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地域への補助金，委託料等の状況

分野 補助金，委託業務等の名称 事業内容 Ｈ29予算額 補助単価
事業に関わる地域の

活動主体
事業に関する活動の

範囲
所管課

1 福祉・健康
民生委員地区活動費/会長活動費補
助金

市内13地区の単位民児協の活動費に対
する補助。

2,720,000
地区民生委員児童委
員協議会

行政区単位 健康福祉政策課

2 福祉・健康 単位老人クラブ補助金
元気な高齢者による自立した生活の継続
及び介護予防への支援

11,499,000 524（会員一人） 単位老人クラブ 老人クラブ単位 長寿社会課

3 福祉・健康
高齢者地域支援事業（介護予防/健康
づくり課分）

地域で，スクエアステップリーダーによるス
クエアステップを実践することにより，住民
主体の通いの場を充実させる。人と人の
つながりを通じて地域づくりを構築すること
により，介護予防を推進する。

3,217,000
スクエアステップリー
ダー

公民館単位 健康づくり課

4 福祉・健康 乳幼児家庭訪問員報償費

生後4か月までの乳児をもつ家庭を訪問
し，子育て情報の提供を行い，子育ての不
安や悩みを聞き取り，適切な支援に結び
つける。

4,385,000 1,000 主任児童委員 小学校区単位 健康づくり課

5 防災・防犯
自転車放置禁止区域の巡回指導，撤
去業務

・平田町駅，白子駅，鈴鹿市駅の自転車
放置禁止区域の巡回指導及び札の貼り付
け後撤去の連絡，積込み補助。
・撤去については現状のシルバー人材セ
ンターが行う。

1,100,000 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
平田町駅
白子駅
鈴鹿市駅

交通防犯課

6 防災・防犯 自転車駐車場整理委託

公共交通機関を利用する市民に対する行
政サービス及び自転車の放置による交通
環境の悪化を未然に防止するために設置
した自転車駐車場の維持管理

1,885,910 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

磯山駅
加佐登，河曲駅
鼓ケ浦駅
柳，三日市駅
長太ノ浦，箕田駅

交通防犯課

7 防災・防犯 自主防災組織活性化事業補助金
・防災資機材等の整備，修繕
・防災に関する啓発活動

3,700,000
1/2

（限度額150,000）

自主防災組織
（市から防災資機材
を提供され設置1年
以上経過しているこ

自主防災組織単位
※99％は自治会と同
じ

防災危機管理課

8 防災・防犯
行事開催委託（防災訓練・避難所運営
マニュアル作成及び訓練）

大規模地震等における避難所の運営，日
頃の訓練，備蓄品等の管理

416,000
地域づくり協議会の
防災部会

避難所単位 防災危機管理課

9 防災・防犯
緊急避難所指定集会所耐震診断事業
補助金

昭和５６年５月３１日以前に建てられた建
物で，緊急避難所に指定された自治会集
会所の耐震診断及び補強計画にかかる
費用の全額を補助

1,000,000 自治会 自治会単位 防災危機管理課

10 防災・防犯
緊急避難所指定集会所耐震補強工事
等補助事業補助金

昭和５６年５月３１日以前に建てられた建
物で緊急避難所に指定された自治会集会
所のうち，耐震診断の結果，総合評点が
1.0未満のものの，総合評点1.0以上とする
耐震補強工事の補強工事にかかる費用
の3/4で上限1000万円。及び，除却工事の
場合は解体にかかる費用の3/4で上限100
万円。

