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「あすまいる」で新しい飼い主を待つ犬や猫
※すでに新しい飼い主が決まっている場合もあります。

人も動物も
安全・快適に暮らせる
三重をめざしています！
県では、
「第 3 次三重県動物愛護管理推進計画」
に基づき、犬や猫の殺処分数ゼロや動物の愛護と
三重県応援キャラクター

適切な飼育の普及など、人と動物が安全・快適に

うさ

今号は、動物愛護に関する県のさまざまな取り
組みを紹介します。

県動物愛護推進センター

津市森町 2438-2

第 3 次三重県動物愛護管理推進
計画について詳しくはこちら
みえ

動物愛護管理

あすまいる

059・253・1238

開館時間：9 時 30 分 ～ 16 時 30 分（必ず事前に電話予約をお願いします）
休 館 日：毎週水曜・土曜（祝日を除く）
、祝日の翌平日、年末年始

検索

「？」に当てはまる文字を答えてください。

＃visitmie 第１回 投稿キャンペーン 夏の部

Instagram（インスタグラム）で、
「三重県の夏 」を
感じられる写真や動画を募集しています。ご自身で撮影
した写真・動画に、ハッシュタグ「＃visitmie 」をつけて
投稿してください。過去の写真・動画でも参加可能で、
投稿数の制限はありません。
受賞者には、三重県にまつわる素敵な賞品をプレゼント。
ぜひ、お気に入りの写真・動画を投稿してください。受賞
作品は、キャンペーンのホームページや公式 Instagram

Q

第１回 投稿キャンペーン 夏の部
実施期間
令和 4 年８月31日
（水）まで
今後も季節ごとに順次、投稿
キャンペーンを実施予定です。
キャンペーンについて
詳しくはこちら

