
№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

1 飯山雪まつり事業補助金 5,095,000 いいやま雪まつり実行委員会 企画財政課

2 大型雪像制作事業補助金 2,000,000 いいやま雪まつり実行委員会 企画財政課

3
廃止路線代替バス運行事業補
助金

26,671,000 長電バス株式会社 企画財政課

4
みゆき野ラインバス運行事業補
助金

2,834,600 長電バス株式会社 企画財政課

5 菜の花バス運行事業補助金 7,728,655 長電バス株式会社 企画財政課

6 菜の花タクシー運行事業補助金 22,778,864
飯山観光ハイヤー株式会社、長
野交通株式会社、戸狩ハイヤー
有限会社、長電バス株式会社

企画財政課

7
コミュニティ助成（地域活動助
成）事業補助金

22,200,000
小境区、小泉区、奈良沢区、北
原区、桑名川区

企画財政課

8 消防団員福祉共済加入補助金 1,264,500 飯山市消防団 危機管理防災課

9 消火栓放水器具等補助金 408,610
上倉区、下水沢区、蕨野区、下
木島区、藤ノ木区、堀之内区、
中曽根区

危機管理防災課

10 自主防災会育成強化補助金 342,100
針田区、戸隠区、飯駒区、上新
田区（木島）

危機管理防災課

11
長野県調理師会料理コンクール
補助金

150,000 長野県調理師会 市民環境課

12 生ごみ処理容器購入補助金 85,300 個人15名 市民環境課

13 資源物回収助成金 633,580 上倉PTA子ども会　ほか24件 市民環境課

14 ごみ集積等施設整備補助金 50,000 下水沢区 市民環境課

15
市街地ごみ集積施設整備補助
金

129,600 大久保区、肴町区 市民環境課

16 人間ドック費用助成事業補助金 14,223,800 個人607名 市民環境課

17 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

18
母子世帯厚生福祉資金貸付金
利子補給

8,940 個人1名 保健福祉課

19 被援護団体等補助金 100,700
飯水地区保護司会、飯山市更
生保護女性会、手をつなぐ育成
会

保健福祉課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

20 社会福祉協議会補助金 27,129,865 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

21 社会福祉推進事業補助金 583,000 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

22 人工透析患者通院費補助金 374,585 個人33人 保健福祉課

23 市身障協会活動補助金 190,882 飯山市身体障害者福祉協会 保健福祉課

24
重度心身障がい者「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

25
シルバ－人材センタ－運営補助
金

7,520,000 飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

26 老人福祉センタ－運営補助金 9,000,000 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

27
老人クラブ育成事業・単位老人
クラブ補助金

1,139,800 飯山市老人クラブ連合会 保健福祉課

28
シルバー人材センターサポート
事業補助金

2,250,000 飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

29 事業所開設補助金 1,962,360 株式会社フジすまいるファーム 保健福祉課

30 地域中核医療施設整備補助金 88,020,953 飯山赤十字病院 保健福祉課

31 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

32 公的病院運営費補助金 31,585,000 飯山赤十字病院 保健福祉課

33 こうのとり支援事業補助金 2,398,000 個人10名 保健福祉課

34 後期高齢者人間ドック補助金 1,680,000 個人112人 保健福祉課

35 地域見守り活動補助金 285,000 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

36 作業員福利厚生補助 350,000 飯山市福祉企業センター互助会 保健福祉課

37
経営所得安定対策等推進事業
補助金

6,922,000 飯山市農業再生協議会 農林課

38
農業近代化資金融資利子補給
事業

14,796
ながの農業協同組合、長野信
用金庫、八十二銀行

農林課

39
農業経営基盤強化資金利子助
成金

228,279 (有)シュウワ　ほか個人３名 農林課

40 優良堆肥助成事業補助金 1,204,000 個人234名 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

