
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 1,595,000
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 廃止路線代替バス運行事業補助金 24,228,000 長電バス㈱ 企画財政課

3 みゆき野ラインバス運行事業補助金 1,551,140 長電バス㈱ 企画財政課

4 菜の花バス運行事業補助金 7,856,399 長電バス㈱ 企画財政課

5 菜の花タクシー運行事業補助金 32,795,132 長電バス㈱、長野交通㈱、戸狩ハイヤー㈲ 企画財政課

6 地域おこし協力隊起業等支援補助金 1,000,000 個人　1名 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

9,100,000 天神堂区、神戸区、中山根区、五束区 庶務課

8 消防団員福祉共済加入補助金 1,186,500 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 168,200
分道区、茂右衛門新田区、中町北部区、上
新田区（木島）、中曽根区

危機管理防災課

10 自主防災会育成強化補助金 448,990
北町区、秋津地区区長会、上組区、北原
区、関沢区、戸狩区

危機管理防災課

11 老朽危険空家等解体撤去事業補助金 1,000,000 個人　1名 危機管理防災課

12
飯山市千曲川流域復興等花火打上げ
実施助成金

934,309
千曲川流域復興等花火打上げ飯山市実行委
員会

事業戦略室

13 生ごみ処理容器購入補助金 255,300 個人　27名 市民環境課

14 資源物回収助成金 210,460

泉台小学校外様南部支部、新町子ども会、
神明町育成会、福寿町子ども会育成会、東
小学校PTA（3回）、曙町区PTA、北町中学
PTA、奈良沢子ども会、飯山小学校（2
回）、木島小学校、戸隠区
（延べ14団体）

市民環境課

15 市街地ごみ集積施設整備補助金 281,280 福寿町区、上倉区 市民環境課

16
国民健康保険
人間ドック費用助成事業補助金

13,453,850 個人　577名 市民環境課（国保）

17 日赤奉仕団活動費補助金 77,000 飯山市赤十字奉仕団 保健福祉課

18 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

19 社会福祉協議会補助金 32,474,080 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

20 社会福祉推進事業補助金 658,000 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

21
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

60,000 個人　4名 保健福祉課

22
社会福祉施設等オンライン化促進事
業補助金

3,046,000

飯山市社会福祉協議会、医療法人みゆき
会、㈱Lifewell、㈲フィオーレ福祉会、㈲ゆ
りかご、岸歯科、㈳ジェイエー長野会、清
水医院、㈲足立商店、平井歯科、ふじまき
歯科、㈲坂東ホーム、㈲山室家具、㈲岡田
薬局、㈳めぐみ隣保会、高水福祉会、NPO法
人ここから、㈱フジすまいるファーム飯山

保健福祉課

23 人工透析患者通院費補助金 418,752 個人　39名 保健福祉課

24 シルバー人材センター運営補助金 9,508,000 飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

25 老人福祉センター運営補助金 12,943,000 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

