
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

357,000 △ 8,161 348,839

3,679,075 △ 8,800 3,670,275

平 成 29 年 3 月 7 日
有 田 町

平成２８年度一般会計補正予算（第５号）の概要

(単位：千円、％）

３月補正額
平成２８年度

３月補正後の予算額
平成２７年度

３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２８年度一般会計補正予算（第５号）は、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、子どもの医療費助成事業などを増
額、参議院議員通常選挙事業、臨時福祉給付金事業、伊万里・有田地区衛生組合事業、有田焼創業400年事業などを減額し
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。
　また、基金については、財政調整基金積立金、有田町地域振興基金積立金を増額計上しています。
　今回の補正額は1億9,538万5千円の減額で、補正後の予算額は122億1,479万5千円となり、前年同期に比べ13.6％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

△ 195,385 12,214,795 10,750,314 1,464,481 13.6%

・保育料（現年分） △2,128(76,328→74,200)

・一時保育事業（現年分） △740(1,037→297)

・緊急通報システム利用者負担金 △89(253→164)

・放課後児童教室負担金 △437(10,440→10,003)

・大腸がん検診負担金 46(259→305)

・胃がん検診負担金 △16(388→372)

○地方消費税交付金 ・地方消費税交付金 △8,161(357,000→348,839)

○地方交付税 ・特別交付税 △8,800(396,000→387,200)

○分担金及び負担金 113,420 △ 7,379 106,041

・定住促進住宅共益費 △15(480→465)

・農業災害復旧事業負担金 △4,097(6,480→2,383)

・子宮がん検診負担金 56(177→233)

・前立腺がん検診負担金 8(184→192)

・骨粗鬆症検診負担金 32(260→292)

・肺がん検診負担金 15(201→216)

・乳がん検診負担金 △14(325→311)



○使用料及び手数料 161,961 754 162,715

・庁舎会議室使用料 12(1→13)

・定住促進住宅家賃 △1,061(21,600→20,539)

・定住促進住宅駐車場使用料 11(1,704→1,715)

・生涯学習センター冷暖房使用料 100(400→500)

・文化体育館使用料 △128(284→156)

・赤坂球場使用料 △158(285→127)

・武道場使用料 △22(45→23)

・行政財産目的外使用料 △165(1,075→910)

・体験工房「ろくろ座」体験料 △200(2,175→1,975)

・小路庵使用料 36(3→39)

・道路占用料（現年分） △200(2,000→1,800)

・法定外公共物（里道）占用料 80(180→260)

・町営住宅使用料（現年分） 460(14,169→14,629)

・中部小体育館使用料 △34(126→92)

・有田中体育館使用料 37(101→138)

・体育センター使用料 △10(404→394)

・夜間照明施設使用料 △23(128→105)

・中央運動公園使用料 28(17→45)

・有田町歴史民俗資料館（東館）入館料 50(150→200)

・ひらき球場使用料 △53(96→43)

・赤坂体育館使用料 △26(131→105)

・泉山体育館使用料 △44(251→207)

・円山運動広場使用料 △25(34→9)

・円山白磁ヶ丘テニスコート使用料 △16(48→32)

・有田小体育館使用料 △21(22→1)

・通知カード再発行手数料 29(5→34)

・廃棄物搬入手数料 300(1,440→1,740)

・廃棄物収集手数料 1,800(21,554→23,354)

・定住促進住宅家賃等督促手数料 △3(6→3)

○国庫支出金 1,277,800 10,131 1,287,931

・児童福祉費負担金 △4,823(220,545→215,722)

・児童手当費負担金 △4,198(238,899→234,701)

・個人番号カード交付事務費補助金 100(皆増)

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課） △
1,118(8,285→7,167)

・障害者地域生活支援事業補助金 182(3,057→3,239)

・臨時福祉給付金給付事業費補助金 △8,800(24,900→
16,100)
・臨時福祉給付金給付事務費補助金 △2,577(7,904→
5,327)
・経済対策分臨時福祉給付金給付事業費補助金 △
3,000(75,000→72,000)

・更生医療負担金 △168(12,654→12,486)

・療養介護医療費負担金 168(1,662→1,830)

・低所得者保険料軽減負担金 11(1,417→1,428)

