお客様がたくさん集まる、人がつかまりやすいコンテンツを揃えていることがイベントとして成功している要因と思っている。

▼千葉の記念競輪売上が全国的にもよかったということで、日本写真判定が努力して成果が出たと分析できる部分はどこですか？そこを伸ばしていってほしい。
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委員会提案事項の報告

まずは南関東地区内で被らないような形で日程調整を行う。それから全国の調整なので、全国競輪施行者協議会の会議に持っていき、そこで初めて重なる等が分かる。
西と東が重なってもそこまで影響は特にないが、関東と南関東が重なった場合には若干売上に影響は出ることは確か。

▼（上の答弁に関して）その日程、場外場に関してはこちらで操作はできないものか？

電話投票→民間サテライトどんどん伸びているので引き続き関係性も密にやっていこうと考えている。
専用場外→今後はサテライトとコラボするイベントをやっていこうかと考えている。

▼（上の答弁の流れから）電話投票とか専用場外の方に力を入れていくことだと思うがその辺は具体的考えはあるか？

3日目に関しては天候が雨ということもあり、伸び悩んだ。
配布した資料の入場者数は有料で入られたお客様でカウントしており、今回の記念に関して、無料券を使用したお客様はカウントしてない。

▼記念競輪の入場者数は去年に比べてだいぶ落ちているが要因はどんなところにあると分析しているか？

差引 比率

48 101.8%

-188 94.7%

-583 72.0%

-43 98.3%

-766 93.0%

４日目 2,602 ４日目 2,559

合計 10,919 合計 10,153

２日目 3,516 ２日目 3,328

３日目 2,083 ３日目 1,500

入場者一覧

２０１５年　累計 ２０１６年　累計

１日目 2,718 １日目 2,766

平成27年度 平成28年度

土曜日 501 489

日曜日 737 818

総入場者 1238 1307

無料入場者数の入場者数比較 無料入場者数込みの入場者数比較

記念開催でも昨年度は千葉記念を開催しているときに、昼間開催でＦⅠ開催は一回もなかったが、今年に関してはFⅠ開催が富山競輪場と岸和田競輪場が発売。また
同県で2場ある場合、片方しか発売できない。昨年は神奈川県の小田原と平塚と川崎競輪場の内（川崎は単独）、平塚が2億3700万円、今年は小田原で4日間で1億
6000万円、こういったところの差が如実に出る。更に業界的に売上が下がっているのでそういったところが出てしまう。
単売→競輪場で一つの場しか発売しないこと。

▼場間場外の売上が昨年と比べて減少しているが、その原因は？単売とはどういう意味か？
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委員会提案事項の報告

ようやくスタートラインにたどり着いた状況。感触的には全体的に競輪が低迷している中で新しい起爆剤になるものかどうかということを関係団体も危惧しており、うちも存続
がかかっている状況なので、その検討会で何とかできるように検討を進めていきたいと思っている。

▼新多目的競技場を建て替えの方向の場合、委託期間に影響、オペレーションはあるのか？

バンク内から観戦してもらうという取り組みをはじめ、スポーツとしての見せ方、観覧を方法を検討している。ただ抜本的に中を改装したり、安全公正を確保できるような状
況でなければいけないので、そういう大きい抜本的な部分の改修等については検討を重ねて、千葉市と一体となって対応していきたいと思っている。

▼競技をバンク内から見たりとか、そうすると本場に来たということで、極端で費用も掛かるかもしれないが、今の動物園の見せ方で人気のところがある。同じように考えら
れないとは思うが、人気が出る可能性としてはあると思う、検討してみては？

市長に提案があり、はっきりいってこれを進めろと指示がでているので、その関係団体にあたった経緯がある。ただ業界としてこれはできないという判断ならできないが、市
長とすればスポーツとしての競輪としては前向きな意見を持たれているので、ただスポーツの競輪としてはお金を生まないので、そのなかで施行権をもって競輪ができると
いうことであれば、市長としても納得いただけるかと思っている。

▼（上の答弁の流れから）この件に関して千葉市長はどういった考え？



【資料④】

弊社企画のネクストステップ

平成２８年度第５回千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会（モニタリング）
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弊社企画のネクストステップ

▼イベント

【第2回キッズケイリンレース開催（5月下旬予定）】
競輪業界初の試み、小学生及び未就学児童を対象とした「キッズケイリンレース」
を昨年の11月に実施した。家族連れを含む多くの子供たちの笑顔であふれるイベ
ントとなった。そのキッズケイリンの第2回目を5月に実施予定。1回目よりもボリュー
ム、質をアップさせ、普段の練習の成果を出す場、また自転車の楽しさを伝えるコ
ンテンツで多くの子供たちの参加を図る。

