平 成 30 年 12 月 4 日
有
田
町

平成３０年度一般会計補正予算（第４号）の概要
(単位：千円、％）

対前年度比較

１２月補正額

平成３０年度
１２月補正後の予算額

平成２９年度
１２月補正後の予算額

増減額

増減率

655,514

11,397,274

10,134,986

1,262,288

12.5

１ 歳入歳出予算
平成３０年度一般会計補正予算（第４号）は、避難行動要支援者対策事業、保育対策総合支援事業、経営体育成支援事業、
有田小学校改築事業などを新たに追加しています。
また、学校施設整備事業、施設型給付費等事業、伊万里・有田地区医療福祉組合（病院事業会計）負担金、私立保育園支援
事業、団体営農村地域防災減災事業、大山小学校施設管理事業、定住促進事業などを増額しています。
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。
基金については、各基金の利子（積立金）を増額計上しています。
補正額は6億5,551万4千円の増額で、補正後の予算額は113億9,727万4千円となり、前年同期に比べ12.5％の増となります。
２ 歳入予算の内容
（単位：千円）

項 目

○地方特例交付金

（補正前）

（補正額）

9,000

2,739

○分担金及び負担金

100,608

151

○使用料及び手数料

166,277

134

（補正後）

説 明 ※( )内は補正前→補正後

11,739 ・減収補てん特例交付金2,739（9,000→11,739）
100,759 ・農林地崩壊防止事業負担金151（2,250→2,401）
・冷暖房使用料60（190→250）
166,411 ・夜間照明施設使用料43（20→63）
・中央運動公園使用料31（150→181）
・障害者自立支援給付費等負担金500（229,767→
230,267）
・療養介護医療費負担金630（1,800→2,430）
・児童福祉費負担金41,713（226,741→268,454）
・育成医療負担金106（307→413）
・障害児通所給付費負担金4,681（8,728→13,409）
・過年度精算分児童福祉費負担金197（皆増）

○国庫支出金

919,870

167,503

1,087,373

・障害者地域生活支援事業補助金168（2,725→2,893）
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
19（8,788→8,807）
・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
140（13,534→13,674）
・保育所等整備交付金△8,182（13,175→4,993）
・ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金71,701（皆増）
・学校施設環境改善交付金（有田小学校改築事業）55,398
（皆増）
・国民年金事務費交付金432（3,270→3,702）

項 目

（補正前）

（補正額）

（補正後）

説 明 ※( )内は補正前→補正後

・佐賀県障害者自立支援給付費負担金250（114,883→
115,133）
・療養介護医療費負担金315（900→1,215）
・児童福祉費負担金21,141（126,085→147,226）
・育成医療負担金53（153→206）
・障害児通所給付費負担金2,340（4,364→6,704）
・過年度精算分児童福祉費負担金6,387（皆増）
・老人クラブ助成金補助金6（440→446）
・老人クラブ連合会補助金△2（178→176）
・障害者地域生活支援事業補助金84（1,361→1,445）
・ひとり親家庭等医療費助成事業補助金401（5,100→
5,501）
・子どもの医療費助成事業補助金47（15,685→15,732）
○県支出金

782,944

48,492

831,436 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
19（8,788→8,807）
・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援
課）140（13,534→13,674）
・認定こども園施設整備交付金△3,252（皆減）
・保育対策総合支援事業費補助金918（皆増）
・中山間地域等直接支払推進事業補助金△56（265→
209）
・中山間地域等直接支払交付金185（45,324→45,509）
・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金2,334（皆
増）
・農村地域防災減災事業補助金15,000（18,000→33,000）
・農林地崩壊防止事業補助金303（4,500→4,803）
・原子力防災のてびき配布事務委託金36（皆増）
・佐賀県議会議員選挙委託金1,843（3,457→5,300）
・有田町ふるさと応援基金利子285（1,357→1,642）
・財政調整基金利子214（5,321→5,535）
・庁舎等施設整備基金利子△20（752→732）
・土地開発基金利子26（147→173）

○財産収入

33,740

408

34,148 ・有田町病院事業清算基金利子△50（1,421→1,371）
・合併振興基金利子△50（1,392→1,342）
・教育施設整備基金利子△20（796→776）
・竹内昌三育英資金基金利子11（15→26）
・有田町ふるさと奨学金基金利子12（52→64）

