令和４年

（2022）

No.458

DX

でこん

な 課 題 解決 を め ざ し

Before

デジタル 技 術 で
地域課題 の 解 決 へ ！

三重のＤＸＸ

9

ます
！

工事現場における進捗状況の
把握や業務内容の共有が難し
く、困っている。

県のＤＸを推進する「みえＤＸセンター」
がアドバイザーや専門支 援機 関などを
紹介し、課題解決をサポート！

After

県では、県民の皆さんの想いを実現する「あった

現場担当者へ IT 技術を導入したことで、
各担当者の業務状況の把握や、社内の

かい DX 」を進めるため、ＤＸに関するワンストップ
（※）

情報共有がタイムリーになり、業務が

相談窓口「みえ DX センター」を設置し、県民の皆

「見える化」され、
生産性の向上に成功！

さんが DX に取り組む「第一歩」を踏み出すことを
応援しています。
今号は、県内のＤＸの推進を支援する取り組みに
ついて紹介します。

注目
情報

※ DX（デジタルトランスフォーメーション）
デ
 ジタル技術を活用することにより、私たちの生活や仕事が
より良くなるように変革していくこと。

マイナンバーカードを申請して
お得なポイントをもらおう！

ポイント付与の対象者

マイナンバーカードは、身分証明書としての利用などが 可能なデジタル

社会の基盤となる顔写真付きのカードです。９月末までにマイナンバーカード
を申請した方を対象に、買い物などに使えるお得なマイナポイント（最大

２万円分）が付与されます。マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、
この機会にお申し込みください。

マイナンバー
PR キャラクター

※音声ガイダンスに従って、5 番を押してください。
受付時間 毎日 9 時 30 分～ 20 時

…最大 5,000 円分のポイント

②マイナンバーカードを健康保険証として
利用申し込みした方
（既に申し込み済みの方も含みます）

③公金受取口座の登録を行った方
（既に申し込み済みの方も含みます）

…7,500 円分のポイント

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）

マイナポイント

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／ 1,746,107 人 （男性：852,850 人 女性：893,257 人）
世帯数／ 748,685 世帯 （令和４年６月 1 日現在）

検索

デジタル社会推進局 デジタル改革推進課

FM 三重

県政だより みえ

マイナちゃん

CBCテレビ

三重テレビ

三重県の
人口・世帯数

（カードをこれから取得される方も含みます）

マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）

0120・95・0178

県のテレビ
ラジオ番組

①マイナンバーカードの取得者で、マイナ
ポイント第 1 弾に申し込んでいない方

…7,500 円分のポイント

【マイナンバーカードの申請期限】令和 4 年 9 月 30 日（金）まで
第２弾
【ポイント申込期間】令和 5 年 2 月 28 日（火）まで
詳しくはこちら

最大
2 万円分

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！

便利な電子版
「県政だより みえ」を
カタログポケットで
配信中！

プレゼントクイズ
「？」に当てはまる文字を答えてください。

Q デジタル技術で
地域課題の解決へ！
三重の●
？

5 人に
南伊勢町産
鯛茶漬け（4 人前）をプレゼント！
正解者の中から抽選で

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 9月30日
（金）
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。

※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9 月号プレゼントクイズ」係
koho@pref.mie.lg.jp

火曜 18 時 22 分～
スマホアプリ

マイ広報紙

県の最新情報を
ここからチェック！

組もう、
みんなで取り
対策！
身近な水災害

県民の皆さんの想いを実現する
「あったかい DX」を進めています

の ススメ

流 域 治 水

流域治水とは？
対 策 に加え、 集水域 （ 雨 水
が河川に流入する地域）から

STEP ❶

者が協働して、水災害対策を行
う考え方です。

●雨水をためて
庭の水まきに

相談

降った雨が庭の
土や植物、池に、
自然にたまるこ
とも流域治水に
なります。

STEP ❸

※

バックウォーター 対策

浸水想定区域など水災害リスクを把握し、よりリスクの低い地域への居住
を促すなど、まちづくりや住まいの工夫を行っています。

利用
無料

三重県

059・224・2682

059・224・2684

検索

スマホで行政手続きが
できる仕組みなど、
利便性を感じていただける
社会のデジタル化を
進めます！

セミナーの詳細や、今後

三重県知事

の開催予定などについて

一見 勝之

は、県ホームページをご覧
ください。

みえ DX センター

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、イベント内容が変更または中止になる場合がありますので、ご了承ください。

