令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日
有
田
町

令和２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

９月補正額

令和２年度９月
補正後の予算額

令和元年度
９月補正後の予算額

増減額

増減率

1,055,271

14,822,549

11,250,985

3,571,564

31.7

１ 歳入歳出予算
令和２年度一般会計補正予算（第４号）では、公共土木災害復旧事業、ＳＴＥＡＭ教育推進事業、森林経営管理制度事
業、豚熱等侵入防止対策緊急支援事業のほか、新型コロナ感染症対応事業として３密対策・オンライン教育環境整備事
業をはじめとした各種事業を新たに追加しています。また、ふるさと納税推進事業、農地農業用施設災害復旧事業、障
害児福祉サービス事業などを増額。長期債利子償還金、基幹業務システム管理事業、県単ため池災害防止事業などを
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、繰入金などで措置しています。
補正額は10億5,527万１千円の増額で、補正後の予算額は148億2,254万９千円となり、前年同期に比べ31.7％の増とな
ります。

２ 歳入予算の内容
（単位：千円）

項 目

○地方交付税
〇分担金及び負担金

（補正前）

（補正額）

3,574,040

61,588

44,386

13,688

（補正後）

説 明 ※(

)内は補正前→補正後

3,635,628 ・普通交付税 61,588 （3,189,734 → 3,251,322）
58,074 ・県単ため池災害防止事業負担金 ▲312 （皆減）
・農業災害復旧事業負担金 14,000 （100 → 14,100）

〇国庫支出金

3,212,454

361,795

3,574,249 ・過年度精算分低所得者保険料軽減国費負担金 15
（皆増）
・障害児通所給付費負担金 7,560 （15,868 → 23,428）
・社会保障・税番号制度システム整備補助金 〔 総務省〕
7,436 （3,267 → 10,703）
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
313,550 （116,021 → 429,571）
・ 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金 5,000 （ 2,500 →
7,500）
・社会保障・税番号制度システム整備補助金 〔 法務省〕
1,496 （皆増）
・地域子ども・子育て支援事業費補助金 〔子育て支援課〕
1,761 （20,589 → 22,350）
・子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 800
（25,850 → 26,650）
・ 公 立 学 校 情 報 機 器 整 備 費 補 助 金 150 （ 48,150 →
48,300）
・重要文化財修理、防災事業補助金 6,888 （皆増）
・現年災害 17,139 （皆増）

〇県支出金

806,126

120,434

926,560 ・過年度精算分低所得者保険料軽減県費負担金 2 （皆
増）
・障害児通所給付費負担金 3,780 （7,934 → 11,714）
・土地利用規制等対策補助金 ▲4 （44 → 40）

項 目

（補正前）

（補正額）

〇県支出金

（補正後）

説 明 ※(

)内は補正前→補正後

・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金
28 （46 → 74）
・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
939 （12,649 → 13,588）
・県単ため池災害防止事業補助金 ▲2,500 （皆減）
・学校保健特別対策事業費補助金 〔学校再開支援事業〕
3,250 （皆増）
・学校保健特別対策事業費補助金 12 （258 → 270）
・史跡等買上事業補助金 1,592 （皆増）
・重要文化財修理、防災事業補助金 1,062 （皆増）
・農業災害復旧費補助金 112,000 （800 → 112,800）
・権限委譲事務委託金 48 （1,277 → 1,325）

〇寄附金

600,002

304,941

・国勢調査事業委託金 225 （6,707 → 6,932）
904,943 ・一般社団法人 陶都有田青年会議所寄附金 4,640 （皆
増）
・ふるさと応援寄附金 300,000 （600,000 → 900,000）
・企業版ふるさと応援寄附金 1 （皆増）
・教育費寄附金〔学校教育課〕 300 （1 → 301）

〇繰入金

1,372,942

27,970

1,400,912 ・ふるさと応援基金繰入金 199,615 （688,634 → 888,249）
・財政調整基金繰入金 ▲175,845 （600,950 → 425,105）
・森林環境譲与税基金繰入金 4,200 （352 → 4,552）