【500バンクから250バンクへ】
業界内で現在進めている250バンク多目的施設の件が確定したら、29年度が実質、
500バンクの最終年度となるため、千葉の500バンクのフィナーレイベントを実施。
内容に関しては施行者様と協議して決定。

実施項目案
〇競輪場解体に向け、さらなるコンパクト化
〇2場売り→4場売りへの対応検討
〇千葉を発売していただくための協力場外場への営業
〇千葉競輪メモリアル写真展

【AWAY WE GO 一般貸し出し】
昨年にオープンしたサイクルカフェ「AWAY WE GO」の一般貸出を実施。HPや
Facebook等で告知。これから暖かくなるタイミングにできるだけ多くの方に使用して、
活用していただく。ママ会や女子会、会社の飲み会等にも使用でき、希望があれ
ば、投票所の自動機を稼働し、車券の購入も可能。

AWAY WE GO運用風景 HP等での貸し出し告知

AWAY WE GO
一般貸出告知

▼施設利用

【キャッシュバックキャンペーン】
電話投票売上の推移から、29年度は本場開催で大々的な
キャッシュバックキャンペーンを実施。ヲタク層、市場関係
者、建築関係者をターゲットにイベントと連動させながら、
電話投票による売上増加を図る。

ヲタク→人気声優による場内アナウンス
市場→マグロ解体ショー
建築→建築甲子園の実施

（詳細は次ページに掲載）
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弊社企画のネクストステップ

▼イベント

【建設職人甲子園（平成29年8月26日・27日）会場貸し】
千葉競輪場のイメージ向上策として、自転車関連イベントから目線を変え、「社会
に貢献する場所」の周知を目的とし、「建設職人甲子園 千葉地区大会」の実施
（場所貸し）を考えております。

建設職人甲子園とは、

【大会実施内容（予定）】
建築業界で働く職人さんたちの仕事の内容や魅力を知ることができるエンターテ
イメントイベント。
ミスコンや腕相撲大会、ミュージシャンによるライブ、グルメ屋台も集結し来場者が
楽しめる企画を実施。

▼職人体験エリア
色々な職人技を子供から大人まで親切丁寧に学ぶことができる。
体験を通じて、職人技の凄さから職人業の魅力を感じてもらう。

http://k-shokunin.org/

▼建設重機体験エリア
実際に使用している重機に乗れ、重機の役割を学べられる。
※実際に動かすことはできないものの、操縦の仕方を学べられる。

▼その他
建設職人によるプレゼン大会
端材で小物作り体験エリア

子供から大人まで家族で楽しめるイベントやブース
が盛り沢山出展。（※予定）

▼前開催のチラシ
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弊社企画のネクストステップ

▼運用変更

【締切時刻の変更】
平成２９年４月７日から、全ての競輪場、場外車券売場及び電話投票の締切時刻が
変更になります。

現状 平成２９年４月７日以降
本場開催

（競輪場）

発走予定時刻の
５分前

発走予定時刻の
3分前

場外発売
（競輪場、場外車券売場）

発走予定時刻の
７分前

発走予定時刻の
5分前

電話投票
発走予定時刻の

５分前

発走予定時刻の
3分前

⺠間サイト 発走予定時刻の
５分前

発走予定時刻の
５分前

上記の変更に伴い、場外発売時は締切から１分５０秒以内に票数確定の実施を
義務付けられました。
現在の運用ＷＳ設定は、票数確定まで３分２０秒となっているため、４月５，６日の
ノー競輪デーを利用し、票数確定まで１分３０秒となる設定に変更いたします。
なお、３月１日の非開催日を利用し、設定の確認テストを実施し、確認済みです。

【オッズ表示の変更】
運用変更によるお客様の買い漏れを防止するために、場内テレビに表示している
オッズ表示の運用も合わせて変更いたします。
現在締め切りまでオッズを表示しておりますが、早めに発券機へ誘導することを
目的として、締切１分前よりオッズ表示を終了します。
こちらもノー競輪デーを利用し、オッズ生成装置の設定変更を実施します。
なお、３月１日の非開催日を利用し、設定の確認テストを実施し、確認済みです。

締切１分前より、左記テロップを
オッズ生成装置にて表示

【「KEIRIN.JP」のリニューアル】
平成２９年４月６日午後から、お客様の利便性向上を図るため、競輪オフィシャル
ウェブサイト「KEIRIN.JP」が、2017年4月6日午後にリニューアル。
下記変更内容一部抜粋



【資料⑤】

モニタリング振り返り

平成２８年度第５回千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会（モニタリング）
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第１回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼本場開催・場内イベント

【千葉競輪バックヤードツアー（4/2）】
本場開催中のバックヤードが見学できるツアーを実施。

【第35回白鳥伸雄杯（5/9～5/11）】
・狙え！ 夢・穴車券！ レース予想会 ・CKB カフェ
・未確定車券ガラポン抽選会 ・開催参加選手・関係者による黙祷
・選手会千葉支部主催 熊本地震復興支援チャリティーオークション

