
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

〇地方交付税 3,545,660 159,690 3,705,350

〇国庫支出金 1,383,903 11,237 1,395,140

○県支出金 837,243 27,750 864,993

増減率

369,305 11,910,462 14,822,549 ▲ 2,912,087 ▲ 19.6

令 和 ３ 年 ９ 月 ７ 日
有 田 町

令和３年度一般会計補正予算（第３号）の概要

(単位：千円、％）

９月補正額
令和３年度９月

補正後の予算額
令和２年度

９月補正後の予算額

対前年度比較

増減額

・普通交付税 190,693 （3,223,000 → 3,413,693）

・特別交付税 ▲31,003 （322,660 → 291,657）

・過年度精算分児童福祉費負担金 4,967 （皆増）

・空き家再生等推進事業補助金 1,250 （1,250 → 2,500）

・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〕 35 （157,078 → 157,113）

・地方創生推進交付金 150 （皆増）

１　歳入歳出予算

令和３年度一般会計補正予算（第３号）では、中小企業等応援金事業、有田中部小学校屋内運動場改修事業、大山小
学校屋内運動場改修事業などを新たに追加しています。また、財政調整基金、ふるさと納税推進事業、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）などを増額。事業者持続化支援事業、長期債利子償還金などを減額してい
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３億6,930万５千円の増額で、補正後の予算額は119億1,046万２千円となり、前年同期に比べ19.6％の減とな
ります。

（単位：千円）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・民生委員活動費交付金 20 （3,822 → 3,842）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
704 （11,496 → 12,200）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
133 （14,142 → 14,275）

・多面的機能支払交付金 13 （11,684 → 11,697）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
837 （25,638 → 26,475）

・健〔検〕診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業補
助金 1,110 （1,466 → 2,576）

・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 2,888 （11,567
→ 14,455）

・過年度精算分児童福祉費負担金 2,446 （皆増）

・土地利用規制等対策補助金 ▲4 （26 → 22）

・地方創生推進交付金〔移住タイプ〕 300 （450 → 750）

・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〕 24,000 （50,000 → 74,000）



（補正前） （補正額） （補正後）

○県支出金　（続き）

〇財産収入 31,516 1 31,517

○寄附金 901,002 25,000 926,002

○繰入金 1,510,722 ▲ 144,517 1,366,205

○繰越金 1 308,220 308,221

○諸収入 216,246 1,735 217,981

○町債 844,400 ▲ 19,811 824,589

３　歳出予算の内容

補正額 主管課

154,111 財政課

8,599 総務課

949 総務課

1,372 住民環境課

400 まちづくり課

1,191 まちづくり課

・伝統的建造物群等保存修理事業補助金 ▲611 （4,164
→ 3,553）

・重要文化財修理、防災事業補助金 756 （皆増）

・工業統計調査委託金 ▲7 （皆減）

・土地貸付収入〔東出張所駐車場〕 1 （皆増）

・ふるさと応援寄附金 25,000 （900,000 → 925,000）

・財政調整基金繰入金 ▲180,644 （592,304 → 411,660）

・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金 155 （皆
増）

・繰越金 308,220 （1 → 308,221）

・臨時財政対策債 ▲22,311 （298,000 → 275,689）

・赤坂球場大規模改修事業〔合併特例債〕 1,600 （328,000
→ 329,600）

（単位：千円）

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 35,972 （863,579 → 899,551）

・更生医療県費負担金過年度分追加交付金 285 （皆増）

・有田磁石場組合事務費負担金 500 （皆増）

・歴史と文化の森公園管理収益返納金 258 （皆増）

・公共施設等適正管理推進事業債〔長寿命化事業〕 900
（31,300 → 32,200）

・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 267 （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 133 （皆増）

・更生医療国庫負担金過年度分追加交付金 292 （皆増）

東出張所管理事業

消耗品費 13 （169 → 182）、清掃委託料 48 （1 → 49）、警備委託料 44
（皆増）、東出張所賃借料 550 （皆増）、東出張所ブラインド設置工事
515 （皆増）、窓口カウンター購入費 99 （皆増）、パーテーション購入費
59 （皆増）、パンフレットスタンド購入費 44 （皆増）
【財源内訳】 財産収入 1、一般財源 1,371