検索

検索

移住支援

digital@pref.mie.lg.jp

子どもの育ちを応援する

虐待や養育困難

など、さまざまな

理由で保護者と離

れて暮らす子ども

を家庭に迎え入れ、温かな愛情と正

しい理解で子どもの成長をサポート

するのが「里親」です。里親には「養
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育里親」
「養子縁組里親」
「親族里親」

「専門里親」の 種類があり、子ども

を養育する期間も、子どもの状況に

よって異なります。

県では、一人でも多くの子どもた

ちが温かな家庭環境の中で暮らせる

よう、里親制度の普及啓発や里親委

in

託の推進に取り組んでいます。

里 親 制 度 の 説 明 や 里 親 の 体 験 談を

●里親説明会 鈴鹿

日（水）

30

059・224・2520
聞くことができます。
（要事前申込）

日時： 月

iju@pref.mie.lg.jp
koyou@pref.mie.lg.jp

12 15

時 分

検索

30 12
分〜

UI ターン

30

23

時

みえ

16

13 10

階 大会議室

059・224・2219
059・224・2455

三重県の U・I ターン就職に
関する情報を発信しています。
ぜひご覧ください。

14 10

場所：鈴鹿市役所

10 月１日（土）
13 時３０分 ～15 時３０分

検索

●里親シンポジウム

◦移住相談セミナー

おしごと広場みえ

講演やパネルディスカッションを

イオンコンパス名古屋駅前会議室

（ロータスビル 5 階）

おしごと広場みえ

（アスト津 3 階）
県内就職に関する相談、
情報提供をしています。

059・224・3086
通して、里親制度や皆さんができ

10月15日（土）11 時～ 17 時

問い合わせ先 デジタル社会推進局 デジタル戦略企画課

就職支援

ることを考えます。
（要事前申込）

◦移住相談会

津

日時： 月 日（日）

モンベル名古屋店サロンスペース

（ナディアパークロフト 6 階）

059・224・2420
059・224・2465

みえ DX センター

みえ DX アドバイザーによるセミナーや、携帯電話事業者による最新デジタル技術の PR やドローンプロ
グラミング教室、e スポーツ体験などのイベント、マイナンバーカードの出張申請受付を予定しています。

時〜 時 分

地域連携部 移住促進課
雇用経済部 雇用対策課

い な こ

依那古地区住民自治協議会（伊賀市）

イベント：10 時～ 16 時（予定） セミナー：13 時 30 分～ 15 時（予定）

場所：県人権センター

令和 4 年 9 月号

毎月第2・4 水曜（祝日を除く）
11 時～ 16時 ※完全予約制

向けた取り組みを進めていきたいと思います。

DX セミナーにぜひお越しください！

多目的ホール（津市）

県政だより みえ

◦みえ U・I ターン就職相談 in 関西

きました。引き続き、デジタルを活用した課題解決に

日時 10 月 2 日（日） 場所 県総合博物館（MieMu）

里親制度を正しく理解していただ

就職支援については

三重県関西事務所（大阪駅前第4ビル8階）

学びました。デジタル化の第一歩を後押ししていただ

みえＤＸセンター第 3 回セミナー テーマ「 フラットでオープンな組織 」

くためにも、説明会やシンポジウム

移住支援については

9 月3日（土）テーマ：海と暮らす

つながりづくりや災害時などにも活用できることを

県では、企業に勤める方や個人事業主を含む県民の皆さんを対象に、セミナーや個別相談会などを開催しています。

にぜひご参加ください。子どもたち

問い合わせ先

◦移住相談セミナー（年 2 回）

令和４年度は 10 月２日（日）
・３日（月）です

や里親が暮らしやすい地域を一緒に

9月25日
（日）10 時～ 16 時 30 分

毎月第2 土曜 10 時～ 18 時

デジタルの日

つくっていきましょう。

◦ふるさと回帰フェア 2022

◦移住相談会

することは、生活を便利にするだけでなく、社会との

相談は予約制で、専用 WEB サイトから随時受け付けています。

里親制度

東京国際フォーラム

大阪ふるさと暮らし情報センター

（シティプラザ大阪１階）

身近な場所でスマホ教室を開催し、スマホを利活用

県民の皆さんにデジタルの力を感じていただけるよう、今後もＤＸの考え方を知っていただく機会をつくっていきます。

三重県移住・交流ポータルサイト

名古屋

教室の開催などを提案しました。

作成したロードマップ

ＤＸに関する困りごとがありましたら、みえＤＸセンターを積極的にご活用ください。

三重県

9月11日（日）テーマ：農ある暮らし

就職支援

案内や地域内の携帯電話事業者によるスマホ

施工管理システムの活用など、ＩＴリテラシー向上
のアドバイスをいただきました。これまでは、業務
状況を随時電話で確認していましたが、デジタル
化により業務効率の向上効果が出ています。社内
に相談できる相手がいなかったので、たいへん助
かりました。
もりじん
森甚建材株式会社（四日市市）

