
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

○地方特例交付金 11,700 3,214 14,914

○分担金及び負担金 56,520 11,500 68,020

○使用料及び手数料 206,540 4,633 211,173

○国庫支出金 1,262,470 48,502 1,310,972

○県支出金 885,147 70,363 955,510

・老人クラブ連合会補助金 △2（176→174）

・障害者地域生活支援事業補助金 202（2,052→2,254）

・子どもの医療費助成事業補助金
 △585（15,377→14,792）

・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金
 60（45→105）

・経営所得安定対策等推進事業費補助金
 113（2,953→3,066）

・更生医療負担金 935（5,750→6,685）

・佐賀県障害者自立支援給付費負担金
 9,650（114,739→124,389）

・療養介護医療費負担金 75（900→975）

・育成医療負担金 79（228→307）

・障害児通所給付費負担金 2,410（7,489→9,899）

・老人クラブ助成金補助金 210（446→656）

・障害者自立支援給付費等負担金
 19,300（229,478→248,778）

・療養介護医療費負担金 150（1,800→1,950）

・育成医療負担金 158（457→615）

・障害児通所給付費負担金 4,820（14,978→19,798）

・障害者地域生活支援事業補助金 405（4,105→4,510）

・現年災害 21,799（皆増）

・減収補てん特例交付金 3,214（11,700→14,914）

・農業災害復旧事業負担金 7,500（500→8,000）

・農林地崩壊防止事業負担金 4,000（皆増）

・有田町職員住宅使用料 126（皆増）

・廃棄物処理手数料 4,507（21,755→26,262）

・更生医療負担金 1,870（11,500→13,370）

１　歳入歳出予算

　令和元年度一般会計補正予算（第５号）は、強い農業・担い手づくり総合支援事業、アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援
事業、緊急自然災害防止対策事業、農林地崩壊防止事業、町単独災害復旧事業を新たに追加しています。障害福祉サービス
事業、東出張所管理事業、障害児福祉サービス事業、さが園芸農業者育成対策事業などを増額、佐賀県西部広域環境組合事
業、参議院議員通常選挙事業、佐賀県議会議員選挙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。
　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2億4,480万7千円の増額で、補正後の予算額は115億2,370万7千円となり、前年同期に比べ1.1％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

