
執行額報告書

（単位：円）

№ 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 8,095,000
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

2 秋津雪だるままつり事業補助金 100,000 秋津雪だるままつり実行委員会 企画財政課

3 廃止路線代替バス運行事業補助金 36,827,000 長電バス(株) 企画財政課

4 みゆき野ラインバス運行事業補助金 3,048,930 長電バス(株) 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) 企画財政課

6 菜の花タクシー運行事業補助金 23,474,880
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

7
コミュニティ助成・地域活動助成事
業補助金

9,500,000
上境区、鉄砲町区、五荷区、小菅区自主防
災会

庶務課

8 消防団員福祉共済加入補助金 1,236,000 飯山市消防団 危機管理防災課

9 消火栓放水機具等補助金 421,840

今井区・茂右エ門新田区・柳新田区・戸那
子区・羽広山区・中曽根区・野坂田区・坂
井区・大倉崎区・北条区・上新田区・天神
堂区・上倉区・中町北部区

危機管理防災課

10 自主防災会育成強化補助金 270,898
肴町区・上新田区（木島地区）・温井区・
桑名川区・下木島区

危機管理防災課

11 生ごみ処理容器購入補助金 112,400 個人　19名 市民環境課

12 ごみ集積等施設整備補助金 100,000 福島区、飯駒区 市民環境課

13 資源物回収助成金 549,300

新町子ども会、田町子供会、上倉ＰＴＡ子
供会、上町子供会、金山ＰＴＡ子供会、泉
台小学校ＰＴＡ外様南部支部、木島小学
校、北町中学ＰＴＡ、神明町ＰＴＡ、曙町
ＰＴＡ、奈良沢地区子供会PTA、福寿町子ど
も会育成会、市ノ口ＰＴＡ、下水沢婦人会(2
回)、戸狩小学校PTA、東小学校ＰＴＡ、秋
津小学校PTA、飯山小学校ＰＴＡ(2回)、東
小学校ＰＴＡ、戸隠育成会、城南中学校Ｐ
ＴＡ(3回)(延べ25団体)

市民環境課

14 市街地ごみ集積施設整備補助金 288,960 市ノ口区、北町区（２件）、鉄砲町区 市民環境課

15
国民健康保険
人間ドック費用助成事業補助金

13,305,810 個人　577名
市民環境課（国
保）

16 日赤奉仕団活動費補助金 81,000 飯山市赤十字奉仕団 保健福祉課

17 被援護団体等補助金 100,700
飯水保護司会　飯山市更生保護女性会　飯
山市手をつなぐ育成会

保健福祉課

18 社会福祉協議会補助金 30,187,124 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

19 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

20
生活困窮世帯子ども学習支援事業
通信高校入学支援補助金

90,040 個人　5名 保健福祉課

21 人工透析患者通院費補助金 448,752 個人　36名 保健福祉課

22 市身障協会活動補助金 200,000 飯山市身体障害者福祉協会 保健福祉課

23
重度心身障がい者「ふれあいバスハ
イク」事業補助金

100,000 飯山市ボランティア連絡協議会 保健福祉課

24 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

25 老人福祉センタ－運営補助金 10,860,000 飯山市社会福祉協議会 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

26
老人クラブ育成事業・単位老人クラ
ブ補助金

674,500 飯山市老人クラブ連合会 保健福祉課

27
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

28
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

2,427,265
飯山市社会福祉協議会、ジェイエー長野
会、訪問看護ステーションあいあい、老健
みゆき、飯山赤十字病院

保健福祉課

29 農福連携推進補助金 3,785,000 (株)フジすまいるファーム飯山 保健福祉課

30 地域中核医療施設整備補助金 87,048,854 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
胃がん・消化器がん撲滅推進事業補
助金

5,000,000 飯山赤十字病院 保健福祉課

34
子どもインフルエンザ予防接種補助
金

208,000 個人　1,771名 保健福祉課

35 新生児聴覚検査補助金 289,600 個人　59名 保健福祉課

36 こうのとり支援事業補助金 5,161,567 個人　18名 保健福祉課

37 後期高齢者人間ドック補助金 2,280,000 個人　152名 保健福祉課

38 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

39
福祉企業センター
作業員福利厚生補助

330,000 福祉企業センター互助会 保健福祉課

40
経営所得安定対策等推進事業費補助
金

5,729,303 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事業 29,193
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

