
○参考データ

事業所数 （店舗 ） 従業者数 1事業所あたり 統計名

市内の百貨店、総合スーパー 4 店舗 1，3 1 3 人 3 2 8 人 H 1 9 商業統計

市内の製造業 4 9 3 事業所 7 ，8 7 1 人 1 6 人
H 2 4 経済センサス活動調査速報集計

（事墓所に関する集計）

※「百貨店、総合スーパー」とは、衣・食t住にわたる各種商品を小売し、そのいずれも小売販売板の10％以上70％未満の範囲内にある事
業所で、従業者が50人以上の事業所をいう。「製造業」とは、従業者4人以上の事業所をいう。
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国固　青森市競輪事業に係る包括委託契約のイメージ（平成19年度”25年度）

寒場層張時凌
車券売上け等

二的】．18．0億円、さ

（数字は平成23年度）

収益 包括業務

競輪棄権のため
に必要な経費

（約109．0億円）

等

［内訳】・払戻金
・選手賞金
・競技会委託料
・全寅競輪施行者協議会分担金
・場外発売経費
・JKA交付金
・公営競技納付金
】藤崎町納付金

青森市収益

約84．0億円
約5．8億円
約1．8億円
約1．2億円

約12．0億円
約3．2億円
約0．4億円
0．27億円

青森地域広域事務組合負担金　　　　0．05億円
その他経責　　　　　　　　　　　約0．28億円

※車券売上薇が180億円（本場開催＋場外開催）を超えると一定嶺増綾
【参考】平成23年度の売上夜は約178億円（本場開催＋場外開催）
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青森競輪事業のあり方に関する報告書（平成23年11月）の概要

酬
青森競輪を含め全国的に，車券の売り上臍は引き鱗き減少が続い耳い尋。次期包括委託

嚢約の条件によっては、平成28年度以降に一般会計に繰入れが行えないことも考えられ、

財政目的を果たせ軌、公嘗演技事業とな奄可能性があり、覇輪事業の存艶廃止を検討す
る必要がある。しかしながら、財政目的を果たせ軽い公営競技事業であっでも雇用や地域
経済へめ影響及びまちづくりの観点も併せて検討する必要がある。

【各論】

●本場は市街地から離れており、暮た公＿共交通機関の利用ができないことにより生じるコス
トぬ解消策め検討。（無料フアンバスを運行し、冬轟は確設内の除雪を行っているこ朗から
嘉コ馬かとなっている。）

事安寿前売昏∈消音和用者琴の軌、施設にも鴎あらず利用者がくつろいだり、レ一系映像濠
見額から車券勝夫したり、当日の払戻しができない恵め、十分に満足できるような姫簸と
なぅぜいない。