定住促進事業
移住支援金 400 （600 → 1,000）
【財源内訳】 県支出金 300、繰入金 100

有田町“新生”まちづくり
事業

まちづくり調査検討委員謝金 558 （427 → 985）、まちづくり調査検討委
員費用弁償 633 （761 → 1,394）
【財源内訳】 一般財源 1,191

財政調整基金
財政調整基金積立金 154,111 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 154,111

人件費
〔総務一般管理費〕

一 般 職 給 3,782 （ 38,612 → 42,394 ） 、 同 扶 養 手 当 198 （ 1,176 →
1,374）、同住居手当 759 （810 → 1,569）、同通勤手当 168 （613 →
781）、同期末手当 657 （9,173 → 9,830）、同勤勉手当 474 （6,742 →
7,216）、同児童手当 270 （540 → 810）、同退職手当組合負担金 605
（6,178 → 6,783）、同共済組合負担金 1,686 （12,546 → 14,232）
【財源内訳】 一般財源 8,599

庁舎管理事業
施設修繕費 949 （1,000 → 1,949）
【財源内訳】 一般財源 949

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後



補正額 主管課

484 まちづくり課

224 財政課

41,610 総務課

2,500 総務課

6,105 総務課

▲ 44,809 商工観光課

62,100 商工観光課

2,589 総務課

▲ 3,718 総務課

▲ 9 まちづくり課

20 健康福祉課

50 健康福祉課

▲ 3,947 総務課

1,873 子育て支援課

400 子育て支援課

2,112 子育て支援課

6,684 子育て支援課

ふるさと納税推進事業

寄附者謝礼 8,750 （ 445,000 → 453,750 ） 、広告料 5,000 （ 6,000 →
11,000）、返礼品開発・配送管理業務委託料 550 （52,107 → 52,657）、
申込みシステム使用料 2,090 （58,053 → 60,143）、決済システム使用料
220 （ 14,384 → 14,604 ） 、有田町ふる さと 応援基金積立金 25,000
（900,000 → 925,000）
【財源内訳】 寄附金 250,000、繰入金 16,610

特定空家等対策事業
空き家再生等推進事業補助金 2,500 （2,500 → 5,000）
【財源内訳】 国庫支出金 1,250、一般財源 1,250

防災諸費事業
地域防災計画修正業務委託料 3,190 （皆増）、ハザードマップ改訂版作
成委託料 2,915 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 6,105

〈新規〉

有田町アスリート等交流
実証事業

アスリート等交流実証事業委託料 484 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 484

情報一般管理事業
機器設定委託料 1,280 （1 → 1,281）、データセンター使用料 106 （274
→ 380）、パソコンリース料 ▲1,162 （4,123 → 2,961）
【財源内訳】 一般財源 224

人件費
〔戸籍住民基本台帳費〕

一般職給 ▲1,015 （39,417 → 38,402）、同扶養手当 ▲120 （1,080 →
960）、同住居手当 ▲324 （606 → 282）、同通勤手当 ▲284 （566 →
282）、同期末手当 ▲720 （9,020 → 8,300）、同勤勉手当 ▲639 （6,039
→ 5,400）、同児童手当 ▲310 （430 → 120）、同共済組合負担金 ▲306
（11,676 → 11,370）
【財源内訳】 一般財源 ▲3,718

工業統計調査事業
普通旅費 ▲2 （皆減）、消耗品費 ▲5 （皆減）、郵便切手代 ▲1 （皆
減）、電話料 ▲1 （皆減）
【財源内訳】 県支出金 ▲7、一般財源 ▲2

民生委員活動事業
民生委員児童委員協議会活動推進費補助金 20 （230 → 250）
【財源内訳】 県支出金 20

事業者持続化支援事業
消耗品費 ▲40 （皆減）、通信運搬費 ▲39 （60 → 21）、事務委託料 ▲
500 （皆減）、持続化支援補助金 ▲44,230 （67,500 → 23,270）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲44,809

〈新規〉

中小企業等応援金事業

消耗品費 40 （皆増）、通信運搬費 60 （皆増）、事務委託料 500 （皆
増）、中小企業等応援金 61,500 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 44,809、一般財源 17,291

