
平成２４年度　補助金・交付金執行報告書（個人交付は除く）

Ｎｏ 　　補助金名称 交付額（円）  　　交付先 　　担当部署

1 政務調査費交付金 1,761,143 市議会議員 議会事務局

2 消防団員福祉共済加入補助金 1,690,000 飯山市消防団本部 庶務課

3 団本部・各分団等運営交付金 2,651,600 飯山市消防団本部 庶務課

4 消火栓放水器具等補助金 462,561 新町区　他7区 庶務課

5 水防活動運営交付金 593,600 飯山市消防団本部、各分団 庶務課

6 無人駅維持事業交付金 100,000 桑名川区、信濃平駅維持会 企画財政課

7 飯山雪まつり事業補助金 5,095,000 雪まつり実行委員会・市民協議会 企画財政課

8 区長会電話料交付金 270,000 各地区区長会 企画財政課

9 廃止路線代替バス運行事業補助金 27,653,000 長電バス株式会社 企画財政課

10 みゆき野ラインバス運行事業補助金 2,224,700 長電バス株式会社 企画財政課

11 菜の花バス運行事業補助金 9,079,350 長電バス株式会社 企画財政課

12 菜の花タクシー運行事業補助金 14,721,350 飯山観光ハイヤー㈱、長野交通㈱、戸狩ハイヤー㈲ 企画財政課

13 輝く地域づくり支援金 4,772,000 秋津地区区長会　他15件 企画財政課

14 集落サポート交付金 200,000 神戸区、大倉崎区 企画財政課

15 新幹線飯山駅開業イベント実行委員会交付金 3,962,235 北陸新幹線開業イベント実行委員会 企画財政課

16 コミュニティ助成（地域活動助成）事業補助金 12,900,000 関沢区、福島区、下木島区、吉区、小沼区、南条区 企画財政課

17 部落解放同盟飯山市協議会補助金 983,000 部落解放同盟飯山市協議会 人権政策課

18 人権擁護委員協議会運営補助金 53,903 飯山人権擁護委員協議会 人権政策課

19 長野犯罪被害者支援センター補助金 50,000 特定非営利法人長野犯罪被害者支援センター 人権政策課

20 資源物回収助成金 807,700 城南中学校ＰＴＡ　他２９件 市民環境課

21 ごみ集積等施設整備補助金 100,000 上新田区（木島地区）、北畑区 市民環境課

22 日赤奉仕団活動費補助金 91,000 飯山市赤十字奉仕団 保健福祉課

23 母子世帯厚生福祉資金貸付金利子補給金 131,270 （社福）飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

24 被援護団体等補助金 100,700 飯水地区保護司会、更生保護女性会、手をつなぐ育成会 保健福祉課

25 社会福祉法人社会福祉協議会補助金 23,309,807 （社福）飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

26 民生児童委員協議会交付金 1,423,010 民生児童委員協議会、地区民生児童委員協議会(８地区) 保健福祉課

27 社会福祉推進事業補助金 475,000 （社福）飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

28 重度障害者「ふれあいバスハイク」事業補助金 115,000 飯山市ボランティア連絡協議会 保健福祉課

29 市身障協会活動補助金 250,000 飯山市身体障害者福祉協会 保健福祉課

30 通所授産施設整備事業補助金 2,058,510 （社福）高水福祉会 保健福祉課

31 介護保険利用者負担軽減特別対策事業補助金 3,502 北信広域連合 保健福祉課

32 シルバー人材センター運営補助金 7,520,000 公益社団法人　飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

33 老人福祉センター運営補助金 8,200,000 （社福）飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

34 老人クラブ育成事業・単位老人クラブ補助金 1,297,800 飯山市老人クラブ連合会 保健福祉課

35 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 10,800,000 (有)フィオーレ福祉会 保健福祉課

36 地域中核医療施設整備補助金 95,148,756 飯山赤十字病院 保健福祉課

37 初期救急体制維持補助金 3,261,014 飯山赤十字病院 保健福祉課

38 地域見守り活動補助金（介護保険） 285,000 （社福）飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

39 北信農業共済組合岳北支所用地賃借料補助金 566,000 北信農業共済組合 農林課

40 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 7,124,000 飯山市農業再生協議会 農林課

