主

7月

三重県の特産品を
インターネットでお買い物。

2013年7〜9月

三重・愛知

全国・海外

●国税庁が2013年分の路線価を公表。三重県内の標準
宅地の平均路線価は前年比▲2.3％と21年連続で下
落。一方、愛知県は同＋0.1％と５年ぶりの上昇。
〈7/1〉

●６月の日銀短観において、大企業・製造業の業況判断
D.I.が＋４と、前回（３月）調査対比＋12ポイント改善し、
2011年９月調査以来のプラスに。
〈7/1〉

●東芝が、
半導体のNAND型フラッシュメモリを生産する四
日市工場の第５棟の増設を今年８月末から着手すると発
表。
2014年夏に竣工する予定。
〈7/2〉

●欧州連合（EU）
に28番目の加盟国としてクロアチアが
参加。EUが新加盟国を迎え入れるのは2007年のルー
マニア、
ブルガリア以来。
〈7/1〉

●プラスチック容器製造のエースパック
（大阪市）
が津市の
「ニューファクトリーひさい工業団地」
への工場建設に伴
い、
三重県・津市・県土地開発公社と協定締結。
〈7/19〉

●米国ミシガン州のデトロイト市が連邦破産法９条の適用
を裁判所に申請し、財政破綻に。米国の地方自治体の
財政破綻としては過去最大。
〈7/18〉

●津市が「道の駅」河芸の整備に関する協定を国と締結。
市の情報発信や防災拠点としての機能を持たせ、2016
年度中に開業する方針。
〈7/23〉

●第23回参議院選挙が投開票。
自民党と公明党を合わせ
た与党が非改選を含めて参院の過半数を確保し、衆参
両院で多数派が異なるねじれ状態が解消。
〈7/21〉

●第62回伊勢神宮式年遷宮に関して、新正殿の周りに石
を敷く
「お白石持行事」
が開始。内宮が７月26日〜８月12
日、外宮が８月17日〜９月１日の日程で実施。
〈7/26〉

●マレーシアで開催されている環太平洋経済連携協定
（TPP）の交渉会合に日本が12番目の参加国として正
式参加。
〈7/23〉

●三重県が南海トラフ巨大地震など大規模災害時にも円
滑に医療を提供するため、
「 三重県災害医療コーディ
ネーター」
を設置することを発表。
〈8/5〉

●中部電力が電力小売業者のダイヤモンドパワーを買収す
ることを発表。大手電力会社が自社区域外に本格的に
参入するのは初。
〈8/7〉

●三重県知事や三重大学長などがブラジルと米国を訪問。
ブラジル訪問期間中に、姉妹提携締結40周年を記念して
サンパウロ州と40周年記念合意書を締結。
〈8/16〜25〉

●内閣府が景気動向指数研究会を開き、2009年４月から
続いた景気拡大期について、景気の山が2012年４月で
あったと暫定的に設定。
〈8/21〉

●三菱航空機（名古屋市）
は、開発中である小型ジェット旅
客機「MRJ」の初号機納入が１年以上遅れることを発
表。
「MRJ」
の開発計画延期は今回で３度目。
〈8/22〉

●総務省が３月末時点の住民基本台帳に基づく人口動態
調査を公表。
日本人の総人口は１億2,639万3,679人で、
前年比▲26万6,004人と、
４年連続の減少。
〈8/28〉

「モノづくり産
●三重県など東海地方における４県３市が、
業強靭化スーパー特区」
と
「アグリ・フロンティア創出特
区」
を国の
「国家戦略特区」
に共同提案。
〈8/26〉

●原子力規制委員会が東京電力福島第一原発で起きた
汚染水漏れについて、国際的な事故評価尺度を
「レベル
３
（重大な異常事象）
」
に引き上げることを発表。
〈8/28〉

●三重県が販路拡大に協力する優れた県産品として
「みえセ
レクション」
を発表。今回は第２弾として宮﨑本店（四日市
市）
の
「宮の雪 純米吟醸」
など19商品を選出。
〈8/29〉

