
第１５回三重県新型コロナウイルス感染症対策本部 本部員会議 

事 項 書 

令和２年５月８日（金） 

 １７時００分から１７時１５分まで 

３階 プレゼンテーションルーム 

 

１ 事業者に対する支援について 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症への対応に関する募金等の取組について 

 

 

３ 県有施設の再開について 

 

 

４ 県産品の購入促進について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 知事指示事項 

 

 

（会議終了後）県民への呼びかけ 
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○
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資料１ 

令和２年５月８日 

雇 用 経 済 部 

医 療 保 健 部  

 

「三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金（感染防止対策型）」について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規

模企業が、事業の継続や再開に向けて取り組む感染防止対策を支援するため、「三重県経営

向上支援新型コロナ危機対応補助金」を拡充し、新たに「感染防止対策型」を創設します。 

「感染防止対策型」の補助金の早期交付決定に向けて下記のとおり準備を進めます。 

 

１．対象事業者 

  下記の要件をすべて満たす事業者とする。 

① 県内に主たる事業所を有する中小企業・小規模企業（個人事業主も含む） 

② 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で１５％以上減少して

いる事業者 

③ 社会生活を維持する上で必要な施設を管理しており、一定の時間接触を伴う接客

サービスを行うため、特に感染防止対策を必要とする事業者 
 

２． 支給額 

感染防止対策に要した経費：上限１０万円（補助率：10/10） 

（１）対象事業：新型コロナウイルス感染防止対策として行う衛生用品や設備導入に 

       必要な経費に対する補助 

（２）取組例示：対面接客用の消毒液・マスク等の購入 

感染防止対策のための店舗レイアウト変更や備品購入 

感染防止対策に関する従業員研修 など 
 

３．相談窓口の設置 

   開設期間：令和 2 年 5 月 11 日（月）14 時から 5 月 29 日（金）17 時まで 

   受付時間：9 時から 17 時 

        （土曜日、日曜日を含む。5 月 11 日は 14 時から 17 時まで。） 

   電話番号：０５９－２２４－２６４６ 
 

４．申請受付期間 

   令和 2 年 5 月 15 日（金）から 5 月 29 日（金）まで 

 

５．その他 

申請手続き等詳細については、後日公表します。 



資料 2-1 

令和２年５月８日 

戦 略 企 画 部  

 

「新型コロナ克服 みえ支え“愛”募金」の実施 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に際し、過酷な状況で昼夜を問わず業務に従事する医療

従事者の方々や、放課後児童クラブ、介護施設、障がい福祉施設等で献身的に子どもたちや利

用者を支える方々、様々な事情を抱え、新型コロナウイルス感染症への大きな不安にさいなま

れている子ども・学生や高齢者、障がい者、外国人等の方々を応援するため、『新型コロナ克服

みえ支え“愛”募金』を実施することとしました。 

 これは、本県の医療従事者等を応援したいとの意向を有する県内外の方々に募金をお願いす

るもので、４月に発表した「新型コロナウイルス感染症に関する三重県緊急総合対策」の中で

検討することとしていたものです。 

 

１ 募金の使途 

①医療現場の最前線にいる医療従事者の方々が安全に業務を行うために必要な感染防止対策

の強化に要する経費、医療機関での検査や治療の環境改善に要する経費 

②放課後児童クラブや介護施設、障がい福祉施設等における、利用者・従事者の感染防止対策

の強化に要する経費 

子ども・学生や高齢者、障がい者、外国人等の方々が安心して暮らせるための環境改善に要

する経費 

 

２ 募金の開始時期 

  令和２年５月１１日（月）９：００から 

 

３ 募金の方法 

  県ホームページに当該募金用ページを設置し、御案内いたします。 

https://www.pref.mie.lg.jp/D1SENRYAKU/71586044498_00001.htm  

＊こちらのアドレスは５月 11日 9:00からアクセスできます。 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/D1SENRYAKU/71586044498_00001.htm


資料 2-2 

令和２年５月８日 

戦 略 企 画 部  

 