【デイリースポーツ杯 争奪戦（6/9～6/11 ）】
・狙え！ 夢・穴車券！ レース予想会 ・CKB カフェ
・未確定車券ガラポン抽選会 ・開催参加選手・関係者による黙祷
・選手会千葉支部主催 チャリティーオークション
・蓑田真璃選手ファンサービス

▼競輪場外イベント

【第4回GSRカップ出場（5/14）】
コスプレイヤーが多く集まる自転車イベント「ＧＳＲカップ」にて競輪ＰＲを実施。

▼本場開催・場内イベント

【こどもの日イベント（5/5）】
こどもの日にちなみ、子供たちが楽しめるイベントを実施。

【静岡競輪GⅠ開催ライモン出張（4/30）】
静岡競輪の新マスコットキャラクター「レーサーパンダ君」のお披露目に伴い、南
関東地区のマスコットキャラクターを集めたステージにライモン出演。



22

第１回モニタリング振り返り （平成２８年度）

【琴奨菊関・千葉競輪合同トレーニング（5/4）】
前回に引き続き、琴奨菊関・千葉競輪合同トレーニングを実施。

▼施設利用

【千葉競輪場「自転車運動会（4/6）】
千葉市様、選手会、弊社（スタッフ）が一体となるべく「自転車運動会」を実施。

【育てて食べよう！キッチンストーリー（実施中）】
競輪場で植物を育てる企画。最終的には収穫し選手とBBQを実施予定。

▼椿森中学校 職場体験（ワークステイ）

【ワークステイ（6/14～6/16）】
千葉市立椿森中学校が来場し生徒による千葉競輪場職場体験を実施。

▼千葉けいりん After★Night Party Vol.2

【アフターナイトパーティー（7/3）】
前回実施したアフターナイトパーティーが好評につき第二回目を実施。

▼タンデムバイク試乗会

【タンデムバイク試乗会（6/18）】
障害者スポーツを一般市民の方々にもご理解頂く事を目的として、地域の自転車
愛好家・視覚障碍を持つ方とで、タンデムバイクの体験試乗会を実施。
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第１回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼地元自治会へのお知らせ（平成28年4月より実施中）

平成28年4月から、千葉けいりんを中心とした16の自治会向けに「千葉けいりんから
のお知らせ」を各月初・各月中に配布し、積極的にコミュニケーションを図っていま
す。少しづつではありますが、地元自治会の皆様がイベントや千葉サイクルクラブ
に参加して頂くようになっています。

▼船橋オートレース場スタッフの新規雇用

平成28年3月末で廃止となった船橋オートレース場のスタッフを千葉競輪場スタッ
フとして平成28年5月に7名を雇用。同じ投票業務のスタッフとしてのキャリアを
持っているので、定年退職で少なくなった千葉競輪場スタッフの大きな穴埋めとし
て、活躍していただきます。

▼スタッフの特技を生かした業務

スタッフの中にヨガインストラクターの経歴を持つ方がいるので、サイクルクラブの
準備運動で披露していただいたり、朝の体操に取り入れるなど、スタッフの特技を
業務に活かしています。他にも、バルーンアートが得意なスタッフにはイベントの縁
日ブースで披露していただきました。今後もスタッフとコミュニケーションをとり、業
務に活かせられる特技を見つけ、働く場面の多様化を目指していきます。

▼衛生委員会

2か月に一度、スタッフの健康に対する不安の解消のために衛生委員会を実施。
4月には「お酒と健康」、6月には「タバコと健康」というテーマでスタッフ向けの講義
を産業医の先生に行っていただきました。業務だけでなく生活面のケアとして今後
も意見を聞いて実施していきます。
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第１回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼統制室 Next-VIS全体稼働に向けて一次移行、及びＨＤ化

平成２９年４月のＮext－ＶＩＳ全体稼働に向け、２８年４月に一次移行として拠点
（競輪場・サテライト他）のワークステーション及びプリンターの交換があり、千葉競
輪場でも交換を行いました。また、Ｎｅｘｔ－ＶＩＳの一次移行により、統制業務にお
いて、障害対応・誤操作防止機能が追加され、他場券払い戻し業務の電子化に
よりデータ管理ができるようになりました。さらに、ＨＤ化に向けて弊社オッズシステ
ムのテストを行っています。

平成２８年度開催も昨年度に続き、前検日に
地元選手インタビューを行い、１日目の番組内
で放映、またインターネット（ＹｏｕＴｕｂｅ千葉
競輪チャンネル）に放映しました。