10,000,000 自治会 自治会単位 防災危機管理課

11 防災・防犯
ＬＥＤ型防犯灯設置補助電源工事費補
助

自治会等の自治協力団体が防犯灯を取
付けるための専用ポールを設置する費用
について1箇所あたり工事費の1/2を補助
（限度額25千円）

775,000 自治会 自治会単位 防災危機管理課

12 防災・防犯
新規防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体への防犯用品
提供

・地域における自主的な防犯ボランティア
団体のパトロール
・広域的防犯活動団体等が安全安心活動
・各事業団体が行う防犯活動

93,000

自治会
26地区防犯委員会
鈴鹿地区金融機関防
犯協会
鈴鹿地区職域防犯組
合連合会
自主防犯ボランティア
団体

市内全域 交通防犯課

13 防災・防犯 地下道施設管理委託
地下道のうち15箇所について，通常の状
態の利用ができるよう，自治会等が随時
監視を行う。

180,000 12,000 自治会 自治会単位 道路保全課

14 防災・防犯 消防施設等整備事業費補助金
・地域自らの消火活動
・初期消火用資機材の整備（消防ホース
収納箱）

495,000 限度額：44,000 自治会 自治会単位 消防課

15 子ども 青少年育成町民会議活動補助金 青少年の健全育成のための事業実施 1,386,000 63,000 青少年育成町民会議 小学校区 文化振興課

16 子ども 放課後子ども教室 放課後の子どもの居場所づくり 3,095,000 公民館運営委員会等 文化振興課

17 子ども 土曜体験学習委託 土曜体験学習事業に対する委託料 240,000 公民館運営委員会 公民館単位 文化振興課

18 子ども 放課後児童対策費補助金
・地域内での子育てお助け隊
・放課後の子どもの見守り

281,444,000

社会福祉法人
ＮＰＯ
保護者

行政区単位 子ども政策課

19 子ども コミュニティ・スクール推進事業
保護者や地域住民の学校教育活動への
参画を促進し，地域ぐるみの教育を推進
する。

3,934,000 学校運営協議会
小学校区及び中学
校区

教育支援課

20 地域づくり 地域づくり活動団体設置事業補助金

・地域が主体となって取り組む身近な課題
解決や交流促進に関するサービス事業や
イベント事業
・地域づくり協議会の事務局機能

3,000,000 200,000 地域づくり協議会
地域づくり協議会の
設立範囲

地域協働課

21 地域づくり 地域づくり協議会補助金

・地域が主体となって取り組む身近な課題
解決や交流促進に関するサービス事業や
イベント事業
・地域づくり協議会の事務局機能

2,700,000 300,000 地域づくり協議会
地域づくり協議会の
設立範囲

地域協働課

22 地域づくり 一部一括交付金

・地域が主体となって取り組む身近な課題
解決や交流促進に関するサービス事業や
イベント事業
・地域づくり協議会の事務局機能

1,965,000 393,000 地域づくり協議会
地域づくり協議会の
設立範囲

地域協働課

23 地域づくり 公民館運営委託料

・地域の実状に応じた地域づくり活動拠点
としての公民館運営
・地域での人づくり（生涯学習と人材バン
ク）

10,335,000 ー 公民館運営委員会 公民館区 地域協働課

24 地域づくり 自治会事務委託料

・市及び公共団体からの周知文書等の配
布及び回覧
・有害ゴミ袋の配布
・各種募金への協力
・各種委員等の推薦
・地域の各種要望の取りまとめ・立会い調
査，調整，確認，協議その他苦情処理等

87,092,000 105円×12月 自治会 自治会単位 地域協働課
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分野 補助金，委託業務等の名称 事業内容 Ｈ29予算額 補助単価
事業に関わる地域の

活動主体
事業に関する活動の

範囲
所管課

25 地域づくり 自治会集会所建築等補助金
自治会が自ら行う集会所の建築，購入及
び修繕に要する経費に対しての補助

17,765,000 自治会 自治会単位 地域協働課

26 地域づくり 自治会放送施設設置費補助金

拡声装置による自治会放送施設を設置し
た自治会に対し，その設置に要する経費
の一部を補助することにより，地域住民の
コミュニティ活動の推進を図る。費用の1/2
の助成で上限は10万円。基準日までに完
成したものに対し翌年度補助。

