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名古屋競馬場の現状と今後について 懇談会での報告 2013年 12月 7日     

 日本共産党 名古屋市会議員 山口清明 

はじめに 

  名古屋競馬場は 1949年（昭和 24年）からの長い歴史を持っています。  

1977年（昭和 52年）に弥富トレーニングセンターができ、厩舎はなくなりま

したが、地域にとって競馬場は見慣れた風景の一部となっています。 

しかし近年、1992年（平成 4年）以降、売上額が減少し累積赤字が約 40億

円近くに達するなど厳しい経営状況です。 

名古屋競馬経営改革委員会は今年７月、愛知県知事に対し「実質収支が赤字

となることが確実となったならば・・・速やかに競馬事業の廃止を」「最後のチ

ャンスとして、黒字を継続されたい」と、事実上の最後通告を出しました。 

 地元では、競馬場を速やかに廃止し、跡地を有効活用すべきとの意見がある

一方、長年にわたりこの地域と共存してきた競馬場であり、存続を願う声も少

なくありません。また雇用問題をはじめ、競馬場会館など周辺地域施策の今後

についても不安の声が出ています。あれだけの土地ですから、地域の発展や安

全・安心・快適なまちづくりにどう有効に活用するか、大切な課題です。 

 そこで、あらためて名古屋競馬場をとりまく現状と課題について正確に情報

を共有し、また地域住民や競馬関係者のみなさんの要望や不安、そしてこれか

らの展望について、率直に語り合いたいと思います。 

私からは、まず競馬場をとりまく状況について私なりに経営改革委員会での

議論と結論について報告をさせていただきます。また９月に視察した熊本県荒

尾市の荒尾競馬場、ここは一昨年に廃止された地方競馬ですが、廃止にあたっ

ての課題は何か、議論の参考として報告させていただきます。 

とはいえ私自身は競馬をやる人間ではありませんので、理解が不十分なまま

のつたない報告です。一つの話題提供と思ってお聞きください。 

 

名古屋競馬場の経営はいま 

それでは資料に沿って報告します。名古屋競馬改革委員会の報告書が出され

たのは今年 7 月 23 日です。35 ページもありますので今日の資料にはその概要

と、添付された資料、そして報告書の結論である「競馬事業への提言」を載せ

ています。 

1p に名古屋競馬の概況、現状と課題について簡単にまとめています。土古競

馬場は約 20万㎡、一周 1100m、スタンド収容人数 5632人、駐車場 951台。弥

富トレセンは土古の 3.8 倍 76 万㎡の敷地面積です。資料には、職員 76 名及び

競馬関係者 348 名、開催状況は年 27 回、日数は 122 日、入場者数は年間 100
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万人を割り込み 99万人。売上額は約 151億円。地方財政への寄与、経営状況と

いった数字が並んでいます。 

 

名古屋市財政への寄与は 19年間ゼロ 

競馬法 23 条の９では「競馬の収益を持って、畜産の振興、社会福祉の増進、

医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を

行うのに必要な経費の財源に充てるよう努める」とあります。 

しかしながら地方財政への寄与は、名古屋市にとっては遥か昔の話です。10p

に資料を付けましたが平成 6年以来 19年間、市財政には競馬事業からは一円も

お金は入ってきていません。ちなみに競輪事業は累計 286億円、ここ 12年間は

毎年 5千万円ずつ市の収益として計上されています。 

 

とまらない公営ギャンブルの売上減 

あわせて 5p のグラフをみてください。年間のレース開催日数が 20 年前には

164 日だったのがいまは 122 日に、入場者数は一日当たり 1253 人から 997 人

に、一人当たり発売額も 4万 9千円から 1万 5千円にいずれも減っています。 

ちなみにピークは 39年前の 1974年(昭和 49年)でした。年間入場者数 292万

人、売上額 735億円、売上額はピーク時の 5分の１になっています。 

地方競馬全体では現在 15 か所（14 団体）で 3300 億円を売上げていますが、

平成 3 年のピーク時の 34％、地方自治体に繰出できている団体は 2 団体のみ。

JRAも平成 9年の 4兆円が売上のピークで平成 24年度は 2兆 3900億円、60％

に減っています。競輪、競艇、オートレースもピークは平成 3 年、その時点か

ら売上げはそれぞれ 32％、42％、24％に落ち込んでいます。これが公営ギャン

ブル全体の現状です。 

 

