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公営競技について

種類 ルール 出走数 場数

ボートレース
1周600ｍのコース（水上）をボートで3周
し、勝舟を決める

6艇 24場

中央競馬
地方競馬

決められたコース（芝・ダート・障害）を馬
に乗って走り、勝馬を決める

10～18頭 中央競馬：10場
地方競馬：17場

競輪
決められたコース（バンク）を自転車で周
回し、勝者を決める

7～9車 43場

オートレース
1周500ｍのコース（バンク）をバイクで周
回し、勝車を決める

8車 5場

ボートレースを開催しているのは、地方自治体で、職員は地方公務員です。

ボートレースには監督官庁があり、国土交通省が担っています。

また、施行者（地方自治体）を指定するのは総務省が担っています。
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ボートレースについて（1）

ボートレースのスタートは、陸上競技のように「よーいドン」という

スタートとは違い、決められた時間内にスタートラインを通過する

フライングスタート方式が採用されている。

レースはスタートラインを通過後、1マーク・2マークを順番に旋回

して、レースコースを3周（1周×3＝1,800ｍ）し、入着順位を決める。

ボートレースのスタートは、陸上競技のように「よーいドン」という

スタートとは違い、決められた時間内にスタートラインを通過する

フライングスタート方式が採用されている。

6艇が一斉にピットアウトしてからスタートラインを通過するまで

を【待機行動】といい、2マークと小回り防止ブイを左回りで回る。

ここでは1コースから順番にコースに入らなくてはならず、他の

ボートの後から進入すると違反を取られてしまう。

ボートレースは6艇のボートでゴールを競う競技。

ボートレーサーのユニフォームやボートの色は、

と決められている。

1号艇＝ 2号艇= 3号艇＝

4号艇＝ 5号艇＝ 6号艇＝

白

青

黒 赤

黄 緑

独特なスタート方法

６艇の勝負６艇の勝負 待機行動からスタートまで

左周りで３周
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全国のボートレース場（全24場）

ボートレースについて（2）
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※赤字は浜名湖競艇企業団が
所有するBTS

ボートレースについて（3）
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全国のボートレースチケットショップ（BTS)



ボートレースについて（4）
（1）ボートレーサーのデータ （2）ボートレーサーになるためには

①ボートレーサー養成所の入所試験に合格

入所倍率は約40倍！

②1年間の厳しい養成訓練

基礎・応用・実践課程

③卒業試験に合格

④ボートレーサーとしてデビュー

（3）ボートレーサーのランク （4）レースのランク
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ボートレースの売上金の流れ

日本財団への交付金 社会貢献活動や災害復興支援事業等に役立てられています。 約2.8％

（一財）日本モーター
ボート競走会への交付金 選手管理、公正かつ安全なレースの実施のために使われています。 約1.3％

地方公共団体金融機構へ
の納付金 上下水道の整備など、地域で役立てられています。 約0.2％

開催経費 管理費、人件費、施設費、選手への賞金などに使われています。 実費

施行者収益 地方自治体の予算に組み入れられ、公共施設の充実化、地方財政の
改善に役立てられています。 残高

舟券購入者 ボートレース場で

レース開催

レースを主催する

全国103地方自治体

売上金の25%
売上金の75%

的中舟券の購入者に払い戻し

舟券購入

ボートレース業界について（1）
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ボートレース業界について（2）

各公営競技の売上（令和元年度実績）

8

ボートレース
1兆5,434億円（26％）

競輪
6, 604億円（11％）

地方競馬
7,009億円（11％）

中央競馬
2兆8,817億円（51％）

オートレース
738億円（1％）

公営競技合計
5兆8,606億円

8

順位 社名 売上高

1 トヨタ自動車 29兆9,299億円

2 本田技研工業 14兆9,301億円

3 三菱商事 14兆7,797億円

…

19 出光興産 6兆0,458億円

20 日本製鉄 5兆9,215億円

21 住友商事 5兆2,998億円

（参考）2020年 日本企業売上高ランキング
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ボートレース業界について（3）

各公営競技の売上推移
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名 称：浜名湖競艇企業団

所在地：湖西市新居町中之郷3727-7

設 立：昭和28年3月

出資金：7,471万円

職員数：男性42名 女性6名

計48名（令和2年4月現在）

※職員は地方公務員

平均年齢：38.5歳

浜名湖競艇企業団について（1）
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理念

お客様に愛される

レース場づくり

利益確保 地域・市民との

交流連携

変化を先取りし、

ファンの目線で考え、

スピード感をもって果敢に行動

お客様のニーズやIT技術など、私たちを取り巻く

環境は常に変化しています。

そんな中だからこそ、ファンニーズや時代の動きを

掴む感性を高め、新たな課題を見いだし、その解決

に向けて、柔軟な発想で積極果敢に挑戦します。

浜名湖競艇企業団について（2）

V I S I O N
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（浜名湖競艇企業団職員）
・ 主に、地方（湖西市及び浜松市）の財政の改善、社会福祉の増

