
【表の見方】

国 県 市 その他

2-1 自主防災組織補助金 1,240 1,000 1,000 自主防災組織
自主防災組織による資機材購入経費の補助。資機材の購入に対し２分
の１以内。１団体結成初年度５万円、次年度からは２万円を限度。

2-2
除排雪自主活動補助事業補助
金

3,900 2,100 2,100 
町内・集落

各集落又は町内会における克雪体制の整備と地域活動の促進を図る
ため、小型ロータリー除雪機の購入費の75％（上限額60万円）及び１万
円を上限に除排雪自主活動費を補助。

5,140 3,100 0 0 3,100 0 

財源内訳（千円）

総務課担当分　計

＊A　：　補助金の名称です。

＊B　：　平成29年度当初予算額を千円単位で示してあります。今年度から新たに交付する補助金は【新規】と表記しています。

＊C　：　平成30年度当初予算額を千円単位で示してあります。この場合であれば平成30年度で100万円の交付を予定しているということになります。

＊D　：　予算額に対する財源の内訳を示したものです。「国」や「県」からの補助額と実際に市が負担している額が分かります。

＊E　：　補助の目的、内容、金額の算出方法等を簡潔に記載したものです。

              村上市が支出する補助金（平成３０年度）について公表します

　市では、特定の事業や活動を助長するため公益上必要があると認めるものに補助金を支出しています。補助金は有効に活用され、その効果が広く市民の福祉の
向上に寄与するものでなければなりません。
　そのため、行財政改革の一環として補助金の公平性・公正性・透明性の確保に努めており、事務事業評価制度により、事業の評価及び見直しを行っています。
　つきましては、平成30年度当初予算における補助金交付予定額を「村上市補助金等交付基準」により次のとおり公表します。
　なお、平成30年度補助金総額は13億3273万1千円となり、これは平成30年度一般会計当初予算額の約3.8％になります。

Ｎｏ. 補助金名称
Ｈ29予算額

（千円）
Ｈ30予算額

（千円）
交付予定先 補助事業の内容

C

　【村上市補助金等交付基準】

　　平成20年11月に定めた補助金交付にあたっての基準。補助率の上限や、補助対象経費の制限等を定めており、補助金の公平性・公正性・透明性を確保するため、補助の内容や
 金額などについてホームページ等で広く市民に周知することを明記しています。

行革特集

D E
A B
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国 県 市 その他

1-1 3,120 3,120 3,120 
村上市議会会派
村上市議会議員

村上市議会議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部とし
て、議会会派及び議員に対して補助。
　会派：所属議員数×年額６万円　議員１人当たり：年額６万円

3,120 3,120 3,120 

2-1 1,000 1,000 1,000 自主防災組織
自主防災組織による資機材購入経費の補助。資機材の購入に対し２
分の１以内。１団体結成初年度５万円、次年度からは２万円を限度。

2-2 900 900 900 
町内・集落

各集落又は町内会における克雪体制の整備と地域活動の促進を図る
ため、小型ロータリー除雪機の購入費の75％（上限額60万円）及び１
万円を上限に除排雪自主活動費を補助。

1,900 1,900 1,900 

3-1 46 46 46 
村上市統計調査員協
議会

統計調査員の確保と、研修等の実施による各種統計調査の精度向上
を図ることを目的に、各種研修事業等に係る経費等の３分の１以内を
補助。上限額は４万６千円。

3-2 70 70 70 
テレビ共聴施設を管
理する団体

テレビ難視聴の解消のため共聴施設を運営している団体に対する、市
ケーブルテレビ視聴者との費用負担の均衡を考慮した団体支援補助
制度。施設の年間維持管理に係る補助対象経費から団体加入世帯数
×4,800円を控除した額を上限として、補助するもの。

116 116 116 

4-1 193,745 168,458 4,236 164,222 バス事業者
地域において必要なバス路線の運行を維持し、住民の生活交通を確
保するため、路線バス事業者に補助。

4-2 9,339 7,890 7,890 町内・集落

町内及び集落の集会施設整備に対する補助。（整備事業に要する費
用の３分の１を補助。補助金上限額：新築・改築400万円、増築・移転
300万円、大規模修繕等200万円、環境改善改修50～120万円、バリア
フリー改修100万円、耐震診断10万円）

4-3 4,000 3,000 3,000 登録物件購入者
空き家バンク登録物件成約者に対するリフォーム補助。（補助上限額
100万円で移住世代数による段階的補助。単世代　費用の３分の１以
内、2世代　費用の２分の１以内、３世代以上　費用の３分の２以内）

4-4 新規 1,000 1,000 

村上市地域おこし協
力隊の任期終了の日
から起算して前１年以
内、または任期終了の
日後１年以内の者

任期後も本市内で定住をし、本市の活性化に資する起業をする隊員
への起業支援。
起業に要する備品費等の補助対象経費を合算した額10分の10以内と
し、100万円を限度として補助。（国からの特別交付税措置あり）

207,084 180,348 4,236 176,112 

財源内訳（千円）

政務活動費補助金

議会事務局担当分　計

自主防災組織補助金

除排雪自主活動補助事業補助
金

総務課担当分　計

統計調査員協議会補助金

テレビ難視聴共聴組合支援事
業補助金

政策推進課担当分　計

生活交通確保対策補助金

集会施設整備事業補助金

空き家バンク移住応援補助金

地域おこし協力隊起業支援補
助金

自治振興課担当分　計

Ｎｏ. 補助金名称
Ｈ29予算額

（千円）
Ｈ30予算額

（千円）
交付予定先 補助事業の内容
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

5-1 1,097 1,107 1,107 交通安全協会各支部
交通安全協会の各支部が行う交通安全教室、啓発活動等に対する補
助。対象経費の３分の１以内。

5-2 500 500 500 市内自治会
自治会区域内の防犯灯新設にかかる経費補助。２分の１補助で１灯に
つき上限２万円。専用柱を併せて設置する場合は上限５万円。