問い合わせ先

◦移住相談セミナー（年 6 回）

マップ（事業計画書）作成も支援しました。

検索

kasen@pref.mie.lg.jp

ええとこやんか三重

査し、課題に対する先進取り組み事例などの

の推進、工事現場担当者への IT 技術の導入など、ロード

子ども・福祉部 児童相談センター
総務・家庭児童支援室（家庭児童支援課）

火曜～日曜 10 時～ 18 時（祝日を除く）

情報を提供して、デジタルに関するセミナーの

059・２３１・５６６９
059・２３１・５９０４

◦移住相談・就職相談

移住支援

展開を進めればよいかを提案し、情報セキュリティ対策

jidoucen@pref.mie.lg.jp

※移住相談アドバイザーと就職相談アドバイザーが常駐しています。

流域治水プロジェクト

U・I ターンをお手伝いしています
大阪

ええとこやんか三重 移住相談センター

※バックウォーターとは…河川の合流部において、本川の水位
が支川の水位に影響を及ぼすこと。大雨で本川が増水し、
支川の流れがせき止められたり、逆流したりすること。

海岸保全施設
の整備

県では、県内への U・I ターン移住をお考えの方に向けて、
各所で移住・就職に関する相談会やセミナーの開催、支援
制度の紹介などを行っています。ぜひご活用ください。
就職支援

住民自治活動でデジタル化が可能なものを調

河川区域

私たちが住んでいる地域は、必ずどこかの川の流域に入っています。この流域で
行う流域治水の全体像を示したものが流域治水プロジェクトです。県内全域で
流域治水プロジェクトを策定し、さまざまな取り組みを行っています
ので、ぜひ、お住まいの地域の流域治水プロジェクトを確認して
みてください。

検索

（東京交通会館８階 ふるさと回帰支援センター内）
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雨水貯留・排水
施設の整備