〇繰越金

1

149,712

〇諸収入

212,089

24,688

149,713 ・繰越金 149,712 （1 → 149,713）
236,777 ・障害者自立支援給付費等国庫負担金過年度分追加交
付金 13,263 （皆増）
・障害者自立支援給付費等県費負担金過年度分追加交
付金 6,631 （皆増）
・更生医療国庫負担金過年度分追加交付金 2,369 （皆
増）
・更生医療県費負担金過年度分追加交付金 1,301 （皆
増）
・障害児通所給付費国庫負担金過年度分追加交付金
686 （皆増）
・障害児通所給付費県費負担金過年度分追加交付金
343 （皆増）
・西九州北部地域開発促進協議会運営費返還金 32 （皆
増）
・有田焼未来プロジェクト解散に伴う残余財産 59 （皆増）
・過年度分多面的機能支払交付金返還金 4 （皆増）

〇町債

1,463,112

▲ 9,545

1,453,567 ・臨時財政対策債 ▲18,045 （216,712 → 198,667）
・公共土木等災害復旧事業債 8,500 （皆増）

３ 歳出予算の内容
（単位：千円）

事業名

人件費（議会費）

補正額

1,683

主管課

総務課

事業内容 ※(

)内は補正前→補正後

一般職給 325 （12,140 → 12,465）、一般職扶養手当 360 （78 → 438）、
一般職住居手当 324 （皆増）、一般職期末手当 181 （2,896 → 3,077）、
一般職勤勉手当 76 （2,104 → 2,180）、一般職退職手当組合負担金 52
（1,943 → 1,995）、一般職共済組合負担金 365 （3,822 → 4,187）
【財源内訳】 一般財源 1,683

事業名

財政調整基金

補正額

主管課

74,857

財政課

人件費（総務管理費）

2,661

総務課

人件費（会計管理費）

6,337

総務課

財産管理事業

4,500

財政課

庁舎管理事業

1,372

総務課

3,500

財政課

〈新規〉
（新型コロナ対応）コロナ

感染者一時避難等施設
整備事業
企業誘致対策事業
定住促進事業
〈新規〉

ＳＴＥＡＭ教育推進事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）サテライ

トオフィス創出事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）基幹公

共交通持続化支援事業
人件費（企画費）

情報一般管理事業
基幹業務システム
管理事業
交通安全対策事業

ふるさと納税推進事業

〈新規〉
（新型コロナ対応）防災

)内は補正前→補正後

財政調整基金積立金 74,857 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 74,857
一般職給 1,038 （36,816 → 37,854）、一般職扶養手当 ▲240 （1,416 →
1,176）、一般職時間外勤務手当 1,500 （3,000 → 4,500）、一般職期末手
当 187 （8,961 → 9,148）、一般職勤勉手当 176 （6,324 → 6,500）
【財源内訳】 一般財源 2,661
一般職給 2,724 （11,254 → 13,978）、一般職扶養手当 78 （皆増）、一般
職 期 末手 当 742 （ 2,618 → 3,360） 、一 般職 勤勉 手当 531 （ 1,913 →
2,444）、一般職退職手当組合負担金 829 （1,408 → 2,237）、一般職共
済組合負担金 1,313 （3,238 → 4,551）、一般職共済組合追加費用 120
（180 → 300）
【財源内訳】 一般財源 6,337
旧医師住宅解体工事 4,500 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 4,500
施設修繕費 1,107 （1,000 → 2,107）、本庁舎周辺樹木剪定委託料 267
（皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,372
旧医師住宅改修工事 3,000 （皆増）、施設整備関連備品購入費 500
（皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,500