273,000
1/2

（限度額100,000）
自治会 自治会単位 地域協働課

27 地域づくり 自治会長報償金
市の行政事務への協力など先導的かつ総
括的な立場で様々な役務を行っている自
治会長に対する報償金（年2回）

20,150,000
1～50世帯　23,500
50世帯増毎に500

円増
自治会長 自治会単位 地域協働課

28 地域づくり
公民館管理費
（ふれあいセンター管理費は別途あり）

地域の主体的な活動拠点の維持管理 1,300,000 公民館 公民館区 地域協働課

29 地域づくり 自治会等町内掲示板設置費補助金
町内掲示板を設置した自治会等に対し，
設置に要する経費の一部を補助

292,000 自治会 自治会単位 地域協働課

30 地域づくり 森と緑の生涯学習講座
森と緑の生涯学習講座の委託料及び備品
購入

2,380,000 公民館運営委員会 公民館単位 地域協働課

31 地域づくり 人権尊重都市宣言事業
人権尊重都市宣言の主旨に基づき，市民
が主体となって人権が尊重される住みよ
い地域づくりを推進する

415,000
人権尊重まちづくり
推進会議　等

公民館区
行政区

人権政策課

32 地域づくり 在住外国人支援団体活動費補助金
・在住外国人の生活環境を形成するため
の支援事業実施
・多文化共生に関する啓発事業実施

285,000 95,000
国際交流活動推進団
体（日本語教室・学習
支援団体）

団体の活動拠点を中
心とした周辺地域

市民対話課

33 文化
記念館・資料館等管理運営事業（前川
定五郎資料室の管理運営委託）

資料室管理運営 30,340
地域づくり協議会内
の顕彰事業委員会

牧田地区 文化財課

34 文化
記念館・資料館等管理運営事業（稲生
民俗資料館の管理運営委託）

資料館管理運営 1,831,460
稲生民俗資料館運営
委員会

稲生地区 文化財課

35 文化
記念館・資料館等管理運営事業（庄野
宿資料館の管理運営委託）

資料館管理運営 1,748,841
庄野資料館運営委員
会

庄野地区 文化財課

36 文化 文化財保護管理補助金 文化財の保護と活用の推進 570,000

自治会
寺社
各保存会等
個人

自治会
寺社
各保存会等
個人

文化財課

37 スポーツ 地区体育振興団体運営費補助金 スポーツ振興の推進 660,000 30,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

38 スポーツ
地区体育振興行事開催費補助金
（地区体育祭）

スポーツ振興の推進 510,000 30,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

39 スポーツ
地区体育振興行事開催費補助金
（地区体育祭以外）

スポーツ振興の推進 490,000 7,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

40 スポーツ
鈴鹿いきいきスポーツデー開催費補
助金

生涯スポーツの進展の寄与並びに住民相
互の親睦及び交流の活性化

460,000 20,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

41 スポーツ
鈴鹿市地区スポーツ教室　運営委託
料

市民の体力向上と健康増進を図り，気軽
に日頃から継続してできるスポーツの基礎
的な知識や技能の修得

160,000 40,000
地区スポーツ教室
運営委員会

小学校区
行政区

スポーツ課

42 スポーツ スポーツ推進委員年額報償

スポーツ基本法に規定されているスポー
ツ推進委員を鈴鹿市スポーツ推進委員に
関する規則に基づき委嘱し，年額報償を
支払っている。報償額は24,000円/年。

1,560,000 スポーツ推進委員 行政区単位 スポーツ課

43 スポーツ 地区体育振興活動報償

区体育振興活動（地区体育祭，体育祭以
外の地区行事等）に参画したスポーツ推
進委員に対して，活動報償を支払ってい
る。報償額は1,000円/回。

160,000 スポーツ推進委員 行政区単位 スポーツ課

44 環境 獣害被害対策モデル地区事業補助金
・地域自らの被害防止活動，啓発活動
・防護柵等の整備

210,000 自治会 自治会単位 農林水産課

45 環境
除草業務委託料（きれいなまちの草刈
りサポート制度事業）

まちを美しくすることを目的に，市が管理
する道路の草刈り（面積500㎥以上）を実
施する自治会等に対し委託契約を結んで
いる。委託料は㎡当たり10円もしくは12
円。年3回分までを支払い。

2,736,000
委託料は㎡当たり
10円もしくは12円。

自治会，老人会等
自治会単位
その他

道路保全課

46 環境 除草業務委託料（河川）

まちを美しくすることを目的に，市が管理
する河川の草刈り（年間通算面積5000㎥
以上）を実施する自治会等と委託契約を
結んでいる。委託料は除草委託金額早見
表より算定。年3回分までを支払い。

