
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

増減率

13,678 10,750,314 9,442,289 1,308,025 13.9%

平 成 28 年 3 月 7 日
有 田 町

　平成２７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２７年度３月
補正後の予算額

平成２６年度３月
補正後の予算額

対前年度比較

増減額

◯地方交付税 3,825,340 △ 15,150 3,810,190
・普通交付税 5,850(3,385,340→3,391,190)
・特別交付税 △21,000(440,000→419,000)

１　歳入歳出予算

　　平成27年度一般会計補正予算（第７号）は、地域創生加速化対策費（有田版ＤＭＯ構築事業、有田・波佐見連携事業）、年
金生活者等支援臨時福祉給付金事業、子どものための教育・保育事業を新たに追加しています。
　また、有田南部工業団地造成事業特別会計事業、情報一般管理事業、障害福祉サービス事業、有田小学校改築事業などを
増額計上しています。
　その財源については、地方消費税交付金、国庫支出金、財産収入、特別会計繰入金、地方債などで措置しています。
　また、基金については、教育施設整備基金、定住促進住宅等修繕基金への積立金を増額計上しています。
　今回の補正額は1,367万8千円の増額で、補正後の予算額は107億5,031万4千円となり、前年同期に比べ13.9％の増となりま
す。

項　目 説　明

◯地方消費税交付金 313,500 81,721 395,221
・地方消費税交付金 81,721(313,500→395,221)
※歳入見込総額 395,221のうち、162,345は社会保障財源分。

・放課後児童教室負担金 △344(10,656→10,312)
・大腸がん検診負担金 27(252→279)
・胃がん検診負担金 15(388→403)
・子宮がん検診負担金 △14(223→209)
・前立腺がん検診負担金 27(182→209)

・定住促進住宅共益費 7(460→467)
・定住促進住宅共益費（滞納繰越分） 1(皆増)
・農業災害復旧事業負担金 △228(900→672)
・農林地崩壊防止事業負担金 △96(500→404)
・保育料（現年分） △17,558(94,778→77,220)

・公営住宅共同施設負担金（滞納繰越分） 113(1→114)

・休日保育事業（現年分） △40(皆減)
・延長保育事業（現年分） 26(1→27)
・未熟児養育医療扶養義務者負担金 △136(286→150)

・骨粗鬆症検診負担金 23(260→283)
・肺がん検診負担金 19(201→220)
・乳がん検診負担金 187(316→503)

◯使用料及び手数料 140,452 △ 8,467 131,985

・行政財産目的外使用料 △113(1,070→957)
・行政財産目的外使用料（自動販売機） △200(700→500)
・冷暖房使用料 △49(174→125)

◯分担金及び負担金 119,356 △ 18,286 101,070

・県営ため池等整備事業負担金 △198(828→630)
・公営住宅共同施設負担金（現年分） △117(2,332→2,215)

・町営住宅使用料（現年分） △709(15,547→14,838)
・町営住宅使用料（滞納繰越分） 539(1→540)
・町営住宅駐車場使用料（現年分） △62(1,928→1,866)
・町営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 87(1→88)
・定住促進住宅家賃 352(20,736→21,088)

・味噌加工器具使用料 14(216→230)
・みどりの館施設使用料 16(42→58)
・道路占用料（現年分） 181(1,600→1,781)
・法定外公共物（里道）占用料 70(100→170)
・法定外公共物(水路）占用料 12(160→172)
・都市公園使用料（現年分） 4(77→81)

・定住促進住宅駐車場使用料 147(1,704→1,851)
・定住促進住宅家賃（滞納繰越分） 72(皆増)
・定住促進住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 6(皆増)
・生涯学習センター使用料 463(1,000→1,463)
・生涯学習センター冷暖房使用料 82(350→432)
・文化体育館使用料 △385(410→25)
・武道場使用料 20(20→40)
・ひらき球場使用料 36(60→96)
・赤坂体育館使用料 22(85→107)
・泉山体育館使用料 50(160→210)



◯使用料及び手数料

・有田中体育館使用料 131(44→175)
・体育センター使用料 19(425→444)
・曲川小体育館使用料 20(65→85)
・西有田中体育館使用料 △19(194→175)
・戸籍手数料 206(4,094→4,300)
・印鑑証明及び登録証再交付手数料 △150(2,280→2,130)
・住民基本台帳カード交付手数料 △18(25→7)
・廃棄物搬入手数料 1,700(11,010→12,710)
・廃棄物運搬処分手数料 △11,000(39,000→28,000)
・町営住宅家賃等督促手数料 △3(12→9)
・定住促進住宅家賃等督促手数料 △8(12→4)

・低所得者保険料軽減負担金 24(1,384→1,408)
・障害児通所給付費負担金 718(6,370→7,088)
・未熟児養育医療負担金 162(413→575)
・社会保障・税番号制度システム整備補助金（総務省）
　△950(15,807→14,857)
・社会保障・税番号制度システム整備補助金（厚生労働省）
　708(2,765→3,473)
・地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 6,650(皆増)

◯国庫支出金 1,019,067 87,377 1,106,444

・児童福祉費負担金 △71,716(283,801→212,085)
・児童手当費負担金 △5,737(244,033→238,296)
・保険基盤安定負担金 △2,007(20,682→18,675)
・更生医療負担金 △2,589(11,824→9,235)
・障害者自立支援給付費等負担金 △1(186,491→186,490)
・療養介護医療費負担金 △400(2,100→1,700)