○寄附金

901,110

300

901,410 ・教育費寄附金（学校教育課）300（100→400）
・ふるさと応援基金繰入金3,734（744,618→748,352）

○繰入金

932,020

121,723

・財政調整基金繰入金37,110（126,700→163,810）
1,053,743 ・教育施設整備基金繰入金80,680（皆増）
・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金199（1→
200）
・伊万里・有田消防組合負担金過年度返還金32,212（1→
32,213）
・災害対策費用保険金344（101→445）
・大有田焼会館耐震診断業務負担金△247（1,150→903）

○諸収入

194,055

24,864

218,919

・証紙売払代120（680→800）
・印紙売払代1,256（3,760→5,016）
・二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金△9,115（皆減）
・過年度分多面的機能支払交付金返還金294（皆増）

項 目

○町債

（補正前）

690,662

（補正額）

289,200

（補正後）

説 明 ※( )内は補正前→補正後

・大山小学校ブロック塀対策事業（学校教育施設等整備事
業債）9,500（皆増）
・有田小学校旧校舎石綿撤去工事（石綿対策事業債）
979,862
82,100（皆増）
・学校施設空調設置事業（学校教育施設等整備事業債）
202,100（皆増）

合併特例債

374,600

△ 4,500

370,100 ・町道改良事業（合併特例債）△100（80,900→80,800）
・同朋天神保育園改築事業（合併特例債）△7,800（皆減）
・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）1,200（8,900→10,100）
・同朋保育園大規模修繕事業（合併特例債）2,200（皆増）

３ 歳出予算の内容
（単位：千円）

事業名

補正額

主管課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

特別旅費640（800→1,440）、消耗品費300（1,252→1,552）、印刷
製本費50（65→115）、有料道路通行料22（30→52）、退職手当組
合特例負担金718（196,452→197,170）
【財源内訳】一般財源1,730
財政調整基金利子214（5,321→5,535）
【財源内訳】財産収入214

予算書

総務管理事業

1,730

総務課

財政調整基金

214

財政課

△ 20

財政課

庁舎等施設整備基金利子積立金△20（752→732）
【財源内訳】財産収入△20

P16

総務課

消耗品費100（169→269）、電気料800（6,400→7,200）、燃料費
200（130→330）、施設修繕費579（942→1,521）、新設課設置に伴
う改修工事△679（1,396→717）、庁舎前横断歩道移設工事2,873
（皆増）
【財源内訳】一般財源3,873

P16

庁舎等施設整備基金

庁舎管理事業

大有田焼会館管理事業
定住促進事業
合併振興基金事業

3,873

水道料86（144→230）、耐震診断業務委託料△1,104（5,100→
3,996）
【財源内訳】諸収入△247、一般財源△771
定住促進奨励金10,000（21,600→31,600）
10,000 まちづくり課 【財源内訳】一般財源10,000

△ 1,018

財政課

△ 50 まちづくり課

ありた「半農半陶」
推進事業

△ 3,500 まちづくり課

基幹業務システム
管理事業

△ 3,888

防犯事業
旅券発給事務事業

ふるさと納税推進事業

2,978

総務課

P15

P17
P18

合併振興基金利子△50（1,392→1,342）
【財源内訳】財産収入△50

P18

旧江越家住宅改修費補助金△3,500（皆減）
【財源内訳】一般財源△3,500

P19

プログラム開発委託料△3,888（6,913→3,025）
【財源内訳】一般財源△3,888
防犯灯・街路灯補助金200（1,230→1,430）、防犯灯取替補助金
350（4,000→4,350）
総務課
550
【財源内訳】繰入金550
消耗品費956（4,419→5,375）
956 住民環境課
【財源内訳】諸収入1,376、一般財源△420
財政課

P15

P19
P19
P19

臨時雇用賃金400（4,608→5,008）、広告料△1,500（3,500→
2,000）、寄付金管理システム保守点検業務委託料3（419→
422）、返礼品開発・配送管理業務委託料2,980（54,000→
56,980）、ワンストップ特例申請処理委託料290（1,770→2,060）、
P19
申込みシステム使用料380（33,620→34,000）、決済システム使用
料140（18,860→19,000）、有田町ふるさと応援基金利子285（1,357
→1,642）
【財源内訳】財産収入285、繰入金2,693

事業名

佐賀県議会議員
選挙事業

社会福祉総務管理事業

社会福祉一般管理事業
<新規>
地域福祉支援システム
整備事業
<新規>
避難行動要支援者
対策事業
福祉保健センター事業
老人クラブ事業
老人施設入所費

地域生活支援事業

身体障害者（児）
補装具給付事業
療養介護医療給付事業
国民年金事業
国民健康保険事業

主管課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

予算書

総務課

非常勤職員報酬121（皆増）、時間外勤務手当606（234→840）、
臨時雇用賃金512（360→872）、明推協活動謝金36（皆増）、消耗
品費60（100→160）、食糧費40（皆増）、電話料8（皆増）、手数料
△200（433→233）、ポスター掲示場設置撤去等委託料660（皆
増）
【財源内訳】県支出金1,843