水路等修繕工事 820 （皆増）
820 まちづくり課 【財源内訳】 一般財源 820
定住促進奨励金 7,010 （24,000 → 31,010）
7,010 まちづくり課 【財源内訳】 繰入金 7,010
協議会委員謝金 30 （皆増）、協議会委員費用弁償 100 （皆増）、会議
用お茶代 2 （皆増）、ワークショップ開催業務委託料 238 （皆増）、ＳＴＥ
4,363 まちづくり課 ＡＭ教育推進業務委託料 3,993 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,393、寄附金 1、一般財源 969
サテライトオフィス創出・活用業務委託料 3,740 （皆増）、サテライトオフィ
5,740 まちづくり課 ス創出事業補助金 2,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 5,740
基幹公共交通持続化支援金 4,600 （皆増）
4,600 まちづくり課 【財源内訳】 国庫支出金 4,600
▲ 747

総務課

2,111

財政課

▲ 13,672

財政課

500

総務課

504,837

総務課

20,137

総務課

▲ 1,833

総務課

対策事業

人件費（税務総務費）

事業内容 ※(

一般職扶養手当 ▲531 （1,845 → 1,314）、一般職住居手当 324 （皆
増）、一般職児童手当 ▲540 （1,540 → 1,000）
【財源内訳】 一般財源 ▲747
機器設定委託料 1,997 （1 → 1,998）、データセンター使用料 114 （274
→ 388）
【財源内訳】 一般財源 2,111
プログラム開発委託料 2,507 （1 → 2,508）、データ移行業務委託料
▲ 16,179 （皆減）
【財源内訳】 国庫支出金 2,508、 一般財源 ▲16,180
交通安全施設整備工事 500 （1,000 → 1,500）
【財源内訳】 一般財源 500
寄 附 者 謝 礼 164,000 （ 265,000 → 429,000 ） 、 消 耗 品 費 300 （ 200 →
500）、広告料 1,000 （3,200 → 4,200）、返礼品開発・配送管理業務委託
料 7,260 （39,732 → 46,992）、申込みシステム使用料 24,785 （34,140
→ 58,925）、決済システム使用料 5,641 （11,909 → 17,550）、申込みシ
ステム付加サービス利用料 1,851 （6,155 → 8,006）、有田町ふるさと応
援基金積立金 300,000 （600,000 → 900,000）
【財源内訳】 寄附金 300,000、繰入金 204,837
消耗品費 2,167 （皆増）、避難所等無線ＬＡＮ環境整備委託料 4,772 （皆
増）、防災備蓄倉庫購入費 1,446 （皆増）、災害用ポータブル電源購入
費 1,752 （皆増）、マイクロバス購入費 10,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 20,137
一般職給 ▲1,955 （49,955 → 48,000）、一般職扶養手当 ▲148 （2,754
→ 2,606）、一般職住居手当 570 （438 → 1,008）、一般職児童手当
▲300 （1,140 → 800）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,833

事業名

賦課徴収事業

戸籍住民基本台帳事業
個人番号カード事業
人件費（戸籍住民基本
台帳費）

国勢調査事業
<新規>
（新型コロナ対応）おうちで

トレーニング普及事業
地域生活支援事業

介護保険事業

児童福祉総務事業

小児慢性特定疾病児童
日常生活用具給付事業
障害児福祉サービス事業
放課後児童健全育成
事業
子育て世帯への臨時
特別給付金給付事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）有田町

新生児臨時交付金事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）子ども

インフルエンザ予防接種
助成事業

人件費（児童福祉総務費）

人件費（保育園費）

補正額

主管課

事業内容 ※(

)内は補正前→補正後

コ ン ビ ニ 等 収 納 手 数 料 150 （ 668 → 818 ） 、 町 税 過 納 還 付 金 2,000
（6,000 → 8,000）
【財源内訳】 一般財源 2,150
戸籍情報システム改修業務委託料 1,496 （皆増）、戸籍附票システム改
6,424 住民環境課 修業務委託料 4,928 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 6,424、県支出金 13、一般財源 ▲13
通知カード・個人番号カード関連事務交付金 5,000 （2,536 → 7,536）
5,000 住民環境課 【財源内訳】 国庫支出金 5,000
2,150