5-3 200 200 200 
市が承認する福祉人
権団体

人権・同和問題等各種研修会、講演会への出席にかかる旅費、講師
報償経費等。対象経費の20万円以内。

1,797 1,807 1,807 

6-1 3,720 3,720 441 3,279 個人
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業
計画区域外で一定の条件を満たす合併処理浄化槽を設置する者等
に対し、浄化槽の人槽区分に応じた上限額以内の定額補助。

6-2 5,700 5,700 5,700 個人

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業
計画区域外で一定の条件を満たす合併処理浄化槽を設置している者
等に対し、維持管理に関する経費を補助。
維持管理経費　１万５千円。ブロアー交換経費は実額。ただし、３万円
を限度。

6-3 200 200 200 個人

生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機器及び生ごみ水切り密閉容器を市
内の販売店から購入する市内在住者等に対し補助。
堆肥化容器：３分の１以内で3,000円を限度、１基限り。
生ごみ処理機器：３分の１以内で２万円を限度、１基限り。
水切り密閉容器：３分の１以内で1,000円を限度、１基限り。

6-4 18,000 16,000 16,000 個人

住宅用太陽光発電システムを設置する者に対して、市内事業者に発
電システムを発注する場合または市内事業者から発電システムを設置
した新築住宅を購入する場合は、１kw当たり10万円（上限額40万円）、
市外事業者に発電システムを発注する場合または市外事業者から発
電システムを設置した新築住宅を購入する場合は、１kw当たり８万円
（上限額32万円）を補助。

6-5 3,000 2,700 2,700 個人・事業者

木質バイオマスストーブ（木質ペレット、薪、製材端材等を燃料とするス
トーブ）を設置する者に対して、購入及び設置に要する費用が６万円
以上であることを条件に、購入及び設置費用の３分の１（上限額10万
円）を補助。

6-6 500 350 350 市内自治会
自治会で行う害虫駆除に使用する薬剤購入費用に対して、3分の１以
内で補助。

31,120 28,670 441 9,529 18,700 

交通安全協会補助金

防犯灯設置補助金

福祉人権関係活動補助金

市民課担当分　計

合併処理浄化槽設置整備事業
補助金

合併処理浄化槽維持管理助成
金

生ごみ処理器等購入補助金

住宅用太陽光発電システム設
置費補助金

木質バイオマスストーブ設置費
補助金

害虫駆除用薬剤購入補助金

環境課担当分　計
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

7-1 15 15 15 
社会福祉法人新潟い
のちの電話

自殺予防対策の推進を図るための活動に必要な経費に対し定額補
助。

7-2 8,532 21,600 14,400 6,551 649 病院群輪番制病院
病院群輪番制病院が２次医療に必要な医療機器を配備し、診療体制
の充実を図ることを目的とする。村上市が間接補助者となり県、関川村
及び粟島浦村負担分と合わせて補助。

7-3 13,380 12,099 12,099 病院群輪番制病院
地域住民の休日及び夜間における救急医療を確保することを目的。
基準額に休日・夜間の診療日数及び前年度輪番実績割合などを乗じ
て求めた合計額を村上市、関川村及び粟島浦村で按分により補助。

7-4 110 110 110 
村上市食生活改善推
進委員協議会

村上市食生活改善推進委員協議会が行う市民の食生活の改善を推
進し、市民の健康増進に寄与するための事業に対し、３分の１を補助。
上限額は11万円。

7-5 600 600 600 個人
法定の予防接種及び予診を県外で受けた者の保護者に対して、新潟
県で規定する予防接種委託料契約の統一単価を上限として助成。

7-6 700 600 600 個人
インフルエンザ予防接種をした１歳～18歳までの国民健康保険被保
険者に対し、１年度間2,000円を限度として助成。

7-7 660 645 645 個人
里帰り出産により県外の医療機関で妊婦健康診査を受けた方に対し、
健康診査委託料単価を上限に償還払いにより助成。

7-8 4,300 4,300 4,300 個人

経済的負担の軽減のため、不妊治療をしている夫婦（法律婚）に対
し、対象となる治療費の3分の2以内を20万円を限度として助成。申請
初年度の年齢に応じた助成回数の限度がある。助成を受けようとする
治療の初日における妻の年齢が43歳未満の者に限る。

7-9 133,760 133,760 107,008 26,752 公的病院

救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、市内の救急医療及
び小児医療の専門病床を有している公的病院等並びに地域に必要と
される不採算医療等の機能を担う公的病院等に対して、国の交付額
が省令で定められた限度額以内を補助。

7-10 12 12 6 6 個人

妊婦への風しんの感染を防ぎ、先天性風しん症候群の発生を防止す
ることを目的として抗体検査を受検し抗体価が低い又は陰性と判断さ
れた妊娠を予定または希望する女性、妊婦の夫及び同居の家族を対
象に平成28年４月１日以降に接種した風しん予防接種の費用の３分の
１を助成する。

7-11 新規 250,000 250,000 
新潟県厚生農業協同
組合連合会

救急医療の確保及び地域医療の充実を図り、市民が将来にわたり安
心して安定した医療の提供を受けることができるよう、移転新築する厚
生連村上総合病院の建設事業費に対し総額25億円の補助金を交付
する。補助金の交付期間は平成30～32年度。

162,069 423,741 107,008 14,406 301,678 649 

社会福祉法人新潟いのちの電
話補助金

医療施設等設備整備費補助金

病院群輪番制病院運営事業補
助金

食生活改善推進委員協議会事
業費補助金

県外における定期予防接種助
成金

国民健康保険インフルエンザ予
防接種費用助成金

里帰り出産妊婦健康診査費助
成金

不妊治療費助成金

公的病院等運営費補助金

風しん予防接種緊急対策助成
金

新潟県厚生農業協同組合連合
会村上総合病院移転新築事業
費補助金

保健医療課担当分　計
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

8-1 1,000 1,000 400 600 
村上地域老人クラブ
連合会

老人クラブ連合会が行う高齢者が参加する「健康づくり事業」、「介護
予防事業」、「地域支え合い事業」に対し、合計100万円の限度額で補
助。

8-2 6,160 6,000 3,258 2,742 単位老人クラブ
単位老人クラブへ運営費を会員数により定額補助。
45人以上 ５万円、30～44人 ４万円、29人以下 ３万円。