・育成医療負担金 △139(418→279)

・有田小学校改築事業負担金 5,907(11,006→16,913)

・個人番号カード交付事業費補助金 △29(4,981→4,952)

・経済対策分臨時福祉給付金給付事務費補助金 △
935(6,734→5,799)
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（生涯学習課）
219(7,750→7,969)
・学校施設環境改善交付金（有田小学校改築事業）
29,841(220,213→250,054)
・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 △30(5,070→
5,040)

・有田異人館蔵復原事業補助金 △480(7,500→7,020)



・児童手当費負担金 △678(52,549→51,871)

・更生医療負担金 △84(6,327→6,243)

・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 401(57,835→
58,236)

・療養介護医療費負担金 84(831→915)

・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 6(708→714)

・育成医療負担金 △75(209→134)

・児童福祉費負担金 △2,412(123,129→120,717)

・直接支払推進事業費補助金 △354(2,930→2,576)

・さがの園芸農業者育成対策事業補助金 △2,290(10,526
→8,236)

・障害者地域生活支援事業補助金 91(1,528→1,619)

・子どもの医療費助成事業補助金 1,737(13,580→15,317)

・民生委員推薦会費補助金 21(皆増)

・地域共生ステーション防犯対策整備事業補助金 △
300(皆減)

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金（生涯学習課）
219(7,750→7,969)

・佐賀県学校･家庭・地域協力推進事業費補助金 △
22(158→136)

・さが未来スイッチ交付金 △3,373(4,000→627)

・消費者行政活性化基金事業交付金 △50(1,417→1,367)

・佐賀県商店街再活性化推進事業費補助金 △47(1,000
→953)

・佐賀県遺家族等援護事務市町交付金 △1(46→45)

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課） △
1,118(8,285→7,167)

・介護保険低所得者利用者助成事業費補助金 △38(150
→112)

・原子力防災のてびき配布事務委託金 36(皆増)

・参議院議員通常選挙委託金 △9,127(19,154→10,027)

・佐賀県統計調査員確保対策事業委託料 5(20→25)

・工業統計調査委託金 △1(8→7)

○財産収入 35,788 △ 1,616 34,172

・土地貸付収入 163(11,508→11,671)

・有田ケーブルネットワーク配当金  △11(22→11)

○県支出金 776,289 △ 22,289 754,000

・農業経営力向上支援事業費補助金 △1,600(2,000→
400)

・施設園芸等被害対策事業補助金 △1,369(4,844→3,475)

・集落営農組織法人化推進事業補助金 △627(1,400→
773)

・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 1,206(608→
1,814)

・有田異人館蔵復原事業補助金 △37(900→863)

・農業災害復旧費補助金 △2,416(51,844→49,428)

・がん検診推進事業補助金 △29(皆減)

・農業委員会交付金 195(1,517→1,712)

・機構集積支援事業補助金 △107(492→385)

・死亡獣畜処理対策事業補助金 △135(210→75)

・土地売払収入 △2,919(6,633→3,714)

・土地売払収入 1,151(1→1,152)

○寄附金 801,101 6,143 807,244

・一般寄附金 43(1→44)

・商工費寄付金 100(皆増)

・総務費寄付金 6,000（皆増）



1,894,099 △ 35,500 1,858,599

・有田焼創業４００年祭基金繰入金 △54,695(225,833→
171,138)

・黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金 3,000(1,702→
4,702)

・消防団員退職報償金 1,378(11,213→12,591)

・切抜き等入札資料代 △23(25→2)

・オータムジャンボ宝くじ収益金交付金 △4(4,700→4,696)

・光熱水費実費弁償(財政課） 30(170→200)

・サマージャンボ宝くじ収益金交付金 △802(4,600→3,798)

・水道実費使用料 △1(6→5)

・国民健康保険特別会計繰入金 △200(1,000→800)

○諸収入 224,735 △ 695 224,040

・歳計現金預金利子 △430(1,000→570)

・過年度分公務災害補償基金返戻金 21(1→22)

・コピー代(総務課） 70(100→170)

・広報宅急便送付手数料 4(15→19)

・広報等広告掲載料 △299(655→356)