靡安寿前売多軸が中心市街地に立地してし鳩更別こも隣わらず事毒づく別三着かきれてい軌、。

●本場、蒙方前売さら、藤崎場外車券轟場め施設を競輪イベントの開催■ばかりでな宅、体
育■社会確祉なぜの公垂の増進に利用するといった活性牝策が必要である。

●一瓢関係者を除き、競輪の運営状況が市長に十分に知られていない。

雷平成鳩年度から襲施した民間包括委託の導入によ駁叢務実施面では一定のコスト削減
効果があったことを踏まえ、平成28年度からどのように対応するか。

今鐙の痴班を（櫛

次の理由から鱒鱒革翠にういては鎚当紬，相恩。

●機械的的た収支見遣Uこおいでは最も悲観的な試算でも平成蝿年度に特別会計の

資食が執事†磯会計⑩負担が発受す各とい騨あることから現時点箪鱒嘩ヰ控琴
論付けるのは時期尚早であるい

●青森市においで競輪事業を慕施することにより青森市内だけ轍藤崎町を申屯とする

監志望莞慧況巴語意藍と塾曇劇痛、功島中輌鼻鰯

楓楓で好く上珊野蛮好む嘲

●競輪事業の収益やその使途などの広報周知

●払戻金や糞！執付会の鎮定経費など市独自の裁量
が効かない経費以外の経費の見直し

●引き線き、民間の／ウハウ蓉藩用も、より良しげ効率
的な運営」とr更なる活性化（市島に親し事れる青森競
輪）Jの取り絶み

●妾方前売Seぬ揚外憂券売塩化の検討

ただし次の点について十分に留意することム

・今後、具体的卿の中で投資規模等が明らかに
なった段確守再試等を行い、そ㊥上菅長卿ノット
があると判断きれた場合のみ場外葦券売濃化を莫施す
垂⊆皇L

場外主義轟壕の瘍所は、＿メリットの一つに土ぜちれて
いるフアンバスめ廃止を考えれば、公葵変革が便利な
洛南に検討を行うこと∩

ヰ心市街地地区で場外車券寿埠化を行う場合は中心
市街地活性化にどのよ引こ資するか棚を行うこと。

●青森競輪施設の公益の増進（体育・社会福祉など）に
資する有効活用

●新た程外部畢鼻卿設軍
今後も競輪事業の先行きに不透堺な部分があるが、

競輪事業の実施により地域経済、雇用などの寄与もあ
る。

したがって、専重義鱒草取り拳鰭蛙が大きく変化した際には卿
が望ましい（
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国圏　今後の青森競輪のあり方について（平成24年2月2柑庁議決定）

「青森競輪事業のあり方に関する報告書」を踏まえ、今後の青森競輪の運営方針を下記のとおりとする。

2．／疲移り青森産赫窟営錮 安貞会の臓 についr

青森競輪の経営の重要事項について継続的に外部有識者等の意見を取り入れるため（仮称）青森競輪経営企
画委員会（以下「経営企画委員会」という。）を設置することとする。
∴＿鱒革準函委員会の役割臥 青森競輪の経営上の重要事項竜・ついで諮問に応 番長に意見を遺戒愚こと 替る嘩

青森寮輪の長期的に見た経営コスト削減やファンサービスの向上等の観点から、安方前売サービスセンターの
廃止を前提とする新場外車券売場設置の具体的な検討を行うこととする。その際は税負担がない計画になることを
前提とし、その前提を満たさない場合は新場外車券売場の設置は行わないこととする。
また、新場外車券売場の立地についてはコスト削減メリットを十分に発揮するために市内の公共交通の便が良い

地域を選定することを基本とし、同時に青森市の街づ朋の視点も考慮しつつ検討を進めることとする－¢
なお、新藤外車券売壕－の設置に当たってほ、経営上の・重要事項として経営金蘭委員会め意見を開きながら連め

駿起娘徴轟魚礁義金とも辛分量、こ意見変換を行き芸憂患留る包

4 その瘡

青森競輪の各施設について、より市民に身近な施設となるよう更に努めることとする。
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【目的】

青森競輪の運営方針に基づき、経営上の重要事項について継続的に外部有識者等の意
見を取り入れるため、青森競輪経営企画委員会を設置する。

1市長の諮問（競輪場の存廃をはじめ競輪事業を経営する視点で重要と判断する内容）に

応じ、青森競輪の経営に関し基本方針等について答申する。

・その他青森競輪の経営に関する重要事項及びその活性化について市長に意見を述べる。

多妻屋会劾狐1′仁一について

学識経験者 経済団体・公共周体 その他市長が必要と　認める者

1名 2名 3 名

2年間（最初の委員の任期は、委嘱の日から平成26年3月31日まで）
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◆　施設の有効利用の一環として、〝本場ならではの立地特性（住宅街から遠く離れている）の利点〟を最大限に

