担当係

村内に事業所を新たに設置
する者に対し土地取得など
必要な経費の一部を補助

特産品開発推進奨励
補助金

特産品の開発・流通等の調
査・研修・製造に必要な機
材の購入等に要する経費の
一部を助成

村内の企業・在住者等を対象とし、村の資
源を使って新たに特産品としての開発を行 産業企画係
【内線 134】
う場合
＊事業費の 1/2 以内で上限 20 万円

村が実施している補助事業制度をご案内します。本年度から始まる事業や、補助額が増えている事業
もありますので、積極的にご活用ください。

地域づくり
補助金名称

制度概要

補助制度の内容

高齢者（障がい者）に
やさしい住宅改修事業
補助金

高齢者で介護認定を受けた
人及び障がい者が生活する
住宅改修費の一部を補助

＊事業費の 9/10 以内（上限 70 万円）

寝たきり老人等紙おむつ
助成金

在宅で要介護３以上の高齢
者及び重度障がい者を対象
に紙おむつ費用を助成

＊ 3,000 円 / 月を上限とする

デマンドバス利用助成金

デマンドバスふう太号の利
用助成

高齢者及び障がい者の村内利用料の助成
＊ 300 円のところ 100 円で乗車

障がい者日常生活用具
給付事業

重度障がい者の生活支援

重度障がい者の自立した日常生活を支援する
ため、日常生活用具を貸与及び購入費補助

弱者世帯トイレ水洗化
補助金

70 歳以上の世帯、障がい者
世帯のトイレ水洗化工事費
の一部を補助

＊工事費の 1/2（上限 50 万円）

福祉医療費補助金

子どもや障がい者等の医療
費の一部を補助

高校３年生相当までの子ども、障がい者、
母子・父子家庭の医療費を補助
＊１医療機関、1 月当たり 500 円は個人負担

がん検診推進事業

胃、大腸、肺、子宮、乳がん
検診の受診料の一部を助成

＊概ね受診料の 2/3 を助成
（特定年齢は無料券を配布）

不妊治療費補助金

不妊及び不育症に対する保
険適用外医療費の補助

1 治療 30 万円 / 年、通算５年 50 万円限度

新生児聴覚検査費用

新生児の聴覚検査費用を助成

補助金

協働のむらづくり
支援金事業

廃棄物集積施設
整備事業補助金

区がごみステーションを設
置及び更新する経費を補助

区が整備するごみステーションの設置及び
更新に要する経費の一部を補助
＊補助額 上限 10 万円

スポーツ選手強化
補助金

スポーツ指導資格
取得助成金

スポーツ指導者の養成及び
資質の向上を図るため、各種
公認資格取得に要する経費
を助成

＊窓口個人負担 2,000 円

検診費用の助成

特定健診、いきいき健診（75 歳以上）、若
者健診（19 歳～ 39 歳）の無料化
※村で行う健診のみ

2019. 4

生ごみ堆肥化機器
購入費補助金

補助制度の内容

高齢者の肺炎球菌予防接種
費の一部を助成
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健康福祉係
【内線 125】

25 歳以上の独身者に補助

担当係

村内でスポーツ活動を実施しているスポー 生涯学習係
ツクラブ、スポーツ教室等の指導者を対象 （82）2041
に、日本スポーツ協会等の公認資格を取得
するために要する経費を助成
＊助成金額 対象経費の 1/2 以内

教育

＊参加費の 1/2（上限 3,000 円、2 回まで）
＊１泊２日 2 万 5,000 円
＊日帰り
1 万 5,000 円
＊脳ドック（国保のみ）1 万 5,000 円

担当係

堆肥化機器購入費の一部を補助
（次のいずれも上限２万円）
家庭から出る生ごみの堆肥
＊生ごみ処理機 購入費の 1/2
化機器購入費を補助
＊生ごみ処理容器 購入費の 2/3
生活環境係
（生ごみ処理容器：コンポスト容器、密閉容器） 【内線 123】

予選会を経て全国大会または国際大会に出場す
る選手等が負担する経費の一部を定額で補助
＊補助金額 年間上限 30 万円

高齢者肺炎球菌予防接種費
助成

国民健康保険または後期高齢
者医療保険被保険者の人間
ドック検診料の一部を補助

補助制度の内容

制度概要

＊１回 1,500 円助成（接種は２回まで）

人間ドック検診料助成
事業

補助金名称

スポーツ分野において全国
的または国際的に活躍する
選手に対する補助

中学生までのインフルエンザ
予防接種費用の一部を助成

助金

制度概要

ごみ ・ 環境

補助金名称

子どもインフルエンザ
予防接種助成

県内で開催される婚活イベ
ント参加費用の一部を助成
（村主催のイベントを除く）

調布市への宿泊費用の一部
を助成

村内に在住、在勤、在学または村内の団体
等に所属する者が調布市を訪問し、市内宿
泊施設で宿泊した場合に助成
＊助成金額
①調布市民、団体等との交流を目的とする
宿泊：１泊につき、３千円 / 人
②①以外の宿泊：１泊につき、２千円 / 人
（1 回につき２泊まで、年度中３回を限度）