税務課

一般職給 ▲2,000 （37,511 → 35,511）
▲ 2,000 住民環境課 【財源内訳】 一般財源 ▲2,000
会計年度任用職員報酬 33 （378 → 411）、時間外勤務手当 95 （130 →
225 まちづくり課 225）、消耗品費 86 （159 → 245）、郵便切手代 11 （30 → 41）
【財源内訳】 県支出金 225
運動指導委託料 110 （皆増）、普及映像制作・放映委託料 875 （皆増）
985 健康福祉課 【財源内訳】 国庫支出金 985
手話通訳者派遣謝金 ▲32 （皆減）、手話奉仕員養成講座委託料 ▲
▲ 685 健康福祉課 653 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲685
過年度分介護保険低所得利用者助成事業返還金 93 （皆増）、地域支
援事業繰出金〔介護予防事業〕 21 （13,687 → 13,708）、地域支援事業繰
432 健康福祉課 出金〔包括的支援事業・任意事業〕 19 （10,987 → 11,006）、事務費繰出金
〔準義務的経費〕 299 （13,457 → 13,756）
【財源内訳】 国庫支出金 15、県支出金 2、一般財源 415
子ども・子育て会議委員報酬 90 （皆増）、子ども・子育て会議委員費用
弁償 33 （皆増）、要保護児童対策地域協議会委員費用弁償 36 （皆
増）、国庫負担金過年度返還金 〔子どものための教育・保育給付交付金〕
1,158 子育て支援課
482 （皆増）、県費負担金過年度返還金〔佐賀県施設型給付費〕 230 （皆
増）、国庫負担金過年度返還金〔子ども・子育て支援交付金〕 287 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,158
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 37 （63 → 100）
37 子育て支援課 【財源内訳】 県支出金 28、一般財源 9
障害児通所給付費 13,200 （28,800 → 42,000）、障害児相談支援給付費
15,120 子育て支援課 1,920 （2,880 → 4,800）
【財源内訳】 国庫支出金 7,560、県支出金 3,780、一般財源 3,780
放課後児童健全育成事業費補助金 3,642 （9,064 → 12,706）
3,642 子育て支援課 【財源内訳】 国庫支出金 1,761、県支出金 939、一般財源 942
子育て世帯臨時特別給付金 800 （25,850 → 26,650）
800 子育て支援課 【財源内訳】 国庫支出金 800
消耗品費 50 （皆増）、新生児臨時給付金 12,000 （皆増）
12,050 子育て支援課 【財源内訳】 国庫支出金 12,050
インフルエンザ予防接種扶助費〔コロナ対応〕 4,084 （皆増）
4,084 子育て支援課 【財源内訳】 国庫支出金 4,084

7,161

総務課

▲ 18,274

総務課

一 般 職給 3,157 （ 21,675 → 24,832） 、 一 般 職 扶 養 手 当 240 （ 300 →
540 ） 、一 般 職住 居 手 当 324 （ 皆 増 ） 、 一 般 職 通 勤 手 当 45 （ 171 →
216）、一般職期末手当 913 （5,068 → 5,981）、一般職勤勉手当 630
（3,655 → 4,285）、一般職退職手当組合負担金 534 （3,440 → 3,974）、
一般職共済組合負担金 1,318 （6,770 → 8,088）
【財源内訳】 一般財源 7,161
一般職給 ▲9,443 （76,443 → 67,000）、一般職扶養手当 ▲222 （1,236
→ 1,014）、一般職時間外勤務手当 ▲200 （4,200 → 4,000）、一般職期
末手当 ▲2,125 （17,405 → 15,280）、一般職勤勉手当 ▲1,518 （12,523
→ 11,005）、一般職退職手当組合負担金 ▲1,545 （12,231 → 10,686）、
一般職共済組合負担金 ▲3,013 （24,013 → 21,000）、一般職共済組合
追加費用 ▲208 （1,608 → 1,400）
【財源内訳】 一般財源 ▲18,274