26
老人クラブ育成事業・単位老人クラ
ブ補助金

532,310 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

750,000 飯山地域シルバー人材センター 保健福祉課

28 老人福祉センター改修補助金 293,000 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

29 農福連携推進補助金 2,265,000 ㈱フジすまいるファーム飯山 保健福祉課

30 小児インフルエンザ予防接種補助金 258,455 個人　61名 保健福祉課

31 地域中核医療施設整備補助金 86,016,000 飯山赤十字病院 保健福祉課

32 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

33 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

34
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

35 医療機器整備支援事業 10,000,000 飯山赤十字病院 保健福祉課

36 北信総合病院運営補助金 2,800,000 北信総合病院 保健福祉課

37 新生児聴覚検査補助金 364,600 個人　60名 保健福祉課

38 こうのとり支援事業補助金 1,983,304 個人　8名 保健福祉課

39 後期高齢者人間ドック補助金 2,950,000 個人　145名 保健福祉課

40 地域見守り活動補助金 200,900 飯山市社会福祉協議会 保健福祉課

41
福祉企業センター
作業員福利厚生補助

51,000 福祉企業センター互助会 保健福祉課

42 経営所得安定対策等推進事業補助金 4,846,399 飯山市農業再生協議会 農林課

43 農業近代化資金融資利子補給 35,181
ながの農業協同組合、八十二銀行、長野県
信連

農林課

44 農業経営基盤強化資金利子補給 127,884 ㈲シュウワ　ほか個人　1名 農林課

45 優良堆肥助成補助金 557,500
ながの農業協同組合、みゆき有機生産組合
ほか個人　2名

農林課

46 米食味コンクール出品補助金 7,000 飯山市農業再生協議会 農林課

47 農業振興支援事業補助金 1,140,000 ながの農業協同組合　ほか個人　5名 農林課

48 農業省力化事業補助金 170,000 個人　1名 農林課

49 国営開発農地農場整備支援補助金 69,300 個人　1名 農林課

50 経営体育成支援事業補助金 2,561,000 個人　1名 農林課

51 飯山市そば振興支援事業補助金 1,004,000 飯山そば振興研究会 農林課

52 遊休荒廃農地対策事業補助金 138,000 個人　3名 農林課

53 北信食肉センター管理運営費補助金 321,300 ㈱北信食肉センター 農林課

54 豚コレラワクチン接種費用補助金 310,090 個人　1名 農林課

55 みゆきポーク母豚更新事業補助金 875,936 ながの農業協同組合 農林課

56 みゆきポーク生産振興補助金 880,000 個人　1名 農林課

57 菜の花の里づくり事業補助金 1,048,000
菜の花さかせるかい、花咲く会、㈲シュウ
ワ、JAながの瑞穂野沢菜種子部会

農林課

58 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

59 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

60 中部土地改良区事業費補助金 4,250,000 長野県下水内中部土地改良区 農林課

61
木質バイオマス循環利用普及促進事
業補助金

100,000 個人　1名 農林課

62 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

63 工場用地等取得費補助金 28,852,000 富士電機パワーセミコンダクタ㈱飯山工場 商工観光課
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64 伝統産業振興事業補助金 1,393,024 飯山仏壇事業協同組合、小沼ほうき振興会 商工観光課

65 中小企業制度資金信用保証補助金 14,183,776

㈲滝沢詔夫建工、㈲まるひら設備、
LOOPY、み寿かみ荘、㈱スワロースキー、
㈲篠井商店、クワフール、カレラコールド
サービス、㈲江口建設、新進漬物㈱、㈱よ
ねくら、㈱飯山企画、㈱小野澤商店、鬼笑
園、長野交通㈱、㈱中央堂印刷社、伊東建
設㈱、㈱野沢総合、飯山中央市場㈱、㈱し
な測、㈲松山オート、㈱アビラ、マシュマ
ロ専門店やわはだ㈱、飯水自動車㈲、㈱田
中酒造店、㈱ロジスティックス長野、GOOD
MOUNTAIN、㈱穀藤、イイヤマガーデンプロ
ジェクト、藤巻整骨院、㈱志賀スキーロッ
ヂ

商工観光課

66 経営安定資金利子補給金 2,938,386

㈲プラザクリエイト、リヴァティーみな
み、太田物産、戸狩温泉スキー場㈱、㈲
ロッヂ本屋敷、㈱アビラ、㈲柏尾精米、㈲
二葉屋酒店、ランプ食堂、㈲たちばやな商
店、㈲サンライズ企画、㈲まるごん呉服
店、㈱スワロースキー、㈱しな測、㈱丸栄
産業、㈱小野澤商店、㈲魚辰、佐藤看板
店、㈲六兵衛、みさき、高津電気工事㈱、
上松商会、森電器照会、e-homeschool
Iiyama、ぜにがめ堂、㈱野沢総合、中村板
金、㈲よし清、アートいっぽ、㈱ノタヤ、
㈲ヒシヤ電化センター、㈱田中屋酒造店、
飯山ブロック㈱、㈲佐藤工業所、御宿飯山
館、かのう時計店、飯山楽苑、フジマキ
フォトクリエイティブ、バル・エンド、㈲
常盤組、ヘアーサロンoff、佐藤整骨院、オ
イソ、㈲まるひら設備、㈲滝沢詔夫建工、
飯山中央市場㈱、㈲松山オート、飯水自動
車整備㈲、㈲篠井商店、㈲江口建設、新進
漬物㈱、㈱よねくら、長野交通㈱、伊東建
設㈱、カレラコールドサービス、クワフー
ル、㈱飯山企画、み寿かみ荘、マシュマロ
専門店やわはだ㈱、㈲中央堂印刷所、㈱ロ
ジスティックス長野

