
令和元年度第１回千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会議事録 

 

１ 日 時 令和２年３月１８日（水）１３時３０分～１４時３０分 

 

２ 場 所 千葉競輪場メインスタンド４階来賓室２・３ 

 

３ 出席者 （委員） 

 篠崎委員長、藤本委員、高岡委員、山本委員 

 （事務局） 

 鴻崎所長、布施所長補佐、森主査、蛭田 

       （日本写真判定株式会社） 

 浅岡次長、邉田所長、中嶋所長代理 

 

４ 議 題   

（１）包括業務委託の進捗状況モニタリング 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

（１）進捗状況報告及び検査結果 

   平成３１年４月から令和２年３月における包括業務委託の進捗状況について、

受託業者から報告され、それに対しおおむね良好な業務遂行である旨の評価が

委託者側から示された。 

（２）進捗状況報告に関連する質疑応答がなされた。 

 

６ 会議経過 

■進行（篠崎委員長） 

 それでは委員会をはじめさせていただきます。初めに議題（１）包括業務委託の進捗状

況について、配布資料に従いまして受託者でございます日本写真判定から、ご説明をいた

だきます。説明終了後、施行者側から検査結果を報告していただき、それが終わりましたら、

質疑応答となります。それでは、お願いいたします。 

 

■受託者（日本写真判定（株）千葉事業所 邉田所長） 

 令和元年度包括業務委託について報告 

台風１５号等の自然災害の影響について報告 

コロナウイルスの影響について報告 

 



■進行（篠崎委員長） 

 ありがとうございました。それでは事務局からモニタリングの結果について報告をお願

いします。 

 

■事務局（千葉市公営事業事務所 布施補佐） 

 ご報告させていただきます。受託者から提出のありました平成３１年度開催事業実施計

画に基づき計画どおり事業を実施しているかにつきまして、各開催ごとに実施計画書およ

び実施報告書により検査をおこなっているところでございます。現状今年度３月までの市

営開催、市営競輪開催までの検査を行った結果、開催業務については今説明があったとおり

良好な成績で開催業務を遂行していると評価しております。事務局からは以上です。 

 

■進行（篠崎委員長） 

 ありがとうございました。それでは議題（１）について、説明が終了いたしました。それ

につきまして、委員の方からご質問ご意見ございましたら、挙手でお願いします。 

 

≪質疑応答≫ 

■質疑１ 藤本委員 

 ９月に台風１５号が来て甚大な被害があちらこちらであったかと思うのですけど、その

台風によって、この競輪場の施設とか、あるいは新しい工事に関し何か影響があったでしょ

うか。 

■応答１ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 工事現場の方は幸いにも被害という被害はなかったのですが、千葉競輪場で申しますと

このメインスタンドの前に第７投票所という施設があり、その屋根が破壊され近隣に飛び

散ってしまったということが起きました。清水建設さんと協力し飛散したものを回収、現状

は簡易補修ということで現在に至っております。 

 

■質疑２ 藤本委員 

 それによって費用の発生とかそういうものはあったのでしょうか。 

■応答２ 日本写真判定千葉事業所 邉田 

 お客様に被害をもたらすところに関しては、修繕の方をさせていただきました。それ以外

に関しては簡易ということでお金をかけずに、修繕というか維持するということで現在に

至っております。その後、清水建設さんの協力があり、これ以上屋根が飛び散らないように

広範囲にネットを敷いて飛ばないよう対策しております。 

 

 

 



■質疑３ 篠崎委員長 

 窓口発売には影響はなかったのですか。 

■応答３ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 窓口の発売には影響ありませんでした。 

 ただ、弊社の主力であるＣＫＢカフェが半損というのがありまして、台風後約１ヵ月間は

運営ができなかったという事態が起きました。当初でしたら、もう少し前から売上の一部を、

義援金とし協力したかったのですが、どうしても１ヵ月間オープンの方ができなかったの

で、短い期間となってしまいました。 

■応答３ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 義援金に関しましては日本写真判定の本社から、こちらの資料４ページにも書いてあり

ますが、千葉市に対して１００万円の寄付があり、また、選手会の方からも、千葉記念のイ

ベントの中で選手達にグッズ等を販売していただいて、１００万円ほど千葉市に寄付がご

ざいました。 

■質疑３ 篠崎委員長 

 ありがとうございました。 

 

■質疑４ 篠崎委員長 

 ４ページのサイクル会館の記事についてですが、宿泊施設として後方支援となっており

ますけど、今借上場での開催ですよね、そうするとサイクル会館というのはこういう使い方

をしたというのは、これは初めてということですか。こういう使い方はあったのですか。 

■応答４ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 今まで会議等で隣の学校等に半日程度で貸出しの方はさせていただいていたのですが、