スポーツ

＊窓口個人負担 1,500 円

担当係

公共的団体等が地域の活力を生み出す発展
性及び継続性のある事業を支援
住民等が行う自主的、継続
（平成 31 年度募集は終了しました）
政策情報係
的な活動を支援
＊ソフト：10/10 以内（上限 20 万円）
【内線 112】
＊ハード：2/3 以内（上限 40 万円）

＊ 5,000 円上限

高齢者のインフルエンザ予
防接種費用の一部を助成

婚活イベント参加支援補

補助制度の内容

区のコミュニティ活動（獅 区の行事活動に必要な施設整備等に対する補助
子舞等）や自主防災組織に ＊補助額 100 万円～ 250 万円
必 要 な 資 機 材（ 祭 具 一 式、 自主防災組織が行う防災活動に必要な施設
そろ
ヘルメット一揃 え等）を備 整備等に対する補助
える費用の一部を補助
＊補助額 30 万円～ 200 万円

姉妹都市宿泊施設
利用費助成金

出生後に行う新生児の聴覚検査費の助成

高齢者インフルエンザ
予防接種費助成

健康管理検診事業

担当係

制度概要

財団法人自治総合
センター等の助成
事業

福祉
補助金名称

詳しい制度内容や申請方法等は各担当係にお問い合わせください。

創業支援補助金

＊１年次
被共済者１人当たり 20％
（上限 600 円 / 月）
＊２年次
被共済者１人当たり 10％
（上限 300 円 / 月） 商工観光係
【内線 136】
＊製造及び営業のための土地、建物及び
設備の取得または改修に要する経費の
1/2 （上限 100 万円）

い

村内企業が納める共済掛け金
の一部を助成（最大２年間）

さ

中小企業退職金共済制度
補助金

だ

補助制度の内容

く

制度概要

用

補助金名称

活

ご

村の補助事業制度のご案内

商工業

生活環境係
【内線 122】

補助金名称

制度概要

児童生徒検定等
チャレンジ助成金

小中学校に在学中の児童及
び生徒に対し検定試験等の
受験費用を助成する

補助制度の内容

担当係

子育て
小中学校の校長が奨励する資格取得試験が
支援係
対象で、助成対象経費の半額を助成
【内線 205】
＊年間上限 5,000 円 / 人
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住まいづくり ・ 暮らし
制度概要

補助制度の内容

若者定住家賃補助金

若者定住促進のため、村内
にある賃貸住宅に入居する
者の家賃の一部を補助

＊月額 4 万円を超える家賃に対し、１万円
を上限に補助
（年齢、収入による制限あり）

住宅耐震改修事業補助金

耐震改修を行う住宅に工事
費の一部を補助

木造住宅の耐震診断（無料）を実施し、耐
震改修が必要となった場合
＊改修費の 1/2 以内で 100 万円を上限に補助

村の集落環境や景観に配慮し
た住宅を新築及び増築する場
合に、工事費の一部を補助

村内に営業所がある建設業者及び個人事業者
等が施工する工事の場合
＊新築 １/10 以内（上限 100 万円）
＊増築 １/10 以内（上限 75 万円）
ともに 18 歳以下の扶養親族数及び県産材使
用等による加算あり（年齢による制限あり）

木島平の住まいづくり
促進事業補助金

担当係

補助金

制度概要

補助制度の内容

農業後継者等育成
奨励金

新たに就農した農業後継者
または新規就農者の育成の
ため奨励金を交付

農業後継者不足の対策として、担い手を確保
するため、新たに認定新規就農者または認定
農業者に認定された者へ奨励金を交付する
＊ 100 万円 / 人

新規就農研修者
支援事業補助金

農業後継者または新規就農
者を育成するため、農業振
興公社等で研修を受ける者
へ補助金を交付

農業経営を開始するために、研修を継続的
に受講する場合に補助金を交付する
＊日額 8,000 円、限度額 150 万円

50 歳未満の青年者が新規に
就農する場合に資金を交付

独立して自営就農した認定新規就農者に対
し、経営開始時を支援する資金を交付する
＊ 150 万円 / 人・年 最長５年間

農業次世代人材
投資事業

村内に営業所がある建設業者及び個人事業者
等が施工する工事
村 内 へ の 定 住 促 進 の た め、 ＊戸数に 100 万円を乗じて得た額
（上限 400 万円）
集 合 賃 貸 住 宅（ ア パ ー ト ） 村外に営業所がある建設業者及び個人事業者
を建設する事業者に工事費 等が施工する工事
（土地代を除く、居住専用部 ＊戸数に 50 万円を乗じて得た額
（上限 200 万円）
分を建築する建築費）の一
（1 戸当たりの居住専用延床面積が 40 ㎡以
部を補助
上で各戸に炊事場、浴室及び便所が設置さ
農村整備係
れていること（車庫及び、居住部分以外の
【内線
141】
用途のものは対象外）
）

