
印は「亀山市政 今年の10選」

行政手続きにおける押印を廃止
亀山市成人式の開催
亀山市Ｂ＆Ｇ海洋センターが10年連続「特Ａ評
価」を受賞
リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会
において、県内駅位置候補を亀山市とすること
が決定
かめやま文化年プロジェクト「かめやま街あか
り」文化会館イルミネーション（～２月28日）
の開催

1日
10日
22日

29日

30日

亀山市と鈴鹿市によるはしご自動車の共同運
用を開始
櫻井市政　４期目スタート
新型コロナウイルスワクチン接種推進本部およ
び新型コロナウイルスワクチン接種室を設置
新型コロナウイルス感染症対策「緊急政策パッ
ケージ【第７弾】」を発表
（以後、総合対策パッケージ【第８弾】まで発表）
ウエイトリフティング練習場落成式を開催
事業継続緊急支援金の申請受付を開始

3日

6日
8日

8日

13日
16日

関西本線（亀山駅―加茂駅間）でICOCA利用
が開始
（医）主体会小山田記念温泉病院と「子育て支
援の連携・協力に関する協定」を締結
鈴鹿関跡の一部が国史跡に指定
医療従事者への新型コロナウイルスワクチン
接種を開始

13日

25日

26日
30日

亀山第１・第２地域包括支援センターおよび
亀山市基幹型地域包括支援センターを開設
コミュニティバスで交通系ICカードと定期券
等を導入
GIGAスクール構想による１人１台のタブ
レット端末の運用を市内小・中学校で開始
東京2020オリンピック聖火ランナーが関宿
をリレー

1日

1日

6日

7日

高齢者への新型コロナウイルスワクチン接
種を開始
亀山市歴史的風致維持向上計画（第２期）が
認定

17日

19日

第２次亀山市環境基本計画を策定
亀山ライオンズクラブ・津ライオンズクラブ・
津中央ライオンズクラブ・久居ライオンズク
ラブ・津西ライオンズクラブと「災害時にお
ける支援協力に関する協定」を締結
第68回東海高等学校総合体育大会登山競
技が開催
鈴鹿・亀山地域親水団体連携体が令和３年
度地域環境保全功労者表彰（環境大臣表
彰）を受賞

1日
17日

18日

22日

亀山市犯罪被害者等支援条例を施行
（一社）三重県公認心理師会と「犯罪被害者
等支援における連携・協力に関する協定」を
締結
小規模事業者等感染防止対策費用助成の申
請受付を開始
三重とこわか国体炬火採火式を開催
亀博自由研究のひろば「亀山
の山々が生んだ世界的登山家 
尾崎隆」（～９月５日）の開催
一般県道亀山停車場石水渓線
耐震対策工事が完成

1日
1日

1日

17日
17日

26日

NHK全国合唱コンクール三重県コンクール
で亀山西小学校が金賞を受賞
亀山ブランドを初認定
三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止
が決定

4日

24日
26日

市立医療センターが三重大学医学部附属病
院と医療連携協定を締結
認知症等高齢者等個人賠償責任保険事業を
開始
不登校児童生徒の支援拠点「フリースペース
かめっこ」を開設
亀山市出身の一見勝之氏が三重県知事に初
当選
市立医療センターで抗体カクテル療法を開始
PCR検査キット配布の受付を開始
亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再
開発事業タウンネーム（愛称）が「Kit to  
terrace（キット テラス）」に決定
明治安田生命保険（相）と「健康増進に関する
連携協定」を締結

1日

1日

1日

12日

16日
24日
27日

29日

歴史博物館 第37回企画展 
国史跡指定記念「鈴鹿関 
―奈良時代の国家戦略―」
（～12月12日）の開催
リニア中央新幹線建設促進
三重県期成同盟会令和３年度臨時総会
において県内駅候補地案を提案
第55回三重県人権・同和教育研究大会
（鈴鹿・亀山大会）を開催

2日

7日

16日

鈴鹿亀山消費生活センターが移転
（株）スズカ未来と立地協定を締結
第74回全日本合唱コンクール全国大会
小学校部門で川崎小学校５・６年生が銅
賞を受賞
いこか連携イベント（鉄道遺産群を巡る
ウォーキング）を初開催
いこか連携イベント（三国岳トレイル）を初
開催
亀山市ワーク・ライフ・バランス推進賞表
彰式を開催
第81回全日本ウエイトリフティング選手
権大会男子96キロ級で市職員山門正宜
が大会新記録で優勝
ジェイアール名古屋タカシマヤで開催の
「ニッポンいいもの展2021」（～30日）に
亀山ブランドが出展

1日
2日
6日

6日

7日

18日

22日

25日

第17回ヒューマンフェスタin亀山の開催
三重テラスで「亀山ブランド×亀山ショー
トフィルム」（～6日）を開催
亀山エールチケットの販売を開始
亀山市文化芸術基本条例を制定

4日
5日

15日
21日
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