
２　歳入予算の内容

（補正前） （補正額） （補正後）

〇地方特例交付金 10,787 6,456 17,243

〇分担金及び負担金 37,630 22,886 60,516

〇使用料及び手数料 183,725 10,558 194,283

〇国庫支出金 1,557,682 118,726 1,676,408

・犬登録手数料 58 （121 → 179）

・廃棄物処理手数料 10,500 （162 → 10,662）

・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
23,673 （97,213 → 120,886）

・マイナポイント事業費補助金 79 （411 → 490）

・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〕 30,861 （157,113 → 187,974）

・障害者地域生活支援事業補助金〔健康福祉課〕 46
（4,652 → 4,698）

・地域子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
4,305 （26,475 → 30,780）

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金
7,426 （2,857 → 10,283）

・健康管理システム改修事業補助金〔ロタウイルス〕 106
（皆増）

・健康管理システム改修事業補助金〔新型インフルエンザ〕
388 （皆増）

・学校保健特別対策事業費補助金〔感染症対策〕 296
（2,404 → 2,700）

・減収補てん特例交付金 6,456 （10,786 → 17,242）

・障害者自立支援給付費等負担金 34,139 （250,606 →
284,745）

・療養介護医療費負担金 80 （1,800 → 1,880）

・児童福祉費負担金 ▲350 （317,107 → 316,757）

・障害児通所給付費負担金 11,650 （35,528 → 47,178）

１　歳入歳出予算

令和３年度一般会計補正予算（第５号）では、公共土木災害復旧事業のほか、新型コロナウイルス対応地方創生費と
して飲食店を通じた地域活性化事業などを新たに追加しています。また、農地農業用施設災害復旧事業、障害福祉サー
ビス事業、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業などを増額。施設型給付費等事業、各種基金利子積立金な
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、分担金などで措置しています。

補正額は４億2,441万１千円の増額で、補正後の予算額は124億9,741万５千円となり、前年同期に比べ16.2％の減とな
ります。

（単位：千円）

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・農林業施設災害復旧費負担金 22,886 （100 → 22,986）