・障害者地域生活支援事業補助金 54(2,803→2,857)
・臨時福祉給付金給付事業費補助金 △9,600(34,800→25,200)
・臨時福祉給付金給付事務費補助金 △639(6,309→5,670)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 90,000(皆増)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金 5,593(皆増)
・地域子ども・子育て支援事業（健康福祉課） 53(444→497)

・地方創生加速化交付金 79,236(皆増)
・個人番号カード交付事業費補助金 3,503(7,274→10,777)
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金
　△1,600(9,300→7,700)
・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金
　△1,394(3,244→1,850)
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課）
　△3,127(10,351→7,224)
・子どものための教育・保育事業費補助金 475(皆増)

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（生涯学習課）
　241(7,420→7,661)
・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 34(皆増)
・社会資本整備総合交付金 △1(136,697→136,696)
・理科教育設備整備費等補助金 △263(1,600→1,337)
・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 △50(9,100→9,050)

◯県支出金 787,630 △ 48,217 739,413

・児童福祉費負担金 △23,543(141,900→118,357)

・障害児通所給付費負担金 359(3,185→3,544)
・未熟児養育医療負担金 81(206→287)

・地域子ども・子育て支援事業（健康福祉課） 53(444→497)

・佐賀段階チャレンジ交付金 △93(56,751→56,658)
・地域交通モデル事業費補助金 △122(1,495→1,373)
・消費者行政活性化基金事業交付金 △50(1,417→1,367)

・児童手当費負担金 △1,032(53,483→52,451)
・保険基盤安定負担金 △730(65,841→65,111)
・更生医療負担金 △1,295(5,912→4,617)
・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 264(56,855→57,119)
・療養介護医療費負担金 △200(1,050→850)
・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 12(692→704)

・佐賀県放課後子どもプラン推進事業費補助金 241(7,578→7,819)
・佐賀県健康増進事業費補助金 △188(874→686)
・妊娠安心風しん予防接種事業補助金 △220(440→220)
・機構集積支援事業補助金 △160(388→228)

・佐賀県商店街再活性化推進事業費補助金 △391(1,500→1,109)
・佐賀県遺家族等援護事務市町交付金 23(皆増)
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課）
　△3,127(10,351→7,224)
・障害者地域生活支援事業補助金 △66(1,401→1,335)
・重度障害者地域生活重点支援事業（介護者ﾚｽﾊﾟｲﾄ支援事業）
　補助金 △264（585→321）

・死亡獣畜処理対策事業補助金 △105(210→105)
・中山間地域等直接支払交付金 △2,555(47,678→45,123)
・直接支払推進事業費補助金 △160(2,900→2,740)
・さがの園芸農業者育成対策事業補助金 △2,030(18,030→16,000)
・青年就農給付補助金 △4,125(6,000→1,875)
・人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 △3,200(皆減)



450,002 99 450,101

◯県支出金

・県単林道事業補助金 △438(3,200→2,762)
・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 △18(3,276→3,258)
・佐賀県文化財保存事業補助金 △7,650(23,940→16,290)
・農業災害復旧費補助金 2,704(7,200→9,904)
・農林地崩壊防止事業補助金 △192(1,000→808)

・有田町ふるさと奨学金基金利子 2(59→61)
・有田焼創業400年祭基金利子 △1(1,274→1,273)
・土地売払収入 10,355(8,000→18,355)
・重機売払収入 200(300→500)

◯寄附金 ・教育費寄附金（学校教育課） 99(1→100)

◯財産収入 36,219 9,827 46,046

・建物貸付収入（大有田焼会館） △700(2,000→1,300)
・土地貸付収入 66(11,393→11,459)
・土地貸付収入（駐車場） △23(1,693→1,670)
・財政調整基金利子 2(3,126→3,128)
・庁舎等施設整備基金利子 2(725→727)
・農山村活性化推進基金利子 △76(751→675)

・教育施設整備基金繰入金 △11,507(42,287→30,780)
・有田焼創業４００年祭基金繰入金 △35,063(161,128→126,065)
・黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金 13,258(19,972→33,230)
・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金
　13,608（1→13,609）
・国民健康保険特別会計繰入金 △130(1,000→870)

◯繰入金 497,315 △ 67,048 430,267

・ふるさと応援基金繰入金 8,028(178,082→186,110)
・財政調整基金繰入金 △52,170(皆減)
・農山村活性化推進基金繰入金 △3,072(9,934→6,862)

・光熱水費実費弁償（総務課） 2(9→11)
・旅費負担金 19(1→20)
・建物共済解約等返戻金（総務課） 2(皆増)
・消防団員退職報償金 △1,000(11,985→10,985)
・切抜き等入札資料代 5(21→26)
・オータムジャンボ宝くじ収益金交付金 234(5,000→5,234)

◯諸収入 197,614 1,022 198,636

・延滞金 3,000(500→3,500)
・他市町村より町立保育園委託児の保育料 △786(3,572→2,786)
・過年度分公務災害補償基金返戻金 36(1→37)
・コピー代(総務課） 124(50→174)
・広報等広告掲載料 △183(680→497)
・佐賀県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与分戻入金
　750(4,200→4,950)

・電気実費使用料（旧やまだに保育園） 16(1→17)
・コミュニティバスパス等売上収入 △387(2,010→1,623)
・コミュニティバス運賃等収入 △157(2,532→2,375)
・証紙売払代 △182(860→678)
・印紙売払代 △1,120(4,720→3,600)
・古紙等引取料 900(470→1,370)

