
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

3,823,463 4,003 3,827,466

平 成 27 年 3 月 10 日
有 田 町

　平成２６年度一般会計補正予算（第９号）の概要

(単位：千円、％）

３月補正額
平成２６年度３月
補正後の予算額

平成２５年度３月
補正後の予算額

対前年度比較

増減額 増減率

35,561 9,442,289 9,501,588 -59,299 -0.6%

１　歳入歳出予算

　　平成26年度一般会計補正予算（第９号）は、地域住民生活等緊急支援対策費として消費喚起プレミアム付商品券発行事
業、高齢者ふれあい入浴利用券交付事業、新たな「有田ファン」拡大事業、窯業の担い手育成支援事業、地方版総合戦略策定
事業、内山地区サテライトオフィス運営事業、空き家流通促進事業、森林整備加速化・林業再生事業などを新たに追加していま
す。また、障害福祉サービス事業、国民健康保険事業、伊万里・有田消防組合事業、長期債元金償還費などを増額計上してい
ます。
　その財源については、町税、地方交付税、国県支出金、繰入金などで措置しています。また、基金については、ふるさと応援
基金、伊万里・有田消防組合職員退職手当負担金準備基金の積立金の増額に加え、新たに有田焼創業400年祭基金への積
立金を計上しています。
　今回の補正額は3,556万1千円の増額で、補正後の予算額は94億4,228万9千円となり、前年同期に比べ0.6％の減となります。

項　目 説　明

町税 1,668,708 19,453 1,688,161

・個人町民税現年課税分 13,190（565,000→578,190）
・個人町民税滞納繰越分 △5,391(11,086→5,695)
・法人町民税現年課税分 10,000（91,033→101,033）
・軽自動車税現年課税分 1,654（51,600→53,254）

地方消費税交付金 314,500 △ 83,170 231,330
・地方消費税交付金 △83,170(314,500→231,330)
※歳入見込総額 231,330のうち、38,191は社会保障財源分。

地方交付税 ・普通交付税 4,003（3,379,463→3,383,466）

分担金及び負担金 137,264 △ 352 136,912

・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 50（375→425）
・農業災害復旧事業負担金 △1,269(2,839→1,570)
・農林地崩壊防止事業負担金 △258(650→392)
・保育料（現年分） 1,550（113,687→115,237）
・放課後児童教室負担金 △374(9,720→9,346)
・乳がん検診負担金 △51(364→313)

使用料及び手数料 110,404 △ 1,327 109,077

・生涯学習センター使用料 280（1,000→1,280）

・有田陶磁美術館入館料 △70(350→280)

・文化体育館使用料 △130(410→280)
・赤坂球場使用料 △110(270→160)
・ひらき球場使用料 △20(60→40)
・有田小体育館使用料 △4(18→14)
・中部小体育館使用料 △9(104→95)
・有田中体育館使用料 62(44→106)

・戸籍手数料 △270(4,220→3,950)
・住民基本台帳手数料 △228(3,080→2,852)
・印鑑証明及び登録証再交付手数料 △612(2,676→2,064)
・諸証明及び許可証交付手数料 △26(69→43)
・児童福祉費負担金 △4,775(159,116→154,341)

・公民館使用料 △66(285→219)
・体育センター使用料 △72(434→362)
・中央運動公園使用料 △17(34→17)
・大山小体育館使用料 △17(62→45)
・西有田中体育館使用料 △18(199→181)

・児童手当費負担金 △6,584(249,850→243,266)
・更生医療負担金 1,550(7,200→8,750)
・障害者自立支援給付費等負担金 8,998（170,226→179,224）
・育成医療負担金 71（288→359）
・障害児通所給付費負担金 859（4,876→5,735）
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 △1,820(25,000→
23,180)
・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 △2,035(4,636→
2,601)
・保育緊急確保事業費補助金（住民課） △450(18,652→18,202)
・障害者地域生活支援事業補助金 △49(3,318→3,269)
・臨時福祉給付金 △7,000(63,000→56,000)
・臨時福祉給付金事務費補助金 △2,742(9,132→6,390)
・浄化槽設置事業補助金 △884(1,243→359)
・がん検診推進事業補助金 △204(407→203)
・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業補助金 △
55(609→954)

1,144,90567,0861,077,819国庫支出金



（補正前） （補正額） （補正後）

国庫支出金 67,0861,077,819

・幼稚園就園奨励費補助金 △11(2,723→2,712)
・理科教育設備整備費等補助金 △121(1,084→963)
・重要伝統的建造物群保存地区買上事業補助金 △205(3,765→
3,560)