○繰入金 855,382 △ 127,973 727,409

・ふるさと応援基金繰入金 △486(481,882→481,396)

・地域振興基金繰入金 △4,800(7,328→2,528)

・農山村活性化推進基金繰入金 △73(6,920→6,847)

・教育施設整備基金繰入金 △70,719(皆減)

・リサイクル品引取料 500(1,000→1,500)

・証紙売払代 △140(740→600)

・印紙売払代 △387(4,080→3,693)

・ろくろ作品発送手数料 △100(396→296)

・光熱水費実費弁償（小路庵） 20(10→30)

・生涯学習講座等受講料 100(100→200)

・電気実費使用料 △42(56→14)

・コミュニティバスパス等売上収入 △198(1,622→1,424)

・コミュニティバス運賃等収入 △412(2,352→1,940)

・コミュニティバス停留所標柱広告収入 △12(30→18)

・コミュニティバス車両広告収入 △18(324→306)

・入院外来診療費等患者窓口未収金（病院事業清算）
50(400→450)

・有田小学校改築事業(合併特例債） △34,300(967,700→
933,400)

・有田異人館蔵復原事業（合併特例債） △400(6,200→
5,800)

○町債

合併特例債 1,620,700 △ 35,500 1,585,200

・ちとせ空調設備改修工事事業（合併特例債） △
600(12,300→11,700)

・農山漁村地域整備交付金事業（合併特例債） △
100(20,400→20,300)

・防災基盤整備事業（合併特例債） △100(3,800→3,700)



３　歳出予算の内容

補正額 主管課 予算書

△ 592 議会事務局 P20

△ 6,060 総務課 P20

△ 1,019 総務課 P21

12,700 財政課 P21

△ 580 総務課 P22

△ 799 財政課 P23

△ 3,256 総務課 P24

166 まちづくり課 P25

6,000 まちづくり課 P26

2,000 まちづくり課 P26

△ 1,428 まちづくり課 P26

△ 6,572 財政課 P28

△ 73 まちづくり課 P29

△ 6,745 まちづくり課 P29

△ 246 総務課 P29

△ 527 住民環境課 P29

△ 1,022 総務課 P29

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

財産管理事業
消火器処分手数料 △9(皆減)、地積測量図作成業務委託料 △
780(皆減)、町有地フェンス設置工事 △10(853→843)
【財源内訳】財産収入 △48、一般財源 △751

広報公聴事業
広報印刷製本費 △100(3,539→3,439)、広報製作業務一部委託
料 △480(623→143)
【財源内訳】諸収入 △295、一般財源 △285

職員健康診断事業
職員健康診断委託料 △1,019(2,869→1,850)
【財源内訳】一般財源 △1,019

財政調整基金
財政調整基金積立金 12,700(208,237→220,937)
【財源内訳】一般財源 12,700

議会総務事業
議場音響設備システム改修工事 △592(3,724→3,132)
【財源内訳】一般財源 △592

総務管理事業

臨時職員社会保険料 △400(2,331→1,931)、臨時雇用賃金 △
1,210(皆減)、通勤旅費 △900(2,878→1,978)、アウトソーシング委
託料（庁舎・窓口業務等） △2,000(23,933→21,933)、有料道路通
行料 20(50→70)、掃除機購入費 30(皆増)、退職手当組合特例負
担金 △1,600(131,638→130,038)
【財源内訳】一般財源 △6,060

情報一般管理事業
研修旅費 △289(302→13)、機器設定委託料 △7,261(72,269→
65,008)、サーバ使用料 978(皆増)
【財源内訳】一般財源 △6,572

新有田町施行１０周年記
念事業開催事業

新有田町施行10周年記念事業実行委員会委員報酬 △45(90→
45)、新有田町施行10周年記念事業実行委員会委員費用弁償
△15(30→15)、消耗品費 △11(40→29)、チラシ・パンフレット印刷
製本費 △10(皆減)、郵便切手代 △2(3→1)、看板作成業務委託
料 △9(35→26)、会場借上料 △20(皆減)、新有田町施行１０周年
記念事業補助金 △1,316(2,500→1,184)
【財源内訳】繰入金 △1,428