「新型コロナウイルス感染症対策 県民応援募金」の実施 

 

 

新型コロナウイルス感染症について、依然として予断を許さない状況が続い

ているなかで、私たち自身や大切な家族、友人等の命と健康を守るために、懸命

の日々を送っておられる方々への敬意と感謝の気持ち、応援する気持ちを伝え

るため、労使協働の取組として、下記のとおり県職員有志による募金を実施する

こととしました。 

 

記 

１ 趣旨 

・ 新型コロナウイルス感染症については、依然として予断を許さない状況が

続いています。 

・ このような状況のなかで、とりわけ、医療現場の最前線で、昼夜を問わず

に過酷な業務にあたっている医療従事者の方々や、様々な事情を抱える子ど

もや高齢者、障がい者等の方々、そしてこれらの方々を献身的に支える社会

福祉施設の方々は、新型コロナウイルスへの大きな不安にさいなまれながら、

苦しい毎日を過ごしておられます。 

・ 県職員として、こうした方々への敬意と感謝の気持ち、応援する気持ちを、

労使協働の募金を行うことを通じてお伝えしたいと考えるものです。 

 

２ 期間 

 令和２年５月 11日（月曜日）～令和２年５月 29日（金曜日） 

 

３ 寄付先及び使途 

（1）寄付先 

三重県（三重県福祉基金） 

（2）使途 

医療機関や社会福祉施設で不足している医療用資機材等や、従事者・入

所者の環境改善などのために活用します。 

 

４ 発起人 

 各部局の部長等並びに三重県職員労働組合書記長、企業庁労働組合執行委員

長及び病院事業庁職員労働組合執行委員長【労使協働の取組】 

 

５ 募集の範囲 

 職員全員（教育委員会及び警察を除く。） 



資料 2-3 

令和２年５月８日 

教育委員会事務局 

 

教育関係者有志による「新型コロナウイルス感染症対策 応援募金」の実施 

 

新型コロナウイルス感染症について、依然として予断を許さない状況が続いているなか

で、臨時休業により様々な影響を受けている子どもたちの学びの継続等の支援や私たち自

身や大切な家族、友人等の命と健康を守るために、懸命の日々を送っておられる医療従事

者等の方々を応援するため、学校現場をはじめとした教育関係者の協働による取組として、

下記のとおり有志による募金を実施することとしました。 

 

記 

 

１ 趣旨 

・ 新型コロナウイルス感染症については、依然として予断を許さない状況が続いてい

ます。 

・ このような中、学校の臨時休業が長期にわたり、様々な状況にある子どもたちに、学

びの継続や保障などの支援のほか、子どもが安心して過ごすことができる環境づくり

が必要となっています 

・ また、過酷な業務にあたっている医療従事者の方々をはじめ、様々な事情を抱える

子どもや高齢者、障がい者等の方々、そしてこれらの方々を献身的に支える保育や介

護・福祉施設等の方々は、新型コロナウイルスへの大きな不安にさいなまれながら、

懸命に毎日を過ごしておられます。 

・ そこで、教育関係者が一体となって、こうした方々を応援するとともに、子どもたち

の学びの継続等を支援したいと考えるものです。 

 

２ 期間 

 令和２年５月 11日（月）～令和２年５月 29日（金） 

 

３ 寄付先及び使途 

（1）寄付先 

三重県 

（2）使 途 

子どもたちの学びの継続や安心して過ごすことができる環境づくり、医療機関や社

会福祉施設で不足している医療用資機材等や、従事者・入所者の環境改善などのため

に活用します。 

 

４ 呼びかけ団体 

 三重県小中学校長会、三重県公立小中学校教頭会、三重県立学校長会、三重県立学校教

頭会、三重県市町教育長会、三重県教職員組合、三重県教育委員会 

   

５ 募集の範囲 

 公立小中学校等教職員、県立学校教職員、市町教育長、県教育委員会事務局職員   



【医療保健部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

動物愛護推進

センター

5/10～

※電話による予約制

・電話による予約制とし、他の来館者との接触をでき

る限り避けるよう調整

・発熱や咳等の風邪症状を訴える方、高齢の方や基礎

疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方への

来館自粛の要請

・館内に消毒液の設置、入館者に手洗いや手指消毒の

協力要請
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【子ども・福祉部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