商工観光課

67 商工振興事業補助金 6,272,000 飯山商工会議所 商工観光課

68
起業等補助金
（店舗改修等補助金を含む）

8,433,000
IiyamaGardenProject、Goodmountain合同会
社、表六玉、つるのゆ㈱、スポーツBERフィ
オ、㈱Nature Tech、VOL Japan㈱、LOG

商工観光課

69 起業研究・商品開発補助金 55,000 Goodmountain合同会社 商工観光課

70 伝統産業後継者育成支援補助金 2,691,000
㈲佐藤工業所、㈲おぬま板金、㈲岸田仏壇
店、㈲丸福建設、㈲金井架設

商工観光課

71 プレミアム商品券発行事業補助金 106,651,000 飯山商工会議所 商工観光課

72
新型コロナウイルス感染症防止対策
支援補助金

8,219,000 75事業者 商工観光課

73 飲食店等応援事業補助金 982,000 飯山商工会議所 商工観光課

74 移動スーパー地域支援補助金 2,763,000 飯山商工会議所 商工観光課

75
都市交流推進事業
飯山プラスラボ補助金

500,000 飯山プラスラボ 商工観光課

76 市単観光施設整備補助金 423,475
斑尾高原観光協会、かまくら祭り実行委員
会

商工観光課

77 アウトドア環境整備補助金 1,000,000 信越トレイルクラブ 商工観光課

78 観光振興事業補助金 178,000 飯山商工会議所 商工観光課

79 観光地振興活動事業補助金 500,000 かまくら祭り実行委員会 商工観光課

80 スキー振興補助金 3,328,800 飯山市索道協会 商工観光課

81 観光局運営補助金 50,000,000 (一社)信州いいやま観光局 商工観光課

82 スキー場等バス運行支援補助金 10,505,487
戸狩観光協会、斑尾高原観光協会、かまく
ら祭り実行委員会

商工観光課
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83 宿泊施設等整備事業補助金 1,712,000 ムーンベイ25 商工観光課

84 農泊・修学旅行受入準備事業補助金 5,936,000
戸狩観光協会、斑尾高原観光協会、北竜湖
観光協会、信州いいやま観光局

商工観光課

85 職業訓練対策事業補助金 363,000
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

86 中退金・特退金共済掛金補助金 802,400

杉山石油㈲、㈲パティスリーヒラノ、㈲本
多うなぎ店、㈱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、㈱北信
ボーリング、畑山医院、㈱テレビ飯山、㈲
足立商店、㈲野田屋商店、㈱田中屋酒造
店、㈱よねくら、㈲畑宗、米持製菓
（株）、長野交通㈱、㈱丸栄産業、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、新進漬物㈱、㈱北信濃新聞社、㈱
ビルドアーツ、㈱角口酒造店、㈲吉越商
事、大栄開発㈱、㈱オートパル飯山、㈱村
上建設、飯山地域シルバー人材センター、
片塩医院、㈲常盤きのこセンター、信州い
いやま観光局、一山土木㈱、㈱サン整備工
場、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㈱、こだま眼科クリニック、㈱アグ
リプロ、㈱上村商事、春日章吉税理士事務
所、飯山ブロック㈱、高津電気工事㈱、㈲
丸山自動車工場、㈱宮本園、㈲平野開発

商工観光課

87 中小企業労務対策事業補助金 180,000 飯山商工会議所 商工観光課

88 除雪支援組織化補助金 123,400
桑名川区除雪協力隊、北原区除雪支援隊、
関沢除雪支援隊、大久保区除雪等支援隊

雇用ビジネス推進課

89 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

90 街灯電気料補助金 904,416

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、柳原区長会、倉本
区、滝ノ脇区、法寺区、尾崎区、外様区長
会、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