平成２８年５月２３日～２５日の第３ＤＭＭ競輪
賞開催中、イメージキャラクター遠藤三貴さん
がスタジオに出演しました。

平成２８年６月９日～１１日のデイリースポーツ杯
ＦⅠ開催中、千葉１１０期地元新人、蓑田真璃
選手がスタジオに出演しました。

平成２８年６月９日～１１日にデイリースポーツ杯
ＦⅠで、千葉９２期 鈴木 裕選手が優勝しま
した。

▼ＣＳ放送の充実
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▼本場開催・場内イベント

【アフターナイトパーティーVOL２（７/３）】
選手との交流、千葉競輪の魅力ＰＲのために、アフターナイトパーティー第二弾を
実施。

【こどもまつり（７/１８）】
子供たちに千葉競輪に親しんでもらうことを目的として、こどもまつりを実施。

【ビアガーデン（７/８～８/１４）】
千葉競輪の夏の風物詩「ビアガーデン」を実施。合わせて競輪講座（予想会）も実
施し、売り上げにも貢献。

【鹿沼由理恵・田中まい選手 リオパラリンピック壮行会（７/２１）】
両選手の出場決定とリオでの健闘を祝して壮行会を実施。
結果は見事１ｋｍタイムトライアル（ロード）で銀メダル獲得。

【キッチンストーリー（BBQ企画）（８/２８）】
平成２８年５月から開始したキッチンストーリーの企画としてBBQを実施。２０名以上
の参加者に加えて、千葉サイクルクラブで日ごろ参加していただいている方も参
加して総勢６０名ほどの賑やかなBBQとなった。

【臼井ふるさとにぎわいまつり出展（８/２０）】
選手会千葉支部様と共同で、臼井市で例年開かれている「ふるさとにぎわいまつ
り」に千葉競輪場ＰＲを目的として出展。

第２回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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▼本場開催・場内イベント

【第４回自転車レース「弱虫ペダルカップ」（７/３０・７/３１）】
一般の自転車愛好家や千葉競輪になじみのない方を対象に開催。今開催は、初の試みで２日間開催となり、多くの方がご来場いただいた。女性比率が非常に高いイベント
なので、今後もレースとして行っていきたい。また子供のレース参加も含めて自転車競技への注目を広げていきたい。

第２回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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▼第１投票所リニューアル完了 ▼ガールズケイリン開催に向けての施設改修

【サイクルカフェ「AWAY WE GO」運営開始（7/29）】
第１投票所の改修工事が完了し、店舗名「AWAY WE GO（さあ、みんなで行こ
う！）」として運営を開始しました。7/30・31の弱虫ペダルCUPで初お披露目、
HOT DOOGや飲料を販売し、飲食を楽しみながら休憩できるスペースとして好
評を得ました。現状イベントで使用的なスポット営業ですが、今後当場所で食品
営業許可を取得し定期的に営業。特に女性客をターゲットにしたメニュー作りを
行い、安心して寛げ、競輪ファンクラブカフェにしていきます。

改修前 改修後

7/30 営業初日

【８月施設改修開始】
12月・3月のガールスケイリン開催に向け、男子選手色の強い施設を男女併用の
施設へと改修を開始しました。
選手管理棟は、男子選手控室に間仕切りを設置し、女子控室スペースを設置
等、既存施設に手を加えることで女子選手のスペースを確保して参ります。特に
女子選手のプライベートが垣間見れないよう注意し施工いたします。

選手管理棟2階選手控室を間仕切りで女子選手控室設置（確保）

その他、医務室の個室化、及び出走前女子トイレの洋式便器化等を図ります。

第２回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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【統制システム一部自動化（７/１９～２９）】
平成２８年度４月より統制システムがＮｅｘｔＶＩＳに更新され、ＪＫＡ様の講習会にも参加し、特に大きな問題もなく運用を進めております。
ＮｅｘｔＶＩＳに更新されたことにより、手動操作にて実施している部分を一部自動化することも可能になりましたので、オペミス防止のために非開催期間を利用して、
場外開催時の一部自動化を実施しました。

▼テレビ室（統制室内） ▼６０インチ液晶モニタ ▼オッズ生成システム

▼映像システムＨＤ化

【映像システムＨＤ化工事（７/１９～２９）】
非開催期間を利用して、映像システムのＨＤ化工事を実施し、場内テレビの全液晶化及び弊社オッズ生成システムを導入し、ＨＤ化工事が無事完了しました。
６０インチ液晶モニタによる大画面での迫力あるレース映像や３連単を１画面でのｵｯｽﾞ表示など、ファンサービスを向上させました。
また、本場開催時のレースカメラやテレビ室の機材更新により、各場外場へのＨＤによる放送が可能となり、８月３０日からの本場開催よりＨＤによる放送を開始しました。
さらに、本場開催時のテレビ室を統制室内に移設し、統制との連携を密にして、放送することが可能となりました。

▼統制システム一部自動化

第２回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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▼テレビ室（統制室内）