こんなにも何日も連続稼動するのは正直久々な事態ではありました。 

■応答４ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

こちらに関しましては、東京電力さんが全国の電力会社から派遣をしていただいて、千葉

県内の電力の復旧をやるということで、どうしても館山とか下の方に行きますと、施設自体

が開けられない状況ということで、千葉の総支社からお話しがあった時に、市として何かで

きることがないかということで、サイクル会館を東京電力さんにお貸しするということで

決定をしました。その中でやっぱり一番ご尽力いただいたのは、今回はこの施設管理の中で

は日本写真判定さんのご協力がなければ、我々行政だけでは運営ができなかったところは

ございます。この流れで、競輪の宿舎が活用されたということは少しＰＲにもなったと思っ

ています。また、競輪選手に関しても多分記事でお読みになられた方もいるかもしれません

けど、君津の方で足漕ぎの発電機で競輪選手が電力を発電して給油をできるようにしたと

かですね、そういった意味では競輪選手の方（千葉の選手の方々）が被災地支援をやってい

ただいたというのでだいぶ感謝しております。 

 



■質疑５ 篠崎委員長 

 ４ページのカレンダー、具体的にはどういう使われ方をされたのでしょうか。 

■応答５ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 こちらは未確定車券抽選会とか、競輪場では、既存のお客様が多いですので、特別観覧席

とかロイヤルのお客様を中心にプレゼントさせていただくと共に、記念開催ではインター

ネット、千葉けいりんというツイッターのＳＮＳをやっているのですけど、プレゼントとし

て呼びかけ、活用させていただきました。 

 

■質疑６ 篠崎委員長 

 これだけ写真を集めるのも選手会の協力がないとできないでしょうね。 

 また、５ページにチャリロトプラザの紹介がありますけど、意見として競合（お客様の取

り合い）する気がするのですけども、チャリロトプラザというのは、千葉競輪場の場外発売

と競合はしないのですか、それとも良い関係なのですか。 

■応答６ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 写真については、日本競輪選手会千葉支部の全面協力を頂いております。 

 また、チャリロトプラザとの関係ですが、どちらかというと良い関係だと私は思っており

ます。非開催でもチャリロトプラザの方で車券は購入できますし、その一部は千葉市様の方

で収入として入ります。今回コロナウイルスとかで外出自粛されている場合はご家庭でも、

インターネットで購入することができますので、全体的に考えるとチャリロトプラザが千

葉競輪場の方にとってプラスの要素が高いのではないかと思っております。 

 

■質疑７ 篠崎委員長 

 施設側にとってもということですね。 

■応答７ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 場外発売の時に、お客様を取り合うという感じでも無いですし、今となれば完全に住み分

けはできているかなと感じております。 

 

■質疑８ 藤本委員 

 このチャリロトプラザの集計の金額、売上げの金額は、これはチャリロトプラザの総額の

月の売上げですか。 

■応答８ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 そうです。チャリロトプラザだけになります。 

 

 

 

 



■質疑９ 藤本委員 

一部が例えば場外発売の売上げに含まれるとかそういうことではないですか。 

■応答９ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 そうです。例えば千葉市営の開催をした時には、一つの場外発売として民間ポータルの売

上げが一旦開催場に来ます。その売上げの７５％が払い戻し金になります。その２５％とい

うのが実質の収支になります。そこから、チャリロトプラザの費用を引かれるという仕組み

です。 

■応答９ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 当然我々が普通の場外としてやったとしても、その必要経費はその相手開催している場

から貰うような形になりますからそれと同じ考え方です。 

■質疑９ 藤本委員 

ありがとうございました。 

 

■質疑１０ 高岡委員 

 コロナの影響の件ですが、今全てレースを無観客開催ということで、ここの千葉競輪場も

今お客様を入れられない状況ですよね。場外開催としてそうすると、やはり日本写真判定さ

んの日々の業務にも影響が大きいと思うのですが、今どういった問題意識をお持ちかとい

うことと、あと特に４ページに雇用維持の問題といかそういうことも書かれていますけど、

今の事態によっての雇用ですよね、そちらへの影響というのは何か出てきておりますか。例

えば各種イベント事業なんかでは、どんどん中止になっていることで、業界で働いている

方々に凄く大きな影響が出ていると思うのですがどうでしょうか。そういった意味ではこ

この影響はどうでしょうか。 

■応答１０ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 弊社の方では現状、正社員、エリア社員、そして契約社員という３パターンで分けさせて