事業名

人件費（保健衛生総務費）

感染症対策事業
新型コロナウイルス
感染症対応衛生事業

補正額

主管課

事業内容 ※(

)内は補正前→補正後

一般職住居手当 324 （270 → 594）、一般職時間外勤務手当 ▲500
（2,700 → 2,200）、一般職期末手当 ▲300 （8,026 → 7,726）、一般職勤
▲ 576
総務課
勉手当 ▲100 （5,865 → 5,765）
【財源内訳】 一般財源 ▲576
定期予防接種委託料 1,821 （33,257 → 35,078）、過年度分感染症予防
2,055 健康福祉課 事業費国庫負担〔補助〕金返還金 234 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 2,055
インフルエンザ接種委託料 7,353 （皆増）
7,353 健康福祉課 【財源内訳】 国庫支出金 7,353

リサイクルプラザ修繕
事業

施設等修繕費 8,595 （13,300 → 21,895）
8,595 住民環境課 【財源内訳】 一般財源 8,595

〈新規〉
（新型コロナ対応）農畜産

1,370

農林課

農畜産物販売促進活動費補助金 1,370 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 1,370

5,520

農林課

肥育牛農家支援事業補助金 5,520 （2,280 → 7,800）
【財源内訳】 国庫支出金 5,520

対策緊急支援事業

67

農林課

豚熱等侵入防止対策緊急支業補助金 67 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 67

農道及び農業用
用排水路整備事業

1,000

建設課

農道及び農業用用排水路整備事業補助金 1,000 （1,250 → 2,250）
【財源内訳】 一般財源 1,000

▲ 5,000

建設課

調査委託料 ▲1,500 （皆減）、工事請負費 ▲3,500 （皆減）
【財源内訳】 分担金 ▲312、県支出金 ▲2,500、一般財源 ▲2,188

1,500

建設課

林道修繕工事 1,500 （1,000 → 2,500）
【財源内訳】 一般財源 1,500

森林経営管理制度事業

4,200

農林課

森林経営管理意向調査等業務委託料 4,200 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 4,200

姉妹都市交流基金

姉妹都市交流基金積立金 4,640 （皆増）
4,640 商工観光課 【財源内訳】 寄附金 4,640

物販売促進活動事業
（新型コロナ対応）肥育牛

農家支援事業
〈新規〉豚熱等侵入防止

県単ため池災害防止
事業
林道管理事業
〈新規〉

〈新規〉
（新型コロナ対応）

有田焼の魅力発信
動画制作事業
小路庵事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）Ｗｅｂ

での情報発信強化事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）上有田

駅観光トイレ改修事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）

古民家を活用した地域
活性化事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）有田

有田焼の魅力発信動画制作事業補助金 4,000 （皆増）
4,000 商工観光課 【財源内訳】 国庫支出金 4,000
施設修繕費 4,376 （3,428 → 7,804）
4,376 商工観光課 【財源内訳】 4,376
Ｗｅｂでの情報発信強化事業補助金 4,000 （皆増）
4,000 商工観光課 【財源内訳】 国庫支出金 4,000
工事請負費 4,365 （皆増）
4,365 商工観光課 【財源内訳】 国庫支出金 4,365
報償金 1,000 （皆増）、町内古民家調査等委託料 5,000 （皆増）
6,000 商工観光課 【財源内訳】 国庫支出金 6,000

3,974

農林課

10,400

建設課

道路橋梁新設改良事業

4,000

建設課

河川総務管理事業

3,000

建設課

公園管理事業

2,830

建設課

674

消防署

ダム入口トイレ改修工事
道路橋梁維持事業

非常備消防事業

有田ダム入口トイレ改修工事 3,974 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,974
町道補修及び除草作業委託料 500 （5,000 → 5,500）、町道修繕工事
9,500 （15,500 → 25,000）、地区支給原材料費 400 （360 → 760）
【財源内訳】 10,400
道路改良補償費 4,000 （2,000 → 6,000）
【財源内訳】 一般財源 4,000
町単河川修繕工事 3,000 （600 → 3,600）
【財源内訳】 一般財源 3,000
施 設 修繕 費 660 （ 1,400 → 2,060） 、公 園除 草委 託料 250 （ 2,005 →
2,255）、公園樹木管理委託料 1,920 （1,215 → 3,135）
【財源内訳】 繰入金 590、一般財源 2,240
水火災出動、捜索出動及び警戒出動 674 （660 → 1,334）
【財源内訳】 一般財源 674