定住促進事業
空き家流通促進奨励金 2,000(3,000→5,000)
【財源内訳】一般財源 2,000

コミュニティバス等運行事
業

有田町地域公共交通会議委員報酬 △30(120→90)、臨時雇用賃
金 △182(252→70)、有田町地域公共交通会議委員費用弁償 △
11(44→33)、印刷製本費 △43(409→366)、バス停標柱修繕費 △
16(74→58)、クリーニング代 △10(皆減)、路線変更関連付帯業務
委託料 △25(301→276)、デマンドタクシー運行事業費補助
483(3,934→4,417)
【財源内訳】諸収入 △640、一般財源 806

庁舎南別館管理事業

水道料 △150(180→30)、電気料 △1,700(2,766→1,066)、電話料
△900(皆減)、浄化槽検査手数料 20(皆増)、浄化槽管理委託料
△280(752→472)、清掃委託料 △100(142→42)、機械警備委託
料 △146(270→124)
【財源内訳】一般財源 △3,256

有田町地域振興基金
有田町地域振興基金積立金 6,000（皆増）
【財源内訳】寄付金 6,000

旅券発給事務事業
消耗品費 △497(4,797→4,300)、郵便切手代 △30(124→94)
【財源内訳】諸収入 △527

有田町感謝祭事業（有田
焼創業400年・合併10周
年記念）

記念品代 △307(864→557)、消耗品費 △669(1,018→349)、印刷
製本費 △5(25→20)、郵便切手代 △41(66→25)
【財源内訳】繰入金 △1,022

コミュニティ推進事業
農業まつり等実行委員会負担金 △73(2,500→2,427)
【財源内訳】繰入金 △73

地域の未来スイッチ事業

地域の未来スイッチ事業費補助（ソフト型） △2,745(4,000→
1,255)、地域の未来スイッチ事業費補助（ハード型） △4,000(皆
減)
【財源内訳】県支出金 △3,373、繰入金 △3,372

区行政委託事業
区行政委託料 △246(18,430→18,184)
【財源内訳】県支出金 36、一般財源 △282



△ 5,727 税務課 P31

△ 8,991 総務課 P31

△ 600 健康福祉課 P34

△ 912 健康福祉課 P34

△ 690 健康福祉課 P35

△ 320 健康福祉課 P35

△ 1,510 健康福祉課 P36

540 健康福祉課 P36

△ 446 健康福祉課 P36

△ 336 健康福祉課 P36

5,700 健康福祉課 P37

336 健康福祉課 P37

4,048 健康福祉課 P37

△ 5,944 健康福祉課 P37

2,941 健康福祉課 P38

賦課徴収事業

GIS保守管理委託料 △195(573→378)、Ｗｅｂ－ＧＩＳ更新業務委
託料 △5,227(12,204→6,977)、航空写真共同撮影事業委託料 △
305(2,888→2,583)
【財源内訳】一般財源 △5,727

緊急通報システム事業
緊急通報システム対応事業委託料 △230(754→524)、緊急通報
システムリース料 △90(294→204)
【財源内訳】負担金 △89、一般財源 △231

福祉保健センター事業

消耗品費 200(500→700)、水道料 △220(2,040→1,820)、電気料
△800(6,000→5,200)、ピアノ調律手数料 △13(皆減)、空調設備
点検保守委託料 △79(1,188→1,109)
【財源内訳】一般財源 △912

老人福祉センター事業
空調改修工事 △690(12,246→11,556)
【財源内訳】地方債 △600、一般財源 △90

地域共生ステーション防
犯対策整備事業

地域共生ステーション防犯対策整備事業補助金 △600(皆減)
【財源内訳】県支出金 △300、一般財源 △300

参議院議員通常選挙事
業

時間外勤務手当 △3,351(7,206→3,855)、管理職特別勤務手当
△42(100→58)、臨時雇用賃金 △169(1,170→1,001)、明推協活
動謝金 △69(皆減)、ポスター掲示場設置謝金 △10(32→22)、普
通旅費 △4(9→5)、費用弁償 △18(36→18)、消耗品費 △57(247
→190)、食糧費 △75(235→160)、印刷製本費 △69(249→180)、
郵便切手代 △154(1,078→924)、電話料 △100(皆減)、手数料
△461(1,013→552)、ポスター掲示板設置撤去等委託料 △
400(680→280)、開票所内警備委託料 △20(皆減)、選挙広報配
布委託料 △5(200→195)、会場使用料 △79(118→39)、機器物品
借上料 △511(1,170→659)、投票用紙計数機購入費 △512(800
→288)、投票箱購入費 △582(623→41)、投票箱用置台購入費
△104(皆減)、投票記載台購入費 △1,291(皆減)、記載台照明灯
購入費 △908(皆減)
【財源内訳】県支出金 △9,127、一般財源 136

