
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

〇国庫支出金 1,232,838 151,065 1,383,903

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金〔本
省繰越分〕 72,664 （84,414 → 157,078）

・地域生活支援促進事業補助金 35 （120 → 155）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
179 （25,459 → 25,638）

・道路メンテナンス補助金 ▲168 （30,030 → 29,862）

・保育対策総合支援事業費補助金〔ＩＣＴ化推進事業〕 1,750
（皆増）

・保育対策総合支援事業費補助金〔新型コロナ感染防止対
策事業〕 1,950 （皆増）

・ひとり親以外の低所得世帯生活支援特別給付金給付事
業費補助金 17,000 （皆増）

・ひとり親以外の低所得世帯生活支援特別給付金給付事
務費補助金 2,220 （皆増）

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金
2,857 （皆増）

・ 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ▲ 47,450 （ 169,575 →
122,125）

・学校保健特別対策事業費補助金〔感染症対策〕 2,404
（皆増）

増減率

184,743 11,541,157 13,658,398 ▲ 2,117,241 ▲ 15.5

１　歳入歳出予算

令和３年度一般会計補正予算（第２号）では、農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池ハザードマップ）のほか、新
型コロナウイルス対応地方創生費として小中学校新型コロナ対応緊急対策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、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、環境衛生総務事業、予備費などを増額。社会資本整
備総合交付金事業（南原原宿線道路改良事業)、クリーンパーク運営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１億8,474万３千円の増額で、補正後の予算額は115億4,115万７千円となり、前年同期に比べ15.5％の減とな
ります。

（単位：千円）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
97,213 （皆増）

・マイナポイント事業費補助金 411 （皆増）

令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日
有 田 町

令和３年度一般会計補正予算（第２号）の概要

(単位：千円、％）

６月補正額
令和３年度６月

補正後の予算額
令和２年度

６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）

〇県支出金 786,818 50,425 837,243

〇寄附金 900,002 1,000 901,002

〇繰入金 1,494,470 16,252 1,510,722

〇諸収入 212,245 4,001 216,246

〇町債 882,400 ▲ 38,000 844,400

３　歳出予算の内容

補正額 主管課

2,399 住民環境課

2,580 まちづくり課

968 財政課

2,800 総務課

412 総務課

597 総務課

3,900 子育て支援課

自主防災活動事業
消耗品費 276 （100 → 376）、地域防災組織育成備品購入費 321 （皆
増）
【財源内訳】 諸収入 500、一般財源 97

〈新規〉

保育対策総合支援事業
（保育環境改善等事業）

消耗品費 567 （皆増）、備品購入費 433 （皆増）、保育環境改善等事業
補助金 2,900 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,900

ふるさと納税推進事業
広告料 2,800 （3,200 → 6,000）
【財源内訳】 繰入金 2,800

〈新規〉

マイナポイント事業

会計年度任用職員報酬 216 （皆増）、一般職時間外勤務手当 104 （皆
増）、会計年度職員期末手当 46 （皆増）、同 社会保険料 41 （皆増）、消
耗品費 5 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 411、一般財源 1

東出張所管理事業
東出張所周辺舗装整備工事 2,399 （12,000 → 14,399）
【財源内訳】 一般財源 2,399

企画一般管理事業
全国過疎地域連盟負担金 80 （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】 諸収入 2,500、一般財源 80

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

・ ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金 ▲ 20,663 （ 884,242 →
863,579）