8-3 3,983 3,634 1,452 2,182 
村上地域老人クラブ
連合会

単位老人クラブの交流事業や役員研修等を広域的に実施する場合の
定額補助。１万２千円×クラブ数＋150円×会員数＋特別事業費定額
105万円の合計額を補助。

8-4 13,779 16,466 16,466 
公益社団法人
村上地域シルバー人
材センター

高齢者の就業機会の確保のために、シルバー人材センターに対し、
必要な人件費、備品購入費、消耗品費等の補助対象経費の２分の１
以内を補助。ただし、国庫補助金の限度額を超えないこととし、他団体
からの補助金を控除する。

8-5 131 246 184 62 社会福祉法人
低所得者で特に生計が困難である人について、介護サービスの提供
を行う社会福祉法人等が実施した利用者負担の軽減総額のうち、本
来受領すべき収入の１％を超えた部分の２分の１を補助。

8-6 2,475 2,475 1,232 1,243 個人

介護保険の認定を受けた高齢者の住宅改造費（バリアフリー化、浴室
やトイレの改造、手すりの取り付けなど）の補助。対象者の属する世帯
の世帯員の前年の収入合計が600万円未満の条件あり。補助基準額
30万円上限。補助率は、生活保護世帯が10分の10、所得税非課税世
帯が４分の３、その他の世帯が２分の１。

8-7 14,760 10,080 3,881 1,940 1,940 2,319 
認知症高齢者グルー
プホーム

認知症高齢者グループホーム利用者の家賃、食費、光熱水費の一部
を軽減した事業所に対し、その軽減した額を助成する。

8-8 1,500 1,200 1,200 
市内介護事業所を運
営する法人

市内介護事業所を運営する法人が介護職員等に対して実施する研修
や資格取得にかかる経費に対して３分の１を補助する。上限額は10万
円。

43,788 41,101 3,881 8,466 26,435 2,319 

9-1 1,773 1,793 1,793 村上市戦没者遺族会

英霊を顕彰し、戦没者遺族の福祉増進を図ることを目的に慰霊祭や
遺族大会等に補助。定額補助、柱数補助、会員補助を合算し、170万
円を上限。バス借り上げ料の上限額は29万５千円。合計の上限額は
199万5千円。

9-2 930 930 930 
村上岩船地区保護司
会

罪を犯した人々の更生と犯罪のない明るい社会づくりを推進する保護
司活動を行うために要する経費のうち人件費分を定額補助。上限額は
93万円。

9-3 3,305 3,305 3,305 
村上市民生委員児童
委員協議会連合会

各地域で、単身高齢者等の見守りをはじめ、生活弱者の相談を受ける
民生委員及び児童委員の研修や図書購入費等の経費を補助。

健康づくり事業補助金

老人クラブ運営費補助金

老人クラブ連合会補助金

村上地域シルバー人材セン
ター補助金

社会福祉法人等による利用者
負担軽減助成金

高齢者向け住宅整備費助成金

認知症対応型共同生活介護利
用者負担軽減助成金

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護高齢課担当分　計

戦没者遺族会補助金

村上岩船地区保護司会補助金

民生委員児童委員協議会連合
会補助金
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

9-4 87,505 87,505 87,505 
社会福祉法人村上市
社会福祉協議会

村上市社会福祉協議会の法人運営経費のうち人件費相当額及び同
協議会が行う事業のうち心配ごと相談事業、地域福祉サービス事業に
対して補助。8,750万５千円を上限。

9-5 750 750 374 376 個人

身体障害者手帳１級又は２級、療育手帳Aの交付を受けている方が、
住み慣れた住宅で安心した生活を送るための住宅整備費の補助。対
象者の属する世帯の世帯員の前年の収入合計が600万円未満の条件
あり。補助基準額50万円上限。補助率は、生活保護世帯が10分の
10、所得税非課税世帯が４分の３、その他の世帯が２分の１。

9-6 286 286 286 
村上市手をつなぐ育
成会

知的障がい者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とし
て、手をつなぐ育成会が行う各種大会や研修会事業、会員の交流会
事業等の経費に対して３分の１以内を補助。上限額は28万６千円。

9-7 945 945 945 
村上市身体障害者団
体連合会

身体障害者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とし
て、各種大会や研修会事業、会員の交流会事業等の経費に対して３
分の１以内を補助。上限額は94万５千円。うち、バス借り上げ料は全額
補助で上限額は34万７千円。

9-8 200 200 200 町内（集落）区
町内（集落）が単独又は共同で設置する広場に遊具を新設（入替・増
設含む）する場合の費用の補助。補助基準額60万円上限、または対
象経費のいずれか少ない額の３分の１以内を補助。

9-9 65 68 68 町内（集落）区
町内（集落）が単独又は共同で設置したプールの開設中に使用した水
道料金または電気料金及び下水道料金の３分の１以内を補助。

9-10 510 510 510 
市内の託児団体及び
その構成員

親子で出かけやすい環境づくりに寄与し、リフレッシュによる家庭育児
の負担軽減と社会参加の促進等を図るため、講演会等の催しを開催
する事業者に対し、開催時の託児協力者謝礼金相当額について補
助。１事業15人分を限度。１人当たり１時間につき850円以内。

9-11 3,723 3,785 1,261 1,261 1,263 市内認定こども園
県が認定する認定こども園が行う子育て支援センター事業に必要な経
費を補助。

