
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）
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平 成 26 年 3 月 4 日
有 田 町

　平成２５年度一般会計補正予算（第７号）の概要

(単位：千円、％）

３月補正額
平成２５年度３月
補正後の予算額

平成２４年度３月
補正後の予算額

対前年度比較

増減額 増減率

329,232 9,501,588 9,035,917 465,671 5.2%

１　歳入歳出予算

　平成２５年度一般会計補正予算（第７号）は、歳出面では、町長・町議会選挙事業、障害者自立支援給付支払システム改修事
業、障害福祉サービス事業、町立保育園新築事業、泉山・大谷線改良事業、長期債元金の繰上償還の増額のほか、庁舎等施
設整備基金、教育施設整備基金、有田焼創業400年祭基金への積立金を増額しています。また、参議院議員通常選挙、児童手
当事業、有田焼創業400年事業実行委員会への負担金、消防救急デジタル無線整備事業、消防救急通信指令ステム整備事業
など、事業の実績見込みによる減額などの予算措置を講じています。
　その財源については、町債の借入額を減額しながら、町税、国庫支出金、県支出金等の増額、財政調整基金、減債基金等か
らの繰入金の増により措置しています。
　今回の補正額は3億2,923万2千円の増額で、補正後の予算額は95億158万8千円となり、前年同期に比べ5.2％の増となりま
す。

項　目 説　明

町税

・個人町民税　現年課税分 43,000（554,000→597,000）
・法人町民税　滞納繰越分 396（804→1,200）
・固定資産税　現年課税分 42,000（785,560→827,560）
・国有資産等所在市町村交付金及び納付金 △119（8,000→7,881）
・軽自動車税　現年課税分 1,009（50,591→51,600）
・軽自動車税　滞納繰越分 448（552→1,000）

利子割交付金 ・利子割交付金 △800（4,000→3,200）

自動車取得税交付金 ・自動車取得税交付金 3,600（11,400→15,000）

分担金及び負担金

・農林業施設災害復旧費負担金 △739（2,206→1,467）
・放課後児童教室負担金 △698（6,480→5,782）
・大腸がん検診負担金 △146（410→264）
・胃がん検診負担金 △247（604→357）
・子宮がん検診負担金 △30（262→232）
・前立腺がん検診負担金 △121（360→239）
・肺がん検診負担金 △99（311→212）
・乳がん検診負担金 △115（448→333）
・土地改良区総代選挙費負担金 △75（111→36）

使用料及び手数料

・行政財産目的外使用料（東出張所敷地利用料） 37（1→38）
・生涯学習センター使用料 300（850→1,150）
・生涯学習センター冷暖房使用料 100（300→400）
・夜間照明施設使用料 △45（120→75）
・赤坂球場使用料 50（250→300）
・ひらき球場使用料 34（60→94）
・有田中体育館使用料 △55（100→45）

国庫支出金

・児童手当費負担金 △19,042（271,108→252,066）
・障害者自立支援給付費等負担金 14,030（156,602→170,632）
・障害者地域生活支援事業補助金 △953（5,030→4,077）
・障害者支援事業費補助金 840（皆増）
・低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 6,510（皆増）
・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 △375（12,100→11,725）
・公共土木災害復旧費補助金　現年災害 △115（1,333→1,218）
・地域の元気臨時交付金 85,386（皆増）

県支出金

・児童手当費負担金 △3,847（58,918→55,071）
・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 7,015（78,301→85,316）
・工期高齢者医療保険基盤安定負担金 △1,086（49,618→48,532）
・緊急雇用創出基金事業交付金 △781（40,186→39,405）
・買い物弱者支援事業補助金 △500（皆減）
・介護保険低所得者利用者助成事業費補助金 75（112→187）
・ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 △300（4,800→4,500）
・障害者地域生活支援事業補助金 △709（2,509→1,800）
・子どもの医療費助成事業補助金 446（12,881→13,327）
・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 △6（42→36）
・放課後児童プラン補助金 812（6,839→7,651）
・佐賀県健康増進事業費補助金 △48（889→841）
・がん検診推進事業補助金 △356（1,342→986）
・妊娠安心風しん予防接種事業補助金 △1,464（2,000→536）
・農業委員会交付金 △161（1,721→1,560）
・さがの強い園芸農業確立対策事業補助金 △939（6,427→5,488）
・木造施設整備加速事業助成金 17,371（83,255→100,626）
・戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 △3,050（皆減）
・佐賀県先進地ＩＣＴ利活用教育推進事業臨時交付金 14,800（皆増）
・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 △135（4,356→4,221）
・農業災害復旧費補助金 1,478（16,054→17,532）
・参議院議員通常選挙委託金 △8,800（19,800→11,000）
・県民税徴収取扱交付金 1,652（28,590→30,242）