集合賃貸住宅建設費

補助金名称

ハウス栽培施設
設置事業

住宅リフォーム等補助金

リフォームを行う場合に工

前にお問い合わせください

事費の一部を補助

また、村内に営業所がある建設業者及び
個人事業者等が施工する工事であること）
融雪型克雪住宅の場合

克雪住宅普及促進事業

雪下ろしに伴う経済的負担

＊工事費の 1/5 以内（上限 60 万円）

の軽減、雪下ろし作業中の

自然落雪型克雪住宅の場合（改築のみ）

転落事故の未然防止を図る

＊工事費の 1/5 以内（上限 45 万円）

増改築及び命綱固定アン

の設置）の場合（改修のみ）

カーの設置等を行う場合に

＊工事費の 1/2 以内（上限 8 万円）

工事費の一部を補助

（融雪型、自然落雪型は高齢者世帯等の場
合はかさ上げあり）

JR 飯山駅飯山市営
駐車場利用補助金

空き家活用等補助金

下水道排水設備改造借入
利子補助
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JR 飯山駅の利用促進と村へ
の移住定住促進のため、月
極め駐車場の利用料の一部
を補助

＊平面・立体駐車場の月極利用料金の 1/2
を補助

空き家の有効活用を通し、移
住定住の促進及び廃屋化防止
のため家財搬出等、空き家の
改修及び空き家の取得に関わ
る費用の一部を補助

＊家財搬出等は 1/2 以内（上限 10 万円）
移住定住
＊改修は 20 万円以上の工事で 1/2 以内
推進係
（上限 50 万円）
【内線 202】
＊取得の場合は 1/10 以内（上限 50 万円）
（扶養する子による加算あり）

下水道接続工事やトイレの
水洗化に要した費用への融
資をあっせんし、その利子
を補助

＊工事費の 9/10 以内（上限 200 万円）
＊融資額の返済額の利子補助

2019. 4

国調・
水道係
【内線 143】

る場合

野菜・花木等の栽培で 100 ㎡以上のハウス
を新設、増設する場合またはハウス栽培に
必要な灌水設備を設置する場合に補助
＊ハウス：10 万円
＊灌水設備：経費の 1/3 以内

村指定の振興作物を栽培し、 新規または作付け拡大する村指定の振興作
販売する農家が種苗を購入 物の種苗購入代金の一部を補助
農林係
する場合
＊概ね種苗購入代の 1/3 補助
【内線 131】

山菜栽培苗購入費
補助金

山菜を栽培し、販売する農
家がそれらの苗を購入する
場合

山菜を栽培し、販売する農家等がタラの芽、
根曲がり竹、ワラビ、ゼンマイの苗の購入
に要した経費について補助
＊経費の 1/3 以内

名水火口そば栽培
補助金

そばの刈取りを農業振興公
社等に委託する場合

１団地 10 ａ以上栽培する農家等がそばの
刈取りを農業振興公社等に委託し、その刈
取りに要した経費に対し補助
＊刈取り 10 ａ当たり、7,500 円以内

強い農業・担い手
づくり総合支援
交付金

融資等を受け、農業用機械
等を導入する場合

認定農業者等が融資等を受け、農業用機械
等を導入する際、融資残について補助
＊事業費の 3/10 上限 300 万円

土地改良事業等
補助金

ため住宅を克雪住宅に新築、 雪下ろし型克雪住宅（命綱固定アンカー等

補助金

かんすい

合または灌 水設備を設置す

担当係

振興作物苗代等
補助事業

＊工事費が 10 万円以上でその費用の 1/5 以内
持 家 住 宅 の 増 改 築 工 事 や、 （上限 10 万円）
（採択条件がありますので事

ハウスを新設、増設する場

農業者等の２人以上の団体
ほじょう

あんきょ

が、圃場整備及び暗渠排水事
業を行う場合

詳しい制度内容や申請方法等は各担当係にお問い合わせください。

補助金名称

農林業

受益面積がおおむね 10 ａ以上で、事業費
が 10 万円以上、事業費の４/10 以内

信州産ペレット
消費拡大事業

ペレットストーブまたはペ
レットボイラーを購入する
場合

ペレットストーブまたはペレットボイラー
の購入経費の一部を補助
＊経費の 10/10 以内 上限 10 万円

獣害被害防止総合
対策交付金

電気柵を購入した場合

購入に要した経費に対し補助
＊対象経費の 1/2 以内 上限２万円

狩猟免許取得補助

狩猟免許を取得・更新する
場合

免許を取得・更新した年度の事前講習テキス
ト代及び受験手数料、更新料の一部を補助

商工観光係
【内線 204】

各種補助事業を活用して、
地区づくりや村の活性化への取組みを進めましょう
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