増減率

424,411 12,497,415 14,917,031 ▲ 2,419,616 ▲ 16.2

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ７ 日
有 田 町

令和３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３年度12月
補正後の予算額

令和２年度
12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）

〇国庫支出金　（続き）

○県支出金 864,993 207,467 1,072,460

○財産収入 31,517 ▲ 4,363 27,154

○繰入金 1,366,205 49,683 1,415,888

○諸収入 217,981 2,998 220,979

○町債 824,589 9,000 833,589

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

・合併振興基金利子 ▲931 （1,983 → 1,052）

・地域福祉基金利子 ▲59 （126 → 67）

・森林環境譲与税基金利子 4 （2 → 6）

・財政調整基金利子 ▲1,549 （4,562 → 3,013）

・減債基金利子 ▲108 （230 → 122）

・庁舎等施設整備基金利子 ▲250 （534 → 284）

・光熱水費実費弁償〔商工観光課〕 60 （皆増）

・町有施設修繕実費弁償〔商工観光課〕 1 （皆増）

・リサイクル本売上代 1 （皆増）

・農業農村整備事業債〔公共事業等債〕 ▲10,900 （皆減）

・農業農村整備事業債〔防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業債〕 14,500 （皆増）

・財政調整基金繰入金 37,490 （411,660 → 449,150）

・後期高齢者医療特別会計繰出金過年度精算金 1,345
（155 → 1,500）

・農山村活性化推進基金利子 ▲149 （331 → 182）

・コミュニティ事業助成金 2,400 （3,000 → 5,400）

・リサイクル品引取料 350 （1,767 → 2,117）

・コロナワクチン接種費等〔有田町福祉保健センター町外者
接種分〕 136 （皆増）

・農業災害復旧費補助金 183,088 （800 → 183,888）

・経済センサス委託金（活動調査） 1 （1,797 → 1,798）

・有田町ふるさと応援基金利子 ▲686 （2,209 → 1,523）

・伊万里・有田消防組合職員退職手当基金利子 ▲29 （61
→ 32）

・ふるさと応援基金繰入金 10,848 （899,551 → 910,399）

・土地開発基金利子 ▲37 （108 → 71）

・有田町地域振興基金利子 ▲141 （302 → 161）

・有田町病院事業清算基金利子 ▲428 （911 → 483）

・古紙等引取料 50 （1 → 51）

・障害児通所給付費負担金 5,825 （17,764 → 23,589）

・佐賀県遺家族等援護事務市町交付金 116 （5 → 121）

・障害者地域生活支援事業補助金〔健康福祉課〕 23
（2,326 → 2,349）

・佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金〔子育て支援課〕
2,105 （14,275 → 16,380）

・ＳＡＧＡ２０２４新しい大会に向けた市町準備経費補助金
708 （皆増）

・有田焼参考館空調設備改修事業補助金 1,252 （皆増）

・現年災害 4,335 （皆増）

・国民年金事務協力・連携経費交付金 440 （ 586 →
1,026）

・佐賀県障害者自立支援給付費負担金 17,069 （125,303
→ 142,372）

・療養介護医療費負担金 40 （900 → 940）

・児童福祉費負担金 ▲1,508 （156,647 → 155,139）



（補正前） （補正額） （補正後）

○町債　（続き）

３　歳出予算の内容

補正額 主管課

▲ 1,549 財政課

▲ 108 財政課

▲ 250 財政課

2,150 総務課

2,400 まちづくり課

▲ 141 まちづくり課

7,000 まちづくり課

▲ 931 まちづくり課

4,220 まちづくり課

1,409 財政課

▲ 686 総務課

81 総務課

200 総務課

▲ 9,997 学校教育課

▲ 900 商工観光課

15,000 商工観光課

410 税務課

▲ 396 住民環境課

▲ 5,688 総務課

項　目 説　明　※(　　 )内は補正前→補正後

減債基金
減債基金利子 ▲108 （230 → 122）
【財源内訳】 財産収入 ▲108

庁舎等施設整備基金
庁舎等施設整備基金利子積立金 ▲250 （534 → 284）
【財源内訳】 財産収入 ▲250

有田町地域振興基金
有田町地域振興基金利子 ▲141 （302 → 161）
【財源内訳】 財産収入 ▲141

合併振興基金利子 ▲931 （1,983 → 1,052）
【財源内訳】 財産収入 ▲931

〈新規〉

（新型コロナ対応）基幹公
共交通持続化支援事業

基幹公共交通持続化支援金 4,220 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 4,220

人件費
〔総務一般管理費〕

一般職時間外勤務手当 2,000 （5,000 → 7,000）、同管理職員特別勤務
手当 150 （80 → 230）
【財源内訳】 一般財源 2,150

企画一般管理事業
一般コミュニティ助成事業補助金 2,400 （2,500 → 4,900）
【財源内訳】 諸収入 2,400

〈新規〉

飲食店を通じた地域活性
化事業

補助金 15,000 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 15,000

賦課徴収事業
印刷製本費 70 （3,040 → 3,110）、軽自動車異動データ提供手数料 ▲
360 （皆減）、国土調査等地籍更正測量委託料 700 （1,000 → 1,700）
【財源内訳】 一般財源 410

人件費
〔戸籍住民基本台帳費〕

一般職給 ▲5,688 （38,402 → 32,714）
【財源内訳】 一般財源 ▲5,688

戸籍住民基本台帳事業
戸籍システム符号取得関連作業委託料 ▲396 （皆減）
【財源内訳】 県支出金 116、一般財源 ▲512

自治公民館感染症対策
事業

消耗品費 200 （500 → 700）
【財源内訳】 国庫支出金 200

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 ▲9,997 （12,007 → 2,010）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲12,007、一般財源 2,010

有田町飲食店応援キャン
ペーン事業

補助金 ▲900 （11,000 → 10,100）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲900