▼メインスイッチャー

▼メインスタンド２階

▼メインスタンド１階バンク側

▼メインスイッチャー

▼メインスタンドロビー

第２回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼スタッフ雇用維持・拡大

【スタッフ記念準備】

開設６６周年記念滝澤正光杯に向けてスタッフが準備を行いました。
場内のベンチのペンキ塗りをはじめ、のぼりの設置や各投票所、スタンドの清掃、
記念品のアッセンブリ等の作業を実施しました。
記念の準備をスタッフが行うことで雇用を確保すると同時に、マンパワーを必要と
する業務を効率的に実施しすることができました。また士気を高め、自分たちで記
念を作っていくという意識を持たせることができました。

【バンク内花壇リニューアル】

今年も、スタッフが独自に千葉競輪開設66周年記念開催にちなんだ花壇装飾を
実施しました。昨年の「65ｔｈ」よりも難易度の上がる「祝66」の文字を計画。
昨年に引き続き、社会貢献活動をされている「社会福祉法人 愛光」様への協力と
して、装飾用の花を購入して使用。千葉記念を彩るとともに、特別観覧席のお客
様からも高評価を得ることができました。

【スタッフ担当業務多様化】

公益財団法人JKAの担当業務であった選手控室の清掃、洗濯、風呂場の清掃
等を弊社の従事員が担当しました。普段の家事に慣れているスタッフだからこそ、
より丁寧・迅速に業務を遂行できています。開催が終了してからの控室の清掃は
多くの人数をかけることで、短時間で効率的に実施できます。

【スタッフによる飲食物の調理・販売継続】

昨年の記念から始まったスタッフによる飲食物の調理･販売を継続実施。「ＣＫＢカ
フェ」という店舗名で、土日・ＧⅡ以上・本場開催時に出店。からあげ、おにぎり、カ
レーに力を入れ千葉競輪場の名物メニューとなりつつある。ＳＮＦの「チョイ飲み」
や千葉記念ではもちろん、開店日には多くのお客様に食され、スタッフのお客様と
のうまいコミュニケーションで他の店舗とは違った、無くてはならない飲食店となっ
ています。
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼設備修繕

7月～9月期に千葉競輪場及び、千葉サイクル会館で早期改修が認められる設備の修繕を実施。
千葉競輪場では、中央消防署に指摘されている消防設備を修繕、千葉サイクル会館では、消防設備に加え浴槽濾過装置及び、空調設備の修繕を実施。

▼千葉競輪場 消防設備修繕（一部抜粋） ▼千葉サイクル会館 消防設備・濾過装置・空調設備修繕（一部抜粋）
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼第4コーナスタンドにウッドデッキ（通称：ベイサイドデッキ）設置

前回のモニタリングで弊社ネクストステップⅡとして発表させて頂きました新店舗誘致の第1弾として
第4コーナースタンドにウッドデッキを設置させて頂きました。

当初の構想とは異なりますが、第66回千葉開設記念競輪ではステージとして活用し様々な催し物を実施、
また、レースが始まれば応援スペースとしてお客様に壇上頂き、バンク外周フェンス（ポリカーボネード）を
介し直ぐ目の前が第4コーナーのカントとなっているウッドデッキの上で臨場感溢れるレース観戦をご堪能
頂きました。

ウッドデッキ周辺のポリカーボネードには直径50mmの穴を空け、応援の声が選手に届くよう工夫をさせ
て頂きました。今後も新規顧客を誘致するスペースとして活用して参ります。

▼ウッドデッキ（通称：ベイサイドデッキ）

▼ポリカーボネード穴あけ作業

▼使用風景① ▼使用風景②
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼映画 「劇場版弱虫ペダル」音声収録

■日時 平成27年4月1日（水） ■会場 千葉競輪場３階スタンド・バンク内（千葉県千葉市中央区弁天4-1-1） ■競輪選手 ２0名前後

８月公開の映画に是非プロ選手の走る音を使用したいという監督の希望があり、千葉支部の競輪選手にバンク内を走っていただき、色々なシーンを想定して
約６時間ほど音声を収録。公開された映画のエンドロールには千葉けいりんの文字が掲載され、アニメ雑誌にもプロの選手の音を収録と、話題にもなった。
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼田中まい選手/鹿沼由里恵選手 パラサイクリング世界大会 銀メダル獲得による市長表敬訪問

■日時 平成27年４月28日（火） 1４：３0～1５：00
レース種目 タンデム個人追い抜き/銀 タンデムスプリント/銅

市長との質疑応答
熊谷市長
Q日本のレベルは世界ではどのくらい？

最近では、海外でも金メダルを取る選手が、パラサイクリングにも出場してくる。
その中でも銀、銅メダルをとることは非常に難しい、これは２人の功績。

Q リオ、東京でもメダルを狙えるのか？

狙える位置にいる、しかし現在練習場も含めてもっと競技を普及させないと次の選手が育たない。
安心して練習できる千葉競輪場のような施設が大事。
実は知られていないが、２人乗り自転車を千葉県は条例で走れない。