・障害児通所給付費負担金 429（2,438→2,867）
・佐賀県公衆無線ＬＡＮ等環境整備事業費補助金 △305(1,342→
1,037)

・史跡等買上事業補助金 △168(46,144→45,976)
・地域住民生活等緊急支援交付金（消費喚起・生活支援型）
44,737（皆増）
・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 37,974（皆
増）

県支出金 733,484 △ 13,018 720,466

・児童福祉費負担金 △2,388(79,558→77,170)

・消費者行政活性化基金事業交付金 △29(1,432→1,403)
・佐賀県商店街再活性化推進事業費補助金 △390(1,000→610)
・保育緊急確保事業費補助金（住民課） △75(8,370→8,295)
・ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 △150(4,650→4,500)
・障害者地域生活支援事業補助金 △128(1,654→1,526)

1,144,905

・児童手当費負担金 △1,121(54,587→53,466)
・更生医療負担金 775(3,600→4,375)
・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 4,499（85,113→89,612）
・育成医療負担金 35（144→179）

・青年就農給付補助金 △3,000(6,000→3,000)
・人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 △200(1,200→1,000)

・佐賀県放課後子どもプラン推進事業費補助金 △81（11,649→
11,568)
・浄化槽設置事業補助金 △884(1,243→359)
・佐賀県健康増進事業費補助金 37(841→878)
・妊娠安心風しん予防接種事業補助金 △126(430→304)
・機構集積支援事業補助金 △181(460→279)
・農地台帳システム補助金 △540(2,160→1,620)

・青年就農給付補助金（経済対策分） 2,250(皆増)
・重要森林公有化支援事業 △50(1,057→1,007)
・県単林業事業補助金 △24(3,200→3,176)
・特用林産物競争力強化事業補助金 492（皆増）
・身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金 △600(4,000→
3,400)

説　明

・中山間地域等直接支払交付金 △81(47,678→47,597)
・自給飼料生産拡大事業補助金 △544(1,853→1,309)
・県単さが農業農村振興整備事業補助金 △666(3,060→2,394)
・戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 △2,000(皆減)

・重要伝統的建造物群保存地区買上事業補助金 △74(1,355→
1,281)
・史跡等買上事業補助金 △15(4,037→4,022)
・佐賀県文化財保存事業補助金 △240(5,250→5,010)
・農業災害復旧費補助金 2,142(22,717→24,859)
・農林地崩壊防止事業補助金 △516(1,300→784)
・消防団確保対策補助金 612（皆増）
・原子力防災のてびき配布事務委託金 35（皆増）
・衆議院議員総選挙委託金 △4,419(15,736→11,317)
・知事選挙委託金 △3,901(13,234→9,333)
・泉山大谷線埋蔵文化財発掘調査委託金（整理事業） △2,600(皆
減)

財産収入 34,757 △ 545 34,212
・建物貸付収入（大有田焼会館） △559(2,059→1,500)
・立木売払収入 159（1→160）
・重機売払収入 △145(631→486)

寄附金 4,502 10,099 14,601
・一般寄附金 10,000（1→10,001）
・教育費寄附金（学校教育課） 99（1→100）

繰入金 111,650 35,789 147,439

・伊万里・有田消防組合職員退職手当基金繰入金 294（22,300→
22,594）
・財政調整基金繰入金 2,962（5,581→8,543）
・減債基金繰入金 25,292（皆増）
・日新電工地域振興基金繰入金 △400(皆減)
・農山村活性化推進基金繰入金 △373(8,061→7,688)

・歴史と文化の森公園施設整備基金繰入金 △1,043(2,860→1,817)

・黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金 8,987（32,627→41,614）
・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金 70（5,492→
5,562）
・延滞金 2,400（500→2,900）
・伊万里・有田地区医療福祉組合（病院事業会計）貸付金利子収
入 △108(1,012→904)

項　目

・農業者年金業務受託事業収入 △35(251→216)
・佐賀県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与分戻入金
600(4,200→4,800)
・消防団員退職報償金 △2,993(10,080→7,087)

326,957△ 2,057329,014諸収入

・消防団確保対策事業補助金 △674(皆減)
・大有田焼会館共有分負担金 360(840→1,200)



（補正前） （補正額） （補正後）

573,566 △ 400 573,166

・オータムジャンボ宝くじ収益金交付金 △358(5,134→4,776)

・歴史と自然のﾊﾟﾉﾗﾏさがﾘｿﾞｰﾄ構想推進協議会会費返還金 91(皆増)
・コミュニティ事業助成金（商工観光課） 300(皆増)
・土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 1,800(3,600→5,400)
・立木伐採補償 64(1→65)
・宝くじ文化公演チッケト売上代 △896(皆減)