P20

臨時雇用社会保険料△105（756→651）、臨時雇用賃金△640
（4,608→3,968）、自動車修繕費33（54→87）、自動車共済保険料
△ 713 健康福祉課
（任意）△1（28→27）
【財源内訳】一般財源△713

P23

補正額

1,843

臨時雇用社会保険料105（180→285）、臨時雇用賃金640（1,046
→1,686）、普通旅費11（皆増）、消耗品費100（皆増）、燃料費45
919 子育て支援課 （皆増）、施設修繕費18（皆増）
【財源内訳】一般財源919

P23

元号改正対応プログラム適用業務委託料162（皆増）
162 健康福祉課 【財源内訳】一般財源162

P23

消耗品費12（皆増）、郵便切手代179（皆増）
191 健康福祉課 【財源内訳】一般財源191

P23

消耗品費200（600→800）、施設修繕費425（495→920）、郵便切
635 健康福祉課 手代10（10→20）
【財源内訳】一般財源635
老人クラブ連合会補助金△2（269→267）
△ 2 健康福祉課 【財源内訳】県支出金4、一般財源△6
入所判定委員報酬22（78→100）、入所判定委員費用弁償3（9→
3,907 健康福祉課 12）、老人保護措置費扶助費3,882（14,966→18,848）
【財源内訳】一般財源3,907

P24
P24
P24

地域生活支援拠点整備業務委託料△70（皆減）、地域生活支援
拠点整備業務負担金69（皆増）、障害者日常生活用具給付費500
P25
559 健康福祉課 （5,000→5,500）、移動支援給付費60（97→157）、日中一時支援
給付費△300（1,000→700）、訪問入浴給付費300（675→975）
【財源内訳】国庫支出金168、県支出金84、一般財源307
身体障害者補装具給付費600（2,063→2,663）、身体障害児補装
1,000 健康福祉課 具給付費400（1,472→1,872）
【財源内訳】国庫支出金500、県支出金250、一般財源250
療養介護医療扶助費1,260（3,600→4,860）
1,260 健康福祉課 【財源内訳】国庫支出金630、県支出金315、一般財源315
普通旅費1（5→6）、ＴＡＳＫシステム改修業務委託料432（247→
433 住民環境課 679）
【財源内訳】国庫支出金432、一般財源1
子どもの医療費助成繰出金11（1,117→1,128）
11 健康福祉課
【財源内訳】県支出金5、一般財源6

P25
P25
P25
P26

私立保育園支援事業

保育所入所委託費18,583（149,409→167,992）、過年度分子ども
のための教育・保育給付費国庫負担金返還金459（皆増）
19,042 子育て支援課
【財源内訳】国庫支出金△35,560、県支出金△18,985、一般財源
73,587

P26

施設型給付費等事業

施設型給付費等負担金41,570（295,976→337,546）、過年度分子
どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金1,173（皆増）
42,743 子育て支援課 【財源内訳】国庫支出金60,993、県支出金27,221、一般財源△
45,471

P27

放課後児童クラブ事業
子どもの医療費助成事業
育成医療給付事業

障害児福祉サービス事業

電気料400（300→700）、便所汲取料21（54→75）、過年度分子ど
558 子育て支援課 も・子育て支援交付金国庫負担金返還金137（皆増）
【財源内訳】国庫支出金140、県支出金140、一般財源278
子どもの医療費助成事業扶助費3,273（50,614→53,887）
3,273 子育て支援課 【財源内訳】県支出金42、一般財源3,231
育成医療レセプト審査委託料2（3→5）、育成医療給付費213（615
215 子育て支援課 →828）
【財源内訳】国庫支出金106、県支出金53、一般財源56
障害児福祉サービス支払審査委託料22（84→106）、障害児通所
給付費8,752（15,360→24,112）、障害児相談支援給付費611
9,385 子育て支援課 （2,040→2,651）
【財源内訳】国庫支出金4,681、県支出金2,340、一般財源2,364