・活かして、rミッドナイト競輪」を開催しミッドナイトフアンの確立を図ることで、新規顧客を獲得し競輪事業の持続

性を高め、「青森競輪場の認知度アップ」につなげることを目的に実施する。

◆　全国44競輪場のうち、ミッドナイト競輪を行っているのは、ドーム型では前橋競輪場と小倉競輪場、屋外型では

「青森競輪場」が全国初。

◆　レースは近隣への雑踏等を考慮して観客を入れないが、インターネットでライブ中継され、車券はインターネット

投票等による発売。若者層らにフアン層を広げる狙いがある。

◆　平成24年度は試行（1蘭催）ということであったが、平成25年度からは本格的に開催する。（年間10日程度予定）

◆ミッドナイト車券売上げ

車券売上薇 達成率

7βあた り貞慶静 50，00 0，000月r －

平成25年4月25 日…（金） 63ぅ．84 8，200：円 1軍学鱒

4月26 EH 土） 6 1，379 ．700 円 1：軍 勢＿＿＿＿＿＿

今鱒 125，227 ，、900円

・ミッドナイト壷輪の優位性

・公営競技の中で、唯一深夜の時間帯に開催。

・開催経堂圧縮

・選手賞金の削減（日中開催の出場選手80名に対し、ミッドナイト競輪の出場
選手は49名）

・場内車券発売や警備、無料送迎フアンバスの運行が不要。
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新たなファンサービスの提供

ガールズケイリン（GIRL’SKEIRIN）は、平成24年7月からスタートした。
F　恥財物だッ別2012年）から正式種目となり、女子のプロスポーツ
：活動の枠を広げてくれることが期待されているn

★青森競輪場　平成25年度2開催
【現行】女子選手が出場するレースは、1日に2レース

（青森県出身の女子選手1名もレースに出場）

●青森ガールズケイリン　入場者数及び車券売上

青森ガールズケイリン（F Ⅱ） 青森通常レース

（F Ⅱ）

1開催平均（※）
本場入場者 車券売上慈

平成25 年
4 ．0 8 1人 1 5 6 r1 6 5 ，3 0 0 円

本場入場者1

7月19 日く金 ）～21 ＋日（日） 1 ．9．・25 人

9月6 日（皐）－8 日（日） 2，4 2 1ふ 14 7 ，5 0 3－才0 0 円

1 車券売上 t

8 5．5 6 0．6 00 円

※特殊要因日・開幕レース（開幕イベント）を除く。

【ガールズケイリン効果】

通常レース時と比べ、本場入場者及び車券売上が伸びた。
多数の親子連れがレース観戦

レースの応援に参加することで雲型空！与り昇華†ここ
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づくり（主なもの）

こどもの広場

子どもが大好きな遊具がいっ
ぱい！オススメは、高さ10m

・全長30mのなが～いすべり

台は、大人もきっと楽しめる

はず。アスレッテク遊具も楽

しそう♪

その他にも森に

覿承れ女鹿輪噂
には“わくわく
“がいっば

青森競輪場温泉

レース開催の数日前から選手
たちが宿泊する施設．お風呂
はなんと天然温泉が！場外開
催の土・日・祝日は、車券
（1枚～）を購入された方で

あれば一般の入浴もOKl

「ピクニックにおいてよ」
青森けいりん！

ピクニックコート

なんと場内でバーベキューが

楽しめるって知ってました？

ベンチやコンロは貸出無料！
目の前にはバンクがあるので、

B BQを楽しみながらレース

も観戦できますよ。

ねぶた展示

平成23年度優秀制作者賞と
観光コンベンション協会長賞
をW受賞した「葦駄天」を展
示。競輪を観戦しながら楽し
むことができますよ。

、好評「緑と花の日曜祭（「子ども向けショー」や「食イベント」）
1女性向け「食事付きの初心者競輪教室（Go！Go＝短輌n）
・家族で散策を楽しめる遊歩道、ハーブの丘
・家族で楽しみながら作る「棒パン」
・夏場のプール開設、おもしろ自転車、子ども遊具

・JomonBankサイクルチヤレンシ笥ップ（子ども参加）、

t自転車競技強化練習などの競輪場利用（高校総体、国体予選）
・雪上青森「エンデュ一口」チャレンジCUP

t遠足の場所として提供（保育園・幼稚園）
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平成25年度（＿ヒl明）

下段は全レース併∋宅となります。　　　日程等は都合により一部変更する場合があり軒「。
0日【＋G】正　FI F皿　FI FII

★i諭持S級　千乗S級　5月14日・－17日　★　取手S善政　小倉ナイター　9月25日・一・27日
青森本場では発読i看守〒いませんのでご7承．Fさい

◇　取苧S扱　高ヰ公8度汲　5月21日′一・象8日


