三重県の県政情報をお届けします

持続可能な社会をめざして
持続可能な
社会をめざして

進めています！
三重の SDGs
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◎毎月１日 発行

◎毎月第１日曜日
新聞折込

貧困や経済成長、気候変動など、世界規模の課題に対し、

SDGs（ エス・ディー・ジーズ）
とは、S ustainable

すべての国が協力しあうため、2015 年の国連サミットで採択

「 持続可能な
D evelopment G oal s の略称で、

された「SDGs」。県でも「三重県らしい、多様で、包容力

開発目標」と訳されます。豊かさを追求しながら

ある持続可能な社会」の実現に向け、さまざまな角度から

三重県（公式）
Twitterも
フォローしてね！

地球環境を守るため、
2030年までに達成をめざす
世界共通の目標です。17 のゴール（ めざす姿 ）と

SDGs に取り組んでいます。

ゴールを達成するための169 のターゲット
（具体

今号は、県の取り組みの一部をお伝えします。

的な達成基準）が掲げられています。
©PSP/T-e

三重県応援キャラクター

注目
情報

関するデータを収集するため、無作為に抽出した１万人を対象

問い合わせ先

戦略企画部 企画課 ☎ 059・224・2025

第 3 日曜 18 時 45 分～
再放送 翌月曜～金曜 ８時～（第２チャンネル）
※祝日を除く

三重県の
人口・世帯数

人 口／ 1,756,601 人

73.1％
67.3％
61.0％

30 歳代
18 歳～20 歳代

を プレゼント！

50.6％

当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。個人
情報は賞品の発送に関する目的以外には使用いたしません。

応募締切 令和４年1 月 31日
（月）到着分まで

年代が下がるほど
関心が低い！

応募方法 ハガキ、
メール、みえのいいとこ！
動画公開ページの概要欄からご応募ください。

27.3％差

※ご応募はおひとり様 1 通まで

記入項目 住所、
名前、電話番号、県政だよりの
入手先、
クイズの答え、
県政だよりの感想をご記入
ください。

第 10 回「みえ県民意識調査」より抜粋

059・224・2069

〒514-8570（住所不要） 三重県広聴広報課
「県政だより1 月号プレゼントクイズ」係
koho@pref.mie.lg.jp

kikakuk@pref.mie.lg.jp

よしお兄さんの“もっと”パパにみえてきましたね
パパにみえてきましたね
( 報道情報ワイド番組「チャント！」内 )

水曜 16 時 40 分ごろ～

いろいろな
「県政だより みえ」
を
発信しています！
世帯数／ 742,921 世帯 （令和 3 年 10 月 1 日現在）
（男性：857,216 人 女性：899,385 人）

鳥羽マルシェお土産詰め合わせ

県ホームページ

FM 三重

県政だより みえ

75.9％

50 歳代

検索

CBCテレビ

三重テレビ

県のテレビ
ラジオ番組

60 歳代
40 歳代

フォンなどからインターネット回答もできます。皆さんのご意見
みえ意識

正解者の中から抽選で 5 人に

77.9％

70 歳以上

票に記載されている ID・パスワードを利用することで、スマート

します。

！
Q 進めています
三重の●
？

●地球温暖化問題に関心があると回答した割合（年代比較）

には調査票を１月中旬ごろから送付し、回答を依頼します。調査

を県政運営に取り入れる大切な調査ですので、ご協力をお願い

「？」に当てはまる文字を答えてください。

例えばこのような調査をしています！

に、第 11 回「みえ県民意識調査」を実施します。対象の方

三重県からのお知らせ

月曜～金曜 7 時 43 分～ 金曜 18 時 25 分～
テンミニッツ

聴いとこ！ 知っとこ！ 10min みえ！
火曜 18 時 22 分～

県政だより みえ

すけ

プレゼントクイズ

第11回
「みえ県民意識調査」にご協力をお願いします

県では、県民の皆さんの意識や社会・環境の状況などに

うさ

兎の助

検索

「電子ブック版」
「PDF 版」
「声の三重県だより」

スマホアプリ

マイ広報紙

S DG s は世界共通の目標

15.2％

居住者が不在となった後、適正に管理されないまま放置されている「空き家」が増加し、
大きな社会問題となっています。平成 30 年の総務省の調査によると、三重県の住宅総数に

