
平成２７年度　補助金・交付金執行報告書（個人交付は除く）

№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

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

2
道の駅ＥＶ用急速充電器維持管
理交付金

428,142 （一社）信州いいやま観光局 企画財政課

3 飯山雪まつり事業補助金 5,095,000
飯山雪まつり市民協議会、いい
やま雪まつり実行委員会

企画財政課

4 区長会電話料交付金 270,000 飯山市区長会協議会 企画財政課

5
廃止路線代替バス運行事業補
助金

26,061,000 長電バス㈱ 企画財政課

6
みゆき野ラインバス運行事業補
助金

1,895,200 長電バス㈱ 企画財政課

7 菜の花バス運行事業補助金 7,728,655 長電バス㈱ 企画財政課

8 菜の花タクシー運行事業補助金 22,723,440
飯山観光ハイヤー㈱、長野交通
㈱、戸狩ハイヤー㈲、長電バス
㈱

企画財政課

9 輝く地域づくり支援金 3,080,000

木島ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ、藤ノ木区、
い～なかもっと、飯駒区、いいや
ま広小路会議、中世ﾛﾏﾝの里御
柱祭実行委員会

企画財政課

10
飯山雪まつり事業補助金(新幹
線開業PR推進分)

2,000,000 飯山雪まつり実行委員会 企画財政課

11 コミュニティ助成事業補助金 9,500,000
下水沢区、温井区、大塚区、飯
駒区　他1件

企画財政課

12 消防団員福祉共済加入補助金 1,251,000 飯山市消防団 危機管理防災課

13 団本部・各分団等運営交付金 2,543,400 飯山市消防団 危機管理防災課

14 消火栓放水器具等補助金 265,610 各区 危機管理防災課

15 水防活動運営交付金 585,200 飯山市消防団 危機管理防災課

16 自主防災会育成強化補助金 472,436 各区 危機管理防災課

17 資源物回収助成金 712,170 曙町子ども会　他２８件 市民環境課

18 ごみ集積等施設整備補助金 100,000 今井区　他１件 市民環境課

19
市街地ごみ集積施設整備補助
金

116,000 本町区　他１件 市民環境課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

20 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

21
母子世帯厚生福祉資金貸付金
利子補給金

14,840
社会福祉法人飯山市社会福祉
協議会

保健福祉課

22 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、手をつなぐ親の会

保健福祉課

23
社会福祉法人社会福祉協議会
補助金

23,627,309
社会福祉法人飯山市社会福祉
協議会

保健福祉課

24 民生児童委員協議会交付金 1,411,430 飯山市民生児童委員協議会 保健福祉課

25 社会福祉推進事業補助金 583,000
社会福祉法人飯山市社会福祉
協議会

保健福祉課

26 市身障協会活動補助金 172,407 飯山市身体障害者福祉協会 保健福祉課

27
重度障がい者「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

28
介護保険利用者負担軽減特別
対策事業補助金

11,776 北信広域連合 保健福祉課

29
シルバー人材センター運営補助
金

7,520,000
(公社)飯山地域シルバー人材セ
ンター

保健福祉課

30 老人福祉センター運営補助金 8,696,800
社会福祉法人飯山市社会福祉
協議会

保健福祉課

31
老人クラブ育成事業・単位老人
クラブ補助金

1,181,000 飯山市老人クラブ連合会 保健福祉課

32 地域中核医療施設整備補助金 88,536,000 飯山赤十字病院 保健福祉課

33 夜間休日診療運営補助金 6,031,014 飯山赤十字病院 保健福祉課

34
経営所得安定対策等推進事業
補助金

7,570,000 飯山市農業再生協議会 農林課

35
農業近代化資金融資利子補給
事業

21,531
北信州みゆき農業協同組合、長
野信用金庫

農林課

36
農業経営基盤強化資金利子助
成金

383,836 （有）シュウワ　他３名 農林課

37
水田農業経営確立推進指導事
業補助金

700,000 飯山市農業再生協議会 農林課

38 農作物残雪対策補助金 950,119 北信州みゆき農業協同組合 農林課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

