
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

3,438,758 72,480 3,511,238

○繰入金 1,051,828 △ 121,519 930,309

・ふるさと応援基金繰入金21,602（723,016→744,618）

・財政調整基金繰入金△145,421（270,410→124,989）

・有田焼創業４００年祭基金繰入金2,300（19,262→21,562）

・農業災害復旧費補助金56,160（800→56,960）

・農林地崩壊防止事業補助金4,500（皆増）

・権限委譲事務委託金△40（1,192→1,152）

・経済センサス委託金（基礎調査）8（6→14）

○寄附金 900,002 1,108 901,110
・一般寄附金1,009（1→1,010）

・教育費寄附金（学校教育課）99（1→100）

○県支出金 718,505 64,439 782,944

・未熟児養育医療負担金638（394→1,032）

・障害者地域生活支援事業補助金1（1,360→1,361）

・子どもの医療費助成事業補助金△42（15,727→15,685）

・佐賀県学校･家庭・地域協力推進事業費補助金614（158
→772）

・中山間地域等直接支払交付金94（45,230→45,324）

・有害鳥獣被害防止対策事業補助金2,506（皆増）

○国庫支出金 913,726 6,144 919,870

・未熟児養育医療負担金1,276（788→2,064）

・社会保障・税番号制度システム整備補助金（総務省）830
（2,194→3,024）

・地方創生推進交付金3,790（1,848→5,638）

・障害者地域生活支援事業補助金3（2,722→2,725）

・社会資本整備総合交付金△1（104,312→104,311）

・年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付
金246（皆増）

○地方交付税 ・普通交付税72,480（3,053,758→3,126,238）

○分担金及び負担金 90,890 9,718 100,608

・農業災害復旧事業負担金7,020（100→7,120）

・農林地崩壊防止事業負担金2,250（皆増）

・未熟児養育医療扶養義務者負担金448（224→672）

１　歳入歳出予算

　平成３０年度一般会計補正予算（第２号）は、住居表示制度調査事業、農林地崩壊防止事業、町単独林道災害復旧費などを
新たに追加しています。
　また、施設型給付費等事業、社会資本整備総合交付金事業（南原三領石線ほか橋梁保全工事）、認定こども園施設型給付
費等事業、高齢者と幼児のコミュニティハウス建設事業、大山小学校施設管理事業などを増額しています。
　基金については、財政調整基金積立金などを計上しています。
その財源については、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、地方債などで措置しています。
　補正額は4億192万9千円の増額で、補正後の予算額は107億4,004万9千円となり、前年同期に比べ8.2％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

401,929 10,740,049 9,922,807 817,242 8.2

平 成 30 年 9 月 4 日
有 田 町

平成３０年度一般会計補正予算（第２号）の概要

(単位：千円、％）

９月補正額
平成３０年度

９月補正後の予算額
平成２９年度

９月補正後の予算額

対前年度比較

増減額



（補正前） （補正額） （補正後）

1 379,362 379,363

合併特例債 366,200 8,400 374,600

３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

2,268 総務課 P14

189,682 財政課 P14

3,065 総務課 P14

513 財政課 P14

1,755 まちづくり課 P15

835 財政課 P15

830 財政課 P15

200 総務課 P15

404 住民環境課 P15

192 総務課 P16

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

旅券発給事務事業
備品修繕費333（皆増）、交付窓口端末機保守委託料71（15→86）
【財源内訳】県支出金2、一般財源402

<新規>
住居表示制度調査事業

維持管理業務委託料192（皆増）
【財源内訳】一般財源192

情報一般管理事業

グループウェア外部連携作業委託料195（皆増）、自治体情報セ
キュリティ向上プラットフォーム使用料50（皆増）、サーバ室空調
設置工事590（430→1,020）
【財源内訳】一般財源835

基幹業務システム
管理事業

プログラム開発委託料830（6,083→6,913）
【財源内訳】国庫支出金830

防犯事業
防犯灯・街路灯補助金200（1,030→1,230）
【財源内訳】繰入金200

公用車管理事業

自動車修繕費44（300→344）、車検手数料16（35→51）、自動車
損害保険料（自賠責）26（52→78）、公用車買取費用420（皆増）、
重量税7（23→30）
【財源内訳】一般財源513