更生医療給付事業
更生医療給付費 △336(25,308→24,972)
【財源内訳】国庫支出金 △168、県支出金 △84、一般財源 △84

障害福祉サービス事業
介護及び訓練等給付費 4,000(393,305→397,305)、相談支援給付
費 1,700(7,172→8,872)
【財源内訳】一般財源 5,700

療養介護医療給付事業
療養介護医療扶助費 336(3,324→3,660)
【財源内訳】国庫支出金 168、県支出金 84、一般財源 84

老人施設入所費

入所判定委員報酬 △31(56→25)、入所判定委員費用弁償 △
5(8→3)、郵便切手代 1(2→3)、老人保護措置費扶助費 △
1,475(12,175→10,700)
【財源内訳】一般財源 △1,510

障害者福祉総務事業
伊万里･有田障害者生活支援センター負担金 540(3,360→3,900)
【財源内訳】一般財源 540

地域生活支援事業
郵便切手代 △7(皆減)、有料道路通行料 △12(皆減)、移動支援
給付費 △427(827→400)
【財源内訳】国庫支出金 182、県支出金 91、一般財源 △719

後期高齢者医療事業
保険基盤安定繰出金 534(77,115→77,649)、その他繰出金
2,407(268,922→271,329)
【財源内訳】県支出金 401、一般財源 2,540

国民健康保険事業

事務費繰出金 554(9,475→10,029)、出産育児一時金繰出金 △
3,800(8,000→4,200)、財政安定化支援事業繰出金 7,097(20,000
→27,097)、子どもの医療費助成繰出金 197(1,000→1,197)
【財源内訳】県支出金 98、一般財源 3,950

介護保険事業

社会福祉法人等利用者負軽減助成 △50(200→150)、介護給付
費繰出金 △4,836(253,594→248,758)、地域支援事業繰出金(介
護予防事業） △222(2,237→2,015)、地域支援事業繰出金（包括
的支援事業・任意事業）△148(6,602→6,454)、事務費繰出金 △
711(24,040→23,329)、低所得者保険料軽減繰出金 23(2,834→
2,857)
【財源内訳】国庫支出金 11、県支出金 △32、一般財源 △5,923
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臨時福祉給付金事業

臨時雇用保険料 △141(180→39)、臨時雇用賃金 △300(1,248→
948)、普通旅費 △2(皆減)、通勤旅費 △12(18→6)、消耗品費 △
3(53→50)、郵便切手代 △1,400(3,119→1,719)、振込手数料 △
351(654→303)、システム改修委託料 △195(800→605)、臨時福
祉給付金アウトソーシング委託料 △173(1,501→1,328)、臨時福
祉給付金 △8,800(24,900→16,100)、過年度分臨時福祉給付金
12(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 △11,377、一般財源 12

経済対策分臨時福祉給
付金事業

臨時雇用保険料 60(140→200)、臨時雇用賃金 334(895→
1,229)、通勤旅費 6(14→20)、郵便切手代 △770(2,560→1,790)、
振込手数料 △151(540→389)、システム改修委託料 △195(800
→605)、臨時福祉給付金アウトソーシング委託料 △368(1,600→
1,232)、受付用パソコン賃借料 149(50→199)、臨時福祉給付金
△3,000(75,000→72,000)
【財源内訳】国庫支出金 △3,935

子どもの医療費助成事業

消耗品費 10(20→30)、郵便切手代 164(22→186)、レセプト審査
委託料 △300(1,800→1,500)、子どもの医療費助成事業扶助費
2,662(40,160→42,822)
【財源内訳】県支出金 1,639、一般財源 897

