
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

○町税 1,736,846 41,000 1,777,846

○利子割交付金 3,000 △ 1,300 1,700

○環境性能割交付金 3,800 △ 2,930 870

○交通安全対策特別交付金 3,200 △ 300 2,900

○分担金及び負担金 68,020 446 68,466

○使用料及び手数料 213,673 24,686 238,359

・町営住宅駐車場使用料（現年分） △77（1,774→1,697）

・町営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 25（1→26）

・行政財産目的外使用料（自動販売機） 50（700→750）

・道路占用料（現年分） 250（1,700→1,950）

・法定外公共物（里道）占用料 60（300→360）

・法定外公共物(水路）占用料 33（180→213）

・町営住宅使用料（現年分） △870（14,258→13,388）

・町営住宅使用料（滞納繰越分） 162（1→163）

・前立腺がん検診負担金 △35（226→191）

・骨粗鬆症検診負担金 △20（206→186）

・肺がん検診負担金 △31（230→199）

・庁舎会議室使用料 36（5→41）

・行政財産目的外使用料（東出張所） △295（530→235）

・行政財産目的外使用料 170（1,100→1,270）

・公営住宅共同施設負担金（滞納繰越分） 26（1→27）

・定住促進住宅共益費（滞納繰越分） 10（1→11）

・老人ホーム入所負担金 459（2,397→2,856）

・放課後児童クラブ負担金 △539（10,440→9,901）

・大腸がん検診負担金 △51（435→384）

・胃がん検診負担金 △4（280→276）

・個人町民税現年課税分 30,000（620,000→650,000）

・法人町民税現年課税分 11,000（89,000→100,000）

・利子割交付金 △1,300（3,000→1,700）

・環境性能割交付金 △2,930（3,800→870）

・交通安全対策特別交付金 △300（3,200→2,900）

・農業基盤整備促進事業（水利施設等保全高度化事業）
負担金 631（皆増）

１　歳入歳出予算

　令和元年度一般会計補正予算（第７号）は、営農再開・草勢回復等被害対策事業、農業基盤整備促進事業（水利施設等保全
高度化事業）、社会資本整備総合交付金事業（未就学児安全対策）、社会資本整備総合交付金事業（泉山25号線）、ＧＩＧＡス
クール構想事業を新たに追加しています。更生医療給付事業、障害福祉サービス事業、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)、定住促進住宅管理事業、歴史と文化の森公園管理事業などを増額、高齢者と幼児のコミュ
ニティハウス建設事業、国民健康保険事業、児童手当事業、プレミアム付商品券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、財政調整基金繰入金の減額などを計上しています。
　補正額は4,901万1千円の増額で、補正後の予算額は121億6,689万9千円となり、前年同期に比べ7.3％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

49,011 12,166,899 11,339,409 827,490 7.3

令 和 2 年 3 月 3 日
有 田 町

令和元年度一般会計補正予算（第７号）の概要

(単位：千円、％）

３月補正額
令和元年度

３月補正後の予算額
平成３０年度

３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）

○国庫支出金 1,310,972 94,681 1,405,653

○県支出金 955,510 △ 44,109 911,401

・子育てのための施設等利用給付費県費負担金 △151
（880→729）

・土地利用規制等対策補助金 △2（46→44）

・さが未来スイッチ交付金 △2,000（皆減）

・産業用地適地調査事業費補助金 △148（1,952→1,804）

・児童手当費負担金 △2,859（50,833→47,974）

・社会資本整備総合交付金 130,428（160,402→290,830）

・社会資本整備総合交付金（耐震診断事業費臨時） △898
（皆減）

・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金
45,000（皆増）

・幼稚園就園奨励費補助金 △79（皆減）

・国民年金事務費交付金 176（3,092→3,268）

・年金生活者支援給付金事務費交付金 107（皆増）

・定住促進住宅家賃 1,478（21,540→23,018）

・定住促進住宅駐車場使用料 187（1,848→2,035）

・定住促進住宅家賃（滞納繰越分） 442（1→443）

・定住促進住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 35（1→36）

・プレミアム付商品券事務費補助金（平成31年度分）
△6,622（11,035→4,413）

・障害者地域生活支援事業補助金 150（4,510→4,660）

・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 2,456（皆
増）

・児童手当費負担金 △15,284（231,333→216,049）

・子育てのための施設等利用給付交付金 △302（1,762→
1,460）

・子ども・子育て支援臨時交付金 16,117（12,148→28,265）

・社会保障・税番号制度システム整備補助金（総務省）
 △272（2,663→2,391）

・個人番号カード交付事業費補助金 3,165（2,000→5,165）

・プレミアム付商品券事業費補助金 △9,580（25,000→
15,420）

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後

・廃棄物運搬処分手数料 9,000（86,720→95,720）

・廃棄物処理手数料 14,000（28,762→42,762）

・保険基盤安定負担金 △1,076（21,334→20,258）

・障害者自立支援給付費等負担金 2,728（248,778→
251,506）

・低所得者保険料軽減負担金 11（6,752→6,763）

・児童福祉費負担金 △68,580（370,284→301,704）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
△2,630（20,892→18,262）

