第 3 日曜 18 時 45 分～

CBC テレビ

よしお兄さんの“もっと”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～
FM 三重

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～

三重県の県政情報をお届けします

県のテレビ・ラジオ番組

再放送 翌月曜～金曜 ８時～（第２チャンネル）※祝日を除く

県 政 だより

県政だより みえ

学ぶ・働く・暮らす

若者が活躍できる
魅力あふれる
三 重へ

三重テレビ

み
え
8
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No.445

◎毎月１日 発行

◎毎月第１日曜日
新聞折込

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方への
関心がさらに高まっています。県では、この状況を好機
と捉え、県内で学び、働き、暮らし、活躍する若者が

僕がつぶやくTwitter
三重県（公式）も
フォローしてね！

増えるよう、
「新たな人の流れ」をつくるさまざまな取り
組みを進めています。
今号は、その一部について紹介します。

©PSP/T-e

三重県応援キャラクター

注目
情報

プレゼントするほか、受賞作品をキャンペーンのホームページ
や公式 Instagram アカウントで紹介します。

visitmie

雇用経済部 観光局 海外誘客課 ☎ 059・224・2847

人 口／ 1,768,841 人

（男性：863,292 人 女性：905,549 人）

世帯数／ 741,075 世帯 （令和 3 年 1 月 1 日現在）

応募締切 令和３年 8 月 31 日
（火）到着分まで

応募方法 ハ ガ キ、メ ー ル、動 画 公 開 ペ ー ジ
（ 特集、みえのいいとこ！）の概要欄からご応募
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。

キャンペーンについて
詳しくはこちらから

※過去の写真・動画でも参加いただけます。投稿数に制限はありません。

問い合わせ先

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。

秋・冬も順次投稿キャンペーン
を実施予定です。

受賞者には、県内宿泊施設のペア宿泊券など、豪華賞品を

いろいろな
「県政だより みえ」
を
発信しています！

検索

059・224・2801

県ホームページ

魅力あふれる三重へ

岩戸の塩（125g）を プレゼント！

実施期間
８月 31 日（火）まで

「#visitmie」をつけて投稿してください。

Q●
？ が活躍できる
学ぶ・働く・暮らす

正解者の中から抽選で 10人に

夏の投稿キャンペーン

しています。ご自身で撮影した写真・動画に、ハッシュタグ

三重県の
人口・世帯数

「？」に当てはまる文字を答えてください。

「#visitmie」夏の投稿キャンペーン実施中

思い出の写真や動画を Instagram（インスタグラム）で募集

すけ

プレゼントクイズ

三重の夏の魅力を Instagram で投稿しよう！

伝統の祭りや花火、季節の花々など、夏の三重県旅行の

うさ

兎の助

inbound@pref.mie.lg.jp

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」

〒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

スマホアプリ

マイ広報紙

若者の県内定着をめざして

「三重を知る」共同授業で
ぶ 三重への愛着・誇りを持つ
学生を育成

学

70分短縮

40分
67分

●全線
（東京・大阪間）
開業時
【津市ー 県内駅 ー 品川駅】

最速

東京都
品川駅

＊

１時間 40分

所要時間

最速

東京・
大阪間

県内で

現在より

●東京・名古屋間 開業時
【津市ー 品川駅】所要時間 2 時間＊

１時間

（中津川市）

＊

三重県にリニア駅ができるとどうなるの？

最高時速約 500㎞という革新的なスピードでリニア沿線都府県や
全国各地へ移動できるため、利便性が飛躍的に向上します。

愛知県
名古屋駅

亀山市

日本各地が
より身近に！

三 重 県への旅行 者や訪問回数の増加が見
込まれます。人や情報の交流が活発になり、
新たなイノベーションが生まれます。

津市

駅候補地

奈良県

“どこでも”
❸ 暮らし “いつでも”