進を目的に経営する地方公営企業
・ 経費については、舟券または入場料の料金収入によって維持さ

れ、独立採算制により経営
・ 民間企業に近い面もあり半官半民

（市役所職員）

・ 地域住民の日常生活に必要な行政サービスを行う

・ 経費については、賦課徴収される租税によって賄われる

「浜名湖競艇企業団職員」と「市役所職員」との仕事の違い

浜名湖競艇企業団について（3）
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ボートレース浜名湖の売上高 ２４場総売上 浜名湖総売上

浜名湖競艇企業団について（4）
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収益金の寄与

浜名湖競艇企業団 浜松市・湖西市

公
共
施
設
の
充
実
化

地
方
財
政
の
改
善

社
会
福
祉
の
増
進

配分金の累計額
（昭和28年から令和元年まで）

合 計：約１，４１４億円
（浜松市：約８６３億円）

（湖西市：約５５１億円）

ボートレースの収益は地方自治体の大きな収入源になっています！

＜収益使途状況＞

24.5% 11.4%4.8%6.1%8.5%1.3%40.7%2.7%

50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％30％ 40％0％ 10％ 20％

浜名湖競艇企業団について（5）
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教育費：スポーツ施設事業
競技力や体力の向上、各種大会の開催といった

スポーツの振興や芸術・文化の創造を図るため

に、浜松アリーナを建設しました。

幅広い年代の方のスポーツ振興はもとより、国際

的な競技大会や様々なイベントが開催可能な施設

であり、特にメインアリーナは高水準の音響・照明

設備を備えた施設となっています。

身近では、このように役立てられています!! 浜 松 市

保健衛生費：救急医療事業
浜松市夜間救急室は、昭和49年に全国に先駆

けて開設されました。

365日休まず、午後8時から翌朝7時まで浜松市

医師会に所属する内科・小児科・外科の医師が1

日4人ずつ交代で診療を行っています。

年間およそ2万人、1日平均50人余りの患者が

訪れる夜間救急室は、安心して暮らす上で、重要

な存在です。
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消防費：津波対策事業

南海トラフ巨大地震等による津波から避難す

ることを目的とした湖西市住吉地区命山を整備

しました。

平常時は誰でも入れるように開放しているこ

とから、公園のように使うこともできます。

いざというときには命を守る避難場所として、

普段はちょっとした憩いの場として地元から愛

される施設となっています。

土木費：駅周辺整備事業

課題であった鉄道による地域の分断はJR新所原駅

の橋上化と南北自由通路の開通によって解消され、

より一体的なまちづくりが実現可能となりました。

また、駅前広場には高齢者や車椅子の方、妊婦の

方などが乗降しやすい「おもいやりスペース」が配置

され自由通路内のエレベーター・エスカレーターと合

わせ、誰もが利用しやすい施設となっています。

湖 西 市
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◆配属先と主な業務内容

浜名湖競艇企業団について（6）

企業長 企業次長 開催運営課

財務課

総務課

宣伝課

議会事務局

開催日程及び計画に関すること。

競走事業の総合計画に関すること。

予算の編成及び執行調整に関すること。

財政計画に関すること。

投票払戻業務に関すること。

競走場の秩序維持に関すること。

場間場外発売場の業務に関すること。

広報宣伝・営業企画の立案及び推進に関すること。

本会議及び委員会に関すること。

入団後は、総務課、財務課、開催運営課、宣伝課、議会事務局のいずれかに配属され、主に経

営企画・財務・人事・宣伝戦略に関する業務に携わっていただきます。

経営企画 ： 売上データの分析、レース開催日程の作成、施設、ボートレースチケットショップの設置

財 務 ： 予算の編成及び執行調整、財政計画の作成

人 事 ： 職員の給与、労務、育成、採用に関すること、定員計画の作成

宣伝戦略 ： 新規ファン獲得や既存ファンの満足度向上等、来場促進、購買促進に繋げる広報戦略
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企業団は４課１局制で組織され、各課には複数のグループが設置されています。