・がん検診推進事業補助金 △199（579→380）

・風しん抗体検査事業補助金 △135（1,179→1,044）

・保険基盤安定負担金 △22,424（89,563→67,139）

・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 1,364（124,389→
125,753）

・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △35（58,255→
58,220）

・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 5（3,376→3,381）

・児童福祉費負担金 △4,698（159,369→154,671）



（補正前） （補正額） （補正後）

○財産収入 34,715 395 35,110

○繰入金 1,063,849 △ 112,362 951,487

○諸収入 218,880 1,804 220,684 ・他市町村より町立保育園委託児の保育料 2,008（1,475
→3,483）

・農地公社事務受託事業収入 △10（皆減）

・過年度分公務災害補償基金返戻金 △1（皆減）

・広報等広告掲載料 184（535→719）

・旅費負担金 59（1→60）

・ふるさと応援基金繰入金 △14,183（810,523→796,340）

・財政調整基金繰入金 △82,367（193,167→110,800）

・地域振興基金繰入金 △2,000（2,480→480）

・合併振興基金繰入金 △251（500→249）

・有田焼創業４００年祭基金繰入金 △895（11,862→
10,967）

・農山村活性化推進基金繰入金 △12,666（25,431→
12,765）

・佐賀県耐震診断事業費臨時補助金 △511（皆減）

・県民だより配布事務委託金 10（450→460）

・農林業センサス委託金 221（1,570→1,791）

・建物貸付収入（大有田焼会館） 251（2,349→2,600）

・財政調整基金利子 94（5,841→5,935）

・消防積載車売払収入 50（皆増）

・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 △3,952（皆減）

・人・農地問題解決加速化支援事業補助金 △140（778→
638）

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金 △35（286→
251）

・営農再開・草勢回復等被害対策事業費補助金 229（皆
増）

・農業基盤整備促進事業（水利施設等保全高度化事業）
補助金 2,750（皆増）

・農山漁村地域整備交付金 △1,873（24,196→22,323）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金（無償化事務
費） △1,312（3,443→2,131）

・佐賀県健康増進事業費補助金 △74（810→736）

・農業委員会交付金 △556（2,709→2,153）

・機構集積支援事業補助金 △2（19→17）

・環境保全型農業直接支払交付金 10（245→255）

・農業次世代人材投資事業補助金 △2,259（8,250→
5,991）

・障害者地域生活支援事業補助金 75（2,254→2,329）

・民生委員推せん会補助金 13（皆増）

・子どもの医療費助成事業補助金 △75（14,792→14,717）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
△2,630（8,642→6,012）

・佐賀県くらしのモビリティ確保推進事業費補助金 △2,336
（5,580→3,244）

・佐賀県地域商業活性化支援事業補助金 △250（750→
500）

・佐賀県地域キャッシュレス決済普及事業補助金 △576
（600→24）

・介護保険低所得者利用者助成事業費補助金 112（75→
187）

項　目 説　明　※( )内は補正前→補正後



（補正前） （補正額） （補正後）

○町債 1,118,293 47,000 1,165,293

合併特例債 738,100 78,600 816,700

・炎の博記念堂大規模改修事業（旧合併特例事業債）
72,500（皆増）

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

・公共土木等災害復旧事業債 △1,600（17,300→15,700）

・農山漁村地域整備交付金事業（合併特例債） △2,000
（26,100→24,100）

・町道改良事業（合併特例債） 72,200（120,200→192,400）

・放課後児童クラブ建設事業（合併特例債） △800（2,300
→1,500）

・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） △63,300（232,500→169,200）

・光熱水費等実費弁償(健康福祉課） △682（2,559→
1,877）

・コピー代（健康福祉課） 8（3→11）

・住宅災害見舞金（町営住宅） 1（皆増）

・農業水路等長寿命化・防災減災事業（一般補助施設整
備等事業債） △1,300（7,800→6,500）

・地域農業水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業（一般補助施設整
備等事業債） 700（1,400→2,100）

・ＧＩＧＡスクール構想事業（学校教育施設等整備事業債）
45,000（皆増）

・全国町村会イベント助成金 △60（350→290）

・令和元年佐賀豪雨に対する見舞金（町村会） 30（皆増）

・オータムジャンボ宝くじ収益金交付金 △492（4,500→
4,008）

・サマージャンボ宝くじ収益金交付金 △202（3,600→
3,398）

・公有建物共済金 825（皆増）

・入院外来診療費等患者窓口未収金（病院事業清算） 244
（380→624）

・庁舎別館維持管理費実費弁償 △108（574→466）

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

△ 1,366 総務課

△ 503 総務課

94 財政課

△ 14,414 財政課

△ 524 財政課

0 まちづくり課

△ 633 まちづくり課

△ 297 まちづくり課

0 まちづくり課

△ 251 まちづくり課

△ 2,690 まちづくり課

△ 2,499 総務課

△ 816 財政課

△ 1,555 財政課

△ 143 まちづくり課

△ 4,000 まちづくり課

3 総務課

△ 145 総務課

防犯事業
防犯カメラ管理委託料△2（15→13）、防犯灯取替補助金5（4,000
→4,005）
【財源内訳】繰入金2、一般財源1

町イチ村イチ事業

協力者謝金△10（皆減）、特別旅費△60（368→308）、消耗品費
△19（30→11）、郵便切手代△46（60→14）、クリーニング代△10
（皆減）
【財源内訳】諸収入△60、一般財源△85