・サマージャンボ宝くじ収益金交付金 △936(9,494→8,558)
・県道泉山大谷線光ケーブル移転補償費 864(皆増)
・コミュニティバスパス等売上収入 △586(2,648→2,062)
・コミュニティバス運賃等収入 △240(2,748→2,508)
・証紙売払代 △200(900→700)

・長寿・健康増進事業補助金（後期高齢者医療） △600(1,102→502)
・印紙売払代 △830(5,100→4,270)

209,800合併特例債

・有田陶磁美術館書籍売払代 △20(80→60)
・有田町史売払代 △40(80→40)
・蒲原コレクション図録売払代 △20(60→40)

町債
・農地・農林等災害復旧事業債 △1,000(2,800→1,800)
・合併特例債事業　600（209,200→209,800）

326,957△ 2,057329,014

・町道改良事業（合併特例債） 900（85,000→85,900）
・福祉保健センター事業（合併特例債） △300(64,100→63,800)

209,200 600

項　目 説　明

諸収入



３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

△ 1,440 議会事務局 P20

△ 365 総務課 P20

△ 29 住民課 P21

△ 521 財政課 P21

△ 382 財政課 P22

△ 1,286 まちづくり課 P23

△ 400 まちづくり課 P23

△ 1,507 まちづくり課 P23

△ 1,518 財政課
P24～
P25

△ 3,216 財政課 P25

△ 16 まちづくり課 P25

△ 1,030 住民課
P25～
P26

△ 281 学校教育課 P26

△ 718 有田小学校 P26

0 建設課 -

43,000 商工観光課 P27

2,800 健康福祉課 P27

16,400 商工観光課 P27

2,400 商工観光課
P27～
P28

6,373 まちづくり課 P28

10,460 まちづくり課
P28～
P29

4,240 まちづくり課 P29

△ 691 住民課
P29～
P30

△ 1,785 総務課
P30～
P31

△ 4,419 総務課
P31～
P32

△ 3,901 総務課
P32～
P33

629 健康福祉課 P35

消費者行政推進事業
・講師謝金 △50（皆減）、消耗品費 21（347→368）
【財源内訳】県支出金 △29

総務管理事業
・ＡＥＤ購入費 △685（1,158→473） ほか
【財源内訳】一般財源 △365

●事業概要 （単位：千円）

事業名 事業内容

議会総務事業
・議員期末手当 △1,440（14,779→13,339）
【財源内訳】一般財源 △1,440

コミュニティバス等運行事業
・デマンドタクシー運行事業費補助 △1,217（3,288→2,071） ほか
【財源内訳】諸収入 △826、一般財源 △460

大有田焼会館管理事業
・電気代 △300（2,760→2,460） ほか
【財源内訳】諸収入 360、一般財源 △742

公会計整備事業
・公有財産管理ｼｽﾃﾑ移行業務委託料 △521（皆減）
【財源内訳】一般財源 △521

情報一般管理事業
・有田町内Ｗｉ－Ｆｉ環境整備委託料 △659（2,900→2,241）　・パソコン
リース料 △976（2,693→1,717）　・光回線移設工事 ほか
【財源内訳】県支出金 △305、諸収入 864、一般財源 △2,077

日新電工地域振興基金事
業

・車いすマラソン大会助成金 △400（皆減）
【財源内訳】繰入金 △400

有田南部工業団地造成事
業特別会計事業

・繰出金 △1,507（5,580→4,073）
【財源内訳】一般財源 △1,507

旅券発給事務事業
・消耗品費 △1,000（5,972→4,972）
【財源内訳】諸収入 △1,030

基幹業務システム管理事業
・プログラム開発委託料 △670（10,811→10,141）
・システム導入業務委託料 △2,290（15,045→12,755）ほか
【財源内訳】一般財源 △3,216

コミュニティ推進事業
・農業まつり等実行委員会負担金 △16（2,500→2,484）
【財源内訳】繰入金 △16

・協力者謝金 1,000（皆増）　・担い手育成給付金 1,000（皆増） ほか
【財源内訳】国庫支出金 2,286、一般財源 114

地方版総合戦略策定
事業

地
域
活
性
化
・

効
果
実
感
対
策
費

中学校ユニバーサルデ
ザイン推進事業

・多目的トイレ等実施設計・工事監理業務委託料 △281（1,030→749）
【財源内訳】国庫支出金 △1,146、一般財源 865

有田小学校改築事業
・移転補償費 △763（52,824→52,061） ほか
【財源内訳】国庫支出金 △212、一般財源 △506

町道老朽化対策事業
・歳出予算補正なし
【財源内訳】国庫支出金 1,358、一般財源 △1,358

空き家流通促進事業
・空き家活用促進委託料 3,240（皆増）　・空き家活用促進奨励金 1,000
（皆増）
【財源内訳】国庫支出金 4,038、一般財源 202

