
※繰越明許費を含む

令和２年度に実施した主な事業

令和２年度に実施したその他の事業についても、亀山市ホームページで
公開しています。詳しくは、検索してご覧ください。 行政評価　第2次総合計画　亀山市

亀山駅周辺整備事業
6億3,292万円 

都市整備課

令和２年度 つうしんぼ令和２年度 つうしんぼ

市の玄関口である亀山駅周
辺のにぎわいづくりと活性化
に向け、再開発組合により進
められる施設建築物や公共
施設の工事への支援を行う
とともに、周辺道路の整備を
計画的に進めました。

図書館整備事業
8億1,086万円

生涯学習課

亀山駅周辺のにぎわい再生
と読書活動や生涯学習の拠
点としての機能向上を図るた
め、新図書館の整備を進めま
した。また、開館に向けた機
運を高めるため、「図書館
フォーラム」を開催しました。

証明書等コンビニ交付事業
942万円

市民課

マイナンバーカードを利用し
て、住民票の写し・印鑑登録
証明書等を発行できるコン
ビニ交付サービスを実施しま
した。

鈴鹿関跡学術調査事業
265万円

文化スポーツ課

福井県の愛発関、岐阜県の不
破関と並び古代三関の１つで
ある鈴鹿関跡の国史跡指定
に向け、学術調査専門委員会
の指導に基づく学術調査を
継続して行いました。

情報教育推進事業
（小・中学校） 
4億1,814万円 

※繰越明許費を含む

学校教育課

国の「GIGAスクール構想」を
受け、児童・生徒１人１台端末
の整備、市内全小・中学校へ
の高速大容量通信ネットワー
クの整備など、ICTを活用し
た学びの実現を図りました。

はしご自動車の整備
9,567万円 消防総務課

消防力の充実強化を図るた
め、鈴鹿市と共同ではしご自
動車を整備しました。

総合防災マップ作成・
配布事業
1,101万円 防災安全課

各家庭でオリジナルの冊子
を作ることができる総合防災
マップ（日ごろの備え等に活
用できる「わたしの防災マッ
プ」、風水害ハザードマップ、
地震ハザードマップ）を作成
し、配布しました。

井田川小学校
教室増設等事業
2億1,884万円教育総務課

今後、児童数の増加が見込ま
れる井田川小学校の教室不
足や給食室のスペース不足
に対応するため、校舎の増築
工事や給食室の改修を行い
ました。

新型コロナウイルス感染症対策「緊急政策パッケージ」

国の特別定額給付金の支給

迅速かつ的確に家計への支援
を行うための特別定額給付金給
付事業として、一人あたり10万
円を支給しました。

地域福祉課
（特別定額給付金事業）

49億7,226万円

亀山版特別定額給付金の支給

国の特別定額給付金の対象と
ならない出生児を対象とする亀
山版特別定額給付金制度「はぐ
くみ」を創設し、給付金を支給し
ました。

地域福祉課
（特別定額給付金事業）

2,850万円

オンライン学習支援事業

就学援助家庭が小・中学校の休
学期間中もオンライン学習がで
きるよう、インターネット環境整
備として給付金を支給しました。

学校教育課1,583万円

子どもと生活の支援

亀山市事業継続緊急支援事業

売上が減少し、融資による資金繰
りを行っている事業者に対し、事
業継続の後押しをするため、支援
金を支給しました。

産業振興課
（経済支援対策事業）

5,813万円

亀山市プレミアム付商品券事業

経済活動の回復を図るため、消
費喚起を促すとともに、売上げ
が減少した市内事業者の支援を
行うプレミアム付商品券を発行
しました。

産業振興課
（消費喚起対策事業）

1億1,713万円

亀山エール飯チャレンジ事業

飲食店の経営持続や消費者の消
費喚起につなげるため、関係団
体と連携し、テイクアウト商品の
開発・販売を支援しました。

産業振興課
（消費喚起対策事業）

2,568万円

地域経済の支援

インフルエンザ予防接種費用の無償化

新型コロナウイルス感染症とイ
ンフルエンザの同時流行に伴う
医療の混乱と重複感染による重
篤化を防ぐため、高齢者等の予
防接種費用を無償化しました。

長寿健康課
（予防衛生事業）※インフルエンザ予防接種関連のみ

5,642万円

PCR外来検査センターの設置等

市立医療センターにPCR検査用
の検体を採取するための「亀山
地域外来・検査センター」用仮設
ハウスを設置するとともに、医療
機器の購入を行いました。

長寿健康課
※一般会計繰出金

380万円

亀山発熱検査外来の創設

抗原検査も可能とする検査体制
の拡充を図るため、市立医療セン
ターに「亀山発熱検査外来」用仮
設ハウスを増設するとともに、器
機備品の購入を行いました。

長寿健康課
※一般会計繰出金

369万円

感染拡大の防止と医療体制の充実 等

事業費総額

59億
1,094万円

快適さを支える生活基盤の向上
他の分野別事業

交通拠点性を生かした都市活力の向上
■ 亀山７座トレイル整備・活用推進事業
■ リニア中央新幹線整備促進事業

307万円
139万円

子育てと子どもの成長を支える環境の充実
■ 福祉医療費助成事業（子ども）
■ 子育て世代包括支援事業
■ 放課後児童クラブ事業

1億4,622万円
6,410万円

1億8,315万円

市民力・地域力の活性化
■ 市民活動応援事業 754万円

行政経営
■ 個人番号カード交付事業
■ RPA等の導入

3,740万円
242万円

健康で生きがいを持てる暮らしの充実
■ 地域福祉力強化推進事業
■ 地域人材キラリ育成事業
■ かめやま文化年事業
■ 文化会館大規模改修事業
■ 西野公園改修事業（運動施設）
■ 国民体育大会開催事業

1,260万円
1,336万円
888万円
1,554万円
2,285万円
346万円

■ 地籍調査事業
■ 都市づくり戦略推進事業
■ 住宅取得支援事業
■ 西野公園改修事業（公園施設）
■ 空家等対策事業
■ 浸水対策計画策定事業
■ 都市計画道路整備事業（和賀白川線）
■ 狭隘道路後退用地整備事業
■ 地域生活交通再編事業
■ JR加太駅舎改修事業
■ 森林経営管理事業

1,710万円
721万円
558万円
2,895万円
651万円
924万円
2,643万円
980万円

1億1,714万円
357万円
2,151万円
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