29,244 27,733 56,977

801 545 1,346

147,988 174,986 322,974

203,902 11,435 215,337

829,497 △ 80,900 748,597

３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

△ 620 総務課 P19

146 財政課 P19

40,000 財政課 P19

△ 1,000 財政課
P20

～Ｐ21

△ 5,000 総務課 P21

△ 760 住民環境課 P21

294 企画課 P22

△ 2,018 企画課 P22

△ 2,056 企画課 P22

総合経済対策事業 △ 597 企画課
P22

～P23

424 総務課 P23

△ 787 総務課 P24

△ 240 企画課 P24

△ 1,299 住民環境課 P24

財産収入
・財政調整基金利子 146（1,636→1,782）
・土地売払収入（財政課） 2,144（9,000→11,144）
・土地売払収入（建設課） 25,443（1→25,444）

寄附金 ・ふるさと応援寄附金 545（500→1,045）

繰入金

・財政調整基金繰入金 101,093（101,039→202,132）
・減債基金繰入金 70,000（皆増）
・病院事業清算基金繰入金 18,121（皆増）
・地域福祉基金繰入金 △7（360→353）
・農山村活性化推進基金繰入金 △1,822（6,309→4,487）
・黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金 △13,384（36,679→23,295）
・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金 95（1→96）
・国民健康保険特別会計繰入金 890（皆増）

諸収入

・延滞金 5,499（1→5,500）
・農業者年金業務受託事業収入 1（250→251）
・広報等広告掲載料 226（404→630）
・新年名刺交換会商工会議所負担金 36（皆増）
・県道泉山大谷線光ケーブル移転補償費 648（皆増）
・太陽光発電電力売電収入（有田中部小学校設置分） 2,100（皆増）
・コミュニティバスパス等売上収入 △503（2,933→2,430）
・コミュニティバス運賃等収入 253（2,604→2,857）
・入院外来診療費等患者窓口未収金（病院事業清算） 375（800→1,175）
・古紙等引取料 297（471→768）
・リサイクル品引取料 4,616（1,701→6,317）
・証紙売払代 △200（940→740）
・印紙売払代 △1,000（5,380→4,380）
・各種教室受講料 △30（362→332）
・健康フロンティア事業共同研究費 △999（2,999→2,000）
・過年度分むらづくり条件整備事業補助金返還金 479（皆増）
・過年度分中山間地域等直接支払交付金返還金 29（皆増）
・リサイクル本売上代 △17（50→33）
・放課後児童教室材料等実費弁償代 △300（3,240→2,940）
・公用車廃車に伴う処分取引料（文化財課） 25（皆増）
・コミュニティ事業助成金（消防本部） △100（1,000→900）

町債
・消防救急デジタル無線整備事業（緊急防災・減災債） △104,000
（126,100→22,100）
・消防本部庁舎増改築事業（緊急防災・減災債） △200（4,200→4,000）

うち合併特例債

・松浦鉄道設備整備事業（合併特例債） △300（4,900→4,600）
・町道改良事業（合併特例債） 4,900（74,400→79,300）
・町立保育園新築事業（合併特例債）26,400（148,400→174,800）
・消防緊急通信指令システム整備事業（合併特例債） △7,700（74,100→
66,400）