39 優良堆肥助成事業補助金 1,283,000
北信州みゆき農業協同組合、み
ゆき有機生産組合　ほか2名

農林課

40 千曲川取水対策事業補助金 1,060,000
長野県下水内中部土地改良
区、蓮区

農林課

41 直接支払い交付金 80,360,271
柳原地区中山間地域振興委員
会　他34件

農林課

42 農村多面的機能支払交付金 67,492,848
柳原地区農地・水環境保全委
員会　他24件

農林課

43 米食味コンクール出品料補助金 51,000 木島小学校　他32件 農林課

44 農業振興支援事業補助金 475,000 北信州みゆき農業協同組合 農林課

45
需要に応える園芸産地育成事
業補助金

1,833,000 北信州みゆき花き振興研究会 農林課

46 アスパラガス茎枯対策補助金 182,000 株式会社アグリみゆき 農林課

47 地区農業再生支援金 500,000 外様地区農業再生センター 農林課

48 地区組織設立・運営交付金 460,800 飯山市農業再生協議会 農林課

49
北信食肉センター管理運営費補
助金

321,300 （株）北信食肉センター 農林課

50 母豚更新事業補助金 1,358,584 北信州みゆき農業協同組合 農林課

51
加工商品開発・販売対策補助
金

1,500,000 北信州みゆき農業協同組合 農林課

52 総合調整員補助金 235,000
農地利用集積円滑化団体、北
信州みゆき農業協同組合

農林課

53 機構集積協力金 40,048,000
地区農業再生センター（外様地
区、柳原地区、上野地区）及び
耕作者75名

農林課

54 菜の花の里づくり事業補助金 1,810,000
菜の花さかせるかい、花咲く会、
北信州みゆき農業協同組合瑞
穂野沢菜種子部会

農林課

55
飯山・中野地すべり協議会補助
金

20,000 飯山・中野地すべり協議会 農林課

56 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

57 中部土地改良区事業費補助金 240,000 長野県下水内中部土地改良区 農林課

58 森林整備事業交付金 3,492,000 北信州森林組合 農林課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

59 旧財産区交付金 46,496 太田地区財産管理運営委員会 農林課

60 分収交付金 128,058 秋津地区財産管理委員会 農林課

61
有害鳥獣駆除推進協議会補助
金

143,200
飯山市有害鳥獣駆除推進協議
会

農林課

62 協働のもりづくり事業交付金 1,240,000

神明町区、関沢区、笹川区、上
町区、上野区、天然記念物黒岩
山保全協議会、フォレスト工房も
くり

農林課

63
中小企業団体中央会北信支部
補助金

13,000
長野県中小企業団体中央会北
信支部

商工観光課

64
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

65
公共施設を活用した産業立地
促進事業補助金

4,700,000 株式会社マウスコンピューター 商工観光課

66 工場用地等取得費補助金 7,055,000
富士電機パワーセミコンダクタ
㈱飯山工場

商工観光課

67 伝統産業振興事業補助金 1,439,000 飯山仏壇事業協同組合 商工観光課

68 中小企業制度資金信用保証金 7,345,152 ㈱栗林建設　他63件 商工観光課

69 経営安定資金利子補給金 421,542 ㈱丸栄産業　他42件 商工観光課

70 商工振興事業補助金 5,500,000 飯山商工会議所 商工観光課

71 商店街環境整備事業等補助金 212,400 飯山商工会議所戸狩支部 商工観光課

72 商店街創造支援事業補助金 1,990,000 いいやま広小路会議 商工観光課

73 起業等補助金 3,621,000 北信ジビエ振興組合　外１件 商工観光課

74 土産品開発補助金 1,164,000 月あかり　他5件 商工観光課

75
プレミアム商品券等発行事業補
助金

19,909,000 飯山商工会議所 商工観光課

76
戸狩駅前観光案内所運営補助
金

280,000
JR戸狩野沢温泉駅前除排雪連
絡協議会

商工観光課

77 斑尾高原スキー場貸付交付金 6,874,076 前地権者（土地提供者） 商工観光課

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

79 斑尾高原土地貸付交付金 77,542 土地提供者連絡協議会 商工観光課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