みえこどもの

城

6/2～であるが、今後

の緊急事態措置の状況

等により判断する

（6/1は通常の休館

日）

①職員：マスク着用で対応する。

②利用者：手洗い、手指消毒、マスクの着用を励行す

るとともに非接触体温計による検温を実施する。風邪

症状のある方や県外在住の方の来館自粛を呼びかけ

る。

③施設：遊具や施設ごとに人数制限や時間入替制を導

入して人が密集しないようにするとともに、定期的に

消毒を行う。屋外を十分に活用するとともに館内は外

気との換気を行う。

④特記事項：特別イベントについては、イベントごと

に実施の可否を判断する。

三重県身体障

害者総合福祉

センター

通常業務は継続中

貸館（グラウンド・テ

ニスコート・体育館・

ゲートボール場・大研

修室）は6/1～である

が、今後の緊急事態措

置の状況等により検討

する

①職員：マスク着用で対応する。

②利用者：手洗い、手指消毒、マスクの着用を励行す

る。風邪症状のある方の来館自粛を依頼する。県外在

住の方がいないか確認する。

③施設：テーブル、ドアノブ等の消毒液によるふきと

りや定期的な換気を行う。出入口、トイレ等に消毒液

を設置する。

三重県視覚障

害者支援セン

ター（社会福

祉会館内）

通常業務は継続中

点字図書・録音図書の

貸出は、当面休止であ

るが、今後の緊急事態

措置の状況等により検

討する

①職員：マスク着用で対応する。

②利用者：手洗い、手指消毒、マスクの着用を励行す

る。風邪症状のある方の来館自粛を依頼する。

③施設：テーブル、ドアノブ等の消毒液によるふきと

りや施設内の消毒、定期的な換気を行う。

三重県聴覚障

害者支援セン

ター（社会福

祉会館内）

通常業務は継続中

会議室等の貸出及び字

幕付きライブラリの貸

出業務（郵送による貸

出を除く）は6/1～で

あるが、今後の緊急事

態措置の状況等により

検討する

①職員：マスク着用で対応する。

②利用者：手洗い、手指消毒、マスクの着用を励行す

る。風邪症状のある方の来館自粛を依頼する。

③施設：テーブル、ドアノブ等の消毒液によるふきと

りや施設内の消毒、定期的な換気を行う。
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施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

三重県母子・

父子福祉セン

ター（社会福

祉会館内）

通常業務を継続中 ①職員：マスク着用で対応する。

②利用者：手洗い、手指消毒、マスクの着用を励行す

る。風邪症状のある方の来館自粛を依頼する。

③施設：テーブル、ドアノブ等の消毒液によるふきと

りや定期的な換気を行う。

④特記事項：就労支援講座開催にあたっては密集を避

けるため、参加人数を制限する。

-3-



【環境生活部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

総合博物館 5/12～ ・県外からの来館者が見込まれる企画展の中止

・県外からの来訪自粛の要請

・来館者への注意事項（マスクの持参及び着用、手洗

い及び手指アルコール消毒等）のホームページへの掲

載及び館内掲示

・換気・濃厚接触を避けられないスペース等の利用制

限

・窓口の飛沫防止パーテーションの設置

美術館 5/12～ ・県外からの来館者が見込まれる企画展の中止

・県外からの来訪自粛の要請

・来館者への注意事項（マスクの持参及び着用、手洗

い及び手指アルコール消毒等）のホームページへの掲

載及び館内掲示

・換気・濃厚接触を避けられないスペース等の利用制

限

・窓口の飛沫防止パーテーションの設置

斎宮歴史博物

館

5/12～ ・県外からの来館者が見込まれる企画展の中止

・県外からの来訪自粛の要請

・来館者への注意事項（マスクの持参及び着用、手洗

い及び手指アルコール消毒等）のホームページへの掲

載及び館内掲示

・出入り口の開放・換気

・窓口の飛沫防止パーテーションの設置

図書館 5/12～ ・県外からの利用者の来館自粛要請

・長時間滞在しない形でのサービスの提供（本の貸し

出し・返却のみ、閲覧用いす等の使用中止）

・来館者への注意事項（マスクの持参及び着用、手洗

い及び手指アルコール消毒等）のホームページへの掲

載及び館内掲示

・窓口の飛沫防止パーテーションの設置

・換気、閲覧スペースの利用制限による「３密」の防

止
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施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