Q どこの県は走れるのか？
広島県、長野県、佐賀県、宮崎県、山形県、兵庫県等、８県くらい。
パラリンピック誘致に積極的な県は条例改正を行っている。
千葉県も検討したいと思います。そうなると今は千葉競輪などで練習しているのでしょうか？
田中まい選手はそうです。鹿沼はワットバイクやジムがメイン。
今度二人で千葉競輪にて練習も予定している。

どなたでも２人乗り自転車に乗れるような環境づくりも大事ですね。
せっかくですから東京オリンピック、パラリンピックに向けても誰でも、見れる、乗れる環境整備が大事ですね。
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼企業協賛レースの実施

第１回DMM競輪賞 （５月１２～１４日）
第２回DMM競輪賞 （６月１０～１２日）

５月、６月のFII開催は、千葉競輪場初の試みである企業協賛レースを実施いたしました。
今開催は、インターネット競輪投票等も行っているネット系コンテンツ提供企業、株式会社DMM．COM社様の提供をいただき開催。
開催企業のメリットとして、開催の冠名が各媒体に掲載され多大な広告効果があるほか、車券等にも冠名が記載されるため、記念物としても残る効果がありま
す。DMM様からは、選手への副賞としてDMMマネーカード（電子マネー）の提供をいただいたほか、場内や中継視聴者へのサービスグッズとしてクオカードの
提供もいただきました。場内では開催最終日に未確定車券ガラポン抽選会でクオカードをプレゼント、中継視聴者向けに3日間を通しての穴埋めクイズを実
施。ニコニコ動画生中継、『チャリチャン＠DMM』放送も実施し、車券売上向上を図りました。
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼第３回自転車レース弱虫ペダルカップの実施

来場者（横断路で延計測）739名、競技者109名と多数の来場者で盛り上がりました。普段、競輪を
みることのないコスプレイヤーや、自転車愛好家たちに競輪模擬レースを行ない、競輪のすごさや迫力を
感じていただいた。

■日時 平成27年５月３０日（土） 1０：00～1９：00
■競技 ・タイムトライアル

・エリミネイション
・速度競争
・団体戦競技（ファンライド性重視）
・フリー走行
・ケイリン模擬レース（※ガールズケイリン＆オリンピックルールでの模擬レース実施）
※日中に1回、ナイター照明（薄暮照明）で1回の計2回実施、1着当てクイズ

■イベント ・「劇場版弱虫ペダル」ＰＲブース＆大会オリジナルグッズ販売ブース
※千葉バンクを弱虫ペダルファンの聖地としてＰＲ
※グッズは「ARアプリ」や映画ＰＲ販促品、トムスエンタテイメント公認オリジナルグッズ等
・地元社会福祉法人様ＰＲブース
・弱虫ペダル登場の自転車が勢ぞろい「自転車試乗＆即売会コーナー」
・ＣＫＢカフェ（春ノ体育祭ver.）
・ケータリングカー出店
・コスプレイヤーフォトロケーション（撮影場所）
・スペシャルオリンピックス日本や千葉のプロスポーツチーム紹介ブース
・オリジナルグッズ（特製：光るブレスレットの限定販売）＆ナイトバンクフリー走行

■メディア WEB系 千葉市FB/千葉市役所広報/千葉市観光ガイド/サイクルスポーツ/JTBスポーツ/日刊プロ
KEIRIN.ｊｐ/さいくるベースあさひ/シクロワイヤード/スポーツエントリー/ウォ-カープラス/競輪ステーション
雑誌系 週間少年チャンピオン/赤競
TV系 J-COM
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼ホスピタリティツーリズム授業の実施

日時 ９月７日（１０：００～１３：００）
引率講師 福田百合（元観光物産協会）
受講生 ２０名

千葉県内におけるホスピタリティの更なる向上を目指し、観光関連事業に寄与できる人材を育成する為の授業を千葉競輪にて行なう。
観光人材育成の一つ。施設の概要を説明した後、中村浩士選手（千葉支部副支部長）に競輪の魅力や選手になるきっかけ等を話していただく。
その後、施設場内を回り、良い点、悪い点などを発表。率直な意見等をいただく。

ご意見
・最初にイメージしていた競輪、賭博のイメージとはかけ離れていて、選手はアスリートであり、ゲームなんだなとライトなイメージを持った。
・SNSやマスメディアなども利用されているが、一般にはその詳細や魅力が伝わっていない。
・スタッフや選手の熱意が素晴らしくプライベートでも行きたいと思います。
・訪問前まではホームページだけをみてもっと色々できるのでは？と思っていたが、ハード・ソフトの面でスタッフの方々の努力が感じ取れた。
現状課題の認識もされており、様々な苦悩やかぎられた予算のなかで取り組んでいる事が良く理解できた。
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼高齢者向け交通安全教室の実施

