
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

○地方特例交付金 6,801 10,804 17,605

〇分担金及び負担金 58,074 188 58,262

〇国庫支出金 3,574,249 66,152 3,640,401

〇県支出金 926,560 29,454 956,014

増減率

94,482 14,917,031 11,523,707 3,393,324 29.4

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日
有 田 町

令和２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２年度12月
補正後の予算額

令和元年度
12月補正後の予算額

対前年度比較

増減額

・減収補てん特例交付金 10,804 （6,801 → 17,605）

・県営ため池等整備事業負担金 188 （2,479 → 2,667）

・障害者自立支援給付費等負担金 34,664 （237,778 →
272,442）

・療養介護医療費負担金 125 （1,800 → 1,925）

・児童福祉費負担金 23,213 （317,878 → 341,091）

１　歳入歳出予算

令和２年度一般会計補正予算（第５号）では、ＰＣＢ汚染廃棄物処理事業、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業を新たに追加しています。また、障害福祉サービス事業、施設型給
付費等事業、障害児福祉サービス事業などを増額。新型コロナウイルス感染症対応事業者緊急支援事業、佐賀県西部
広域環境組合事業、健康診査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9,448万２千円の増額で、補正後の予算額は149億1,703万１千円となり、前年同期に比べ29.4％の増となりま
す。

（単位：千円）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・障害児通所給付費負担金 8,150 （23,428 → 31,578）

・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 17,332 （118,889
→ 136,221）

・療養介護医療費負担金 62 （900 → 962）

・児童福祉費負担金 5,780 （162,817 → 168,597）

・機構集積支援事業補助金 127 （17 → 144）

・佐賀県スクールカウンセラー配置事業補助金 25 （560
→ 585）

・学校保健特別対策事業費補助金〔学校再開支援事業〕
▲210 （3,250 → 3,040）

・経済センサス委託金〔活動調査〕 ▲13 （98 → 85）

・障害児通所給付費負担金 4,075 （11,714 → 15,789）

・防犯カメラ設置補助金 102 （皆増）

・佐賀県地域商業活性化支援事業補助金 ▲500 （1,000
→ 500）

・老人クラブ助成金補助金 64 （656 → 720）

・介護保険低所得者利用者助成事業費補助金 210 （75
→ 285）

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
2,400 （皆増）



（補正前） （補正額） （補正後）

〇財産収入 82,121 ▲ 855 81,266

〇繰入金 1,400,912 ▲ 7,230 1,393,682

〇諸収入 236,777 ▲ 1,831 234,946

〇町債 1,453,567 ▲ 2,200 1,451,367

３　歳出予算の内容

補正額 主管課

▲ 350 財政課

▲ 49 財政課

▲ 113 財政課

460 総務課

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・地域福祉基金利子 ▲26 （162 → 136）

・産業振興基金利子 ▲17 （106 → 89）

・有田焼創業400年祭基金利子 ▲32 （225 → 193）

・建物貸付収入〔大有田焼会館〕 529 （2,071 → 2,600）

・有田町ふるさと応援基金利子 82 （2,103 → 2,185）

・教育施設整備基金利子 ▲120 （730 → 610）

・竹内昌三育英資金基金利子 6 （21 → 27）

・伊万里・有田消防組合職員退職手当基金利子 ▲22
（131 → 109）

・財政調整基金利子 ▲350 （5,779 → 5,429）

・減債基金利子 ▲49 （297 → 248）

・庁舎等施設整備基金利子 ▲113 （689 → 576）

・土地開発基金利子 ▲40 （148 → 108）

・有田町地域振興基金利子 ▲61 （391 → 330）

・有田町病院事業清算基金利子 ▲199 （1,211 → 1,012）

・合併振興基金利子 ▲349 （2,121 → 1,772）

・姉妹都市交流基金利子 8 （1 → 9）

・農山村活性化推進基金利子 ▲47 （424 → 377）

・森林環境譲与税基金利子 4 （1 → 5）

・定住促進住宅改修基金利子 ▲59 （408 → 349）

・自賠責保険料返還金 3 （皆増）

・松浦鉄道施設整備事業〔地域鉄道整備事業債（一般）〕
▲8,100 （皆減）

・ 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債 5,000 （ 82,000 →
87,000）