41 農業近代化資金融資利子補給 86,168 北信州みゆき農業協同組合 農林課

42 水田農業経営確立推進指導事業補助金 1,753,822 飯山市農業再生協議会 農林課

43 農作物残雪対策補助金 2,376,246 (農)オーエスケー外様、㈱とざま、北信州みゆき農業協同組合 農林課

44 優良堆肥助成補助金 1,051,000 北信州みゆき農業協同組合　他 農林課

45 放射能測定装置導入補助金 935,214 北信州みゆき農業協同組合 農林課

46 中山間地域等直接支払い交付金 81,984,285 柳原地区中山間地域振興委員会　他38件 農林課

47 農地・水保全管理支払事業交付金 13,012,795 長野県農地･水･環境保全向上対策協議会 農林課

48 米食味コンクール出品料補助金 12,500 飯山市農業再生協議会 農林課

49 マーケティング等支援補助金 700,000 北信州みゆき農業協同組合 農林課

50 産地生産拡大プロジェクト支援事業推進費補助金 689,329 飯山市農産物産地力強化協議会 農林課

51 消費・安全対策交付金事業補助金 940,000 北信州みゆき農業協同組合 農林課

52 農業振興支援事業補助金 1,122,000 北信州みゆき農業協同組合 農林課

53 地区組織設立・運営交付金 1,000,000 飯山市農業再生協議会 農林課

54 北信食肉センター管理運営費補助金 321,300 株式会社北信食肉センター 農林課

55 市農業センター総合調整員補助金 505,000 北信州みゆき農業協同組合 農林課

56 飯山・中野地すべり協議会補助金 60,011 飯山･中野地すべり協議会 農林課

57 中部土地改良区事務費補助金 3,822,000 長野県下水内中部土地改良区 農林課

58 中部土地改良区事業費補助金 1,770,000 長野県下水内中部土地改良区 農林課

59 有害鳥獣駆除推進協議会補助金 140,000 飯山市有害鳥獣駆除対策協議会 農林課

60 旧財産区財産補償費交付金 3,034,275 瑞穂地区財産管理委員会 農林課



Ｎｏ 　　補助金名称 交付額（円）  　　交付先 　　担当部署

61 森林整備地域活動支援交付金 845,648 北信州森林組合 農林課

62 地域で進める里山集約化事業交付金 375,000 北信州森林組合 農林課

63 電気柵設置交付金 549,000 中谷区、飯駒区、福島区 農林課

64 協働のもりづくり事業交付金 1,493,000 笹川区　他4件 農林課

65 中小企業団体中央会北信支部補助金 13,000 中小企業団体中央会北信支部 商工観光課

66 戸狩商店街駐車場管理費補助金 210,000 飯山商工会議所戸狩支部 商工観光課

67 工場用地等取得費補助金 12,946,000 ㈱しなの富士通、㈱FPS、㈱長野電材、㈱長野日本無線 商工観光課

68 伝統産業振興事業補助金 1,389,000 飯山仏壇事業協同組合 商工観光課

69 中小企業制度資金信用保証補助金 5,425,339 市内事業者 商工観光課

70 経営安定資金利子補給金 296,892 市内事業者 商工観光課

71 商工振興事業補助金 5,500,000 飯山商工会議所 商工観光課

72 飯山駅観光案内処運営補助金 1,680,000 飯山駅観光案内処運営協議会 商工観光課

73 戸狩駅前観光案内所運営補助金 363,000 戸狩野沢温泉駅観光案内所飯山運営事務局 商工観光課

74 斑尾高原駐車場貸付交付金 600,000 斑尾高原開発土地提供者連絡協議会 商工観光課

75 斑尾高原土地貸付交付金 197,542 斑尾高原開発土地提供者連絡協議会 商工観光課

76 大阪市民スキー教室開催補助金 208,000 大阪市民スキー教室連絡協議会 商工観光課

77 市単観光施設整備補助金 525,000 斑尾高原観光協会、戸狩観光協会 商工観光課

78 観光振興事業補助金 2,110,000 飯山商工会議所 商工観光課

79 市民及び小中学生リフト引換券発行補助金 4,047,800 飯山市索道協会 商工観光課

80 観光地振興活動事業補助金 2,379,000 かまくら祭り実行委員会　他３件 商工観光課

