
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

○地方譲与税 83,000 2,400 85,400

○分担金及び負担金
56,820 △ 700 56,120

○国庫支出金 1,184,750 43,088 1,227,838

○県支出金 822,982 38,647 861,629

増減率

193,765 10,985,765 10,338,120 647,645 6.3

・森林環境譲与税 2,400（皆増）

・地域農業水利施設ストックマネジメント事業負担金
△700（1,400→700）

・低所得者保険料軽減負担金 5,423（1,329→6,752）

・児童福祉費負担金 1,861（345,883→347,744）

・プレミアム付商品券事業費補助金 25,000（皆増）

・プレミアム付商品券事務費補助金（平成30年度分）
2,030（皆増）

１　歳入歳出予算

　令和元年度一般会計補正予算（第１号）は、山の未来につなげる移動手段の実証事業、町イチ村イチ事業、プレミアム付商品
券事業、プレミアム付商品券事業（非課税世帯分）、プレミアム付商品券事業（子育て世帯）、幼児教育無償化実施円滑化事
業、幼児教育無償化システム改修等事業、地域子ども子育て支援事業（子育て支援拠点事業）、ひとり親家庭等実態調査事
業、森林環境譲与税基金、森林経営管理制度事業、有田焼未来プロジェクト事業、町営住宅等長寿命化事業、消防団員確保
対策事業、小中連携学力向上推進地域指定事業を新たに追加しています。史跡等買上事業、歴史と文化の森公園管理事業、
農山漁村地域整備交付金事業、介護保険事業などを増額、社会資本整備総合交付金事業、街路調査事業、定住促進住宅管
理事業などを減額しています。
　その財源については、国庫支出金、県支出金、繰入金、地方債などで措置しています。
　補正額は1億9,376万5千円の増額で、補正後の予算額は109億8,576万5千円となり、前年同期に比べ6.3％の増となります。

（単位：千円）

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

令 和 元 年 6 月 4 日
有 田 町

令和元年度一般会計補正予算（第１号）の概要

(単位：千円、％）

６月補正額
令和元年度

６月補正後の予算額
平成３０年度

６月補正後の予算額

対前年度比較

増減額

・児童福祉費負担金 802（147,299→148,101）

・佐賀県くらしのモビリティ確保推進事業費補助金
5,580（皆増）

・地方創生推進交付金（移住タイプ） 450（皆増）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金
（子育て支援課） 545（11,705→12,250）

・保育対策総合支援事業費補助金 810（2,012→2,822）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金
（無償化事務費） 3,443（皆増）

・プレミアム付商品券事務費補助金（平成31年度分）
9,844（皆増）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
545（20,347→20,892）

・保育対策総合支援事業費補助金 250（皆増）

・社会資本整備総合交付金 △53,865（214,267→160,402）

・史跡等買上事業補助金 52,000（皆増）

・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 2,712（664→3,376）

・地域医療介護総合確保基金事業補助金 7,262（78,400→
85,662）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金
（無償化システム改修費） 8,360（皆増）