人件費
〔税務総務費〕

一般職給 1,517 （48,794 → 50,311）、同住居手当 ▲184 （580 → 396）、
同通勤手当 97 （933 → 1,030）、同期末手当 247 （11,444 → 11,691）、
同勤勉手当 190 （8,158 → 8,348）、同退職手当組合負担金 243 （7,807
→ 8,050）、同共済組合負担金 479 （16,067 → 16,546）
【財源内訳】 一般財源 2,589

放課後児童クラブ事業
家電等購入費 400 （33 → 433）
【財源内訳】 国庫支出金 133、県支出金 133、一般財源 134

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業

児童相談システム導入業務委託料 2,112 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 704、県支出金 704、一般財源 704

障害児福祉サービス事業
国庫負担金過年度分返還金 4,430 （皆増）、県負担金過年度分返還金
2,247 （皆増）、県補助金過年度分返還金 7 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 6,684

〈新規〉

権利擁護支援事業

権利擁護支援体制検討協議会謝金 36 （皆増）、同協議会出席費用弁
償 12 （皆増）、郵便切手代 2 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 50

人件費
〔国民年金費〕

一般職給 ▲1,748 （3,748 → 2,000）、同扶養手当 ▲480 （皆減）、同期
末手当 ▲579 （973 → 394）、同勤勉手当 ▲393 （687 → 294）、同退職
手当組合負担金 ▲300 （600 → 300 ）、同共済組合負担金 ▲447
（1,247 → 800）
【財源内訳】 一般財源 ▲3,947

児童福祉総務事業

国庫負担金過年度返還金〔子ども・子育て支援交付金〕 758 （皆増）、同
〔保育対策総合支援事業補助金〕 246 （皆増）、県費過年度返還金〔保育対
策総合支援事業補助金／保育体制強化〕 31 （皆増）、国庫補助金過年度
返還金〔子育て世帯への臨時特別給付金〕 738 （皆増）、同〔子ども・子育て
支援整備交付金〕 100 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,873

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後



補正額 主管課

687 子育て支援課

1,322 子育て支援課

911 総務課

3,537 おおやま保育園

2,282 健康福祉課

605 住民環境課

6,755 住民環境課

9,300 住民環境課

20,200 住民環境課

4,758 総務課

19 農林課

2,850 建設課

24,050 建設課

▲ 3,625 総務課

▲ 900 商工観光課

3,000 商工観光課

400 商工観光課

715 農林課

1,161 商工観光課

▲ 5,389 総務課

おおやま保育園事業

会計年度任用職員保育士給 2,040 （2,040 → 4,080）、同時間外勤務手
当 537 （123 → 660）、同退職手当組合負担金 327 （327 → 654）、同社
会保険料 393 （3,781 → 4,174）、施設修繕費 140 （200 → 340）、医薬
材料費 100 （100 → 200）
【財源内訳】 一般財源 3,537

健康診査事業
健康管理システム改修委託料〔ＰＨＲ対応〕 2,218 （2,200 → 4,418）、過年
度分感染症予防事業費国庫負担〔補助〕金返還金 64 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 1,110、一般財源 1,172

未熟児養育医療給付
事業

国庫負担金過年度分返還金 458 （皆増）、県費負担金過年度分返還金
229 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 687

多世代交流センター事業
多世代交流センター指定管理料 1,322 （23,200 → 24,522）
【財源内訳】 一般財源 1,322

人件費
〔児童福祉総務費〕

一般職扶養手当 420 （540 → 960）、同通勤手当 308 （240 → 548）、同
共済組合負担金 183 （9,289 → 9,472）
【財源内訳】 一般財源 911

人件費
〔商工総務費〕

一般職給 ▲2,218 （26,218 → 24,000）、同扶養手当 ▲508 （1,194 →
686）、同住居手当 355 （909 → 1,264）、同児童手当 ▲240 （600 →
360）、同退職手当組合負担金 ▲355 （4,195 → 3,840）、同共済組合負
担金 ▲659 （8,859 → 8,200）
【財源内訳】 諸収入 500、一般財源 ▲4,125

クリーンパーク等修繕
事業

施設等修繕費 20,200 （13,310 → 33,510）
【財源内訳】 手数料 2,244、一般財源 17,956

人件費
〔農業総務費〕

一般職給 1,626 （21,785 → 23,411）、同扶養手当 360 （78 → 438）、同
住居手当 324 （皆増）、同通勤手当 130 （302 → 432）、同期末手当 461
（4,979 → 5,440）、同勤勉手当 316 （3,703 → 4,019）、同児童手当 420
（皆増）、同退職手当組合負担金 260 （3,486 → 3,746）、同共済組合負
担金 861 （6,768 → 7,629）
【財源内訳】 一般財源 4,758