・サマージャンボ宝くじ収益金交付金 △712(5,500→4,788)
・看板処分引取料（財政課） 17(皆増)
・建物共済解約等返戻金（財政課） 1(皆増)
・佐賀銀行償還金返戻金 136(皆増)
・自動車損害共済保険解約等返戻金（財政課） 10(皆増)
・水道実費使用料（旧やまだに保育園） 2(1→3)

・町民体育大会出店者謝礼 33(皆増)
・情報セキュリティ強化対策事業（一般補助施設整備等事業債）
　6,600(皆増)
・農業農村整備事業債 △1,300(5,400→4,100)
・合併振興基金事業（合併特例債） △900(190,900→190,000)

◯町債

合併特例債

1,232,990 △ 9,200

・リサイクル品引取料 300(2,526→2,826)
・光熱水費実費弁償（小路庵） △50(60→10)
・町道路網図代 △40(60→20)
・町営住宅Ｂフレッツ装置電気料 △2(17→15)
・生涯学習講座等受講料 37(100→137)
・婦人の家講座等受講料 17(20→37)

1,223,790

・農山漁村地域整備交付金事業（合併特例債）
　△700(17,400→16,700)
・町道改良事業（合併特例債） △900(86,700→85,800)
・防災基盤整備事業（合併特例債） △1,300(11,400→10,100)
・消防団格納庫整備事業（合併特例債） △700(皆減)
・有田小学校改築事業(合併特例債） △600(40,700→40,100)
・佐賀県文化財保存事業（合併特例債） △9,400(24,700→15,300)

890,000 △ 14,500 875,500



３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

1,104 総務課 Ｐ22

△ 800 総務課 Ｐ22

2 財政課 Ｐ22

2 財政課 Ｐ23

△ 642 総務課 Ｐ23

△ 50 住民課 Ｐ24

△ 1,542 財政課 Ｐ25

△ 3,000 総務課 Ｐ25

△ 798 総務課 Ｐ26

△ 707 まちづくり課 Ｐ27

37,950 まちづくり課 Ｐ27

△ 1,000 まちづくり課 Ｐ28

28,236 財政課 Ｐ29

△ 3,951 財政課 Ｐ29

△ 3,240 財政課 Ｐ29

△ 171 まちづくり課 Ｐ30

△ 1,302 住民課 Ｐ30

3,411 総務課 Ｐ31

△ 700 総務課 Ｐ31

△ 1,405 総務課 Ｐ31

△ 2,110 総務課 Ｐ31

71,236 商工観光課 Ｐ32

8,000 商工観光課 Ｐ32

△ 508 税務課 Ｐ33

（単位：千円）

事業名 事業内容

総務管理事業

臨時職員社会保険料 △350(2,528→2,178)、消耗品費 △200(1,883→
1,683)、自動車修繕費 72(582→654)、退職手当組合特例負担金
1,582(125,331→126,913)
【財源内訳】一般財源 1,104

広報公聴事業
広報製作業務一部委託料 △642(830→188)
【財源内訳】諸収入 △183、一般財源 △459

消費者行政推進事業
講師謝金 △50(皆減)
【財源内訳】県支出金 △50

財産管理事業
公共施設等総合管理計画策定業務委託料 △1,542(11,046→9,504)
【財源内訳】財産収入 288、一般財源 △1,830

職員健康診断事業
職員健康診断委託料 △800(3,250→2,450)
【財源内訳】一般財源 △800

財政調整基金
財政調整基金利子積立金 2
【財源内訳】財産収入 2

庁舎等施設整備基金
庁舎等施設整備基金利子積立金 2
【財源内訳】財産収入 2

コミュニティバス等運行事
業

地域公共交通会議委員報酬 △45(120→75)、地域公共交通会議委員
費用弁償 △6(44→38)、印刷製本費 8(29→37)、バス停標柱修繕費 △
21(65→44)、コニュニティバス乗降調査業務委託料 △151(1,869→
1,718)、デマンドタクシー運行事業費補助 △492(2,543→2,051)
【財源内訳】県支出金 △122、諸収入 △544、一般財源 △41

有田南部工業団地造成事
業特別会計事業

繰出金 37,950(1,451→39,401)
【財源内訳】一般財源 37,950

合併振興基金事業
合併振興基金積立金 △1,000(201,000→200,000)
【財源内訳】地方債 △900、一般財源 △100

庁舎管理事業
電気料 150(6,000→6,150)、燃料費 △1,400(1,810→410)、西公民館北側
プレハブ解体等工事 △1,750(9,912→8,162)
【財源内訳】一般財源 △3,000

庁舎南別館管理事業
施設修繕費 △700(皆減)、デマンド監視業務委託料 △98(皆減)
【財源内訳】一般財源 △798

コミュニティ推進事業
農業まつり等実行委員会負担金 △171(2,500→2,329)
【財源内訳】繰入金 △171

旅券発給事務事業
消耗品費 △1,275(5,553→4,278)、郵便切手代 △27(125→98)
【財源内訳】諸収入 △1,302

情報一般管理事業

情報システム機器保守点検委託料 △702(2,094→1,392)、機器設定委
託料 29,606(3,373→32,979)、データセンター使用料△71(315→244)、パ
ソコンリース料 △287(3,507→3,220)、サーバ機器リース料 △310(2,387
→2,077)
【財源内訳】国庫支出金 6,650、地方債 6,600、一般財源 14,986