地
域
住
民
生
活
等
緊
急
支
援
対
策
費

〈
新
規

〉

消費喚起プレミアム付
商品券発行事業

・プレミアム付商品券発行補助金 43,000（皆増）
【財源内訳】国庫支出金 42,049、一般財源 951

高齢者ふれあい入浴
利用券交付事業

・高齢者ふれあい入浴利用扶助費 2,800（皆増）
【財源内訳】国庫支出金 2,688、一般財源 112

新たな「有田ファン」拡
大事業

・専門家謝礼 1,700（皆増。以下、科目全て）　・専門家旅費 800　・印刷
製本費 2,700　・イベント委託料 6,000　・着地型旅行商品造成委託料
1,500　・インバウンド事業委託料 2,000　・ポスター及び画像作成委託料
800 ほか
【財源内訳】国庫支出金 15,619、一般財源 781

窯業の担い手育成支
援事業

福祉保健センター事業
・空調設備改修実施設計委託料 △1,481（2,754→1,273）　・空調設備改
修工事監理委託料 1,190（皆増） ほか
【財源内訳】町債 △300、一般財源 △929

衆議院議員総選挙事業

・時間外勤務手当 △2,445（7,020→4,575）　・臨時雇用賃金 △654
（1,480→826）　・ポスター掲示板設置撤去等委託料 △342（680→338）
ほか
【財源内訳】県支出金 △4,419

佐賀県知事選挙事業
・時間外勤務手当 △731（5,206→4,475）　・臨時嘱託給 △776（1,420→
644）　・ポスター掲示場設置等委託料 △578（660→82） ほか
【財源内訳】県支出金 △3,901

戸籍住民基本台帳事業
・産休、育休代替臨時雇用職員賃金 △213　・住民基本台帳ネットワー
クアプリ適用業務委託料 △216 ほか
【財源内訳】手数料 △1,136、一般財源 445

町長・町議会選挙事業
・郵便切手代 △672（2,381→1,709）　・会場使用料 △762（820→58） ほ
か
【財源内訳】一般財源 △1,785

・臨時雇用賃金 1,512（皆増。以下、科目全て）　・消耗品費 2,001　 ・地
方人口ビジョン策定基礎調査業務委託料 2,700 ほか
【財源内訳】国庫支出金 6,069、一般財源 304

内山地区サテライトオ
フィス運営事業

ホームページ構築委託料 3,500（皆増。以下、科目全て）　・事務所賃借
料 550　・ＯＡ機器リース料 2,200　・改装工事費 ほか
【財源内訳】国庫支出金 9,962、一般財源 498



補正額 主管課 予算書

△ 900 健康福祉課
P35～
P36

△ 780 健康福祉課 P36

△ 4,000 健康福祉課 P36

1,100 健康福祉課 P36

18,620 健康福祉課 P37

4,424 健康福祉課 P37

1,699 健康福祉課 P37

△ 572 健康福祉課 P37

△ 600 健康福祉課 P37

△ 9,742 健康福祉課
P37～
P38

△ 7,780 住民課 P38

△ 491 生涯学習課
P38～
P39

159 健康福祉課 P39

333 健康福祉課 P39

△ 1,340 住民課 P39

△ 600 住民課
P39～
P40

△ 8,825 住民課 P40

△ 300 健康福祉課 P40

△ 2,246 しらかわ保育園 P40

△ 4,767 くわこば保育園
P40～
P41

△ 3,851 住民課
P41～
P42

△ 1,970 健康福祉課 P42

△ 4,730 財政課 P42

△ 3,190 健康福祉課 P43

1,955 健康福祉課 P43

△ 2,652 上下水道課 P44

△ 15,415 環境課 P44

△ 872 環境課 P44

△ 540
農業委員会

事務局
P45

△ 180
農業委員会

事務局
P45～
P46

高齢者の生活支援一般事
業

・配食サービス事業委託料 △500（1,800→1,300）　・高齢者ホームヘル
プサービス事業委託料 △400（980→580）
【財源内訳】一般財源 △900

