
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

119,182 174 119,356

140,241 211 140,452

1,012,639 6,428 1,019,067

796,575 △ 8,945 787,630

34,362 1,857 36,219

402,958 △ 55,643 347,315

平 成 27 年 12 月 8 日
有 田 町

平成２７年度一般会計補正予算（第４号）の概要

(単位：千円、％）

１２月補正額
平成２７年度

１２月補正後の予算額
平成２６年度

１２月補正後の予算額

対前年度比較

増減額

１　歳入歳出予算

　平成27年度一般会計補正予算（第4号）は、個人番号カード事業、保育所等整備交付金事業、社会資本整備総合交付金事業
（下舞原線）などを新たに追加しています。また、重度心身障害者医療費助成事業、施設型給付費等事業、こどもの医療費助
成事業、有田小学校改築事業、有田中学校教育振興事業、西有田中学校教育振興事業などを増額計上しています。
　その財源については、国庫支出金、財産収入、諸収入、地方債などで措置しています。
　また、基金については、各基金の利子（積立金）を増額計上しています。
　今回の補正額は5,892万9千円の増額で、補正後の予算額は102億8,663万6千円となり、前年同期に比べ9.4％の増となりま
す。

（単位：千円）

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

増減率

58,929 10,286,636 9,401,147 885,489 9.4%

○県支出金

・児童福祉費負担金 △508(142,408→141,900)
・育成医療負担金 100(190→290)
・未熟児養育医療負担金 76(130→206)
・重度心身障害者医療費助成事業補助金
　1,680(23,520→25,200)
・身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金
　400(900→1,300)
・がん検診推進事業補助金 △627(804→177)
・さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金
　△119(954→835)
・佐賀県議会議員選挙委託金 △10,035(皆減)
・経済センサス委託金（活動調査） 88(皆増)

○財産収入

・財政調整基金利子 126(3,000→3,126)
・庁舎等施設整備基金利子 125(600→725)
・有田町病院事業清算基金利子 13(1,800→1,813)
・教育施設整備基金利子 50(770→820)
・江副奨学金基金利子 1(1→2)
・有田町ふるさと奨学金基金利子 15(44→59)
・有田焼創業400年祭基金利子 874(400→1,274)
・土地売払収入 653(1→654)

○繰入金
・ふるさと応援基金繰入金 1,782(61,300→63,082)
・財政調整基金繰入金 52,170(皆増)
・庁舎等施設整備基金繰入金 △109,595(皆減)

○分担金及び負担金 ・未熟児養育医療扶養義務者負担金 174（112→286）

○使用料及び手数料

・道路占用料（現年分） 100(1,500→1,600)
・法定外公共物（里道）占用料 80(20→100)
・法定外公共物(水路）占用料 30(130→160)
・個人番号カード再発行手数料 1(皆増)

○国庫支出金

・児童福祉費負担金 △1,016(284,817→283,801)
・育成医療負担金 200(381→581)
・未熟児養育医療負担金 153(260→413)
・選挙人名簿システム改修費補助金 155(皆増)
・保育所等整備交付金 7,359(皆増)
・がん検診推進事業補助金 △146(皆減)
・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業補助金
　△277(皆減)



（補正前） （補正額） （補正後）

191,867 5,747 197,614

1,123,890 109,100 1,232,990

780,900 109,100 890,000

３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

930 総務課

126 財政課

125 財政課

514 財政課

964 総務課

2,290 総務課

500 税務課

△ 10,167 住民課

10,596 住民課

519 総務課

△ 8,542 総務課

93 まちづくり課

合併特例債
・庁舎南別館改修事業（合併特例債） 105,800(皆増)
・町道改良事業（合併特例債） △100(86,800→86,700)
・同朊天神保育園改築事業（合併特例債） 3,400(皆増)

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

○諸収入
・伊万里・有田消防組合負担金過年度返還金
　5,747(皆増)