マイナポイント事業

会計年度任用職員報酬 98 （216 → 314）、一般職時間外勤務手当 ▲
41 （104 → 63）、会計年度職員期末手当 8 （46 → 54）、同社会保険料
20 （41 → 61）、消耗品費 ▲4 （5 → 1）
【財源内訳】 国庫支出金 79、一般財源 2

ふるさと納税推進事業
有田町ふるさと応援基金利子 ▲686 （2,209 → 1,523）
【財源内訳】 財産収入 ▲686

定住促進事業
定住促進奨励金 7,000 （24,000 → 31,000）
【財源内訳】 繰入金 7,000

基幹業務システム管理事
業

システム導入業務委託料 1,979 （1 → 1,980）、ＡＳＰサービス使用料 ▲
570 （977 → 407）
【財源内訳】 一般財源 1,409

合併振興基金

（単位：千円）

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 ▲1,549 （4,562 → 3,013）
【財源内訳】 財産収入 ▲1,549

・町道改良事業〔合併特例債〕 ▲100,600 （151,100 →
50,500）

・町道改良事業〔過疎対策事業〕 106,000 （皆増）



補正額 主管課

1 まちづくり課

▲ 59 健康福祉課

92 健康福祉課

2,300 健康福祉課

65,979 健康福祉課

160 健康福祉課

440 住民環境課

4,327 子育て支援課

▲ 4,875 子育て支援課

1,811 子育て支援課

23,300 子育て支援課

3,200 子育て支援課

242 子育て支援課

2,200 子育て支援課

▲ 861 総務課

▲ 428 まちづくり課

31,235 健康福祉課

▲ 562 住民環境課

700 住民環境課

1,400 住民環境課

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

リサイクルプラザ運営
事業

消耗品費 100 （400 → 500）、水道料 50 （564 → 614）、燃料費 550
（613 → 1,163）
【財源内訳】 手数料 10,500、一般財源 ▲10,200

クリーンパーク運営事業
消耗品費 200 （500 → 700）、医薬材料費 1,200 （22,601 → 23,801）
【財源内訳】 一般財源 1,400

病院事業清算費
有田町病院事業清算基金利子 ▲428 （911 → 483）
【財源内訳】財産収入 ▲428

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 1,174 （626 → 1,800）、消耗品費 700 （100 →
800）、印刷製本費 110 （皆増）、郵便切手代 464 （1,131 → 1,595）、
ケーブルテレビ広告料 100 （皆増）、審査支払手数料 650 （皆増）、予防
接種委託料 24,918 （98,387 → 123,305）、医療廃棄物処理委託料 80
（20 → 100）、集団接種会場運営補助委託料 800 （皆増）、ワクチン配
送業務委託料 440 （皆増）、接種記録システム連携インターフェース改
修委託料 1,628 （皆増）、プレハブハウスリース料 83 （皆増）、備品賃借
料 88 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 31,099、諸収入 136

環境衛生総務事業
塵芥収集指定袋作成費 98 （13,460 → 13,558）、循環型社会形成推進
地域計画等作成業務委託料 ▲660 （5,500 → 4,840）
【財源内訳】 一般財源 ▲562

多世代交流センター事業
家電等購入費 242 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 240、一般財源 2

人件費
〔保育園費〕

一般職給 ▲459 （63,179 → 62,720）、同時間外手当 ▲402 （3,402 →
3,000）
【財源内訳】 一般財源 ▲861

児童手当事業
児童手当システム改修委託料 2,200 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 2,200

放課後児童健全育成事
業

放課後児童健全育成事業費補助金 3,200 （11,468 → 14,668）
【財源内訳】 国庫支出金 1,066、県支出金 1,066、一般財源 1,068

障害児福祉サービス事業
障害児通所給付費 22,000 （65,000 → 87,000）、障害児相談支援給付費
1,300 （6,000 → 7,300）
【財源内訳】 国庫支出金 11,650、県支出金 5,825、一般財源 5,825