P27
P27
P28

P28

事業名

地域子ども・子育て支援
事業（補足給付事業）
保育所等整備
交付金事業
地域子ども・子育て支援
事業（病児保育事業）

補正額

主管課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

実費徴収に係る補足給付を行う事業費補助金54（114→168）、過
62 子育て支援課 年度分子ども・子育て支援交付金国庫負担金返還金8（皆増）
【財源内訳】国庫支出金18、県支出金18、一般財源26
保育所等整備交付金事業補助金△17,151（24,641→7,490）
△ 17,151 子育て支援課 【財源内訳】国庫支出金△8,182、県支出金△3,252、地方債△
5,600、一般財源△117
前年度分病児保育事業市町負担金50（皆増）、病児保育事業補
助金△2,434（皆減）、過年度分子ども・子育て支援交付金国庫負
△ 2,247 子育て支援課
担金返還金137（皆増）
【財源内訳】一般財源△2,247

予算書

P28

P29

P29

高齢者と幼児のコミュニ
ティハウス建設事業

郵便切手代5（皆増）、建築確認申請等手数料265（皆増）、事業
保険料3（皆増）、旧おおぎ保育園解体工事実施設計委託料1,304
P29
6,038 子育て支援課 （皆増）、地質調査・解析業務委託料4,461（皆増）
【財源内訳】地方債1,200、一般財源4,838

<新規>
保育対策総合支援事業

保育補助者雇上強化事業費補助金1,050（皆増）
1,050 子育て支援課 【財源内訳】県支出金918、一般財源132

ひとり親家庭等
医療費助成事業

ひとり親家庭等医療費扶助費803（10,200→11,003）
【財源内訳】県支出金401、一般財源402
コピーカウント料20（39→59）、教材費（給付対象事業分）3（皆
増）、医薬材料費35（65→100）、ＣＡＴＶ避雷器取付工事76（皆
119 くわこば保育園 増）、冷蔵庫購入費△15（274→259）
【財源内訳】国庫支出金1、県支出金1、繰入金△19、一般財源
136
社会保険料651（2,172→2,823）、臨時雇用賃金700（864→
1,396 おおやま保育園 1,564）、医薬材料費30（70→100）、水消火器購入費15（皆増）
【財源内訳】一般財源1,396

くわこば保育園事業

おおやま保育園事業
伊万里・有田地区
医療福祉組合
（病院事業会計）負担金
病院事業清算費

環境衛生総務事業

婦人の家運営事業
中山間地域等
直接支払制度事業
多面的機能支払
交付金事業
<新規>
経営体育成支援事業
団体営農村地域
防災減災事業

803 子育て支援課

32,761

財政課

△ 50 まちづくり課

P30
P30

P30

P30

病院事業会計負担金32,761（171,865→204,626）
【財源内訳】一般財源32,761

P31

有田町病院事業清算基金利子△50（1,421→1,371）
【財源内訳】財産収入△50

P31

墓地管理者講習会受講手数料△30（皆減）、建物災害保険料6（3
→9）、地球温暖化対策実行計画策定業務委託料△9,116（皆
P32
△ 9,148 住民環境課
減）、汚染負荷量賦課金△8（50→42）
【財源内訳】諸収入△9,115、一般財源△33
電気料100（1,032→1,132）
100 生涯学習課 【財源内訳】使用料60、一般財源40
燃料費30（20→50）、郵便切手代20（25→45）、中山間地域等直
接支払交付金246（62,565→62,811）
農林課
296
【財源内訳】県支出金129、一般財源167
過年度分多面的機能支払交付金返還金222（皆増）
農林課
222
【財源内訳】諸収入294、一般財源△72

P33
P33
P33

2,884

農林課

被災農業者向け経営体育成支援事業補助金2,884（皆増）
【財源内訳】県支出金2,334、一般財源550

P34

15,000

建設課

ハザードマップ作成委託料15,000（5,000→20,000）
【財源内訳】県支出金15,000

P34

観光振興事業

施設修繕費731（2,084→2,815）、看板修繕費57（20→77）
788 商工観光課 【財源内訳】一般財源788

道路橋梁維持事業

551

建設課

町道補修及び除草作業委託料551（5,950→6,501）
【財源内訳】一般財源551

P35

道路橋梁新設改良事業

2,451

建設課

町道改良工事2,451（17,093→19,544）
【財源内訳】一般財源2,451

P35

社会資本整備総合交付
金事業（橋梁保全工事）

15,000

建設課

工事請負費15,000（25,050→40,050）
【財源内訳】国庫支出金8,745、地方債5,900、一般財源355

P35

△ 15,000

建設課

公園管理事業

605

建設課

非常備消防事業

162

消防署

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）

工事請負費△15,000（81,229→66,229）
【財源内訳】国庫支出金△8,745、地方債△6,000、一般財源△
255
施設修繕費605（284→889）
【財源内訳】一般財源605
警戒出勤93（220→313）、消防団提灯購入費69（皆増）
【財源内訳】諸収入63、一般財源99