・財政調整基金繰入金 42,304 （550,000 → 592,304）

・有田焼創業400年祭基金繰入金 ▲7,100 （16,513 →
9,413）

・ 農 山 村 活 性 化 推 進 基 金 繰 入 金 1,711 （ 16,096 →
17,807）

・環境衛生過料 1 （皆増）

情報一般管理事業
光回線移設工事 968 （440 → 1,408）
【財源内訳】 一般財源 968

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
179 （13,963 → 14,142）

・農業水路等長寿命化・防災減災事業〔ため池ハザードマッ
プ〕 50,000 （皆増）

・消防団員確保対策補助金 50 （皆増）

・経済センサス委託金〔調査区管理〕 1 （6 → 7）

・経済センサス委託金〔活動調査〕 ▲5 （1,802 → 1,797）

・消防団積載車整備事業〔防災対策事業債〕 ▲4,800 （皆
減）

・消防団積載車整備事業〔緊急防災・減災事業債〕 7,600
（皆増）

（単位：千円）

・小学校プログラミング教育研究事業 200 （皆増）

・教育費寄附金〔学校教育課〕 1,000 （皆増）

・コミュニティ事業助成金〔消防署〕 1,000 （皆増）

・ 町 道 改 良 事 業 〔 合 併 特 例 債 〕 ▲ 40,800 （ 191,900 →
151,100）

・コミュニティ事業助成金 3,000 （皆増）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後



補正額 主管課

2,625 子育て支援課

12,007 学校教育課

11,000 商工観光課

3,000 商工観光課

4,100 商工観光課

1 まちづくり課

▲ 5 まちづくり課

619 健康福祉課

414 子育て支援課

121 子育て支援課

19,222 子育て支援課

80,393 健康福祉課

5,743 住民環境課

▲ 5,500 住民環境課

1,711 農林課

1,500 建設課

50,050 建設課

682 商工観光課

900 商工観光課

クリーンパーク運営事業
浸出水処理施設増強整備発注支援業務委託料 ▲5,500 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲5,500

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 1,711 （11,481 → 13,192）
【財源内訳】 繰入金 1,711

〈新規〉

ひとり親以外の低所得世
帯生活支援特別給付金
給付事業

会計年度任用職員報酬 117 （皆増）、一般職時間外勤務手当 507 （皆
増）、会計年度任用職員社会保険料 20 （皆増）、消耗品費 112 （皆
増）、印刷製本費 400 （皆増）、郵便切手代 59 （皆増）、口座振込手数
料 39 （皆増）、システム改修委託料 968 （皆増）、ひとり親以外の低所
得世帯生活支援特別給付金 17,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 19,220、一般財源 2

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 500 （126 → 626）、職員時間外勤務手当 4,806
（皆増）、予防接種委託料 71,087 （27,300 → 98,387）、ワクチン接種交
通補助事業委託料 3,000 （皆増）、ワクチン接種協力金 1,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 109,070、繰入金 ▲28,677

環境衛生総務事業
特別旅費 120 （100 → 220）、技術管理者講習等手数料 123 （皆増）、
循環型社会形成推進地域計画等作成業務委託料 5,500 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 5,743

国際交流総務管理事業
記念品代 50 （50 → 100）、運搬料 500 （皆増）、陶板制作委託料 132
（皆増）
【財源内訳】 一般財源 682

〈新規〉

（新型コロナ対応）営業時
間短縮協力金事業

営業時間短縮協力金 900 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 900

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 1,500 （2,000 → 3,500）
【財源内訳】 一般財源 1,500

〈新規〉

農業水路等長寿命化・防
災減災事業（ため池ハザー
ドマップ）

ハザードマップ作成委託料 50,050 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 50,000、一般財源 50

社会福祉総務管理事業
地域福祉計画策定等謝金 135 （皆増）、同計画策定委員会出席費用弁
償 45 （皆増）、同計画製本費 271 （皆増）、郵便切手代 168 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 619

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 414 （15,642 → 16,056）
【財源内訳】 国庫支出金 138、県支出金 138、一般財源 138

地域子ども・子育て支援
事業（延長保育事業）

延長保育事業補助金 121 （3,944 → 4,065）
【財源内訳】 国庫支出金 41、県支出金 41、一般財源 39

〈新規〉

有田町まちなか賑わいづ
くり支援事業

補助金 4,100 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 4,100

経済センサス事業
（調査区管理）

消耗品費 1 （3 → 4）
【財源内訳】 県支出金 1

経済センサス（活動調査）
事業

調査員報酬 ▲69 （1,091 → 1,022）、指導員報酬 62 （65 → 127）、消耗
品費 2 （300 → 302）
【財源内訳】 県支出金 ▲5

〈新規〉

有田町飲食店応援キャン
ペーン事業

補助金 11,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 11,000

〈新規〉

有田町誘客イベント開催
支援事業

補助金 3,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,000

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

〈新規〉

保育所等におけるＩＣＴ化
推進事業

ＩＣＴ化推進等事業補助金 2,625 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 2,625

〈新規〉

小中学校新型コロナ対応
緊急対策事業

修学旅行等キャンセル料補助金 12,007 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 12,007



補正額 主管課

▲ 22,158 建設課

▲ 68,292 建設課

▲ 288 建設課

1,364 消防署

600 消防署

1,126 消防署

101 消防署

200 学校教育課

861 有田中部小学校

570 有田小学校

1,200 有田中部小学校

800 曲川小学校

800 大山小学校

1,381 有田中部小学校

3,713 有田中学校

418 西有田中学校

892 有田中学校

639 西有田中学校

396 西有田中学校

41,713 西有田中学校

西有田中学校
教育振興事業

配膳台購入費 396 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 396

〈新規〉

西有田中学校屋内運動
場改修事業

屋内運動場改修工事監理委託料 1,713 （皆増）、同工事 40,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 12,947、一般財源 28,766