●米国が、
「シリアのアサド政権が首都マダガスカル近郊で化
学兵器を使用したとする強い確信がある」
ことなどを明記した
調査報告書を公表。
〈8/30〉

●三重県は、
夏休み期間中
（７月20日〜９月１日）
に県内19
の主要観光施設を訪れた観光客数が、式年遷宮効果な
どにより前年比＋24.3％増加したことを発表。
〈9/9〉

●埼玉県、千葉県、茨城県の一部で竜巻が発生。気象庁
が、竜巻の強さを示す
「藤田スケール」の６段階のうち４
番目に強い
「F2」
と推定。
〈9/2〉

●国道167号鳥羽南・白木ICと伊勢市二見町の松下JCT
を結ぶ第二伊勢道路が開通。
これにより、
167号の利用と
比較して所要時間が約20分短縮。
〈9/14〉

●日本銀行が金融政策決定会合で国内景気の現状判断
を
「緩やかに回復している」
と上方修正。
「回復している」
との表現を使うのはリーマン・ショック後で初めて。
〈9/5〉

●中部電力と東邦ガスは、
両社で建設してきたLNGのパイプ
ラインである
「伊勢湾横断ガスパイプライン」
が完成したと
発表。
〈9/17〉

●2020年の第32回夏季五輪開催地を決める国際オリン
ピック委員会（IOC）総会が開かれ、東京が1964年の第18
回大会以来56年ぶりの開催地になることが決定。
〈9/8〉

●JR東海がリニア中央新幹線の品川-名古屋間の中間駅
を相模原市
（神奈川県）
、
甲府市
（山梨県）
、
飯田市
（長野
県）
、
中津川市
（岐阜県）
の４ヵ所にすると発表。
〈9/18〉

●宇宙航空研究開発機構（JAXA）
が新型ロケット
「イプシ
ロン」
初号機の打ち上げに成功。
日本の新型ロケットの打
ち上げは、
2001年の大型ロケット
「H2A」
以来。
〈9/14〉

●首都圏における三重県の情報発信や県への観光誘
客、県産品の販売を強化するための拠点である
「三重テ
ラス」
が東京・日本橋に開業。
〈9/28〉

●ドイツの連邦議会
（下院）
選挙が投開票。
アンゲラ・メルケ
ル首相の保守系与党、
キリスト教民主・社会同盟
（CDU・
CSU）
が大勝し、
メルケル首相は続投へ。
〈9/22〉

こだわりの逸品を販売する三重県の
優良店が 軒を連ねる

リージョネット三重

是非
ご利用下さい。

リージョネット三重は三重銀行グループ・三重銀総研が運営する
三重の特産品販売サイトです。
三重銀総研は、ネットビジネスを通じて地域産品の販売促進をお手伝いし、
地域経済の活性化をサポートしています。

みえのインターネット物産展
2013年10月7日〜11月6日まで

伊勢志摩 満喫キャンペーン
期間中に総額5,000円以上お買い上げの
方から抽選でプレゼントを贈呈

全国各地の百貨店で毎回多くの来場者を迎え人気の『三重の物産展』が
期間限定でインターネットショップをオープン！

Ｗプレゼント
キャンペーン開催中！
2013年11月6日まで

首都圏営業拠点「三重テラス」が東京・日本橋に開業

主な出来事

９月28日、東京都中央区日本橋の商業ビル「YUITO ANNEX」の１、２階部分に、首都圏営業拠点「三重テラス」が
開業しました。
「三重テラス」には、
「食」や「観光」、
「歴史」、
「文化」など三重県の様々な魅力にスポットライトを当てて「照らす」
という意味が込められています。
建物の１階部分には、
食品や伝統工芸品などを並べた物販コーナーと、
松阪牛や伊勢湾の魚介などの地元食材を
提供するイタリア料理のレストランを設置しています。
２階部分には、
伊勢神宮の式年遷宮を記念した企画展など
のイベントを開催する多目的ホールも設置されており、三重県内への観光誘客や県産品の販路拡大につなげるた
めに活用される予定です。
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大 切 な 方への 贈 り 物 に・・・

9月

出 来 事

自 分への ご 褒 美 に・・・

8月

な

会員登録キャンペーン
期間中に「メルマガ会員登録」をする
だけで、プレゼントが当たるチャンス