visitmie

県産ブランド米

「結びの神（新米）」
2㎏をプレゼント！

ポスター画像を

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。

提供ください

応募締切 令和４年８月31日
（水）到着分まで

応募方法 ハガキ、
メール、動画（みえの
いいとこ！動画公開ページ内の「概要」
コーナー）からご応募ください。

検索

第 3 日曜 18 時 45 分～
再放送 翌月曜～金曜 ※祝日を除く
８時～、16 時 45 分～（第２チャンネル）

よしお兄さんの“みえ”推し！
( 報道情報ワイド番組「チャント！」内 )
水曜 16 時 40 分ごろ～

人 口／ 1,745,392 人

（男性：852,221 人 女性：893,171 人）

059・224・2801

世帯数／ 746,803 世帯 （令和４年５月 1 日現在）

県政だより みえを
いろいろな形で発信しています！

FM 三重

県政だより みえ

CBCテレビ

三重県の
人口・世帯数

三重テレビ

県のテレビ
ラジオ番組

059・224・2847

雇用経済部 観光局 海外誘客課

人も●
？ も
安全・快適に暮らせる
三重をめざしています！

正解者の中から抽選で 5 人に

アカウント（＠ visitmie ）で紹介します。
問い合わせ先

©PSP/T-e

県の最新情報を
ここからチェック！
三重県（公式）Twitterも
フォローしてね

プレゼントクイズ

写真を投稿して素敵な賞品をゲットしよう！

注目
情報

すけ

兎の助

共生できる社会の実現に向けて取り組んでいます。

inbound@pref.mie.lg.jp

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！

※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。

〒514-8570（住所不要）
三重県広聴広報課
「県政だより８月号プレゼントクイズ」係
koho@pref.mie.lg.jp

火曜 18 時 22 分～

県ホームページ

県政だより みえ

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

カタログ
ポケット

8月10日は「道の日」です

線開通予定
令和 8 年度 全
分開通予定
令和 6 年度 部

東

四日市JCT

新四日市JCT

E1A
新名神高速道路

3

E2

E1

国道 1 号

名阪国道

伊勢自動車道

愛知県豊田市を起点に瀬戸市、
岐阜県岐阜市、大垣市などの主要都市を経て
四日市市に至る高規格道路。

渋滞緩和や地域活性化などに

尾鷲北IC

国道 23 号

鈴鹿市北玉垣町から松阪市小津町を
つなぐ直轄国道。

●大規模災害時のルート確保

紀宝IC
（仮称）
新宮北IC
（仮称）

新宮紀宝道路

今後開通予定

●地域の医療サービスの向上

059・224・2762

被爆・戦争関係資料の展示

H29

H30

R1

R2

R3 （年度）

多くの方々のご協力により、令和３年度の殺

相談も多く寄せられています。

対策後

059・224・2415

対策前

対策後

一方で、保健所には自己都合による引き取り
犬や猫は 1 年間に複数回、
1 回あたり 4 ～８匹
出産します。みだりに繁殖しないよう、不妊・
去勢手術などの対策をお願いします。
「あすまいる」では、犬や猫の引き取りは行って

県内の戦後生まれの人の割合は、８割を超えて
います。悲惨な戦争の記憶を風化させることなく、
多くの県 民の皆さんに、平和への理 解を深めて
いただくための企画展を開催します。

8 月 2 日（火）～ 21日（日）

開催日時

8 月 20 日（土）13時 30分～15時

県総合博物館（MieMu）３階 レクチャールーム
事前申込 必要（８月18日（木）まで）
場

場所 県総合博物館（MieMu）
▲パネル展示

所

※新型コロナウイルス感染症の状況に
応じて、オンラインで実施する場合
があります。ご了承ください。

もとまち

▲原子爆弾実物大ポスター

問い合わせ先

戦略企画部 戦略企画総務課

県政だより みえ

令和 4 年 8 月号

059・224・2009

◦被爆者と共同制作した
原爆の絵の発表
（広島市立基町高校）

◦校内に残る防空壕の保存活動をまとめた
映像作品の発表（県立久居農林高校 放送部）

059・224・2069

sensomu@pref.mie.lg.jp

寄附 279 件

300 万 5 千円
783 匹
育成して譲渡した子猫
57 匹

新しい飼い主を探してください。どうしても見つか
らない場合は、管轄の保健所にご相談ください。

もって飼いましょう！

TNR で手術した猫

令和４年度目標額
200 万円
令和４年 10 月 31日（月）まで
募集しています。

●「あすまいる」での犬や猫のお世話、
子猫育成サポー
ターをしてくださる方
●譲渡してくださるボランティア団体の方

猫 手術と育成

●不妊・去勢手術や負傷動物の治療をしてくださる

検索

獣医師の方
●動物愛護事業に寄附してくださる方

いません。飼えなくなったときは、まずは自分で

ペットの防災対策
地震や豪雨などの災害で、避難しなければならなくなったときの
動物救護の体制づくりを進めています！

飼い主は、同行避難ができるように災害に備えましょう！
過去の災害時には、飼い主と離れ離れになったペットが人に危害を加えたり、野外で繁殖したこと
で復興の妨げとなったりした事例もあります。避難する際は、必ずペットを連れていってください。

同行避難のためにやっておくべきこと

●フード・トイレシート・常備薬などのペットの避難用品の準備
●ワクチン接種や寄生虫の駆除などのペットの健康管理

●避難所で吠えないよう、最低限のしつけ、ケージに慣らす訓練
●ペットも避難できる避難場所の確認

kendo@pref.mie.lg.jp

県内高校生と広島県の高校生による活動発表会

※ 8 日（月）
、15 日（月）は休館日

3

H28

令和３年度活用実績

など

避難所には、動物が苦手な人やアレルギーを持っている人もいます。
飼育場所などは、避難所のルールを守りましょう。

三重県知事

一見 勝之
「あすまいる」について詳しくはこちら

改正動物愛護管理法

あすまいる

動物愛護管理の拠点である県動物愛護推進センター

対策前

～平和に関する企画展 2022 ～

県内の戦争遺品のほか、広島平和
記 念 資 料 館 から借 用した「 原 爆
写真パネル」
・広島市立基町高校の
生徒と被爆者との共同制作による
「原爆の絵」を展示します。