P35

P35
P36
P36

事業名

消防水利整備事業

外国青年招致事業

竹内昌三育英資金基金
有田町ふるさと
奨学金基金
教育施設整備基金
認定こども園
施設型給付費等事業

学校施設整備事業

有田小学校
総務管理事業
曲川小学校
総務管理事業
曲川小学校
施設管理事業

大山小学校
施設管理事業

<新規>
有田小学校改築事業
有田中学校
施設管理事業
西有田中学校
教育振興事業
生涯学習センター
管理・運営事業
有田町歴史民俗
資料館事業
有田異人館事業
生涯スポーツ全国大会等
出場補助事業

補正額

主管課

事業内容 ※( )内は補正前→補正後

予算書

消火栓工事負担金600（900→1,500）
P36
消防署
600
【財源内訳】一般財源600
外国青年報酬△300（3,600→3,300）、特別旅費△115（皆減）、帰
国旅費△333（526→193）、外国青年自治体国際化協会負担金△
P37
△ 847 学校教育課
72（皆減）、外国青年傷害保険料負担金△27（皆減）
【財源内訳】一般財源△847
竹内昌三育英資金基金利子11（15→26）
P37
11 学校教育課
【財源内訳】財産収入11
12 学校教育課

有田町ふるさと奨学金基金利子12（52→64）
【財源内訳】財産収入12

教育施設整備基金利子△20（796→776）
△ 20 学校教育課 【財源内訳】財産収入△20
過年度分子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金
840（皆増）
840 子育て支援課 【財源内訳】国庫支出金16,280、県支出金12,905、一般財源△
28,345
普通教室等空調設置設計監理委託料11,664（皆増）、普通教室
281,729 学校教育課 等空調設置工事270,065（皆増）
【財源内訳】国庫支出金67,744、地方債202,100、一般財源11,885
消耗品費90（693→783）、電気料760（1,763→2,523）、電話料△
112（276→164）、便所汲取料△90（156→66）、小型物置購入費
760 有田小学校 112（皆増）
【財源内訳】一般財源760
校旗購入費657（皆増）
657 曲川小学校 【財源内訳】寄附金300、一般財源357
施設修繕費210（290→500）、プール内塗装及びオーバーフロー
蓋取替△169（5,569→5,400）、プールサイド補修修繕△156（6,358
△ 115 曲川小学校 →6,202）
【財源内訳】繰入金△326、一般財源211
施設修繕費85（290→375）、学校擁壁測量設計委託料1,800（皆
増）、ブロック塀撤去改修工事12,175（12,510→24,685）、補修用
14,098 大山小学校 資材38（30→68）
【財源内訳】国庫支出金3,957、地方債9,500、一般財源641
有田小学校旧校舎解体工事監理委託料4,070（皆増）、浄化槽施
設汚泥引抜業務委託料786（皆増）、有田小学校旧校舎解体工事
218,178 有田小学校 213,322（皆増）
【財源内訳】国庫支出金55,398、繰入金80,680、地方債82,100
施設修繕費260（400→660）、プール電気設備修繕△77（211→
106 有田中学校 134）、教室ドア修繕△77（175→98）
【財源内訳】繰入金△1、一般財源107
部活動・学習用消耗品費241（900→1,141）、教師用教科書・指導
267 西有田中学校 書389（皆増）、人権・平和集会公演業務委託料△363（皆減）
【財源内訳】繰入金389、一般財源△122
生涯学習センター前駐車場トイレ改修工事△19（1,823→1,804）、
481 生涯学習課 北館・南館アスベスト飛散防止工事500（皆増）
【財源内訳】繰入金△20、一般財源501
委員報酬3（24→27）、施設修繕費△365（2,200→1,835）
△ 362 文化財課
【財源内訳】繰入金△365、一般財源3
消耗品費140（100→240）、映像制作・企画展示等業務委託料304
444 文化財課 （皆増）
【財源内訳】繰入金444
生涯スポーツ全国大会等出場補助金500（500→1,000）
500 生涯学習課 【財源内訳】一般財源500

P37
P37

P38

P38

P39

P39

P39

P40

P40

P41

P41

P42
P42
P43
P43

中央運動公園
施設管理事業

50 生涯学習課

電気料50（360→410）
【財源内訳】使用料31、一般財源19

P44

西有田中学校夜間照明
施設管理事業

20 生涯学習課

電気料20（200→220）
【財源内訳】使用料43、一般財源△23

P44

工事請負費1,546（9,000→10,546）
【財源内訳】県支出金303、分担金151、一般財源1,092

P44

農林地崩壊防止事業

1,546

建設課