基幹業務システム管理事
業

プログラム開発委託料 △3,451(22,142→18,691)、システム導入業務委
託料 450(9,575→10,025)、地方公共団体情報システム機構負担金 △
950(6,536→5,586)
【財源内訳】国庫支出金 △242、一般財源 △3,709

地域情報化事業
イベント運営委託料 △3,240(皆減)
【財源内訳】一般財源 △3,240

防災行政無線管理事業
スピーカ増設移設工事費 △1,900(2,000→100)、防災行政無線戸別受信
機購入費補助 △210(1,470→1,260)
【財源内訳】一般財源 △2,110

〈新規〉
有田版ＤＭＯ構築事業

有田版ＤＭＯ　観光を軸に連携する産業活性化事業費補助
71,236(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 71,236

ふるさと納税推進事業

印刷製本費 172(140→312)、郵便切手代 1,701(199→1,900)、運搬料 △
2,200(2,300→100)、振込手数料 4,051(419→4,470)、受付システム導入
委託料 △21(1,620→1,599)、受付システム使用料 △292(皆減)
【財源内訳】繰入金 8,529、一般財源 △5,118

掲示板設置等推進事業
掲示板設置等補助金 △700(1,200→500)
【財源内訳】一般財源 △700

防災諸費事業
施設修繕費 △1,305(2,230→925)、県防災行政無線運営協議会負担金
△100(360→260)
【財源内訳】一般財源 △1,405

〈新規〉
有田・波佐見連携事業

「伝統とモダン、有田・波佐見物語り」事業費補助 8,000(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 8,000

賦課徴収事業
賞品代 △500(皆減)、コンビニ収納手数料 31(369→400)、研修会参加
負担金 △139(皆減)、町税過納還付金 100(12,980→13,080)
【財源内訳】一般財源 △508
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個人番号カード事業

特別旅費 △21(145→124)、郵便切手代 △146(246→100)、本人確認書
類裏書印字プリンタ保守料 △40(100→60)、カード交付用顔認証システ
ム機器購入費 △8(59→51)、通知カード・個人番号カード関連事務交付
金 3,503(7,274→10,777)
【財源内訳】国庫支出金 3,503、一般財源 △215

住民一般管理事業
消耗品費 8(皆増)、郵便切手代 15(6→21)
【財源内訳】県支出金 23

社会福祉総務管理事業
臨時雇用賃金 △500(4,991→4,491)
【財源内訳】一般財源 △500

戸籍住民基本台帳事業

普通旅費 △15(42→27)、郵便切手代 △60(140→80)、点字エンボスカー
ド作成委託料 △7(皆減)、住民基本台帳ネットワークアプリ適用業務委
託料 △216(皆減)、本人通知管理システム導入業務委託料 △21(3,240
→3,219)
【財源内訳】手数料 71、一般財源 △390

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 △155(300→145)、高齢者ふれあい入
浴利用扶助費 △1,000(1,152→52)
【財源内訳】一般財源 △1,155

地域生活支援事業
手話通訳者派遣謝金 △15(31→16)、手話通訳費用弁償 △31(皆減)、
消耗品費 6(26→32)、日中一時支援給付費 △1,000(3,207→2,207)
【財源内訳】国庫支出金 54、県支出金 △66、一般財源 △1,028

更生医療給付事業
更生医療給付費 △5,178(23,648→18,470)
【財源内訳】国庫支出金 △2,589、県支出金 △1,295、一般財源 △1,294

福祉保健センター事業
電気料 △1,000(6,480→5,480)、燃料費 300(1,230→1,530)、レジオネラ
菌検査料 △33(皆減)
【財源内訳】一般財源 △733

敬老祝事業

記念品代 △50(165→115)、１００歳祝金 △320(1,200→880)、消耗品費
△280(3,887→3,607)、敬老会開催委託料 △74(758→684)、敬老祝金
△345(4,325→3,980)
【財源内訳】一般財源 △1,069

高齢者の生活支援一般事
業

配食サービス事業委託料 △706(1,800→1,094)、愛の一声運動事業委
託料 △605(皆減)、高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 △
180(816→636)
【財源内訳】一般財源 △1,491

療養介護医療給付事業
療養介護医療扶助費 △800(4,200→3,400)
【財源内訳】国庫支出金 △400、県支出金 △200、一般財源 △200

国民健康保険事業

保険基盤安定繰出金 △3,647(115,364→111,717)、出産育児一時金繰
出金 △3,004(8,000→4,996)、財政安定化支援事業繰出金 7,445(20,000
→27,445)
【財源内訳】国庫支出金 △2,007、県支出金 △730、一般財源 3,531

介護保険事業

介護給付費繰出金 △8,743(263,066→254,323)、地域支援事業繰出金
（介護予防事業） △339(1,852→1,513)、地域支援事業繰出金（包括的支
援事業・任意事業） △179(5,272→5,093)、事務費繰出金 △2,828(24,317
→21,489)、低所得者保険料軽減繰出金 48(2,769→2,817)
【財源内訳】国庫支出金 24、県支出金 12、一般財源 △12,077

身体障害者（児）補装具給
付事業

身体障害児補装具給付費 1,000(803→1,803)
【財源内訳】国庫支出金 322、県支出金 161、一般財源 517

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 12(583→595)、介護及び訓練等給
付費 24,792(364,011→388,803)、相談支援給付費 1,688(4,742→6,430)
【財源内訳】国庫支出金 △323、県支出金 △161、一般財源 26,976

