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町

平成２９年度一般会計補正予算（第１号）の概要
(単位：千円、％）

対前年度比較

６月補正額

平成２９年度
６月補正後の予算額

平成２８年度
６月補正後の予算額

増減額

増減率

△ 164,424

9,547,576

9,730,295

△ 182,719

△ 1.9

１ 歳入歳出予算
平成２９年度一般会計補正予算（第１号）は、町イチ村イチ事業、地域子ども・子育て支援事業（病児保育事業）、農業
次世代人材投資事業、理科教育設備整備費等補助事業、西公民館解体事業などを新たに追加しています。
また、総務管理事業、企画一般管理事業、高齢者福祉総務事業、地域型給付費等事業、農道及び農業用用排水路
整備事業などを増額、社会資本整備総合交付金事業、林業総務管理事業、長期債利子償還金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、基金繰入金、諸収入、地方債などで措置しています。
今回の補正額は1億6,442万4千円の減額で、補正後の予算額は95億4,757万6千円となり、前年同期に比べ1.9％の減
となります。
２ 歳入予算の内容
（単位：千円）

項 目

（補正前）

（補正額）

（補正後）

○分担金及び負担金

92,494

162

○使用料及び手数料

165,804

3

説 明 ※( )内は補正前→補正後

92,656 ・県営ため池等整備事業負担金 162(1,242→1,404)
165,807 ・有田異人館使用料 3(皆増)
・児童福祉費負担金 3,920(213,514→217,434)
・低所得者保険料軽減負担金 △16(1,444→1,428)
・空き家再生等推進事業補助金 △440(1,369→929)

○国庫支出金

1,001,668

△ 151,036

850,632

・社会保障・税番号制度システム整備補助金（総務省）
241(皆増)
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課）
804(7,086→7890)
・保育所等整備交付金 778(6,000→6,778)
・既存高齢者施設等の防犯対策強化事業費補助金
1,095(皆増)
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（生涯学習課）
174(7,930→8,104)
・社会資本整備総合交付金 △158,392(252,006→93,614)
・理科教育設備整備費等補助金 800(皆増)
・児童福祉費負担金 1,960(119,600→121,560)
・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 △8(722→714)
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課）
804(7,086→7,890)
・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金（生涯学習課）
174(7,930→8,104)
・中山間地域等直接支払推進事業補助金 79(186→265)
・青年就農給付補助金 △9,750(皆減)

○県支出金

632,974

3,826

636,800 ・農業次世代人材投資事業補助金 8,250(皆増)
・重要森林公有化支援事業 1,268(3,000→4,268)
・消防団確保対策補助金 116(皆増)
・学校基本調査委託金 △1(7→6)
・経済センサス委託金（調査区管理） △1(7→6)
・工業統計調査委託金 △15(425→410)
・佐賀県研究指定校事業委託金 200(皆増)
・児童生徒の活用力向上研究指定事業委託金 750(皆増)

項 目

○財産収入
○寄附金

（補正前）

（補正額）

32,294

512

600,002

1,000

（補正後）

説 明 ※( )内は補正前→補正後

32,806 ・土地売払収入 512(皆増)
601,002 ・教育費寄附金（学校教育課） 1,000 (1→1,001)
・ふるさと応援基金繰入金 7,081(405,120→412,201)

○繰入金

585,573

29,345

614,918

・財政調整基金繰入金 15,327(100,000→115,327)
・地域振興基金繰入金 6,000(3,600→9,600)
・有田焼創業４００年祭基金繰入金 937(12,570→13,507)
・全国町村会イベント助成金 400(皆増)
・コミュニティ事業助成金 4,300 (皆増)

○諸収入

173,235

5,664

178,899 ・有田町空き家流通促進奨励金返還金 300(皆増)
・光熱水費実費弁償（有田駅構内情報発信施設） 120(皆
増)
・有田駅情報発信施設営業手数料 544(皆増)

○町債
合併特例債

813,800

△ 53,900

759,900 ・農業農村整備事業債 1,100(8,100→9,200)

163,300

△ 55,000

108,300 ・町道改良事業（合併特例債） △97,600(163,300→65,700)
・西公民館解体事業（合併特例債） 42,600(皆増)