唐船城築城８００年祭
実行委員会事業

唐船城築城８００年祭実行委員会補助金1,755（10,000→11,755）
【財源内訳】繰入金1,755

○町債 701,205 △ 10,543 690,662

・農山漁村地域整備交付金事業（公共事業等債）△3,200
（皆減）

・農業水路等長寿命化・防災減災事業（一般補助施設整
備等事業債）4,300（皆増）

財政調整基金
財政調整基金積立金189,682（皆増）
【財源内訳】一般財源189,682

庁舎管理事業

消耗品費119（50→169）、施設修繕費215（727→942）、公共施設
空調移設工事1,000（皆増）、新設課設置に伴う改修工事1,396
（皆増）、袖机購入費335（皆増）
【財源内訳】一般財源3,065

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

例規・法制執務支援事業
例規整備支援業務委託料2,268（324→2,592）
【財源内訳】一般財源2,268

・臨時財政対策債△37,443（303,505→266,062）

・農地・農林等災害復旧事業債6,400（皆増）

・公共土木等災害復旧事業債11,000（皆増）

・町道改良事業（合併特例債）△500（81,400→80,900）

・高齢者と幼児のコミュニティハウス建設事業（合併特例
債）8,900（皆増）

（単位：千円）

○繰越金 ・繰越金379,362（1→379,363）

○諸収入 193,315 740 194,055

・未熟児養育医療国庫負担金過年度分追加交付金9（皆
増）

・未熟児養育医療県費負担金過年度分追加交付金4（皆
増）

・障害児通所給付費国庫負担金過年度分追加交付金267
（皆増）

・障害児通所給付費県費負担金過年度分追加交付金133
（皆増）

・障害者医療費県費負担金過年度分追加交付金2（皆増）

・災害対策費用保険金100（1→101）

・医療費第三者納付金100（皆増）

・住宅防火施設整備補助金125（皆増）



補正額 主管課 予算書

4,692 総務課 P16

200 総務課 P16

6,129 税務課 P16

8 まちづくり課 P17

164 健康福祉課 P18

12 健康福祉課 P18

6,264 健康福祉課 P19

117 健康福祉課 P19

2,634 健康福祉課 P19

△ 123,141 住民環境課 P20

80,183 住民環境課 P20

4 健康福祉課 P20

3,001 健康福祉課 P20

13,051 住民環境課 P20

115 くわこば保育園 P21

756 健康福祉課 P21

4,115 住民環境課 P21

615 住民環境課 P22

2,003 住民環境課 P22

2,507 農林課 P22

125 農林課 P23

2,211 建設課 P23

1,273 農林課 P23

570 建設課 P24

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

農業水路等
長寿命化・防災減災事業

県営古木場ダム修繕工事負担金2,211（3,608→5,819）
【財源内訳】地方債1,100、一般財源1,111

林業総務管理事業
支障木伐採委託711（1,017→1,728）、町有林伐採委託562（1,183
→1,745）
【財源内訳】一般財源1,273

林道管理事業
普通旅費5（5→10）、消耗品費15（20→35）、林道草払い等維持
管理委託550（1,000→1,550）
【財源内訳】一般財源570

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125（62,440→62,565）
【財源内訳】県支出金94、一般財源31

クリーンパーク等
修繕事業

施設修繕費2,003（6,991→8,994）
【財源内訳】一般財源2,003

有害鳥獣対策事業
有害鳥獣被害防止対策事業補助金2,507（3,521→6,028）
【財源内訳】県支出金2,506、一般財源1

健康診査事業
健康管理システムプログラム修正委託料756（220→976）
【財源内訳】一般財源756

環境衛生総務事業
有田町災害廃棄物処理計画委託料4,115（皆増）
【財源内訳】県支出金△53、一般財源4,168

リサイクルプラザ
運営事業

再生処理委託料162（938→1,100）、擁壁工事357（皆増）、インパ
クトドライバ購入費74（皆増）、重量税22（40→62）
【財源内訳】一般財源615

高齢者と幼児の
コミュニティハウス
建設事業

子育て支援事業謝金50（皆増）、就労支援事業謝金50（皆増）、
子育て介護支援サポーター研修謝金50（皆増）、消耗品費50（皆
増）、建築実施設計委託料12,851（皆増）
【財源内訳】国庫支出金3,790、繰入金△267、地方債8,900、一般
財源628