244,807 11,523,707 11,397,274 126,433 1.1

令 和 元 年 12 月 3 日
有 田 町

令和元年度一般会計補正予算（第５号）の概要

(単位：千円、％）

１２月補正額
令和元年度

１２月補正後の予算額
平成３０年度

１２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）

○財産収入 33,737 978 34,715

○繰入金 817,909 54,259 872,168

○諸収入 191,422 27,458 218,880

○町債 1,094,393 23,900 1,118,293

合併特例債 737,500 600 738,100

・過年度分多面的機能支払交付金返還金
 26（1,112→1,138）

・緊急自然災害防止対策事業債 6,000（皆増）

・公共土木等災害復旧事業債 17,300（皆増）

・町道改良事業（合併特例債） 600（119,600→120,200）

・ふるさと応援基金繰入金 △1,036（621,878→620,842）

・財政調整基金繰入金 55,295（135,872→191,167）

・伊万里・有田消防組合負担金過年度返還金
 26,342（1→26,343）

・県補償金 800（皆増）

・証紙売払代 60（840→900）

・印紙売払代 230（5,257→5,487）

・農山村活性化推進基金利子 13（483→496）

・森林環境譲与税基金利子 2（1→3）

・定住促進住宅改修基金利子 10（374→384）

・教育施設整備基金利子 14（744→758）

・有田町まちなみ保存基金利子 1（14→15）

・土地売払収入 300（皆増）

・有田町病院事業清算基金利子 24（1,270→1,294）

・合併振興基金利子 31（1,732→1,763）

・生活環境施設整備基金利子 1（23→24）

・地域福祉基金利子 3（165→168）

・産業振興基金利子 2（108→110）

・有田焼創業400年祭基金利子 12（247→259）

・有田町ふるさと応援基金利子 285（1,945→2,230）

・伊万里・有田消防組合職員退職手当基金利子
 1（90→91）

・財政調整基金利子 252（5,589→5,841）

・減債基金利子 5（303→308）

・庁舎等施設整備基金利子 12（703→715）

・有田町地域振興基金利子 10（401→411）

・さがの園芸農業者育成対策事業補助金
4,212（12,000→16,212）

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金 286（皆増）

・農業災害復旧費補助金 60,000（4,000→64,000）

・農林地崩壊防止事業補助金 8,000（皆増）

・佐賀県議会議員選挙委託金 △8,104（皆減）

・参議院議員通常選挙委託金 △7,178（16,387→9,209）

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後



３　歳出予算の内容

補正額 主管課

2,138 総務課

252 財政課

5 財政課

12 財政課

1,171 総務課

△ 1,993 総務課

7,193 財政課

30,000 住民環境課

747 まちづくり課

10 まちづくり課

31 まちづくり課

△ 811 総務課

277 住民環境課

285 総務課

△ 2,389 総務課

583 総務課

△ 7,016 総務課

人件費

一般職給△1,000（50,000→49,000）、一般職住居手当△852
（1,365→513）、一般職期末手当△446（12,500→12,054）、一般職
勤勉手当172（8,200→8,372）、一般職共済組合追加費用△263
（1,162→899）
【財源内訳】一般財源△2,389

人件費

一般職給△176（37,232→37,056）、一般職扶養手当486（474→
960）、一般職住居手当606（288→894）、一般職時間外勤務手当
△300（1,500→1,200）、一般職勤勉手当71（6,225→6,296）、一般
職児童手当370（380→750）、一般職退職手当組合負担金△474
（5,958→5,484）
【財源内訳】一般財源583

佐賀県議会議員
選挙事業

非常勤職員報酬△784（皆減）、時間外勤務手当△4,962（5,043→
81）、管理職特別勤務手当△80（皆減）、臨時雇用賃金△780（皆
減）、明推協活動謝金△36（皆減）、ポスター掲示場設置謝金△6
（28→22）、普通旅費△3（皆減）、費用弁償△18（皆減）、消耗品
費△200（皆減）、食糧費△149（皆減）、郵便切手代△31（皆減）、
電話料△32（皆減）、手数料△200（皆減）、選挙公報配布委託料
△200（皆減）、会場使用料△400（皆減）、機器物品借上料△120
（皆減）、県議会議員選挙委託金返還金985（皆増）
【財源内訳】県支出金△8,104、一般財源1,088

人件費
一般職時間外勤務手当△500（1,500→1,000）、一般職共済組合
追加費用△311（792→481）
【財源内訳】一般財源△811

旅券発給事務事業
消耗品費277（5,644→5,921）
【財源内訳】諸収入290、一般財源△13

ふるさと納税推進事業
有田町ふるさと応援基金利子285（1,945→2,230）
【財源内訳】財産収入285

コミュニティバス等
運行事業

印刷製本費80（212→292）、デマンドタクシーエリア拡大に伴う標
識等作成業務委託料460（皆増）、デマンドタクシー運行事業費補
助207（4,868→5,075）
【財源内訳】一般財源747

有田町地域振興基金
有田町地域振興基金利子10（401→411）
【財源内訳】財産収入10

合併振興基金事業
合併振興基金利子31（1,732→1,763）
【財源内訳】財産収入31

人件費

一般職給△300（29,600→29,300）、一般職時間外勤務手当△557
（1,557→1,000）、一般職期末手当△478（7,449→6,971）、一般職
児童手当△292（1,200→908）、一般職退職手当組合負担金△
224（4,909→4,685）、一般職共済組合追加費用△142（672→530）
【財源内訳】一般財源△1,993

財産管理事業
個別施設計画策定業務委託料1,000（皆増）、旧すがの保育園解
体工事6,500（皆増）、下水道受益者負担金△307（748→441）
【財源内訳】一般財源7,193

東出張所管理事業
東出張所解体工事30,000（皆増）
【財源内訳】一般財源30,000

減債基金
減債基金利子5（303→308）
【財源内訳】財産収入5

庁舎等施設整備基金
庁舎等施設整備基金利子積立金12（703→715）
【財源内訳】財産収入12

人件費

一般職扶養手当258（1,158→1,416）、一般職住居手当△288（570
→282）、一般職時間外勤務手当1,000（3,000→4,000）、一般職管
理職員特別勤務手当120（80→200）、特別職期末手当81（5,421
→5,502）
【財源内訳】一般財源1,171