重度障害者地域生活重点
支援事業

介護者レスパイト支援事業補助金 △477(1,170→693)
【財源内訳】県支出金 △264、一般財源 △213

児童福祉総務事業

社会保険料 △260(300→40)、臨時雇用賃金 △1,669(1,921→252)、印
刷製本費 △30(150→120)、燃料費 30(65→95)、過年度分保育対策等
促進事業費補助金返還金 203(皆増)
【財源内訳】一般財源 △1,726

私立保育園支援事業
保育所入所委託費 △9,248(283,719→274,471)
【財源内訳】国庫支出金 △35,691、県支出金△17,845、使用料 △10,930
、一般財源 55,218

後期高齢者医療事業
保険基盤安定繰出金 352(75,808→76,160)、その他繰出金 △
378(269,703→269,325)
【財源内訳】県支出金 264、一般財源 △290

臨時福祉給付金事業

一般職時間外手当 834(皆増)、臨時雇用保険料 △3(60→57)、普通旅
費 △2(皆減)、通勤旅費 △6(皆減)、消耗品費 △11(53→42)、郵便切手
代 △705(2,784→2,079)、振込手数料 △249(627→378)、システム改修
委託料 △459(1,296→837)、臨時福祉給付金アウトソーシング委託料 △
35(1,065→1,030)、臨時福祉給付金 △9,600(34,800→25,200)
【財源内訳】国庫支出金 △10,239、一般財源 3

<新規>
年金生活者等支援臨時福
祉給付金事業

一般職時間外手当 500(皆増)、臨時雇用保険料 80(皆増)、臨時雇用賃
金 555(皆増)、普通旅費 3(皆増)、通勤旅費 8(皆増)、消耗品費 60(皆
増)、郵便切手代 1,827(皆増)、振込手数料 324(皆増)、システム改修委
託料 650(皆増)、臨時福祉給付金アウトソーシング委託料 2,000(皆増)、
臨時福祉給付金 90,000(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 95,593、一般財源 414
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町外公立保育所委託事業
町外公立保育所入所委託料 △1,319(1,859→540)
【財源内訳】使用料 70、一般財源 △1,389

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業

研修会講師謝金 △80(420→340)、消耗品 △165(630→465)、印刷製本
費 △22(118→96)
【財源内訳】国庫支出金 53、県支出金 53、一般財源 △373

障害児福祉サービス事業
障害児通所給付費 1,095(11,760→12,855)、障害児相談支援給付費
341(925→1,266)
【財源内訳】国庫支出金 718、県支出金 359、一般財源 359

未熟児養育医療給付事業
未熟児医療給付費 189(1,113→1,302)
【財源内訳】国庫支出金 162、県支出金 81、負担金 △136、一般財源
82

施設型給付費等事業
施設型給付費等負担金 △9,803(211,763→201,960)
【財源内訳】国庫支出金 △5,303、県支出金 △2,651、一般財源 △1,849

地域型給付費等事業
地域型給付費等負担金 △2,528(4,208→1,680)
【財源内訳】国庫支出金 △1,304、県支出金 △652、一般財源 △572

放課後児童教室事業
放課後児童教室おやつ代 △120(3,552→3,432)
【財源内訳】国庫支出金 241、県支出金 241、負担金 △344、一般財源
△258

<新規>
子どものための教育・保育
事業

幼児教育無償化システム改修委託料 951(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 475、一般財源 476

児童手当事業
児童手当扶助費 △7,000(351,000→344,000)
【財源内訳】国庫支出金 △5,737、県支出金 △1,032、一般財源 △231

しらかわ保育園事業

社会保険料 △272(552→280)、臨時雇用調理員賃金 △162(260→98)、
臨時雇用保育士賃金 △1,266(4,096→2,830)、給食材料費 △263(2,163
→1,900)、検便手数料 6(73→79)、樹木整備管理委託料 △81(173→
92)、非常通報装置設置工事 △142(391→249)
【財源内訳】諸収入 △588、一般財源 △1,592

地域子ども・子育て支援事
業（一時預かり事業）

一時預かり事業補助金 310(13,881→14,191)
【財源内訳】国庫支出金 104、県支出金 104、一般財源 102

地域子ども・子育て支援事
業（延長保育事業）

延長保育事業補助金 △8,158(12,500→4,342)
【財源内訳】国庫支出金 △2,719、県支出金 △2,719、負担金 △1、一般
財源 △2,719

地域子ども・子育て支援事
業（補足給付事業）

実費徴収に係る補足給付を行う事業費補助金 △60(150→90)
【財源内訳】国庫支出金 △21、県支出金 △21、一般財源 △18

保健衛生総務事業
臨時職員社会保険料 △320(696→376)、臨時雇用賃金 △1,178(3,978
→2,800)、通勤旅費 △86(214→128)
【財源内訳】一般財源 △1,584

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 5,628(211,714→217,342)
【財源内訳】一般財源 5,628

健康診査事業

肝疾患検診委託料 △153(526→373)、結核検診委託料 △28(816→
788)、肺がん検診委託料 △51(1,556→1,505)、胃ガン検診委託料
29(3,301→3,330)、乳がん検診委託料 △249(3,964→3,715)、前立腺が
ん検診委託料 △19(1,664→1,645)、骨粗鬆症検診委託料 △125(1,653
→1,528)
【財源内訳】国庫支出金 34、県支出金 △185、繰入金 △130、諸収入
284、一般財源 △599