41
農業用水の渇水対策事業補助
金

8,740,000

小菅区、上境区、四ツ屋区、今
井区、小境区、、野坂田区、三
郷区、羽広山区、蓮区、長野県
下水内中部土地改良区

農林課

42 国営農地農場整備支援補助金 580,000
(有)イチムラ、江口ファーム　ほ
か個人１名

農林課

43 米食味コンクール出品料補助金 6,000 秋津小学校、木島小学校 農林課

44 農業振興支援事業補助金 1,369,000 ながの農業協同組合 農林課

45 地区農業再生支援金 500,000 柳原地区農業再生センター 農林課

46 乾燥調製施設整備補助金 135,000,000 ながの農業協同組合 農林課

47 経営体育成支援事業補助金 2,805,000 個人１名 農林課

48
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

49 母豚更新事業補助金 1,354,826 ながの農業協同組合 農林課

50
加工商品開発・販売対策補助
金

1,000,000 ながの農業協同組合 農林課

51 総合調整員補助金 240,515 ながの農業協同組合 農林課

52 菜の花の里づくり事業補助金 1,638,638
いいやま菜の花まつり実行委員
会、菜の花さかせるかい、花咲く
会

農林課

53
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

54 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

55
森のエネルギー推進事業補助
金

400,000 個人4名 農林課

56
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

57
戸狩商店街駐車場管理費補助
金

125,000 飯山商工会議所戸狩支部 商工観光課

58 工場用地等取得費補助金 14,835,000
富士電機パワーセミコンダクタ
㈱飯山工場、共栄生コン㈱

商工観光課

59 伝統産業振興事業補助金 1,289,000 飯山仏壇事業協同組合 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

60
中小企業制度資金信用保証補
助金

5,225,330

㈲杉山林業、㈲タカマサ、㈱野
沢総合、伊東建設㈱、㈲たなか
や、㈲樋口造花店、㈱小野澤商
店、㈱セキツネ、㈱フジサワクリ
エイティブ、㈲信濃住設、㈲鈴木
ビル、㈲プラザクリエイト、㈲滝
沢建築、㈲小山技工所、㈲魚
辰、㈲飯山清掃社、㈱明石、㈲
小島、㈲江口建設、㈲ライフ、㈱
丸栄産業、㈲上海本店、㈲たち
ばなや商店、㈲ヨシテクノ、㈲関
本屋、㈲丸商、㈲山一屋商店、
㈲まるごん呉服店　ほか個人８
名

商工観光課

61 経営安定資金利子補給金 2,087,164

㈲ライフ、㈲常盤組、ペンション
灯、美芳屋製菓、㈲阿藤ふとん
店、クワフール、北信建設興業
㈱、㈲サンシャイン住設、㈲関
本屋、カレラコールドサービス、
斉藤オートボデー、㈲たなか
や、㈲魚辰、㈲鈴木ビル、㈲滝
沢建築、㈲大原時計店、㈲坪田
商店、㈲岸田板金、㈲富士贈
商、㈲ホワイトイン松屋、㈲小野
沢商店、山田仏壇店、㈲小島、
飯水建設㈲、㈱北誠商事、フジ
マキフォトクリエイティブ、㈱ケン
プランニング、㈲篠井商店、㈲
佐藤工業所、飯水自動車整備
㈲、㈱栗林建設、㈲プラザクリエ
イト、㈲サンライフ小野沢、㈲吉
越商事、飯山燃料協同組合、㈲
天河、㈲斉藤商会、小林左官
店、㈲斉藤組、松澤商事㈱、太
田自動車㈲、AOKI建設工業
㈱、㈲やえ立、㈲新栄テック、㈲
杉山林業、㈱野沢総合、シュラ
イン新宅、㈱フジサワクリエイ
ティブ、㈲信濃住設、㈱小野澤
商店、㈲鈴木ビル、木原荘、㈱
セキツネ、伊東建設㈱、鷲野精
肉店、㈲小山技工所、井出表具
店、㈱明石、アートいっぽ、㈲江
口建設、㈲上海本店

商工観光課

62 商工振興事業補助金 5,500,000 飯山商工会議所 商工観光課

63 起業研究・商品開発補助金 602,000
いいやま食文化の会　ほか個人
３名

商工観光課

64 店舗改修費補助 572,000 伊村屋、塩崎農園 商工観光課

65 起業支援補助 5,307,000 ロッジかのえ　ほか個人５名 商工観光課

66 駅周辺地区店舗建築補助 1,712,000 個人１名 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