西有田中学校
施設管理事業

給食室等調整器交換修繕費 308 （皆増）、樹木剪定委託料 ▲72 （皆
減）、心の教室エアコン設置工事 182 （577 → 759）
【財源内訳】 繰入金 308、一般財源 110

〈新規〉

学校保健特別対策事業
（有田中学校）

消耗品費 100 （皆増）、貸切バス料金 792 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 880、一般財源 12

〈新規〉

学校保健特別対策事業
（西有田中学校）

消耗品費 245 （皆増）、感染症対策備品購入費 394 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 639

有田中部小学校大規模
改修（空調）事業

家庭科室空調設置及び職員室等空調更新工事設計委託料 1,381
（1,123 → 2,504）
【財源内訳】 一般財源 1,381

有田中学校
施設管理事業

調整器及び警報器取替修繕費 506 （皆増）、高圧受電設備部品等取替
修繕費 3,190 （皆増）、家電リサイクル料 18 （皆増）、消火器廃棄処分
料 11 （皆増）、樹木剪定委託料 ▲70 （皆減）、体育館１階火災感知器
取替工事 58 （860 → 918）
【財源内訳】 繰入金 3,248、一般財源 465

〈新規〉

学校保健特別対策事業
（有田中部小学校）

消耗品費 524 （皆増）、図書室畳張替修繕 68 （皆増）、貸切バス料金
352 （皆増）、感染症対策備品購入費 256 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 1,200

〈新規〉

学校保健特別対策事業
（曲川小学校）

消耗品費 182 （皆増）、貸切バス料金 500 （皆増）、感染症対策備品購
入費 118 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 800

〈新規〉

学校保健特別対策事業
（大山小学校）

消耗品費 211 （皆増）、貸切バス料金 378 （皆増）、感染症対策備品購
入費 211 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 800

〈新規〉

小学校プログラミング研
究事業

消耗品費 185 （皆増）、図書購入費 15 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 200

有田中部小学校施設管
理事業

給食室地下ピット内ボイラー配管取替修繕費 924 （皆増）、樹木剪定委
託料 ▲63 （皆減）
【財源内訳】 繰入金 924、一般財源 ▲63

〈新規〉

学校保健特別対策事業
（有田小学校）

消耗品費 290 （皆増）、貸切バス料金 78 （皆増）、感染症対策備品購入
費 202 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 570

消防水利整備事業
消火栓工事負担金 600 （1,100 → 1,700）
【財源内訳】 一般財源 600

積載車整備事業
消防団積載車購入費 1,126 （6,870 → 7,996）
【財源内訳】 町債 2,800、一般財源 ▲1,674

〈新規〉

消防団員確保対策事業
消防団広報誌 101 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 50、一般財源 51

道路メンテナンス補助事
業（橋梁点検）

測量委託料 ▲288 （12,050 → 11,762）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲167、一般財源 ▲121

非常備消防事業
消防団雨衣購入費 1,364 （皆増）
【財源内訳】 諸収入 1,000、一般財源 364

社会資本整備総合交付
金事業（南原原宿線道路改
良事業）

補償再算定委託料 ▲9,020 （皆減）、工事請負費 ▲11,272 （43,900 →
32,628）、道路用地購入費 ▲10,800 （25,050 → 14,250）、道路改良補償
費 ▲37,200 （172,250 → 135,050）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲35,843、町債 ▲30,900、一般財源 ▲1,549

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 ▲3,550 （皆減）、工事請負費 ▲18,608 （69,600 → 50,992）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲11,607、町債 ▲9,900、一般財源 ▲651

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後



補正額 主管課

500 文化財課

1,433 生涯学習課

10,000 財政課

体育施設総務管理事業

施設修繕費 880 （1,000 → 1,880）、円山公園法面樹木伐採委託料 219
（皆増）、サッカーゴール購入費 299 （352 → 651）、ニュースポーツ用具
購入費 35 （103 → 138）
【財源内訳】 一般財源 1,433

予備費
予備費 10,000 （20,000 → 30,000）
【財源内訳】 一般財源 10,000

文化財保護総務管理
事業

施設修繕費 500 （3 → 503）
【財源内訳】 一般財源 500

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後