療養介護医療給付事業

放課後児童クラブ事業
代替支援員報酬 1,685 （皆増）、電気料 56 （480 → 536）、電話代 49
（228 → 277）、便所汲取料 21 （72 → 93）
【財源内訳】 国庫支出金 1,039、県支出金 1,039、一般財源 ▲267

障害福祉サービス事業
介護及び訓練等給付費 64,899 （487,455 → 552,354）、相談支援給付費
1,080 （10,200 → 11,280）
【財源内訳】 国庫支出金 32,989、県支出金 16,494、一般財源 16,496

経済センサス（活動調査）
事業

協力者報償金 ▲2 （皆減）、普通旅費 1 （5 → 6）、電話料 2 （25 → 27）
【財源内訳】 県支出金 1

地域福祉基金
地域福祉基金利子 ▲59 （126 → 67）
【財源内訳】 財産収入 ▲59

地域生活支援事業
移動支援給付費 92 （220 → 312）
【財源内訳】 国庫支出金 46、県支出金 23、一般財源 23

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）、身体障害児補装具
給付費 800 （1,000 → 1,800）
【財源内訳】 国庫支出金 1,150、県支出金 575、一般財源 575

療養介護医療費扶助費 160 （3,600 → 3,760）
【財源内訳】 国庫支出金 80、県支出金 40、一般財源 40

国民年金事業
ＴＡＳＫシステム改修業務委託料 440 （704 → 1,144）
【財源内訳】 国庫支出金 440

施設型給付費等事業
施設型給付費等負担金〔２･３号〕 ▲9,599 （374,344 → 364,745）、同〔１
号〕 4,724 （129,886 → 134,610）
【財源内訳】 国庫支出金 ▲2,436、県支出金 ▲1,687、一般財源 ▲752

私立保育園支援事業
保育所入所委託費 4,327 （146,145 → 150,472）
【財源内訳】 国庫支出金 2,065、県支出金 188、一般財源 2,074



補正額 主管課

2,490 住民環境課

3,395 生涯学習課

▲ 149 農林課

1,187 農林課

800 建設課

4 農林課

613 商工観光課

719 農林課

7,600 建設課

▲ 29 総務課

711 消防団管理室

710 消防団管理室

315 曲川小学校

86 大山小学校

▲ 526 学校教育課

117 有田小学校

150 有田中部小学校

1,783 大山小学校

132 有田小学校

132 有田中部小学校

139 曲川小学校

228 大山小学校

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

観光振興事業
水道料 113 （1,087 → 1,200）、施設修繕費 450 （729 → 1,179）、し尿汲
取手数料 50 （461 → 511）
【財源内訳】 繰入金 450、諸収入 60、一般財源 103

竜門施設管理事業
電気料 48 （180 → 228）、消防用設備等設置届出代行手数料 83 （皆
増）、キャンプ場照明取替工事 588 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 580、一般財源 139

農山村活性化推進基金
農山村活性化推進基金利子 ▲149 （331 → 182）
【財源内訳】 財産収入 ▲149

土地改良総務事業
電気料 80 （605 → 685）、施設修繕費 1,107 （678 → 1,785）
【財源内訳】 繰入金 1,100、一般財源 87

林道管理事業
林道修繕工事 800 （1,000 → 1,800）
【財源内訳】 一般財源 800

森林環境譲与税基金
森林環境譲与税基金利子 4 （2 → 6）
【財源内訳】 財産収入 4

大山小学校
教育振興事業

消耗品費 80 （525 → 605）、楽器購入費 148 （皆増）
【財源内訳】 寄附金 147、一般財源 81

学校保健特別対策事業
（有田小学校）

曲川小学校
施設管理事業

施設修繕費 200 （560 → 760）、渡り廊下鉄柱等修繕工事 109 （皆増）、
家電リサイクル料 6 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 100、一般財源 215

大山小学校
施設管理事業

施設修繕費 200 （360 → 560）、事務室エアコン修繕工事 183 （皆増）、
枯木抜根撤去処分委託料 ▲297 （皆減）
【財源内訳】 繰入金 180、一般財源 ▲94