基幹業務システム管理事業

住基ネットシステム機器保守料△138（192→54）、住基ネット機器
更改業務委託料△1,145（8,489→7,344）、地方公共団体情報シス
テム機構負担金△272（5,585→5,313）
【財源内訳】国庫支出金△272、一般財源△1,283

コミュニティ推進事業
農業まつり等実行委員会負担金△143（2,800→2,657）
【財源内訳】繰入金△143

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）△2,000（皆減）、地域
の未来スイッチ事業費補助（ハード型）△2,000（皆減）
【財源内訳】県支出金△2,000、繰入金△2,000

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（皆減）、研修旅費△73（120→47）、印刷製本
費△129（184→55）、運行委託料△1,489（3,497→2,008）、標識・
ラッピング作成委託料△440（795→355）、ＡＩシステム使用料△
495（990→495）
【財源内訳】県支出金△2,336、一般財源△354

人件費

一般職給△700（29,200→28,500）、一般職扶養手当△380（2,130
→1,750）、一般職住居手当81（皆増）、一般職児童手当△600
（1,680→1,080）、一般職退職手当組合負担金△300（5,000→
4,700）、一般職共済組合負担金△600（10,000→9,400）
【財源内訳】一般財源△2,499

情報一般管理事業
議会ペーパーレス化に伴う環境整備業務委託料△816（6,660→
5,844）
【財源内訳】一般財源△816

合併振興基金事業
講師謝金△176（皆減）、講師旅費△75（皆減）
【財源内訳】繰入金△251

コミュニティバス等運行事業
デマンドタクシー運行事業費補助△633（5,075→4,442）
【財源内訳】一般財源△633

企業誘致対策事業
産業用適地調査委託料△297（3,905→3,608）
【財源内訳】県支出金△148、一般財源△149

定住促進事業
空き家流通促進奨励金500（4,800→5,300）、空き物件改修補助
金△500（2,500→2,000）
【財源内訳】財源変更なし

大有田焼会館管理事業
電気代△285（2,400→2,115）、ガス代△25（72→47）、施設修繕費
△200（1,700→1,500）、消火器購入費△14（皆減）
【財源内訳】財産収入251、一般財源△775

企画一般管理事業
消耗品費△3（206→203）、燃料費△10（76→66）、郵便切手代10
（41→51）、登録免許税3（皆増）
【財源内訳】県支出金△2、一般財源2

財政調整基金
財政調整基金利子94（5,841→5,935）
【財源内訳】財産収入94

財産管理事業

消耗品費△100（皆減）、施設修繕費△400（500→100）、地積測
量図作成業務委託料△2,075（5,895→3,820）、不動産鑑定委託
料△339（850→511）、町有地宅地計画策定業務委託料△5,000
（皆減）、旧すがの保育園解体工事△6,500（皆減）
【財源内訳】一般財源△14,414

総務管理事業

臨時職員社会保険料△500（2,142→1,642）、特別旅費120（1,160
→1,280）、アウトソーシング委託料（庁舎・窓口業務等）△600
（17,768→17,168）、トラック購入費△386（1,500→1,114）
【財源内訳】諸収入59、一般財源△1,425

職員研修事業
職員研修旅費△303（503→200）、職員研修委託料△100（500→
400）職員研修負担金△100（336→236）
【財源内訳】一般財源△503

（単位：千円）

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課

△ 4,718 総務課

△ 1,003 税務課

△ 1,432 住民環境課

3,165 住民環境課

△ 1,400 総務課

276 まちづくり課

△ 93 健康福祉課

△ 895 総務課

△ 2,714 健康福祉課

△ 740 健康福祉課

500 健康福祉課

5,650 健康福祉課

5,457 健康福祉課

169 住民環境課

△ 32,880 健康福祉課

△ 8,759 健康福祉課

国民年金事業
普通旅費11（10→21）、郵便切手代△18（48→30）、ＴＡＳＫシステ
ム改修業務委託料176（皆増）
【財源内訳】国庫支出金169

国民健康保険事業

保険基盤安定繰出金△31,331（147,863→116,532）、出産育児一
時金繰出金△1,400（7,000→5,600）、子どもの医療費助成繰出金
△149（500→351）
【財源内訳】国庫支出金△1,076、県支出金△22,499、一般財源
△9,305

介護保険事業

社会福祉法人等利用者負軽減助成150（100→250）、地域介護・
福祉空間整備等施設整備交付金2,456（皆増）、介護給付費繰出
金△8,266（241,197→232,931）、地域支援事業繰出金(介護予防
事業）△263（13,367→13,104）、地域支援事業繰出金（包括的支
援事業・任意事業）△120（10,716→10,596）、事務費繰出金△
2,738（24,513→21,775）、低所得者保険料軽減繰出金22（13,505
→13,527）
【財源内訳】国庫支出金2,467、県支出金117、一般財源△11,343

