
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

○地方譲与税 84,400 2,700 87,100

○分担金及び負担金 44,260 126 44,386

○国庫支出金 3,145,103 67,351 3,212,454

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ 日
有 田 町

令和２年度一般会計補正予算（第２号）の概要

(単位：千円、％）

増減率

71,046 13,658,398 10,985,765 2,672,633 24.3

６月補正額
令和２年度６月

補正後の予算額
令和元年度

６月補正後の予算額

対前年度比較

増減額

１　歳入歳出予算

（単位：千円）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・森林環境譲与税　2,700　（ 2,400 → 5,100 ）

・放課後等デイサービス支援事業費補助金　46　（皆増）

・マイナポイント事業費補助金　700　（皆増）

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
116,021　（皆増）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
2,264　（ 18,325 → 20,589 ）

・理科教育設備整備費等補助金　258　（皆増）

・県営ため池等整備事業負担金　126　（ 2,353 → 2,479 ）

・子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当）　293
（皆増）

・保育対策総合支援事業費補助金　3,824　（皆増）

・社会資本整備総合交付金　▲34,025　（ 129,850 →
95,825 ）

・道路メンテナンス補助金　▲52,780　（皆減）

・交通安全対策補助金　▲17,400　（皆減）

・公立学校情報機器整備費補助金　48,150　（皆増）

令和２年度一般会計補正予算（第２号）は、マイナポイント事業、新型コロナウイルス感染症対応衛生事業、（新型コロ
ナ対応）玉ねぎ生産緊急支援事業、新型コロナ対応緊急対策事業、有田町全国大会等出場費補助事業を新たに追加し
ています。また、新型コロナウイルス感染症対応事業者緊急支援事業、ＧＩＧＡスクール構想事業、地域子ども・子育て支
援事業（一時預かり事業）などを増額。道路メンテナンス補助事業（泉山25号線）、社会資本整備総合交付金事業（南原
原宿線道路改良事業）、交通安全対策補助事業（下舞原松葉線）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、繰入金などで措置しています。

補正額は7,104万６千円の増額で、補正後の予算額は136億5,839万８千円となり、前年同期に比べ24.3％の増となりま
す。



（補正前） （補正額） （補正後）

○県支出金 799,863 5,919 805,782

○繰入金 1,232,956 31,450 1,264,406

○諸収入 211,189 900 212,089

○町債 1,500,512 ▲ 37,400 1,463,112

３　歳出予算の内容

補正額 主管課

2,628 まちづくり課

638 財政課

702 総務課

1 まちづくり課

▲ 1 まちづくり課

▲ 78 まちづくり課

（単位：千円）

・国土利用計画法関連調査委託金　10　（ 55 → 65 ）

・学校基本調査委託金　▲1　（ 6 → 5 ）

・佐賀県統計調査員確保対策事業委託料　1　（ 25 →
26 ）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援
課）　250　（ 12,399 → 12,649 ）

・佐賀県放課後等デイサービス支援事業費補助金　23
（皆増）

・さが園芸生産888億円推進事業補助金　3,246　（ 12,000
→ 15,246 ）

・学校保健特別対策事業費補助金　258　（皆増）

・消防団員確保対策補助金　49　（皆増）

・ふるさと応援基金繰入金　23,638　（ 664,996 →
　 688,634 ）

・財政調整基金繰入金　7,812　（ 484,602 → 492,414 ）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て支援課）
2,014　（ 5,926 → 7,940 ）

・工業統計調査委託金　▲78　（ 389 → 311 ）

・国勢調査事業委託金　148　（ 6,559 → 6,707 ）

・農林業センサス委託金　▲1　（ 20 → 19 ）

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託
収入　▲3,500　（ 9,800 → 6,300 ）

・コミュニティ事業助成金（消防署）　1,000　（皆増）

・コミュニティ事業助成金　2,500　（皆増）

・県補償金　900　（皆増）

・農業農村整備事業（一般補助施設整備等事業債）　600
　（ 11,800 → 12,400 ）

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

企画一般管理事業
備品修繕費 25 （皆増）、バックパネル製作委託料 103 （皆増）、
一般コミュニティ助成事業補助金 2,500 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 10、諸収入 2,500、一般財源 118

・町道改良事業（合併特例債）　▲38,000　（ 148,200 →
　 110,200 ）

情報一般管理事業
光回線修繕工事 638 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 638

＜新規＞
マイナポイント事業

会計年度任用職員報酬 441 （皆増）、一般職時間外勤務手当 78
（皆増）、会計年度職員期末手当 60 （皆増）、会計年度任用職員
社会保険料 82 （皆増）、消耗品費 41 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 700、一般財源 2

統計一般管理事業
消耗品費 1 （ 10 → 11 ）
【財源内訳】 県支出金 1

学校基本調査事業
消耗品費 ▲1 （ 5 → 4 ）
【財源内訳】 県支出金 ▲1

工業統計調査事業

工業統計調査員報酬 ▲53 （ 335 → 282 ）、工業統計指導員報
酬 ▲13 （ 36 → 23 ）、時間外勤務手当 ▲5 （皆減）、普通旅費
▲1 （ 3 → 2 ）、消耗品費 ▲3 （ 13 → 10 ）、食糧費 ▲1 （ 3 →
2 ）、郵便切手代 ▲1 （ 3 → 2 ）、電話料 ▲1 （皆減）
【財源内訳】 県支出金 ▲78