各グループは、グループ長の指揮の下、日々業務を行い、モーターボート事業の運営をして

います。
総務課
（17名）

財務課
（5名）

開催運営課
（12名）

宣伝課
（12名）

議会事務局
（1名）

経営企画グループ 経理グループ
モーヴィ運営管理

グループ
宣伝広報グループ

会務グループ 財政グループ 投票グループ 本場・営業グループ

人事グループ 保安・美化グループ 管理・委託グループ

施設グループ 広域発売推進グループ

入場グループ

開催運営課
BTS玉川運営管理

グループ

BTS富士おやま・
BTS焼津

運営管理グループ

BTS岩間運営管理
グループ

浜名湖競艇企業団について（7）

プロジェクトを立ち上げ、

20代の若手職員を中心に

アイディアを出しあいながら

企画を進めることもあります
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浜名湖競艇企業団について（8）

仕事紹介

本場活性化（BOATRACE PARK化）

ボートレース浜名湖
（ギャンブル場） 地域に開かれた場所へ

◆ボートレース浜名湖のボートレースパーク化への取組み◆

ボートレース浜名湖への来場経験がない（特に子育て世代）を中心とした来場者をターゲット

①ＢＯＡＴ ＫＩＤＳ ＰＡＲＫ モーヴィ浜名湖

から

ボートレースの
イメージUP
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① ＢＯＡＴ ＫＩＤＳ ＰＡＲＫモーヴィ浜名湖のオープン～
ボートレース場の遊休施設→①地域住民への貢献、②スポーツや文化の発信基地
→子供遊び教育で専門的知識や社会的な認知度を持つボーネルンドと共同事業を実施。

●事業趣旨●

「子どもを育てる、本物の“あそび”の価値」

「社会全体で子育てをする、理想のカタチ」→機会を周辺住民に提供。

・ボートレース場の近隣に住むファミリー層の来場促進

・将来のボートレースファンの開拓

・近隣住民に対する貢献（近隣市町の子育て世代に対するサービスの提供）

≪基本情報≫
オープン 令和元年12月14日（土）
営業日時 ボートレース浜名湖の開催日及び指定する場外発売営業日

10時10分～16時30分（最終入場16時）※クール制
利用料金 300円

（大人のみ、レース開催日は200円）
対象年齢 6ヵ月～12歳まで（要保護者同伴）
広 さ 850㎡
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仕事紹介②

ロイヤルルーム改修工事

オープンから15年以上が経過し、ロイヤルルーム利用者は減少傾向にあった。

顧客のニーズの変化に対応し、高額購入層の浜名湖離れを防止するため、ロイヤル

ルーム改修を実施。

平成27年5月～ 企業団職員による施設改善プロジェクトを発足

改修の方向性について検討会を実施

◆コンセプト

①顧客のニーズに対応した「特別感」のあるエリア

②シングル席はグレード分けをして差別化を図る

③グループ席は数タイプ設置

④従来の共用エリアにも、スペースを生かして席を設置

⑤一般席との往来の利便性向上

Before After（H30.2月リニューアルオープン）

改修前の利用率：37％（一般レース） 改修後の利用率：62％（一般レース）
21



◆勤務条件

給料

諸手当

期末・勤勉手当 （ボーナス）

勤務時間

休日・休暇等

初任給：194,361円 ※地域手当含む

昇 給：平均5,200円（年1回）

通勤状況、住まいの状況、家族の状況等に応じて、通勤（距離に応じて支給）、

住居（最大28,000円）、扶養、時間外勤務などの諸手当が支給されます。

年間4.45箇月分が支給されます。

原則として、午前8時45分から午後5時30分まで。（実動7時間45分）

但し、レース進行時間により異なる場合があります。

週休2日制（年間休日125日）

年次有給休暇は年間20日付与 ［平均取得率：90.2％（17.9日）］ 【令和２年実績】

リフレッシュ休暇（連続する3日間の休暇） ［取得率：100％］

特別休暇（結婚、出産、忌引、病気療養等）

育児休業、介護休暇制度有り 22



◆研修制度

階層別研修

その他研修

《1年目～》 新規採用職員研修…他市町の新規採用職員と研修に参加し、相互交流を行います。

新任者研修 … … …他ボートレース場の新任職員とボートレースの理解を深めます。

《5年目～》 中堅職員研修

女性職員キャリアアップ研修

新任監督者研修

《10年目～》 OJT基本研修

新任管理者研修

職員の能力開発や安心して働ける職場環境の構

築のために、企業団全体による、説明スキル向上

研修・クリティカルシンキング研修・判断力強化研

修・ハラスメント防止研修 等様々な内容の研修を

実施しています。

また、広い視野を持ち、主体的に課題を解決する

力を身に付けるために外部研修の参加や先進的

施設の視察 等も積極的に行っています。

人材育成を積極的に取り組んでいるため、

個々のレベルアップが図れる環境が整っています。
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◆人事制度