総合文化セン

ター

5/12～ ・貸館の利用については、利用制限の条件（県外から

の参加があるなど）にあたらないことや、開催する場

合の感染症防止対策を徹底

・生涯学習センター内のまなびぃ場情報コーナー「み

るシル」、学習コーナー、談話コーナー及び男⼥共同

参画センター「フレンテみえ」内の情報コーナーにつ

いては閉鎖を継続

みえ県民交流

センター(交流

スペースの一

部等)

5/12～ ・県外からの利用者の来館自粛要請（登録団体のみの

利用に制限）

・マスクの持参及び着用要請

・手洗い及びアルコール手指消毒薬の利用協力要請

・換気、座席等の配置見直し及び多人数での利用の自

粛要請による「３密」の防止

・ミーティングルーム（密閉空間となるスペース）の

使用を制限

・利用者の人数、利用時間を制限

消費生活セン

ター(展示ホー

ル)

5/12～ ・県外からの利用者の来館自粛要請

・マスクの持参及び着用要請

・手洗い及びアルコール手指消毒薬の利用協力要請

・換気、座席等の配置見直し及び多人数での利用の自

粛要請による「３密」の防止

人権センター

(常設展示室、

図書室)

5/12～ ・県外からの利用者の来館自粛要請

・マスクの持参及び着用要請

・手洗い及びアルコール手指消毒薬の利用協力要請

・換気、座席等の配置見直し及び多人数での利用の自

粛要請による「３密」の防止

・長時間の滞在となるスペースの使用中止や、触れる

展示物等の利用制限

三重県環境学

習情報セン

ター（展示・

図書コー

ナー）

5/12～ ・県外からの利用者の来館自粛要請

・マスクの持参及び着用要請

・手洗い及びアルコール手指消毒薬の利用協力要請

・換気、座席等の配置見直し及び多人数での利用の自

粛要請による「３密」の防止
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【地域連携部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

ゆめドームう

えの

6/1～

緊急事態宣言の見直し

状況等も勘案し、5月

中旬の再開を判断

施設利用者：マスク着用・手洗い・うがい等の呼びか

け、手指消毒用アルコール液の設置、利用後の換気す

る。

職員：マスク着用・手洗い、うがい等の徹底を行う。

県外利用者の自粛要請：HP、貼り紙掲示による周知、

県内利用者の申込みのみ受付、駐車場の巡回、主催者

への呼びかけを行う。

三重交通Gス

ポーツの杜鈴

鹿

6/1～

緊急事態宣言の見直し

状況等も勘案し、5月

中旬の再開を判断

施設利用者：マスク着用・手洗い・うがい等の呼びか

け、手指消毒用アルコール液の設置、利用後の換気す

る。

職員：マスク着用・手洗い、うがい等の徹底を行う。

県外利用者の自粛要請：HP、貼り紙掲示による周知、

県内利用者の申込みのみ受付、駐車場の巡回、主催者

への呼びかけを行う。

三重交通Gス

ポーツの杜伊

勢

6/1～

緊急事態宣言の見直し

状況等も勘案し、5月

中旬の再開を判断

施設利用者：マスク着用・手洗い・うがい等の呼びか

け、手指消毒用アルコール液の設置、利用後の換気す

る。

職員：マスク着用・手洗い、うがい等の徹底を行う。

県外利用者の自粛要請：HP、貼り紙掲示による周知、

県内利用者の申込みのみ受付、駐車場の巡回、主催者

への呼びかけを行う。

松阪野球場 6/1～

緊急事態宣言の見直し

状況等を勘案し、5月

中旬の再開を判断

施設利用者：マスク着用・手洗い・うがい等の呼びか

け、手指消毒用アルコール液の設置、利用後の換気す

る。

職員：マスク着用・手洗い、うがい等の徹底を行う。

県外利用者の自粛要請：HP、貼り紙掲示による周知、

県内利用者の申込みのみ受付、駐車場の巡回、主催者

への呼びかけを行う。

資料３
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施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