（単位：千円）

・農業農村整備事業〔一般補助施設整備等事業債〕 900
（12,400 → 13,300）

・有田町経営所得安定対策等推進事業負担金 ▲1,974
（皆減）

・光熱水費実費弁償〔農業施設〕 140 （皆増）

・ふるさと応援基金繰入金 ▲338 （888,249 → 887,911）

・財政調整基金繰入金 ▲6,915 （425,105 → 418,190）

・介護保険特別会計繰出金過年度精算金 23 （皆増）

減債基金
減債基金利子 ▲49 （297 → 248）
【財源内訳】 財産収入 ▲49

庁舎等施設整備基金
庁舎等施設整備基金利子積立金 ▲113 （689 → 576）
【財源内訳】 財産収入 ▲113

〈新規〉
ＰＣＢ汚染廃棄物処理
事業

ＰＣＢ汚染廃棄物収集運搬料 121 （皆増）、ＰＣＢ汚染廃棄物処理委託
料 339 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 460

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

財政調整基金
財政調整基金利子 ▲350 （5,779 → 5,429）
【財源内訳】 財産収入 ▲350



補正額 主管課

2,552 総務課

▲ 379 財政課

250 財政課

500 まちづくり課

6,981 まちづくり課

▲ 61 まちづくり課

521 まちづくり課

▲ 349 まちづくり課

519 財政課

308 総務課

82 総務課

500 総務課

2,159 税務課

▲ 13 まちづくり課

▲ 26 健康福祉課

▲ 1,182 総務課

▲ 2 健康福祉課

1,500 健康福祉課

67,828 健康福祉課

250 健康福祉課

▲ 1,049 総務課

大有田焼会館管理事業
電気代 250 （2,200 → 2,450）
【財源内訳】 財産収入 529、一般財源 ▲279

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

企業誘致対策事業

消耗品費 15 （67 → 82）、食糧費 60 （20 → 80）、看板補修業務委託
725 （皆増）、多様な主体との人材マッチング支援及び情報発信業務委
託 900 （皆増）、立地奨励金 5,281 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 6,981

有田町地域振興基金
有田町地域振興基金利子 ▲61 （391 → 330）
【財源内訳】 財産収入 ▲61

有田町“新生”まちづくり
事業

有田町内山グランドデザイン策定支援業務委託料 521 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 521

人件費（総務管理費）

一般職住居手当 312 （282 → 594）、一般職通勤手当 192 （472 →
664）、一般職時間外勤務手当 2,000 （4,500 → 6,500）、一般職管理職
員特別勤務手当 182 （80 → 262）、一般職児童手当 ▲300 （840 →
540）、一般職退職手当組合負担金 166 （5,891 → 6,057）
【財源内訳】 一般財源 2,552

財産管理事業

施設修繕費 300 （467 → 767）、財産管理委託料 300 （500 → 800）、不
動産鑑定委託料 500 （300 → 800）、旧すがの保育園解体工事 ▲1,430
（11,000 → 9,570）、下水道受益者負担金 ▲49 （538 → 489）
【財源内訳】 一般財源 ▲379

企画一般管理事業
『わがまち未来形』掲載料 500 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 500

合併振興基金事業
合併振興基金利子 ▲349 （2,121 → 1,772）
【財源内訳】 財産収入 ▲349

基幹業務システム管理
事業

システム導入業務委託料 717 （1 → 718）、中間サーバＶＰＮ装置設定
委託料 ▲198 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 519

防犯事業
防犯カメラ設置工事 308 （皆増）、防犯灯設置補助金 400 （640 →
1,040）、防犯灯取替補助金 ▲400 （4,000 → 3,600）
【財源内訳】 県支出金 102、一般財源 206

老人クラブ事業
老人クラブ連合会補助金 ▲2 （264 → 262）
【財源内訳】 県支出金 64、一般財源 ▲66

身体障害者（児）補装具
給付事業

身体障害者補装具給付費 1,500 （2,500 → 4,000）
【財源内訳】 国庫支出金 750、県支出金 375、一般財源 375

経済センサス（活動調査）
事業

消耗品費 ▲11 （53 → 42）、電話料 ▲2 （3 → 1）
【財源内訳】 県支出金 ▲13

地域福祉基金
地域福祉基金利子 ▲26 （162 → 136）
【財源内訳】 財産収入 ▲26

人件費（社会福祉総務費）
一般職時間外勤務手当 ▲1,377 （4,377 → 3,000）、一般職児童手当
195 （1,185 → 1,380）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,182

障害福祉サービス事業
介護及び訓練等給付費 66,024 （463,000 → 529,024）、相談支援給付費
1,804 （9,000 → 10,804）
【財源内訳】 国庫支出金 33,914、県支出金 16,957、一般財源 16,957