身体障害者（児）補装具給
付事業

・身体障害児補装具給付費 1,100（1,500→2,600）
【財源内訳】国庫支出金 485、県支出金 242、一般財源 373

障害福祉サービス事業
・介護及び訓練等給付費 18,620（331,876→350,496）
【財源内訳】国庫支出金 8,513、県支出金 4,257、一般財源 5,850

介護予防・生きがい活動支
援事業

・在宅寝たきり老人等介護人手当 △780（900→120）
【財源内訳】一般財源 △780

老人施設入所費
・老人保護措置費扶助費 △4,000（16,000→12,000）
【財源内訳】一般財源 △4,000

長寿・健康増進事業
・肺炎球菌予防接種費助成 △600（750→150）
【財源内訳】諸収入 △600

臨時福祉給付金事業
・振込手数料 △1,118（1,890→762）　・臨時福祉給付金 7,000（63,000→
56,000） ほか
【財源内訳】国庫支出金 △9,742

国民健康保険事業
・財政安定化支援事業繰出金 4,424（20,000→24,424）
【財源内訳】一般財源 4,424

介護保険事業

・地域支援事業繰出金(介護予防事業） △153（1,952→1,799）　・地域支
援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） △168（5,555→5,387）　 ・
事務費繰出金 2,020（16,116→18,136）
【財源内訳】一般財源 1,699

後期高齢者医療事業
・その他繰出金 △572（271,159→270,587）
【財源内訳】一般財源 △572

育成医療給付事業
・育成医療給付費 159（718→877）
【財源内訳】国庫支出金 71、県支出金 35、一般財源 53

私立保育園支援事業
・保育所入所委託費 △7,780（425,419→417,639）
【財源内訳】国庫支出金 △4,775、県支出金 △2,388、使用料 △1,442、
一般財源 △2,059

放課後児童教室事業
・臨時雇用賃金 △491（7,960→7,469）
【財源内訳】県支出金 △81、負担金 △374、一般財源 △36

児童手当事業
・児童手当扶助費 △8,825（359,025→350,200）
【財源内訳】国庫支出金 △6,584、県支出金 △1,121、一般財源 △1,120

ひとり親家庭等医療費助成
事業

・ひとり親家庭等医療費扶助費 △300（9,300→9,000）
【財源内訳】県支出金 △150、一般財源 △150

障害児福祉サービス事業
・ひまわり園運営負担金 333（781→1,114）
【財源内訳】国庫支出金 859、県支出金 429、一般財源 △955

町外公立保育所委託事業
・町外公立保育所入所委託料 △1,340（1,870→530）
【財源内訳】一般財源 △1,359、使用料 19

保育緊急確保事業（保育士
等処遇改善臨時特例事業）

・臨時雇用賃金 △426（546→120）　・消耗品費 △100（皆減） ほか
【財源内訳】国庫支出金 △450、県支出金 △75、一般財源 △75

子育て世帯臨時特例給付
事業

・郵便切手代 △615（1,290→675）　・口座振込手数料 △513（648→135）
・アウトソーシング委託料 △514（1,126→612）　・子育て世帯臨時特例給
付金 △1,820（25,000→23,180） ほか
【財源内訳】国庫支出金 △3,855、一般財源 4

しらかわ保育園事業
・臨時雇用保育士賃金 △2,000（9,461→7,461） ほか
【財源内訳】一般財源 △2,246

くわこば保育園事業
・臨時雇用保育士賃金 △3,000（20,206→17,206）
・臨時雇用看護師賃金 △1,728（皆減）
【財源内訳】一般財源 △4,767

健康診査事業
・乳がん検診委託料 △986（4,094→3,108）
・健康データ入力委託料 △1,252（2,430→1,178） ほか
【財源内訳】国庫支出金 △259、県支出金 △61、一般財源 △2,819

感染症対策事業
・高齢者インフルエンザ予防接種委託料 615（8,785→9,400）
・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,840（2,364→4,204） ほか
【財源内訳】県支出金 △126、一般財源 2,081