1,074,000 自治会，各種組合
自治会単位
その他

河川雨水対策課

47 環境 駅周辺施設管理費
駅周辺施設（ＪＲ河曲駅前公衆トイレ，近
鉄白子駅東口さわやかトイレ）の清掃等管
理により，施設の利便性向上

642,829 自治会 自治会単位 都市計画課

48 環境 公園除草等委託料
街区公園の除草，清掃，低木の剪定，トイ
レ清掃（トイレがある公園）

8,000,000 自治会 自治会 市街地整備課

49 環境 廃棄物減量等推進員手当 資源ごみ分別の取組 1,800,000 30,000 自治会 自治会単位 廃棄物対策課

50 環境 廃棄物減量等推進員委託料 資源ごみ分別の取組 21,300,000 30,000 自治会 自治会単位 廃棄物対策課

51 環境 廃棄物減量等推進員活動推進費 資源ごみ分別の取組 2,310,000 3,000 自治会 自治会単位 廃棄物対策課

52 環境 農業委員会地区委員会運営業務委託
鈴鹿市農業委員会の運営を円滑にするた
め，農地法等の利用関係の調整や耕作放
棄地解消活動等に関する事務委託料

9,706,000 地区農業委員会
地区農業委員会単
位

農業委員会

53 環境 美化ボランティア
鈴鹿フラワーパーク・鈴鹿川河川緑地・深
谷公園の3公園について除草委託

1,600,000 登録ボランティア団体 市街地整備課

54 環境 美化ボランティア
花壇への花植えの材料支給・清掃時のゴ
ミ袋支給

240,000 登録ボランティア団体 市街地整備課

55 環境 汲川原水源外草刈清掃業務委託 水道施設の草刈業務 450,000 老人クラブ 水道施設課

56 環境 高塚配水池草刈清掃業務委託 水道施設の草刈業務 177,000 老人クラブ 水道施設課

57 環境
大久保第１配水池外草刈清掃業務委
託

水道施設の草刈業務 312,000 老人クラブ 水道施設課
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所管課

1 福祉・健康
民生委員地区活動費/会長活動費補
助金

市内13地区の単位民児協の活動費に対
する補助。

2,720,000
地区民生委員児童委
員協議会

行政区単位 健康福祉政策課

2 福祉・健康 単位老人クラブ補助金
元気な高齢者による自立した生活の継続
及び介護予防への支援

11,499,000 524（会員一人） 単位老人クラブ 老人クラブ単位 長寿社会課

3 福祉・健康
高齢者地域支援事業（介護予防/健康
づくり課分）

地域で，スクエアステップリーダーによるス
クエアステップを実践することにより，住民
主体の通いの場を充実させる。人と人の
つながりを通じて地域づくりを構築すること
により，介護予防を推進する。