町外公立保育所委託事
業

町外公立保育所入所委託料 △2,076(2,414→338)
【財源内訳】使用料 △282、一般財源 △1,794

施設型給付費等事業
施設型給付費等負担金 △528(222,256→221,728)
【財源内訳】国庫支出金 △427、県支出金 △213、一般財源 112

地域型給付費等事業
地域型給付費等負担金 473(1,601→2,074)
【財源内訳】国庫支出金 413、県支出金 206、一般財源 △146

児童福祉総務事業

子ども・子育て会議委員報酬 △45(90→45)、社会保険料 △
180(皆減)、臨時雇用賃金 △1,102(皆減)、子ども・子育て会議委
員費用弁償 △15(30→15)、コピーカウント料 △30(60→30)、郵便
切手代 △100(710→610)、口座振替手数料 △17(39→22)、コン
ビニ収納手数料 17(39→56)
【財源内訳】一般財源 △1,472

私立保育園支援事業
保育所入所委託費 △6,001(264,236→258,235)
【財源内訳】国庫支出金 △4,809、県支出金 △2,405、使用料
407、一般財源 806

おおやま保育園事業

社会保険料 △964(2,484→1,520)、臨時雇用保育士賃金 △
742(19,742→19,000)、水道料 △230(540→310)、電気料 △
200(1,500→1,300)、燃料費 △130(480→350)、給食材料費 △
1,526(9,226→7,700)、電話料 △50(180→130)、園庭遊具点検委
託料 20(61→81)、浄化槽使用料 △104(324→220)、夏祭り機材
借上料 △15(皆減)、外灯設置工事 △100(215→115)、プレハブ
倉庫購入費 △10(510→500)
【財源内訳】一般財源 △4,051

保健衛生総務事業
臨時雇用賃金 △500(4,870→4,370)
【財源内訳】一般財源 △500

児童手当事業
児童手当扶助費 △5,000(344,000→339,000)
【財源内訳】国庫支出金 △4,198、県支出金 △678、一般財源 △
124

くわこば保育園事業

社会保険料 △358(2,208→1,850)、臨時雇用調理員賃金 65(260
→325)、臨時雇用保育士賃金 △1,120(17,867→16,747)、普通旅
費 1(30→31)、教材費（給付対象事業分） △393(400→7)、水道料
90(540→630)、燃料費 △72(454→382)、給食材料費 △
542(8,292→7,750)、コピー機リース料 2(56→58)、夏祭り機材借
上料 △8(15→7)
【財源内訳】一般財源 △2,335

障害児福祉サービス事業
障害児通所給付費 △956(14,789→13,833)、障害児相談支援給
付費 956(1,044→2,000)
【財源内訳】変更なし

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 △3,354(7,696→4,342)
【財源内訳】国庫支出金 △1,118、県支出金 △1,118、一般財源
△1,118

不妊治療支援事業
不妊治療支援事業扶助費 800(500→1,300)
【財源内訳】一般財源 800

母子健康診査事業
妊婦健康診査委託料 △3,044(17,044→14,000)
【財源内訳】一般財源 △3,044
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健康診査事業

肝疾患検診委託料 △200(524→324)、肺がん検診委託料 △
100(1,582→1,482)、胃ガン検診委託料 △200(3,301→3,101)、大
腸がん検診委託料 △200(2,954→2,754)、乳がん検診委託料 △
1,500(3,748→2,248)
【財源内訳】県支出金 △29、繰入金 △200、諸収入 127、一般財
源 △2,098

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 1,721(221,301→223,022)
【財源内訳】一般財源 1,721

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金積立金 50(427→477)
【財源内訳】諸収入 50

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 △2,966(13,255→10,289)
【財源内訳】県支出金 △2,290、一般財源 △676

農業経営力向上支援事
業

農業経営の法人化等支援事業補助金 △1,600(2,000→400)
【財源内訳】県支出金 △1,600

クリーンパーク運営事業

消耗品費 150(350→500)、電気料 △300(4,284→3,984)、検査測
定委託料 △600(2000→1,400)、西不燃物捨場盛土・法面整形工
事 △230(1,080→850)、消火器購入費 22(皆増)
【財源内訳】一般財源 △958