補正額 主管課

148 まちづくり課

▲ 1 まちづくり課

833 健康福祉課

▲ 3,500 健康福祉課

2,439 子育て支援課

92 子育て支援課

6,042 子育て支援課

3,824 子育て支援課

939 子育て支援課

440 子育て支援課

6,497 健康福祉課

2,564 住民環境課

3,896 農林課

4,260 農林課

1,005 建設課

500 建設課

1,045 農林課

1,770 建設課

825 農林課

2,700 農林課

＜新規＞
新型コロナウイルス
感染症対応衛生事業

消耗品費 6,497 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 6,842、一般財源 ▲345
　　※予備費充用により事業実施した分の財源修正を含む。

児童手当事業
児童手当システム改修委託料 440 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 293、一般財源 147

保育対策総合支援事業
消耗品費（コロナ対策） 672 （皆増）、備品購入費（コロナ対策）
628 （皆増）、保育環境改善等事業（コロナ対策） 2,524 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,824

多世代交流センター事業
消耗品費 264 （ 400 → 664 ）、夫婦会議事業委託料 70 （ 250
→ 320 ）、入退室管理システム導入委託料 605 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 939

放課後児童クラブ事業

会計年度任用職員報酬 1,687 （皆増）、放課後児童クラブ管理シ
ステムデータ移行業務委託料 230 （皆増）、放課後児童クラブ管
理システム機器購入費 522 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 250、県支出金 250、一般財源 1,939

障害児福祉サービス事業
障害児通所給付費（コロナ対策） 92 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 46、県支出金 23、一般財源 23

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 6,042 （ 9,600 → 15,642 ）
【財源内訳】 国庫支出金 2,014 、県支出金 2,014 、一般財源
2,014

高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施事業

研修旅費 121 （皆増）、消耗品費 ▲200 （ 300 → 100 ）、燃料費
▲21 （ 87 → 66 ）、郵便切手代 100 （ 100 → 200 ）、高齢者の
保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料 ▲3,500 （皆減）
【財源内訳】 諸収入 ▲3,500

国勢調査事業

調査員報酬 26 （ 4,569 → 4,595 ）、指導員報酬 2 （ 635 →
637 ）、会計年度任用職員報酬 52 （ 326 → 378 ）、時間外勤務
手当 30 （ 100 → 130 ）、消耗品費 59 （ 100 → 159 ）、印刷製本
費 11 （ 21 → 32 ）、郵便切手代 4 （ 26 → 30 ）、電話料 5 （ 10
→ 15 ）、ケーブルテレビ広告料 6 （ 11 → 17 ）、特定調査区調
査委託料 35 （ 236 → 271 ）、要図等作成業務委託料 ▲82 （
550 → 468 ）
【財源内訳】 県支出金 148

農林業センサス事業
消耗品費 ▲1 （ 15 → 14 ）
【財源内訳】 県支出金 ▲1

福祉保健センター事業
施設修繕費 800 （ 500 → 1,300 ）、貯水槽点検委託料 33 （ 66
→ 99 ）
【財源内訳】 一般財源 833

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

クリーンパーク運営事業
インターネット接続通信費 133 （皆増）、造成等工事 2,431
（皆増）
【財源内訳】 一般財源 2,564

さが園芸生産888億円
推進事業

さが園芸農業者育成対策事業補助金 3,896 （ 14,400 →
18,296 ）
【財源内訳】 県支出金 3,246、一般財源 650

＜新規＞
（新型コロナ対応）玉ねぎ
生産緊急支援事業

玉ねぎ生産緊急支援補助金 4,260 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 4,260

県営土地改良事業
県営ため池等整備事業負担金 1,005 （ 18,825 → 19,830 ）
【財源内訳】 分担金 126、町債 600、一般財源 279

農道及び農業用
用排水路整備事業

農道及び農業用用排水路整備事業補助金 500 （ 750 → 1,250 ）
【財源内訳】 一般財源 500

土地改良総務事業
農業揚水ポンプ電気設備工事 1,045 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,045

地域農業水利施設
ストックマネジメント事業

県土地改良事業団体連合会事務費賦課金 1,770 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,770

林業総務管理事業
土留工設置工事 825 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 825

森林環境譲与税基金
森林環境譲与税基金積立金 2,700 （ 2,400 → 5,100 ）
【財源内訳】 一般財源 2,700



補正額 主管課

127,750 商工観光課

1,119 建設課

▲ 1,427 建設課

▲ 65,000 建設課

3,901 建設課

▲ 30,100 建設課

▲ 11,100 建設課

▲ 80,100 建設課

1,311 建設課

1,300 建設課

1,493 消防署

99 消防署

66,000 学校教育課

914 学校教育課

239 有田小学校

239 有田中部小学校

239 曲川小学校

256 大山小学校

986 有田小学校

3,049 大山小学校

3,048 学校教育課

470 大山小学校

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 4,850 （ 16,750 → 21,600 ）、道路改良補償費
▲69,850 （ 132,350 → 62,500 ）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲34,875、町債 ▲28,600、一般財源
▲1,525