財政調整基金利子
・財政調整基金利子積立金 146（1,636→1,782）
【財源内訳】財産収入146

庁舎等施設整備基金
・庁舎等施設整備基金積立金 40,000（63,500→103,500）
【財源内訳】一般財源40,000

●事業概要 （単位：千円）

事業名 事業内容

職員健康診断事業
・職員健康診断委託料 △620（3,320→2,700）
【財源内訳】一般財源△620

企業誘致対策事業
・有田工業団地街路灯設置工事〈新規〉
【税源内訳】一般財源294

有田南部工業団地造成
事業特別会計事業

・繰出金 △2,018（3,024→1,006）
【財源内訳】一般財源△2,018

財産管理事業
・地積測量図作成業務委託料 △1,000（2,825→1,825）
【財源内訳】財産収入330、一般財源△1,330

庁舎管理事業
・施設修繕費 △5,000（14,964→9,964）
【財源内訳】一般財源△5,000

東出張所管理事業
・水道料 △45（96→51）　・電気料 △65（576→511）
・燃料費 △40（149→109）　・施設修繕費 △610（665→55）
【財源内訳】一般財源△760

定住促進事業

・普通旅費 △16（21→5）　・消耗品費 △30（40→10）
・郵便切手代 △10（12→2）　・定住促進奨励金 △2,000（34,000→
32,000）
【財源内訳】一般財源△2,056

・総合経済対策会議委員報酬 △354（492→138）
・総合経済対策会議委員費用弁償 △243（408→165）
【財源内訳】一般財源△597

情報一般管理事業
・研修旅費 △70　・小中学校ICT関連機器運用保守サポート委託料 △
154 ・光回線移設工事
【財源内訳】諸収入648、一般財源△224

・プログラム開発委託料 △651（777→126）
・ＯＣＲ機器導入 △136（2,919→2,783）
【財源内訳】一般財源△787

基幹業務システム管理事
業

コミュニティ推進事業
・農業まつり等実行委員会負担金 △240（2,000→1,760）
【財源内訳】繰入金△240

旅券発給事務事業
・消耗品費 △1,200（6,291→5,091）　・郵便切手代 △80（162→82）
・交付窓口端末機購入費 △19（313→294）
【財源内訳】諸収入△1,200、一般財源△99



ふるさと納税推進事業 545 総務課

P24

～P25

214 学校教育課 P25

△ 865 商工観光課 P25

△ 130 商工観光課 P25

△ 1,507 税務課
P25

～P26

戸籍住民基本台帳事業 △ 911 住民環境課
P26

～P27

△ 7,615 総務課
P28

～P29

213 総務課 P29

福祉保健センター事業 705 健康福祉課 P30

△ 705 健康福祉課 P30

2,362 健康福祉課 P30

29,504 健康福祉課 P31

1,680 健康福祉課 P31

△ 2,901 健康福祉課
P31

～P32

2,300 健康福祉課 P32

45,702 住民環境課 P33

△ 26,735 住民環境課 P33

△ 600 健康福祉課 P33

△ 5,016 しらかわ保育園
P33

～P34

△ 6,453 くわこば保育園 P34

△ 7,122 おおぎ保育園
P34

～P35

・有田町ふるさと応援基金積立金 705（250→955）
・有田焼創業400年祭基金積立金 △160（250→90）
【財源内訳】寄附金545

重点分野小・中学校特別
支援教育支援事業

・臨時雇用賃金 214（1,968→2,182）
【財源内訳】県214

重点分野有田町情報発
信事業

・有田町情報発信事業委託料 △865（20,169→19,304）
【財源内訳】県△865

重点分野有田町観光情
報アプリ製作事業

・有田町観光情報アプリ製作委託料 △130（3,872→3,742）
【財源内訳】県△130

賦課徴収事業

・消耗品費 △150（800→650）　・印刷製本費 △300（3,002→2,702）
・燃料費 △60（207→147）　・郵便切手代 △150（3,660→3,510）
・口座振替手数料 △60（240→180）　・町税納入手数料 △40（80→40）
・調査手数料 20（250→270）　・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公売手数料〈新規〉 10（皆増）
・納税診断委託料 △600（900→300）　・冷暖房使用料 2（14→16）
・ビデオカメラ購入費 △44（皆減）　・研修会参加負担金 △135（皆減）
【財源内訳】県1,652、一般財源△3,159