・農山漁村地域整備交付金 7,373（16,823→24,196）



（補正前） （補正額） （補正後）

○財産収入 33,186 551 33,737

○繰入金 982,041 71,117 1,053,158

○諸収入 181,425 6,462 187,887

○町債 1,135,800 32,200 1,168,000

合併特例債
786,900 △ 49,400 737,500

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

・経済センサス委託金（基礎調査） △61（450→389）

・ひとり親家庭等実態調査委託費 38（皆増）

・小中連携学力向上推進地域指定事業委託金 450（皆増）

・建物貸付収入（まちづくり課） 528（皆増）

・土地貸付収入（まちづくり課・駐車場） 22（皆増）

・森林環境譲与税基金利子 1（皆増）

・放課後等補充学習支援事業補助金 △11（358→347）

・史跡等買上事業補助金 796（皆増）

・消防団員確保対策補助金 104（皆増）

・工業統計調査委託金 △6（432→426）

・消防団格納庫整備事業（緊急防災・減災事業債）
11,600（皆増）

・炎の博記念堂大規模改修事業（緊急防災・減災事業債）
70,000（4,400→74,400）

・農山漁村地域整備交付金事業（合併特例債）
8,000（18,100→26,100）

・町道改良事業（合併特例債）
△46,400（166,000→119,600）

・消防団格納庫整備事業（合併特例債） △11,000（皆減）

・有田焼創業４００年祭基金繰入金 6,000（5,862→11,862）

・財政調整基金繰入金 58,195（295,000→353,195）

・森林環境譲与税基金繰入金 2,288（皆増）

・全国町村会イベント助成金 350（皆増）

・医療費精算金（現年度分） 200（皆増）

・コミュニティ事業助成金 4,800（皆増）

・過年度分多面的機能支払交付金返還金 1,112（皆増）

・ふるさと応援基金繰入金 4,634（635,170→639,804）



３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

0 総務課 P14

4,800 まちづくり課 P14

600 まちづくり課 P14

6,200 まちづくり課 P14

702 財政課 P15

501 総務課 P15

△ 6 まちづくり課 P15

△ 61 まちづくり課 P16

19,036 健康福祉課 P16

6,744 健康福祉課 P17

3,489 子育て支援課 P17

27 子育て支援課 P17

1,608 子育て支援課 P18

491 子育て支援課 P18

1,455 子育て支援課 P18

3,443 子育て支援課 P18

8,360 子育て支援課 P19

定住促進事業
移住支援金600（皆増）
【財源内訳】県支出金450、一般財源150

＜新規＞
山の未来につなげる
移動手段の実証事業

臨時雇用賃金64（皆増）、研修旅費120（皆増）、印刷製本費184
（皆増）、運行委託料3,497（皆増）、標識・ラッピング作成委託料
795（皆増）、ＡＩシステム導入委託料550（皆増）、ＡＩシステム使用
料990（皆増）
【財源内訳】県支出金5,580、一般財源620

情報一般管理事業
研修旅費140(212→352)、光回線修繕工事562(皆増)
【財源内訳】一般財源702

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

総務管理事業

臨時職員社会保険料276（1,866→2,142）、臨時雇用賃金1,562
（皆増）、アウトソーシング委託料（庁舎・窓口業務等）△1,838
（19,606→17,768）
【財源内訳】財源変更なし

企画一般管理事業
一般コミュニティ助成事業補助金4,800（皆増）
【財源内訳】諸収入4,800

介護保険事業

地域医療介護総合確保基金事業補助金7,262（78,400→
85,662）、地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）
928(9,983→10,911)、低所得者保険料軽減繰出金10,846(2,659→
13,505)
【財源内訳】国庫支出金5,423、県支出金9,974、一般財源3,639

＜新規＞
プレミアム付商品券事業
（非課税世帯分）

臨時雇用社会保険料189(皆増)、臨時雇用賃金1,268(皆増)、普
通旅費2(皆増)、通勤旅費18(皆増)、消耗品費58(皆増)、郵便切
手代2,560(皆増)、振込手数料1(皆増)、システム改修委託料
2,074(皆増)、プレミアム付商品券事業アウトソーシング委託料
273(皆増)、受付用パソコン借上料301(皆増)
【財源内訳】国庫支出金6,744

地域型給付費等事業
地域型給付費等負担金3,489(1,911→5,400)
【財源内訳】国庫支出金1,861、県支出金802、一般財源826

＜新規＞
町イチ村イチ事業

協力者謝金10(皆増)、特別旅費368(皆増)、消耗品費30(皆増)、
郵便切手代60(皆増)、クリーニング代10(皆増)、動産保険料1(皆
増)、器具使用料15(皆増)、有料道路通行料3(皆増)、駐車場使用
料4(皆増)
【財源内訳】諸収入350、一般財源151

工業統計調査事業
工業統計調査員報酬△10(370→360)、工業統計指導員報酬△
2(39→37)、時間外勤務手当△5(皆減)、消耗品費11(13→24)
【財源内訳】県支出金△6

経済センサス事業
（基礎調査）

経済センサス調査員報酬△7(320→313)、経済センサス指導員報
酬△80(皆減)、消耗品費32(28→60)、食糧費△2(4→2)、郵便切
手代△4(5→1)
【財源内訳】県支出金△61

高齢者と幼児の
コミュニティハウス
建設事業

愛称選定作品謝礼10(皆増)、消耗品費200(皆増)、多世代交流セ
ンターパンフレット印刷41(皆増)、子育て支援備品購入費△
4,000(皆減)、高齢福祉関連備品購入費4,240(皆増)
【財源内訳】国庫支出金△1,333、県支出金△1,333、繰入金
4,240、一般財源△1,083

保育対策総合支援事業
保育体制強化事業費補助金1,080(皆増)、事故防止推進事業費
補助金375(皆増)
【財源内訳】国庫支出金250、県支出金810、一般財源395

＜新規＞
幼児教育無償化
実施円滑化事業

一般職時間外勤務手当928(皆増)、臨時雇用社会保険料168(皆
増)、臨時雇用賃金1,037(皆増)、普通旅費7(皆増)、消耗品費
500(皆増)、郵便切手代197(皆増)、ＴＡＳＫ端末等賃借料106(皆
増)、事務用備品購入費500(皆増)
【財源内訳】国庫支出金3,443