母子健康診査事業
・妊婦健康診査委託料 △1,970（16,528→14,558）
【財源内訳】一般財源 △1,970

伊万里・有田地区医療福祉
組合（病院事業会計）負担金

・病院事業会計負担金 △4,730（212,894→208,164）
【財源内訳】一般財源 △4,730

伊万里・有田地区衛生組合
事業

・伊万里・有田地区衛生組合負担金 △15,415（155,229→139,814）
【財源内訳】一般財源 △15,415

佐賀県西部広域環境組合
事業

・佐賀県西部広域環境組合負担金 △872（75,315→74,443）
【財源内訳】一般財源 △872

浄化槽設置事業
・浄化槽設置事業補助金 △2,652（3,730→1,078）
【財源内訳】国庫支出金 △884、県支出金 △884、一般財源 △884

農地台帳システム整備事業
・農地台帳システム台帳整備委託業務 △540（2,160→1,620）
【財源内訳】県支出金 △540

機構集積支援事業
・農地利用状況調査謝金 △59（278→219）　・郵便切手代 △110（皆減）
【財源内訳】県支出金 △181、一般財源 1

事業名 事業内容
●事業概要 （単位：千円）



補正額 主管課 予算書

△ 357 農林課 P46

△ 298 農林課 P46

△ 2,000 農林課 P47

△ 750 農林課 P47

△ 200 農林課 P47

△ 707 農林課 P47

△ 600 農林課
P47～
P48

△ 812 農林課 P48

△ 711 農林課 P48

△ 49 農林課 P48

△ 1,728 農林課
P48～
P49

△ 57 農林課 P49

1,497 農林課 P49

△ 780 商工観光課 P49

931 商工観光課 P49

△ 500 商工観光課 P50

300 商工観光課 P50

10,000
有田焼創業400
年事業推進課

P50

△ 18,715
有田焼創業400
年事業推進課

P50

△ 1,929 商工観光課 P51

△ 1,000 建設課 P52

53 建設課 P53

△ 53 建設課 P53

1,050 建設課 P53

△ 1,500 建設課 P53

11,567 総務課
P54～
P55

△ 1,630 消防署 P55

△ 1,342 消防署 P55

△ 154 学校教育課 P56

99 学校教育課 P56

△ 554 学校教育課 P57

△ 250 学校教育課 P57

活力ある結いの里づくり事
業

・活力ある結いの里づくり事業補助金 △357（6,443→6,086）
【財源内訳】繰入金 △357

中山間地域等直接支払制
度事業

・筆耕人夫賃 △234（384→150）　・中山間地域等直接支払交付金 △
114（65,826→65,712） ほか
【財源内訳】県支出金 △81、一般財源 △217

青年就農給付金事業
青年就農給付金 △3,000（6,000→3,000）　・青年就農給付金（経済対策
分） 2,250（皆増）
【財源内訳】県支出金 △750

人・農地問題解決加速化支
援事業

・農業経営の法人化等支援事業補助金 △200（1,200→1,000）
【財源内訳】県支出金 △200

機構集積協力金事業
・機構集積協力金 △2,000（皆減）
【財源内訳】県支出金 △2,000

県単さが農業農村振興整
備事業

・県単さが農業農村振興整備事業補助金 △812（3,740→2,928）
【財源内訳】県支出金 △666、一般財源 △146

林業総務管理事業
・町有林施業委託 △711（1,349→638）
【財源内訳】財産収入 159、一般財源 △870

自給飼料生産拡大対策事
業

・自給飼料生産拡大対策事業補助金 △707（2,410→1,703）
【財源内訳】県支出金 △544、諸収入△163

土地改良施設維持管理適
正化事業

・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 △600（1,986→1,386）
【財源内訳】分担金 50、諸収入 △1,800、一般財源 △2,450

〈新規〉森林整備加速化・林
業再生事業

・特用林産物競争力強化事業補助金 493（皆増）
・未利用間伐材利用促進対策事業補助金 1,004（皆増）
【財源内訳】県支出金 1,496、一般財源 1

商工振興総務管理事業
・商店街空き店舗等活用事業補助金 △780（2,000→1,220）
【財源内訳】県支出金 △390、一般財源 △390

重要森林公有化等支援事
業

・重要森林公有化支援事業委託料 △49（1,000→951）
【財源内訳】県支出金 △50、一般財源 1

予防治山事業
・急傾斜防護柵撤去工事費
【財源内訳】一般財源 △1,728

森林環境保全直接支援事
業

・森林環境保全整備事業業務委託料 △57（8,000→7,943）
【財源内訳】県支出金 △24、一般財源 △33

振興資金貸付事業
・中小企業融資資金緊急利子補給補助金 △426（7,448→7,022）
・貸付保証料 1,357（3,708→5,065）
【財源内訳】一般財源 931

国際交流総務管理事業
・特別旅費 △500（1,654→1,154）
【財源内訳】一般財源 △500

陶都有田国際交流協会支
援事業

・コミュニティ助成事業交付金 300（皆増）
【財源内訳】諸収入 300

道路橋梁新設改良事業
・町単独分道路改良補償費 △1,000（2,512→1,512）
【財源内訳】一般財源 △1,000

有田町情報発信事業
・有田町情報発信事業委託料 △1,929（6,426→4,497）
【財源内訳】一般財源 △1,929

〈新規〉有田焼創業400年祭
基金

・有田焼創業400年祭基金積立金 10,000（皆増）
【財源内訳】一般財源（一般寄附金） 10,000

有田焼創業400年事業
専門家謝金 △900（皆減）　・特別旅費 △850（1,470→620）
・有田焼創業400年事業実行委員会負担金 △16,700（31,891→15,191）
【財源内訳】一般財源 △18,715