9-12 8,448 5,964 2,982 2,982 
市内認定こども園
地域型保育事業所

県が規定する私立保育所及び市が認定する地域型保育事業所が行う
未満児保育事業に必要な経費を補助。

9-13 3,058 1,019 339 339 341 
市内認定こども園
地域型保育事業所

県が規定する私立保育所及び市が認定する地域型保育事業所が行う
延長保育事業に必要な経費を補助。

9-14 109 109 109 
岩船地域精神障害者
家族連合会

精神衛生思想を啓発普及し、精神障がい者の社会復帰の推進及び
精神保健福祉の向上を図るため、岩船地域精神障害者家族連合会
が行う研修会事業、会員の交流会事業等の経費に対して２分の１以内
を補助。上限額は10万９千円。

社会福祉法人村上市社会福祉
協議会補助金

障害者向け住宅整備費助成金

手をつなぐ育成会補助金

身体障害者団体連合会補助金

児童遊園地遊具等整備事業補
助金

簡易水泳プール水道料補助金

出前託児事業補助金

子育て支援センター事業補助
金

未満児保育事業補助金

延長保育事業補助金

岩船地域精神障害者家族連合
会補助金
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

9-15 62 62 62 
市精神障がい者家族
会

精神障がい者のための社会対策及び福祉対策の充実を図るため、村
上市精神障がい者家族会が行う啓発事業や研修事業等の経費を補
助。上限額は６万２千円。

9-16 142 142 70 72 

身体障害者手帳の交
付対象者とならない
軽・中等度の難聴児
（18歳未満）

言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進するため、身体障
害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器購入費の
一部を助成するもの。

111,811 107,373 1,600 5,026 100,747 

10-1 20,464 20,000 20,000 
農林漁業者等の組織
する団体等

農林漁者等の組織する団体等が、農業経営発展や環境保全型農業
の推進等を目的として行う農業用機械や農業用施設の導入に対する
補助。補助率３分の１～２分の１、事業費範囲100万円～5,000万円。

10-2 新規 600 300 300 
村上市農業再生協議
会

地域水田フル活用ビジョンの実効性確保に向けた、ビジョンの実践・管
理や協議会の開催に係る経費を補助

10-3 新規 520 520 
村上市農業再生協議
会

農業者への生産目安の提示や需給情報の提供などに係る事務経費
等を補助

10-4 新規 500 250 250 
村上市農業再生協議
会

新潟米基本戦略を踏まえた、地域の方向付けや地域全体の取組調整
と実践指導していくための活動として行う、地域産米全体の需要拡大
と所得の最大化を目指す取組を補助

10-5 22,000 22,000 22,000 
村上市農業再生協議
会

食糧自給力の向上及び耕作放棄地の発生防止のため、生産調整水
田における主食用米以外の作物の生産に係る経費に対し、10aにつき
2,000円以内で補助

10-6 300 100 100 
にいがた岩船農業協
同組合

山北地区の特産品である赤かぶの振興を図ることを目的に、赤かぶの
生産及び出荷に対し１kgにつき10円を補助。

10-7 583 583 583 村上市茶業組合
市の特産品である村上茶の振興を図ることを目的とした茶畑の整備や
栽培技術の向上に係る経費に対し、補助対象経費の３分の１以内を補
助。

10-8 42,322 28,170 28,170 
荒川沿岸土地改良
区、三面川沿岸土地
改良区

新潟県県単農業農村整備事業等補助金交付要綱等に定められた農
業生産の為の基礎的条件又は農村の環境を整備する事業に対し、
10％以内を補助。 1地区、2,000万円を限度とする。上記以外の土地
改良事業に対し30％以内を補助。上限1地区100万円。

市精神障がい者家族会補助金

軽・中等度難聴児補聴器購入
費助成金

福祉課担当分　計

農林水産業総合振興事業補助
金

地域農業再生協議会活動支援
事業補助金

需要に応じた米生産取組支援
事業補助金

新潟米基本戦略実践支援事業
補助金

水田利活用推進事業補助金

特産品出荷奨励事業費補助金

村上茶振興対策事業補助金

農業農村整備事業等補助金
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

村上牛繁殖牛育成事業
補助金

にいがた岩船農業協
同組合、かみはやし農
業協同組合

村上牛の生産振興を図るため、繁殖牛導入に係る経費１頭につき
10％以内を補助。更新はその５割。上限額５万円。

村上牛新規就農振興事
業補助金

新規就農肉用牛導入
経営者

村上牛の生産振興を図るため、肥育牛導入に係る経費１頭につき
10％以内を補助。上限額５万円。

村上牛認定向上対策事
業補助金

にいがた岩船農業協
同組合、かみはやし農
業協同組合

村上牛の生産振興を図るため、村上牛として認定に係る経費１頭につ
き3分の2以内を補助。上限100,000円。

10-10 13,286 13,200 13,200 
森林組合等の林業事
業体

間伐施業のコスト低減による森林整備の推進、林業の振興が目的。間
伐、除伐を目的とした森林作業道の開設事業に対し、補助対象事業
費の22％以内を補助。（別途、県補助制度あり）

10-11 23,315 23,315 23,315 
森林組合等の林業事
業体

民有林間伐の推進を図るため、間伐、除伐等の保育事業に対し、補
助対象事業費の17％以内を補助。（別途、県補助制度あり）

10-12 16,000 15,000 15,000 
村上市産材を使用し
て木造建築物を建築
する建築主

市産材（スギ及びヒノキ）の利用促進と林業の活性化を図るため、市内
に建築される木造建築物１棟につき50万円以上の市産材購入費に対
し、20％以内を補助。上限額40万円。（新潟県のふるさと越後の家づく
り事業との併用可能）

10-13 1,056 2,034 2,034 
森林組合等の林業事
業体

伐採後の再造林未済地の減少による森林吸収源機能の高度発揮、地
域林業の振興を目的とし、伐採跡地において行う再造林事業に対し、
補助対象事業費の22％以内を補助。（別途、県補助制度あり）