３ 歳出予算の内容
（単位：千円）

事業名

総務管理事業

庁舎別館管理事業

企画一般管理事業

情報一般管理事業

補正額

主管課

2,174

総務課

111

総務課

4,300 まちづくり課

△ 877

財政課

基幹業務システム管理事
業

601

財政課

<新規>
町イチ村イチ事業

482

総務課

<新規>
住居表示制度調査事業

194

総務課

防災行政無線管理事業

708

総務課

1,000

税務課

賦課徴収事業
学校基本調査事業

△ 1 まちづくり課

経済センサス事業（調査
区管理）

△ 1 まちづくり課

工業統計調査事業

△ 15 まちづくり課

高齢者福祉総務事業

1,681 健康福祉課

介護保険事業

1,035 健康福祉課

地域型給付費等事業

7,841 住民環境課

放課後児童教室事業

523 生涯学習課

保育所等整備交付金事
業
<新規>
地域子ども・子育て支援
事業（病児保育事業）
畜犬管理事業
クリーンパーク運営事業
中山間地域等直接支払
制度事業

1,168 住民環境課
2,414 住民環境課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

臨時職員社会保険料 △945(2,899→1,954)、臨時雇用賃金
△5,950(皆減)、アウトソーシング委託料（庁舎・窓口業務等）
9,069(12,391→21,460)
【財源内訳】一般財源 2,174
防火対象物点検業務委託料 38(皆増)、デマンド監視業務委託料
73(皆増)
【財源内訳】一般財源 111
一般コミュニティ助成事業補助 2,500(皆増)、地域防災組織育成
助成事業補助 1,800(皆増)
【財源内訳】諸収入 4,300
迷惑メール対策システム使用料 226(117→343)、佐賀県セキュリ
ティクラウド負担金 △1,103(3,513→2,410)
【財源内訳】一般財源 △877
プログラム開発委託料 260(皆増)、ＴＡＳＫシステムレンタル料
341(15,744→16,085)
【財源内訳】国庫支出金 241、一般財源 360
謝金 10(皆増)、特別旅費 366(皆増)、消耗品費20(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)
【財源内訳】諸収入 400、一般財源 82
維持管理業務委託料 194(皆増)
【財源内訳】一般財源 194
無線局免許再更新手数料 8(皆増)、設定作業委託料 700(417→
1,117)
【財源内訳】一般財源 708
国土調査等地籍更正測量委託料 1,000(皆増)
【財源内訳】一般財源 1,000
消耗品費 △1(7→6)
【財源内訳】県支出金 △1
電話料 △1 (2→1)
【財源内訳】県支出金 △1
工業統計調査員報酬 8(330→338)、工業統計指導員報酬 7(30
→37)、時間外勤務手当 △15(20→5)、消耗品費 △13(50→37)、
郵便切手代 △1(3→2)、電話料 △1(4→3)
【財源内訳】県支出金 △15
老人クラブ事務所設置工事 1,300 (皆増)、老人クラブ事務所配水
管接続工事 381(皆増)
【財源内訳】一般財源 1,681
既存高齢者施設等の防犯対策強化事業費補助金 1,095 (皆増)、
地域支援事業繰出金(介護予防事業） △55(7,935→7,880)、地域
支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） △58(11,644→
11,586)、事務費繰出金 86(20,894→20,980)、低所得者保険料軽
減繰出金 △33(2,890→2,857)
【財源内訳】国庫支出金 1,079、県支出金 △8、一般財源 △36
地域型給付費等負担金 7,841 (1,759→9,600)
【財源内訳】国庫支出金 3,920、県支出金 1,960、一般財源 1,961
アウトソーシング委託料（放課後児童教室） 459(28,368→
28,827)、除湿機購入費 64(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 174、県支出金 174、一般財源 175
保育所等整備交付金事業補助金 1,168(9,002→10,170)
【財源内訳】国庫支出金 778、一般財源 390
病児保育事業補助金 2,414(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 804、県支出金 804、一般財源 806

犬小屋改修工事 833 (皆増)
【財源内訳】一般財源 833
測量設計委託料 1,394(皆増)、フェンス設置工事 735(皆増)
2,129 住民環境課
【財源内訳】一般財源 2,129
消耗品費 75(150→225)
75
農林課
【財源内訳】県支出金 79、一般財源 △4
833 住民環境課

予算書

P12

P12

P12

P13

P13

P13

P14
P14
P14
P15
P15

P15

P16

P16

P16
P17
P17
P17
P18
P18
P18

事業名

補正額

主管課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

予算書

△ 9,750

農林課

青年就農給付金 △9,750(皆減)
【財源内訳】県支出金 △9,750

P19

<新規>
農業次世代人材投資事
業

8,250

農林課

農業次世代人材投資資金 8,250 (皆増)
【財源内訳】県支出金 8,250

P19

県営土地改良事業

1,350

建設課

農道及び農業用用排水
路整備事業

2,395

建設課

青年就農給付金事業

林業総務管理事業

重要森林公有化等支援
事業
<新規>
森林山村多面的機能発
揮交付金事業
<新規>
林道管理事業
商工振興総務管理事業
国際交流総務管理事業

有田焼創業400年事業

観光振興事業
社会資本整備総合交付
金事業（泉山岩越線）
社会資本整備総合交付
金事業（下舞原線）
社会資本整備総合交付
金事業（戸矢３３号線他５
路線）
社会資本整備総合交付
金事業（（仮）南原原宿線
道路改良事業）