放課後児童クラブ事業
中部小放課後児童クラブ周辺除草委託料27(皆増)
【財源内訳】国庫支出金9、県支出金9、一般財源9

放課後児童
健全育成事業

放課後児童健全育成事業費補助金1,608(7,747→9,355)
【財源内訳】国庫支出金536、県支出金536、一般財源536

＜新規＞
幼児教育無償化
システム改修等事業

子ども子育て支援システム改修委託料8,360(皆増)
【財源内訳】県支出金8,360



補正額 主管課 予算書

4,000 子育て支援課 P19

1,066 子育て支援課 P19

39 子育て支援課 P20

35 くわこば保育園 P20

625 健康福祉課 P21

1,534 建設課 P22

837 農林課 P22

500 建設課 P23

0 建設課 P23

1,135 農林課 P23

15,800 建設課 P23

1,009 建設課 P23

2,401 農林課 P23

2,288 農林課 P24

6,000 商工観光課 P24

29,064 商工観光課 P24

834 農林課 P25

3,600 建設課 P26

△ 15,370 建設課 P26

△ 300 建設課 P26

4,930 建設課 P26

△ 27,930 建設課 P26

△ 22,317 建設課 P27

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

農業総務管理事業
普通旅費34(14→48)、農道台帳整備委託料1,500(2,000→3,500)
【財源内訳】一般財源1,534

健康診査事業
健康管理システムプログラム修正委託料625(皆増)
【財源内訳】一般財源625

＜新規＞
ひとり親家庭等
実態調査事業

臨時雇用賃金32(皆増)、消耗品費7(皆増)
【財源内訳】県支出金38、一般財源1

くわこば保育園事業
教材費（給付対象事業分）30(皆増)、計量器検査手数料5(皆増)
【財源内訳】国庫支出金10、県支出金10、一般財源15

＜新規＞
地域子ども子育て
支援事業
（子育て支援拠点事業）

子育て支援事業備品購入費4,000(皆増)
【財源内訳】国庫支出金1,333、県支出金1,333、一般財源1,334

＜新規＞
プレミアム付商品券事業
（子育て世帯）

臨時雇用社会保険料105(皆増)、臨時雇用賃金672(皆増)、消耗
品費100(皆増)、郵便切手代189(皆増)
【財源内訳】国庫支出金1,066

地域農業水利施設
ストックマネジメント事業

調査委託料1,500(6,000→7,500)、工事請負費△1,500(11,200→
9,700)
【財源内訳】分担金△700、一般財源700

林業総務管理事業
町有林施業委託67(338→405)、支障木伐採委託1,068(639→
1,707)
【財源内訳】一般財源1,135

農山漁村地域整備
交付金事業

林道橋梁補修工事15,800(30,500→46,300)
【財源内訳】県支出金7,373、地方債8,000、一般財源427

多面的機能支払
交付金事業

過年度分多面的機能支払交付金返還金837(皆増)
【財源内訳】諸収入834、一般財源3

農道及び農業用
用排水路整備事業

農道及び農業用用排水路整備事業補助金500(630→1,130)
【財源内訳】一般財源500

竜門施設管理事業
施設修繕費834(323→1,157)
【財源内訳】一般財源834

＜新規＞
プレミアム付商品券事業

プレミアム付商品券事務委託料4,064(皆増)、プレミアム付商品券
事業費補助金25,000(皆増)
【財源内訳】国庫支出金29,064

＜新規＞
有田焼未来
プロジェクト事業

有田焼未来プロジェクト事業補助金6,000(皆増)
【財源内訳】繰入金6,000

林道管理事業
林道草払い等維持管理委託1,009(600→1,609)
【財源内訳】一般財源1,009

＜新規＞
森林環境譲与税基金

森林環境譲与税基金積立金2,400(皆増)、森林環境譲与税基金
利子1(皆増)
【財源内訳】財産収入1、一般財源2,400

＜新規＞
森林経営管理制度事業

森林適不適分類調査業務委託料2,288(皆増)
【財源内訳】繰入金2,288

測量委託料△5,000(65,020→60,020)、道路用地購入費△
17,930(40,050→22,120)、道路改良補償費△5,000(45,050→
40,050)
【財源内訳】国庫支出金△14,803、地方債△12,400、一般財源△
727

社会資本整備総合交付
金事業（井手平８号線）

工事請負費△22,317(47,780→25,463)
【財源内訳】国庫支出金△11,827、地方債△9,900、一般財源△
590

道路橋梁維持事業
町道修繕工事3,500(12,000→15,500)、地区支給原材料費
100(360→460)
【財源内訳】一般財源3,600

社会資本整備総合交付
金事業(道路防災 小溝原
穂波ノ尾線他6路線)