有田小学校
教育振興事業

学校図書館充実備品購入費 132 （250 → 382）
【財源内訳】 寄附金 132

有田中部小学校
教育振興事業

学校図書館充実備品購入費 132 （350 → 482）
【財源内訳】 寄附金 132

曲川小学校
教育振興事業

テント購入費 139 （416 → 555）
【財源内訳】 寄附金 134、一般財源 5

小学校施設管理事業
エアコン清掃業務委託料 ▲526 （1,901 → 1,375）
【財源内訳】 一般財源 ▲526

道路橋梁維持事業
施設修繕費 1,500 （2,500 → 4,000）、町道補修及び除草作業委託料 ▲
1,500 （8,000 → 6,500）、町道修繕工事 7,600 （28,600 → 36,200）
【財源内訳】 一般財源 7,600

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 ▲29 （61 → 32）
【財源内訳】 財産収入 ▲29

非常備消防事業

水火災出動、捜索出動及び警戒出動 550 （880 → 1,430）、消防団活動
車納車時手数料 102 （皆増）、自動車損害保険料〔任意〕 26 （515 →
541）、自動車損害保険料〔自賠責〕 8 （150 → 158）、積載車重量税 25
（418 → 443）
【財源内訳】 一般財源 711

消防水利整備事業
消火栓工事負担金 710 （1,700 → 2,410）
【財源内訳】 一般財源 710

消耗品費 55 （290 → 345）、感染症対策備品購入費 62 （202 → 264）
【財源内訳】 国庫支出金 117

学校保健特別対策事業
（有田中部小学校）

消耗品費 109 （524 → 633）、感染症対策備品購入費 41 （256 → 297）
【財源内訳】国庫支出金 150

学校保健特別対策事業
（大山小学校）

消耗品費 100 （211 → 311）、網戸設置工事 1,083 （皆増）、給食室手洗
い場修繕工事 600 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 1,783

クリーンパーク等修繕
事業

施設等修繕費 2,490 （33,510 → 36,000）
【財源内訳】 一般財源 2,490

婦人の家運営事業
施設修繕費 70 （100 → 170）、婦人の家事務所エアコン更新工事 ▲
238 （494 → 256）、婦人の家照明改修工事 3,563 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 3,563、繰入金 ▲244、一般財源 76



補正額 主管課

181 有田中部小学校

1,830 大山小学校

941 西有田中学校

1,051 有田中学校

399 西有田中学校

276 有田中学校

888 西有田中学校

240 有田中学校

1,188 生涯学習課

721 文化財課

495 生涯学習課

6,113 生涯学習課

844 生涯学習課

6,000 生涯学習課

229,810 建設課

6,500 建設課

事業名 事業内容　※( 　　)内は補正前→補正後

西有田中学校
教育振興事業

剣道防具購入費 600 （皆増）、配膳台購入費 108 （396 → 504）、プロ
ジェクター購入費 ▲29 （200 → 171）、製氷機購入費 209 （皆増）
【財源内訳】 寄附金200、繰入金 874、一般財源 ▲186

〈新規〉

公共土木災害復旧事業
現年災害復旧工事 6,500 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 4,335、一般財源 2,165

赤坂球場施設管理事業

消耗品費 700 （皆増）、水道料 60 （皆増）、電気料 100 （皆増）、電話料
15 （皆増）、建物災害保険料 38 （皆増）、施設管理委託料 200 （皆
増）、こけら落とし事業開催委託料 2,000 （皆増）、赤坂球場施設備品購
入費 3,000 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 5,700、一般財源 413

農地農業用施設災害復
旧事業

測量委託料 950 （ 2,500 → 3,450 ） 、工 事請 負費 228,860 （ 100 →
229,860）
【財源内訳】 県支出金 183,088、分担金 22,886、一般財源 23,836