42 農業経営基盤強化資金利子助成金 221,148 個人　3名 農林課

43 優良堆肥助成事業補助金 1,267,000 個人　232名 農林課

44
菌茸機械電気設備・新冷媒空調設備
更新事業補助金

750,000 個人  3名 農林課

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

46 農業振興支援事業補助金 2,568,000 ながの農業協同組合　ほか個人　 2名 農林課

47 経営体育成支援事業補助金 3,490,000 個人　2名 農林課

48 飯山市そば振興支援事業補助金 869,000 飯山そば振興研究会 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 909,536 JAながの 農林課

51
農地利用集積円滑化事業総合調整員
補助金

247,828
農地利用集積円滑化団体
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 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

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 3,800,000 長野県下水内中部土地改良区 農林課

55 中部土地改良区事業費補助金 2,751,000 長野県下水内中部土地改良区 農林課

56 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
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№ 補助金等の名称 執行額(円) 交付先 担当部署

57 工場用地等取得費補助金 9,158,549
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
飯山中央市場㈱

商工観光課

58 伝統産業振興事業補助金 1,175,900 飯山仏壇事業協同組合
雇用ビジネス推
進課

59 中小企業制度資金信用保証補助金 3,218,295 長野県信用保証協会 商工観光課

60 経営安定資金利子補給金 1,481,133

㈱ケンプランニング・飯水自動車整備㈲・
小林左官店・㈲関本屋・㈲やえ立・㈲信濃
住設・木原荘・伊東建設㈱・㈲プラザクリ
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ＡＯＫＩ建設工業
㈱・㈲新栄テック・㈲杉山林業・㈱野沢総
合・シュライン新宅・㈱小野澤商店・㈲鈴
木ビル・㈲たなかや・㈱セキツネ・㈱フジ
サワクリエイティブ・㈲篠井商店・㈲佐藤
工業所・㈱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・㈲齋藤
組・松澤商事㈱・㈲ホワイトイン松屋・太
田自動車㈲・㈱コンモツィオーネナガノ・
㈲ヨシテクノ

商工観光課

61 商工振興事業補助金 5,500,000 飯山商工会議所 商工観光課

62 商店街環境整備事業等補助金 2,600,000 東飯山商工会 商工観光課

63 起業等補助金 10,980,000

㈱Life well・hair salon off・ワレもこウ・
Guest House Hostel 遊来・オイソ・ハンター
ズゲート・Healing space 善・佐藤整骨院・
Hair Room JiJi

商工観光課

64 起業研究・商品開発補助金 266,000 うさぎ追いしふるさと本舗 商工観光課

65 除雪支援組織化補助金 116,600
西大滝区除雪支援隊、北原区除雪支援隊、
桑名川区除雪協力隊、有尾区除雪支援隊

雇用ビジネス推
進課

66
都市交流推進事業
飯山プラスラボ補助金

1,600,000 飯山プラスラボ 商工観光課

67 市単観光施設整備補助金 900,000
かまくら祭り実行委員会
斑尾高原観光協会

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
信越五岳トレイルランニングレース実行委
員会、かまくら祭り実行委員会