80
大阪市民スキー教室開催補助
金

108,000
大阪市民スキー教室連絡協議
会

商工観光課

81 市単観光施設整備補助金 500,000 斑尾高原観光協会 商工観光課

82
飯山市無線ＬＡＮ環境整備事業
補助金

861,000 宿泊施設 商工観光課

83 観光振興事業補助金 2,110,000 飯山商工会議所 商工観光課

84
市民及び小中学生リフト引換券
発行補助金

3,978,000 飯山市索道協会 商工観光課

85 観光地振興活動事業補助金 700,000
かまくら祭り実行委員会、信越
五岳トレイルランニングレース実
行委員会

商工観光課

86 いいやま灯篭まつり事業補助金 2,400,000 いいやま灯篭まつり実行委員会 商工観光課

87 観光局運営補助金 40,000,000 (一社)信州いいやま観光局 商工観光課

88 スキー場バス運行支援補助金 3,495,948
戸狩観光協会、NOTOMAバス
協議会

商工観光課

89 かまくらの里整備事業補助金 42,998,750 かまくら祭り実行委員会 商工観光課

90 職業訓練対策事業補助金 416,663 飯岳高等職業訓練校 商工観光課

91 中退金特退金共済掛金補助金 1,451,800 市内事業者 商工観光課

92 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

93 飯水岳北交通安全協会補助金 330,000 飯水岳北交通安全協会 道路河川課

94 街灯電気料補助金 1,036,920 新町区　他42区 道路河川課

95
地中熱利用無散水融雪施設電
気料補助金

88,782 福島区、上新田区（柳原） 道路河川課

96 渡し船運行補助金 250,000 菜の花渡し舟実行委員会 道路河川課

97 寺町サミット実行委員会補助金 2,270,098
第21回寺町サミットｉｎ飯山実行
委員会

まちづくり課

98 花修景事業補助金 998,900
飯山市花フェスタ実行委員会、
飯山市景観協議会　他10団体

まちづくり課

99 景観形成事業補助金 200,000 飯山市景観協議会 まちづくり課
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100 各種イベント活動補助金 120,000

花フェスタ実行委員会、菜の花
まつり実行委員会、灯篭まつり
実行委員会、花結び実行委員
会

まちづくり課

101 ふるさと回帰支援補助金 391,000
飯山市ふるさと回帰支援セン
ター

移住定住推進課

102 応援事業交付金 721,513 ＩＩ活プロジェクト実行委員会 移住定住推進課

103 ＰＴＡ保険加入事業補助金 67,487 小中学校ＰＴＡ 子ども育成課

104 幼稚園就園奨励費補助金 7,208,400
飯山中央幼稚園、安茂里幼稚
園

子ども育成課

105 幼稚園運営費補助金 500,000 飯山中央幼稚園 子ども育成課

106 障害児就園補助金 2,988,000 飯山中央幼稚園 子ども育成課

107 飯山らしい教育交付金 1,543,000
小中学校各学校（小３学年以
上）、校長会（各学校）

子ども育成課

108 中高連携教育補助金 120,000 飯山市中高交流学力向上事業 子ども育成課

109 実行委員会補助金 1,500,000
岡山小学校閉校記念事業実行
委員会

子ども育成課

110 大会等開催補助金 450,000 各地区公民館 スポーツ推進室

111 体育振興補助金 4,272,000 NPO法人　飯山市体育協会 スポーツ推進室

112 大会等開催補助金 3,024,000
NPO法人　飯山市体育協会、飯
山市ジュニアスキー育成連絡協
議会

スポーツ推進室

113 大会等開催補助金 520,000
いいやま菜の花ゲートボール大
会実行委員会、いいやま菜の花
マレットゴルフ大会実行委員会

スポーツ推進室

114
部落解放同盟飯山市協議会補
助金

800,000 部落解放同盟飯山市協議会 人権政策課

115
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

116 青少年健全育成団体補助金 361,255
飯山市子ども会育成連絡協議
会

市民学習支援課

117
共育フェスティバル協力費補助
金

174,763 各地区・集落育成会 市民学習支援課

118
青少年団体特別支援事業補助
金

579,080

東小スポーツクラブ、戸狩ジュニ
アバレーｂ－ルクラブ、飯山小
ジュニアアルペンスキークラブ、
戸狩小アルペンスキークラブ、
泉台小クロスカントリー親の会、
戸狩小クロスクラブ親の会、常
盤小スキークラブ、飯山小ファ
ルコンズ保護者会、くらぶ鬼島
他1名

市民学習支援課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

119 指定文化財補助金 100,000
正受庵保存会、小菅神社氏子
総代会

市民学習支援課

120 地域社会推進事業交付金 276,916
柳原地区ふるさと百選選定実行
委員会、瑞穂地区ふるさと百選
選定実行委員会

市民学習支援課

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

122 芸術文化月間開催事業補助金 805,000
飯山市芸術文化協会
市民会館閉館イベント実行委員
会

文化交流課

123 作業員福利厚生補助 350,000 福祉企業センター互助会 福祉企業センター
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