・普通旅費 3（28→31）　・郵便切手代 △60（201→141）
・戸籍システム保守点検委託料 △46（2,176→2,130）
・住民基本台帳ネットワークアプリ適用業務委託料 △210（皆減）
・戸籍住民記録システム連携作業委託料 △441（7,875→7,434）
・戸籍システム借上料 △157（2,499→2,342）
【財源内訳】一般財源△911

参議院議員通常選挙事業

・非常勤職員報酬 △55（1,696→1,641）　・時間外勤務手当 △3,209
（7,206→3,997）　・管理職特別勤務手当 △59（100→41）　・臨時雇用賃
金 △240（1,156→916）　・明推協活動謝金 △69（皆減）
・消耗品費 △136（247→111）　・食糧費 △71（235→164）
・印刷製本費 △85（247→162）　・郵便切手代 △183（990→807）
・電話料 △99（100→1）　・手数料 △689（皆減）
・ポスター掲示板設置撤去等委託料 △338（680→342）
・開票所内警備委託料 △14（20→6）　・会場使用料 △42（118→76）
・機器物品借上料 △870（1,170→300）　・投票用紙読取分類機購入費
△656（4,000→3,344）　・投票用紙交付機購入費 △800（皆減）
【税源内訳】県△8,800、一般財源1,185

〈新規〉
町長・町議会選挙事業

・臨時雇用賃金 80（皆増）　・費用弁償 8（皆増）　・消耗品費 100（皆増）
・郵便切手代 25（皆増）
【財源源内訳】一般財源213

・電気料 600（5,400→6,000）　・燃料費 105（1,872→1,977）
【財源内訳】一般財源705

老人施設入所費
・老人保護措置費扶助費 △705
【財源内訳】一般財源△705

更生医療給付事業
・更生医療給付費 2,362（19,288→21,650）
【財源内訳】一般財源2,362

障害福祉サービス事業

・障害福祉サービス支払審査委託料 33（423→456）
・介護及び訓練等給付費 29,385（303,240→332,625）
・相談支援給付費 86（1,140→1,226）
【財源内訳】国14,030、県7,015、一般財源8,459

障害者自立支援給付支
払等システム改修事業

・障害者自立支援給付支払等システム改修委託料〈新規〉 1,680（皆増）
【財源内訳】国840、一般財源840

後期高齢者医療事業

・事務費繰出金 △97（2,051→1,954）
・保険基盤安定繰出金 △1,447（66,158→64,711）
・その他繰出金 △1,357（278,077→276,720）
【財源内訳】県△1,086、一般財源△1,815

子どもの医療費助成事業
・子どもの医療費助成事業扶助費 2,300（32,160→34,460）
【財源内訳】県446、一般財源1,854

町立保育園新築事業

・建築確認手数料 3（71→74）　・統合保育園新築工事
・取付道路用地購入費 △314（皆減）　・合併浄化槽設置分担金 18（653
→671）　・上水道加入金 443（368→811）
【財源内訳】県17,371、町債26,400、一般財源1,931

児童手当事業
・児童手当扶助費 △26,735（388,945→362,210）
【財源内訳】国△19,042、県△3,847、一般財源△3,846

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 △600（9,600→9,000）
【財源内訳】県△300、一般財源△300

しらかわ保育園事業

・社会保険料 △294（1,296→1,002）　・臨時雇用保育士賃金 △4,261
（11,561→7,300）　・施設修繕費 △406（1,369→963）　・計量器検査手数
料 △7（10→3）　・家電ﾘｻｲｸﾙ料 △1（15→14）　・消防設備保守点検委
託料 △6（29→23）　・樹木整備管理委託料 △41（281→240）
【財源内訳】一般財源△5,016

くわこば保育園事業

・社会保険料 △252（2,652→2,400）　・臨時雇用調理員賃金 △160
（1,049→889）　・臨時雇用保育士賃金 △4,376（22,306→17,930）　・臨時
雇用看護師賃金 △1,728（皆減）　・電気料 45（1,007→1,052）
・燃料費 △27（336→363）　・検便手数料 2（152→154）
・芝生維持管理委託料 △8（101→93）　・掃除機購入費 △3（46→43）
【財源内訳】繰入金△7、一般財源△6,446