商工観光課

70 スキー振興補助金 4,176,660 飯山市索道協会 商工観光課

71 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

72 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

73 観光局運営補助金 65,671,730 信州いいやま観光局 商工観光課

74 スキー場バス運行支援事業 5,747,673 戸狩観光協会、斑尾高原観光協会 商工観光課

75 宿泊施設環境整備補助金 3,968,000
シュライン新宅、メルヘンハウス、メイプ
ルハイム

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　飯岳高
等職業訓練校

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

77 中退金・特退金共済掛金補助金 1,274,600

杉山石油㈲・㈲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・小林電気㈱・㈲堀工務店・㈱飯山企
画・飯山土建㈱・協立電機㈱・戸狩温泉ス
キー場㈱・戸狩観光協会㈲アルペン倶楽
部・飯水建設㈲・㈲小山商会・㈱なべく
ら・㈲コエル・（特非）赤いにんじん・日
野自動車板金塗装工場・㈱北信ボーリン
グ・㈱田中屋酒造店・㈱よねくら・㈲丸山
自動車工場・米持製菓㈱・長野交通㈱・㈲
島田義雄商店・㈱丸栄産業・長印飯山中央
市場㈱・㈲飯山清掃社・㈲松山オート・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・飯山精工㈱・
㈱ビルドアーツ・伊東建設㈱・㈱角口酒造
店・㈲吉越商事・大栄開発㈱・㈱オートパ
ル飯山・㈱村上建設・㈲小林商事・（公
社）飯山地域シルバー人材センター・
（医）片塩医院・㈲常盤きのこセンター太
田自動車㈲・（一社）信州いいやま観光
局・一山土木工業㈱・清水内科小児科医
院・㈱サン整備工場・飯山燃料協同組合・
農事組合法人やなぎはら・㈲丸商・㈱アビ
ラ・㈲杉山林業・㈲ヨシテクノ・桝田屋食
品㈱

商工観光課

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 1,110,696

新町区、上町区、奈良沢区、北町区、神明
町区、市ノ口区、有尾区、金山区、茂右エ
門新田区、飯駒区、大久保区、中町区、北
畑区、其綿区、吉区、木島振興委員会、福
島区、神戸区、小菅区、柏尾区、南瑞区長
会、藤ノ木区、山口区、小佐原区、笹川
区、大川区、堰口区、倉本区、滝ノ脇区、
法寺区、尾崎区、外様地区、戸狩区、交通
安全・防犯協会常盤支部、小境区、五束
区、堀之内区、五荷区、今井区、大深区、
上境区、桑名川区、藤沢区

道路河川課

81 街灯ＬＥＤ化補助金 4,833,000

新町区、上町区、奈良沢区、上倉区、北町
区、市ノ口区、有尾区、上組区、伍位野
区、茂右エ門新田区、深沢区、大久保区、
北畑区、秋津中央区、其綿区、吉区、安田
区、上新田区、野坂田区、天神堂区、戸那
子区、中組区、富田区、関沢区、柏尾区、
藤ノ木区、山口区、四ツ屋区、小佐原区、
南条区、笹川区、中条区、中曽根区、顔戸
区、外様地区区長会、上水沢区、戸狩区、
大倉崎区、戸隠区、小沼区、小境区、堀之
内区、北条区、五荷区、瀬木区、蕨野区、
曽根区、今井区、大深区、温井区、上境
区、下境区、桑名川区、藤沢区

道路河川課

82 排雪作業補助金 161,638 笹川区、小沼区、愛宕寺町つくろう会 道路河川課

83 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

84
寒川等水辺空間整備事業
寒川等周辺工事施工補助金

2,000,000 藤沢区 道路河川課

85 花修景事業補助金 650,000
花フェスタ実行委員会

まちづくり課

86 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

87
景観形成推進事業
各種イベント活動補助金

90,000
菜の花祭り実行委員会、花フェスタ実行委
員会、雪まつり実行委員会

まちづくり課

88 まち並整備補助金 702,000
広小路会議
飯山復活教会（景観重要建造物管理者）

まちづくり課
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89
住宅耐震対策事業
耐震補強補助金

1,000,000 個人　１名 移住定住推進課

90
住宅屋根克雪化事業
克雪化住宅補助金

7,274,000 個人　20名 移住定住推進課

91 ふるさと回帰支援補助金 190,000 飯山ふるさと回帰支援センター 移住定住推進課

92 現地見学ツアー補助金 279,900 (一社)信州いいやま観光局 移住定住推進課

93
移住支援事業
三世代等同居住宅建設支援金

3,600,000 個人　8名 移住定住推進課

94
移住支援事業
住宅新築、購入費用補助金

17,200,000 個人　27名 移住定住推進課

95
移住支援事業
空き家活用補助金

400,000 個人　4名 移住定住推進課

96
定住支援事業
ＪＲ通勤補助金

45,000 個人　2名 移住定住推進課

97
定住支援事業
ＪＲ通勤補助金

453,000 個人　3名 移住定住推進課

98 遠距離通園付添交通費補助金 1,695,718 個人　18名 こども育成課

99 ＰＴＡ保険加入事業補助金 61,521 小中学校ＰＴＡ(9校） こども育成課

100 幼稚園就園奨励費補助金 8,490,700 学校法人井上学園　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 学校法人井上学園　飯山中央幼稚園 こども育成課