が可能に！

大阪府

都市・地方間のアクセスが向上し、新たな
ビジネススタイル・生活スタイルが誕生します。

（大阪市）

❷ 経済

首都圏・中部圏・
関西圏が一体化！

3 つの大都市（東京・名古屋・大阪）
が約 1 時間
で 結ばれるため、大きな経 済効果がもたら
されます。

❹ 災害時

災害リスク分散で安心！

「リニア」と「既存の新幹線・高速道路ネット
ワーク」で、災害リスクが分散されます。

問い合わせ先

「みえリニア応援クラブ会員」を募集しています！
リニア中央 新幹 線の県内 駅位置の早 期確 定と一日も早い全 線開業の実現に
向けた啓発活動に一緒に取り組んでいただける方を募集しています。

対象
三重県

リニア

地域連携部 交通政策課

検索

働く

会員の皆さんによる
イベントなどの提案・運営も
検討しています。

●啓発動画の発信
●啓発イベントへの参加・参画

059・224・2219

おしごと広場みえ

東京

大阪

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）

※この他にも、大阪・名古屋で定期的に移住相談

情報を発信しています。

デスクを実施しています。詳細は、ホームページ
に掲載しています。

検索

ええとこやんか三重

さまざまな候補地があったのですが、

ごと広場みえ」を訪問。仕事の見つけ方

移住相談センターでの相談をきっかけに、

や、実践的な応募書類の添削・面接対策

三重に決めました。実際に訪れて驚いたの

などのサポートを受け、納得のいく仕事

は、三重の人の優しさ。地域の人々が温かく

金川珈琲
か ね かわ

に就くことができました。

ゆき お

金 川 幸 雄 さん

迎え入れてくれ、楽しく暮らしています。

会場地：鈴鹿市

●奨学金の返還支援制度

深め、「新たな人の流れ」

「過疎地域など指定地域への居住」や「県内での居住および県内産業への就業」などの条件
を満たした場合、奨学金返還額の一部を助成する制度があります。

をつくり、魅力あふれる

検索

元気な三重づくりを

東京 23 区の在住者または東京圏在住で 23 区への通勤者を対象に、三重県に移住して就業
された方などへの移住支援金制度があります。
検索
ええとこやんか三重 移住支援金

「学ぶ」・奨学金の返還支援制度については

戦略企画部 戦略企画総務課 ☎ 059・224・2009

059・224・2069

sensomu@pref.mie.lg.jp

雇用経済部 雇用対策課

☎ 059・224・2465

059・224・2455

koyou@pref.mie.lg.jp

地域連携部 地域支援課

☎ 059・224・2420

059・224・2219

chiiki@pref.mie.lg.jp

「働く」については

「暮らす」・移住支援金制度については

推進します！
三重県知事

鈴木 英敬

知事のメッセージ
動画が見られます！

クラウドファンディングで

ヘルプマークは、

外から見て分から

な く て も、 援 助 や

配慮を必要として

いる障がいや病気を抱えている方な

どが、
日常生活や災害時などにおいて、

支援や理解を求めやすくなるととも

に、周りの方が気付きやすくなるマー

クです。

県では、このヘルプマークの普及に

取り組んでおり、普及に必要なヘルプ

マーク（ストラップ）の制作費用の一

部を募集するクラウドファンディン

万円

27

グを実施しています。令和２年度は、

2

千円に対し、

5

22

万

7

目標金額

24

のご寄附をいただきました。令和３年

度は 万 千 百円を目標金額にして

いますので、引き続き、ご協力をお願

いします。

また、新型コロナウイルス感染症が

拡大するなかで、これまで以上にお互

いに支え合う「おもいやりの絆」が大

切になってきています。県民の皆さん

におかれましても、ヘルプマークを身

に着けた方を見かけられた時は、困っ

ているようであれば声を掛ける、電車

やバスで席を譲る、緊急時や災害時に

支援していただくなど、ご配慮をお願

いします。

寄附方法など、詳しく

はホームページをご覧く

ヘルプマーク

ださい。

三重

問い合わせ先

子ども・福祉部 地域福祉課

059・224・3085

知 的 障がいのある選 手が出場
できる競 技 です。男 女の 区 分は
な く、 1 チ ー ム 11 人で プ レ ー
します。試合で用いる道具やルール
は国体のサッカー
と 同 じ で、 競 技
時間は前半・後半
30 分ずつ、ハーフ
タイム 10 分で行わ
れます。