おおぎ保育園事業

・社会保険料 △500（1,932→1,432）　・臨時雇用保育士賃金 △4,879
（16,006→11,127）　・臨時雇用看護師賃金 △1,728（皆減）　・計量器検
査手数料 △7（10→3）　・消防設備保守点検委託料 △8（18→10）
【財源内訳】一般財源△7,122



△ 2,175 やまだに保育園 P35

375 企画課 P36

△ 2,110 健康福祉課 P37

△ 709 健康福祉課 P37

△ 511 住民環境課
P37

～P38

△ 7,788 住民環境課 P38

△ 3,000 住民環境課 P39

農業総務費 240 農林課 P41

△ 1,582 農林課 P41

20 農林課 P41

△ 1,221 農林課 P41

△ 2,280 農林課
P41

～P42

△ 3,050 農林課 P42

△ 962 商工観光課 P42

2,022 商工観光課 P42

50,000 企画課
P42

～P43

△ 10,883 商工観光課 P43

△ 12,500 企画課 P43

△ 1,024 商工観光課 P44

△ 1,127 建設課 P45

0 建設課 P45

0 建設課 P45

124,323 建設課
P46

～P47

△ 18,830 消防本部 P48

△ 7,072 消防本部 P48

△ 195 消防本部 P48

非常備消防事業 △ 552 消防本部 P49

64,800 学校教育課 P49

やまだに保育園事業

・臨時雇用保育士賃金 △2,142（11,561→9,419）　・郵便切手代 △21（皆
減）　・検便手数料 2（90→92）　・計量器検査手数料 △6（10→4）　・消
防設備保守点検委託料 △8（18→10）
【財源内訳】一般財源△2,175

病院事業清算費
・有田町病院事業清算基金積立金 375（861→1,236）
【財源内訳】諸収入375

感染症対策事業
・高齢者インフルエンザ予防接種委託料　450（8,406→8,856）
・妊娠安心風しん予防接種費助成 △2,560（4,000→1,440）
【財源内訳】県△1,464、一般財源△646

クリーンセンター機械器
具等修繕事業

・機械器具修繕費 △3,000（30,100→27,100）
【財源内訳】一般財源△3,000
・過年度分むらづくり条件整備事業補助金返還金〈新規〉 240（皆増）
【財源内訳】諸収入479、一般財源△239
・活力ある結いの里づくり事業補助金 △1,582（4,309→2,727）
【財源内訳】繰入金△1,582

健康フロンティア事業

・倫理審査委員会委員報酬 △39（87→48）　・嘱託職員時間外勤務手当
△73（152→79）　・臨時雇用賃金 △173（633→460）　・普通旅費 △165
（400→235）　・倫理審査委員会委員費用弁償 △9（皆減）　・消耗品費
△244（526→282）　・食糧費 △3（12→9）　・高速道路利用料 △3（6→3）
【財源内訳】諸収入△1,029、一般財源320

環境衛生総務事業

・特別旅費 △39（122→83）　・消耗品費 △50（85→135）
・塵芥収集指定袋作成費 △500（15,570→15,070）
・機械器具修繕費 1（60→61）　・郵便切手代 20（42→62）
・コピー機リース料 △13（18→5）　・講習料 △30（41→11）
【財源内訳】諸収入297、一般財源△808

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 △7,788（156,386→148,598）
【財源内訳】一般財源△7,788

中山間地域等直接支払
制度事業

・過年度分中山間地域等直接支払交付金返還金〈新規〉 20（皆増）
【財源内訳】諸収入29、一般財源△9

さがの強い園芸農業確立
対策事業

・さがの強い園芸農業確立対策事業補助金 △1,221（8,358→7,137）
【財源内訳】県△939、一般財源△282

経済対策農業後継者等
育成就農事業

・農業後継者等育成就農支援助成金 △2,280（皆減）
【財源内訳】一般財源△2,280

戸別所得補償経営安定
推進事業

・農地集積協力金 △3,050（皆減）
【財源内訳】県△3,050

商工振興総務管理事業
・有田焼食器プレゼント代 38（238→276）
・買い物弱者支援事業補助金 △1,000（皆減）
【財源内訳】県△500、一般財源△462