平成 30 年総務省
「住宅・土地統計調査」
より

占める空き家率は 15.2％で、過去最高の値となった全国の空き家率 13.6％を上回る結果
になっています。県では、市町と連携しながら、空き家の適正管理に取り組んでいます。

空き家を放置すると、地域の防災・防犯・衛生・景観
などに悪影響を及ぼします！！
雑草や樹木が茂り、
害虫が発生したり、

台風や地震で倒壊すると、
道路をふさいだり、隣接住宅

樹木が隣接地に
はみ出したりする

を破損させたりする

三重県 SDGs 未来都市モデル事業

若者チームでは、脱炭素社会の

～若者とめざすミッションゼロ 2050 ～

実現やSDGsの達成に向けて何が
できるのか、また、何が必要なのか

県は、令和２年に内閣府から「SDGs 未来都市」に選定されました。これを

などについて、学生へのアンケート

受け、
産学官が連携して「ミッションゼロ 2050 みえ 推進チーム」を立ち上げ、

調査や議論を通して導き出してい

脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの利用促進、脱炭素経営の促進、

ます。若者から発信することで、

COOL CHOICE の推進の３つのテーマについて重点的に取り組み

大きな輪につなげていきたいと思

を推進しています。

います。

また、この推進チームには、学生などの若い世代の皆さんにも

空き家の活用・解体による

「ミッションゼロ 2050 みえ 若者チーム」として参画いただき、

税制上の優遇があります！

若者目線の提案や、啓発活動などに

「ミッションゼロ 2050 みえ

協力いただいています。

三重県 SDGｓ 未来都市

亡くなられた方が居住して
いた家屋※とその敷地

経済

検索

若者チーム」

小西 凌さん

社会

※昭和 56 年５月 31 日以前に建築された家屋に限ります。

相続
す

動物が棲 みつき、

空き家

悪臭の原因になる

出典：ストックホルム・
レジリエンス・センター

環境

三重県 SDGs 推進窓口（公民連携窓口）
を開設しています！

ぜひ、ご参加ください！

三重県 SDGs
推進パートナー登録制度
県内における企業や団体などの SDGs の達成に

強風で空き家の
一部が飛ばされ、

耐震リフォーム

ごみを

不法投棄
されてしまう

通行人にけがを
させることもある

放火など犯罪の
現場になり得る

※空き家が原因で、けが人などが出た場合、所有者などが賠償責任を負う可能性があります。

こうなる前に、空き家を活用または解体しましょう。
修繕・
リフォーム

賃貸・売却

市町の
空き家バンクへ
登録

解体・
更地にする

取り壊し・更地

（耐震性がある場合は不要）

空き家の
管理を専門業者
に依頼

問い合わせ先

県土整備部 住宅政策課

☎ 059・224・2720

059・224・3147

譲渡

譲渡

空き家または土地の相続人の譲渡所得から

おはらい町（伊勢市）

この法律において、空き家の適正な管理は「所
有者・管理者の責務」とされています。また、
管理が不十分な所有者などには「改善の勧告」
が出され、その場合、固定資産税の減額などの
優遇措置がなくなります。

● 県ホームページなどで紹介します。

三重県産品の消費拡大

●「三重県 SDGs 推進パートナー」登録証を交付します。

●三重の地物商品販売を拡大

三重県民の森（菰野町）

身近なことから始めよう！

問い合わせ先

三重の冬の魅力をシェアしよう！

Instagram でハッシュタグ「#visitmie」を付けて、
三重県の冬の魅力が詰まった写真や動画を投稿して
ください。キャンペーンについて、詳しくは
ホームページから。 visitmie.jp
検索

雇用経済部 観光局 海外誘客課
☎ 059・224・2847
059・224・2801
inbound@pref.mie.lg.jp
問い合わせ先
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県政だより みえ

