
№ 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 5,195,000
いいやま雪まつり実行委員会
飯山雪まつり市民協議会
秋津雪だるままつり実行委員会

企画財政課

2 廃止路線代替バス運行事業補助金 34,132,000 長電バス（株） 企画財政課

3 みゆき野ラインバス運行事業補助金 7,279,770 長電バス（株） 企画財政課

4 菜の花バス運行事業補助金 7,728,655 長電バス（株） 企画財政課

5 菜の花タクシー運行事業補助金 22,662,452
飯山観光ハイヤー（株）
長野交通（株）、戸狩ハイヤー(有)

企画財政課

6
コミュニティ助成・地域活動助成事業補助
金

10,300,000
柏尾区、中曽根区、顔戸区
荒船区自主防災会、大川区自主防災会

庶務課

7 消防団員福祉共済加入補助金 1,260,000 飯山市消防団 危機管理防災課

8 消火栓放水機具等補助金 261,280
奈良沢区、市ノ口区、上倉区、富田区、上新田
区

危機管理防災課

9 自主防災会育成強化補助金 273,480
戸狩区、外様地区区長会、下木島区、柳新田
区、北原区、顔戸区

危機管理防災課

10 空き家再生等推進事業除却型補助金 2,000,000 西大滝区 危機管理防災課

11 生ごみ処理容器購入補助金 203,800 個人25名 市民環境課

12 資源物回収助成金 558,638
上倉PTA子ども会
ほか延べ25件

市民環境課

13 市街地ごみ集積施設整備補助金 100,000 北町区 市民環境課

14 人間ドック費用助成事業補助金 13,847,850 個人600件 市民環境課

15 日赤奉仕団活動費補助金 84,000 飯山市赤十字奉仕団 保健福祉課

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

保健福祉課

17 社会福祉協議会補助金 29,905,256 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

18 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

19 人工透析患者通院費補助金 409,170 個人34名 保健福祉課

20 市身障協会活動補助金 187,743 飯山市身体障害者福祉協会 保健福祉課

21
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

22 シルバ－人材センタ－運営補助金 7,520,000 公益財団法人飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

23 老人福祉センタ－運営補助金 10,860,000 社会福祉法人飯山市社会福祉協議会 保健福祉課
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24
老人クラブ育成事業・単位老人クラブ補助
金

872,100 飯山市老人クラブ連合会 保健福祉課

25 シルバー人材センターサポート事業補助金 2,250,000 公益財団法人飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

26
中山間地域介護サービス提供体制確保モデ
ル事業補助金

1,186,930

北信州みゆき介護センター、飯山市社協ﾍﾙﾊﾟｰｽ
ﾃｰｼｮﾝゆきつばき、いいやまの郷ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ、
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝきたしなの、飯山赤十字病院、
飯山赤十字訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあ
いあい、飯山介護老人保健施設みゆき

保健福祉課

27 農福連携推進補助金 1,651,000 ㈱フジすまいるファーム飯山 保健福祉課

28 地域中核医療施設整備補助金 87,518,334 飯山赤十字病院 保健福祉課

29 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

30 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

31 子どもインフルエンザ予防接種補助金 196,000 個人1,664名 保健福祉課

32 新生児聴覚検査補助金 324,800 個人66名 保健福祉課

33 こうのとり支援事業補助金 2,971,373 個人14名 保健福祉課

34 不育症治療補助金 44,860 個人2名 保健福祉課

35 後期高齢者人間ドック補助金 1,845,000 個人123名 保健福祉課

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

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

38 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,305,211 飯山市農業再生協議会 農林課

39 農業近代化資金融資利子補給事業 26,209
ながの農業協同組合、八十二銀行、長野県信
連、長野信金

農林課

40 農業経営基盤強化資金利子助成金 190,541 個人4名 農林課

41 優良堆肥助成事業補助金 963,000 個人3名 農林課

42 農業振興支援事業補助金 1,621,000 ながの農業協同組合 農林課

43 就農者振興対策事業補助金 2,761,426 ながの農業協同組合 農林課

44 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

45 総合調整員補助金 245,515
農地利用集積円滑化団体
ながの農業協同組合

農林課

46 菜の花の里づくり事業補助金 918,000
菜の花さかせるかい、花咲く会、有限会社シュ
ウワ、JAながの野沢菜種子部会

農林課
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47
飯山市菜の花公園地域観光資源創生事業補
助金