7匹

に活用しています。
つむぎちゃん

「あすまいる」の取り組みは
たくさんの方々に
支えられています

暮らせるよう、愛情と責任を
対策後

対策前

平 和 への 想 いを次の 世 代へ

３階 学習交流スペース

50 匹

●観光振興

ラバーポールの設置

殺処分数
ゼロへ！

最期まで一緒に幸せに

お も

期間

97 匹

TNR 活 動と子猫の育成・譲 渡

あすまいる
マスコット
キャラクター
き～ぼう

ペットも家族の一員です。

県土整備部 県土整備総務課

料
入場無

100

令和３年度は、
犬２匹・猫５匹

「あすまいる」が今年５月に開所５周年を迎えました。

カラー舗装「グリーンベルト」

138 匹
115 匹

処分数は７匹まで減少しました。

県内への自動車での来訪がスムーズになり、
都市部からの観光客の増加、滞在時間や消費
額の増加などが期待できます。

クラウドファンディングの
お願い

※相当の事由でないときは、引き取ることができない場合
があります。

県では、全国で起きた事故の事
例や地 域の方からの声をふまえ、
対策が必要な箇所を選定し、交通
安全対策に取り組んでいます。
今後も、児 童や歩行 者の安 全
確保に向けて継続的に取り組んで
いきます。

年

あすまいる

輸送時間の短縮で、輸送コストの
削減や新たな産地・拠点の誕生など、
地域経済の活性化が期待できます。

令和３年度には、千葉県八街市の事故
（令和 3 年 6 月）
を受け、教育委員会などの関係機関と緊急合同点検を
実施し、県管理道路のうち 69 カ所でガードパイプや路面標示の設置などの交通安全対策を実施しました。