10-14 5,213 5,155 5,155 水産関係団体
稚魚購入及び放流にかかる経費に対し、海面事業では事業費の３分
の１以内、内水面事業は10％以内で、150万円を限度として補助。

10-15 6,000 6,000 6,000 個人及び団体
地域の中心的経営体等の経営発展と地域農業の発展を支援するた
め、農業用機械、施設の導入する際の融資残について、事業費の３分
の１以内を補助。

10-16 16,877 17,700 17,700 
村上市農業再生協議
会

経営所得安定対策の加入・推進活動、申請書類の配布・回収、協議
会の運営等の活動に要する経費を助成。

10-17 36,789 37,082 37,082 個人及び団体
全農地を機構に10年以上貸し付けまたは機構の借受農地等に隣接し
た農地を機構に10年以上貸し付け、かつ当該農地が機構から受け手
に貸し付けられることに対する協力金。

10-18 150 150 150 新潟県農業共済組合
新潟県農業共済組合に加入している市内の畜産農家の畜舎を同組
合が行う畜舎消毒事業に係る経費に対し、１頭につき150円を補助

森林作業道整備事業補助金

民有林間伐推進事業補助金

村上市産材利用住宅等建築奨
励事業補助金

再造林推進事業補助金

稚魚購入及び放流事業補助金

経営体育成支援事業補助金

経営所得安定対策推進事業補
助金

機構集積協力金

畜舎消毒事業補助金

10-9

村
上
牛
生
産
振
興
対
策
事
業

40,150 36,000 36,000 
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

10-19 800 800 800 

市内農林水産物生産
者及び団体
市内加工品等製造者
及び団体

市内で生産された農林水産物又は市内の農林水産物を使用して加工
された食料品について、首都圏を中心とした県外の取引先への流通
を図り、販路拡大を促進させるため、農林水産物又は食料品の原価並
びに宅配費用を補助。１申請あたり10万円を上限。

10-20 500 450 450 
林間ワサビ栽培に取
組む個人・団体

林間ワサビ栽培による特用林産物の生産振興により林業の活性
化を図るため、継続的に栽培に取組む者に対し苗木及び肥料の
購入費用を補助。１申請あたり30万円を上限。

10-21 400 400 400 
村上市農業再生協議
会

有害鳥獣対策を図るとともに、中山間地の振興作物を育成し、耕作放
棄地の発生を防止する作物の生産に係る経費に対して10aにつき５万
円以内を補助。

10-22 2,000 2,000 2,000 
村上市農業再生協議
会

有力園芸作物の生産拡大分に対して10aにつき５万円以内を補助。

10-23 784 700 700 
市内の農業者・法人・
集落営農等

水稲共済品質方式の加入推進を図ることを目的に共済掛金経費2分
の1以内を補助。

個人
有害鳥獣捕獲の担い手等を確保するため、新規に第一種銃猟免許や
ライフル銃所持許可を取得した方に対し、補助対象経費相当分を補
助。ただし、上限額は５万３千円。

個人
有害鳥獣捕獲の担い手等を確保するため、新規にわな免許を取得し
た方に対し、補助対象経費相当分を補助。ただし、経費の２分の１以
内で、上限額は１万１千円。

新潟県猟友会村上支
部

有害鳥獣捕獲の担い手等を確保するため、有害鳥獣確保に従事する
狩猟者に対して、狩猟者登録手数料、ハンター保険料を補助。ただ
し、経費の２分の１以内で、１人あたりの上限額は５千円。

10-25 500 250 250 
市内の農業関係団
体・農業者・法人・集
落営農等

GAP（農業生産工程管理）取得の推進を図ることを目的に取得に係る
経費を補助。１認証につき2分の１以内、上限額25万円。

10-26 4,000 4,000 4,000 
市内在住の新規就農
希望者で原則61歳未
満の者

新規就農者を支援し地域農業の維持・継続を図ることを目的として新
規就農に必要な経費を5年間支給する補助。1人につき年間100万円
以内。

農林水産物・加工品流通促進
事業補助金

林間ワサビ栽培奨励事業補助
金

有害鳥獣対策振興作物支援事
業補助金

村上ブランド育成拡大支援事業
補助金

水稲共済品質方式加入補助金

農業生産工程管理認証取得支
援事業補助金

就農支援事業補助金

10-24
有害鳥獣捕獲の担い手確保事
業補助金

885 1,144 238 906 
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

10-27 500 500 500 
市内の林業者又は林
業者等で組織する市
内の団体

漆栽培を行う者に対し、漆苗木、漆原木及び肥料等の購入経費の2分
の１以内を補助。１申請上限30万円。

10-28 補正 400 400 
新たに設立される法
人、集落営農組織

担い手の更なる経営発展を図り持続可能な農業を実現することを目的
とし、地域の経営体の育成・確保のため、農業経営の法人化等を支援
し補助するもの。（農業経営の法人化支援　定額40万円、集落営農の
組織化支援　定額20万円）

10-29 新規 25,000 25,000 
村上市畜産クラスター
協議会

地域一体となって畜産の収益性の向上を図るために、村上市畜産クラ
スター計画に位置付けられた中心的経営体の施設整備事業に対する
補助、補助率2分の１以内

10-30 新規 1,200 1,200 

新規漁業就業者に対
して支援資金を交付
する市内漁業協同組
合

対象経費は漁業に係る経費のほか、研修費等。新規漁業就業者ひと
り当たりの上限額を月額10万円とし、就業計画に基づく活動が20日未
満の場合は、日額5,000円の日割り。

254,874 264,953 86,182 21,308 157,463 

産業元気づくり事業補助
金

農林漁業者等、
中小企業者等

地域の特色ある産業資源を活用した新商品開発や既製品改良に関
する事業、地域ブランドの構築、異業種連携による新事業に伴う経費
の一部を補助する。　（対象経費の３分の２以内　上限１００万円）