若者と地域のつながりを

（三重暮らし応援コンシェルジュ）

ヘルプマークの普及に
ご協力をお願いします

会場地：伊勢市

検索

県外からの Uターンを考え、まず「おし

三重県奨学金支援

サッカー

13

ふるさと回帰支援センター内（東京交通会館 8 階）

移住相談デスク

つなぐため、求人情報やインターンシップ

楠 谷 秀 斗さん

20

※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。

県内の魅力ある企業と、働きたい人を

☎ 059・224・3349

令和 3 年 8 月号

検索

「みえ」の仕事マッチングサイトで
県内企業の情報を発信

ud@pref.mie.lg.jp

県政だより みえ

でのセミナーなどを実施し、三重への移住・U ターンを

ええとこやんか三重 移住相談センター

●移住支援金制度

059・224・3245

常設の相談窓口や定期的な移住相談デスク、オンライン

オンラインによる就職相談、
模擬面接も実施しています。

kotsu@pref.mie.lg.jp

ここが見どころ！
スピードやテクニック、
チームワークなど、総合的なバランスが
重要な競技です。選手の個人技やチーム
の戦略にご注目ください。

相談窓口やセミナーなどで
移住・U ターンを応援

応援しています。

く す たに ひ で と

相撲
2 人の力士が土俵上で組み合
い、相手を倒すか土俵外に出す
ことで勝敗が決まります。勝敗
が決したときに使用した技を
「決まり手」といい、
投 げ・ 掛 け・ 反り・
ひね
捻 りを中心としたも
のがあります。日本
古来の伝統ある競技
です。

はしもと たつ き

橋本 竜希さん

四日市大学

ストップで提供し、就職や転職をサポートしています。

「おしごと広場みえ」
利用者
クラブ入会は
こちらから

暮らす

相談、セミナー、模擬面接など、さまざまな支援をワン

無料

実施する正式競技を紹介します

問い合わせ先 地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 総務企画課 ☎ 059・224・2908

3

入会していただいた
方には、リニアオリ
ジナル啓発グッズ
（非売品）を
プレゼント！

県内で

相談から就職・定着までを一貫支援

入会金
年会費

会員特典

「三重を知る」共同授業 受講生

三重での就職を希望する49 歳以下の方を対象に、就職

問い合わせ先

ここが見どころ！
2 人の力士が立ち上
がって取り組みを開始する「立ち合い」
の瞬間は、日ごろ鍛えた力と技が激しく
ぶつかり合い、迫力満点です。

主な活動

☎ 059・224・2805

両大会で

中学生以上 40 歳未満の方

仕事に関わりたいと思っています。

ジョブカフェ「おしごと広場みえ」で

みえ仕事マッチング
ホームページでは、
「 リニア
中央新幹線に関する取り組み」
や「 Vチューバ―がリニア
開業効果などを紹介する啓発
動画」などを発
信しています。
ぜひご覧くだ
さい。