鬼ヶ城（熊野市）

令和 4 年 1 月号

御在所岳（菰野町）

いなべ市農業公園（いなべ市）

●食生活と健康を通じた取り
組みの連携強化
●マイレージ事業の活性化

SDGs の達成には、行政や企業などだけでなく、県民の皆さん一人ひとりの行動が必要です。
日常生活のなかで、今日から始められる取り組みを紹介します。

環境に配慮した製品や
サービスを使う

あおさ養殖場（南伊勢町）

※掲載写真は「令和 2 年度冬季受賞作品」です。

赤目忍者修行（名張市）

健康づくりに取り組む県民の増加

関係するゴール

● 登録企業間での連携・協働の可能性が広がります。

jutaku@pref.mie.lg.jp

イ ン ス タ グ ラ ム

清五郎滝（紀北町）

三重とこわか
健康マイレージ事業

●売上の一部を県に寄附

を使用できます。

モノを買うときやサービスを利用する
ときは、マイバッグやマイボトルなど
の繰り返し使える製品や、他の人とシェア

冬の投稿キャンペーン実施中

おちょぼ岩（尾鷲市）

三重県

「三重県ありがとう」
キャンペーン

空家等対策の推進に関する特別措置法

#visitmie
海山道神社（四日市市）

マックスバリュ東海

● 名刺やホームページなどに、オリジナル登録マーク

※相続日から起算して 3 年を経過する日の属する年の年末
までに譲渡した場合が対象。また、特例の適用期限は、令和
5 年 12 月 31 日です。

Mie Photograph 三重を写真で紹介！

尾高観音（菰野町）

マックスバリュ東海（株）と県の連 携

＜登録のメリット＞

関係するゴール

鈴鹿の森庭園（鈴鹿市）

具体的な事例

県内に事業所などを置く法人、団体または個人事業主など

を利用すると、環境への
負荷が抑えられます。

御在所ロープウエイ（菰野町）

取り組みを具体化していく窓口を設けています。

＜登録の対象＞

3,000 万円特別控除

実績事例
はこちら

などのご提案をお伺いし、庁内の担当部局とマッチングして、

ことで、持続可能な社会の実現につなげていくこと

できる商品・サービスなど

笠松河津桜ロード（松阪市）

詳しくは
こちら

を目的とした制度です。

（平成27年施行）

一 部の市 町 では、空き家についての相 談 会を開 催しているほか、空き家の活用や解 体などに
要する経費の一部を補助する制度を設けています。各市町の窓口については、県ホームページ
で確認できますので、各市町でどのような支援制度がある
三重県 空き家対策
検索
のか、調べてみてください。

向けた取り組みを「 見える化 」し、県が後押しする

県とともに、社会貢献活動を行っていただける企業や団体

！
Pickup

自転車や徒歩で移動する

地元で買い物をする

移動手段を自転車や徒歩に変更するこ
とで、二酸化炭素の排出量を削減でき
ます。また、体を動かすことで健康にも
つながります。無理のない

地域の商店など、地元で買い物をすること

範囲で、意識して移動手段
を変えてみましょう。

●令和 3 年 10 月号
健康で豊かな暮らしにつながる
「木づかい」
●令和 3 年 11 月号
オール三重で取り組もう！
地球温暖化対策
●令和 3 年 12 月号
できることから始めよう！
資源循環

関係するゴール

戦略企画部 企画課

☎ 059・224・2025

059・224・2069

kikakuk@pref.mie.lg.jp

環境生活部 地球温暖化対策課

☎ 059・224・2368

059・229・1016

earth@pref.mie.lg.jp

お知らせ

など

イベント

１月10日は「110 番の日」

110 番は事件・事故などの緊急通報専用の電話です。
お急ぎでない相談や問い合わせは、最寄りの警察署や
「♯9110」または「059・224・9110」へお電話ください。
聴覚や言語に障がいのある方や、音声による通話が困難
な方は、ファクス 110 番「059・229・0110」またはウェブ
110 番「 http://mie110.jp」をご利用ください。
問