81 いいやま灯篭まつり事業補助金 2,250,000 いいやま灯篭まつり実行委員会 商工観光課

82 戸狩温泉活性化事業補助金 10,892,107 戸狩温泉活性化協議会 商工観光課

83 観光局運営補助金 40,000,000 信州いいやま観光局 商工観光課

84 インバウンド推進協議会補助金 2,000,000 飯山市インバウンド推進協議会 商工観光課

85 職業訓練対策事業補助金 416,663 飯水岳北職業訓練校 商工観光課

86 中退金特退金共済掛金補助金 1,447,900 市内事業者 商工観光課

87 中小企業労務対策事業補助金 255,000 飯山商工会議所 商工観光課

88 飯水岳北交通安全協会補助金 321,000 飯水岳北交通安全協会 道路河川課

89 街灯電気料補助金 1,087,380 新町区　他39件 道路河川課

90 排雪作業補助金 175,665 笹川区　他3件 道路河川課

91 渡し船運行交付金 250,000 菜の花渡し舟実行委員会 道路河川課

92 景観形成事業補助金 200,000 飯山市景観形成推進協議会 まちづくり課

93 花修景事業補助金 1,027,100 飯山市景観形成推進協議会　他12件 まちづくり課

94 各種イベント活動補助金 130,000 花結び2012実行委員会　他2件 まちづくり課

95 アーケード整備補助金 2,000,000 本町商店街協同組合 まちづくり課

96 権利者委員会補助金 200,000 新幹線駅周辺整備権利者会 新幹線駅周辺整備課

97 ふるさと回帰支援事業補助金 229,000 飯山市ふるさと回帰支援センター いいやま住んでみません課

98 さわやか婚活応援事業交付金 672,900 ｉｉ活プロジェクト実行委員会 いいやま住んでみません課

99 市母子福祉協会活動補助金 40,000 飯山市母子寡婦福祉協会 子ども課

100 ＰＴＡ保険加入事業補助金 76,826 小学校８校、中学校２校　各ＰＴＡ 子ども課

101 幼稚園就園奨励費補助金 5,193,100 飯山中央幼稚園 子ども課

102 幼稚園運営費補助金 332,500 飯山中央幼稚園 子ども課

103 障害児就園補助金 948,000 飯山中央幼稚園 子ども課

104 飯山らしい教育交付金 1,751,000 小学校８校、中学校２校、飯山市校長会 子ども課

105 中高連携教育補助金 100,000 飯山市中高学力向上事業 子ども課

106 国際交流事業補助金 866,110 深圳外国語学校訪問団 子ども課

107 青少年健全育成団体補助金 380,000 飯山市子ども会育成会連絡協議会 スポーツ生涯学習課

108 共育フェスティバル協力費補助金 214,966 飯山市子ども会育成会連絡協議会 スポーツ生涯学習課

109 芸術文化月間開催事業補助金 426,432 飯山市芸術文化協会 スポーツ生涯学習課

110 青少年団体特別支援事業補助金 400,000 飯山リトルシニアみゆき野クラブ　他6団体 1個人 スポーツ生涯学習課

111 スポーツ大会等開催補助金 459,000 飯山公民館　他8件 スポーツ生涯学習課

112 体育振興補助金 4,504,000 ＮＰＯ法人　飯山市体育協会 スポーツ生涯学習課

113 ジュニアスポーツ大会等開催補助金 3,823,000 飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会　他２件 スポーツ生涯学習課

114 中学校スキーウェア更新補助金 1,130,000 飯山市中学校スキー親の会 スポーツ生涯学習課

115 スポーツツーリズム大会等開催補助金 1,050,000 第９回いいやま菜の花ゲートボール大会実行委員会　他１件 スポーツ生涯学習課

116 指定文化財補助金 5,085,000 小菅柱松行事保存会　他5件 学習支援課

117 ふるさとづくり地域社会推進事業交付金 647,570 飯山地区地域を知る実行委員会　他6件 学習支援課

118 市民芸術祭運営費補助金 313,500 飯山市芸術文化協会 学習支援課

119 消火栓維持管理費交付金（簡水） 138,000 旭北部簡易水道組合 上下水道課

120 宅内配管融資利子補給金（下水道等） 33,021 八十二銀行飯山支店 他3件 上下水道課