療養介護医療給付事業
療養介護医療扶助費 250 （3,600 → 3,850）
【財源内訳】 国庫支出金 125、県支出金 62、一般財源 63

人件費（国民年金費）
一般職給 ▲803 （4,473 → 3,670）、一般職扶養手当 60 （420 → 480）、
一般職通勤手当 ▲166 （190 → 24）、一般職児童手当 ▲140 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,049

ふるさと納税推進事業
有田町ふるさと応援基金利子 82 （2,103 → 2,185）
【財源内訳】 財産収入 82

特定空家等対策事業
特定空家等除却費補助金 500 （1,000 → 1,500）
【財源内訳】 一般財源 500

賦課徴収事業
会計年度任用職員報酬 563 （1,200 → 1,763）、会計年度任用職員社会
保険料 96 （180 → 276）、町税過納還付金 1,500 （8,000 → 9,500）
【財源内訳】 一般財源 2,159



補正額 主管課

1,651 健康福祉課

11,466 健康福祉課

34,910 子育て支援課

16,328 子育て支援課

2,400 子育て支援課

900 総務課

▲ 687 総務課

▲ 199 まちづくり課

▲ 5,753 健康福祉課

30,240 健康福祉課

0 健康福祉課

1,706 住民環境課

▲ 9,011 住民環境課

3,091 住民環境課

770 住民環境課

97 農業委員会事務局

▲ 630 農業委員会事務局

▲ 47 農林課

3,007 農林課

▲ 1,973 農林課

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

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 28 （192 → 220）、障害児通所給
付費 16,000 （42,000 → 58,000）、障害児相談支援給付費 300 （4,800
→ 5,100）
【財源内訳】 国庫支出金 8,150、県支出金 4,075、一般財源 4,103

〈新規〉
新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援事業

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 2,400 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 2,400

人件費（児童福祉総務費）
一般職時間外勤務手当 600 （1,200 → 1,800）、一般職児童手当 300
（120 → 420）
【財源内訳】 一般財源 900

介護保険事業

社会福祉法人等利用者負軽減助成 280 （100 → 380）、地域支援事業
繰出金〔介護予防事業〕 ▲10 （13,708 → 13,698）、地域支援事業繰出金
〔包括的支援事業・任意事業〕 ▲154 （11,006 → 10,852）、事務費繰出金
1,535 （22,418 → 23,953）
【財源内訳】 県支出金 210、一般財源 1,441

後期高齢者医療事業
その他繰出金 11,466 （286,036 → 297,502）
【財源内訳】 一般財源 11,466

施設型給付費等事業
施設型給付費等負担金〔２･３号〕 34,910
【財源内訳】 国庫支出金 23,213、県支出金 5,780、一般財源 5,917

〈新規〉
新型コロナウイルスワク
チン接種体制確保事業

会計年度任用職員報酬 126 （皆増）、消耗品費 100 （皆増）、印刷製本
費 （皆増）、郵便切手代 1,131 （皆増）、健康管理システム改修委託料
1,000 （皆増）、予防接種委託料 27,300 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 30,240

健康フロンティア事業

健康教育謝金 ▲240 （皆減）、普通旅費 ▲320 （352 → 32）、消耗品費
200 （234 → 434）、郵便切手代 ▲200 （409 → 209）、ＨｂＡ１ｃ測定器購
入費 560 （皆増）
【財源内訳】 なし

環境衛生総務事業

消耗品費 30 （278 → 308）、印刷製本費 12 （149 → 161）、機械器具修
繕費 30 （77 → 107）、墓地管理者講習会受講手数料 ▲36 （皆減）、ご
み処理基本計画改定業務委託料 600 （4,070 → 4,670）、監視カメラ購
入費 324 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,706

人件費（保育園費）
一般職通勤手当 ▲187 （1,137 → 950）、一般職時間外勤務手当 ▲500
（4,000 → 3,500）
【財源内訳】 一般財源 ▲687

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金利子 ▲199 （1,211 → 1,012）
【財源内訳】 財産収入 ▲199

健康診査事業
健康管理システム更新委託料 ▲5,753 （11,473 → 5,720）
【財源内訳】 繰入金 ▲5,753

クリーンパーク等修繕事
業

施設等修繕費 770 （25,773 → 26,543）
【財源内訳】 一般財源 770

機構集積支援事業
職員時間外勤務手当 144 （皆増）、職員研修会旅費 ▲47 （皆減）
【財源内訳】 県支出金 127、一般財源 ▲30

人件費（農業委員会費）
一般職扶養手当 ▲480 （660 → 180）、一般職児童手当 ▲150 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲630

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 ▲9,011 （169,977 → 160,966）
【財源内訳】 一般財源 ▲9,011