障害福祉サービス事業
介護及び訓練等給付費5,372（482,900→488,272）、相談支援給
付費85（9,600→9,685）
【財源内訳】国庫支出金2,728、県支出金1,364、一般財源1,365

地域生活支援事業
障害者日常生活用具給付費500（6,350→6,850）
【財源内訳】国庫支出金150、県支出金75、一般財源275

更生医療給付事業
更生医療給付費5,650（26,740→32,390）
【財源内訳】一般財源5,650

敬老祝事業

記念品代△47（110→63）、１００歳祝金△400（800→400）、印刷
製本費△20（40→20）、敬老会開催委託料△63（780→717）、敬
老祝金△210（4,275→4,065）
【財源内訳】一般財源△740

人件費

一般職時間外勤務手当△800（3,700→2,900）、一般職児童手当
405（1,085→1,490）、一般職共済組合負担金△500（18,400→
17,900）
【財源内訳】一般財源△895

福祉保健センター事業
水道料△876（1,380→504）、電気料△1,463（5,640→4,177）、燃料
費△375（1,440→1,065）
【財源内訳】諸収入△682、一般財源△2,032

農林業センサス事業
農林業センサス調査員報酬270（1,380→1,650）、農林業センサス
指導員報酬6（82→88）
【財源内訳】県支出金221、一般財源55

民生委員活動事業
（会長）全国大会参加旅費△93（110→17）
【財源内訳】県支出金13、一般財源△106

個人番号カード事業
通知カード・個人番号カード関連事務交付金3,165（2,029→5,194）
【財源内訳】国庫支出金3,165

人件費
一般職給△1,000（37,056→36,056）、一般職共済組合負担金△
400（10,933→10,533）
【財源内訳】県支出金13、一般財源△1,413

賦課徴収事業

臨時雇用職員社会保険料42（150→192）、特別旅費△148（199→
51）、コンビニ等収納手数料98（502→600）、地籍情報管理システ
ム保守委託料△380（皆減）、地籍図電子化業務委託料△341
（6,655→6,314）、航空写真共同撮影事業委託料△274（5,318→
5,044）
【財源内訳】一般財源△1,003

戸籍住民基本台帳事業

印刷製本費△59（260→201）、戸籍総合システム導入一時委託
料△1,296（5,400→4,104）、戸籍システム借上料△77（1,026→
949）
【財源内訳】一般財源△1,432

防災行政無線管理事業

mail･webサーバーＡＳＰサービス化委託料△4,124（5,660→
1,536）、Ｌ字テロップ利用料△384（972→588）、防災行政無線戸
別受信機購入費補助△210（皆減）
【財源内訳】繰入金△4,124、一般財源△594

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課

517 健康福祉課

△ 3,016 健康福祉課

△ 10,121 子育て支援課

△ 1,464 子育て支援課

△ 8,909 子育て支援課

546 子育て支援課

△ 199 子育て支援課

3,000 子育て支援課

△ 7,700 子育て支援課

△ 851 子育て支援課

△ 72,709 子育て支援課

△ 2,486 子育て支援課

△ 1,312 子育て支援課

△ 556 子育て支援課

△ 2,174 子育て支援課

△ 21,000 子育て支援課

△ 5,621 くわこば保育園

△ 11,062 おおやま保育園

児童手当事業
児童手当扶助費△21,000（333,000→312,000）
【財源内訳】国庫支出金△15,284、県支出金△2,859、一般財源
△2,857

くわこば保育園事業

社会保険料△1,500（3,648→2,148）、臨時雇用保育士賃金△
2,480（18,000→15,520）、臨時雇用賃金△813（1,613→800）、給食
材料費△500（7,341→6,841）、ピアノ調律手数料1（24→25）、ス
チームオーブン購入費△329（1,055→726）
【財源内訳】繰入金△329、諸収入△149、一般財源△5,143

おおやま保育園事業

社会保険料△1,300（3,300→2,000）、臨時雇用保育士賃金△
7,630（18,000→10,370）、電気料△300（1,283→983）、備品修繕費
65（200→265）、給食材料費△1,900（8,163→6,263）、ピアノ調律
手数料1（12→13）、陶芸焼成借上料2（20→22）
【財源内訳】諸収入2,157、一般財源△13,219

幼児教育無償化実施
円滑化事業

一般職時間外勤務手当△460（928→468）、臨時雇用社会保険料
△11（168→157）、臨時雇用賃金△141（1,037→896）、普通旅費
△3（7→4）、消耗品費△250（500→250）、郵便切手代△47（197
→150）、事務用備品購入費△400（500→100）
【財源内訳】県支出金△1,312

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△66（105→39）、臨時雇用賃金△416（672
→256）、消耗品費△44（100→56）、郵便切手代△30（189→159）
【財源内訳】国庫支出金△566、一般財源10

施設等利用給付事業

子育てのための施設等利用給付負担金（未移行幼稚園）△154
（309→155）、子育てのための施設等利用給付負担金（認可外保
育施設等）△894（1,260→366）、預かり保育事業負担金（1号の預
かり保育）△1,126（3,526→2,400）
【財源内訳】国庫支出金△1,630、県支出金△543、一般財源△1