67 市単観光施設整備補助金 797,287
かまくらまつり実行委員会、戸
狩観光協会

商工観光課

68 観光振興事業補助金 2,110,000 飯山商工会議所 商工観光課

69 観光地振興活動事業補助金 700,000
かまくらまつり実行委員会、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

70
ディスティネーションキャンペー
ン展開補助金

400,000
信州デスティネーションキャン
ペーン飯山市実行委員会

商工観光課

71 スキー振興補助金 4,388,800 飯山市索道協会 商工観光課

72 いいやま灯篭まつり事業補助金 2,200,000 いいやま灯篭まつり実行委員会 商工観光課

73 とがり夏まつり事業補助金 200,000 飯山商工会議所戸狩支部 商工観光課

74 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

75 スキー場バス運行支援事業 8,599,628
戸狩観光協会、NOTOMAバス
協議会

商工観光課

76 職業訓練対策事業補助金 416,663
職業訓練法人飯岳職業訓練協
会飯岳職業訓練校

商工観光課

77
中退金・特退金共済掛金補助
金

1,611,200

桝田屋食品㈱、㈱田中屋酒造
店、㈱上海本店、㈲丸山自動車
工場、米持製菓㈱、長野交通
㈱、㈲島田義雄商店、京信交易
㈱、飯山中央市場㈱、㈲飯山清
掃社、㈲松山オート、飯山観光
ハイヤー㈱、長野電材㈱、共栄
生コン㈱、飯山自動車協業組
合、㈲養光堂、新進漬物㈱、㈱
北信濃新聞社、㈱長野いすゞ飯
山工場、伊東建設㈱、㈲吉越商
事、大栄開発㈱、㈱オートパル
飯山、㈱村上建設、㈲小林商
事、医療法人片塩医院、㈲常盤
きのこセンター、太田自動車㈲、

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

千曲商事㈲、一般社団法人信
州いいやま観光局、一山土木工
業㈱、㈱アビラ、高津電気工事
㈱、清水内科小児科医院、㈲越
後屋電器商会、㈱山根屋、飯山
燃料協同組合、杉山石油㈲、㈲
篠井商店、㈱フロンティア、㈲六
兵衛、ＮＰＯ法人ここから、㈱モ
リキ、㈲パティスリーヒラノ、㈲本
多うなぎ店、㈲穀久商店、飯山
商工会議所、㈲常田木工所、小
林電気㈱、㈲堀工務店、㈱飯山
企画、飯山土建㈱、㈲川久保業
務店、協立電機㈱、戸狩温泉ス
キー場㈱、㈱田澤工務店、飯水
建設㈲、㈲小山商会、㈲飯山堆
肥センター、ＮＰＯ法人赤いにん
じん、飯山カードサービス事業
協同組合、㈱北信ボーリング
ほか個人２名

78 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

79 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

80 街灯電気料補助金 1,062,360

新町区、木島振興委員会、上町
区、福島区、法寺区、奈良沢
区、神戸区、尾崎区、北町区、
小菅区、外様地区、神明町区、
柏尾区、交安防犯常盤、市ノ口
区、南端区長会、有尾区、藤ノ
木区、小境区、金山区、山口
区、五束区、茂右衛門新田区、
小佐原、堀之内区、飯駒区、笹
川区、五荷区、大久保区、大川
区、今井区、中町区、堰口区、
大深区、北畑区、中谷区、上境
区、其綿区、倉本区、桑名川
区、吉区、滝ノ脇区、藤沢区

道路河川課

84 街灯ＬＥＤ化補助金 1,900,000

上町区、天神堂区、下水沢区、
奈良沢区、中組区、戸隠区、上
倉区、富田区、小境区、肴町
区、北原区、柳沢区、北町区、
藤ノ木区、北条区、神明町区、
山口区、蕨野区、荒船区、四ツ
屋区、今井区、大久保区、南条
区、大深区、吉区、笹川区、上
境区、上新田区、大川区、桑名
川区、野坂田区、滝ノ脇区、藤
沢区、坂井区、尾崎区、西大滝
区