ライフル射撃

場

6/1～

緊急事態宣言の見直し

状況等も勘案し、5月

中旬の再開を判断

施設利用者：マスク着用・手洗い・うがい等の呼びか

け、手指消毒用アルコール液の設置、利用後の換気す

る。

職員：マスク着用・手洗い、うがい等の徹底を行う。

県外利用者の自粛要請：HP、貼り紙掲示による周知、

県内利用者の申込みのみ受付、駐車場の巡回、主催者

への呼びかけを行う。

熊野古道セン

ター

6/1～

※状況により5月中の

再開も検討

・職員：マスク着用、検温や手洗いなどを徹底したう

えでの来館者対応

・来館者：手洗い、手指消毒、マスクの着用などの推

奨、三つの「密」（密閉・密集・密接）の防止にかか

る啓発、発熱や咳などの風邪症状がある方へは入館の

自粛を要請、県外利用者への貸館を行わない
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【農林水産部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

安濃ダム

（駐車場）

当面の間、閉鎖 少なくとも、県外在住者に対する県内への移動自粛要

請がある間は、閉鎖。

比幾海岸

（駐車場）

当面の間、閉鎖 少なくとも、県外在住者に対する県内への移動自粛要

請がある間は、閉鎖。

三重県民の森

（遊具、駐車

場）

遊具：当面の間、使用

禁止

駐車場：当面の間、閉

鎖

今週末の来場状況等を見たうえで、駐車場の解放を検

討。

上野森林公園

（駐車場）

当面の間、閉鎖 今週末の来場状況等を見たうえで、駐車場の解放を検

討。

青山高原ふる

さと公園

（駐車場）

当面の間、閉鎖 今週末の来場状況等を見たうえで、駐車場の解放を検

討。

波切漁港

（駐車場）

当面の間、閉鎖 地元要望もあり、少なくとも、県外在住者に対する県

内への移動自粛要請がある間は、閉鎖。

宿田曽漁港

（駐車場）

当面の間、閉鎖 地元要望もあり、少なくとも、県外在住者に対する県

内への移動自粛要請がある間は、閉鎖。

三木浦漁港

（駐車場）

当面の間、閉鎖 地元要望もあり、少なくとも、県外在住者に対する県

内への移動自粛要請がある間は、閉鎖。

資料３
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【雇用経済部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

勤労者福祉会

館

（貸会議室部

分）

5/7～ 三重県緊急事態措置期間中（5/7～31）においては、

「三重県緊急事態措置」のイベント開催の考え方に合

致する会議等のみ予約を受け付ける。

感染症防止対策として、施設入り口付近にはアルコー

ル消毒を設置、貸出品（鍵）の消毒を行う。

三重テラス 6/1～

（ただし、緊急事態宣

言が解除された場合

は、期間満了を待つこ

となく上記休館期間を

短縮します。）

営業再開後は出入り口にアルコール消毒液を置いて手

指消毒を促すほか、店内の混雑状況によっては必要に

応じて入場制限するなど感染症拡大防止に向けた配慮

を行う。

３密になることが想定されるイベントについては、事

前に主催者と打合せのうえ、開催内容の変更、もしく

は開催延期・中止を促す。

休館期間中、職員は在宅勤務しているが、施設の管理

等を行うため、毎日１名が出勤する。

県営サンア

リーナ

6/1～

（緊急事態宣言の見直

し状況等も勘案し、5

月中旬の再開を判断）

施設利用者：マスク着用・手洗い・うがい等の呼びか

け、手指消毒用アルコール液の設置、利用後の換気を

行う。

職員：マスク着用・手洗い、うがい等の徹底を行う。

県外利用者の自粛要請：HP、貼り紙掲示による周知、

県内利用者の申込みのみ受付、駐車場の巡回、主催者

への呼びかけを行う。

資料３
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【県土整備部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