91 街灯LED化補助金 2,840,000

県町区、新町区、福寿町区、曙町区、上町
区、鉄砲町区、愛宕町区、西山区、茂右エ
門新田区、飯駒区、秋津中央区、秋津地区
区長会、山岸区、戸那子区、福島区、関沢
区、柏尾区、藤ノ木区、山口区、小佐原
区、笹川区、三組（上新田、笹川、南
条）、法寺区、尾崎区、中谷区、大池区、
上水沢区、戸狩区、飯水岳北交通安全・防
犯協会常盤支部、小境区、五束区、堀之内
区、今井区、大深区、温井区、上境区、下
境区

道路河川課

92 排雪作業補助金 72,590 笹川区、小沼区 道路河川課

93 除雪オペレ-タ-雇用支援事業補助金 431,000 ㈱ﾌｸｻﾞﾜｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、㈱藤巻建設 道路河川課

94 花修景事業補助金 455,900

飯山市景観協議会、くわながわフラワー
ロードの会、野坂田若松会、児童養護施設
飯山学園、斑尾高原観光協会、福島区三部
花・マーガレット委員会、飯山市本町商店
街協同組合、新町13組美化有志会、五荷と
うど衆、飯山高等学校

まちづくり課

95 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

96 まち並整備補助金 1,128,000
いいやま広小路会議、飯山復活教会（重要
構造物）

まちづくり課
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97
ブロック塀撤去等安全対策事業補助
金