道路河川課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

85 排雪作業補助金 257,226
上新田区、愛宕寺町つくろう会、
笹川区、小沼区

道路河川課

86 渡し船運航交付金 250,000 菜の花渡し舟実行委員会 道路河川課

87 花修景事業補助金 993,500

くわながわﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞの会、飯山
学園、若松会、堀之内HANAの
会、斑尾観光協会、戸狩区青少
年団育成会、五荷とうど衆、本
町商店街協同組合、飯山市景
観協議会、飯山市花フェスタ実
行委員会

まちづくり課

88 景観形成事業補助金 100,000 飯山市景観協議会 まちづくり課

89 各種イベント活動補助金 120,000

いいやま菜の花まつり実行委員
会、いいやま灯篭まつり実行委
員会、花結び実行委員会、飯山
市花フェスタ実行委員会

まちづくり課

90 地域景観整備事業補助金 540,000 ㈱飯山企画 まちづくり課

91 まち並整備補助金 770,000
花結び実行委員会、愛宕寺町
つくろう会、飯山市本町商店街
協同組合、いいやま広小路会議

まちづくり課

92 克雪化住宅補助金 2,542,400 個人８名 移住定住推進課

93 ふるさと回帰支援補助金 240,000
飯山市ふるさと回帰支援セン
ター

移住定住推進課

94 現地見学ツアー補助金 540,000 信州いいやま観光局 移住定住推進課

95 三世代等同居住宅建設支援金 2,100,000 個人６名 移住定住推進課

96 危険空き家撤去補助金 880,000 藤沢区 移住定住推進課

97 建設費補助金 12,342,000 個人１４名 移住定住推進課

98 遠距離通園付添交通費補助金 1,635,249 個人１３名 こども育成課

99 ＰＴＡ保険加入事業補助金 63,975 小中学校PTA会員1,431人分 こども育成課

100 幼稚園就園奨励費補助金 8,614,200
（学）井上学園　飯山中央幼稚
園

こども育成課

101 幼稚園運営費補助金 500,000
（学）井上学園　飯山中央幼稚
園

こども育成課

102 第３子無料化補助金 2,589,600 個人１４名 こども育成課
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

103 障害児就園補助金 1,992,000
（学）井上学園　飯山中央幼稚
園

こども育成課

104
小学校冬季スポーツ環境整備
補助金

500,000 泉台小学校PTA こども育成課

105 中高連携教育補助金 120,000 飯山市中高学力向上事業 こども育成課

106 遠距離通学補助金（小学校） 1,287,210 個人36人 こども育成課

107 国際交流事業補助金（中学校） 643,864
深圳外国語学校訪問団生徒13
名

こども育成課

108 遠距離通学補助金（中学校） 2,105,450 個人55人 こども育成課

109 大会等開催補助金 459,000
地区公民館（富倉地区を除く）９
地区

スポーツ推進室

110 体育振興補助金 5,018,000 飯山市体育協会 スポーツ推進室

111 大会等開催補助金 3,644,500
ジュニアスキー育成連絡協議
会、飯山市体育協会

スポーツ推進室

112 大会等開催補助金 3,490,000

北信州ハーフマラソン実行委員
会、いいやま菜の花ゲートボー
ル大会実行委員会、いいやまき
じま菜の花マレッとゴルフ大会
実行委員会、菜の花飯山サイク
ルレース実行委員会

スポーツ推進室

113
部落解放同盟飯山市協議会補
助金

750,000 部落解放同盟飯山市協議会 人権政策課

114
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

115 青少年健全育成団体補助金 314,346
飯山市子ども会育成会連絡協
議会

市民学習支援課

116
共育フェスティバル協力費補助
金

178,416
飯山市子ども会育成会連絡協
議会

市民学習支援課

117
青少年団体特別支援事業補助
金

491,016

戸狩小クロスクラブ親の会、戸
狩小学校アルペンスキークラブ
親の会、東小スポーツクラブ、常
盤小スキークラブ、飯山小学校
ファルコンズ、飯山小学校ジュニ
アアルペンスキークラブ、木島
小学校スポーツクラブ、戸狩ＦＣ