多面的機能支払交付金
事業

多面的機能支払交付金事業補助金 19 （15,579 → 15,598）
【財源内訳】 県支出金 13、一般財源 6

環境衛生総務事業
シャッター設置費 605 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 605

リサイクルプラザ運営
事業

印刷製本費 20 （40 → 60）、機械器具修繕費 135 （550 → 685）、プラザ
維持管理委託料 6,600 （33,044 → 39,644）
【財源内訳】 一般財源 6,755

クリーンパーク運営事業
医薬材料費 9,300 （13,301 → 22,601）
【財源内訳】 一般財源 9,300

（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 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 ▲900

お祭り振興会補助事業
お祭り振興会補助金 3,000 （2,680 → 5,680）
【財源内訳】 繰入金 2,000、一般財源 1,000

有田館事業
ＡＥＤ購入費 400 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 400

〈新規〉
（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 502 （皆増）、観光トイレ譲渡改修に伴う負担金 659 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,161

人件費
〔土木総務費〕

一般職給 ▲3,350 （22,650 → 19,300 ）、同扶養手当 ▲78 （516 →
438）、同住居手当 ▲292 （432 → 140）、同退職手当組合負担金 ▲500
（3,624 → 3,124）、同共済組合負担金 ▲1,169 （7,369 → 6,200）
【財源内訳】 一般財源 ▲5,389

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

自然公園維持管理事業
白川キャンプ場トイレ及び遊具等解体撤去工事 715 （7,898 → 8,613）
【財源内訳】 一般財源 715

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 2,850 （960 → 3,810）
【財源内訳】 一般財源 2,850

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 10,000 （50,050 → 60,050）、看板設置工事
費 14,050 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 24,000、一般財源 50



補正額 主管課

16,230 建設課

50 建設課

1,000 建設課

5,980 建設課

1,000 建設課

1,680 建設課

691 建設課

▲ 1,935 消防署

542 消防署

862 曲川小学校

▲ 6,116 総務課

614 有田中部小学校

9,500 有田中部小学校

6,300 大山小学校

1,501 西有田中学校

900 学校教育課

508 学校教育課

161 西有田中学校

6,765 総務課

道路橋梁維持事業
町道補修及び除草作業委託料 3,000 （5,000 → 8,000）、町道修繕工事
13,100 （15,500 → 28,600）、町道補修原材料費 130 （342 → 472）
【財源内訳】 一般財源 16,230

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 4,050 （皆増）、工事請負費 ▲4,000 （50,992 → 46,992）
【財源内訳】 一般財源 50

公共施設等適正管理推
進事業（小溝原穂波ノ尾線
他6路線）

工事請負費 1,000 （35,100 → 36,100）
【財源内訳】 町債 900、一般財源 100

道路橋梁新設改良事業
町道改良工事 5,980 （15,000 → 20,980）
【財源内訳】 一般財源 5,980

交通安全対策整備事業
工事請負費 1,000 （1,000 → 2,000）
【財源内訳】 一般財源 1,000

河川総務管理事業
町単河川修繕工事 1,680 （1,500 → 3,180）
【財源内訳】 一般財源 1,680

公園管理事業
施 設 修 繕 費 604 （ 200 → 804 ） 、 公 園除 草委 託料 280 （ 2,005 →
2,285）、公園修繕工事 ▲193 （810 → 617）
【財源内訳】 一般財源 691

消防団員訓練・研修事業
全国活性化セミナー ▲335 （皆減）、訓練手当 ▲1600 （2,705 → 1,105）
【財源内訳】 一般財源 ▲1,935

消防水利整備事業
防火水槽フェンス取替工事 542 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 542

曲川小学校
施設管理事業

施設修繕費 200 （360 → 560）、雨漏り修繕工事 555 （5,189 → 5,744）、
遊具撤去工事 107 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 662、一般財源 200