新型コロナウイルス
感染症対応事業者
緊急支援事業

消耗品費 56 （皆増）、郵便切手代 84 （皆増）、口座振込手数料
110 （皆増）、事業者緊急支援給付金 127,500 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 102,339、一般財源 25,411

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

土木総務管理事業

普通旅費 38 （ 62 → 100 ）、消耗品費 280 （ 413 → 693 ）、事務
椅子購入費 44 （皆増）、側溝蓋上げ機購入事業 57 （皆増）、画
像処理システム購入費 700 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,119

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 ▲10,750 （皆減）、工事請負費 9,323 （ 62,400 →
71,723）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲1,088、町債 ▲400、一般財源 61

社会資本整備総合
交付金事業（井手平
８号線）

工事請負費 3,901 （ 22,100 → 26,001 ）
【財源内訳】 一般財源 1,938、地方債 1,800、一般財源 163

交通安全対策補助事業
（下舞原松葉線）

工事請負費 ▲30,100 （皆減）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲17,400、町債 ▲12,000、一般財源
▲700

道路メンテナンス補助
事業（橋梁点検）

測量委託料 ▲11,100 （皆減）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲6,380、一般財源 ▲4,720

道路メンテナンス補助
事業（泉山25号線）

橋梁撤去負担金 ▲80,100 （皆減）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲46,400、一般財源 ▲33,700

有田小学校
施設管理事業

グラウンド公衆トイレ公共下水道接続工事 986 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 986

大山小学校
施設管理事業

家庭科室配管工事 92 （皆増）、防球ネット設置工事 2,957
（皆増）
【財源内訳】 繰入金 2,956、一般財源 93

小学校総務管理事業
アウトソーシング委託料（小学校給食） 3,048 （ 30,475 →
33,523 ）
【財源内訳】 一般財源 3,048

街路調査事業
電柱地中化街路調査負担金 1,311 （ 12,000 → 13,311 ）
【財源内訳】 町債 1,200、一般財源 111

公園管理事業
施設修繕費 1,300 （ 100 → 1,400 ）
【財源内訳】 繰入金 1,000、一般財源 300

非常備消防事業
消防団ラッパ一式購入費 1,540 （皆増）、婦人消防隊員等福祉共
済負担金 ▲7 （皆減）、婦人消防隊運営負担金 ▲40 （皆減）
【財源内訳】 諸収入 1,000、一般財源 493

消防団員確保対策事業
消防団広報誌 99 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 49、一般財源 50

ＧＩＧＡスクール構想事業
情報通信ネットワーク環境整備委託料 2,000 （皆増）、端末購入
費 64,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 48,150、繰入金 17,850

医薬品費（小学校） 338 （皆増）、医薬品費（中学校） 180 （皆
増）、感染症対策備品購入費（小学校） 231 （皆増）、感染症対策
備品購入費（中学校） 165 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 258、一般財源 656

有田小学校
総務管理事業

体育館用ＡＥＤ購入費 239 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 239

有田中部小学校
総務管理事業

体育館用ＡＥＤ購入費 239 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 239

曲川小学校
総務管理事業

体育館用ＡＥＤ購入費 239 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 239

大山小学校
総務管理事業

室内環境指標計 17 （皆増）、体育館用ＡＥＤ購入費 239 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 239、一般財源 17

大山小学校
教育振興事業

理科教育設備等購入費 470 （ 299 → 769 ）
【財源内訳】 国庫支出金 233、一般財源 237

＜新規＞
新型コロナ対応緊急対策
事業



補正額 主管課

7 西有田中学校

396 有田中学校

473 西有田中学校

1,078 学校教育課

110 有田中学校

900 生涯学習課

1,939 文化財課

▲ 900 生涯学習課
生涯スポーツ全国大会等
出場補助事業

生涯スポーツ全国大会等出場補助金 ▲900 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲900

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

＜新規＞
有田町全国大会等
出場費補助事業

全国大会等出場費補助金 900 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 900

有田町歴史民俗資料館
事業

会計年度任用職員報酬 1,423 （ 1,423 → 2,846 ）、会計年度任
用職員期末手当 207 （ 207 → 414 ）、会計年度任用職員社会保
険料 273 （ 273 → 546 ）、清掃委託料 36 （ 151 → 187 ）
【財源内訳】 一般財源 1,939

西有田中学校
総務管理事業

生徒用机椅子購入費 7 （ 195 → 202 ）
【財源内訳】 繰入金 7

有田中学校
施設管理事業

防犯カメラ設置工事 396 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 396

西有田中学校
施設管理事業

防犯カメラ設置工事 473 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 473

中学校総務管理事業
アウトソーシング委託料（中学校給食） 1,078 （ 10,781 →
11,859 ）
【財源内訳】 一般財源 1,078

有田中学校
教育振興事業

理科教育設備等購入費 110 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 25、一般財源 85