いただいております。正社員、エリア社員に関しましては、もう配分表どおりに出勤しても

らおうと、月給になりますので、そういう対策をとらせていただいております。契約社員の

方になりますが３月の１１日までは外出自粛ということで、正直契約社員に関しては休ん

で下さいということでストップさせていただきました。それ以降なのですけれども１２日

からになりますが、千葉事業所の方も収入が減ってしまいますので、どうするか考えていた

ところなのですが、本社の方とも相談させていただいて満額はちょっと勘弁していただき

たいというころですが、その月の収入の何とか６割までは補償してあげたいという思いで、

通常月１５日契約で入っていただく日数を１０日にしてもらうとかということで、現在も

体調が悪くない限り出社していただいております。通常の業務ではなく、清掃というものが

主な業務になってしまいますが、さらに今そのエリア社員の方の提案で、競輪マスクという

のを手作りのマスクですけれども、使わなくなった競輪のウェアーをカットしてそういう

物を作って、迎えるコロナの解除の時にお客様に差し上げようと、色々業務を考案して勤め



ていただいているのが現状となっております。これが今うちのスタッフが手作りで作って

いる競輪マスクになります。今それを２００作ろうってことで、皆でミシンを持って来ても

らってやっております。こちらの方も先ほどご説明させていただきましたエリア社員会議

というものがかなり定着しておりまして、スタッフの方から様々な発案を頂く結果となっ

ております。 

 

■質疑１１ 篠崎委員長 

 今この場外が無いということは、１０ページの第６回開催は、これは本場以外は入ってい

ないということですか、インターネットや電話投票のみの売上げですか。 

■応答１１ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 その割には健闘したかなと思っております。 

■応答１１ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 ＧⅢという千葉記念のような、奈良記念、松山記念、玉野記念とありましたけど、ここで

の売上げが奈良が１７億ちょっと、玉野が１９億、松山がやっぱり１７億ちょっと通常の売

上げで、通常に開催した場合の３割程度となっております。それにしては８７％ということ

で、健闘したと思っています。 

■応答１１ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 通常ＧⅢですと、だいたい５０億あたりを目標にあげるのですが、その中で１７、１８億

円というのはかなり痛手だと思います。 

■応答１１ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 同クラスの売上げベースでいくと、去年の松戸のＦⅡが２億２千８百万でしたので、今回

１億９千７００万ということで前年から見ると２３％減くらい８７％の売上げは保てたと

いうことです。 

 

■質疑１２ 高岡委員 

 理由としてはやっぱりネット投票への親和性は高いということですか。 

■応答１２ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

今回のレースはオール７車立ての１２レース制というちょっと特別な企画のレースを手

を挙げて開催しました。どちらかというと、ミッドナイトの売上げが上がっていることで、

ミッドナイトというのがだいたい７車立てのレースということで当たり易いレース、そう

いうこともあって８７％だったということです。逆にいうと９車立てになるとネットで買

う人は難しくなるので、なかなか買いづらいのかなと感じております。 

■応答１２ 日本写真判定千葉事業所 邉田 

 先ずは仰っているようにインターネット投票では、千葉競輪は必ずキャッシュバックと

かキャンペーンを実施しておりますので、仰っているように親和性というのがかなり私と

してはあるのかなと思っております。 



■質疑１２ 高岡委員、藤本委員 

 分かりました。 

 

■質疑１３ 篠崎委員長 

 １０ページの他場借上げの数値ですけれど、数値だけ見ると結果が良いといいますか良

過ぎる感じがなんか、本当かなと或いは見込みが違っていたのとか、どうしてこんなに売り

上げが良かったのですか。 

■応答１３ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 こちらに関しましては、この今年度の開催日程というのが、その前年度に決定されるもの

ですので、正直その時に開催するにあたって、どのくらい場外発売してくれる所があるのか

見えない状態で始めさせていただいております。松戸競輪場さんなら松戸競輪場さんのＦ

Ⅰの売上げ推移等々を換算して目標値というのは出させていただいているのですが、今回

に関してはジャパンカップ（大きいＦⅠ開催）もございましたが、やっぱり千葉市様の方が

本当に努力していただいてぶら下がり場といいますか、その発売してくれる場が本当に沢

山ついていただいたのがこの売上げ予測が大幅に異なった要因だと思っております。特に

その４回の東出杯に関しては、これは本当に予想を遥かに越えるような売上げを達成させ

ていただきまして、こちらに関しても本当に場外場が沢山ついた千葉市様の営業のおかげ

と思っております。 

 

■質疑１４ 篠崎委員長 

何か状況が違ったのですか、全国的に何か違う状況でもあったのですか。 

■応答１４ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 特殊なことでいうのであれば、競合するレースが無い日を取れたということです。逆にい