くわこば保育園事業

臨時雇用保育士賃金 1,825(13,600→15,425)、給食材料費 △249(6,949
→6,700)、樹木整備管理委託料 △59(173→114)、医務室用つい立購入
費 21(皆増)
【財源内訳】諸収入 486、一般財源 1,052

おおやま保育園事業

社会保険料 △1,060(2,760→1,700)、臨時雇用保育士賃金 △
3,574(21,394→17,820)、水道料 △200(720→520)、燃料費 △200(600→
400)、給食材料費 △932(8,432→7,500)、建物災害保険料 △128(409→
281)、消防設備保守点検委託料 △17(48→31)、冷暖房設備保守点検委
託料 21(411→432)、非常通報装置保守点検委託料 △18(44→26)、電
気保安管理業務委託料 6(118→124)、機械警備委託料 △60(117→
57)、除草・剪定委託料 △108(皆減)、複合機借上料 △83(135→52)、給
水減圧弁取替工事 9(183→192)
【財源内訳】諸収入 △684、一般財源 △5,660

子育て世帯臨時特例給付
事業

臨時雇用保険料 △120(皆減)、臨時雇用賃金 △607(832→225)、郵便
切手代 △100(928→828)、子育て世帯臨時特例給付金 △1,600(9,300→
7,700)
【財源内訳】国庫支出金 △2,994、一般財源 567

クリーンセンター機械器具
等修繕事業

機械器具修繕費 △4,890(5,000→110)
【財源内訳】一般財源 △4,890

感染症対策事業
高齢者定期予防接種委託料 400(16,361→16,761)、妊娠安心風しん予
防接種費助成 △400(800→400)
【財源内訳】県支出金 △220、一般財源 220

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 △19,367(154,937→135,570)
【財源内訳】一般財源 △19,367

クリーンセンター運営事業
医薬材料費 △970(1,644→674)、原材料費 △760(3,370→2,610)
【財源内訳】一般財源 △1,730
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△ 76 農林課 Ｐ51

△ 2,901 農林課 Ｐ52

△ 1,921 農林課 Ｐ52

△ 3,528 農林課 Ｐ53

△ 160 農林課 Ｐ53

△ 4,125 農林課 Ｐ53

△ 2,436 農林課 Ｐ53

△ 3,200 農林課 Ｐ53

△ 210 農林課 Ｐ53

△ 1,650 農林課 Ｐ53

△ 1,197 農林課 Ｐ54

△ 1,144 農林課 Ｐ54

△ 2,838 商工観光課 Ｐ55

△ 1
有田焼創業
４００年事業

推進課
Ｐ55

△ 33,353
有田焼創業
４００年事業

推進課
Ｐ56

△ 781 商工観光課 Ｐ56

△ 9,124 商工観光課 Ｐ56

△ 1,710 商工観光課 Ｐ56

△ 590 商工観光課 Ｐ56

△ 579 商工観光課 Ｐ57

△ 2 建設課 Ｐ59

△ 428 建設課 Ｐ59

426 建設課 Ｐ59

△ 723 建設課 Ｐ59

563 建設課 Ｐ60

349 建設課 Ｐ60

△ 505 建設課 Ｐ60

△ 317 建設課 Ｐ61

△ 5 建設課 Ｐ61

△ 1,300 建設課 Ｐ61

△ 790 建設課 Ｐ61

300 建設課 Ｐ62

△ 1,200 建設課 Ｐ62

機構集積支援事業
農地利用状況調査謝金 △89(278→189)、消耗品費 △47(50→3)、郵便
切手代 △24(皆減)
【財源内訳】県支出金 △160

農山村活性化推進基金
農山村活性化推進基金利子 △76(751→675)
【財源内訳】財産収入 △76

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 △2,901(5,770→2,869)
【財源内訳】繰入金 △2,901

青年就農給付金事業
青年就農給付金 △4,125(6,000→1,875)
【財源内訳】県支出金 △4,125

さが園芸農業者育成対策
事業

さが園芸農業者育成対策事業補助金 △2,436(21,636→19,200)
【財源内訳】県支出金 △2,030、一般財源 △406

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 △3,200(皆減)
【財源内訳】県支出金 △3,200

有害鳥獣対策事業
有害鳥獣保管用冷凍庫購入費 △1,921(5,480→3,559)
【財源内訳】一般財源 △1,921

中山間地域等直接支払制
度事業

中山間地域等直接支払交付金 △3,528(65,826→62,298)
【財源内訳】県支出金 △2,555、一般財源 △973

直接支払推進事業
臨時雇用社会保険料 △18(237→219)、臨時雇用賃金 △142(1,588→
1,446)
【財源内訳】県支出金 △160

県単林道事業
林道橋梁補修設計委託料 △1,144(8,050→6,906)
【財源内訳】県支出金 △438、地方債 △700、一般財源 △6

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 △185(8,160→7,975)、貸付保
証料 △2,653(6,798→4,145)
【財源内訳】一般財源 △2,838