くわこば保育園事業
備品修繕費100（200→300）、冷蔵庫購入費△3（277→274）、生
ごみ処理機購入費△4（69→65）、ベビーラック購入費22（皆増）
【財源内訳】繰入金△5、一般財源120

未熟児養育医療
給付事業

未熟児養育医療レセプト審査委託料1（1→2）、未熟児医療給付
費3,000（1,800→4,800）
【財源内訳】国庫支出金1,276、県支出金638、負担金448、一般
財源639

私立保育園支援事業
保育所入所委託費△123,141（272,550→149,409）
【財源内訳】一般財源△123,141

施設型給付費等事業
施設型給付費等負担金80,183（215,793→295,976）
【財源内訳】一般財源80,183

子どもの医療費助成事業
第三者行為求償事務委託料4（皆増）
【財源内訳】県支出金△100、諸収入100、一般財源4

国民健康保険事業
子どもの医療費助成繰出金117（1,000→1,117）
【財源内訳】県支出金58、一般財源59

介護保険事業

過年度分介護保険低所得利用者助成事業返還金67（皆増）、地
域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）91（10,055→
10,146）、事務費繰出金2,476（25,393→27,869）
【財源内訳】一般財源2,634

障害福祉サービス事業
国庫負担金過年度分返還金4,176（皆増）、県費負担金過年度分
返還金2,088（皆増）
【財源内訳】一般財源6,264

障害者福祉総務事業
国庫負担金過年度分返還金164（皆増）
【財源内訳】県支出金△16、一般財源180

地域生活支援事業

緊急受入対応委託料△38（皆減）、地域生活支援拠点整備業務
委託料70（皆増）、拠点（空床確保）負担金△207（皆減）、福祉
ホーム事業費補助金187（1,080→1,267）
【財源内訳】国庫支出金3、県支出金1、一般財源8

経済センサス事業
（基礎調査）

消耗品費8（4→12）
【財源内訳】県支出金8

防災行政無線管理事業
スピーカー増設移設工事費4,692（皆増）
【財源内訳】一般財源4,692

防災備蓄品事業
クリーニング代200（皆増）
【財源内訳】諸収入100、一般財源100

賦課徴収事業
前納報奨金47（9,400→9,447）、町税過納還付金6,082（6,000→
12,082）
【財源内訳】一般財源6,129



補正額 主管課 予算書

1,507 商工観光課 P24

4,537 商工観光課 P25

836 商工観光課 P25

600 商工観光課 P25

1,528 建設課 P26

18,905 建設課 P26

5,333 建設課 P27

△ 68,050 建設課 P27

1,722 建設課 P27

66,229 建設課 P27

1,200 建設課 P28

3,252 建設課 P28

3,334 建設課 P28

600 消防署 P29

99 学校教育課 P30

42,958 住民環境課 P30

3,191 有田中部小学校 P31

12,510 大山小学校 P31

1,328 学校教育課 P31

581 曲川小学校 P31

1,626 学校教育課 P32

1,336 生涯学習課 P32

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

子ども教室事業

講師謝金1,231（180→1,411）、指導員研修旅費2（9→11）、消耗
品費95（30→125）、郵便切手代7（10→17）、子ども教室保険料振
込手数料1（皆増）
【財源内訳】県支出金614、一般財源722

中学校総務管理事業
臨時雇用社会保険料240（1,878→2,118）、臨時雇用賃金1,386
（11,051→12,437）
【財源内訳】一般財源1,626

曲川小学校
教育振興事業

オージオメーター購入費149（皆増）、滅菌器購入費432（皆増）
【財源内訳】一般財源581

有田中部小学校
施設管理事業

通路設置工事3,191（皆増）
【財源内訳】繰入金3,191

大山小学校
施設管理事業

ブロック塀撤去改修工事12,510（皆増）
【財源内訳】繰入金12,510

小学校総務管理事業
臨時雇用社会保険料320（4,824→5,144）、臨時雇用賃金1,008
（28,055→29,063）
【財源内訳】一般財源1,328

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

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42,958（80,850→
123,808）
【財源内訳】一般財源42,958

消防水利整備事業
消火栓工事負担金600（300→900）
【財源内訳】一般財源600

公園管理事業

公園除草委託料150（2,005→2,155）、公園樹木管理委託料△200
（1,219→1,019）、公園修繕工事2,275（253→2,528）、公園設備撤
去工事87（141→228）、公園排水工事940（皆増）
【財源内訳】一般財源3,252