みえ DX センターの支援内容

業務の「見える化」に向け、施工管理システムの導入を

学校施設の
浸水対策

堤防整備・強化

既存の住宅・施設

大雨の時に川の様子を直接見に行かなくても、
水位計と河川カメラの情報を
専用サイトから確認できます。

移住支援

みえ DX センターの支援内容

「里親制度」

東京

氾濫域

リスクの高い地域

河道掘削

リアルタイム河川情報の提供

暮らそう！ 働こう！

リスクが低い地域への移転

危険

進めたいと考えています。どのように進めていけばいいですか。

支援。システムの活用推進にあたり、どのように社内

雨水貯留施設
の整備

排水機場の整備

したいのですが、デジタル化に不安のある人にも寄り添いながら

の理解や活用能力）の低下も課題です。

遊水地整備

ハザードマップや、 大雨・洪水に関する情報発信など避難につながる
対策、 道路高架や民間施設なども活用した避難場所の確保などに取り
組んでいます。

三重で

ため池など
の活用

水田貯留

利水ダムの
活用

地域内のすべての住民が幸せに暮らせるためのデジタル化を推進

と考えています。また、社員の高齢化で IT リテラシー ( IT へ

県内の DX が進むことで、県民の皆さんの時間や心に

治水ダムの
建設・再生

❷ 被害対象を減少させるための対策

県土整備部 河川課

砂防関係施設
の整備

誰一人取り残さないようデジタル化を進めたい

県民グループ（住民自治協議会）の相談内容

デジタルツールで業務の進捗状況などの「見える化」を進めたい

集水域

安全

事例②

余裕が生まれ、家族・仲間と過ごす時間や趣味・学びの時間

田 ん ぼの 排 水 口に 堰 板 など を設 置し、 雨 水 が
川や排水路へ、すぐに流れ込むことを抑制します。

業務の進捗状況などを「見える化」したい

建物タイルの施工会社の相談内容

せき いた

問い合わせ先

※令和 4 年７月現在

に活用していただけるようになることが期待できます。

事例①

流域治水
イメージ図
森林整備・治山対策

田んぼダムの普及・啓発

川の水位情報

（１案件 上限 3 回）

連携

県民の皆さんの心豊かな暮らしにつながるよう、DX を

氾濫を防ぐ堤防などの整備、氾濫する水を減らすための貯水施設や貯水
場所の確保・整備などに取り組んでいます。

県内の
取り組み
事例

みえ DX アドバイザーズ （17人）
みえ DX パートナーズ （11社）

課題解決に向け面談などを実施

県内事業者の
行政機関
皆さん
（県・市町）

推進する取り組みを実施しています。

❶ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

❸ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

みえ DX センター

みえ DX センターの相談受付・課題解決事例

流域治水は大きく ３つの対策 に分けられます

災害リスクと都市計画情報を重ね合わせ、市町が土地
利用の規制や安全な区域への移転を検討します。

相談内容を「みえ DX センター」で聞き取り、適切なアドバイザー・
パートナーを選定。

県民の皆さん

国・県・市町・企業や地域住民の方など、流域全体で「流域治水」を進めていく必要があります！

立地適正化計画における防災指針の作成・検討 移転

相談内容に応じて適切な専門家や企業などを紹介

（専用 WEB サイト「みえ DX センター」から申請）

●庭の土や植物、
池も役立ちます

雨どいから流れ落
ちる水をバケツに
ためておき、晴れ
てから庭の水まき
に利用することも流域治水です。

STEP ❷

専門支援機関 など

大雨の時は、お風呂
の水を流すのを少
し 待 っ て、ためて
おくのも流域治水
です。

より浸 水が 想 定される地 域）
にわたる流域のあらゆる関係

県内の
取り組み
事例

ＤＸに関する相談に対して、
「みえＤＸアドバイザーズ」
「みえＤＸパートナーズ」として登録している県内外の専門家や企業が、助言・
提案などを行い、相談者を支援します。

こんなことも流域治水です！

●お風呂の水を流すのを
ちょっと待つ

氾濫域 （ 河川などの 氾 濫に

県内の
取り組み
事例

県では、ＤＸを推進するワンストップ相談窓口として「みえＤＸセンター」を設置しています。

一人ひとりの小さな行動も流 域 全 体で行えば、効果を発 揮します。
大雨の際、みんなで川に流れ込む 水の量を少しでも減らし、被害を最小 限にとどめましょう。

堤防の整備、ダムの建設などの

デジタル技術で
地域課題の解決へ！

県民の
皆さんへ

「みえ DX センター」で、相談受付・課題解決に取り組んでいます！

三重のＤＸ

毎年、全国で豪雨による大規模な水災害（水害や土砂災害）が発生しており、今後も気候変動の影響などにより、さらに頻発・
激甚化することが予想されます。このような状況をふまえ、従来の「河川改修」や「ダム整備」など国や自治体が行う治水対策
に加えて、企業や地域住民の方なども含めた、流域内のあらゆる人々が協働して治水対策に取り組む「流域治水」を進めています。
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「マスク会食」

マスク着用
手指消毒

お知らせ

基本的な感染防止対策 の徹底をお願いします
換気の徹底

「黙食」の徹底

障がい者を対象とした三重県職員等採用選考

受付期間 9月16日
（金）まで
障がい者の雇用の促進を図るため、三重県職員および市町立小中学校職員採用
三重県職員採用 検索
選考を実施します。詳細は受験案内をご確認ください。
問 人事委員会事務局 職員課
059・224・2932
059・226・7545

第22 回三重県文化賞候補者の募集

エアコン使用時も随時
換気を行うなど

10月7日（金）まで
本県の文化振興に貢献し、その活動と功績が優れた個人や団体
三重県文化賞の候補者を、活動内容や功績に応じ、大賞、功労賞、奨励賞、
検索
新人賞として募集します。
三重県文化賞
問 環境生活部 文化振興課
059・224・2176
059・224・2408
募集期間
募集対象

中京都市圏（三重県北勢地域、愛知県、岐阜県南部地域）パーソントリップ調査

中京都市圏 にお住まいの方から無作為に抽出された世帯
将来のまちづくりや交通計画などに活用するため、人の 1 日の動きを調べる
「パーソントリップ調査」を 9 月から 12 月にかけて実施します。
対象

場面に応じた
適切な感染防止対策

◆発熱などの症状がある場合

※調査に関する質問は、中京都市圏パーソントリップ調査実施本部
（ 0120・052・133）
へお問い合わせください。
検索
中京都市圏パーソントリップ調査

◆三重県新型コロナウイルス
感染症特設サイト

• まずはかかりつけの医療機関に電話
でご相談ください。
• 医療機関は、受診・相談センターでも
紹介しています。

問

受診方法はこちら

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

問い合わせ先

イベント

新型コロナウイルス感染症に
関する最新情報は、こちらを
ご確認ください。

kansenta@pref.mie.lg.jp

9月30日（金）まで 時間 11時～14時
ステップアップカフェ だいだい食堂（県総合文化センター フレンテみえ１階）
９月の障害者雇用支援月間にあわせ、障がい者が働く「 だいだい食堂 」で、
分身ロボットによる接客などのイベントを開催します。
開催期間
場所