機構集積支援事業
職員研修会旅費 △107(150→43)
【財源内訳】県支出金 △107

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 △14,921(149,967→135,046)
【財源内訳】一般財源 △14,921

リサイクルプラザ運営事
業

水道料 70(264→334)、電気料 △1,000(7,212→6,212)、消火器購
入費 △22(皆減)
【財源内訳】手数料 300、諸収入 500、一般財源 △1,752

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 △809(6,529→5,720)、
貸付保証料 △1,659(6,798→5,139)
【財源内訳】一般財源 △2,468

有田焼創業400年祭基金
有田焼創業400年祭基金積立金 100(皆増)
【財源内訳】寄付金 100

農山漁村地域整備交付
金事業

林道橋梁補修工事 △110(40,150→40,040)
【財源内訳】地方債 △100、一般財源 △10

施設園芸等被害対策事
業

施設園芸等被害対策事業補助金 △1,958(6,673→4,715)
【財源内訳】県支出金 △1,369、一般財源 △589

集落営農組織法人化推
進事業

集落営農組織法人化推進事業補助金 △627(1,400→773)
【財源内訳】県支出金 △627

死亡獣畜処理対策事業
死亡獣畜処理対策事業補助金 △268(420→152)
【財源内訳】県支出金 △135、一般財源 △133

有田館事業
施設修繕費 △609(709→100)
【財源内訳】一般財源 △609

体験工房「ろくろ座」事業

臨時雇用賃金 △100(3,862→3,762)、電気料 △160(744→584)、
燃料費 △100(297→197)、郵便切手代 △70(396→326)、原材料
費 △100(258→158)
【財源内訳】使用料 △200、諸収入 △100、一般財源 △230

観光振興事業

唐船城駐車場トイレ清掃委託料 △96(111→15)、寄付物件警備
委託料 9(60→69)、二次交通対策業務委託料 △1,000(皆減)、有
田駅構内売店・情報発信施設改装工事 1,297(皆増)
【財源内訳】一般財源 210

有田陶器市事業
時間外勤務手当 △168(360→192)、有田陶器市400年事業拡充
補助金 △4,490(7,790→3,300)
【財源内訳】繰入金 △4,490、一般財源 △168

有田焼創業400年事業

特別旅費 △300(490→190)、有料道路通行料 20(50→70)、有田
焼創業400年事業実行委員会負担金 △47,723(167,723→
120,000)、佐賀県実行委員会負担金 △580(4,869→4,289)
【財源内訳】繰入金 △48,583

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 △94(2,000→1,906)
【財源内訳】県支出金 △47、一般財源 △47

地域おこし協力隊事業（４
００年事業推進課）

消耗品費 △100(152→52)、地域おこし協力隊定着プログラム事
業委託料 △500(皆減)
【財源内訳】繰入金 △600
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消防水利整備事業
防火水槽フェンス取替工事 △84(1,026→942)、消火栓工事負担
金 600(3,900→4,500)
【財源内訳】一般財源 516

積載車整備事業
消防団積載車購入費 △269(4,427→4,158)
【財源内訳】地方債 △100、一般財源 △169

非常備消防事業

消防団員退職報償金 1,378(11,213→12,591)、警戒出勤 131(110
→241)、消防関連式典・大会参加手当 42(66→108)、消防ホース
購入費 △74(452→378)、車検手数料 △7(323→316)、格納庫し
尿汲取料 7(皆増)、組立水槽購入費 △110(429→319)、デジタル
カメラ購入費 △1(23→22)、消防団員福祉共済負担金 △
63(1,620→1,557)、伊万里・西松浦消防団幹部ブロック会議負担
金 △15(皆減)
【財源内訳】諸収入 1,378、一般財源 △90

定住促進住宅管理事業
定住促進住宅等修繕基金積立金 △1,068(19,660→18,592)
【財源内訳】使用料 △1,050、手数料 △3、分担金 △15

社会資本整備総合交付
金事業（小辻船ノ尾線）

工事請負費 909(59,100→60,009)、道路用地購入費 35(皆増)、道
路改良補償費 △944(1,050→106)
【財源内訳】変更なし

有田異人館蔵復原事業

設計監理委託料 △241(1,550→1,309)、工事請負費 △
1,056(13,800→12,744)
【財源内訳】国庫支出金 △480、県支出金 △37、地方債 △400、
一般財源 △380