放課後児童クラブ建設事業
建築基本・実施設計委託料△631（2,231→1,600）、地盤調査委託
料△220（皆減）
【財源内訳】地方債△800、一般財源△51

高齢者と幼児の
コミュニティハウス建設事業

コミュニティハウス建設工事△72,709（291,038→218,329）
【財源内訳】地方債△63,300、一般財源△9,409

保育施設緊急
環境整備事業

保育施設緊急環境整備事業費補助金△2,486（3,000→514）
【財源内訳】繰入金△2,486

地域子ども・子育て支援事
業（一時預かり事業）

一時預かり事業補助金△7,700（16,424→8,724）
【財源内訳】国庫支出金△2,566、県支出金△2,566、一般財源△
2,568

地域型給付費等事業
地域型給付費等負担金546（5,400→5,946）
【財源内訳】国庫支出金411、県支出金53、一般財源82

子どもを守る地域ネットワー
ク機能強化事業

消耗品費△200（500→300）、印刷製本費1（96→97）
【財源内訳】国庫支出金△64、県支出金△64、一般財源△71

障害児福祉サービス事業
障害児通所給付費2,200（36,000→38,200）、障害児相談支援給
付費800（3,540→4,340）
【財源内訳】一般財源3,000

私立保育園支援事業
保育所入所委託費△10,121（167,992→157,871）
【財源内訳】国庫支出金△14,184、県支出金△606、一般財源
4,669

町外公立保育所委託事業
町外公立保育所入所委託料△1,464（1,756→292）
【財源内訳】一般財源△1,464

施設型給付費等事業

施設型給付費等負担金（２･３号）△11,538（355,694→344,156）、
施設型給付費等負担金（１号）2,629（130,900→133,529）
【財源内訳】国庫支出金△48,708、県支出金△3,753、一般財源
43,552

後期高齢者医療事業
保険基盤安定繰出金△47（77,674→77,627）、その他繰出金564
（284,155→284,719）
【財源内訳】県支出金△35、一般財源552

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△169（189→20）、臨時雇用賃金△1,165
（1,268→103）、普通旅費△2（皆減）、通勤旅費△18（皆減）、郵
便切手代△1,225（2,560→1,335）、振込手数料△1（皆減）、プレミ
アム付商品券事業アウトソーシング委託料△135（273→138）、受
付用パソコン借上料△301（皆減）
【財源内訳】国庫支出金△3,016

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課

△ 2,900 総務課

△ 1,560 健康福祉課

△ 1,000 健康福祉課

595 健康福祉課

△ 2,853 財政課

244 まちづくり課

△ 900 総務課

△ 3,397 健康福祉課

△ 1,397 健康福祉課

549 住民環境課

△ 5,726 住民環境課

599 住民環境課

935 住民環境課

△ 1,021 農業委員会事務局

△ 13 農業委員会事務局

△ 11,757 農林課

△ 3,490 農林課

△ 26 農林課

△ 766 農林課

△ 2,258 農林課

農地公社事務受託事業
普通旅費△3(皆減)、消耗品費△9(皆減)、電話料△1(皆減)
【財源内訳】諸収入△10、一般財源△3

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△5,726(147,949→142,223)
【財源内訳】一般財源△5,726

リサイクルプラザ修繕事業
パワーショベル等修繕費599(100→699)
【財源内訳】一般財源599

有田の新農業
プロジェクト事業

講師謝礼△90(皆減)、加工品試作協力者謝金△40(150→110)、
先進地視察旅費△49(皆減)、特産品開発等検討会費用弁償△
100(127→27)、講師旅費△10(皆減)、種子・苗代△460(500→
40)、土壌分析手数料△14(皆減)、出店手数料△3(皆減)
【財源内訳】繰入金△766

農業次世代人材投資事業
農業次世代人材投資資金△2,258(8,250→5,992)
【財源内訳】県支出金△2,259、一般財源1

活力ある結いの里づくり
推進事業

活力ある結いの里づくり推進事業補助金△11,757(21,188→
9,431)
【財源内訳】繰入金△11,757

有害鳥獣対策事業
有害鳥獣保管用冷凍庫電気料40(420→460)、有害鳥獣被害防
止対策事業補助金△3,530(7,473→3,943)
【財源内訳】県支出金△3,952、一般財源462

環境保全型農業
直接支払事業

環境保全型農業直接支払交付金△26(343→317)
【財源内訳】県支出金10、一般財源△36

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金積立金244(176→420)
【財源内訳】諸収入244

人件費
一般職通勤手当100(742→842)、一般職共済組合負担金△
1,000(9,600→8,600)
【財源内訳】一般財源△900

健康診査事業

臨時雇用賃金△20(74→54)、郵便切手代△120(1,408→1,288)、
肝炎ウィルス検査委託料△135(322→187)、結核検診委託料△
210(1,070→860)、肺がん検診委託料△670(2,553→1,883)、大腸
がん検診委託料△700(3,018→2,318)、乳がん検診委託料△
570(3,025→2,455)、前立腺がん検診委託料△451(1,406→955)、
骨粗鬆症検診委託料△330(1,374→1,044)、歯周疾患検診委託
料△50(285→235)、ピロリ菌検査委託料△141(461→320)
【財源内訳】国庫支出金△199、県支出金△74、諸収入△141、一
般財源△2,983