△ 1,842

農林課

1,268

農林課

41

農林課

県営ため池等整備事業負担金 1,350 (10,350→11,700)
【財源内訳】分担金 162、地方債 1,100、一般財源 88
農道及び農業用用排水路整備事業補助金 2,395(1,500→3,895)
【財源内訳】一般財源 2,395
林道草払い等維持管理委託 △365(500→135)、支障木伐採委託
500(1,000→1,500)、林道修繕工事 △2,000(皆減)、佐賀西部流域
森林・林業活性化センター負担金 △39(皆減)、ふる郷の木づか
いプロジェクト流域森林・林業活性化部会負担金 44(皆増)、電線
等移設補償金 18(皆増)
【財源内訳】一般財源 △1,842
重要森林公有化支援事業委託料 1,268 (3,000→4,268)
【財源内訳】県支出金 1,268
森林山村多面的機能発揮交付金 41(皆増)
【財源内訳】一般財源 41

林道草払い等維持管理委託 365(皆増)、林道修繕工事 2,000(皆
増)
【財源内訳】一般財源 2,365
伝統工芸ものづくり拠点整備補助金 937 (皆増)
937 商工観光課
【財源内訳】繰入金 937
特別旅費 593(皆増)
593 商工観光課
【財源内訳】一般財源 593

2,365

建設課

P19
P19

P20

P20
P20

P21
P21
P21

子供陶芸指導謝金 △150(皆減)、消耗品費 △160(皆減)、印刷製
本費 △30(250→220)、燃料費 △10(皆減)、子ども検定テキスト
等作成業務委託料 △200(皆減)、有田まちなかフェスティバル委
P21
△ 600 商工観光課
託料 7,300(皆増)、子供陶芸展会場賃借料 △50(皆減)、有田まち
なかフェスティバル補助金 △7,300(皆減)
【財源内訳】繰入金 △600
電気料 120(1,051→1,171)、有田駅情報発信施設営業手数料
1,664 商工観光課 544(皆増)、寄付物件収納ケース作成委託 1,000(皆増)
【財源内訳】諸収入 664、一般財源 1,000
工事請負費 △4,930(15,030→10,100)
【財源内訳】国庫支出金 △3,170、地方債 △1,700、一般財源
△ 4,930
建設課
△60
工事請負費 △8,520(皆減)
【財源内訳】国庫支出金 △5,100、地方債 △3,200、一般財源
△ 8,520
建設課
△220
調査委託料 △968(4,850→3,882)、工事請負費 △71,750(皆減)
【財源内訳】国庫支出金 △43,666、地方債 △27,300、一般財源
△ 72,718
建設課
△1,752
測量委託料 △43,000(49,050→6,050)、道路用地購入費
△25,550(皆減)、道路改良補償費 △25,550(皆減)
△ 94,100
建設課
【財源内訳】国庫支出金 △56,502、地方債 △35,700、一般財源
△1,898

社会資本整備総合交付
金事業（小溝原穂波ノ尾
線）

10,608

建設課

社会資本整備総合交付
金事業（井手平８号線）

△ 46,010

建設課

社会資本整備総合交付
金事業（橋梁保全工事）

△ 51,916

建設課

社会資本整備総合交付
金事業（千歳橋）

9,000

建設課

社会資本整備総合交付
金事業（竹重橋）

△ 6,000

建設課

測量委託料 5,050(皆増)、工事請負費5,558(9,800→15,358)
【財源内訳】国庫支出金 5,990、地方債 4,400、一般財源 218
工事請負費 △46,010(皆減)
【財源内訳】国庫支出金 △27,546、地方債 △17,500、一般財源
△964
測量委託料 2,600(11,450→14,050)、工事請負費
△54,516(97,050→42,534)
【財源内訳】国庫支出金 △32,110、地方債 △18,600、一般財源
△1,206
工事請負費 9,000(26,100→35,100)
【財源内訳】国庫支出金 4,805、地方債 4,000、一般財源 195
工事請負費 △6,000(20,100→14,100)
【財源内訳】国庫支出金 △3,838、地方債 △2,000、一般財源
△162