体育センター施設管理事
業

施設修繕費 844 （皆増）
【財源内訳】 一般財源 844

〈新規〉

（新型コロナ対応）スマート
ロック及び施設予約シス
テム導入事業

インターネット通信費 18 （皆増）、リモートロック及びまちかぎリモート導
入委託料 3,440 （皆増）、体育施設ドア取替工事 1,750 （皆増）、リモート
ロック新規取付工事 142 （皆増）、体育施設Ｗｉ－Ｆｉ設備構築工事 650
（皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 6,000

歴史と文化の森公園管理
事業

配水管仮設・仕切弁設置工事 1,023 （皆増）、冷蔵庫購入費 165 （皆
増）
【財源内訳】 繰入金 1,180、一般財源 8

有田町歴史民俗資料館
事業

西館外部剥落危険箇所調査工事 721 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 720、一般財源 1

体育施設総務管理事業
円山公園テニスコートフェンス撤去工事 345 （皆増）、原材料費 150
（220 → 370）
【財源内訳】 繰入金 340、一般財源 155

有田中学校
給食事業

消耗品費 100 （500 → 600）、回転釜修繕費 140 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 140、一般財源 100

有田中部小学校
給食事業

備品修繕費 178 （250 → 428）、真空冷却機購入費 ▲4 （5,328 →
5,324）、米飯用食缶購入費 ▲131 （227 → 96）、スライサー器具購入費
138 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 ▲15、一般財源 196

西有田中学校
総務管理事業

普通教室カ ーテ ン等 購入費 179 （ 皆増）、 水道料 300 （ 1,354 →
1,654）、生徒用机椅子購入費 360 （202 → 562）、消火器購入費 8 （16
→ 24）、放送室CDプレーヤー購入費 ▲30 （74 → 44）、教師用机椅子
購入費 124 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 358、一般財源 583

大山小学校
屋内運動場改修事業

大山小学校屋内運動場玄関雨漏り改修工事 1,830 （皆増）
【財源内訳】 国庫支出金 5,877、繰入金▲4,050、一般財源 3

有田中学校
施設管理事業

給食室換気扇モーター取替工事 197 （皆増）、給食室ボイラー配管修繕
費 367 （皆増）、屋内消火栓設備ホース取替修繕工事 487 （皆増）
【財源内訳】 繰入金 1,030、一般財源 21

西有田中学校
施設管理事業

施設修繕費 564 （973 → 1,537）、合併処理浄化槽修繕費 ▲143 （6,028
→ 5,885）、相談室１ＬＥＤ照明取替修繕費 132 （皆増）、心の教室エアコ
ン設置工事 ▲154 （759 → 605）
【財源内訳】 繰入金 5、一般財源 394

有田中学校
教育振興事業

テニスネット購入費 20 （皆増）、製氷機購入費 256 （皆増）
【財源内訳】 寄附金 255、一般財源 21



● 繰越明許 （単位：千円）

繰越額

17,647

8,300

29,100

32,087

7,460

78,324

40,129

229,860

6,500

農地農業用施設災害復旧事業
災害件数が多く、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】 県支出金 183,088、分担金 22,886、一般財源 23,886

公共土木災害復旧事業
災害件数が多く、年度内の事業完了が困難であるため。
【財源内訳】 国庫支出金 4,335、一般財源 2,165

事業名 繰越理由等

道路橋梁新設改良事業
事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 町債 7,100、一般財源 360

赤坂球場施設管理事業
事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 町債 38,100、一般財源 2,029

地域農業水利施設ストックマネジメント
事業

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 県支出金12,295、分担金 1,097、一般財源 4,255

農業水路等長寿命化・防災減災事業
（廃止ため池）

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 県支出金 8,130、一般財源 170

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）

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 県支出金 29,000、一般財源 100

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）

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 国庫支出金 16,766、町債 14,400、一般財源 921

社会資本整備総合交付金事業
（南原原宿線道路改良事業）

事業実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の
事業完了が困難となったため。
【財源内訳】 国庫支出金 41,015、町債 37,300、一般財源 9