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

総務管理事業

普通旅費110（421→531）、通勤旅費1,039（2,880→3,919）、燃料
費100（515→615）、退職手当組合特例負担金889（199,188→
200,077）
【財源内訳】一般財源2,138

財政調整基金
財政調整基金利子252（5,589→5,841）
【財源内訳】財産収入252

（単位：千円）



補正額 主管課

△ 7,178 総務課

3 健康福祉課

△ 477 総務課

△ 3 健康福祉課

1,350 健康福祉課

3,750 健康福祉課

1,700 健康福祉課

36,900 健康福祉課

300 健康福祉課

△ 776 総務課

2,053 健康福祉課

3,003 子育て支援課

79 子育て支援課

315 子育て支援課

9,677 子育て支援課

4,451 子育て支援課

障害児福祉サービス事業
障害児福祉サービス支払審査委託料37（120→157）、障害児通
所給付費9,640（26,360→36,000）
【財源内訳】国庫支出金4,820、県支出金2,410、一般財源2,447

高齢者と幼児の
コミュニティハウス
建設事業

厨房消耗品費758（皆増）、高齢者と幼児のコミュニティハウス運
営委託料259（2,141→2,400）、厨房器具購入費154（皆増）、浄化
槽設置工事分担金3,280（皆増）
【財源内訳】一般財源4,451

子どもの医療費助成事業
子どもの医療費助成事業扶助費3,003（52,686→55,689）
【財源内訳】県支出金△585、一般財源3,588

小児慢性特定疾病児童
日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費79（61→140）
【財源内訳】県支出金60、一般財源19

育成医療給付事業
育成医療給付費315（915→1,230）
【財源内訳】国庫支出金158、県支出金79、一般財源78

療養介護医療給付事業
療養介護医療扶助費300（3,600→3,900）
【財源内訳】国庫支出金150、県支出金75、一般財源75

人件費

一般職扶養手当△360（皆減）、一般職住居手当△324（皆減）、
一般職通勤手当△105（225→120）、一般職時間外勤務手当300
（400→700）、一般職勤勉手当13（760→773）、一般職児童手当
△300（420→120）
【財源内訳】一般財源△776

介護保険事業

地域支援事業繰出金(介護予防事業）1,880（11,487→13,367）、地
域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）△247（10,963
→10,716）、事務費繰出金236（24,277→24,513）、事務費繰出金
（準義務的経費）184（13,457→13,641）
【財源内訳】一般財源2,053

更生医療給付事業
更正医療レセプト審査委託料10（70→80）、更生医療給付費3,740
（23,000→26,740）
【財源内訳】国庫支出金1,870、県支出金935、一般財源945

身体障害者（児）補装具
給付事業

身体障害者補装具給付費1,700（2,300→4,000）
【財源内訳】国庫支出金850、県支出金425、一般財源425

障害福祉サービス事業
介護及び訓練等給付費36,900（446,000→482,900）
【財源内訳】国庫支出金18,450、県支出金9,225、一般財源9,225

人件費

一般職時間外勤務手当△677（4,377→3,700）、一般職期末手当
271（13,000→13,271）、一般職勤勉手当258（9,127→9,385）、一般
職児童手当80（1,005→1,085）、一般職共済組合追加費用△409
（1,370→961）
【財源内訳】一般財源△477

老人クラブ事業
老人クラブ連合会補助金△3（267→264）
【財源内訳】県支出金208、一般財源△211

地域生活支援事業
障害者日常生活用具給付費1,350（5,000→6,350）
【財源内訳】国庫支出金405、県支出金202、一般財源743

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

参議院議員
通常選挙事業

非常勤職員報酬△318（1,439→1,121）、時間外勤務手当△2,886
（7,206→4,320）、管理職特別勤務手当△52（100→48）、臨時雇
用賃金△1,098（1,548→450）、明推協活動謝金△69（皆減）、消
耗品費△251（360→109）、食糧費△119（269→150）、印刷製本
費△157（244→87）、郵便切手代△160（1,178→1,018）、手数料
△179（661→482）、ポスター掲示板設置撤去等委託料△422
（660→238）、会場使用料△331（370→39）、機器物品借上料△
460（1,100→640）、投票用紙交付機購入費△136（644→508）、投
票用紙計数機購入費△540（908→368）
【財源内訳】県支出金△7,178