県道原宿広瀬線改良事業
・地籍調査委託料 △1,500(皆減)
【財源内訳】一般財源 △1,500

社会資本整備総合交付金
事業（橋梁保全工事）

・測量委託料 △843(14,010→13,167)　・工事請負費
【財源内訳】国庫支出金 32、地方債 △100、一般財源 △121

社会資本整備総合交付金
事業（橋梁点検）

・測量委託料 △53(7,010→6,957)
【財源内訳】国庫支出金 △32、一般財源 △21

泉山・大谷線改良事業
・都市計画街路事業市町村負担金 1,050(17,100→18,150)
【財源内訳】地方債 △1,000、一般財源 △50

非常備消防事業
・消防団員退職報償金 △2,993(10,080→7,087)
・消火栓工事負担金 1,466（2,612→4,078） ほか
【財源内訳】諸収入 △2,993、一般財源 1,363

消防団確保対策事業
・トランシーバー購入費 △1,217(2,107→890) ほか
【財源内訳】県支出金 612、諸収入 △674、一般財源 △1,280

伊万里・有田消防組合事業
・伊万里・有田消防組合負担金 11,567（299,017→310,584）
【財源内訳】繰入金 294、一般財源 11,273

不登校傾向生徒支援事業
・相談業務委託料 △554(1,644→1,090)
【財源内訳】一般財源 △554

有田ロータリークラブ福島
奨学金基金

・有田ロータリークラブ福島奨学金基金積立金 99（1→100）
【財源内訳】寄附金 99

幼稚園就園奨励事業
・幼稚園就園奨励費 △154(12,870→12,716)
【財源内訳】国庫支出金 11、一般財源 △143

理科教育設備整備費等補
助事業

・理科教育設備等購入費 △250(2,195→1,945)
【財源内訳】国庫支出金 △121、一般財源 △129

●事業概要 （単位：千円）

事業名 事業内容



補正額 主管課 予算書

△ 1,079 大山小学校 P59

△ 500 学校教育課
P59～
P60

△ 896 生涯学習課 P61

△ 600 生涯学習課 P61

△ 2,200 生涯学習課 P62

65 文化財課 P62

△ 533 文化財課 P62

△ 488 文化財課 P63

△ 693 文化財課 P63

△ 854 文化財課 P64

△ 252 生涯学習課 P65

20 生涯学習課 P65

△ 974 農林課 P65

60,669 財政課
P65～
P66

△ 2,222 財政課 P66

※事業名欄に「〈新規〉」とあるのは、平成26年度の８号補正予算までに計上されていない事業です。

中学校総務管理事業
・臨時雇用賃金 △500(8,581→8,081)
【財源内訳】一般財源 △500

大山小学校給食事業
・ドライ式二槽シンク購入費 △249(皆減)　・コンベクションオーブン購入
費 △830(2,700→1,870)
【財源内訳】一般財源 △1,079

身近なﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾄｲﾚ洋式
化)推進事業（自治公民館）

・トイレ洋式化補助金 △600(4,000→3,400)
【財源内訳】県支出金 △600

歴史と文化の森公園管理
事業

・施設修繕費 △1,200(12,735→11,535)　・備品修繕費 △1,000(3,160→
2,160)
【財源内訳】繰入金 △1,043、一般財源 △1,157