○町債

交通安全対策事業
交通安全施設整備工事
【財源内訳】一般財源 2,290

庁舎管理事業
施設修繕費 500(1,500→2,000)、樹木剪定委託料 464(200→664)
【財源内訳】一般財源 964

財政管理事業
消耗品費 450(1,223→1,673)、印刷製本費 44(691→735)、有料道
路通行料 20(10→30)
【財源内訳】一般財源 514

総務管理事業

臨時雇用賃金 600(皆増)、自動車修繕費 134(448→582)、郵便切
手代 37(168→205)、チェンソー購入費 151(皆増)、公用車重量税
8(97→105)
【財源内訳】一般財源 930

財政調整基金
財政調整基金利子　126(3,000→3,126)
【財源内訳】財産収入 126

庁舎等施設整備基金
庁舎等施設整備基金利子積立金 125(600→725)
【財源内訳】財産収入 125

選挙管理委員会事業
選挙人名簿システム改修業務委託料 519(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 155、一般財源 364

佐賀県議会議員選挙事
業

非常勤職員報酬 △1,172(皆減)、時間外勤務手当 △4,731(4,824
→93)、管理職特別勤務手当 △80(皆減)、臨時雇用賃金 △
329(404→75)、ポスター掲示場設置謝金 △6(30→24)、普通旅費
△5(6→1)、費用弁償 △8(16→8)、消耗品費 △250(皆減)、食糧
費 △213(皆減)、印刷製本費 △190(皆減)、郵便切手代 △
1,024(1,026→2)、電話料 △45(皆減)、公報配布委託料 △200(皆
減)、ポスター掲示場設置等委託料 △434(680→246)、開票所内
警備委託料 △20(皆減)、会場使用料 △200(皆減)、機器物品借
上料 △524(679→155)、県議会議員選挙委託金返還金 889(皆
増)
【財源内訳】国庫支出金 △10,035、一般財源 1,493

〈新規〉
経済センサス（活動調査）

臨時雇用賃金 32(皆増)、普通旅費 2(皆増)、消耗品費 54(皆
増)、郵便切手代 2(皆増)、電話料 3(皆増)
【財源内訳】県支出金 88、一般財源 5

賦課徴収事業
町税過納還付金 500（12,480→12,980）
【財源内訳】一般財源 500

戸籍住民基本台帳事業

臨時雇用職員社会保険料 △60（660→600）、臨時雇用賃金 △
441（4,127→3,686）、特別旅費 △145(皆減)、郵便切手代 △
246(386→140)、本人確認書類裏書印字プリンタ保守料  △
100(皆減)、本人確認書類裏書印字プリンタ購入費 △1,901(皆
減)、通知カード・個人番号カード関連事務交付金 △7,274(皆減)
【財源内訳】国庫支出金 △7,931、一般財源 △2,236

〈新規〉
個人番号カード事業

一般職時間外勤務手当 360(皆増)、臨時雇用職員社会保険料
60(皆増)、臨時雇用賃金 441(皆増)、特別旅費 145(皆増)、消耗
品費 10(皆増)、郵便切手代 246(皆増)、本人確認書類裏書印字
プリンタ保守料  100(皆増)、本人確認書類裏書印字プリンタ購入
費 1,901(皆増)、カード交付用顔認証システム機器購入費 59(皆
増)、通知カード・個人番号カード関連事務交付金 7,274(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 7,931、手数料 1、一般財源 2,664



補正額 主管課 予算書

1,131 健康福祉課

△ 3,000 健康福祉課

3,360 健康福祉課

40,255 住民課

△ 21,642 住民課

500 健康福祉課

3,400 健康福祉課

400 健康福祉課

481 健康福祉課

11,039 住民課

△ 647 住民課

647 住民課

△ 1,000 健康福祉課

729 健康福祉課

13 まちづくり課

4,241 健康福祉課

707 環境課

490 生涯学習課

△ 155 農林課

666 農林課

874
有田焼創業
400年事業

推進課

2,475 建設課

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

乳幼児インフルエンザ予
防接種助成事業

インフルエンザ予防接種費扶助費 500(500→1,000)
【財源内訳】一般財源 500

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 3,400(34,340→37,740)
【財源内訳】一般財源 3,400