市民学習支援課

8



№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

118 指定文化財補助金 400,000
小菅柱松保存会、正受庵保存
会、小菅神社氏子総代会

市民学習支援課

122 文化財保護補助金 332,000 個人2名 市民学習支援課

123 芸術文化月間開催事業補助金 600,000 飯山市芸術文化協会 文化交流課

124 市民芸術祭補助金 300,000 飯山市芸術文化協会 文化交流課

125 政務活動費交付金 1,557,921 議員15名 議会事務局

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

127
道の駅ＥＶ用急速充電器維持管
理交付金

472,693 信州いいやま観光局 企画財政課

128 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

129 輝く地域づくり支援金 2,845,000

薩摩踊り保存会、下木島区、Ｃ
ＨＡＲＭＹ、福島さんべそば飲食
組合、飯山混声合唱団、泉台小
ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ親の会、坂
井区、飯山小学校おやじの会、
やたら市実行委員会

企画財政課

130 実行委員会交付金 4,560,172
飯山線SLイベント運行飯山市実
行委員会

企画財政課

131 総合戦略推進交付金 161,670
かまくら祭り実行委員会、秋津
雪だるままつり実行委員会

企画財政課

132 団本部・各分団等運営交付金 2,367,100 飯山市消防団 危機管理防災課

133 水防活動運営交付金 591,500 飯山市消防団 危機管理防災課

134 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

135 臨時福祉給付金 19,422,000
個人4,284人（一人3,000円）
個人219人（一人30,000円）

保健福祉課

136 直接支払事業交付金 80,360,271

富田南部（富田）、砂田水田（富
田）、砂田地区（富田）、福島、神
戸、針田、小菅、柏尾２、柏尾
３、北原、柳原地区中山間地域
振興委員会、温井、上境、下
境、藤沢、茂右エ門新田、荒
船、法花寺（大久保）、土常分
（大久保）、中町、中条、顔戸、
中曽根、小境Ａ-１、小境Ａ-2、
五束、北条、五荷、瀬木、蕨野、
曽根、今井、三郷、千刈り・河原
田、羽広山

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

137 農村多面的機能支払交付金 70,272,808

神戸農地・水・環境保全向上委
員会、顔戸保全協議会、小境農
地保全対策委員会、戸狩環境
保全協議会、針尾沢を守る会、
蓮地域資源保全活動組織、野
坂田みどりの会、天神堂環境活
動、太田南部環境対策委員会、
柳原地区農地・水環境保全委
員会、上野青空会、北原区環境
保全対策委員会、下木島農地・
水・環境対策委員会、柏尾農地
水委員会、中組地区保全会、大
池用水水系保全会、其綿環境
保全の会、山岸農水会、中条地
区農地・水・環境保全会、安田
地区農地・水・環境保全会、大
倉崎あすなろ会、小菅区向上活
動組織、中曽根農地･水・環境
保全会、清柳会、静間みどりの
会、戸隠清和会、尾崎ふるさと
保全会

農林課

138 青年就農給付金 5,500,000
㈱とざま、農事組合法人やなぎ
はら　ほか個人2名

農林課

139 地区組織設立・運営交付金 459,000 飯山市農業再生協議会 農林課

140 機構集積協力金 344,000
外様地区農業再生センター　ほ
か個人4名

農林課

141 商品開発支援等交付金 489,460
内山紙協同組合、飯山仏壇事
業協同組合

農林課

142 森林整備事業交付金 1,402,000 北信州森林組合 農林課

143 旧財産区交付金 46,496 太田地区財産管理委員会 農林課

144 協働のもりづくり事業交付金 830,000
笹川区　鉄砲町区　関沢区　黒
岩山保全協議会　上野区

農林課

145 斑尾高原スキー場貸付交付金 6,874,076
大川区、分道区、堂平会、沓津
愛郷保存会、柳原財産区　ほか
個人11名

商工観光課

146 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

147 斑尾高原土地貸付交付金 73,771
斑尾高原開発土地提供者連絡
協議会

商工観光課

148 応援事業交付金 726,613 ｉｉ活プロジェクト実行委員会 移住定住推進課

149 総合教育交付金 1,596,000 各小中学校、飯山市校長会 こども育成課
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