住宅管理事業
確認申請作成システム使用料2,916（皆増）、東園住宅共同階段
手すり設置工事418（皆増）
【財源内訳】諸収入125、一般財源3,209

社会資本整備総合交付
金事業（南原三領石線ほ
か橋梁保全工事）

測量委託料△15,000（42,050→27,050）、工事請負費81,229（皆
増）
【財源内訳】国庫支出金38,580、地方債26,400、一般財源1,249

河川総務管理事業
町単河川修繕工事1,200（350→1,550）
【財源内訳】一般財源1,200

社会資本整備総合交付
金事業（橋梁保全工事）

測量委託料△6,050（皆減）、工事請負費△62,000（87,050→
25,050）
【財源内訳】国庫支出金△39,643、地方債△26,900、一般財源△
1,507

社会資本整備総合交付
金事業（橋梁点検）

測量委託料1,722（10,947→12,669）
【財源内訳】国庫支出金1,062、一般財源660

道路橋梁維持事業

町道補修及び除草作業委託料950（5,000→5,950）、町道修繕工
事17,776（12,000→29,776）、町道補修原材料費379（191→570）、
地区支給原材料費△200（360→160）
【財源内訳】一般財源18,905

道路橋梁新設改良事業
調査委託料2,200（890→3,090）、町道改良工事3,133（13,960→
17,093）
【財源内訳】一般財源5,333

観光協会事業
食と器による観光まちづくり事業補助金600（7,350→7,950）
【財源内訳】繰入金600

土木総務管理事業

普通旅費51（26→77）、道路改良潰地測量委託料1,480（1,500→
2,980）、照明器具等購入費△15（218→203）、グラインダー購入
費12（皆増）
【財源内訳】一般財源1,528

観光振興事業

施設修繕費1,340（744→2,084）、ＳＡＧＡ ＳＡＮＴＡ ＳＵＭＭＩＴ
2018委託料700（皆増）、旧有田商工会議所前水タンク撤去工事
197（皆増）、陶板作成設置補助金2,300（皆増）
【財源内訳】繰入金2,300、一般財源2,237

体験工房「ろくろ座」事業
施設修繕費836（50→886）
【財源内訳】一般財源836

国際交流総務管理事業
記念品代100（20→120）、特別旅費1,307（皆増）、筆耕翻訳料100
（57→157）
【財源内訳】一般財源1,507



補正額 主管課 予算書

812 文化財課 P33

1,794 文化財課 P34

1,658 生涯学習課 P34

1,523 生涯学習課 P34

3,648 生涯学習課 P34

70,700 建設課 P35

9,000 建設課 P35

2,075 建設課 P35

10,000 建設課 P35

△ 14,593 財政課 P36長期債利子償還金
長期債利子償還金△14,593（104,055→89,462）
【財源内訳】一般財源△14,593

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

＜新規＞
農林地崩壊防止事業

工事請負費9,000（皆増）
【財源内訳】県支出金4,500、分担金2,250、一般財源2,250

＜新規＞
町単独林道災害復旧費

林道災害復旧業務委託料443（皆増）、町単独林道災害復旧工事
費1,632（皆増）
【財源内訳】一般財源2,075

町単独災害復旧事業
町単独災害復旧工事費10,000（1,000→11,000）
【財源内訳】地方債11,000、一般財源△1,000

体育センター
施設管理事業

浄化槽配管補修工事1,523（皆増）
【財源内訳】一般財源1,523

中央運動公園
施設管理事業

確認申請・完了検査手数料30（皆増）、倉庫新築工事3,618（皆
増）
【財源内訳】繰入金3,618、一般財源30

農地農業用施設
災害復旧事業

測量委託料500（500→1,000）、工事請負費70,200（1,000→
71,200）
【財源内訳】県支出金56,160、分担金7,020、地方債6,400、一般財
源1,120

有田異人館事業
塀撤去新設工事1,794（皆増）
【財源内訳】一般財源1,794

体育施設総務管理事業
施設修繕費400（1,000→1,400）、白磁ヶ丘公園洋式トイレ設置工
事1,258（皆増）
【財源内訳】一般財源1,658

有田町歴史民俗資料館
事業

施設修繕費812（1,388→2,200）
【財源内訳】一般財源812