事業名

消防団員訓練・研修事業
消防水利整備事業
消防団格納庫整備事業
事務局事業
（教育委員会）
ＧＩＧＡスクール構想事業
新型コロナ対応緊急対策
事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）３密

対策・オンライン教育
環境整備事業

人件費
（教育委員会事務局費）

〈新規〉
（新型コロナ対応）

学校保健特別対策事業
（有田小学校）
〈新規〉
（新型コロナ対応）

学校保健特別対策事業
（有田中部小学校）
〈新規〉
（新型コロナ対応）

学校保健特別対策事業

補正額

主管課

▲ 1,935

消防署

1,600

消防署

事業内容 ※(

)内は補正前→補正後

全 国 活 性 化 セ ミ ナ ー ▲ 335 （ 皆 減 ） 、 訓 練 手 当 ▲ 1,600 （ 2,705 →
1,105）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,935
消火栓工事負担金 1,600 （300 → 1,900）
【財源内訳】 一般財源 1,600

消防格納庫屋根葦き替え工事 682 （701 → 1,383 ）
【財源内訳】 一般財源 682
自動車損害保険料〔任意〕 6 （62 → 68）、小中学校試薬等処分委託料
776 学校教育課 770 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 776
オンライン授業用機器購入費 216 （皆増）
216 学校教育課 【財源内訳】 国庫支出金 17,955、繰入金 ▲17,850、一般財源 111
スクールサポートスタッフ期末手当 81 （59 → 140）、医薬品費〔小学校〕
12,994 学校教育課 23 （338 → 361）、修学旅行キャンセル料等補助金 12,890 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 1,069、県支出金 12、一般財源 11,913
682

消防署

ＩＣＴ機器を活用した３密対策・オンライン教育環境整備委託料 64,271
64,271 学校教育課 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 64,271

9,069

総務課

一 般 職給 4,032 （ 19,122 → 23,154） 、 一 般 職 扶 養 手 当 780 （ 876 →
1,656）、一般職通勤手当 120 （125 → 245）、一般職時間外勤務手当
298 （702 → 1,000）、一般職期末手当 1,008 （4,794 → 5,802）、一般職
勤勉手当 386 （3,365 → 3,751）、一般職児童手当 660 （360 → 1,020）、
一般職退職手当組合負担金 373 （2,193 → 2,566）、一般職共済組合負
担金 1,208 （6,269 → 7,477）、一般職共済組合追加費用 204 （416 →
620）
【財源内訳】 一般財源 9,069

消耗品費 238 （皆増）、貸切バス料金 109 （皆増）、空気清浄機購入費
457 有田小学校 110 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 229、県支出金 228

1,085

有田中部小学校

消耗品費 202 （皆増）、児童用トイレ手洗い水栓ハンドル取替修繕 143
（皆増）、貸切バス料金 203 （皆増）、一般備品購入費 379 （皆増）、義
務教育教材充実備品購入費 158 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 335、県支出金 750

消耗品費 627 （皆増）、貸切バス料金 373 （皆増）
1,000 曲川小学校 【財源内訳】 国庫支出金 500、県支出金 500

（曲川小学校）
〈新規〉
（新型コロナ対応）

学校保健特別対策事業
（大山小学校）

大山小学校給食事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）

学校保健特別対策事業

消耗品費 19 （皆増）、貸切バス料金 267 （皆増）、網戸設置工事 716
1,002 大山小学校 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 502、県支出金 500
真空冷却機購入費 2,970 （皆増）
2,970 大山小学校 【財源内訳】 繰入金 2,970
貸切バス料金 1,561 （皆増）
1,561 有田中学校 【財源内訳】 国庫支出金 789、県支出金 772