場外馬券は伸びたが 

19pに新聞記事を載せましたが、今年度は JRAとの連携強化で場外馬券の発

売を伸ばし、レース開催日数の削減などの経費削減とあわせて経営を改善して

いる、という状況です。尾頭橋の場外馬券売り場に比べると無料の駐車場が多

いこともあり、それなりに売り上げが伸びましたが、居心地の良さでは負けて

います。今と同じ状況が続くかどうか予断を許しません。 

＊  12月 16日、愛知県の大村知事は、今年度約２億 7800万円の黒字となる見込みであ

ることから、来年度も引き続き開催することで構成団体である名古屋市、豊明市と合意

した、と記者発表しました。 

 

競馬場なのに、経費がかかるからとレースを減らして、場外馬券売場として
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生き残ることに意味があるのか、という声が出ています。廃止された荒尾競馬

で聞いた声（15p）では、経費削減で出走手当が削減⇒出走馬の減少⇒厩務員の

収入減＝何のための競馬事業か？というお話でした。単に組合が黒字になって

も競馬関係者が食べていけなくなっては意味がありません。場外馬券の売り上

げ頼みの経営改善も素直に喜べません。 

さらに、これから払戻率を引き下げるとどうなるか、きびしい予想もありま

す。2p の収支見通し、及び 6p の経営診断結果をみてください。将来的な見通

しは決して楽観できない経営状態です。 

 

廃止した場合に考えるべきこと 

次に廃止した場合に必要となる費用の推計です。累積赤字 40億円、施設の解

体に 13 億円、職員退職金に 3 億円、合計で約 56 億円。加えて見舞金の支払い

が必要です。荒尾競馬の見舞金を基に試算したデータを 13p に載せましたが名

古屋でも 7億円程度は必要になると思われます。合計で 63億円。基金は数千万

円しか残っていません。 

名古屋競馬には土地などの資産があるから大丈夫でしょうか。12p を見てく

ださい。競馬場で 195億円、弥富トレセンで 195億円、合計で約 391億円です。

しかしあくまでも固定資産税や相続税課税標準価格などから試算した額です。

弥富は市街化調整区域にあります。この価格で売却できる保証はありません。 

 

改革委員会の最後通牒 

経営改革については改革委員会から具体的な提案がいくつも出されています。

３pをみるとまず経費削減、次に適切な開催日数の設定等の提案が並んでいます。 

そして結論が 7p です。読み上げておきたいと思います。「平成 25 年度以降、

実質収支が赤字となることが年度途中においても確実な事態となったなら

ば・・・速やかに競馬事業の廃止を決断するよう提言する」「関係者は最後のチ

ャンスとして、経営改革に取り組み、黒字を継続されたい」。つまりもう猶予は

ありません。毎年毎年が存続か廃止の瀬戸際なのです。 

 

議会の意見 

８pと９pには競馬組合議会の決議、港区公職者会の市長要望を載せています。 

競馬組合議会は今年３月に「これ以上の累積赤字の拡大は、将来の県民・市

民への負担増にもつながることとなるため、容認することができない」と全会

一致で決議しています。 

港区の公職者会つまり県会市会議員全体の要望では「入場者数の増加など経

営の改善に努められるとともに、廃止となれば雇用や跡地利用など地域社会へ
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の影響も大きいため、存廃の判断や廃止された場合の対応などについては、地

域住民の意向を踏まえ十分に検討されたい」としています。 

この立場からも、私は今日のような懇談会を開き、地域のみなさんが競馬場

に関する情報を共有することは大変、大事なことだと考えています。 

 

地域への補助金 

11ｐは周辺地域団体への補助金の推移です。3 学区１町内に合計で年間 264

万 9600円の補助金が出ています。補助金の削減が続いています。この先はどう

なるのか、おそらくいっそうの削減が求められると思います。また地元への配

慮としてつくられた競馬会館については今後どうなるのか、これも地元では関

心が高い問題となっています。率直なご意見ご要望をお聞かせください。 

＊  坪井事務局長のお話では、競馬場会館の年間利用者は 1万 5572名（平成 24年度） 

 