クリーンパーク運営事業
医薬材料費700(9,740→10,440)、エアコン設置工事235(皆増)
【財源内訳】一般財源935

農業委員会総務事業
農業委員会委員△481(2,065→1,584)、農地利用最適化推進委
員報酬△542(1,872→1,330)、郵便切手代2(47→49)
【財源内訳】県支出金△556、一般財源△465

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後

自殺対策緊急
強化基金事業

県補助金過年度分返還金595(皆増)
【財源内訳】一般財源595

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△2,853(200,693→197,840)
【財源内訳】一般財源△2,853

人件費

一般職給△1,000（77,000→76,000）、一般職期末手当△600
（17,514→16,914）、一般職勤勉手当△600（17,514→16,914）、一
般職退職手当組合負担金△400（12,629→12,229）、一般職共済
組合負担金△300（23,825→23,525）
【財源内訳】国庫支出金11,346、一般財源△14,246

保健衛生総務事業
臨時職員社会保険料△160(810→650)、臨時雇用賃金△
1,400(5,590→4,190)
【財源内訳】一般財源△1,560

母子健康診査事業
妊婦健康診査委託料△1,000(13,392→12,392)
【財源内訳】一般財源△1,000

感染症対策事業
印刷製本費23(124→147)、定期予防接種委託料△1,500(37,071
→35,571)、定期接種費扶助費80(120→200)
【財源内訳】国庫支出金△135、一般財源△1,262

環境衛生総務事業
特別旅費△100(279→179)、リサイクルステーション開閉扉設置
工事649(皆増)
【財源内訳】一般財源549



補正額 主管課

△ 108 農林課

△ 46 農林課

229 農林課

50 建設課

5,050 建設課

△ 3,982 建設課

△ 4,400 総務課

△ 4,393 商工観光課

△ 500 商工観光課

△ 778 商工観光課

△ 1,151 商工観光課

△ 12,620 商工観光課

△ 117 商工観光課

39,101 建設課

△ 3,773 建設課

7,031 建設課

28,678 建設課

86,600 建設課

70,050 建設課

11,050 建設課

3,924 建設課

△ 3,974 建設課

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△31(21,932→21,901)、工事請負費3,955(26,876→
30,831)
【財源内訳】国庫支出金2,306、地方債1,600、一般財源18

社会資本整備総合交付金
事業（効果促進事業　泉山
25号線）

橋梁調査負担金△3,974(4,740→766)
【財源内訳】国庫支出金△2,306、一般財源△1,668

＜新規＞
社会資本整備総合交付金
事業（未就学児安全対策）

工事請負費86,600(皆増)
【財源内訳】国庫支出金45,845、地方債40,700、一般財源55

＜新規＞
社会資本整備総合交付金
事業（泉山25号線）

橋梁撤去負担金70,050(皆増)
【財源内訳】国庫支出金37,100、一般財源32,950

社会資本整備総合交付金
事業（橋梁点検）

測量委託料11,050(11,026→22,076)
【財源内訳】国庫支出金6,413、一般財源4,637

道路橋梁新設改良事業
調査委託料△373(1,550→1,177)、町単独分道路用地購入費△
3,400(7,150→3,750)
【財源内訳】一般財源△3,773

社会資本整備総合交付金
事業（南原原宿線道路改良
事業）

測量委託料△15,178(80,216→65,038)、道路用地購入費
15,159(10,120→25,279)、道路改良補償費7,050(52,050→59,100)
【財源内訳】国庫支出金3,710、一般財源3,321

社会資本整備総合交付金
事業（交通安全 下舞原松
葉線）

工事請負費28,678(7,108→35,786)
【財源内訳】国庫支出金16,690、地方債11,900、一般財源88

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9,399(21,350→30,749)、工事請負費29,702(30,496→
60,198)
【財源内訳】国庫支出金20,670、地方債18,000、一般財源431

観光協会事業
まちなか案内ジュニア隊ガイド研修補助金△117(290→173)
【財源内訳】繰入金△117

キャッシュレス決済
普及事業

キャッシュレス決済普及補助金△1,151(1,200→49)
【財源内訳】県支出金△576、一般財源△575

プレミアム付商品券事業

消耗品費△27(50→23)、郵便切手代△100(皆減)、プレミアム付
商品券事務委託料△2,913(5,085→2,172)、プレミアム付商品券事
業事務局負担金△9,580(25,000→15,420)
【財源内訳】国庫支出金△12,620

振興資金貸付事業
貸付保証料△4,393(6,798→2,405)
【財源内訳】一般財源△4,393

地域商業活性化支援事業
地域商業活性化支援事業補助金△500(1,500→1,000)
【財源内訳】県支出金△250、一般財源△250

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△778(6,000→5,222)
【財源内訳】繰入金△778