河芸地区海岸

＜１箇所＞

5/8～ ・地元利用の要望を踏まえ再開

・県外利用者の自粛を提示

・再開後の利用状況を随時確認

宮川ダム・駐

車場

＜１箇所＞

5/11～ ・県外利用が少ないため再開

・県外利用者の自粛を提示

・再開後の利用状況を随時確認

滝川ダム・駐

車場

＜３箇所＞

5/11～ ・県外利用が少ないため再開

・県外利用者の自粛を提示

・再開後の利用状況を随時確認

君ケ野ダム・

駐車場

＜４箇所＞

5/18～ ・県外利用が少なく、周辺施設(津市管理)の再開にあ

わせて再開

・県外利用者の自粛を提示

・再開後の利用状況を随時確認

御殿場海岸等

＜15箇所＞

当面の間、閉鎖

（５／14の状況を踏

まえ再開に向けて再検

討）

・地元市町と再開について協議し、県外からの潮干狩

り、釣り客等が多いため、当面閉鎖を継続

県営都市公園

（北勢中央公

園、鈴鹿青少

年の森、亀山

サンシャイン

パーク、大仏

山公園、熊野

灘臨海公園）

５月中の再開を予定 ・県外在住者の県内への移動自粛要請期間中は、施設

利用の予約受付時に県外在住者の利用を制限

・テニスコートや野球場については、３密を回避する

ためにロッカーやシャワー等の屋内共用施設の使用を

制限

・キャンプ場や遊具などについては、利用者に、密

集・密接を避けての利用、マスク使用、手洗いの徹底

などを看板や園内放送で呼びかける

資料３
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【教育委員会】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

三重県立

鈴鹿青少年セ

ンター

5/20から宿泊を除く

一部業務再開に向けて

検討中

・県外在住者、発熱者等の来場自粛要請

・「３つの密」防止、マスク着用要請、消毒液備付け

などの感染予防対策の実施

・宿泊利用にかかる再開時期・対策については引き続

き検討

三重県立

熊野少年自然

の家

5/20から宿泊を除く

一部業務再開に向けて

検討中

・県外在住者、発熱者等の来場自粛要請

・「３つの密」防止、マスク着用要請、消毒液備付け

などの感染予防対策の実施

・宿泊利用にかかる再開時期・対策については引き続

き検討

資料３
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【県警本部】県有施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

運転免許セン

ター

5/11～ 　 施設出入口への手指消毒液の設置、職員のマスク着

用（咳エチケット）・手洗い・手指消毒の徹底、講習

会場の換気、講習会場の机・記載台・共用ボールペン

等の適宜消毒、受付・講習会場における座席間隔の確

保

（休止前に既に実施済）

資料３
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【四日市港管理組合】施設の取扱い

令和2年5月8日

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等

四日市港ポー

ルビル

展望展示室

6/1~ 県外からの利用者も想定されることから、少なくと

も、県外在住者への県内への移動自粛要請がある間

は、閉鎖。

四日市港ポー

ルビル

貸会議室

6/1~ 県外からの利用者も想定されることから、少なくと

も、県外在住者への県内への移動自粛要請がある間

は、閉鎖。

浜園緑地 当面の間、閉鎖・使用

禁止

・テニスコートの閉鎖

・遊具（ブランコ）の

使用禁止

再開については、国、県等の方針や県内外の感染者の

状況をみながら判断を行う。

シドニー港公

園

当面の間、使用禁止

・遊具（チューブ型複

合遊具、健康遊具等）

の使用禁止

再開については、国、県等の方針や県内外の感染者の

状況をみながら判断を行う。

資料３
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＃おうちで三重を楽しもう
ＪＲ東海と連携したＥＣサイトによる県産品購入促進キャンペーン