６次産業化チャレンジ事
業補助金

農林漁業者等、
中小企業者等

６次産業化及び村上地域内での農商工連携による６次産品の生産、
生産拡大に伴う経費の一部を補助する。（対象経費の２分の１以内
上限１００万円）

販路拡大きっかけづくり
事業補助金

農林漁業者等、
中小企業者等

新商品・新技術や主力製品の販路拡大のための取り組み、商談会へ
の参加・実施、空き店舗等を活用する事業に伴う経費の一部を補助す
る。（対象経費の３分の２以内　上限１００万円）※空き店舗等を活用す
る事業は2分の1以内

創業応援事業補助金
創業者、
中小企業者等

市内で新たに創業する方、創業から１年を経過しない中小企業者等に
対して、必要な経費の一部を補助する。（対象経費の２分の１以内　上
限１００万円）※空き店舗等を活用する場合は3分の2以内

人材育成サポート事業
補助金

農林漁業者等、
中小企業者等

人材育成と産業の振興を図るため、研修機関が実施する人材育成講
座への参加、専門家の受入、セミナーの開催に要する経費の一部を
補助する。（セミナー参加　２分の１以内　上限２万円　、　セミナー開
催　２分の１以内　上限５万円）

まちなか景観魅力アップ
事業補助金

商店街団体等
街中の景観の魅力向上や、地域文化に配慮した施設の整備事業に
伴う経費の一部を補助する。（対象経費の２分の１以内　上限１５０万
円）

漆栽培事業補助金

農業経営力向上支援事業補助
金

畜産・酪農収益力強化整備等
特別対策事業補助金

新規漁業就業者支援事業費補
助金

農林水産課担当分　計

11-1

産
業
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
事
業
補
助
金

15,000 15,000 15,000 
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

11-2 1,811 1,650 1,650 
職業訓練法人村上職
業訓練協会

市内労働者の技能及び資質の向上のために、職業訓練法人村上職
業訓練協会が実施する職業訓練事業に対し補助。補助対象経費の６
分の１以内を補助。ただし、国県補助対象外の事業については３分の
１以内を補助。上限額500万円。

11-3 5,739 5,705 5,705 村上商工会議所
商工業の総合的な発展を図ることを目的。商工会議所が実施する指
導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に対し、補助対象
経費の３分の１以内を補助。上限額600万円。

11-4 16,832 16,416 16,416 
荒川商工会、神林商
工会、朝日商工会、山
北商工会

商工業の総合的な発展を図ることを目的。商工会が実施する指導事
業及び商工業の振興と安定を図るための事業に対し、補助対象経費
の３分の１以内を補助。上限額600万円。

11-5 22,000 21,000 21,000 

村上商工会議所、荒
川商工会、神林商工
会、朝日商工会及び
山北商工会

消費者の購買意欲拡大と商工業者の振興と経営基盤の充実を図るこ
とが目的。村上商工会議所、荒川商工会、神林商工会、朝日商工会
及び山北商工会が共同で行うプレミアム商品券発行事業に対する補
助。補助対象経費は、プレミアム経費や商品券印刷にかかる経費。

11-6 60,000 60,000 10,100 49,900 個人
市内業者が施工する個人住宅のリフォーム工事に対し補助金を交付
することで、建設関連業界の振興と地域経済の活性化を図ることが目
的。補助対象経費の１０分の2（上限20万円）を補助。

11-7 6,440 6,196 6,196 
村上堆朱事業協同組
合

村上木彫堆朱の技術、技法の継承を図り、後継者育成に取り組む村
上堆朱事業協同組合及び後継者に対して費用の一部を補助。
後継者雇用事業：1人当たり月額上限12万円
後継者技術指導事業：半日当たり上限2千円
後継者研修材料費助成事業：1人当たり年額上限30万円

11-8 480 480 480 企業等
本市に新たに進出する企業のうち、賃借にて操業を開始する者に対
し、土地及び建物の賃借料の20％を補助。月額上限額10万円。

11-9 1,500 1,300 1,300 企業等
新規立地や増設等により雇用の拡大を行う企業に対して、市内雇用1
人につき10万円を交付する。一指定企業あたり上限額500万円。

11-10 1,468 1,468 1,468 企業等

公共下水道及び農業集落排水地域外で工場用地の取得、既に操業
している企業が行う合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助。補助
率は事業所の新設、増設、移設の場合は２分の１、既設事業所の合併
処理浄化槽の更新の場合は３分の１（業種指定、限度額あり）

11-11 1,000 1,000 1,000 企業等
女性の就労環境向上に取り組む事業者に対して女性従業者数に応じ
て最大30万円まで補助。（対象経費の2分の1以内）

132,270 130,215 80,315 49,900 

職業訓練事業補助金

商工会議所事業費補助金

商工会事業費補助金

プレミアム付き商品券発行事業
補助金

住宅リフォーム事業補助金

村上木彫堆朱後継者育成支援
事業補助金

新設企業賃借料補助金

新規雇用促進奨励金

事業所等合併処理浄化槽設置
費補助金

女性就労環境向上事業補助金

地域経済振興課担当分　計
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

12-1 2,272 2,272 2,272 越後村上物産会

越後村上物産会を支援し、市及び岩船郡における物産の振興及び発
展を図ることを目的。補助対象経費は、物産振興のための調査研究、
物産展などのイベントに係る経費、広報宣伝に係る経費を補助。上限
額240万円。ただし、関川村及び粟島浦村からの補助金を控除した
額。

12-2 7,700 7,700 7,700 
公益財団法人
イヨボヤの里開発公社

（公財）イヨボヤの里開発公社の組織運営と事業活動に対して支援し、
観光振興を図ることを目的。公社が行う観光資源開発事業や歴史的
景観の保全事業、事務担当者の人件費を補助。上限額770万円。