有田焼創業400年祭基金
有田焼創業400年祭基金利子積立金 △1(1,274→1,273)
【財源内訳】財産収入 △1

死亡獣畜処理対策事業
死亡獣畜処理対策事業 △210(420→210)
【財源内訳】県支出金 △105、一般財源 △105

県営土地改良事業
県営ため池等整備事業負担金 △1,650(6,900→5,250)
【財源内訳】分担金 △198、地方債 △1,300、一般財源 △152

林業総務管理事業
町有林施業委託 △584(1,160→576)、町有林伐採委託 △613(皆減)
【財源内訳】一般財源 △1,197

お祭り振興会補助事業
お祭り振興会400年事業拡充補助金 △1,710(皆減)
【財源内訳】繰入金 △1,710

観光公園事業
有田公園清掃管理委託料 △590(皆減)
【財源内訳】一般財源 △590

有田焼創業400年事業
時間外勤務手当 147(450→597)、有田焼創業400年事業実行委員会負
担金 △33,500(81,139→47,639)
【財源内訳】繰入金 △33,353

商店街活性化推進事業
商店街空き店舗等活用事業補助金 △781(3,000→2,219)
【財源内訳】県支出金 △391、一般財源 △390

がんばる事業者応援モデ
ル事業

がんばる事業者応援モデル事業補助金 △9,124(10,000→876)
【財源内訳】一般財源 △9,124

社会資本整備総合交付金
事業（泉山岩越線）

測量委託料 △428(2,750→2,322)
【財源内訳】国庫支出金 △227、県支出金 △200、一般財源 △1

社会資本整備総合交付金
事業（下舞原線）

測量委託料 426(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 255、地方債 200、一般財源 △29

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）

工事請負費 △723(35,100→34,377)
【財源内訳】国庫支出金 △378、地方債 △300、一般財源 △45

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 △2(13,600→13,598)
【財源内訳】一般財源 △2

ふるさと大使事業
記念品代 △59(112→53)、普通旅費 △70(皆減)、特別旅費 △300(皆
減)、食糧費 △100(皆減)、会場借用料 △50(皆減)
【財源内訳】一般財源 △579

社会資本整備総合交付金
事業（橋梁保全工事）

工事請負費 △317(37,395→37,078)
【財源内訳】国庫支出金 △30、一般財源 △287

社会資本整備総合交付金
事業（橋梁点検）

測量委託料 △5(9,060→9,055)
【財源内訳】国庫支出金 30、一般財源 △35

河川総務管理事業
町単河川修繕工事 △1,300(3,600→2,300)
【財源内訳】一般財源 △1,300

社会資本整備総合交付金
事業（小辻船ノ尾線）

工事請負費 563(11,154→11,717)
【財源内訳】国庫支出金 378、地方債 200、一般財源 △15

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 349(75,558→75,907)
【財源内訳】国庫支出金 243、地方債 200 、一般財源 △94

社会資本整備総合交付金
事業（井手平８号線）

測量委託料 △455(11,050→10,595)、道路用地購入費 △50(皆減)
【財源内訳】国庫支出金 △244、地方債 △100、一般財源 △161

都市計画総務事業

都市計画審議会委員報酬 △63(皆減)、都市計画審議会委員費用弁償
△27(皆減)、施設修繕費 △500(皆減)、都市下水路除草作業委託料 △
200(皆減)
【財源内訳】使用料 4、一般財源 △794

泉山・大谷線改良事業
泉山大谷線（１工区）地方特定街路整備事業負担金 300(1,050→1,350)
【財源内訳】地方債 300

街路調査事業
電柱地中化街路調査負担金 △1,200(1,500→300)
【財源内訳】地方債 △1,200



498 建設課 Ｐ62

△ 1,193 消防署 Ｐ63

852 消防署 Ｐ64

△ 1,578 消防署 Ｐ64

△ 1,032 消防署 Ｐ64

99 学校教育課 Ｐ65

2 学校教育課 Ｐ65

31,000 学校教育課 Ｐ65

△ 25,033 学校教育課 Ｐ65

△ 12,210 学校教育課 Ｐ65

△ 338 学校教育課 Ｐ65

△ 501 大山小学校 Ｐ67

11,741 有田小学校 Ｐ68

815 西有田中学校 Ｐ69

△ 579 西有田中学校 Ｐ69

△ 131 生涯学習課 Ｐ69

△ 2,255 生涯学習課 Ｐ70

△ 510 文化財課 Ｐ71

△ 68 文化財課 Ｐ72

△ 20,236 文化財課 Ｐ72

△ 1,051 生涯学習課 Ｐ74

△ 382 農林課 Ｐ75

361 財政課 Ｐ75

△ 20,560 財政課 Ｐ75

※事業名欄に「〈新規〉」とあるのは、平成27年度の６号補正予算までに計上されていない事業です。

定住促進住宅管理事業
定住促進住宅等修繕基金積立金 498(18,491→18,989)
【財源内訳】使用料 499、手数料 △8、分担金 7

非常備消防事業
消防団退職報奨金 △1,000(11,985→10,985)、消防団員退職記念品費
△42(104→62)、消防ホース購入費 △151(600→449)
【財源内訳】諸収入 △1,000、一般財源 △193

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】寄付金 99

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積立金 2(59→61)
【財源内訳】財産収入 2

教育施設整備基金
教育施設整備基金積立金 31,000(50,000→81,000)
【財源内訳】一般財源 31,000

消防水利整備事業
消火栓工事負担金 852(2,224→3,076)
【財源内訳】一般財源 852

積載車整備事業
小型動力ポンプ購入費 △126(2,049→1,923)、消防団積載車（小型動力
ポンプ付） △1,452(12,431→10,979)
【財源内訳】地方債 △1,300、一般財源 △278