農山漁村地域整備
交付金事業

林道橋梁補修設計委託料△682(5,400→4,718)、林道橋梁補修
工事△3,300(46,300→43,000)
【財源内訳】県支出金△1,873、地方債△2,000、一般財源△109

人件費

一般職給△2,700(28,000→25,300)、一般職期末手当△500(6,997
→6,497)、一般職勤勉手当△200(4,803→4,603)、一般職共済組
合負担金△1,000(9,600→8,600)
【財源内訳】一般財源△4,400

地域農業水利施設
ストックマネジメント事業

工事請負費50(9,774→9,824)
【財源内訳】地方債700、一般財源△650

＜新規＞
農業基盤整備促進事業
（水利施設等保全
高度化事業）

調査委託料5,050(皆増)
【財源内訳】県支出金2,750、分担金631、一般財源1,669

人・農地問題解決加速化
支援事業

検討会職員時間外勤務手当72(270→342)、臨時雇用賃金△
180(372→192)
【財源内訳】県支出金△140、一般財源32

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△46(376→330)
【財源内訳】県支出金△35、一般財源△11

＜新規＞
営農再開・草勢回復等
被害対策事業

営農再開・草勢回復等被害対策事業費補助金229(皆増)
【財源内訳】県支出金229

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課

△ 600 建設課

3,431 建設課

△ 625 建設課

△ 264 建設課

△ 1,032 建設課

△ 2,112 建設課

△ 3,843 総務課

661 消防署

△ 1,190 消防署

737 学校教育課

△ 308 子育て支援課

△ 72 学校教育課

100,000 学校教育課

1,366 総務課

0 有田中部小学校

△ 785 有田小学校

75 大山小学校

△ 1,000 有田小学校

△ 1,500 有田中部小学校

△ 1,500 曲川小学校

△ 1,500 大山小学校

△ 256 大山小学校

△ 89 有田中学校

大山小学校
給食事業

冷凍庫購入費△256(709→453)
【財源内訳】繰入金△257、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△90(100→10)、学校図書充実備品費
1(250→251)
【財源内訳】繰入金△90、一般財源1

有田中部小学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書△1,500(5,800→4,300)、義務教育教材充
実備品購入費△13(200→187)、学校図書館充実備品購入費
13(550→563)
【財源内訳】繰入金△1,487、一般財源△13

曲川小学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書△1,500(5,500→4,000)
【財源内訳】繰入金△1,501、一般財源1

大山小学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書△1,500(5,500→4,000)
【財源内訳】繰入金△1,500

有田小学校
施設管理事業

高木剪定委託料△785(990→205)
【財源内訳】繰入金△786、一般財源1

大山小学校
施設管理事業

施設修繕費99(540→639)、給食室屋根塗替修理費△24(1,201→
1,177)
【財源内訳】繰入金△24、一般財源99

有田小学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書△1,000(3,700→2,700)
【財源内訳】繰入金△1,001、一般財源1

＜新規＞
ＧＩＧＡスクール構想事業

ネットワーク調査・設計委託料5,000(皆増)、ネットワーク工事
95,000(皆増)
【財源内訳】国庫支出金45,000、地方債45,000、一般財源10,000

人件費

一般職給500(19,195→19,695)、一般職扶養手当103(876→979)、
一般職通勤手当20(99→119)、一般職時間外勤務手当500(900→
1,400)、一般職児童手当140(320→460)、一般職退職手当組合負
担金103(2,185→2,288)
【財源内訳】一般財源1,366

有田中部小学校
総務管理事業

消耗品費101(1,619→1,720)、電気料△705(4,990→4,285)、水道
料480(3,220→3,700)、電話料32(197→229)、特別支援教室増設
用備品購入費92(皆増)
【財源内訳】財源変更なし

事務局事業
ＡＥＤ購入費737(皆増)
【財源内訳】一般財源737

幼稚園就園奨励事業
幼稚園就園奨励費△308(皆減)
【財源内訳】国庫支出金△79、一般財源△229

ふるさと木材利用
拡大推進事業

児童用机・椅子購入費△72(6,100→6,028)
【財源内訳】繰入金△72

消防水利整備事業
消火栓工事負担金661(800→1,461)
【財源内訳】一般財源661

消防団格納庫整備事業
南原格納庫新築工事△1,188(11,621→10,433)、南原格納庫ホー
ス乾燥塔移設工事△2(281→279)
【財源内訳】一般財源△1,190

有田町耐震改修事業
有田町耐震改修費補助金△1,032(皆減)
【財源内訳】国庫支出金△516、県支出金△258、一般財源△258

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△2,112(4,180→
2,068)
【財源内訳】使用料△2,112

人件費
一般職給△4,000(18,825→14,825)、一般職扶養手当115(396→
511)、一般職住居手当42(282→324)
【財源内訳】一般財源△3,843

定住促進住宅管理事業

施設修繕費△1,500(3,392→1,892)、雑排水清掃業務委託料△
446(皆減)、定住促進住宅等修繕基金積立金5,377(17,074→
22,451)
【財源内訳】使用料3,431