卒業後は、三重の魅力を多くの人に発信する

年連続で転出超過となっています。

三重県

あるのでは、と思うようになりました。

年から

❶ 観光・交流

住んでいる人でも知らない魅力が他にもたくさん

で学ぶ学生の定着につなげています。

県内で

学校や学年を越えた交流、
企画立案・プレゼンなどを
経 験でき、社会で役 立つ
スキルを身に付けることも
できました！

人の温かさにも触れ、三重には、県内に

づくりとなる取り組みを進め、県内

山梨県

長野県

岐阜県

もめん」などについて学ぶなかで、地元の

県内14 高等教育機関
の紹介はこちらから

フィールドワークを含めた学習を通

三重への愛着・誇りを持つきっかけ

（飯田市）

●全線（東京・大阪間）
開業時
【大阪市内駅 ー 県内駅 ー 津市】

フィールドワークで松阪市を訪れ、歴史

ある松坂城跡や三重の伝統工芸品「松阪

を知る」共同授業を開発するなど、

（甲府市）

50分短縮

三重の魅力を多くの人に
伝えていきたい

して三重のことを深く学べる「三重

（相模原市）

現在より50分短縮

現在より

所要時間

神奈川県

県内の高等 教 育機 関と協力し、

約 78％

学ぶ・働く・暮らす

内では、亀山市をリニア駅候補地として誘致していきます。

東京・
名古屋間

約 86％

定着をめざし、さまざまな取り組みを進めています。

愛知県、関西
圏、東京圏へ
の進学が多い

若者が活躍できる魅力あふれる三重へ

に就職している状況です。このため、県では、若者の県内

名古屋・大阪間は最短で令和19（2037）年に開業予定です。三重県

開業時の所要時間

（令和 2 年度）

と考えられ、県内高等教育機関の卒業生の約半数は、県外

中央新幹線」
の整備が進んでいます。東京・名古屋間は令和９
（2027）
年、

＊の所要時間は、三重県庁からの試算値です。

（令和 2 年）

大学進学や就職を機に、毎年多くの若者が県外へ流出しており、「転出超過 ※」の状態が続いています。

15歳 ～29歳の若い世代です。その主な要因は、進学・就職

超電導リニア ※によって東京・大阪間を結ぶ新たな新幹線「リニア

※超電導リニア…磁気浮上式リニアモーターカーのこと。超電導磁石の力に
よって車体を 10cm 浮かせて走ります。

転出超過数のうち
若者（15 歳～29 歳）の割合

県では、若者が県内で進学・就職するきっかけとなる環境づくりを進めています。

現在、三重県における県外への転出超過数の約86% は、

特 集

県内高校を卒業した
大学進学者のうち
県外へ進学した人の割合

※転出超過…転出者の数が転入者の数を上回り、人口が流出している状態のこと。三重県では、平成

三重を変える！
‟夢の超特急” リニア中央新幹線

kokutai@pref.mie.lg.jp
県政だより みえ

令和３年 8 月号

2

平和への想いを次の世代へ

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金のご 案内

～平和に関する企画展 2021 ～

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、すでに総合支援資金
の再貸付を借り終わっていることなどにより、緊急小口資金などの特例貸付を利用
できない世帯に対し、自立支援金を支給しています。

戦争の惨状を伝える資料や、高校生・大学生が取り組む戦争体験を伝承
する活動を通じて、あらためて平和について考えてみませんか？

２人世帯：８万円

３人以上世帯：10 万円

支給要件や申請方法など、

令和３年 8月３１日（ 火 ）まで

詳しくはホームページをご確認ください。

問い合わせ先 子ども・福祉部 地域福祉課
059・224・3085
☎ 059・224・2256

fukushi@pref.mie.lg.jp

問

うさ

兎の

みえ新型コロナウイルス
ワクチン接種ホットライン

☎ 059・224・2825
受付時間：9 時～ 21 時

いいとこ
☎ 0596・43・2003（賓日館）

「夫婦岩」
で有名な名勝二見浦。海岸の美しい松林の近くに
は、神宮に参拝する賓客の休憩宿泊施設として明治20年に建
築された「旧賓日館（国指定重要文化
財）
」
があります。幾多の華やかな舞台と
なった建物は、現在は資料館として公開
されており、当時の一流建築家や職人
の技などを随所に見ることができます。

テレワーク相談窓口
☎ 059・232・3174

検索

info@csc-mie.co.jp

令和４年３月18日（金）まで （祝日、年末年始を除く）
受付時間 平日 ９時～17時 （12時～13時を除く）
中小企業などにおけるテレワークのシステム導入や労務管理など
について相談できます。
開設期間

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

二次元コードから動画が見られます！
1

三重 炬火イベント

９月３日（金）まで ※文部科学省に郵送してください
試験会場 三重県合同ビル
10月21日
（木）
対象 義務教育諸学校への就学を猶予または免除された方など
検索
中学校卒業程度認定試験
詳細は、試験案内をご確認ください。
問 教育委員会事務局 高校教育課 ☎ 059・224・2913
059・224・3023