64,900 個人　1名 まちづくり課

98
被災家屋撤去補助金
（公費解体制度自費償還分）

6,624,200 個人　5名 移住定住推進課

99 住宅耐震補強補助金 1,000,000 個人　1名 移住定住推進課

100
住宅屋根克雪化事業
克雪化住宅補助金

4,673,000 個人　13名 移住定住推進課

101
移住支援事業
三世代等同居住宅建設支援金

9,000,000 個人　22名 移住定住推進課

102
移住支援事業
住宅新築、購入費用補助金

7,094,000 個人　10名 移住定住推進課

103
移住支援事業
空き家活用補助金

2,175,000 個人　10名 移住定住推進課

104
定住支援事業
新卒者ＪＲ通勤補助金

83,226 個人　2名 移住定住推進課

105 合併浄化槽設置整備事業補助金 352,000 個人　1名 上下水道課（公共）

106 遠距離通園付添交通費補助金 1,825,120 個人　16名 子ども育成課

107 PTA保険加入事業補助金 58,844 小中学校PTA（9校） 子ども育成課

108 幼稚園運営費補助金 500,000 (学)井上学園 飯山中央幼稚園 子ども育成課

109 障害児就園補助金 2,308,000 (学)井上学園 飯山中央幼稚園 子ども育成課

110
幼児教育無償化事業
副食費補足給付事業補助金

4,075,000
(学)井上学園 飯山中央幼稚園、(学)金箱学園
古里中央幼稚園、(福)めぐみ隣保会 めぐみ
保育園

子ども育成課

111 感染症対策修学旅行補助金 1,422,352 東小学校、城南中学校、城北中学校 子ども育成課

112 遠距離通学補助金（小学校） 918,250 個人　35名 子ども育成課

113 英語検定受験料補助金 155,050 個人　49名 子ども育成課

114 遠距離通学補助金（中学校） 1,633,350 個人　50名 子ども育成課

115 スポーツ振興事業体育振興補助金 4,833,000 (特非)飯山市スポーツ協会 スポーツ推進室

116
ジュニアスポーツ振興事業大会等開
催補助金

4,157,000
(特非)飯山市スポーツ協会、飯山市ジュニア
スキー育成連絡協議会

スポーツ推進室

117
スポーツツーリズム推進事業大会等
開催補助金

1,043,000
菜の花ゲートボール実行委員会、菜の花マ
レットゴルフ大会実行委員会、北信州ハー
フマラソン実行委員会

スポーツ推進室

118
インターハイスキー選手強化育成補
助金

1,949,970 飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会 インターハイ室

119 部落解放同盟飯山市協議会補助金 75,000 部落解放同盟飯山市協議会 人権政策課

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

121 青少年健全育成団体補助金 262,273 飯山市子ども会育成連絡協議会 市民学習支援課

122
文化財保存管理事業
指定文化財補助金

2,551,000
正受庵保存会、名立神社氏子総代会、小菅
神社氏子総代会

市民学習支援課

123
文化的景観保護推進事業
文化財保護補助金

29,700,000 宗教法人 小菅神社 市民学習支援課

124 芸術文化月間開催事業補助金 236,000 飯山市芸術文化協会 文化交流課

125 政務活動費交付金 1,250,524 個人　16名 議会事務局

126 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

127 輝く地域づくり支援金 2,584,000
くわながわフラワーロードの会活動10周年
記念事業実行委員会、スキー飯山楽しく滑
ろう会、戸狩区、小泉区、藤沢区

企画財政課

128 区長会電話料交付金 270,000 飯山市区長協議会 庶務課

129 特別定額給付金 2,051,300,000 個人　20,513名 庶務課
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130 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

131
高校生チャレンジ支援事業
活動支援交付金

300,000 個人　5名 公民連携推進室

132
道の駅EV用急速充電器維持管理交付
金

620,722 (一社)信州いいやま観光局 公民連携推進室

133 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 148,260 長野県 税務課

134 団本部・各分団等運営交付金 2,300,400 飯山市消防団本部・各分団 危機管理防災課

135 水防活動運営交付金 553,000 飯山市消防団本部・各分団 危機管理防災課

136
マイナンバーカード交付事業
地方公共団体情報システム機構交付金

8,943,000 地方公共団体情報システム機構 市民環境課

137 民生児童委員協議会交付金 6,010,610 飯山市民生児童委員協議会 保健福祉課

138
子育て応援事業
出産特別給付金

7,300,000 個人　73名 保健福祉課

139 ピロリ菌検査料交付金 292,500 個人　195名 保健福祉課

140 中山間地域等直接支払事業交付金 78,141,150

【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

141 農村多面的機能支払交付金 71,400,224

【32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、
天神堂環境保全活動、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、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、上新田協和、井里
の会、小菅区向上活動組織

農林課

142 新規就農者等総合支援交付金 4,750,000 個人　2名 農林課

143

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

13,800,000 個人　12名 農林課

144
地区農業再生推進事業
地区組織運営交付金

580,000 飯山市農業再生協議会 農林課

145
被災農業者支援型　強い農業・担い
手づくり総合支援交付金

409,000 個人　1名 農林課

146 遊休荒廃農地再生支援金 1,000,000 個人　1名 農林課

147
農地利用集積円滑化事業
機構集積協力金

190,500 個人　1名 農林課

148 いいやま菜の花まつり交付金 1,877,000 いいやま菜の花まつり実行委員会 農林課

149 旧財産区土地貸付交付金 46,496 太田地区財産管理委員会 農林課

150 森林整備事業交付金 7,709,000 北信州森林組合 農林課

151 市行造林分収交付金 250,090 蓮区 農林課
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152 鳥獣対策事業電気柵設置交付金 400,000 富倉区 農林課

153 協働のもりづくり事業交付金 1,000,000
上野の森の会、関沢区、天然記念物黒岩山
保全協議会、富田区、笹川区、神明町区、
愛宕町区

農林課

154 宿泊事業者等事業継続給付金 41,100,000 166事業者 商工観光課

155 事業継続支援給付金 41,300,000 413事業者 商工観光課

156 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

157 斑尾高原駐車場貸付交付金 400,000 土地提供者連絡協議会 商工観光課

158 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

159 除雪支援組織化交付金 150,000
温井区「雪からお助けし隊」、大久保除雪
等支援隊、北町区除雪支援隊

雇用ビジネス推進課

160
定住支援事業
奨学生Ｕﾀｰﾝ応援交付金

110,000 個人　3名 移住定住推進課

161 総合教育交付金 1,576,000 飯山市校長会・小中学校 子ども育成課

162 子どものための施設等利用給付 10,676,080
(学)井上学園 飯山中央幼稚園、(学)金箱学園
古里中央幼稚園、(学)伊藤学園 中野中央幼
稚園　ほか個人　13名

子ども育成課
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