486,220
飯山仏壇事業協同組合
内山紙協同組合

農林課

48 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

49 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

50 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

51 戸狩商店街駐車場管理費補助金 175,000 飯山商工会議所戸狩支部 商工観光課

52 工場用地等取得費補助金 13,477,000
富士電機パワーセミコンダクタ㈱飯山工場、㈱
シーピーアールＣＰＲ飯山工場

商工観光課

53 伝統産業振興事業補助金 1,036,000 飯山仏壇事業組合
雇用ビジネス推進
課

54 中小企業制度資金信用保証補助金 4,198,594 長野県信用保証協会 商工観光課

55 経営安定資金利子補給金 2,107,846

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、㈲信
濃住設、㈱小野澤商店、㈲鈴木ビル、木原荘、
㈲たなかや、㈱セキツネ、伊東建設㈱、㈲ﾌﾟﾗｻﾞ
ｸﾘｴｲﾄ、鷲野精肉店、小山技工所、㈲魚辰、井出
表具店、㈱明石、アートいっぽ、㈲江口建設、
㈲上海本店、㈱ﾌｼﾞｻﾜｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ、㈲ｻﾝｼｬｲﾝ住設、
㈲ﾗｲﾌ、ｶﾚﾗｺｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ、㈲たなかや、㈲坪田商
店、㈲滝沢建築、㈲大原時計店、㈲岸田板金、
㈲ﾎﾜｲﾄｲﾝ松屋、山田仏壇店、㈲小島、飯水建設
㈲、㈱北誠商事、ﾌｼﾞﾏｷﾌｫﾄｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ、㈱ｹﾝﾌﾟﾗﾝﾆ
ﾝｸﾞ、㈲篠井商店、㈲佐藤工業所、飯水自動車整
備㈲、㈱栗林建設、㈱ｻﾝﾗｲﾌ小野沢、㈲吉越商
事、北信建設興業㈱、飯山燃料協同組合、㈲天
河、㈲齋藤商会、小林左官店、㈲齋藤組、松澤
商事㈱、太田自動車㈲、㈲関本屋、㈱ｺﾝﾓﾂｨｵｰﾈﾅ
ｶﾞﾉ、㈲ﾖｼﾃｸﾉ

商工観光課

56 商工振興事業補助金 5,500,000 飯山商工会議所 商工観光課

57 起業等補助金 4,662,000
ぽっぽ動物病院、MADARAO MOUNTAIN LODGE、
フィオ、㈲ソレイユ、㈱長野ライス、㈱田中屋
酒造店

商工観光課

58 起業研究・商品開発補助金 310,000 内山紙協同組合、小林農園、きたはらスタイル 商工観光課

59 市単観光施設整備補助金 876,905
かまくら祭り実行委員会
戸狩観光協会

商工観光課

60 観光振興事業補助金 2,110,000 飯山商工会議所 商工観光課

61 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

62
ディスティネーションキャンペーン展開補
助金

2,865,519
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

63 スキー振興補助金 4,166,440
戸狩温泉スキー場株式会社、㈱アビラ 斑尾高原
スキー場、北竜温泉ファミリースキー場

商工観光課

64 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

65 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

66 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
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67 スキー場バス運行支援事業 7,798,000
戸狩観光協会、斑尾高原観光協会、斑尾高原・
飯山駅・野沢温泉周遊バス協議会