施設型給付費等事業
施設型給付費等負担金 40,255(171,508→211,763)
【財源内訳】国庫支出金 9,805、県支出金 4,903、一般財源
25,547

地域型給付費等事業
地域型給付費等負担金 △21,642(25,850→4,208)
【財源内訳】国庫支出金 △10,821、県支出金 △5,411、一般財源
△5,410

老人福祉センター事業
施設修繕費 △300(588→288)、支障木伐採委託料 372(皆増)、屋
根清掃委託料 108(皆増)、防護柵設置工事
【財源内訳】一般財源 1,131

老人施設入所費
老人保護措置費扶助費 △3,000(13,800→10,800)
【財源内訳】一般財源 △3,000

重度心身障害者医療費
助成事業

重度心身障害者医療費助成金 3,360(47,040→50,400)
【財源内訳】県支出金 1,680、一般財源 1,680

しらかわ保育園事業
臨時雇用保育士賃金 △647(4,743→4,096)
【財源内訳】一般財源 △647

くわこば保育園事業

社会保険料 154(1,656→1,810)、臨時雇用保育士賃金
365(13,235→13,600)、電気料 100(1,020→1,120)、郵便切手代
5(1→6)、検便手数料 21(134→155)、駐車場使用料 2(3→5)
【財源内訳】一般財源 647

保健衛生総務事業
臨時雇用賃金 △1,000(4,978→3,978)
【財源内訳】一般財源 △1,000

育成医療給付事業
育成医療給付費 400(763→1,163)
【財源内訳】国庫支出金 200、県支出金 100、一般財源 100

未熟児養育医療給付事
業

未熟児養育医療給付費 481(632→1,113)
【財源内訳】国庫支出金 153、県支出金 76、一般財源 78

〈新規〉
保育所等整備交付金事
業

保育所等整備交付金事業補助金 11,039(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 7,359、地方債 3,400、一般財源 280

さがの米・麦・大豆競争力
強化対策事業

省力・低コスト化条件整備事業補助金 △155(1,241→1,086)
【財源内訳】県支出金 △119、一般財源 △36

〈新規〉
身近なユニバーサルデザ
イン(ﾄｲﾚ洋式化)推進事
業（婦人の家）

トイレ洋式化工事
【財源内訳】県支出金 200、一般財源 290

リサイクルプラザ運営事
業

機械器具修繕費 94(42→136)、車検手数料 15(皆増)、自動車損
害保険料（自賠責） 36(皆増)、再生処理委託料 500(960→
1,460)、重量税 62(皆増)
【財源内訳】一般財源 707

母子健康診査事業
聴力検査器具購入費 729(皆増)
【財源内訳】一般財源 729

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金利子 13(1,800→1,813)
【財源内訳】財産収入 13

感染症対策事業
高齢者定期予防接種委託料 4,241(12,120→16,361)
【財源内訳】一般財源 4,241

道路橋梁維持事業

町道補修及び除草作業委託料 15(5,000→5,015)、町道修繕工
事、町道補修原材料費 150(389→539)、地区支給原材料費 △
100(700→600)
【財源内訳】使用料 110、一般財源 2,365