クリーンパーク運営事業
消耗品費 91 （450 → 541）、電気料 500 （3,960 → 4,460）、医薬材料費
2,500 （9,703 → 12,203）
【財源内訳】 一般財源 3,091

農山村活性化推進基金
農山村活性化推進基金利子 ▲47 （424 → 377）
【財源内訳】 財産収入 ▲47

有害鳥獣対策事業

有害鳥獣保管用冷凍庫電気料 36 （432 → 468）、有害鳥獣処分委託料
1,008 （1,395 → 2,403 ）、有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,963
（3,781 → 5,744）
【財源内訳】 一般財源 3,007

経営所得安定対策等推
進事業

郵便切手代 21 （10 → 31）、経営所得安定対策等推進事業補助金 ▲
1,994 （3,086 → 1,092）
【財源内訳】 諸収入 ▲1,974、一般財源 1



補正額 主管課

▲ 1,000 農林課

1,500 建設課

2,500 建設課

4 農林課

▲ 6,641 総務課

▲ 32 商工観光課

▲ 17 商工観光課

8 商工観光課

▲ 500 商工観光課

▲ 86,098 商工観光課

730 商工観光課

▲ 2,680 商工観光課

▲ 4,716 商工観光課

2,450 商工観光課

1,526 農林課

665 総務課

600 建設課

1,196 総務課

5,200 建設課

▲ 59 建設課

▲ 22 総務課

6 学校教育課

（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 ▲1,000 （4,260 → 3,260）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲1,000

県営土地改良事業
県営ため池等整備事業負担金 1,500 （19,830 → 21,330）
【財源内訳】 負担金 188、町債 900、一般財源 412

農業水路等長寿命化・防
災減災事業〔廃止ため池〕

調査委託料 ▲1,260 （5,000 → 3,740）、工事請負費 3,760 （5,100 →
8,860）
【財源内訳】 一般財源 2,500

産業振興基金
産業振興基金利子 ▲17 （106 → 89）
【財源内訳】 財産収入 ▲17

姉妹都市交流基金
姉妹都市交流基金利子 8 （1 → 9）
【財源内訳】 財産収入 8

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 （2,000 → 1,500）
【財源内訳】 県支出金 ▲500

森林環境譲与税基金
森林環境譲与税基金利子 4 （1 → 5）
【財源内訳】 財産収入 4

人件費（商工総務費）

一般職給 ▲3,297 （28,097 → 24,800）、一般職期末手当 ▲786 （6,896
→ 6,110）、一般職勤勉手当 ▲570 （4,850 → 4,280）、一般職退職手当
組合負担金 ▲527 （4,495 → 3,968）、一般職共済組合負担金 ▲1,461
（9,761 → 8,300）
【財源内訳】 一般財源 ▲6,641

有田焼創業400年祭基金
有田焼創業400年祭基金利子 ▲32 （225 → 193）
【財源内訳】 財産収入 ▲32

人件費
（道路橋梁新設改良費）

一般職扶養手当 18 （600 → 618）、一般職通勤手当 131 （48 → 179）、
一般職時間外勤務手当 867 （1,333 → 2,200）、一般職児童手当 180
（240 → 420）
【財源内訳】 一般財源 1,196

緊急自然災害防止対策
事業

工事請負費 5,200 （82,000 → 87,200）
【財源内訳】 町債 5,000、一般財源 200

定住促進住宅管理事業
定住促進住宅改修基金利子 ▲59 （408 → 349）
【財源内訳】 財産収入 ▲59

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

人件費（土木総務費）
一般職扶養手当 240 （276 → 516）、一般職通勤手当 185 （99 →
284）、一般職児童手当 240 （180 → 420）
【財源内訳】 一般財源 665

道路橋梁維持事業
地区支給原材料費 600 （760 → 1,360）
【財源内訳】 一般財源 600

有田陶器市事業

時間外勤務手当 ▲260 （皆減）、消耗品費 ▲90 （皆減）、清掃委託料
▲642 （697 → 55）、陶器市協賛スポーツ大会委託料 ▲104 （136 →
32）、陶祖祭負担金 ▲120 （皆減）、有田陶器市補助金 ▲3,500 （皆減）
【財源内訳】 繰入金 ▲3,500、一般財源 ▲1,216

（新型コロナ対応）上有田
駅観光トイレ改修事業

工事請負費 1,643 （4,365 → 6,008）、観光トイレ譲渡改修に伴う負担金
807 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 2,350、一般財源 100