商工観光課

68 宿泊施設整備補助金 2,769,000
戸狩温泉スキー場株式会社
フジオペンション

商工観光課

69
職業訓練対策事業補助金
（連合査定団体）

416,663 職業訓練法人、飯岳職業訓練協会 商工観光課

70 中退金・特退金共済掛金補助金 1,461,800

特定非営利活動法人ここから、杉山石油㈲、㈲
六兵衛、㈲本多うなぎ店、㈱飯山企画、㈲川久
保業務店、㈱田澤工務店、㈲小山商会、㈱北信
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、㈲常田木工所、㈲飯山堆肥センター、
特定非営利活動法人赤いにんじん、㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ、
小林電気㈱、㈲堀工務店、飯山土建㈱、飯山ｶｰ
ﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業協同組合、飯山商工会議所、協立電
機㈱、飯水建設㈲、㈲穀久商店、戸狩ｽｷｰ場㈱、
㈱モリキ（飯山駅前ﾓﾘｷ薬局）、㈲ｱﾙﾍﾟﾝ倶楽
部、桝田屋食品㈱、米持製菓㈱、長野交通㈱、
春日章吉税理士事務所、長印飯山中央市場㈱、
㈲飯山清掃社、長野電材㈱、共栄生コン㈱、飯
山自動車協業組合、新進漬物㈱、㈱長野いすゞ
飯山工場、大栄開発㈱、㈱ｵｰﾄﾊﾟﾙ飯山、㈲小林
商事、㈲常盤きのこセンター、一山土木工業
㈱、㈱田中屋酒造店、㈲上海本店、京信交易
㈱、㈲松山オート、医療法人 片塩医院、高津電
気工事㈱、㈲丸山自動車工場、㈲島田義雄商
店、伊東建設㈱、㈲吉越商事、㈲養光堂、㈱北
信濃新聞社、㈱村上建設、太田自動車㈲、一般
社団法人 信州いいやま観光局（総務課）、㈱ア
ビラ斑尾高原スキー場、飯山燃料協同組合、㈱
角口酒造店、公益社団法人 飯山地域シルバー人
材センター、農事組合法人やなぎはら、㈱よね
くら、㈲丸商、㈱丸栄産業、㈱アビラ斑尾高原
ホテル、個人2名

商工観光課

71 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

72
飯水岳北交通安全協会補助金
（連合査定団体）

330,000 飯水岳北交通安全協会 道路河川課

73 街灯電気料補助金 1,093,716

新町、上町、奈良沢、北町、神明町、市ノ口、
有尾、金山、茂右エ門新田、飯駒、大久保、中
町、北畑、其綿、吉、木島振興委員会、福島、
神戸、小菅、柏尾、南瑞区長会、藤ノ木、山
口、小佐原、笹川、大川、堰口、倉本、滝ノ
脇、法寺、尾崎、外様区長会、戸狩、交通安
全・防犯協会常盤支部、小境、五束、堀之内、
五荷、今井、大深、上境、桑名川、藤沢　計44
団体

道路河川課

74 街灯ＬＥＤ化補助金 5,711,000

新町、本町、奈良沢、上倉、神明町、市ノ口、
分道、金山、上組、中山根、茂右エ門新田、飯
駒、荒船、大久保、中町、其綿、吉、上新田、
野坂田、下木島、戸那子、中組、富田、神戸、
小菅、北原、山口、四ツ屋、小佐原、南条、笹
川、大川、滝ノ脇、中条、中曽根、尾崎、顔
戸、上水沢、下水沢、小泉、戸狩、柳新田、戸
隠、小境、柳沢、五束、北条、蕨野、曽根、三
郷、今井、大深、上境、桑名川、藤沢１、藤沢
２、西大滝　計57区

道路河川課

75 排雪作業補助金 131,020 小沼区、愛宕寺町つくろう会、笹川区 道路河川課

76 渡し船運航交付金 250,000 菜の花渡し船実行委員会 道路河川課

77 寒川等周辺工事施工補助金 4,000,000 藤沢区 道路河川課
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78 花修景事業補助金 1,000,100

くわながわフラワーロードの会、五荷とうど
衆、若松会、戸狩区青少年育成会、飯山学園、
斑尾高原観光協会、堀之内HANAの会、福島区三
部花委員会、本町商店街、飯山市花フェスタ実
行委員会

まちづくり課

79 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

80 各種イベント活動補助金 120,000
花結び実行委員会、飯山市花フェスタ実行委員
会、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

まちづくり課

81 まち並整備補助金 691,000 花結び実行委員会、いいやま広小路会議 まちづくり課

82 耐震補強補助金 300,000 個人1名 移住定住推進課

83 克雪化住宅補助金 2,242,000 個人5名 移住定住推進課

84 ふるさと回帰支援補助金 186,000 飯山市ふるさと回帰支援センター 移住定住推進課

85 現地見学ツアー補助金 201,760 いいやま観光局 移住定住推進課

86 三世代等同居住宅建設支援金 4,411,000 個人9名 移住定住推進課

87 建設費補助金 10,700,000 個人15名 移住定住推進課

88 空き家活用補助金 36,000 個人1名 移住定住推進課

89 ＪＲ通勤補助金 5,000 個人1名 移住定住推進課

90 遠距離通園付添交通費補助金 1,708,599 個人15名 こども育成課

91 ＰＴＡ保険加入事業補助金 61,986 各小中学校PTA こども育成課

92 幼稚園就園奨励費補助金 8,094,500 学校法人井上学園　飯山中央幼稚園 こども育成課

93 幼稚園運営費補助金 500,000 学校法人井上学園　飯山中央幼稚園 こども育成課

94 第３子無料化補助金 1,544,400 個人15名 こども育成課

95 障害児就園補助金 1,244,800 学校法人井上学園　飯山中央幼稚園 こども育成課

96 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

97 遠距離通学補助金（小学校） 1,178,600 個人35名 こども育成課

98 英語検定受験料補助金 70,500 個人39名 こども育成課

99 遠距離通学補助金（中学校） 2,028,100 個人54名 こども育成課

100 大会等開催補助金 459,000 市内１０地区（公民館長） スポーツ推進室
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