振興資金貸付事業
・貸付保証料 2,022（3,708→5,730）
【財源内訳】一般財源2,022

体験工房「赤絵座」事業
・臨時雇用賃金 △1,024（1,984→960）
【財源内訳】一般財源△1,024

道路橋梁新設改良事業

・調査委託料 △544（7,000→6,456）　・町道改良工事
・町単独分道路用地購入費 △261（1,800→1,539）
・町単独分道路改良補償費 △291（1,000→709）
【財源内訳】一般財源△1,127

有田焼創業400年祭基金
・有田焼創業400年祭基金積立金 50,000（50,000→100,000）
【財源内訳】一般財源50,000

経済対策商工振興事業

・景徳鎮国際陶磁器博覧会委託料 △4,500（皆減）
・東京インターナショナルギフトショー出展事業補助金 △966（3,504→
2,508）
・有田やきものアカデミー事業補助金有田焼海外市場開拓事業補助金
△1,607（皆減）　・有田焼海外市場開拓事業補助金 △3,780（皆減）
【財源内訳】一般財源△10,883

有田焼創業400年事業
・有田焼創業400年事業実行委員会負担金 △12,500（28,450→15,950）
【財源内訳】一般財源△12,500

社会資本整備総合交付
金事業（多々良元穂波ノ
尾他２路線）

・測量委託料 8（12,074→12,082）　・工事請負費
・道路用地購入費 △2,252（8,079→5,827）
・道路改良補償費 △952（6,080→5,128）
【財源内訳】変更なし

社会資本整備総合交付
金事業（中樽40号線）

・測量委託料 △480（4,030→3,550）　・工事請負費
・道路用地購入費 45（30→75）　・道路改良補償費 711（4,530→5,241）
【財源内訳】変更なし

泉山・大谷線改良事業
・工事請負費　・土地開発公社用地購入費〈新規〉 120,973（皆増）
・都市計画街路事業市町村負担金 5,250（6,000→11,250）
【財源内訳】地方債4,900、一般財源119,423

消防救急デジタル無線整
備事業

・消防救急デジタル無線整備負担金 △18,830（126,326→107,496）
【財源内訳】国85,386、地方債△104,000、一般財源△216

消防緊急通信指令システ
ム整備事業

・消防緊急通信指令システム整備負担金 △7,072（78,000→70,928）
【財源内訳】地方債△7,700、一般財源△628

消防本部庁舎増改築事
業

・消防本部庁舎増改築工事負担金 △195（4,283→4,088）
【財源内訳】地方債△200、一般財源5
・消防団員福祉共済負担金 △552（2,100→1,548）
【財源内訳】一般財源△552

教育施設整備基金
・教育施設整備基金積立金 64,800（50,000→114,800）
【財源内訳】県14,800、一般財源50,000

活力ある結いの里づくり
事業



△ 1,386 学校教育課
P49

～P50

△ 1,714 有田小学校
P51

～P52

△ 1,552 有田中学校
P52

～P53

△ 500 生涯学習課 P54

△ 543 生涯学習課
P54

～P55

△ 508 文化財課 P55

△ 685 文化財課
P55

～P56

△ 750 文化財課
P56

～P57

△ 917 農林課 P58

136,543 財政課 P58

△ 1,671 財政課
P58

～P59

6,510 上下水道課 P59

繰越額

648

7,776

280,309

2,500

35,818

28,680

21,823

2,100

15,090

1,782

・臨時雇用社会保険料 △184（396→212）
・調理員代替賃金 △330（493→163）
・調理員臨時雇用賃金 △1,200（3,181→1,981）
【財源内訳】一般財源△1,714