廃止した競馬場の視察から 

14ｐには最近廃止になった地方競馬の一覧を掲げました。加えて平成 24年度

には福山競馬が廃止になりました。15p は今年８月に視察した荒尾競馬の廃止

についてのメモです。 

廃止に向けて、関係者や住民と話し合いを重ねてきた経過や、関係者の再就

職にどんな努力と苦労があったのか、また廃馬（廃止に伴い馬を処分する）を

できるだけ少なくするための努力についてもお話をうかがってきました。廃止

するうえでの課題は何か、イメージできる視察でした。 

 

そして 17ｐと 18ｐは荒尾競馬場の跡地活利用の提言です。まだ検討作業は続

行中ですが、こんなイメージで跡地の利用を考えているということで参考にな

れば、と思って紹介させていただきました。 

三つの方向性が示されています。第一は、自然環境の保全や理解促進。緑地

を活かすことですね。第二は、地域の活性化や経済振興。駅前の立地を活かす

商業施設の展開や、スポーツ合宿、スタジアム機能を活かした宿泊機能、そし

て馬事文化を活かしたレジャー、要するに馬券売り場です。第三は、定住人口

の増加。健康づくりや医療福祉施設に、太陽光発電などもセットにした次世代

住宅など。現在の名古屋競馬場の有効活用にもヒントになる提言だと思います。 

 

名古屋競馬の今後について考える視点 

採算を脇に置いての話ですが、私は、馬という魅力的な動物とふれあう都市

の中の貴重な空間として、また災害時の防災拠点ともなる広大な空間として、

このスペースはほんとうに貴重だと考えています。改革提言でも、地域貢献で
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イメージアップをはかることが重要だと述べています。単なる場外馬券売場な

らこんなスペースは必要ありません。この空間をどう守り、活かすか、という

角度から考えていきたいと思います。 

 

最後に、公営ギャンブルについて私の思うところを少し述べておきたいと思

います。競馬場の周りにキャッシングサービスの機械が次々にできました。無

人金貸機です。多重債務の悲劇を広げるようでは困ります。しかしいま大手金

融機関が率先して消費者金融、高利貸しを行うような状況がつくられています。 

競馬が健全なレジャーとして地域社会に定着できるかどうかは、競馬関係者

の努力にかかっていると同時に、社会全体が健全な社会に、そして働く人々が

ゆとりを持てるような社会になることが不可欠ではないでしょうか。そういう

社会のなかでこそ健全なレジャー、文化としての競馬も存在できるのだと思い

ます。そんな社会をつくっていくこともぜひ視野に入れながら、競馬場の今後

について有意義な話し合いができれば、と思います。 

名古屋競馬はこの地域にとってどんな存在なのか、率直に語り合いましょう。 

みなさんからの積極的な発言をお願いして、報告を終わります。 
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荒尾競馬場の廃止について 

 昭和３年に設立され 83年の歴史を有する荒尾競馬だったが、売り上げの大

幅な減少により平成 22年度末時点で約１３億６千万円の累積赤字を抱えるな

ど厳しい経営状況となった。しかし将来的な見通しや市財政への影響などを総

合的に判断した結果、平成２４年３月３１日をもって廃止することに至った。 

○平成 23年 7～8月 住民懇談会にて競馬事業の状況を説明        

○  〃 年 8月  競馬関係者との意見交換会を開催     

○平成 23年９月 5日 市議会にて市長が競馬事業の廃止表明 

○  〃 年９月   競馬対策課を設置 再就職支援の総合窓口を開設 

           見舞金素案提示 

○  〃 年 10月  再就職支援のための連絡会議を設置 

○〃年 10月～翌年１月 装蹄師、予想業、調教師、厩務員、食堂売店経営者、

騎手、馬主会、獣医師などと順次、見舞金確認書を調印 

○ 〃 年 12月 23日 最終レース開催 

○平成 24年１月   第一回跡地活用検討委員会 

○ 〃 年 3月    関係議案等の議決、組合解散及び財産処分等の届出 

○ 〃 年 3月 31日 荒尾競馬組合解散 

 

累積赤字への対応 民間委託、職員の嘱託化 

・出走手当の大幅削減⇒出走馬の減少⇒厩務員収入減・・・何のための事業？ 

・平成 23年度は 12年ぶりに単年度決算が黒字になったが、発売額が伸びた

わけではなく継続性のあるものとは認めがたい。 

・平成 18年から市からの貸付金で資金繰りを行う 

・第三セクター等改革推進債を活用して累積赤字、債務を清算  

一般会計 200億円の市で、毎年 1億 3千万円の返済 10年以内に償還 

  