受付時間：21 時～ 翌 9 時

二見浦・賓 日 館

地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 競技・式典課
☎ 059・224・2341
059・224・2075

試験日

※ AI 音声技術で対応します。

ひ ん じ つ か ん

～三重とこわか国体・三重とこわか大会～

願書受付期間

☎ 050・3185・7947

動 画はこち ら

検索

令和３年度中学校卒業程度認定試験

24 時間 365 日相談を受け付けています！

みえのいいとこ！

みえ DX アイデアボックス

059・224・2125

８月31日
（火）まで
両大会を盛り上げるため、県内各地で市町主催の炬火イベントが開催されて
います。詳細は、ホームページでご紹介しています。

相談窓口

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

☎ 059・224・2216

実施期間

●ワクチン接種は強制ではありません。接種による発症予防の効果と副反応のリスクなどを
理解していただいたうえで、希望者にのみ、接種が行われます。職場や周りの人に接種を
強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。

問い合わせ先

総務部 財政課

きょ か

誹謗中傷、偏見や差別につながる行為は絶対に行わないでください！

夜間窓口

対象

炬火イベント実施中

□ 接種の強制や接種を受けていない人への

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を随時
発信しています。

８月31日
（火）まで
どなたでも応募可能 ※県職員、県議会議員および法人などを除く
「県民参加型予算・みんつく予算」の取り組みとして、あったかい
DX により、暮らしやすい社会をつくる自由な提案やアイデアを募集します。
募集期間

問

●ワクチン接種を受けた人は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されて
いますが、他の人への感染をどの程度予防できるかは、まだ十分には分かっていません。
引き続き、熱中症に注意しながら、マスクの着用や「密」の回避、手指消毒などの感染予防
対策をお願いします。

みえ新型コロナウイルス
ワクチン接種ポータルサイト

sensomu@pref.mie.lg.jp

「あったかいＤＸ」のアイデア募集

□ 接種を受けたあとも感染予防対策の継続をお願いします！

伊勢市二見町茶屋 566-2

県立神戸高校、
皇學
館大学の生徒・学生
と広島県崇徳高校の
生徒が、戦争の記憶を
語り継ぐ活動の成果
を発表します。

問い合わせ先 戦略企画部 戦略企画総務課
059・224・2069
☎ 059・224・2009

新型コロナウイルスワクチン接種に関する
県民の皆さんへのお願い

所在地

●事前申込：必要（８月 10 日（火）まで）

県内の戦争遺品や広島平和記念資料館
から借用した写真パネル・広島に投下さ
れた原子爆弾
の実物大ポス
ター（今回初
展示）などを
展示します。

お知らせ

申請期間

みえの

所：県総合博物館
３階 レクチャールーム

※県総合博物館の所蔵品を「戦争と三重 ｰ兵士と銃後ｰ 」と題して、3 階 三重の実物図鑑
にて 8 月29日
（日）
まで展示しています。

支給額（月額） ※支給期間は３カ月

が紹介！

●場

●場所：県総合博物館
３階 学習交流スペース

※上記世帯のうち、支援金の申請にあたり、収入や資産、ハローワークへの求職
申し込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うなどの要件があります。

助

●開催日：８月 11 日（水）13 時～

※ 10 日（火）は休館日

◦総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
または令和３年８月までに借り終わる世帯
◦総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
◦総合支援資金の再貸付について、自立相談支援機関に相談をしたものの、
支援決定を受けることができず、再貸付の申請ができなかった世帯

すけ

県内高校生・大学生と広島県の
高校生による活動発表会

被爆・戦争関係資料の展示
●期間：８月３日（火）～１５日（日）

支給対象世帯：緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯

単身世帯：６万円

入場無料

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。
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検索

特集（2ページ）の
知事メッセージ動画
も見てね！

読み込み後、
動画公開ページに移動します。

※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。

編集・発行／三重県広聴広報課

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。

● 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

（日）に新聞折込予定です。
9 月号は 9 月 5 日

「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ホープ（☎ 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 3 年 8 月号
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