雇用経済部 雇用対策課

三重県

はたらく障がい者を応援 !!フェア

059・224・2510

検索

059・224・2455

高年齢者向け合同企業説明会

10月5日（水）13時～15時
戸田家（鳥羽市鳥羽1丁目24－26）
受付 要事前申込
（定員40人先着順）
伊勢志摩地区に就業場所がある事業所が、おおむね 55 歳
以上の高年齢者を対象にした合同企業説明会を開催します。
三重県 高年齢者 合同企業説明会
問 雇用経済部 雇用対策課
059・224・2454
059・224・2455
開催日時
場所

県では ①経済活動を止めない感染防止対策 ②ビジネスにつながる
デジタル活用 ③事業継続力強化 の３つの分野において、業界団体などと
連携し、セミナー・相談会の開催やアドバイザー派遣による支援を行っています。

セミナー・相談会

商工団体・経済団体・業界団体を対象に、その団体と連携して
中小企業・小規模企業向けのセミナー・相談会を開催します。
実施回数：1 団体につき１回まで
申し込みはこちら

アドバイザーの派遣

中小企業・小規模企業などを対象に、事業継続に向けた感染
防止対策など個々の課題解決のため、アドバイザー派遣による
支援を実施します。
実施回数：1回 2時間程度、1社につき2回まで 申し込みはこちら

検索

ひきこもり家族教室

①10月 7日
（金）
、県尾鷲庁舎
②10月13日
（木）
、県伊勢庁舎
③10月20日
（木）
、県四日市庁舎 ④11月15日
（火）
、県津庁舎
時間 ①～④とも14時～16時
料金 無料
受付 要事前申込
ひきこもり当事者の家族を対象とした「ひきこもり家族教室」を県内 4 カ所で
開催します。お住まいの地域以外でもご参加いただけます。
開催日、場所

問

三重県 ひきこもり家族教室

059・223・5243

県こころの健康センター

検索

059・223・5242

令和4年度 獣害につよい三重づくりフォーラム

06・4560・6021（平日 10 時～17 時）

有限責任監査法人 トーマツ（県委託事業者）

059・224・3270

はたらく障がい者を応援!!フェア

問

新型コロナウイルス克服・
地域経済活性化支援アドバイザー派遣のご案内

問い合わせ先

059・224・2718

県土整備部 都市政策課

11月3日
（木・祝） 時間 講演会 13時～15時20分 展示会 11時～16時
県総合文化センター 中ホールほか 料金 無料 受付 要事前申込
獣害対策の推進に向けた優良取り組みを紹介する講演会と、資材や猟友会の
検索
取り組みなどを紹介する展示会を開催します。
三重県 獣害対策
問 農林水産部 獣害対策課
059・224・2017
059・224・3153
開催日
場所

令和４年 就業構造基本調査 を実施します
調査期間
調査対象

9月23日（金・祝）～10月23日（日）
無作為に抽出された世帯に普段住んでいる15歳以上の人

相談窓口

就業構造基本調査は国内の就業状況を明らかにするため、統計法
に基づいて 5 年に一度実施される国の重要な統計調査です。
9 月下旬から順次、統計調査員により対象世帯に調査票が配布
されますので、調査へのご回答をお願いします。
就業構造基本調査キャンペーンサイト

問い合わせ先

戦略企画部 統計課

059・224・2044
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三重県応援キャラクター 兎の助
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う
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毎日19時30分～翌8時

動 画はこち ら

＃8000

※ダイヤル式、
ひかり電話、
IP電話など
「＃8000」
を利用できない場合は
059・232・9955

18 歳未満の子どもやその家族を対象に、子どもの病気・薬・事故に関すること
について、医療関係の専門相談員に相談できます。
検索
＃8000

みえのいいとこ！

二次元コードから動画が見られます！
1

©PSP/T-e

南伊勢町の鵜倉園地には、海・山
の絶 景が 眺 められる4つの展 望台
が 整 備 さ れて い ま す。
「見江島展
望台」から見える“かさらぎ池 ”は、
そ の 形 か ら「ハートの入り江 」と
呼ばれ、恋 人の聖地に認 定された
人気スポット。また、親子大橋を望む「かさらぎ展望台」など、
それぞれの展望台から異なる絶景が楽しめます。
0596・77・0003（南伊勢町 観光商工課）

受付時間

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

059・224・2046

ぐら

鵜倉園地

検索

みえ子ども医療ダイヤル

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

2

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。

● 9 月号は、8 月 4 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

10 月号は 10 月 2 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。
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