 再就職支援 全体対象者 102名 進路決定者 99名(平成 25年 4月 1日) 

  再就職先 転場（佐賀競馬）25 牧場（乗馬）27 一般業務 15 引退 21  

  馬はどうなった？ 283頭に見舞金 最終的に 150頭 廃馬が約１割 

 

 協力見舞金 231人に 4億 1157万円 調教師・騎手・厩務員・馬主＊ 

・装蹄師・獣医師・予想屋＊・食堂＊ ＊＝支払いに判断を要す 
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跡地活用 スタンドや駐車場はＪＲＡの場外馬券売り場に貸付中 

     荒尾競馬場跡地活用検討委員会で検討中   複雑な土地所有 

名古屋競馬場の今後について考える懇談会 資料 

 

1. 名古屋競馬改革委員会報告書の検討状況（概要）・・・・1p 

2. 名古屋競馬改革委員会報告書から           

① 前回実施したあり方懇談会以降の動きについて・・・4p 

② 発売額と入場者数の推移・・・・・・・・・・・・・5p 

③ 愛知県競馬組合経営診断の結果（概要）・・・・・・・6p 

④ 第４章 競馬事業への提言・・・・・・・・・・・・7p 

3. 競馬事業のあり方について(Ｈ25・3・28)県競馬組合決議・・8p 

4. 港区公職者会 市長要望と回答（Ｈ25・11・15）・・・・・・9p 

5. 本市への競馬事業からの繰出金・・・・・・・・・・・・・10p 

6. 名古屋競馬場周辺地域団体への補助金の推移・・・・・・・11p 

7. 愛知県競馬組合の資産（土地）の評価（試算）・・・・・・・12p 

8. 見舞金の所要額についての試算・・・・・・・・・・・・・13p 

9. 競馬事業の廃止・撤退事例・・・・・・・・・・・・・・・14p 

10. 荒尾競馬場の廃止(山口メモ・現地写真・跡地利用提言)・・15p 

11. 名古屋競馬に関する最近の新聞記事・・・・・・・・・・・19p 
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それでは資料に沿って報告します。名古屋競馬改革委員会の報告書が出され