101 体育振興補助金 5,114,000 （特非）飯山市体育協会 スポーツ推進室

102 大会等開催補助金 3,694,000
（特非）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

103 大会等開催補助金 3,490,000
菜の花ゲートボール大会実行委員会、北信州
ハーフマラソン実行委員会、菜の花マレットゴ
ルフ大会実行委員会

スポーツ推進室

104 インターハイスキー選手強化育成補助金 2,076,931 飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会 スポーツ推進室

105 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

106 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

107 青少年健全育成団体補助金 288,037 飯山市子ども会育成連絡協議会 市民学習支援課

108 共育フェスティバル協力費補助金 199,440 各地区・集落育成会 市民学習支援課

109 飯山市文化財保護事業補助金 299,000
尾崎三桜神社氏子総代、正受庵保存会、小菅神
社総代会、健御名方富命彦神別神社氏子総代会

市民学習支援課

110 飯山市文化財保護事業補助金 1,318,000 個人2名 市民学習支援課

111 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

112 市民芸術祭補助金 584,950 飯山市芸術文化協会 文化交流課

113 政務活動費交付金 1,730,856 議員15名 議会事務局

114 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

115 道の駅ＥＶ用急速充電器維持管理交付金 598,092 信州いいやま観光局 企画財政課

116 区長会電話料交付金 270,000 飯山市区長会協議会 庶務課

117 輝く地域づくり支援金 3,000,000

桑名川の大祭祭典掛、福島神社祭事保存会、大
深大獅子祭実行委員会、山口むらおこし委員
会、今井区、秋津雪だるままつり実行委員会、
大久保区、山岸区、信越自然郷・五高原ロング
ライド実行委員会、ふるさとのジャズ交流祭実
行委員会

企画財政課

118 若者活動支援交付金 500,000 飯山市若者会議 企画財政課

119 団本部・各分団等運営交付金 2,512,400 飯山市消防団本部・各分団 危機管理防災課

120 水防活動運営交付金 588,000 飯山市消防団本部・各分団 危機管理防災課

121 民生児童委員協議会交付金 1,431,097 飯山市民生児童委員協議会 保健福祉課

122 ピロリ菌検査料交付金 373,950 個人250名 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

123 直接支払事業交付金 80,386,395

富田南部水道組合、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

124 農村多面的機能支払交付金 72,450,916

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、小泉みどり委員会

農林課

125 新規就農者等総合支援交付金 4,000,000 個人2名 農林課

126

個人就農支援交付金
定年帰農支援交付金
親元就農支援交付金
法人等研修･雇用定着支援交付金
転入参入農業者定住支援交付金
新規就農農地効率利用奨励交付金

500,000
個人1名
農事組合法人 やなぎはら

農林課

127 地区組織設立・運営交付金 360,000 飯山市農業再生協議会 農林課

128 機構集積協力金 1,422,000 外様地区農業再生センターほか個人14名 農林課

129 いいやま菜の花まつり交付金 3,000,000 いいやま菜の花まつり実行委員会 農林課

130 森林整備事業交付金 2,250,000 北信州森林組合 農林課

131 電気柵設置交付金 90,000 中組区有害鳥獣防除対策委員会 農林課

132 協働のもりづくり事業交付金 965,800
上野の森の会、関沢区、中条区下組共有林、天
然記念物黒岩山保全協議会、鉄砲町区、富田
区、笹川区

農林課

133 斑尾高原スキー場貸付交付金 6,874,076
大川区、分道区、分道諏訪社、堂平区、堂平伊
勢社、沓津、柳原財産区、ほか個人11名

商工観光課

134 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

135 斑尾高原土地貸付交付金 52,000 斑尾高原開発土地提供者連絡協議会 商工観光課

136 応援事業交付金 635,017 ii活プロジェクト実行委員会 移住定住推進課

137 奨学生Ｕﾀｰﾝ応援交付金 139,000 個人3名 移住定住推進課

138 総合教育交付金 1,606,000
飯山市校長会
小中学校長

こども育成課
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