（新型コロナ対応）有田ダ
ム入口トイレ改修事業

有田ダム入口トイレ改修工事 1,526 （3,974 → 5,500）
【財源内訳】 国庫支出金 1,000、一般財源 526

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 ▲21 （56 → 35）、郵便切手代 ▲13 （84 → 71）、口座振込手
数料 ▲110 （皆減）、Ｗｅｂ有田陶器市補助金 ▲57,015 （87,000 →
29,985）、飲食店支援補助金 ▲389 （10,000 → 9,611）、事業者緊急支
援給付金 ▲28,550 （127,500 → 98,950）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲2,350、一般財源 ▲83,748

観光振興事業
施設修繕費 334 （586 → 920）、駐車場使用料 2 （3 → 5）、岩谷川内歓
迎看板撤去工事 394 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 730

お祭り振興会補助事業
お祭り振興会補助金 ▲2,680 （皆減）
【財源内訳】 繰入金 ▲2,680

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 ▲22 （131 → 109）
【財源内訳】 財産収入 ▲22

竹内昌三育英資金基金
竹内昌三育英資金基金利子 6 （21 → 27）
【財源内訳】 財産収入 6



補正額 主管課

▲ 120 学校教育課

60 学校教育課

722 曲川小学校

693 大山小学校

543 有田小学校

▲ 3 有田中部小学校

107 有田中部小学校

2,660 有田中学校

932 西有田中学校

▲ 561 有田中学校

3 西有田中学校

799 生涯学習課

▲ 2,720 総務課

719 文化財課

▲ 855 生涯学習課

2,112 生涯学習課

有田中部小学校
教育振興事業

一般備品購入費 107 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 107

佐賀県スクールカウンセ
ラー配置事業

通勤旅費 60 （96 → 156）
【財源内訳】 県支出金 25、一般財源 35

曲川小学校
施設管理事業

体育館外階段修繕 484 （1,496 → 1,980）、北校舎理科室外軒天補修工
事〔台風被害分〕 220 （皆増）、補修用資材 18 （30 → 48）
【財源内訳】 繰入金 484、一般財源 238

大山小学校
施設管理事業

施設修繕費 53 （360 → 413）、防球ネット設置工事 640 （2,957 →
3,597）
【財源内訳】 繰入金 640、一般財源 53

教育施設整備基金
教育施設整備基金利子 ▲120 （730 → 610）
【財源内訳】 財産収入 ▲120

中央運動公園施設管理
事業

法面崩落防止測量委託料 2,112 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 2,112

人件費
（社会教育総務費）

一般職給 ▲1,194 （16,994 → 15,800）、一般職期末手当 ▲441 （4,241
→ 3,800）、一般職勤勉手当 ▲289 （2,989 → 2,700）、一般職退職手当
組合負担金 ▲191 （2,719 → 2,528）、一般職共済組合負担金 ▲605
（5,605 → 5,000）
【財源内訳】 一般財源 ▲2,720

埋蔵文化財保護事業
確認調査委託料 719 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 719

町民スポーツ大会事業
町民スポーツ大会交通誘導委託料 ▲155 （皆減）、町民スポーツ大会
運営委託料 ▲700 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲855

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

（新型コロナ対応）
学校保健特別対策事業
（西有田中学校）

消耗品費 300 （94 → 394）、貸切バス料金 ▲552 （770 → 218）、備品
購入費 255 (133 → 388）
【財源内訳】 一般財源 3

生涯学習センター管理・
運営事業

施設修繕費 662 （500 → 1,162）、建物定期検査委託料 137 （50 →
187）
【財源内訳】 一般財源 799

有田中学校
施設管理事業

体育館配電盤改修費 1,054 （皆増）、給食室出入口改修費 219 （皆
増）、体育館防球ネット金具交換費 440 （皆増）、給食室エアコンドレン
配管改修費 177 （皆増）、救助袋更新工事 770 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 2,264、一般財源 396

西有田中学校
施設管理事業

施設修繕費 781 （400 → 1,181）、体育館雨漏り状況調査委託料 151
（皆増）
【財源内訳】 一般財源 932

（新型コロナ対応）
学校保健特別対策事業
（有田中学校）

消耗品費 300 （皆増）、貸切バス料金 ▲1,116 （1,561 → 445）、一般備
品購入費 255 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 ▲272、一般財源 ▲289

（新型コロナ対応）
学校保健特別対策事業
（有田小学校）

貸切バス料金 ▲59 （109 → 50）、一般備品購入費 602 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 272、一般財源 271

（新型コロナ対応）
学校保健特別対策事業
（有田中部小学校）

貸切バス料金 ▲203 （皆減）、一般備品購入費 200 （379 → 579）
【財源内訳】 県支出金 ▲210、一般財源 207