有田焼創業400年祭基金
有田焼創業400年祭基金利子 874(400→1,274)
【財源内訳】財産収入 874

森林環境保全直接支援
事業

森林環境保全直接支援事業補助金 666(941→1,607)
【財源内訳】一般財源 666



補正額 主管課 予算書

△ 2,920 建設課

△ 1,500 建設課

4,420 建設課

0 建設課

△ 1,542 建設課

1,542 建設課

858 消防署

1 学校教育課

15 学校教育課

50 学校教育課

725 曲川小学校

1,894 大山小学校

△ 1,210 学校教育課

5,076 有田小学校

1,210 学校教育課

3,178 有田中学校

3,363 西有田中学校

105 生涯学習課

796 文化財課

△ 528 文化財課

710 生涯学習課

△ 5,043 財政課

※事業名欄に「〈新規〉」とあるのは、平成２７年度の３号補正予算までに計上されていない事業です。

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

社会資本整備総合交付
金事業（立部広瀬線）

工事請負費
【財源内訳】国庫支出金 △1,740、地方債 △1,100、一般財源 △
80

社会資本整備総合交付
金事業（尾ノ上下迎原線）

工事請負費
【財源内訳】国庫支出金 △900、地方債 △600

消防団水利整備事業
消火栓工事負担金 858(1,366→2,224)
【財源内訳】一般財源 858

社会資本整備総合交付
金事業（井手平８号線）

測量委託料 1,542(9,508→11,050)
【財源内訳】国庫支出金 925、地方債 600、一般財源 17

〈新規〉
社会資本整備総合交付
金事業（下舞原線）

工事請負費
【財源内訳】国庫支出金 2,640、地方債 1,600、一般財源 180

社会資本整備総合交付
金事業（小辻船ノ尾線）

工事請負費、道路改補償費 △904(1,050→146)
【財源内訳】変更なし

社会資本整備総合交付
金事業（小溝原穂波ノ尾
線）

工事請負費
【財源内訳】国庫支出金 △925、地方債 △600、一般財源 △17

曲川小学校施設管理事
業

施設修繕費 725(2,070→2,795)
【財源内訳】一般財源 725

大山小学校施設管理事
業

施設修繕費 1,894(2,439→4,333)
【財源内訳】繰入金 1,782、一般財源 112

江副奨学金基金
江副奨学金基金利子 1(1→2)
【財源内訳】財産収入 1

有田町ふるさと奨学金基
金

有田町ふるさと奨学金基金利子 15(44→59)
【財源内訳】財産収入 15

教育施設整備基金
教育施設整備基金利子 50(770→820)
【財源内訳】財産収入 50

有田中学校教育振興事
業

図書消耗品費 13(30→43)、教師用教科書・指導書 3,075(皆増)、
備品修繕費 50(400→450)、九州・全国大会出場補助金 40(710
→750)
【財源内訳】一般財源 3,178

西有田中学校教育振興
事業

部活動・学習用消耗品費 78(907→985)、教師用教科書・指導書
3,075(皆増)、九州・全国大会出場補助 210(500→710)
【財源内訳】一般財源 3,363

中学校総務管理事業
臨時雇用社会保険料 180(825→1,005)、臨時雇用賃金
1,030(4,981→6,011)
【財源内訳】一般財源 1,210

有田小学校改築事業
町有林伐採委託料 5,076(皆増)
【財源内訳】一般財源 5,076

小学校総務管理事業
臨時雇用社会保険料 △180(4,905→4,725)、臨時雇用賃金 △
1,030(31,990→30,960)
【財源内訳】一般財源 △1,210

長期債元金償還費
長期債元金償還金(当該年度分） △5,043(777,123→772,080)
【財源内訳】一般財源 △5,043

身近なユニバーサルデザ
イン(ﾄｲﾚ洋式化)推進事
業（生涯学習課）

トイレ洋式化工事
【財源内訳】県支出金 200、一般財源 510

泉山大谷線関連埋蔵文
化財発掘調査事業

消耗品費 475(1,843→2,318)、印刷製本費 △503(1,037→534)、
発掘調査支援業務委託料 △341(10,709→10,368)、発掘調査報
告書作成補助業務委託料 △159(5,667→5,508)
【財源内訳】県支出金 △528

歴史と文化の森公園管理
事業

支障木伐採委託料 105(皆増)
【財源内訳】一般財源 105

有田町歴史民俗資料館
事業

社会保険料 101(228→329)、資料館業務及び受付賃金
643(1,575→2,218)、印刷製本費 52(350→402)
【財源内訳】一般財源 796