これまでに「 県政だより 」で
紹介した SDGs につながる
取り組み

で、地域内でお金が循環し、雇用の確保
や経営の継続など、地域経済の活性化
につながります。

関係するゴール

「SDGs」は目標の規模が大きく、難しいものと感じるかもしれません。しかし、県民の皆さん一人ひとりの力が

三重県の空き家率

特 集

持続可能な社会をめざして

13.6％

集まれば大きな力に変わります。県では、企業や団体などと連携し、SDGs 達成に向けた取り組みを進めています。

空き 家の 適正管理

全国の空き家率

進 め て い ま す ！ 三 重 の S D GGｓｓ

放置しないで！

県警察本部 通信指令課 ☎ 059・222・0110（代）
緊急通報 110 番 三重県警察

検索

農業大学校 一般入校試験（後期）
願書受付 ２月14日
（月）
～３月２日
（水）
必着

試験日

期間

３月11日
（金）

時間

令和４年度の学生募集にあたり、一般入校試験
（後期）を実施します。
問

三重県農業大学校
☎0598・42・1260

0598・42・5835
三重県農業大学校

トピック展
料金

昔の道具を考える

１月４日
（火）
～２月13日
（日）※月曜休館（祝日の場合は翌日休館）
9時～17時 場所 県総合博物館３階 企画展示室
要観覧料 ※高校生以下無料

明治から昭和・平成時代にかけての生活用具を紹介し、暮らしの変化
を考える展覧会を開催します。
問

検索

イベントなどは急きょ中止や延期となる場合があります。詳細は、各問い合わせ先へお願いします。

県総合博物館
（MieMu）
☎059・228・2283

みえむ

道具

検索

059・229・8310

三重県 お知らせ イベント 相談窓口

検索

県政だより みえ

令和４年 1 月号

2

知事年頭のごあいさつ

うま

１０

講じていきます。
ま た、 い つ 発 生 し て も
おかしくない南海トラフ地震な
どの大規模災害に迅速に対応で
きるよう、
危機管理体制を見直し、
将来の危機への備えを着実に進
めてまいります。
産業の振興に向けて！
新型コロナの収束後を見据え、
国内外からの誘客につなげるた
め、
観光資源を磨きあげるととも
に、拠点滞在型観光の推進など、
観光産業の振興に注力します。
また、本県を支えるものづく
り産業や農林水産業の振興など
に向けて支援してまいります。

ひら

一見勝之

子ども施策の推進と共生社会の実現！

子どもは国の宝、三重の宝です。
未来を担う子どもたちが豊かに育
つことができるよう、子どもたち
に寄り添いながら、生き生きと学
べる環境づくりや福祉の充実など
に取り組んでまいります。
また、ダイバーシティ社会や誰
もが孤立することなく安心して暮
らせる社会の実現に向けた取り組
みを強化します。
技術で未来を拓く！
成長戦略としての側面も有す
るカーボンニュートラルに取り
組 む こ と を き っ か け に、 三 重 の
産業を更に発展させてまいりま
す。 ま た、 デ ジ タ ル ト ラ ン ス
フォーメーション
（DX）な ど の
取り組みも一層推進してまいり
ます。
本年が皆さんにとって幸多く、
明るい年となりますことを心か
ら祈念申し上げます。

三重県知事

強じんで多様な魅力あふれる

１０

「 美美 し 国 」を め ざ し て

新年あけましておめでとうござ
います。
昨年９月、知事に就任し、久し
ぶりの三重県在住の日々を送って
いるところです。美しい山の稜線、
鏡のように滑らかな伊勢湾の水面
を見ていると、三重は豊かな自然
に恵まれる『 美し国 』であるとあ
らためて実感しています。
県では、本年、三重の強みや魅
力 を 生 か し、 三 重 の 未 来 に つ な
げるため、新たに約 年間の県政
運営の道筋を示すビジョン「強じ
んな美し国ビジョンみえ」および
２０２６年度を目標年度とする計
画「みえ元気 プラン」を策定いた
します。
人口減少・高齢化の加速、新型
コロナウイルス感染症の長期化
などにより、暮らしや経済の先行
きが見通せない状況が続いていま
す。引き続き、新型コロナの感染
状況を注視し、対策に万全を期す
とともに、地域経済の再生・活性
化に注力してまいります。
新型コロナとの共生という意味
の「 ウ ィ ズ・ コ ロ ナ 」 で は な く、
かか
打 ち 克克 つ と い う 意 味 で の「 オ ー
バー・コロナ」という意気込みを
持って、今年の取り組みを進めて
まいります。
命と暮らしを守るために！
感染症対策はもとより、頻発化・
激甚化する大規模災害などのリス
クの解消に向けて、全力で取り組
んでまいります。
新型コロナについては昨年 月月
日に
「みえコロナガード」
を策定
し、諸々の対策を打ち出している
ところですが、皆さんの命を守る
ため、
感染状況に応じた策を適時に
１８

※「強じんな美し国ビジョンみえ」および「みえ元気プラン」については、名称が変更になる場合があります。

みえコロナガード

Mie Covid-19 Guard

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた無料PCR 検査を実施中！
申込受付期間 ２月 10 日
（木）まで

県ではこれまでの感染状況について検証し、今後の新型コロナウイルス感染症に対する
４つの柱からなる「みえコロナガード」を策定しました。
感染拡大防止アラート等の設定