たのは今年 7 月 23 日です。35 ページもありますので今日の資料にはその概要

と、添付された資料、そして報告書の結論である「競馬事業への提言」を載せ

ています。 

1p に名古屋競馬の概況、現状と課題について簡単にまとめています。職員及

び関係者の人数、開催状況、地方財政への寄与、そして経営状況と数字が並ん

でいます。 

地方財政への寄与といいますが、名古屋市にとっては遥か昔の話です。平成 6

年以来 19年間、一円も競馬事業からは名古屋市財政にお金は入ってきていませ

ん。ちなみに競輪事業は累計 286億円、ここ 12年間は毎年 5千万円ずつ市の収

益として計上されています。 

あわせて 5p のグラフをみてください。年間のレース開催日数が 20 年前には

164 日だったのがいまは 122 日に、入場者数は一日当たり 1253 人から 997 人

に、一人当たり発売額も 4万 9千円から 1万 5千円にいずれも減っています。 

最後の 19pに新聞記事を載せましたが、今年度は JRAとの連携強化で場外馬

券の発売を伸ばし、レース開催日数の削減などの経費削減とあわせて経営を改

善している、という状況です。尾頭橋の場外馬券売り場に比べると無料の駐車

場が多いこともあり、それなりに売り上げが伸びましたが、居心地の良さでは

負けています。今と同じ状況が続くかどうか予断を許しません。 

そして何より、競馬場なのに経費がかかるからとレースを減らして場外馬券

売場として生き残ることに意味があるのか、という声が出てきます。廃止され

た荒尾競馬でも 15p にメモしましたが、組合が黒字になっても競馬関係者が食

べていけなくなっては仕方がないのです。 

これから払戻率を引き下げるとどうなるか、きびしい予想もあります。2p の

収支見通し、及び 6pの経営診断結果をみてください。将来的な見通しは決して

楽観できない経営状態です。 

次に廃止した場合に必要となる費用の推計です。累積赤字 40億円、施設の解

体に 13億円、職員退職金に 3億円、加えて見舞金の支払いが必要です。荒尾競

馬の見舞金を基に試算したデータを 13p に載せましたが 7 億円程度は必要にな

ると思われます。合計で 63億円。基金は数千万円しか残っていません。 

名古屋競馬には土地などの資産があるから大丈夫でしょうか。12p を見てく

ださい。競馬場で 195億円、弥富トレセンで 195億円、合計で約 391億円です。

しかしあくまでも固定資産税や相続税課税標準価格などから試算した額です。

実際にこの価格で売却できる保証は何もありません。 
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経営改革については改革委員会から具体的な提案がいくつも出されています。

３pみるとまず経費削減、次に適切な開催日数の設定などの提案が並んでいます。 

そして結論が 7pです。読み上げておきたいと思います。「      」。 

 ８p９p には競馬組合議会の決議、港区公職者会の市長要望をかかげておき

ました。 

11ｐは周辺地域団体への補助金の推移です。3 学区１町内に合計で年間 264

万 9600円の補助金が出ています。補助金の削減が続いています。この先はどう

なるのか、おそらくいっそうの削減が求められると思います。また地元への配

慮としてつくられた競馬会館については今後どうなるのか、これも地元では関

心が高い問題となっています。率直なご意見ご要望をお聞かせください。 

14ｐには最近の廃止になった地方競馬の一覧を掲げました。そして 15p には

今年８月に視察した荒尾競馬の廃止についてのメモです。少し報告します。 

そして 17ｐ18ｐは荒尾競馬場の跡地活利用の提言です。まだ検討作業は続行

中ですが、こんなイメージで跡地の利用を考えているということで参考になれ

ば、と思って紹介させていただきました。 
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住民の意向調査を実施する場合には、市の責任で行うとともに、賛成か、反対かという

単純な二者択一ではだめ。それは、地元の住民の中にさまざまな考えがあるからです。 

ですから、○○する場合、○○する場合のそれぞれのマイナス面をクリアする方策も示

して、住民の意向を調査する必要があると思っています。 

このように、○○するにしても、○○するにしても条件付きなのです。それが、地元の

多くの住民の思いだと、私は受け止めています。 

それぞれのマイナス面を解決する方策も示して、住民の意向を調査する。 

住民投票ですが、地元の区政協力委員長さんたちが、住民投票に異を唱えておられるの

は、市長が工事を中断させておきながら、再開・中止は住民の責任で判断をと、住民に「責

任」を転嫁しようとしているからです。（「その通り」「そうだ」の声） 

ただ、市長が判断をするうえで、止めてから４年近くになります。今、ここで判断をす

るうえで、住民の意向を踏まえて判断をしたいとお考えになるのは、わたくしも理解でき

ます。 

そこで、河村市長に提案したい。 

賛否を問うことで、住民の対立を引き起こしかねない住民投票ではなくて、アンケート

という方法をとられたらどうでしょうか。私が提案したような、「再開」「中止」それぞれ、

マイナス面、課題があるのです。こういう課題を、どう解決するのかという方策も示して、

つまり、判断材料を示して、住民の意見を集約するアンケートです。その結果にもとづい

て、総合的に判断をする。どうですか、市長、お答えください。 
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名古屋競馬場の今後について考える懇談会 

2013年 12月 7日 

名古屋競馬場の今後を考える会 

 

○主催者あいさつ               3分     2時 00分      

○来賓あいさつ                   

  名古屋競馬組合 事務局長           5分 

  成章学区区政協力委員長            3分 

  正保学区区政協力委員長            3分  

  小碓学区区政協力委員長            3分 

  川間町 町内会長               3分 

 

○名古屋競馬についての報告 市会議員 山口清明  30分 2時 20分 

○会場からの発言（必要に応じてコメントも）    60分 2時 50分 

○まとめのコメント                5分 3時 50分 

○閉会あいさつ                  3分 3時 55分 

 

 

 

集合＝ 

開場＝  時 分 

受付＝       

司会＝ 
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正面の看板＝横断幕（最悪は黒板に手書き） 

 

マイク 

写真 

感想文用紙 

受付名簿 

 

参加確認 

 

発言者の確認（あいさつ     ） 

 

資料は 50部用意しました。  

 

 

  

  

                  

 

 

 

 

 