12-3 7,000 5,600 5,600 旅行業社
経済波及効果の高いバスツアーに対してツアー人数に応じて５～７万
円を補助。

12-4 24,000 24,000 24,000 村上市観光協会
本市の観光振興によるまちづくりを進めるため、村上市観光協会が実
施する事業に対して補助。

12-5 4,000 4,000 4,000 イベント実行委員会等
観光客の誘致と地域振興を目的として、地域観光資源を活用したイベ
ントの実施に関する経費の一部を補助する。（対象経費の２分の１以内
上限５０万円）

12-6 新規 2,000 2,000 
瀬波温泉旅館協同組
合

関西エリアからの誘客を目的に、新潟空港と瀬波温泉を結ぶタクシー
の運行に係る経費の一部を補助する。

44,972 45,572 45,572 

13-1 50 50 50 共同排水路管理団体
生活環境の向上に寄与するために行う共同排水路施設の改築・修繕
の改修事業に対する補助。補助対象は、工事費が15万円以上のも
の。補助金の額は工事費の３分の１以内、上限額100万円。

13-2 500 300 300 私道管理団体
生活道路として使用されている私道における舗装・側溝の新設事業ま
たは修繕事業に対する補助。補助対象は、工事費が10万円以上のも
の。補助額は、工事費の３分の１以内、上限額100万円。

550 350 350 

越後村上物産会補助金

公益財団法人イヨボヤの里開発
公社補助金

瀬波温泉等宿泊観光バスツ
アー支援事業補助金

観光協会誘客事業補助金

産業支援プルグラム事業
観光イベント事業補助金

新潟空港二次交通確保事業補
助金

観光課担当分　計

共同排水路施設改修事業補助
金

私道整備補助金

建設課担当分　計
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

14-1 570 570 210 138 222 個人

地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止するため、昭和56年
５月31日以前に建築された個人の１戸建て木造住宅の耐震診断を行
う場合に、その費用から１万円を控除した額を補助。床面積に応じた
限度額あり。

14-2 750 750 283 183 284 個人

地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止するため、耐震診断
の判定に基づき、耐震設計や耐震改修工事を行う場合に、その費用
にかかる一部を補助。補助金の額は、設計費用の３分の１、上限額10
万円。工事費の３分の１、上限額65万円。

14-3 3,000 3,000 3,000 

村上市景観条例に定
める認定団体及び村
上市景観計画に定め
る重点地区内の自治
会及び住民等

①景観の形成団体等の育成及び普及啓発に関する活動、②建築物
の外観の変更、③門の設置、④生け垣の設置、⑤茅葺き屋根の葺き
替え及び補修。
①④は経費の３分の１以内で限度額が10万円、②は基準の適用条件
により経費の４分の１以内で限度額が10～80万円、③は経費の４分の
１以内で限度額が10万円、⑤は経費の３分の１以内で限度額が20万
円。※ただし、助成金額が５万円未満の場合は交付しない。

14-4 1,478 5,267 2,633 2,634 

事業区域内に歴史的
風致形成建造物を有
している者や土地や
建造物等を所有する
者又は権利を有する
者及び自治会

①歴史的風致形成建造物である建築物及び工作物の外観の修理・修
景に必要な工事費の内、３分の２以内で補助し、上限額は３４万円/m
（外壁延長）
②昭和20年以前に建てられた建築物及び工作物の外観の修理・修景
に必要な工事費の内、３分の２以内で補助し、上限額は３４万円/m（外
壁延長）

14-5 8,120 3,647 1,824 1,823 

事業区域内に土地や
建造物等を所有する
者又は権利を有する
者及び自治会

①歴史的建造物（築50年以上経過）の外観の修理・修景に必要な工
事費の３分の２以内で補助し、上限額は３４万円/m（外壁延長）
②歴史的建造物以外の建築物等の外観修景に必要な工事費の３分
の２以内で補助し、上限額は２６万円/m（外壁延長）

14-6 新規 8,333 4,166 2,083 2,084 対象建築物の所有者

地震時において不特定多数の者が利用する建築物のうち大規模なも
ので緊急に安全を高めていく必要がある建築物の耐震性の向上を図
るため、対象建築物の所有者が行う耐震改修等に係る費用とし、
50,300/㎡を限度に補助。
①補強設計は、補助対象経費の3分の2以内を限度に補助。
②耐震改修は、補助対象経費の23％以内を限度に補助。

13,918 21,567 9,116 2,404 10,047 

木造住宅耐震診断補助金

木造住宅耐震改修補助金

景観形成助成金

歴史的風致形成建造物保存事
業補助金

建造物外観修景事業補助金

要緊急安全確認大規模建築物
耐震改修等事業費補助金

都市計画課担当分　計
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

15-1 288 352 352 児童・生徒の保護者 遠距離から通学する児童・生徒のバス定期券購入費を補助。

15-2 1,150 1,150 1,150 私立幼稚園
私立幼稚園の園児送迎バス運行経費の６分の１以内を補助。
限度額80万円。

15-3 18,000 17,000 4,765 12,235 私立幼稚園
私立幼稚園が、園児保護者の経済的負担軽減のため所得・就園状況
により保育料等の減免を行った場合に、国が定める額を補助。

15-4 60 30 15 15 児童・生徒の保護者
同和対象地域に居住する児童・生徒の教育振興を図るため、入学支
度金を補助。限度額は、小学生１万２千円、中学生１万８千円。

15-5 6,000 5,000 5,000 
市立中学校ＰＴＡ代表
者

市立中学校の部活動の活性化と、併せて保護者の負担軽減を目的。
対象大会に出場するための負担金、参加費、交通費、輸送費を補助。
宿泊費は、50％以内、１泊につき3,500円を上限。