地域福祉基金
地域福祉基金利子3（165→168）
【財源内訳】財産収入3



補正額 主管課

△ 1,344 くわこば保育園

△ 1,876 おおやま保育園

2,325 総務課

500 健康福祉課

24 まちづくり課

500 健康福祉課

△ 995 総務課

998 健康福祉課

1 住民環境課

△ 11,294 住民環境課

534 総務課

2,394 住民環境課

13 農林課

113 農林課

20 農林課

5,056 農林課

376 農林課

948 農林課

2 農林課

12 商工観光課

2 商工観光課

1,500 商工観光課
サガマリアージュ
連携事業

昼食代200（皆増）、ろくろ・絵付け体験委託料500（皆増）、有田町
ブース設置委託料500（皆増）、イベント開催委託料300（皆増）
【財源内訳】一般財源1,500

森林環境譲与税基金
森林環境譲与税基金利子2（1→3）
【財源内訳】財産収入2

有田焼創業400年祭基金
有田焼創業400年祭基金利子12（247→259）
【財源内訳】財産収入12

産業振興基金
産業振興基金利子2（108→110）
【財源内訳】財産収入2

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5,056（14,400→19,456）
【財源内訳】県支出金4,212、一般財源844

＜新規＞
強い農業・担い手づくり
総合支援事業

強い農業・担い手づくり総合支援事業（被災農業者支援型）補助
金376（皆増）
【財源内訳】県支出金286、一般財源90

＜新規＞
アフリカ豚コレラ侵入防止
対策緊急支援事業

アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業補助金948（皆増）
【財源内訳】一般財源948

農山村活性化推進基金
農山村活性化推進基金利子13（483→496）
【財源内訳】財産収入13

経営所得安定対策等
推進事業

経営所得安定対策等推進事業補助金113（2,953→3,066）
【財源内訳】県支出金113

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20（837→857）
【財源内訳】諸収入20

佐賀県西部
広域環境組合事業

佐賀県西部広域環境組合負担金△11,294（168,200→156,906）
【財源内訳】一般財源△11,294

人件費
一般職給34（16,245→16,279）、一般職管理職手当425（皆増）、
一般職勤勉手当75（2,656→2,731）
【財源内訳】一般財源534

リサイクルプラザ
運営事業

消耗品費100（300→400）、水道料50（360→410）、電気料1,260
（4,440→5,700）、燃料費663（680→1,343）、機械器具修繕費321
（282→603）
【財源内訳】手数料4,507、一般財源△2,113

人件費

一般職給△350（29,000→28,650）、一般職時間外勤務手当270
（2,330→2,600）、一般職期末手当△669（7,269→6,600）、一般職
共済組合負担金△246（9,846→9,600）
【財源内訳】一般財源△995

感染症対策事業
高齢者定期予防接種委託料998（14,096→15,094）
【財源内訳】一般財源998

生活環境施設整備基金
生活環境整備基金利子1（23→24）
【財源内訳】財産収入1

不妊治療支援事業
不妊治療支援事業扶助費500（500→1,000）
【財源内訳】一般財源500

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金利子24（1,270→1,294）
【財源内訳】財産収入24

骨髄移植ドナー支援事業
骨髄移植ドナー支援事業助成金500（100→600）
【財源内訳】一般財源500

くわこば保育園事業

臨時雇用保育士賃金△1,566（19,566→18,000）、コピーカウント料
24（42→66）、医薬材料費37（60→97）、検便手数料20（198→
218）、園庭遊具購入費△9（200→191）、エアコン購入費150（皆
増）
【財源内訳】繰入金△10、一般財源△1,334