3,217,000
スクエアステップリー
ダー

公民館単位 健康づくり課

4 福祉・健康 乳幼児家庭訪問員報償費

生後4か月までの乳児をもつ家庭を訪問
し，子育て情報の提供を行い，子育ての不
安や悩みを聞き取り，適切な支援に結び
つける。

4,385,000 1,000 主任児童委員 小学校区単位 健康づくり課

5 防災・防犯
自転車放置禁止区域の巡回指導，撤
去業務

・平田町駅，白子駅，鈴鹿市駅の自転車
放置禁止区域の巡回指導及び札の貼り付
け後撤去の連絡，積込み補助。
・撤去については現状のシルバー人材セ
ンターが行う。

1,100,000 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
平田町駅
白子駅
鈴鹿市駅

交通防犯課

6 防災・防犯 自転車駐車場整理委託

公共交通機関を利用する市民に対する行
政サービス及び自転車の放置による交通
環境の悪化を未然に防止するために設置
した自転車駐車場の維持管理

1,885,910 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

磯山駅
加佐登，河曲駅
鼓ケ浦駅
柳，三日市駅
長太ノ浦，箕田駅

交通防犯課

7 防災・防犯 自主防災組織活性化事業補助金
・防災資機材等の整備，修繕
・防災に関する啓発活動

3,700,000
1/2

（限度額150,000）

自主防災組織
（市から防災資機材
を提供され設置1年
以上経過しているこ

自主防災組織単位
※99％は自治会と同
じ

防災危機管理課

8 防災・防犯
行事開催委託（防災訓練・避難所運営
マニュアル作成及び訓練）

大規模地震等における避難所の運営，日
頃の訓練，備蓄品等の管理

416,000
地域づくり協議会の
防災部会

避難所単位 防災危機管理課

9 防災・防犯
緊急避難所指定集会所耐震診断事業
補助金

昭和５６年５月３１日以前に建てられた建
物で，緊急避難所に指定された自治会集
会所の耐震診断及び補強計画にかかる
費用の全額を補助

1,000,000 自治会 自治会単位 防災危機管理課

10 防災・防犯
緊急避難所指定集会所耐震補強工事
等補助事業補助金

昭和５６年５月３１日以前に建てられた建
物で緊急避難所に指定された自治会集会
所のうち，耐震診断の結果，総合評点が
1.0未満のものの，総合評点1.0以上とする
耐震補強工事の補強工事にかかる費用
の3/4で上限1000万円。及び，除却工事の
場合は解体にかかる費用の3/4で上限100
万円。