異動制度

昇任研修

人事評価制度

異動は、職員の潜在能力を開発したり、開発された能力を活用したりする適切な場を提供する

機会です。職員一人一人が、多様な経験を通じて、自己の能力を開発・発揮していけるよう、

本人の意向や適性を重視して行っています。（目安：3~4年で異動）

人事評価制度は、職員の職務執行状況とその成果を公平・公正かつ適正に把握・評価し、そ

の結果を、職員の能力開発や指導育成、公正な任用につなげるものです。

評価の過程において評価者が職員に対して行なう指導・助言を重視して、人材育成の推進を

図ります。

職員の昇任は、勤務成績と経験等を考慮し、能力実証主義に基づく選考により行われていま

す。

主事

主事補
主任 主査 副主幹

課長補佐

主幹

課長

副参事
参事 企業次長
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◆求める人材像

指示を待つことなく自ら動き、新たな価値を創り出すことが出来る。

今までに経験がない環境、異なった価値観に対しても、

それを受け入れることが出来、コミュニケーションを取ることが出来る。

課題解決、目標達成に向けて方向性を模索し、

周囲を上手く巻き込みながら成果を上げることが出来る。

目標達成の為、高い意識で取り組み、

最後まで責任を持ってやり遂げようとする意識、姿勢がある。

全体を俯瞰して思考することが出来る。

物事の全体像や関連性を考えようとする志向を持っている。
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◆採用スケジュール

マイナビよりエントリー（令和２年３月１日～４月13日）

第１次試験（令和３年４月２４日）

SPI試験、適性検査

第２次試験（令和３年５月１６日）（予定）

集団討論試験、集団面接試験

第３次試験（令和３年５月２９日）（予定）

個別面接試験

内々定（令和３年６月中旬）

公務員試験対策は不要！

「人物重視」の採用試験です。
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JOB

宣伝課・宣伝広報グループ

関 辰彦

GOAL
レジャーが多様化してきている中、ボートレースの魅力を発信し、少しでも来場者を増やして

いかなければなりません。ギャンブルというイメージを払拭し、来場へのきっかけを与える宣

伝課でのPR活動に正解はありません。時には失敗することもありますが、私たち職員が

様々なイベント・活動を通して、少しでも多くのお客様にボートレース場に足を運んでもらえる

よう努力していきます。

ホームページやSNS関係の業務を担当しています。

様々なイベントや選手の情報等を写真と文字を駆使して、わか

りやすく発信することを心がけています。

また、様々な対外イベントにも多く参加し、ボートレースのPR活

動も行っています。お客様へのサービスは同じことを繰り返して

いると、マンネリにつながってしまいます。そのため、自分なりに新しい企画を考えて実施して

いますが、お客様から「今回の企画は良かった」という声が聞けると、楽しさ・嬉しさを感じます

ね。これからもお客様のためになり、喜ばれる情報は何なのかを考えて、より良い情報を発信

し、ボートレース浜名湖を盛り上げていきたいです。

関さんの1日

9：15

始業

メールチェック。

関係業者へ連

絡。

10：00

開門

お客様が

来場。

イベントの

写真撮影。

10：30

イベント

会場へ

11：00 12：00 13：00 15：00 18：00

就業業者と

打合せ
課内会議昼食SNS更新

翌日の業務を

確認し、帰宅。
企画書の確認。

業務の進捗状

況などを報告。

食堂では選手

も食事をして

います。

SNSに投稿

し、お客様へ

告知。
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JOB

開催運営課・広域発売推進グループ

村上 勝軌

REA
SON

現在は、ボートレース浜名湖で開催されるレースをより多くのお客様に購入しても

らえる様に、開催日程の作成、場外舟券発売場の設置、全国23カ所のボート

レース場や全国76カ所のボートレースチケットショップへボートレース浜名湖の

レースを発売協力していただく為の営業を担当しています。

担当している職務上、外部との調整も多く、発売協力をして頂くためには他レース

場の方との関係も大切になってくるので、目標の発売協力数が達成できた日に

は、大きなやりがいを感じています。

また、常に先輩が相談に乗ってくださるので、企画提案がしやすく、向上心をもっ

て仕事に取り組める環境だと思います。

幼い頃から大学卒業までスポーツを行なって

おり、スポーツビジネスに興味を持ち、将来

はスポーツに関わった仕事がしたいという思

いを抱いていました。

浜松市内の大学に進学し、初めてボートレー

スを生で観戦した際に、モーター音やレース

の迫力に圧倒され、ボートレースもスポーツ

だと肌で感じ、浜名湖競艇企業団への入団を

決めました。
28
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