おおやま保育園事業
臨時雇用保育士賃金△1,876（19,876→18,000）
【財源内訳】一般財源△1,876

人件費
一般職勤勉手当329（12,272→12,601）、一般職退職手当組合負
担金1,996（10,633→12,629）
【財源内訳】一般財源2,325

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課

142 商工観光課

△ 2,160 商工観光課

1,661 建設課

4,370 建設課

0 建設課

△ 20 建設課

1,580 建設課

0 建設課

△ 1,600 建設課

6,100 建設課

4,786 建設課

893 建設課

10 建設課

560 総務課

1 総務課

489 消防署

647 消防署

14 学校教育課

△ 583 学校教育課

160 有田小学校

△ 12 有田中部小学校

1,675 大山小学校

有田小学校
施設管理事業

運動倉庫改修工事160（1,300→1,460）
【財源内訳】繰入金160

有田中部小学校
施設管理事業

施設修繕費58（2,683→2,741）、図書室・愛育教室床研磨ウレタン
塗装委託料△70（1,106→1,036）
【財源内訳】繰入金△71、一般財源59

大山小学校
施設管理事業

施設修繕費100（440→540）、高圧気中開閉器修理費374（皆
増）、給食室屋根塗替修理費1,201（皆増）
【財源内訳】繰入金1,201、一般財源474

消防団格納庫整備事業
建物共済保険料4（4→8）、消防格納庫切取改造工事643（皆増）
【財源内訳】一般財源647

教育施設整備基金
教育施設整備基金利子14（744→758）
【財源内訳】財産収入14

小中学校ＩＣＴ機器
活用事業

無線ＬＡＮ工事△583（12,388→11,805）
【財源内訳】繰入金△584、一般財源1

人件費
一般職時間外勤務手当400（500→900）、一般職児童手当60（120
→180）、一般職共済組合負担金100（5,047→5,147）
【財源内訳】一般財源560

伊万里・有田消防組合
職員退職手当基金

伊万里・有田消防組合職員退職手当基金利子1（90→91）
【財源内訳】財産収入1

消防水利整備事業
防火水槽設置場所舗装工事△11（584→573）、消火栓工事負担
金500（300→800）
【財源内訳】一般財源489

公園管理事業

消耗品費30（28→58）、水道料10（200→210）、電気料10（300→
310）、施設修繕費166（100→266）、し尿汲取手数料60（168→
228）、公園修繕工事4,510（992→5,502）
【財源内訳】一般財源4,786

住宅管理事業
３Ｄ建築ＣＡＤシステム保守点検委託料2（157→159）、賠償金891
（1,322→2,213）
【財源内訳】一般財源893

定住促進住宅管理事業
水道料10（72→82）、電気料△10（360→350）、定住促進住宅改
修基金利子10（374→384）
【財源内訳】財産収入10

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△1,740（7,020→5,280）、橋梁調査負担金1,740
（3,000→4,740）
【財源内訳】財源変更なし

社会資本整備総合交付
金事業（橋梁修繕計画）

調査委託料△1,600（15,020→13,420）
【財源内訳】国庫支出金△921、一般財源△679

＜新規＞
緊急自然災害防止
対策事業

測量委託料6,100（皆増）
【財源内訳】地方債6,000、一般財源100

社会資本整備総合交付
金事業（南原原宿線道路
改良事業）

道路用地購入費△12,000（22,120→10,120）、道路改良補償費
12,000（40,050→52,050）
【財源内訳】財源変更なし

社会資本整備総合交付
金事業（交通安全 下舞原
松葉線）

調査委託料△5,028（8,020→2,992）、工事請負費5,008（2,100→
7,108）
【財源内訳】一般財源△20

社会資本整備総合交付
金事業（南原三領石線ほ
か10路線）

工事請負費1,580（25,296→26,876）、
【財源内訳】国庫支出金921、地方債600、一般財源59

小路庵事業
施設修繕費△2,160（2,410→250）
【財源内訳】繰入金△2,160

土木総務管理事業

普通旅費30（70→100）、消耗品費60（642→702）、道路改良潰地
測量委託料1,600（2,000→3,600）、ドローン購入費△18（73→
55）、ポンプ等購入費△9（54→45）、事務椅子購入費△2（21→
19）
【財源内訳】一般財源1,661