P22

P23

P23

P23

P23

P24

P24

P24

P24
P24

事業名

社会資本整備総合交付
金事業（橋梁点検）
消防団確保対策事業

事務局事業

教育施設整備基金
<新規>
佐賀県研究指定校事業
<新規>
理科教育設備整備費等
補助事業
<新規>
児童生徒の活用力向上
研究指定事業
<新規>
きっず検定事業
有田中部小学校施設管
理事業
大山小学校施設管理事
業
有田小学校教育振興事
業
有田中部小学校教育振
興事業
曲川小学校教育振興事
業
大山小学校教育振興事
業
有田中学校施設管理事
業
有田中学校教育振興事
業
西有田中学校教育振興
事業
<新規>
有田焼創業400年事業
（子ども陶芸教室）
<新規>
西公民館解体事業
歴史と文化の森公園管理
事業
有田陶磁美術館事業

有田町歴史民俗資料館
事業
長期債利子償還金

補正額

主管課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

測量委託料 1,000(10,100→11,100)、橋梁点検負担金 4,000(皆
増)
【財源内訳】国庫支出金 2,745、一般財源 2,255
消防団員用消耗品 233(2,417→2,650)
233
消防署
【財源内訳】県支出金 116、一般財源 117
臨時雇用社会保険料 228(皆増)、臨時雇用賃金 1,563(皆増)、佐
賀県人権・同和教育研修大会資料代 21(皆増)、公用車購入費
3,965 学校教育課
2,153(皆増)
【財源内訳】繰入金 2,152、一般財源 1,813
教育施設整備基金積立金 1,000(皆増)
1,000 学校教育課
【財源内訳】寄附金 1,000
謝金 24(皆増)、普通旅費 128(皆増)、消耗品費 17(皆増)、図書
201 学校教育課 購入費 12(皆増)、印刷製本費 20(皆増)
【財源内訳】県支出金 200、一般財源 1
5,000

建設課

1,610 学校教育課

理科教育設備等購入費 1,610(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 800、一般財源 810

謝金 15(皆増)、普通旅費 292(皆増)、消耗品費 271(皆増)、図書
753 学校教育課 購入費 125(皆増)、印刷製本費 50(皆増)
【財源内訳】国庫支出金 750、一般財源 3
記念品代 200(皆増)、印刷製本費 100(皆増)
300 学校教育課
【財源内訳】繰入金 300
施設修繕費 1,165 (300→1,465)
1,165 有田中部小学校
【財源内訳】繰入金 1,164、一般財源 1
施設修繕費 37 (1,925→1,962)、第２棟校舎剥落調査委託料
37 大山小学校 △1,714(皆減)、第2棟校舎剥落箇所撤去工事 1,714(皆増)
【財源内訳】一般財源 37
文庫図書購入費 1,000(皆増)
1,000 有田小学校
【財源内訳】繰入金 1,000
文庫図書購入費 1,000(皆増)
1,000 有田中部小学校
【財源内訳】繰入金 1,000
文庫図書購入費 1,000(皆増)
1,000 曲川小学校
【財源内訳】繰入金 1,000
文庫図書購入費 1,000(皆増)
1,000 大山小学校
【財源内訳】繰入金 1,000
高圧受電設備高圧ケーブル取替工事 △1,514 (皆減)
△ 1,514 有田中学校
【財源内訳】一般財源 △1,514
文庫図書購入費 1,000(皆増)、柔道畳購入費 3,428(皆増)、ソプラ
4,767 有田中学校 ノサクソフォン購入費 339(皆増)
【財源内訳】繰入金 4,765、一般財源 2
文庫図書購入費 1,000(皆増)
1,000 西有田中学校
【財源内訳】繰入金 1,000
講師謝金 150 (皆増)、消耗品費 60(皆増)、印刷製本費 30(皆
300 生涯学習課 増)、バス燃料費 10(皆増)、ろくろ座会場賃借料 50(皆増)
【財源内訳】繰入金 300
西公民館解体実施設計監理業務委託料 1,556(皆増)、西公民館
44,877 生涯学習課 解体工事費 43,321(皆増)
【財源内訳】地方債 42,600、一般財源 2,277
施設修繕費 726(5,178→5,904)
726 生涯学習課
【財源内訳】一般財源 726
臨時雇用賃金 △1,116(皆減)、アウトソーシング委託料（有田陶
磁美術館） 1,662(1,242→2,904)、消防設備保守点検委託料
563 文化財課
17(皆増)
【財源内訳】一般財源 563
資料館業務及び受付賃金 △415 (1,953→1,538)、アウトソーシン
194 文化財課 グ委託料（歴史民俗資料館） 609(513→1,122)
【財源内訳】一般財源 194
長期債利子償還金 △5,809(125,734→119,925)
△ 5,809
財政課
【財源内訳】一般財源 △5,809
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