宝くじ文化公演事業
・チケット売上負担金 △692(皆減) ほか
【財源内訳】諸収入 △896

重要伝統的建造物群保存
地区買上事業

・土地測量費 △317(489→172) ほか
【財源内訳】国庫支出金 △205、県支出金 △74、一般財源 △209

佐賀県文化財保存事業
・有田異人館修理設計委託料 △323(8,869→8,546) ほか
【財源内訳】県支出金 △240、一般財源 △453

有田陶磁美術館事業
・電気料 60(250→310)　・電話料 5(48→53)
【財源内訳】使用料 △70、諸収入 △20、一般財源 △155

有田町歴史民俗資料館事
業

・電気料 450(1,600→1,150) ほか
【財源内訳】諸収入 △60、一般財源 △473

赤坂球場施設管理事業
・乗用モア購入費 △252(1,155→903)
【財源内訳】使用料 △110、一般財源 △142

体育センター施設管理事業
・水道料 20（94→114）
【財源内訳】使用料 △72、一般財源 92

史跡等買上事業
・境界復元費 △733(945→212) ほか
【財源内訳】国庫支出金 △168、県支出金 △15、一般財源 △671

農林地崩壊防止事業
・工事請負費
【財源内訳】県支出金 △516、分担金 △258、一般財源 △200

●事業概要 （単位：千円）

事業名 事業内容

長期債元金償還費
長期債元金償還金(当該年度分） △6,590(819,195→812,605)
長期債元金償還金(繰上償還分） 67,259（137,703→204,962）
【財源内訳】一般財源 60,669

長期債利子償還金
長期債利子償還金 △2,222(135,464→133,242)
【財源内訳】一般財源 △2,222



繰越額

1,190

43,000

2,800

16,400

2,400

6,373

10,460

4,240

2,250

1,000

1,497

8,467

32,571

3,611

18,598

7,100

2,624

6,957

9,369

●繰越明許費 （単位：千円）

事業名 繰越理由等

有田町福祉保健センター事業【追加】

　有田町福祉保健センターの空調設備改修工事にあたり、工事請負費を繰り越すこ
とにしており（12月議会で可決）、同工事の監理業務も工事期間に合わせることが必
要であるため。
【財源内訳】一般財源 1,190

消費喚起プレミアム付商品券発行事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 42,049、一般財源 951

高齢者ふれあい入浴利用券交付事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 2,688、一般財源 112

新たな「有田ファン」拡大事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 15,619、一般財源 781

窯業の担い手育成支援事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 2,286、一般財源 114

地方版総合戦略策定事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 6,069、一般財源 304

内山地区サテライトオフィス運営事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 9,962、一般財源 498

空き家流通促進事業
　国の経済対策による「地域住民生活等緊急支援交付金」に伴う事業であり、地元・
関係者等との協議、準備等に時間を要し、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 4,038、一般財源 202

青年就農給付金事業
　国の補正予算に伴い計上した事業であり、関係者等との協議に時間を要し、年度
内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】県支出金 2,250

人・農地問題解決加速化支援事業
　国の補正予算により、事業実施期限が平成27年6月までとなった。事業実施主体の
実施予定が、平成27年4月から6月の間であるため。
【財源内訳】県支出金 1,000

森林整備加速化・林業再生事業
　国の補正予算により、当事業が採択されることとなったが、事業完了に期間を要し、
年度内での完了ができないため。
【財源内訳】県支出金 1,496、一般財源 1

観光公園事業
　本年度事業実施にあたり、手摺設置等の追加工事の調整などに時間を要し、年度
内完了が困難であるため。
【財源内訳】地方債 8,000、一般財源 467

社会資本整備総合交付金事業
尾ノ上下迎原線

　本年度事業実施にあたり、詳細設計時にアンカー定着層調査のため地質調査（ﾎﾞｰ
ﾘﾝｸﾞ）が必要となった。この間、不測の日数を要し、年度内完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 19,522、地方債 12,300、一般財源 749

道路橋梁新設改良事業
　本年度事業実施にあたり、電柱移転に不測の日数を要し、年度内完了が困難であ
るため。
【財源内訳】一般財源 3,611

社会資本整備総合交付金事業
多々良元穂波ノ尾線

　本年度事業実施にあたり、用地交渉に不測の時間を要し、年度内完了が困難であ
るため。
【財源内訳】国庫支出金 11,100、地方債 7,100、一般財源 398

社会資本整備総合交付金事業
中樽４０号線

　本年度事業実施にあたり、交通規制の際に他工事（都市計画道路泉山大谷線）と
の調整が必要となり、年度内完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 4,200、地方債 2,700、一般財源 200

社会資本整備総合交付金事業
橋梁保全工事

　竜門3号橋事業実施にあたり、交通規制の際に他工事（竜門ダム）との調整が必要
となり、年度内完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 1,420、地方債 1,100、一般財源 104.

社会資本整備総合交付金事業
橋梁点検

　本年度業務実施にあたり、設計積算時に必要な点検調査の種別及び内容等の見
直しにより、新たに見積歩掛の決定が必要となった。この間、不測の日数を要し年度
内完了が困難であるため。
【財源内訳】国庫支出金 4,173、一般財源 2,784

農地農業用施設災害復旧事業
　全体的に公共工事の受注が増加している傾向にあり、業者による重機のリースが
困難な状況にあるため。
【財源内訳】県支出金 7,689、地方債 900千円、一般財源（負担金） 780