有田町耐震診断事業
有田町耐震診断事業費臨時補助金△625(皆減)
【財源内訳】国庫支出金△250、県支出金△187、一般財源△188

有田町耐震補強設計事業
有田町耐震補強設計費補助金△264(皆減)
【財源内訳】国庫支出金△132、県支出金△66、一般財源△66

住宅管理事業
電気料△100(1,260→1,160)、施設修繕費△500(4,560→4,060)
【財源内訳】使用料△601、諸収入1

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



補正額 主管課

△ 90 西有田中学校

△ 436 西有田中学校

2,000 生涯学習課

△ 4,846 文化財課

（追加）

繰越額

534

1,025

29,538

88,118

229

2,520

9,824

5,050

70,948

97,399

28,678

86,600

社会資本整備総合交付金事業
（南原原宿線道路改良事業）

事業実施にあたり、関係機関との協議および地権者との交渉等に不測
の日数を要し、また、国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行っ
たものであり、年度内における実施期間の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 51,543、地方債 43,500、一般財源 2,356

社会資本整備総合交付金事業
（交通安全　下舞原松葉線）

国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったものであり、年度内
における実施期間の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 16,690、地方債 11,900、一般財源 88

社会資本整備総合交付金事業
（未就学児安全対策）

国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったものであり、年度内
における実施期間の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 45,845、地方債 40,700、一般財源 55

地域農業水利施設
ストックマネジメント事業

事業実施にあたり、調査設計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 6,846、地方債 1,900、分担金 611、一般財源 467

農業基盤整備促進事業
（水利施設等保全高度化事業）

国の補正予算に対応するものであり、年度内における実施期間の確保
が困難であるため
【財源内訳】県支出金 2,750、分担金 625、一般財源 1,675

社会資本整備総合交付金事業
（道路防災　小溝原穂波ノ線他6路線）

事業実施にあたり、法面の詳細設計に伴う雨量解析等に不測の日数を
要し、また、国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったもので
あり、年度内における実施期間の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 37,469、地方債 32,300、一般財源 1,179

介護保険事業

町内に新設される介護保険の地域密着型事業所に対する補助を行うに
あたり、農地転用手続き、設計変更等により年度内の建設が困難とな
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 2,456、県支出金 85,662

営農再開・草勢回復等被害対策事業
事業実施にあたり、作物の被害状況の確認等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 229

農業総務管理事業
農地災害の要因となった農業用水路の改修にあたり、関係者との協議
等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 2,520

議会総務事業
防災服の購入にあたり、新型肺炎の影響により中国工場の生産再開の
目処が立たず、年度内での納品が困難であるため
【財源内訳】一般財源 534

財産管理事業
旧東出張所敷の分筆測量業務実施にあたり、解体工事完了後に分筆
測量業務を行うこととなり、年度内での完了が困難であるため
【財源内訳】一般財源 1,025

東出張所管理事業
旧東出張所解体工事実施にあたり、アスベスト除去等に不測の日数を
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 29,538

●繰越明許費

（単位：千円）

事業名 繰越理由等

史跡等買上事業
家屋補償再算定業務委託料△180(1,610→1,430)、土地購入費
△260(3,719→3,459)、家屋移転補償金△4,406(76,792→72,386)
【財源内訳】一般財源△4,846

西有田中学校
給食事業

全自動洗濯・乾燥機購入費△110(180→70)、冷凍庫購入費△
326(579→253)
【財源内訳】繰入金△437、一般財源1

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実施設計委託料△
3,300(4,461→1,161)、炎の博記念堂空調関連設備更新工事
5,300(68,970→74,270)
【財源内訳】地方債△1,900、一般財源3,900

西有田中学校
教育振興事業

教師用教科書・指導書△90(100→10)
【財源内訳】繰入金△91、一般財源1

事業名 事業内容　※( )内は補正前→補正後



繰越額

70,050

11,050

15,300

2,000

100,000

22,755

（変更）

補正前 補正後

49,255 54,555

（単位：千円）

事業名
繰越額

繰越理由等

歴史と文化の森公園管理事業
実施設計委託料を減額し、空調関連設備更新工事を増額
【財源内訳（補正後）】地方債 51,800、一般財源 2,755

道路橋梁新設改良事業
事業実施にあたり、関係機関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】一般財源 2,000

ＧＩＧＡスクール構想事業

校内無線ＬＡＮの整備が必要な町内小中学校の設計および工事実施に
あたり、国の補正予算に対応するものであり、年度内における実施期間
の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 45,000、地方債 45,000、一般財源 10,000

史跡等買上事業
事業実施にあたり、曳家による家屋移転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 18,203、一般財源 4,552

社会資本整備総合交付金事業
（泉山25号線）

国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったものであり、年度内
における実施期間の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 37,100、一般財源 32,950

社会資本整備総合交付金事業
（橋梁点検）

国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったものであり、年度内
における実施期間の確保が困難であるため
【財源内訳】国庫支出金 6,413、一般財源 4,637

社会資本整備総合交付金事業
（南原三領石線ほか10路線）

橋梁補修事業の実施にあたり、鉄道管理者との協議等に不測の日数を
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 8,745、地方債 6,000、一般財源 555

事業名 繰越理由等