■日時 平成27年9月12日（土） 11：00～12：00
■会場 千葉競輪場４階多目的室・バンク内（千葉県千葉市中央区弁天4-1-1）
■参加費無料 ※事前にご予約いただいた方には、自転車安全グッズ（反射板）をプレゼント
■対象者自転車に乗られる方（男性・女性）ならどなたでも
■募集人数 30名前後を予定
■ゲスト 和田健太郎選手
■コンテンツ
①千葉中央警察署様による、「近年のシニア世代自転車事故について」、
「道路交通法改正のポイント」をDVD等の映像を使用しての講義。約30分
②日本競輪選手会千葉支部所属現役競輪選手もお手伝い、
「安全な場所で自転車の乗り方を再確認しましょう」「ぶたはしゃべる」自転車保安項目
ブレーキのかけ方、カラーコーンを使用してのコーナリング等、自転車コントロール練習
※自転車も当場にてご用意いたします。参加者は手ぶらで御参加いただけます。約30分

千葉市中央警察署 長谷部警察官から
→いろんな場所で交通安全教室を行なうが、こんなに恵まれた場所は無い。講座と実施訓練も安全な場所で行なえた。
なにより競輪場という記憶に残る場所でできた事が大きい。教室での出来事が、どれだけ個人の記憶にすりこまれるか？という事を考えると非日常空間、競輪
選手がいる等のいつもと違うことが重要と考える。



▼ワールドビジネスサテライト収録・放映

千葉サイクルクラブの活動が、ワールドビジネスサテライトに放映されました。その結果、千葉サイクルクラブへの問い合わせが増えております。
次の実施は、11月14日（土）・11月29日（日）となります。

① テレビ東京系列
② ワールドビジネスサテライト（ＷＢＳ）
③ 平成２７年１０月１４日（水） テレビ東京系列 ２３時００分～２３時５８分 ＢＳジャパン ２４時００分～２４時５８分（時差放送）
④ 公営ギャンブル再生に向けた取り組み・存続に向けた活動・選手・社長インタビュー
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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第３回モニタリング振り返り （平成２８年度）

【千葉競輪×すき家 コラボキャンペーン実施】

千葉競輪場の近くに店を構えるすき家126号千葉弁天店では「千葉競輪で発売している車券（勝者投票券）を会計時に提示すると30円引きになる」キャン
ペーンを実施しました。
周辺民間企業とコラボすることで、競輪のお客様へのサービス拡充、競輪場の周知・興味喚起、企業間の売上増を図りました。66周年千葉記念の際にも出
店し、すき家にとっても、競輪場があることで売上が見込める状況を生み出し、今後も周辺民間企業とのコラボ企画、協賛を図っていきます。

▼滝澤正光杯での販売実績
千葉記念において、すき家さんがお弁当販売ブースを出店。販売数量は以下の通り。
その結果、好評を得たため、30円割引キャンペーンを無期限で延長することが決定。
今後は、すき家さんとのコラボを発展させていく。

日程 お弁当 サイドメニュー

10/18（土） 168食 36食

10/19（日） 312食 77食
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第4回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼本場開催・場内イベント

【ファンライド×千葉けいりんコラボイベント（①11/19・②１２/11）】
自転車雑誌ファンライドとコラボした自転車セミナーを11月と12月に開催。今後も
千葉けいりんとコラボして自転車競技普及に努めていく。

【千葉港大漁まつり出展（11/3）】
本年度も千葉市主催の「千葉港大漁まつり」にイベント出展。天候もよく多くの人出
でにぎわった千葉港で、千葉競輪の魅力を多くの方に知ってもらった。

【JAL自転車チーム練習会（11/25）】
JALの社内自転車チームが千葉けいりんで練習会を実施。練習会終了後には
VIPルームにて競輪セミナーを開催し競輪に触れる機会を創出した。

【千葉競輪場で開放フィットネス（10/10）】
セントラルスポーツとのコラボでバンク体験走行会と自転車セミナーを実施。選手
会千葉支部からは中村浩士支部長が協力。

【ブレイブボードキッズチーム練習会＆プロモーション（10/23）】
子供用遊具「ブレイブボード」の練習会及び、商品プロモーション用の撮影会を実
施。千葉サイクルクラブの会員もプロモーションチームの一員として活動。

【キッズケイリンレースin千葉けいりん（11/20）】
競輪業界初の試み、小学生及び未就学児童を対象とした「キッズケイリンレース」
を実施。家族連れを含む多くの子供たちの笑顔であふれるイベントとなった。
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【2016 博慈会 細田雄一トライアル（12/3）】
北京オリンピックにも出場経験のある細田雄一選手が主宰するトライアスリート向
けランニングイベントを実施。一般トライアスリートに千葉競輪を広くＰＲ。