調査委託料△16,000(30,050→14,050)、工事請負費630(37,100→
37,730)
【財源内訳】国庫支出金△8,147、地方債△6,900、一般財源△
323

社会資本整備総合交付
金事業
（道路ストック点検）

調査委託料△300(1,520→1,220)
【財源内訳】国庫支出金△159、一般財源△141

道路橋梁新設改良事業
調査委託料1,150(400→1,550)、町道改良工事2,300(6,000→
8,300)、町単独分道路用地購入費1,480(1,300→2,780)
【財源内訳】一般財源4,930

社会資本整備総合交付
金事業（南原原宿線
道路改良事業）



補正額 主管課 予算書

△ 32,468 建設課 P27

20 建設課 P27

700 建設課 P27

△ 4,500 建設課 P28

724 建設課 P28

△ 1,216 建設課 P29

4,180 建設課 P29

584 消防署 P29

68 消防署 P29

213 消防署 P29

△ 18 学校教育課 P30

455 学校教育課 P30

1,466 有田中部小学校 P31

1,209 曲川小学校 P31

69,946 生涯学習課 P32

82,131 文化財課 P32

394 生涯学習課 P33

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

史跡等買上事業
消耗品費10(皆増)、家屋補償再算定業務委託料1,610(皆増)、土
地購入費3,719(皆増)、家屋移転補償金76,792(皆増)
【財源内訳】国庫支出金52,000、県支出金796、一般財源29,335

体育協会事業
町体育協会補助金394(5,416→5,810)
【財源内訳】繰入金394

歴史と文化の森公園
管理事業

炎の博記念堂空調関連設備更新工事監理業務委託料976(皆
増)、炎の博記念堂空調熱源機器更新工事52,470(皆増)、炎の博
記念堂自動制御中央監視盤更新工事16,500(皆増)
【財源内訳】地方債70,000、一般財源△54

曲川小学校
施設管理事業

ブランコ修繕531(皆増)、相談室改修工事473(皆増)、アスベスト
飛散防止工事205(皆増)
【財源内訳】一般財源1,209

放課後等補充学習
支援事業

放課後等補充学習支援事業委託料△18(702→684)
【財源内訳】県支出金△11、一般財源△7

＜新規＞
小中連携学力向上推進
地域指定事業

普通旅費190(皆増)、消耗品費167(皆増)、図書購入費80(皆増)、
印刷製本費18(皆増)
【財源内訳】県支出金450、一般財源5

有田中部小学校
施設管理事業

施設修繕費1,316(300→1,616)、裏門車止め設置工事150(皆増)
【財源内訳】一般財源1,466

＜新規＞
消防団員確保対策事業

消防団広報誌98(皆増)、消防団員募集ポスター65(皆増)、有田町
コミュニティバス消防団員募集広報44(皆増)、有田町コミュニティ
バスシート広報張替作業委託料6(皆増)
【財源内訳】県支出金104、一般財源109

消防水利整備事業
防火水槽設置場所舗装工事584(皆増)
【財源内訳】一般財源584

消防団格納庫整備事業
給水装置工事竣工検査手数料5(皆増)、給水加入金63(皆増)
【財源内訳】地方債600、一般財源△532

定住促進住宅管理事業

定住促進住宅等修繕基金積立金△1,766(18,840→17,074)、建物
貸付収入（まちづくり課）積立金528(皆増)、土地貸付収入（まちづ
くり課・駐車場）積立金22(皆増)
【財源内訳】使用料△1,766、財産収入550

＜新規＞
町営住宅等
長寿命化事業

町営住宅等長寿命化計画策定業務委託料4,180(皆増)
【財源内訳】使用料4,180

街路調査事業
電柱地中化街路調査負担金△4,500(13,050→8,550)
【財源内訳】地方債△4,200、一般財源△300

公園管理事業
消耗品費8(20→28)、公園除草委託料50(2,005→2,055)、公園樹
木管理委託料400(200→600)、公園修繕工事266(726→992)
【財源内訳】一般財源724

社会資本整備総合交付
金事業（南原三領石線
ほか10路線）

調査委託料△6,000(20,050→14,050)、工事請負費△
26,468(59,646→33,178)
【財源内訳】国庫支出金△18,929、地方債△13,000、一般財源△
539

社会資本整備総合交付
金事業（効果促進事業
泉山25号線）

調査委託料7,020(皆増)、橋梁調査負担金△7,000(10,000→
3,000)
【財源内訳】一般財源20

河川総務管理事業
町単河川修繕工事700(300→1,000)
【財源内訳】一般財源700