消防団格納庫整備事業
土地復元測量委託料 △21(102→81)、実施設計業務委託料 △760(皆
減)、消防用ホース乾燥塔建替え工事 △251(1,164→913)
【財源内訳】地方債 △700、一般財源 △332

大山小学校施設管理事業
施設修繕費 △501(4,333→3,832)
【財源内訳】繰入金 △501

有田小学校改築事業
移転候補地調査測量業務委託料 △600(6,243→5,643)、町有林木材加
工委託料 12,341(皆増)
【財源内訳】地方債 △600、一般財源 12,341

西有田中学校教育振興事
業

九州・全国大会出場補助 815(710→1,525)
【財源内訳】一般財源 815

認定こども園施設型給付費
等事業

認定こども園施設型給付費等事業負担金 △25,033(97,869→72,836)
【財源内訳】国庫支出金 △29,418、県支出金 △2,395、一般財源 6,780

小中学校ＩＣＴ機器活用事業
教職員用パソコンリース料 △2,799(4,573→1,774)、電子黒板購入費 △
11,507(42,287→30,780)、プリンター購入費 2,096(皆増)
【財源内訳】繰入金 △11,507、一般財源 △703

理科教育設備整備費等補
助事業

理科教育設備整備費等購入費 △338(3,290→2,952)
【財源内訳】国庫支出金 △263、一般財源 △75

歴史と文化の森公園管理
事業

施設修繕費 △2,041(9,256→7,215)、建物定期検査委託料 △214(700→
486)
【財源内訳】一般財源 △2,255

町並み整備促進事業

都市景観審議会委員報酬 △54(84→30)、選定小委員会委員報酬 △
42(54→12)、臨時雇用賃金 △110(1,575→1,465)、講師謝金 △36(48→
12)、費用弁償 △58(81→23)、消耗品費 △50(80→30)、電話料 △
60(150→90)、伝建家屋修理済プレート作成委託 △50(皆減)、有料道路
等使用料 △50(皆減)
【財源内訳】一般財源 △510

伝統的建造物群保存修理
事業

特別旅費 △26(170→144)、保存修理設計審査等委託料 △42(84→42)
【財源内訳】国庫支出金 △50、県支出金 △18

西有田中学校給食事業
保存食用冷蔵庫購入費 △277(589→312)、立体型炊飯器購入費 △
302(702→400)
【財源内訳】一般財源 △579

講座・教室開設事業
講師謝金 △131(690→559)
【財源内訳】諸収入 37、一般財源 △168

農林地崩壊防止事業
工事請負費 △382(2,000→1,618)
【財源内訳】県支出金 △192、分担金 △96、一般財源 △94

長期債元金償還費
長期債元金償還金(当該年度分） 361(772,080→772,441)
【財源内訳】一般財源 361

長期債利子償還金
長期債利子償還金 △20,560(140,388→119,828)
【財源内訳】一般財源 △20,560

佐賀県文化財保存事業

委員等報酬 △130(180→50)、有田異人館修理活用検討委員会講師謝
金 △24(192→168)、費用弁償 △50(180→130)、建築確認申請等手数
料 △7(20→13)、異人館復原修理監理等委託料 △145(4,090→3,945)、
異人館復原修理工事 △19,880(48,500→28,620)
【財源内訳】県支出金 △7,650、地方債 △9,400、一般財源 △3,186

文化体育館施設管理事業
電気料 △542(1,000→458)、清掃委託料 △509(785→276)
【財源内訳】使用料 △385、一般財源 △666



繰越額

8,856

9,504

29,606

71,236

8,000

96,007

951

1,263

2,449

54,645

消防団確保対策事業
消防団員用消耗品の購入にあたり、納品に時間を要し、年度内の完了が困難である
ため
【財源内訳】一般財源 2,449

有田小学校改築事業

実施設計業務にあたり、デザイン監修を委託したことにより不測の時間を要し、年度
内の完了が困難であるため
また、町有林木材加工にあたり、事業完了に期間を要し、年度内の完了が困難である
ため
【財源内訳】地方債 40,100、一般財源 14,545

有田・波佐見連携事業

国の一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策による「地方創生加速化
交付金」に伴う事業であり、地元調整等に時間を要し、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 8,000

年金生活者等支援臨時福祉給付金事業
国の補正予算により、計上した事業であり、事業開始が平成28年4月以降であるため
【財源内訳】国庫支出金 95,593、一般財源 414

子どものための教育・保育事業
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
度内での完了が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 475、一般財源 476

財産管理事業
公共施設等総合管理計画策定にあたり、意見の集約及び施設調査の情報収集作業
等に時間を要し、年度内の完了が困難であるため
【財源内訳】一般財源 9,504

情報一般管理事業
国の補正予算により、当事業におけるセキュリティ強靭化のための機器設定が採択さ
れることとなったが、事業完了に期間を要し、年度内の完了が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 6,650、地方債 6,600、一般財源 16,356

有田版ＤＭＯ構築事業

国の一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策による「地方創生加速化
交付金」に伴う事業であり、地元調整等に時間を要し、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 71,236

●繰越明許費 （単位：千円）

社会資本整備総合交付金事業（橋梁保
全工事）

竜門大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、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 739、地方債 400、一般財源 124

事業名 繰越理由等

公会計整備事業
固定資産台帳整備にあたり、既存データとの突合作業や新公会計制度に対応できる
ような固定資産の情報収集作業等に時間を要し、年度内の完了が困難であるため
【財源内訳】一般財源 8,856