人件費
〔小学校管理費〕

一般職給 ▲3,762 （18,762 → 15,000）、同扶養手当 120 （258 → 378）、
同住居手当 324 （皆増）、同通勤手当 200 （238 → 438）、同期末手当
▲855 （4,232 → 3,377）、同勤勉手当 ▲644 （3,132 → 2,488）、同児童
手当 120 （皆増）、同退職手当組合負担金 ▲570 （3,002 → 2,432）、同
共済組合負担金 ▲986 （5,686 → 4,700）、同共済組合追加費用 ▲63
（375 → 312）
【財源内訳】 一般財源 ▲6,116

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 614 （2,504
→ 3,118）
【財源内訳】 一般財源 614

〈新規〉
有田中部小学校
屋内運動場改修事業

有田中部小学校屋内運動場照明改修工事 9,500 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 9,500

〈新規〉
大山小学校
屋内運動場改修事業

大山小学校屋内運動場照明改修工事 6,300 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 6,300

西有田中学校
施設管理事業

施設修繕費 573 （400 → 973）、職員室ＬＥＤ照明取替修繕費 310 （皆
増）、普通教室黒板張替修繕費 618 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 1,501

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

中学校教育振興事業
九州・全国大会等出場補助 900 （500 → 1,400）
【財源内訳】 一般財源 900

中学校施設管理事業
有田中学校プール周辺支障木伐採及び剪定委託料 508 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 508

学校保健特別対策事業
（西有田中学校）

消耗品費 23 （245 → 268）、貸切バス料金 532 （皆増）、感染症対策備
品購入費 ▲394 （皆減）
【財源内訳】 一般財源 161

人件費
〔中学校管理費〕

一般職給 3,690 （14,613 → 18,303）、同通勤手当 ▲34 （210 → 176）、
同期末手当 821 （3,225 → 4,046）、同勤勉手当 612 （2,397 → 3,009）、
同退職手当組合負担金 591 （2,338 → 2,929）、同共済組合負担金
1,022 （4,614 → 5,636）、同共済組合追加費用 63 （312 → 375）
【財源内訳】 一般財源 6,765



補正額 主管課

21,700 西有田中学校

786 生涯学習課

258 生涯学習課

400 文化財課

10 文化財課

▲ 4,027 総務課

580 生涯学習課

1,469 生涯学習課

2,500 建設課

1,000 建設課

1,891 財政課

▲ 24,451 財政課

町単独災害復旧事業
町単独災害復旧工事費 1,000 （1,000 → 2,000）
【財源内訳】 一般財源 1,000

長期債元金償還費
長期債元金償還金〔当該年度分〕 1,891 （807,306 → 809,197）
【財源内訳】 一般財源 1,891

長期債利子償還金
長期債利子償還金 ▲24,451 （85,064 → 60,613）
【財源内訳】 一般財源 ▲24,451

保健体育総務管理事業
郵便切手代 30 （19 → 49）、サガン鳥栖連携委託料 550 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 62、一般財源 518

赤坂球場施設管理事業
赤坂球場改修工事監理委託料 1,469 （10,985 → 12,454）
【財源内訳】 町債 1,600、一般財源 ▲131

農地農業用施設災害復
旧事業

測量委託料 2,500 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 2,500

西有田中学校
屋内運動場改修事業

屋内運動場電気及び設備改修工事監理委託料 700 （皆増）、屋内運動
場電気及び設備改修工事 21,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 35、一般財源 21，665

歴史と文化の森公園管理
事業

施設修繕費 586 （700 → 1,286）、漏水調査委託料 200 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 786

歴史と文化の森公園施設
整備基金

歴史と文化の森公園施設整備基金積立金 258 （皆増）
【財源内訳】 諸収入 258

有田町歴史民俗資料館
事業

ＡＥＤ購入費 400 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 400

旧田代家西洋館事業
備品修繕費 10 （皆増）
【財源内訳】 県支出金 756、一般財源 ▲746

人件費
〔文化財保護費〕

一般職給 ▲2,101 （15,901 → 13,800 ）、同扶養手当 ▲180 （780 →
600）、同管理職手当 ▲556 （皆減）、同期末手当 ▲512 （3,516 →
3,004）、同勤勉手当 ▲251 （2,407 → 2,156）、同児童手当 ▲70 （840
→ 770）、同退職手当組合負担金 ▲357 （2,158 → 1,801）
【財源内訳】 一般財源 ▲4,027

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後