町並み整備促進事業

都市景観審議会委員報酬 △57(84→27)、選定小委員会委員報
酬 △24(36→12)、臨時雇用賃金 △66(1,569→1,503)、講師謝金
△87(111→24)、普通旅費 △10(18→8)、費用弁償 △53(85→
32)、特別旅費 △100(皆減)、印刷製本費 △20(皆減)、燃料費 △
50(70→20)、備品修繕費 △50(皆減)、伝建家屋修理済プレート
作成委託 △35(50→15)、有料道路等使用料 △80(皆減)
【財源内訳】一般財源 △632

文化財保護総務管理事
業

天狗谷窯跡保存整備検討委員会委員報酬 △74(192→118)、普
通旅費 △11(14→3)、文化庁調整協議旅費 △15(71→56)、印刷
製本費 △15(皆減)、分筆測量業務委託料 △263(皆減)、有田の
イチョウ関連家屋移転補償調査委託料 △276(1,955→1,679)、有
料道路通行料 △50(皆減)、賠償金 △50(皆減)
【財源内訳】一般財源 △754

有田小学校改築事業

町有林木材加工委託料 20,192(皆増)、木材乾燥委託料 4,031(皆
増)、有田小学校改築工事 △24,223(1,216,448→1,192,225)
【財源内訳】国庫支出金 35,748、繰入金 △51,819 、地方債 △
34,300、一般財源 50,371

大山小学校教育振興事
業

補聴システム購入費 538(皆増)
【財源内訳】一般財源 538

曲川小学校給食事業
検便手数料 △125(皆減)、食器消毒機購入費 △483(1,142→
659)
【財源内訳】繰入金 △484、一般財源 △124

農地農業用施設災害復
旧事業

工事請負費 △7,898(64,805→56,907)
【財源内訳】県支出金 △2,416、分担金 △4,097、一般財源 △
1,385



（追加）

繰越額

1,595

75,833

11,037

1,297

5,030

5,030

30,618

18,900

19,907

2,884

（変更）

補正前 補正後

1,180,974 996,940

（単位：千円）

事業名 繰越理由等

個人番号カード事業
個人番号カード交付等に伴う事業費補助金について、平成29年3月まで
のカード発行状況が未確定であるため
【財源内訳】国庫支出金 1,595

経済対策分臨時福祉給付金事業
国の補正予算により、実施する事業であるが、事業開始が平成29年3月
であり、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 75,833

●繰越明許費

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、交通規制の際に竜門ダム管理事務所との
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 3,000、地方債 1,900、一般財源 130

曲川小学校施設管理事業
屋内運動場屋根雨漏り修理工事にあたり、内容変更による設計変更に
不測の日数を要し、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】一般財源 30,618

有田中学校施設管理事業
受水槽変更工事にあたり、工法変更による設計打合せに不測の日数を
要し、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】一般財源 18,900

農業基盤整備促進事業
事業実施にあたり、地元との調整に不測の日数を要し、年度内での完了
が困難であるため
【財源内訳】県支出金 5,568、分担金 5,469

観光振興事業
有田駅構内売店・情報発信施設改装工事にあたり、年度内での完了が
困難であるため
【財源内訳】一般財源 1,297

社会資本整備総合交付金事業
（小辻船ノ尾線）

事業実施にあたり、上水道管の移設が必要となり、移設に不測の日数を
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 3,000、地方債 1,900、一般財源 130

有田小学校改築事業

改築工事費を減額し、町有林木材加工委託料及び木材乾
燥委託料を追加
【財源内訳（補正後）】国庫支出金 218,914、地方債
738,900、一般財源 39,126

農地農業用施設災害復旧事業
工事箇所が地域的に集中したことにより、重機・資材等の確保が困難な
状態であり、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】県支出金 15,618、分担金 1,486、一般財源 2,803

農林地崩壊防止事業
事業実施にあたり、地元との調整に不測の日数を要し、年度内での完了
が困難であるため
【財源内訳】県支出金 1,442、分担金及び負担金 721、一般財源 721

（単位：千円）

事業名
繰越額

繰越理由等