10,000,000 自治会 自治会単位 防災危機管理課

11 防災・防犯
ＬＥＤ型防犯灯設置補助電源工事費補
助

自治会等の自治協力団体が防犯灯を取
付けるための専用ポールを設置する費用
について1箇所あたり工事費の1/2を補助
（限度額25千円）

775,000 自治会 自治会単位 防災危機管理課

12 防災・防犯
新規防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体への防犯用品
提供

・地域における自主的な防犯ボランティア
団体のパトロール
・広域的防犯活動団体等が安全安心活動
・各事業団体が行う防犯活動

93,000

自治会
26地区防犯委員会
鈴鹿地区金融機関防
犯協会
鈴鹿地区職域防犯組
合連合会
自主防犯ボランティア
団体

市内全域 交通防犯課

13 防災・防犯 地下道施設管理委託
地下道のうち15箇所について，通常の状
態の利用ができるよう，自治会等が随時
監視を行う。

180,000 12,000 自治会 自治会単位 道路保全課

14 防災・防犯 消防施設等整備事業費補助金
・地域自らの消火活動
・初期消火用資機材の整備（消防ホース
収納箱）

495,000 限度額：44,000 自治会 自治会単位 消防課

15 子ども 青少年育成町民会議活動補助金 青少年の健全育成のための事業実施 1,386,000 63,000 青少年育成町民会議 小学校区 文化振興課

16 子ども 放課後子ども教室 放課後の子どもの居場所づくり 3,095,000 公民館運営委員会等 文化振興課

17 子ども 土曜体験学習委託 土曜体験学習事業に対する委託料 240,000 公民館運営委員会 公民館単位 文化振興課

18 子ども 放課後児童対策費補助金
・地域内での子育てお助け隊
・放課後の子どもの見守り

281,444,000

社会福祉法人
ＮＰＯ
保護者

行政区単位 子ども政策課

19 子ども コミュニティ・スクール推進事業
保護者や地域住民の学校教育活動への
参画を促進し，地域ぐるみの教育を推進
する。

3,934,000 学校運営協議会
小学校区及び中学
校区

教育支援課

20 地域づくり 地域づくり活動団体設置事業補助金

・地域が主体となって取り組む身近な課題
解決や交流促進に関するサービス事業や
イベント事業
・地域づくり協議会の事務局機能

3,000,000 200,000 地域づくり協議会
地域づくり協議会の
設立範囲

地域協働課

21 地域づくり 地域づくり協議会補助金

・地域が主体となって取り組む身近な課題
解決や交流促進に関するサービス事業や
イベント事業
・地域づくり協議会の事務局機能

2,700,000 300,000 地域づくり協議会
地域づくり協議会の
設立範囲

地域協働課

22 地域づくり 一部一括交付金

・地域が主体となって取り組む身近な課題
解決や交流促進に関するサービス事業や
イベント事業
・地域づくり協議会の事務局機能

1,965,000 393,000 地域づくり協議会
地域づくり協議会の
設立範囲

地域協働課

23 地域づくり 公民館運営委託料

・地域の実状に応じた地域づくり活動拠点
としての公民館運営
・地域での人づくり（生涯学習と人材バン
ク）

10,335,000 ー 公民館運営委員会 公民館区 地域協働課

24 地域づくり 自治会事務委託料

・市及び公共団体からの周知文書等の配
布及び回覧
・有害ゴミ袋の配布
・各種募金への協力
・各種委員等の推薦
・地域の各種要望の取りまとめ・立会い調
査，調整，確認，協議その他苦情処理等

87,092,000 105円×12月 自治会 自治会単位 地域協働課
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分野 補助金，委託業務等の名称 事業内容 Ｈ29予算額 補助単価
事業に関わる地域の

活動主体
事業に関する活動の

範囲
所管課

25 地域づくり 自治会集会所建築等補助金
自治会が自ら行う集会所の建築，購入及
び修繕に要する経費に対しての補助

17,765,000 自治会 自治会単位 地域協働課

26 地域づくり 自治会放送施設設置費補助金

拡声装置による自治会放送施設を設置し
た自治会に対し，その設置に要する経費
の一部を補助することにより，地域住民の
コミュニティ活動の推進を図る。費用の1/2
の助成で上限は10万円。基準日までに完
成したものに対し翌年度補助。

273,000
1/2

（限度額100,000）
自治会 自治会単位 地域協働課

27 地域づくり 自治会長報償金
市の行政事務への協力など先導的かつ総
括的な立場で様々な役務を行っている自
治会長に対する報償金（年2回）

20,150,000
1～50世帯　23,500
50世帯増毎に500

円増
自治会長 自治会単位 地域協働課

28 地域づくり
公民館管理費
（ふれあいセンター管理費は別途あり）

地域の主体的な活動拠点の維持管理 1,300,000 公民館 公民館区 地域協働課

29 地域づくり 自治会等町内掲示板設置費補助金
町内掲示板を設置した自治会等に対し，
設置に要する経費の一部を補助

292,000 自治会 自治会単位 地域協働課

30 地域づくり 森と緑の生涯学習講座
森と緑の生涯学習講座の委託料及び備品
購入

2,380,000 公民館運営委員会 公民館単位 地域協働課

31 地域づくり 人権尊重都市宣言事業
人権尊重都市宣言の主旨に基づき，市民
が主体となって人権が尊重される住みよ
い地域づくりを推進する

415,000
人権尊重まちづくり
推進会議　等

公民館区
行政区

人権政策課

32 地域づくり 在住外国人支援団体活動費補助金
・在住外国人の生活環境を形成するため
の支援事業実施
・多文化共生に関する啓発事業実施

285,000 95,000
国際交流活動推進団
体（日本語教室・学習
支援団体）

団体の活動拠点を中
心とした周辺地域

市民対話課

33 文化
記念館・資料館等管理運営事業（前川
定五郎資料室の管理運営委託）

資料室管理運営 30,340
地域づくり協議会内
の顕彰事業委員会

牧田地区 文化財課

34 文化
記念館・資料館等管理運営事業（稲生
民俗資料館の管理運営委託）

資料館管理運営 1,831,460
稲生民俗資料館運営
委員会

稲生地区 文化財課

35 文化
記念館・資料館等管理運営事業（庄野
宿資料館の管理運営委託）

資料館管理運営 1,748,841
庄野資料館運営委員
会

庄野地区 文化財課

36 文化 文化財保護管理補助金 文化財の保護と活用の推進 570,000

自治会
寺社
各保存会等
個人

自治会
寺社
各保存会等
個人

文化財課

37 スポーツ 地区体育振興団体運営費補助金 スポーツ振興の推進 660,000 30,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