道路橋梁新設改良事業
町単独分道路用地購入費4,370（2,780→7,150）
【財源内訳】一般財源4,370

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

観光振興事業
施設修繕費142（1,127→1,269）
【財源内訳】繰入金△19、一般財源161



補正額 主管課

33 曲川小学校

△ 40 大山小学校

684 大山小学校

△ 11 有田中学校

△ 66 西有田中学校

100 有田中学校

100 西有田中学校

△ 415 有田中学校

326 西有田中学校

1 文化財課

△ 3 文化財課

893 総務課

△ 94 生涯学習課

75,000 建設課

16,000 建設課

7,300 建設課

32,983 建設課

繰越額

29,829

80,000

16,000

7,300

32,983公共土木災害復旧事業
事業実施にあたり、災害件数が多く、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金21,799、地方債10,500、一般財源684

農地農業用施設災害復旧事業
事業実施にあたり、災害件数が多く、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】県支出金64,000、分担金8,000、一般財源8,000

農林地崩壊防止事業
事業実施にあたり、災害件数が多く、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】県支出金8,000、分担金4,000、一般財源4,000

町単独災害復旧事業
事業実施にあたり、災害件数が多く、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】地方債6,800、一般財源500

●繰越明許費
（単位：千円）

事業名 繰越理由等

高齢者と幼児の
コミュニティハウス建設事業

建築工事の工期延長に伴い、工事および建設監理委託の年度内での
完了が困難であるため
【財源内訳】地方債28,300、一般財源1,529

＜新規＞
農林地崩壊防止事業

工事請負費16,000（皆増）
【財源内訳】県支出金8,000、分担金4,000、一般財源4,000

町単独災害復旧事業
町単独災害復旧工事費7,300（1,000→8,300）
【財源内訳】地方債6,800、一般財源500

＜新規＞
公共土木災害復旧事業

現年災害復旧工事32,983（皆増）
【財源内訳】国庫支出金21,799、地方債10,500、一般財源684

人件費

一般職時間外勤務手当254（746→1,000）、一般職勤勉手当81
（2,960→3,041）、一般職児童手当160（500→660）、一般職退職
手当組合負担金398（2,473→2,871）
【財源内訳】一般財源893

体育施設総務管理事業
体育施設バレー支柱購入費△94（374→280）
【財源内訳】繰入金△95、一般財源1

農地農業用施設
災害復旧事業

工事請負費75,000（5,000→80,000）
【財源内訳】県支出金60,000、分担金7,500、一般財源7,500

西有田中学校給食事業
冷凍冷蔵庫購入費△253（858→605）、冷凍庫購入費579（皆増）
【財源内訳】繰入金325、一般財源1

まちなみ保存基金
まちなみ保存基金利子1（14→15）
【財源内訳】財産収入1

旧田代家西洋館事業
企画展展示委託料△3（1,202→1,199）
【財源内訳】繰入金△4、一般財源1

有田中学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書100（皆増）
【財源内訳】繰入金100

西有田中学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書100（皆増）
【財源内訳】繰入金100

有田中学校給食事業
スチームコンベクションオーブン購入費△415（3,098→2,683）
【財源内訳】繰入金△416、一般財源1

大山小学校給食事業

消耗品費124（307→431）、燃料費△124（1,082→958）、冷凍冷蔵
庫購入費△14（463→449）、検食用冷凍庫購入費△11（400→
389）、冷凍庫購入費709（皆増）
【財源内訳】繰入金682、一般財源2

有田中学校
施設管理事業

給食室ダクト塗装修繕△11（1,005→994）
【財源内訳】繰入金△12、一般財源1

西有田中学校
施設管理事業

施設修繕費70（400→470）、体育倉庫・部室外部修繕△27（1,310
→1,283）、野球バックネット裏フェンス補修△10（509→499）、浄
化槽配管等修繕△32（1,760→1,728）、消防設備保守点検委託料
6（42→48）、非常警報設備設置工事△73（2,125→2,052）
【財源内訳】繰入金△144、一般財源78

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

曲川小学校
教育振興事業

消耗品費80（400→480）、給食配膳台購入費△47（415→368）
【財源内訳】繰入金△48、一般財源81

大山小学校
教育振興事業

配膳台購入費△40（505→465）
【財源内訳】繰入金△41、一般財源1