（有田中学校）
〈新規〉
（新型コロナ対応）

学校保健特別対策事業
（西有田中学校）

西有田中学校教育振興
事業

有田中学校給食事業

消耗品費 94 （皆増）、貸切バス料金 770 （皆増）、備品購入費 133 （皆
997 西有田中学校 増）
【財源内訳】 国庫支出金 497、県支出金 500
試薬等処分委託料 ▲300 （皆減）、義務教育教材充実備品（寄贈）購入
3 西有田中学校 費 198 （皆増）、学校図書館充実備品（寄贈）購入費 105 （皆増）
【財源内訳】 寄附金 300、一般財源 ▲297
フライバット購入費 108 （皆増）、スライサー用千切円盤購入費 66 （皆
増）、二槽シンク購入費 842 （皆増）、全自動洗濯機購入費 110 （皆
1,202 有田中学校 増）、衣類乾燥機購入費 76 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 1,028、一般財源 174

事業名
〈新規〉
（新型コロナ対応）図書館

公衆衛生事業
歴史と文化の森公園管理
事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）

炎の博記念堂
空間安全・安心確保事業
旧田代家西洋館事業

人件費（文化財保護費）

文化体育館施設管理
事業
〈新規〉
（新型コロナ対応）体育

センター屋根等改修事業
農地農業用施設災害復
旧事業

補正額

主管課

事業内容 ※(

)内は補正前→補正後

書籍除菌機器購入費 506 （皆増）
506 生涯学習課 【財源内訳】 国庫支出金 506
施設修繕費 874 （700 → 1,574）、サクラテングス病除去業務委託料
1,280 生涯学習課 363 （皆増）、炎の博記念堂地下雨水ポンプ調査委託料 43 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,280
映像配信用ネットワーク配線工事 1,569 （皆増）、間仕切りロールカーテ
ン工事 1,232 （皆増）、映像配信用機器購入費 3,853 （皆増）、ＡＩサーマ
7,061 生涯学習課 ルカメラ購入費 407 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 7,061
特別旅費 140 （皆増）、旧田代家西洋館修理工事設計監理委託料
9,831 文化財課 1,716 （皆増）、旧田代家西洋館修理工事 7,975 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 6,888、県支出金 1,062、一般財源 1,881
一般職給 ▲2,617 （18,568 → 15,951）、一般職通勤手当 26 （428 →
454）、一般職期末手当 ▲563 （4,501 → 3,938）、一般職勤勉手当
▲411 （3,172 → 2,761）、一般職退職手当組合負担金 ▲418 （2,971 →
▲ 4,813
総務課
2,553）、一般職共済組合負担金 ▲777 （6,177 → 5,400）、一般職共済
組合追加費用 ▲53 （416 → 363）
【財源内訳】 一般財源 ▲4,813
施設修繕費 660 （皆増）
660 生涯学習課 【財源内訳】 繰入金 660
体育センター屋根等改修工事 46,000 （皆増）
46,000 生涯学習課 【財源内訳】 国庫支出金 20,000、一般財源 26,000

140,000

建設課

工事請負費 140,000 （1,000 → 141,000）
【財源内訳】 県支出金 112,000、分担金 14,000、一般財源 14,000

25,700

建設課

現年災害復旧工事 25,700 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 17,139、町債 8,500、一般財源 61

長期債元金償還費

1,569

財政課

長期債元金償還金(当該年度分） 1,569 （796,011 → 797,580）
【財源内訳】 一般財源 1,569

長期債利子償還金

▲ 20,844

財政課

長期債利子償還金 ▲20,844 （90,830 → 69,979）
【財源内訳】 一般財源 ▲20,844

〈新規〉

公共土木災害復旧事業