【サンケイスポーツ杯 ＦⅠジャパンカップ（12/19～21）】
ガールズケイリン初開催となる今年のジャパンカップは、場内イベントやＣＳを含む
多くのコンテンツでお客様をお迎えした。初代千葉ガールズ優勝は田中まい選手。

【アフターナイトパーティー（12/21）】
日本競輪選手会千葉支部によるファン感謝デー「アフターナイトパーティー」を実
施。多くのお客様にご来場いただき、ファンとの交流を深めた。

【弁天小学校 生活科 町たんけん（１２/6）】
近隣小学校の「弁天小学校」が千葉けいりんを訪問。選手のお仕事や自転車につ
いての質問を受けながら千葉けいりんに親しんで頂いた。

【千葉あそび冬号（12/11）】
千葉市発刊の情報誌「千葉あそび」に掲載された、千葉競輪まるごと体験ツアー
の初回を実施。

【第3回ランランフェスティバル（12/18）】
市内プロスポーツチームとのコラボで例年サポートしている、ジェフユナイテッド千
葉主催「ランランフェスティバル」に協力。

第4回モニタリング振り返り （平成２８年度）
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【第２３回サンケイスポーツ杯ＦⅠジャパンカップ】
初ガールズ開催に伴い、開催２日目夜食事に１２月生まれの選手にお祝いを実
施、１２月生まれに限らずガールズ選手全員に賄えるようフルーツを誕生日ケー
キに見立て提供しました。

Ｆ１ジャパンカップ施設管理

第4回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼Ｆ１ジャパンカップ選手食堂業務

▼お祝い実施の様子

【第２３回サンケイスポーツ杯ＦⅠジャパンカップ】
初のガールズケイリン開催に伴い、女子選手受入のため一部改修した施設に
関し、女子選手からクレームが入ることなく無事開催終了を向かえました。
一点、選手管理等で新たに新設したシャワールーム内でドライヤーが使えない
と指摘（依頼）がありましたので、今後電気供給箇所（容量的に問題ないか含
め）を割出しコンセントを設置し機器が使用できるようにします。

▼選手管理等２階平面図（ 該当箇所）

拡大図

▼コンセント設置箇所（予定）

コンセント位置

▼Ｆ１ジャパンカップAWAY WE GO 場所貸イベント実施

【第２３回サンケイスポーツ杯ＦⅠジャパンカップ】
AWAY WE GOを貸出し、ネイルケアやボディーマッサージの「癒し」とスムージー
の「寛ぎ」を提供するイベントを実施、女性に限らず男性も施術され心も体も癒さ
れてました。
▼ハンドマッサージ ▼ヘッドマッサージ ▼スムージー
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【第２３回サンケイスポーツ杯ＦⅠジャパンカップ】
初ガールズ開催となり、前検日にはガールズ参加選手全員のインタビューを収
録、毎日ガールズ勝利者インタビューを放映しました。

▼開設６７周年記念ＴＶ業務

【開設６７周年記念滝澤正光杯】
１Ｃカメラ増設・前検日インタビュー・バンク内オープニング・バンクレポート・勝ち
上がりインタビュー・を放映し、番組内では現役選手、オリンピック出場選書をゲス
トに迎え放送を制作しました。

第4回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼Ｆ１ジャパンカップＴＶ業務

▼前検日インタビュー ▼バンク内オープニング ▼ＣＳ番組ゲスト ▼前検日インタビュー

▼決勝戦インタビュー

▼ＣＳ放送ゲスト

▼勝利者インタビュー ▼ガールズ決勝戦

【開設６７周年記念滝澤正光杯】
１Ｃにカメラを増設し、迫力のある映像を放映しました。

▼レース映像 ▼発走前

バンク

メインスタンド

１Ｃ

２Ｃ３Ｃ

４Ｃ
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グランプリの前日発売を２９日に実施し、ロイヤルルーム・M2投票所・競輪大学内・第７投票所の一部TVで、グランプリの前日オッズを放映しました。グランプリの前日発
売額は、３、１２０、４００円でした。

▼スーパースローカメラ設置

スーパースローカメラを、ローリングシャッター方式カメラから、グローバルシャッター方式のカメラへ交換設置しました。

第4回モニタリング振り返り （平成２８年度）

▼グランプリ前日発売業務

▼統制業務

Ｎｅｘｔ－ＶＩＳ第２回全体稼働説明会に、参加し２９年４月からの本格運用に、向けた準備及び説明を受けました。１月～３月の間に接続・設定テストを行います。

▼発売テロップ ▼見本車券（左→当日 右→前売り）