15-6 1,660 1,400 1,400 
市立中学校ＰＴＡ代表
者

市立中学校生徒の英語への興味と、そのレベルアップのために英語
検定を活用する。４級以上で１人年間１回で、各学校を会場に行われ
る検定料を補助。

15-7 7,000 9,324 9,324 
市内に居住し、市奨学
金を返還している者

村上市奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減すること
によって、市内在住を促し、若者の地元就職の促進及び人材の確保
を図るため、奨学金の返還者に補助金を交付する。
前年度の返還した奨学金の３分の１の額、１０万円を上限とする。

15-8 新規 19,600 19,600 
市内小中学校閉校記
念事業実行委員会

小中学校の統廃合に伴い、閉校となる当該校の閉校記念を目的とし
て開催する事業に補助金を交付する。補助対象経費は、記念誌、記
念品、記念碑、記念式典に関わる経費（食糧費を除く。）及びその他
特に必要と認める経費で補助対象経費総額の７割以内の額、300万円
を上限とする。

34,158 53,856 4,765 15 49,076 

遠距離児童・生徒通学費補助
金

私立幼稚園園児送迎バス運行
経費補助金

私立幼稚園就園奨励費補助金

地域改善対策事業補助金

各種大会出場選手派遣旅費等
補助金

英語検定料補助金

奨学金返還支援補助金

学校閉校記念事業補助金

学校教育課担当分　計
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国 県 市 その他

財源内訳（千円）
Ｎｏ. 補助金名称

Ｈ29予算額
（千円）

Ｈ30予算額
（千円）

交付予定先 補助事業の内容

16-1 500 481 481 地区文化協会

市内の文化団体が実施する文化芸術に関する事業に必要な経費の
一部を補助することにより、自主的な文化芸術活動の促進を図り、地
域に根差した創造的文化芸術の振興と発展を目的。補助対象経費の
３分の１以内を補助。

16-2 675 675 675 
村上市健民少年団、
村上市緑の少年団育
成会

青少年の健全な育成を推進することを目的。地域社会奉仕活動、環
境教育活動、青少年教育活動、指導者養成研修活動の補助対象経
費の３分の１以内を補助。

16-3 563 543 543 
青少年育成市民会議
等

青少年を健全に育成するための、市民会議等が主催及び共催である
事業の補助対象経費の３分の１以内を補助。

16-4 490 490 490 全国大会等出場者
新潟県等の代表としてスポーツ競技会（全国規模以上の大会）に出場
する選手及び代表監督等に対する激励金として補助。
個人５千円、団体（５名以内）２万円、（６名以上）３万円。

16-5 3,900 3,900 3,900 
村上市スポーツ少年
団

スポーツ少年団が行う研修・育成事業、大会・教室事業、表彰事業等
の補助対象経費の３分の１以内。上限額390万円。

16-6 4,592 4,513 4,513 

地区を包括するスポー
ツ団体もしくはバスの
管理を主としたスポー
ツ団体

市の更なるスポーツ振興、次世代を担うジュニアの育成と子育て支援
（スポーツ少年団）、高齢者の健康・体力・生きがいつくりの支援、総合
型地域スポーツクラブの支援のため、事業主体が管理・運行するマイ
クロバスのリース料を補助。

16-7 3,680 3,780 3,780 村上市体育協会
体育協会が行う研修・育成事業、大会・教室事業、表彰事業等の補助
対象経費の３分の１以内。上限額348万円。ただし、姉妹都市交流事
業のみ定額補助。（訪問する年30万円、受け入れる年20万円）

16-8 13,283 12,865 12,865 
総合型地域スポーツク
ラブ

総合型地域スポーツクラブの自立支援等に対する、スポーツ振興くじ
（toto)助成金の補助対象経費の総合型地域スポーツクラブ負担分と
それ以外の市補助対象経費を補助。

16-9 702 795 795 指定文化財所有者等

市内の文化財を保存し文化の向上に資するため、県市指定文化財の
所有者等に対して補助。補助対象事業は指定文化財の保存、修理、
維持管理、伝承、公開、記録作成事業等で、補助金額は300万円を上
限に、補助対象事業費の３分の１以内。

28,385 28,042 28,042 

1,071,932 1,332,731 212,993 55,861 992,309 71,568 

文化芸術事業補助金

青少年健全育成関係団体活動
費補助金

青少年育成市民会議等事業費
補助金

全国大会出場激励金

スポーツ少年団活動費補助金

スポーツ活動支援バス補助金

体育協会活動費補助金

総合型スポーツクラブ支援補助
金

文化財保存事業補助金

生涯学習課担当分　計

合計
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●　前年度との比較

　　４－　４

　　７－１１
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　１２－　６

　１４－　６

　１５－　８

年　度 交付事業数 補助金額

平成29年度（当初予算） 120件  13億668万2千円

平成30年度（当初予算） 125件 13億3273万1千円

比較 　 5件 　　　 　    2,604万9千円

【主な補助金名称】
今年度から新たに交付する補助金と昨年度に終了した補助金は以下のとおりです。

【 新　規 】 【 終　了 】

　地域おこし協力隊起業支援補助金 　民生委員制度創設100周年記念事業補助金

　新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院移転新築事業費補助金 　農業再生協議会等活動支援事業補助金

　地域農業再生協議会活動支援事業補助金 　受給者連盟補助金

　需要に応じた米生産取組支援事業補助金

　新潟米基本戦略実践支援事業補助金

　畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金

　新規漁業就業者支援事業費補助金

　新潟空港二次交通確保事業補助金

　要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業費補助金

　学校閉校記念事業補助金

　右表のとおり、平成29年度と比較して、補助金額で2,604万9千円増加しました。
　これまでも村上市補助金等に関する基本指針及び村上市補助金等交付基準により、制度の
統一化を図ってきていますが、年度ごとの取り組みや新規事業等により変動があるため、今後
とも適正な管理と透明性のある公表に努めていきます。
　主な増減について、下表に一覧としましたので参考にしてください。

【平成２９年度で補助終了】

【問い合わせ】
　　総務課人事管理室　　℡53-2111（内線3120、3121）
※ 各補助金の内容に関することは各担当課へお問い合わせください。
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