38 スポーツ
地区体育振興行事開催費補助金
（地区体育祭）

スポーツ振興の推進 510,000 30,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

39 スポーツ
地区体育振興行事開催費補助金
（地区体育祭以外）

スポーツ振興の推進 490,000 7,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

40 スポーツ
鈴鹿いきいきスポーツデー開催費補
助金

生涯スポーツの進展の寄与並びに住民相
互の親睦及び交流の活性化

460,000 20,000
・地区体育振興会
・スポーツ推進委員

小学校区
行政区

スポーツ課

41 スポーツ
鈴鹿市地区スポーツ教室　運営委託
料

市民の体力向上と健康増進を図り，気軽
に日頃から継続してできるスポーツの基礎
的な知識や技能の修得

160,000 40,000
地区スポーツ教室
運営委員会

小学校区
行政区

スポーツ課

42 スポーツ スポーツ推進委員年額報償

スポーツ基本法に規定されているスポー
ツ推進委員を鈴鹿市スポーツ推進委員に
関する規則に基づき委嘱し，年額報償を
支払っている。報償額は24,000円/年。

1,560,000 スポーツ推進委員 行政区単位 スポーツ課

43 スポーツ 地区体育振興活動報償

区体育振興活動（地区体育祭，体育祭以
外の地区行事等）に参画したスポーツ推
進委員に対して，活動報償を支払ってい
る。報償額は1,000円/回。

160,000 スポーツ推進委員 行政区単位 スポーツ課

44 環境 獣害被害対策モデル地区事業補助金
・地域自らの被害防止活動，啓発活動
・防護柵等の整備

210,000 自治会 自治会単位 農林水産課

45 環境
除草業務委託料（きれいなまちの草刈
りサポート制度事業）

まちを美しくすることを目的に，市が管理
する道路の草刈り（面積500㎥以上）を実
施する自治会等に対し委託契約を結んで
いる。委託料は㎡当たり10円もしくは12
円。年3回分までを支払い。

2,736,000
委託料は㎡当たり
10円もしくは12円。

自治会，老人会等
自治会単位
その他

道路保全課

46 環境 除草業務委託料（河川）

まちを美しくすることを目的に，市が管理
する河川の草刈り（年間通算面積5000㎥
以上）を実施する自治会等と委託契約を
結んでいる。委託料は除草委託金額早見
表より算定。年3回分までを支払い。

1,074,000 自治会，各種組合
自治会単位
その他

河川雨水対策課

47 環境 駅周辺施設管理費
駅周辺施設（ＪＲ河曲駅前公衆トイレ，近
鉄白子駅東口さわやかトイレ）の清掃等管
理により，施設の利便性向上

642,829 自治会 自治会単位 都市計画課

48 環境 公園除草等委託料
街区公園の除草，清掃，低木の剪定，トイ
レ清掃（トイレがある公園）

8,000,000 自治会 自治会 市街地整備課

49 環境 廃棄物減量等推進員手当 資源ごみ分別の取組 1,800,000 30,000 自治会 自治会単位 廃棄物対策課

50 環境 廃棄物減量等推進員委託料 資源ごみ分別の取組 21,300,000 30,000 自治会 自治会単位 廃棄物対策課

51 環境 廃棄物減量等推進員活動推進費 資源ごみ分別の取組 2,310,000 3,000 自治会 自治会単位 廃棄物対策課

52 環境 農業委員会地区委員会運営業務委託
鈴鹿市農業委員会の運営を円滑にするた
め，農地法等の利用関係の調整や耕作放
棄地解消活動等に関する事務委託料

9,706,000 地区農業委員会
地区農業委員会単
位

農業委員会

53 環境 美化ボランティア
鈴鹿フラワーパーク・鈴鹿川河川緑地・深
谷公園の3公園について除草委託

1,600,000 登録ボランティア団体 市街地整備課

54 環境 美化ボランティア
花壇への花植えの材料支給・清掃時のゴ
ミ袋支給

240,000 登録ボランティア団体 市街地整備課

55 環境 汲川原水源外草刈清掃業務委託 水道施設の草刈業務 450,000 老人クラブ 水道施設課

56 環境 高塚配水池草刈清掃業務委託 水道施設の草刈業務 177,000 老人クラブ 水道施設課

57 環境
大久保第１配水池外草刈清掃業務委
託

水道施設の草刈業務 312,000 老人クラブ 水道施設課
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