ガードパイプの設置

い る 開所 ５ 周

「あすまいる」という言葉には、動物、人、すべてに笑顔

交通安全対策に
取り組んでいます

すま

が広がるようにという思いが込められています。

対策実施例（一部）

2,318 匹

191 匹 OPEN

150

0

やちまた し

通学路の安全安心を確保

問い合わせ先

通 行止めが 発 生した場合に代 替 道 路として
機能し、救援・救助、災害後の復旧・復興活動
のルート確保につながります。

200

50

●スムーズな輸送

救急医療施設への迅速な搬送、専門
医療機関などへの移動が容易になり、
医療サービスの充実につながります。

今回開通予定

紀宝町から和歌山県新宮市を
つなぐ高規格道路。

中勢バイパス

幹線道路はさまざまな役割を担っています！

熊野IC
（仮称）

国道 42 号

合計

ノラ猫にまつわるトラブルは、地域全体で取り組むべき問題
です。まずは地域で話し合っていただき、管轄の保健所に
ご相談ください。

やむを得ず殺処分を行った犬や猫の数
（県内保健所）

尾鷲南IC

熊野大泊IC

犬 710 匹・猫 1,608 匹

あ

名古屋都市圏から熊野市までが
連続した高規格道路ネットワーク
で結ばれました。

紀

ろ

令和 6 年秋ご

（平成 29 年度～令和３年度 実績）

伊勢IC

愛護動物であり、駆除はで
きません。繁殖しないよう
手術して、一 代限りの命を
見守りましょう。

・糞尿が臭い
・庭を荒らされる
・車が傷つけられる
など

新たな飼い主に譲渡した犬や猫の数

線開通予定
令和 5 年度 全

令和3年８月、
尾鷲北IC～尾鷲南IC
（熊野尾鷲道路［Ⅱ期］）が開通！

勢
自
動 E42
車
道

幹線道路を整備し、

全線開通予定

ノラ猫にまつわるトラブル

勢和多気JCT

（令和 6 年度 北勢 IC（仮称）～ 大安 IC 間）

つなげています！

北勢バイパス

川越町南福崎から四日市市采女を
つなぐ直轄国道。

E23

幹線道路の
整備を進めています

東海環状自動車道

国道 475 号

動物愛護教室などの普及啓発活動を行っています。

（令和 6 年度 市道日永八郷線～国道 477 号バイパス間）

関JCT

もっと遠くへ、
便利に、安全に！

T rap（トラップ） つかまえて
N euter（ニューター）不妊・去勢手術し
R eturn（リターン） 元の場所に戻す

さまざまな理由で保健所に収容された犬・猫の譲渡や
亀山JCT

耳先カットは、
管理されている証です！

ノラ猫を減らす「TNR 活動」

殺処分数ゼロに向けた取り組み

A

大安IC

亀山西JCT

もう一度、動物たちに
幸せな未来を届けたい

環

海

北勢IC
（仮称）

道
車
動 C3
自
状

特集

人も動物も安全・快適に暮らせる
三重をめざしています！

幹線道路の整備と交通安全対策
道路は、日常生活での移動や輸送など、私たちの豊かな
暮らしを支える存在です。現在、県内で進められている幹線
道路の整備や交通安全対策についてお伝えします。

県動物愛護推進センター「あすまいる」の取り組み

分開通予定
令和 6 年度 部

検索

犬や猫への「マイクロチップの装着」と「情報の登録」が義務化されました！

令和４年６月１日から、ブリーダーやペットショップ
などが販売する犬や猫への、マイクロチップの装着
チップが装着された犬や猫を家族に迎え入れた場合
に変更する手続きが必要です。
また、知人から譲り受けるなどして、マイクロチップ
が装着されていない犬や猫を飼うときは、マイクロ
チップの装着が努力義務になっています。

問い合わせ先 医療保健部 食品安全課

飼い主の名前
などの登 録
情報を変更！

マイクロチップの装着

と情報の登録が義務化されました。今後、マイクロ
は、飼い主の名前などの登録情報を、ご自身の情報

30 日以 内に

ペットショップなど

マイクロチップをリーダーで読み取るようす

購入

マイクロチップは、外れる恐れのない迷子札です。迷子になったとき、災害や盗難など
で離れ離れになったとき、確実な身元証明になります。ぜひ、装着をお願いします。
※飼っている犬や猫が逃げてしまったときは、すぐに保健所と警察に連絡してください。
みえ

059・224・2359

059・224・2344

マイクロチップ

検索

shokusei@pref.mie.lg.jp
県政だより みえ

令和４年８月号

2

お知らせ

抽選で５０人に三重の特産品が当たる

三重のお宝探し☆キャンペーン

イベント

応募方法

応募期間

8月26日（金）～9月1日（木）※土日を除く 検査日 9月6日
（火)
県立北星高等学校 募集対象 中学校を卒業した方など

出願期間
場所

県立北星高等学校定時制課程および通信制課程の、秋期入学者選抜を行い
ます。
三重県立高等学校秋期入学者選抜 検索
問 教育委員会事務局 高校教育課
059・224・2913
059・224・3023

ひきこもり支援フォーラム

8月27日（土）14時～16時30分
クラギ文化ホール
（松阪市民文化会館）

開催日時

受付

場所

料金

要事前申込
無料

※当日参加も可

さい とう たまき

ひきこもり支援の第一人者である筑波大学の斎 藤 環 教授の講演と、子ども・
若者支援をテーマにしたシンポジウムを開催します。 三重県 ひきこもり支援 検索
問 子ども・福祉部 地域福祉課
059・224・2256
059・224・3085

令和４年度 みえ風水害対策の日シンポジウム

通販ポータルサイト「三重のお宝マーケット」へアクセスし、

受付 要事前申込
９月３日（土）13時～16時
adsホール
（名張市青少年センター） 料金 無料
女性の視点を取り入れた防災活動の紹介など、風水害への理解を深めるシン
ポジウムを開催します。
みえ風水害対策の日シンポジウム 検索
問 三重県・三重大学 みえ防災・減災センター
059・231・5694
059・231・9954
開催日時