うと、同じＦⅠでも西と東で同じ日になり、どっちも力入れたいから発売をするのにしても、

お客様が分散します。たまたまこの東出杯の１２月２５日から２７日に関しては、競合する

ＦⅠが少なく、そこを確保できたというところが最大の要因だと思います。 

 

■質疑１５ 高岡委員 

 これは千葉市さんも含めてお聞きしたいのですが、やっぱり気になるのは、今後のコロナ

の影響で、収入が減少する状態ということですから、これが何時終息するのかもまだ見えな

い状態ですので、今後の見通しとゆうか当面の間、どうしようとかありますか。 

■応答１５ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 業界としての見通しというのが分かっていません。ただうちの方としても、施行者の集ま

りである全輪協あるいはＪＫＡに対して意見等はさせていただいております。ただこれが、

今後感染者が増えてくるということになると、多分このままの状況がしばらく続くと思わ

れます。そうなった場合に、これが３月中だけであればある程度乗り切れると思っておりま



す。もっと大変なのがサテライトといわれている場外発売場で、千葉の場合は管理施行を鴨

川と市原と成田で、民間の場外発売場の管理施行をさせていただいています。全国で９５箇

所ございますけど、そこの運営の方が厳しくなると思います。 

 

■質疑１６ 篠崎委員長 

 今、サテライトというのはどうしているのですか。 

■応答１６ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 今やっていません。後は最終的にはこれが本当に延びるようでしたら、競輪界として考え

て行かなければいけないと思っております。 

 

■質疑１７ 篠崎委員長 

 今現在この競輪ファンとして競輪を楽しむにはネットだけですか。 

■応答１７ 日本写真判定千葉事業所 邉田 

 はい、ネット投票と電話投票だけです。 

 

■質疑１８ 藤本委員 

 ネットで投票とか、無観客でやるというか今は行われているのですか。 

■応答１８ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 当面の間は無観客でやるという方針です。実際には先ほどの第６回３月５日から７日は

無観客でした。今やっているのも全て無観客です。お客さんを入れないで、どちらかという

と元々ミッドナイトという夜中にやっているレース自体が無観客でやっていましたのでそ

れと同じような仕組みでやっているような感じです。 

 

■質疑１９ 藤本委員 

 それを行うとインターネットとか電話投票とかその売上げ上がってくるということです

か。 

■応答１９ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

無観客にすることによってどちらかというと、この施設運営の経費が必要とならなくな

るので、収益性は出てくるのは事実です。ただ、経済を潤わすためには、そういった施設を

運営している皆さんの委託会社だとか、そういう方々がいて経済が潤ってくるということ

がありますので、ネットだけだと経済が潤わないと考えております。 

 

■質疑２０ 高岡委員 

 選手に感染者が出たとなると大変なことになると思いますが、まだ無いですよね。 

■応答２０ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 今のところ無いです。 



■質疑２１ 高岡委員 

 感染者が出ると開催自体が心配ですね。 

■質疑２１ 篠崎委員長 

 色々コロナのことで皆さん影響を受けているのだけれども、一番最初に影響を受けるの

は自場ということでしょうか。 

■応答２１ 事務局（千葉市公営事業事務所 鴻﨑所長） 

 そうですね、働いてくれている従事員さん方が一番先に影響が出てきます。 

■ 篠崎委員長 

 そうゆう所が一番先に出てくるということですね。今のところ全体の先の見通しは無い

ものの今でもできる範囲で努力はしていただいているということですね。 

 

■質疑２２ 山本委員 

 今後無観客が続くとどいいう影響があるのですか、収益的には凹むということなのです

か。 

■応答２２ 日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 かなり凹むと思います。場外の収入が減りますので、包括委託費として千葉市様の方から

委託費の方をいただいておりますが、委託業者に施設管理していただいておりますし、それ

らの経費を賄っていかなければならないので、厳しい状況となってきます。 

 

■篠崎委員長 

 今すぐに考え答えというのは無いでしょうけど、限られた条件の中で精一杯努力してい

ただきたいとお願いしたいと思いますので宜しくお願いします。 

■日本写真判定千葉事業所 邉田所長 

 頑張って行きたいと思っております。 

 

■篠崎委員長 

 他には何かございますでしょうか。 

 それでは何もないようですので議題（１）についてはこれで終了させていただきます。 

 （２）その他で何かございますか。事務局の方からその他何かございますか。 

 それでは何もないようですので本日のモニタリングを終わります。 

 ありがとうございました。 

■事務局（千葉市公営事業事務所 森主査） 

 委員長ありがとうございました。 

以上をもちまして「令和元年度第１回千葉競輪開催業務等包括審査委員会」を閉会いたし

ます。 