有田中学校総務管理事
業

臨時雇用社会保険料 △200（429→229）
臨時用務員賃金 △1,352（皆減）
【財源内訳】一般財源△1,552

自治公民館整備支援事
業

・自治公民館建設費補助金 △500（皆減）
【財源内訳】一般財源△500

学校建設事業
・社会保険料 △180（皆減）　・労災保険料 △4（皆減）
・雇用保険料 △11（皆減）　・臨時雇用賃金 △1,191（皆減）
【財源内訳】一般財源△1,386

有田小学校給食事業

伝統的建造物群保存修
理事業

・費用弁償 △23（67→44）　・消耗品費 △103（138→35）
・伝統的保存建造物群等保存助成金 △624（24,000→23,376）
【財源内訳】国△375、県△135、一般財源△240

農地農業用施設災害復
旧事業

・工事請負費
【財源内訳】県1,478、一般財源△1,656

歴史と文化の森公園管
理事業

消耗品費〈新規〉 47（皆増）
建物定期検査委託料 △110（320→210）
舞台照明設備増設工事
【財源内訳】一般財源△543

文化財保護総務管理事
業

普通旅費 △25（87→62）
不動産鑑定・土地家屋調査等業務委託 △483（2,897→2,414）
【財源内訳】一般財源△508

有田町歴史民俗資料館
事業

・資料館業務及び受付賃金 △112（2,257→2,145）
・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会研修会参加旅費 △17（70→
53）　・水道料 10（60→70）　・電気料 △300（1,600→1,300）　・施設修繕
費 △170（1,050→880）　・警備委託料 △51（109→58）　・清掃委託料 △
16（146→130）　・コピー機リース料 △29（94→65）
【財源内訳】一般財源△685

長期債元金償還費
・長期債元金償還金(当該年度分） △6,012（881,892→875,880）
・長期債元金償還金(繰上償還分） 142,555（151,048→293,603）
【財源内訳】繰入金12,038、一般財源124,505

長期債利子償還金
・長期債利子償還金 △1,671（154,342→152,671）
【財源内訳】繰入金6,083、一般財源△7,754

農業集落排水事業公営
企業費

・農業集落排水事業会計補助金〈新規〉 6,510（皆増）
【財源内訳】国6,510

社会資本整備総合交付金事業
（中樽40号線）

いちょう橋の架け替え工事で、河川管理者との協議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17,100、町債11,000、一般財源580

●繰越明許費 （単位：千円）

事業名 繰越理由等

情報一般管理事業
県道泉山大谷線工事に伴う光ケーブル支障移転で、九州電力と地権者との地元
調整が遅れており、年度内の完了が困難であるため
【財源内訳】諸収入648

多々良元穂波ノ尾線及び小辻船ノ尾線の改良工事で、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21,300、町債13,700、一般財源818

道路橋梁新設改良事業費
牧橋拡幅工事の実施にあたり、河川占用協議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】一般財源2,500

町立保育園新築事業
統合保育園建物の基本設計に不測の時間を要し、建築工事等について年度内
完了が困難であるため
【財源内訳】県100,626、町債169,800、一般財源9,883

安心こども基金特別対策補助事業（子ど
も・子育て支援新制度に係る電子システ
ム構築等事業委託料）

子ども・子育て支援新制度の施行に対応したｼｽﾃﾑを構築する必要があるが、国
が詳細を検討中であり、開発に長期間を要し年度内に事業が完了しないため
【財源内訳】県7,776

(町単)都市計画・街路
県道泉山大谷線

文化財発掘調査の必要が生じ、その間工事に着手できないため、年度内完了が
困難であるため
【財源内訳】一般財源2,100

有田小学校改築事業
基本計画等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】一般財源15,090

農地農業用施設災害復旧事業
事業箇所への工事車両及び重機の経路に町道との段差がついており、仮設工に
時間を要することが見込まれ、年度内完了が困難であるため
【財源内訳】分担金95、県1,584、その他4、一般財源99

社会資本整備総合交付金事業
（橋梁保全工事）

牧橋修繕工事の実施にあたり、河川管理者との協議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13,050、町債7,800、一般財源973

社会資本整備総合交付金事業
（多々良元穂波ノ尾線他2路線）


