
産業建設常任委員会審査日程 

 

日 時  令和３年３月２３日（火）  

     民生福祉常任委員会終了後 

場 所  第２委員会室 

審査内容   

 

１ 議案第４０号 令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正 

予算（第１回）について 

２ 議案第１４号 令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算 

について 

３ 議案第１８号 令和３年度山陽小野田市下水道事業会計予算について 

 

４ 閉会中の継続調査事項について 

 

 



令和 3 年第 1 回(3 月)定例会 

産業建設常任委員会提出資料 

 

 

 

令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業 

特別会計補正予算 （第１回） 

 

 

 

令和 3 年 3 月 23 日 公営競技事務所 



資料１

１ 契約状況

２ 支払済額

３ 第５回変更契約後の支払残額

R3.3.18 第5回変更契約 31,762,700円

１１．営業しながらスタンド改修を⾏うに当
たり、移設が必要な精密機器等の詳細設計の
完了が困難となったことに関連して減額する
もの。

部分引渡し 5,800,000円

28,578,940円減額

H31.2.5 落札 26,460,000円

R3.2.22 第4回変更契約 60,341,640円
１０．東スタンド規模縮小による実施設計の
打切り及び基本設計の⼀部変更業務

期間︓H31.2.6~R3.3.31

R2.2.25 第2回変更契約 37,643,140円 ５．PCB二次検査の追加
45,100円増額
PCB二次検査の追加のため。
期間︓H31.2.6~R2.3.31

支払済額 ▲ 13,700,000円
支払い残額 18,062,700円

支払い済額合計 13,700,000円

内容 ⾦額
第５回変更契約⾦額 31,762,700円

R2.4.21

内容 ⾦額 支払日
前払⾦ 7,900,000円 H31.3.8

内容

基本設計、アスベスト調査及びPCB調査業務
当初契約に係る前払⾦

R2.3.19 第3回変更契約 60,341,640円

６．機器移設設計
７．⻑寿命化調査
８．機器耐⽤年数調査
９．受電設備調査

22,698,500円増額
機器移設設計業務委託等の追加のた
め。
期間︓H31.2.6~R3.2.26

H31.2.6 当初契約 26,460,000円
１．東スタンド新築（基本設計）
２．東スタンド新築（実施設計）
３．東⻄スタンド解体（実施設計）

前払⾦7,900,000円支払（H31.3.8）
期間︓H31.2.6〜R2.2.28

H31.3.15 第1回変更契約 37,598,040円 ４．⻄スタンド改修部分実施設計の追加
11,138,040円増額
⻄スタンド改修分の実施設計業務委託
の追加のため。

⼩型⾃動⾞競⾛場スタンド棟等整備事業（基本設計・実施設計業務委託）

日付 内容 合計⾦額 内容 備考

 １



資料２

１　開催に係る収支 【単位　千円】

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

①

入場料収入 2,700 特別入場料

場外事務協力費 366,686

その他収入 37,987 事故金、雑入、貸付収入

② 義務的経費 義務的経費の合計：6,976,121千円

　払戻金 6,763,540

  JKA交付金 212,571

公営競技納付金 10 ※枠取分

③ 開催経費 開催経費の合計：2,559,642千円

　賞典費 594,333

　場外発売委託料 459,457

　返還金 110,000

　その他開催経費 1,335,852

（収益保証） 60,000

④ その他支出

⑤ 包括的民間委託料 620,000 ※日本写真判定

⑥ 合　　　　　　計 10,179,573 10,155,763

２　開催以外に係る収支

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑦ 基金繰入

財調基金繰入金 3,751

施改基金繰入金 0

財政調整基金利子 17

施設改善基金利子 80

（収益保証） 60,000

⑧ リース料 76,713

設計委託料 0

工事請負費（グリーンハウス等解体） 0

測量調査委託料 3,751

地域公益企事業 17,000

財政調整基金積立金 18

施設改善基金積立金 81

固有経費 25,139 職員人件費他

⑨ 合　　　　　　計 63,848 122,702

３　重勝式に係る収支

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑩ 重勝式発売金 5,373,775 返還金81,552千円を含む。

⑪ 義務的経費 義務的経費の合計：3,852,840千円

重勝式払戻金 3,704,557

重勝式返還金 81,552

JKA交付金 66,731

⑫ 開催経費 開催経費の合計：599,714千円

開催場負担金 23,388

特別拠出金 492,177

その他開催経費 84,149

⑬ 発売業務委託料 646,710

⑭ 施設改善基金積立金 197,000

⑮ 財政調整基金積立金 25,000

⑯ 合　　　　　　計 5,373,775 5,321,264

４　ミッドナイトレースに係る収支

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑰ 勝車投票券発売金 6,293,000 返還金43,000千円を含む。

映像提供収入 1,275

⑱ 義務的経費 義務的経費の合計：4,512,501千円

　払戻金 4,375,000

　JKA交付金 137,501

⑲ 開催経費 開催経費の合計：1,638,246千円

　賞典費 244,186

　返還金 43,000

　その他開催経費 1,351,060 その他開催経費

⑳ 施設改善基金積立金 140,000

㉑ 財政調整基金積立金 995

㉒ 合　　　　　　計 6,294,275 6,291,742

【予備費】

小型会計歳入歳出合計 21,851,471 21,851,471

76,713

単年度収支額 20,000

96,713

359,343

456,056実質収支改善額（Ｅ＋Ｆ）

合　計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） 20,000

債務解消額（リース料）

２つの債務解消額（Ｅ）

基金増減合計額（Ｆ）

（Ｂ）　歳入　－　歳出 ▲ 58,854

（Ｃ）　歳入　－　歳出 52,511

（Ｄ）　歳入　－　歳出 2,533

（Ａ）　歳入　－　歳出 23,810

令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第１回）

本場開催発売金 9,772,200 返還金110,000千円を含む。

その他開催経費

  ２



 

 

 

閉会中の継続調査事項について 
 

 

委員会名 調 査 事 項 調査期間 

産業建設 

常任委員会 

・ 商業及び工業に関すること 

・ 企業立地に関すること 

・ 労政に関すること 

・ 公共交通に関すること 

・ 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること 

・ 地方卸売市場に関すること 

・ 小型自動車競走事業に関すること 

・ 道路及び橋梁
りょう

に関すること 

・ 河川及び港湾に関すること 

・ 都市計画に関すること 

・ 駐車場事業に関すること 

・ 都市開発に関すること 

・ 公園及び緑地に関すること 

・ 下水道及び農業集落排水に関すること 

・ 建築及び住宅に関すること 

・ 水道事業に関すること 

令和３年６月定

例会前日まで継

続して閉会中調

査する 

  

  