検査体制の整備

ワクチン接種体制の整備

その後の対応

こうした感染拡大の予兆をとらえてアラートを発動し、段階的に警戒を強めていきます。

基

準

《県民へのアラート》
◦感染拡大の予兆 があるため要注意
◦感染防止 対策の再度徹底
◦感染経路分析に基づく対策

（移動・生活スタイルなど 行動を変える）

基

準

◦新規感染者数（直近1週）が
8人以上（人口10万人あたり）
◦病床使用率30％以上

うさ

みえの

※ワクチン接種済みや検査で陰性の場合を除く

住所

いいとこ

いずれか
2 つ以上
該当

④まん延防止等重点措置
⑤緊急事態宣言
さらに感染状況が悪化する傾向の場合

☎ 059・213・3810
059・225・7633
受付時間 10 時～17 時 30 分 ※土日祝対応（1/1～1/3除く）

①まずは、かかりつけ医などの身近な医療
機関に、電話でご相談ください。
②かかりつけ医がいない場合は、
こちらから医療機関を検索くだ
さい。

動 画はこち ら

鳥羽市鳥羽一丁目 ☎ 0599・25・1171（鳥羽市 建設課）

三重県新型
コロナウイルス
感染症特設サイト

医療保健部 感染症対策課 ☎ 059・224・2352
059・224・2344
kansenta@pref.mie.lg.jp

再生マーク の付いた二次元コードを
スマホやタブレットで読み込みます。

編集・発行／三重県広聴広報課

◦相 談 先 の 案 内 に 従 っ て
受診してください。

問い合わせ先

二次元コードから動画が見られます！
1

◦診療時間や受診方法など
が通常と異なる場合があ
ります。 受診前に電話
などをお願いします。

みえ新型コロナ
ウイルスワクチン
接種ポータルサイト

みえのいいとこ！

佐田浜東公園（ドルフィン公園）

鳥羽駅すぐそばの公園。中央の噴水に設置されたイルカ像
から、ドルフィン公園とも呼ばれます。公園内には、鳥羽湾
を眺めながら足湯が楽しめる「とまり
湯」
があります。公園横には、鳥羽志摩
の新鮮な農水産物が購入できる産直
市場とレストランを併設した「鳥羽マル
シェ」があります。

準

《緊急警戒宣言を発出》
◦営業時間短縮 を要請
◦感染状況に応じた要請 など

◦感染状況に応じた要請 など

約 3 週間後も感染拡大阻止宣言に移行しない

が紹介！

いずれか
1 つ以上
該当

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた無料PCR検査事業事務局

発熱、咳などの症状がある場合、

◦新規感染者数（直近1週）が
15人以上（人口10万人あたり）
◦病床使用率30％以上
◦重症病床使用率20％以上

《感染拡大阻止宣言を発出》
◦県境を越える移動を避ける

《感染拡大防止アラートを解除》

助

基

問い合わせ先

発熱などの症状がある方の受診方法について

③緊急警戒宣言

②感染拡大阻止宣言

アラート解除

兎の

医療提供体制の整備

これまでの傾向では感染者数が２日連続 17 人以上となった後、急激に増加しています。

◦新規感染者数が2日連続17人以上

すけ

県外から帰省を予定されている無症状の方
※事業所・施設単位の申し込みが可能になりました。
また、一部の啓発ブースで検査キットをお渡ししています。

感染拡大防止アラートと
① 感染拡大防止アラート

三重県内に居住または就業・就学されている無症状の方

対象者

2

動画公開ページの
概要欄に、プレゼント
クイズ応募へのリンクが
あります。

読み込み後、
動画公開ページに移動します。

県庁電話案内
（各課ご案内）☎ 059・224・3070

「県政だより みえ」に関するご意見・ご感想をお寄せください。点字版・音声版をご希望の方は、お問い合わせください。
〒514-8570
（住所不要）三重県広聴広報課 ☎ 059・224・2788
059・224・2032
koho@pref.mie.lg.jp
●お知らせは、県のフェイスブックやツイッターでも配信しています。 ●1 月号は、令和 3 年 12 月 6 日時点の情報に基づき作成しています。
●「県政だより みえ」は、県および市町施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。
次号 の
お知らせ

2 月号は 2 月 6 日
（日）に新聞折込予定です。

「県政だより みえ」
の発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ジチタイアド（☎ 092・716・1401）までお問い合わせください。

三重県は環境保全活動を
推進するシンボルとして、
エコマークを使用しています。

県政だより みえ

この広報紙は、再生紙と、
環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

令和 4 年 1 月号
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