１ キャンペーン実施期間

令和２年５月８日（金）午前10時から令和２年５月31日（日）
まで（1,000件の注文に達し次第、終了予定）

２ キャンペーンの内容

期間中にＥＣサイト「いいもの探訪」（ＪＲ東海運営）において、三重
県産品を１品以上購入、先着1,000件の注文に対し、1,000円値引き

３ 掲載商品

松阪牛、伊勢まぐろ、結びの神、伊賀焼など33品目

４ 三重県ＰＲ

ＪＲ東海が運営するホームページ（Japan Highlights Travel）、
ＳＮＳ（インスタグラム「@visit.tokai」など）で展開している「画面上
で旅気分」キャンペーンにおいて、三重県観光ＰＲ動画や過去にＪＲ東
海が実施したフォトコンテストの入賞作品を発信し、自宅で旅の気分を味
わってもらう。

キャンペーンサイト
はこちら
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＃おうちで三重を楽しもう
百五銀行と連携したＥＣサイトによる県産品購入促進キャンペーン

１ キャンペーン実施期間

令和２年５月８日（金）午前10時から令和２年７月８日（水）
午後11時59分まで

２ キャンペーンの内容

三重県観光連盟の公式サイト「観光三重」内のＥＣサイト「三重の逸
品百貨店」（津松菱運営）での購入者に、 抽選で三重ブランド認定
品等（５，０００円相当）を２００名様にプレゼント。

３ 参加方法

期間中にＥＣサイト「三重の逸品百貨店」で１回の注文で
５，０００円（税込価格）以上購入すると自動的にプレゼント応募と
なる。応募単位は５，０００円を１口。（例えば、１回の注文で１万
円以上購入した場合は２口の抽選。）

４ プレゼント賞品

（１）松阪牛焼肉用５，０００円相当 １００名様

（２）熊野地鶏詰合せセット５，０００円相当 ５０名様

（３）三重こだわりの味セット５，０００円相当 ５０名様

５ 掲載商品

「三重の逸品百貨店」では、松阪牛や伊賀牛といった三重ブランド認
定品などの銘品に加え、今回初めて、県産品のうどんやお菓子、お茶など
を食べ比べ、飲み比べできる、詰合せセットを１０種類そろえるなど、
計５２事業者１４９商品を販売。
随時、掲載品を追加していく予定。

《プレゼント賞品》

キャンペーンサイトはこちら
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今こそ、買って、使って、県産品応援キャンペーン
県産農林水産品等の消費喚起

《量販店と連携した県産品消費拡大》

◆第一弾
マダイの緊急販売
4月中旬～
1万尾以上販売

《みえの県産品ネット販売緊急応援》

◆販売サイト構築支援
ＥＣサイトを持たない事業者のチャレンジを支援
先着１００件

◆販売サイト広報支援
県産農林水産品販売サイトの広報

◆第二弾
広告、店頭ポップを活用した県産品ＰＲ
（県内量販店）

マダイ、松阪牛
牛乳 ほか

地産地消の呼びかけ

※三重のお宝マーケットとの連携

《＃三重のまごころ ふるさとギフト》

◆帰省や来県を自粛いただいて
いる家族や親戚、友人等へ県産
品を贈っていただくふるさとギ
フトの造成を支援

4月30日募集開始 4月27日募集開始
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ECサイトを活用した事業者支援
＜官民一体型県産品購入促進キャンペーン＞

１ オール三重！全力応援サイト「三重のお宝マーケット」
・県産農林水産物や加工品、地場産品の生産・販売に携わる県内事業者の
皆さんを応援し、消費喚起を図るために開設

・県庁各部が取り組むＥＣサイトや民間ＥＣサイトと連携
・登録事業者募集：5月1日（金）～
・サイトオープン：5月中旬（予定）
・販促キャンペーン及びＳＮＳ広告：6月初旬～

２ ＥＣサイト構築支援
・内容：県内事業者の販路拡大を目的に、現在ＥＣサイトを持っていない事業

者に対してサイト構築を支援
・時期：６月初旬

資料4-4