102
幼稚園就園奨励事業
第３子無料化補助金

1,780,800 個人　13名 こども育成課

103 遠距離通学補助金（小学校） 1,117,930 個人　34名 こども育成課

104 英語検定受験料補助金 63,800 個人　33名 こども育成課

105 遠距離通学補助金（中学校） 2,096,720 個人　53名 こども育成課

106 スポーツ振興事業大会等開催補助金 459,000 参加地区公民館長 スポーツ推進室

107 スポーツ振興事業体育振興補助金 5,355,000 (特非)飯山市体育協会 スポーツ推進室

108
ジュニアスポーツ振興事業大会等開
催補助金

3,672,000
(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

109
スポーツツーリズム推進事業大会等
開催補助金

3,070,000
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

110
インターハイスキー選手強化育成補
助金

2,153,216 飯山市ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ育成連絡協議会
インターハイ準
備室

111 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

112 人権擁護委員協議会運営補助金 51,665 人権擁護委員協議会 人権政策課

113 青少年健全育成団体補助金 281,148 飯山市子ども会育成連絡協議会 市民学習支援課

114 共育フェスティバル協力費補助金 170,400 各地区・集落育成会 市民学習支援課

115 飯山市文化財保護事業補助金 750,000
今井伊勢社代表、小菅区長　２件、正受庵
保存会、小菅神社氏子総代会

市民学習支援課

116 飯山市文化財保護事業補助金 1,161,000 個人　3名 市民学習支援課

117 芸術文化月間開催事業補助金 550,000 飯山市芸術文化協会 文化交流課

118 市民芸術祭補助金 494,480 飯山市芸術文化協会 文化交流課

119 政務活動費交付金 1,396,197
個人　17名（退任議員2名、継続議員12名、
新人議員3名）

議会事務局

5
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120 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

121
道の駅ＥＶ用急速充電器維持管理交
付金

650,391 (一社)信州いいやま観光局 企画財政課

122 区長会電話料交付金 270,000 飯山市区長協議会 庶務課

123 輝く地域づくり支援金 2,994,000
上境区、戸那子区、常盤小学校PTA、大川有
志会、常盤小スキークラブ、Reguts（リ
ガッツ）、かまくら応援隊

企画財政課

124 若者活動支援交付金 500,000 飯山市若者会議 公民連携推進室

125
高校生チャレンジ支援事業
活動支援交付金

39,024 個人　2名 公民連携推進室

126 団本部・各分団等運営交付金 2,640,400 飯山市消防団本部・各分団 危機管理防災課

127 水防活動運営交付金 577,500 飯山市消防団本部・各分団 危機管理防災課

128 民生児童委員協議会交付金 3,730,610 飯山市民生児童委員協議会 保健福祉課

129 ピロリ菌検査料交付金 474,000 個人　316名 保健福祉課

130 中山間地域等直接支払事業交付金 80,386,395

【35組織】
富田南部、砂田水田、砂田地区、福島、神
戸、針田、小菅、柏尾2、柏尾3、北原、柳
原、温井、上境、下境、藤沢、茂右エ門新
田、荒船、法花寺、土常分、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

131 農村多面的機能支払交付金 70,490,584

【30組織】
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、大塚ふるさと保全会、吉
みどり会

農林課

132 新規就農者等総合支援交付金 2,000,000 個人　1名 農林課

133

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

4,340,000 個人　7名 農林課

134
地区農業再生推進事業
地区組織設立・運営交付金

270,000 飯山市農業再生協議会 農林課

135
農地利用集積円滑化事業
機構集積協力金

337,620
柳原地区農業再生センター、外様地区農業
再生センター　ほか個人　16名

農林課

136 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

137 鳥獣対策事業電気柵設置交付金 267,000 北原区 農林課

138 協働のもりづくり事業交付金 985,800
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、富田
区、笹川区、鉄砲町区

農林課

139 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、沓津愛郷保存会、柳原財産区
ほか個人　11名

商工観光課

140 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
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141 斑尾高原土地貸付交付金 70,000 土地提供者連絡協議会 商工観光課

142 除雪支援組織化交付金 200,000
西大滝区除雪支援隊、北原区除雪支援隊、
桑名川区除雪協力隊、有尾区除雪支援隊

雇用ビジネス推進課

143 さわやか婚活応援事業交付金 514,553 ｉｉ活プロジェクト実行委員会 移住定住推進課

144
定住支援事業
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

145 総合教育交付金 1,606,000 飯山市校長会・小中学校 こども育成課
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