商品一覧ページのどこかに隠されている 応募キーワード

場所

を３つ集めて応募フォームから応募してください。
抽選で 50 人に「三重のお宝マーケット」に掲載されている
県産品をプレゼントします！

詳細はこちら

令和４年度 県立高等学校秋期入学者選抜

９月30日（金）まで

企画展 集まれ！三重のクジラとイルカたち

9月11日
（日）まで ※月曜休館
9時～17時 ※入場は16時30分まで
場所 県総合博物館 3 階 企画展示室
料金 要観覧料 ※高校生以下無料
三重のクジラとイルカの生態や、古くからの祭りなどをまる
ごと学べる企画展を開催します。 みえむ クジラ イルカ 検索
期間
時間

新型コロナウイルス感染症拡大により消費活動が停滞
する中、県産品の販売・流通を促進し、消費喚起につな
げることを目的に開設した通販ポータルサイトです。
雇用経済部 県産品振興課
059・224・2336
059・224・3024

問い合わせ先

問

新型コロナウイルス感染症に
関する最新情報

開催日時
場所

三重県障がい者雇用優良事業所表彰および障がい者職場定着セミナー

９月27日（火）10時～12時 受付 要事前申込
料金 無料
県総合文化センター
障がい者を多く雇用している優良事業所の表彰と、障がい者の職場定着支援
に向けたセミナーを開催します。
検索
三重県障がい者雇用優良事業所

各市町の担当窓口や、副反応情報、
スケジュールなどの各種情報

開催日時
場所

kansenta@pref.mie.lg.jp

問

相談窓口

マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの
取得はお
はお早
早 めに
めに！
！
マイナンバーカードは、デジタル社会の基盤となる
ツールです。まだお持ちでない方は、お早めの取得を
ご検討ください。
マイナンバーカードを９月末までに申請し、令和５年２月末までにポイント
申し込みをされた方は、最大２万マイナポイントがもらえます！

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120・95・0178

そろそろあなたもマイナンバーカード

動 画はこち ら

さ

錦向井ヶ浜

検索

雇用経済部 雇用対策課

059・224・2510

トロピカルガーデン

059・382・8490

受付時間

月～金曜日

美しい 砂 浜 のビーチで 南 国 の
雰囲気も味わえる、大紀町の海水
浴 場 。S U Pヨガ など、海 で 楽し
めるプログラムも充実。周辺には
自然歩道が整備されており、散策
を楽しむことができます。敷地内
には 、温 水 ウォー キン グ プール やトレ ーニン グル ームを
備えたトロピカルハウスも併 設しています。
住所 度会郡大紀町錦 17-6
0598・73・3611

090・5459・0960

10時～17時（祝日、8月15日（月）、年末年始を除く）

65 歳未満で発症する若年性認知症のご本人やご家族・支援者などからの、
介護に関する悩みや制度などについて、若年性認知症支援コーディネーターに
検索
相談できます。
三重県 若年性認知症

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。
三重県 お知らせ イベント 相談窓口

二次元コードから動画が見られます！
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059・224・2455

三重県若年性認知症サポートセンター

みえのいいとこ！

すけ
う

059・229・8310

9月18日（日）13時～16時50分 受付 要事前申込
料金 無料
県教育文化会館
ヘルスケア産業の動向や先進的な取り組みに関する講演と、製品・技術・
検索
サービスの展示会を開催します。
みえライフイノベーションシンポジウム
問 医療保健部 薬務課
059・224・2331
059・224・2344

syokusan@pref.mie.lg.jp

◆みえ新型コロナウイルス
ワクチン接種ポータルサイト

医療保健部 感染症対策課
059・224・2352
059・224・2344

問い合わせ先

059・228・2283

みえライフイノベーションシンポジウム

引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いします
◆三重県新型コロナウイルス
感染症特設サイト

県総合博物館（MieMu）

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
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県庁電話案内
（各課ご案内）

検索

県の動画公開ページ内の
「概要」コーナーに、
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、
県の動画公開ページに移動します。
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。

● 8 月号は、7 月 5 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

9 月号は 9 月 4 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キョウエイアドインターナショナル（ 03・5860・9468）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 8 月号
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