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令和２年

（2020)

金剛峯寺（高野町）

この季節になると、高野山真言宗総本山金剛峯寺は鮮やかな新緑に包まれます。
５月３日には、 壇上伽藍において、世界中の新型コロナウイルス感染症で亡くなった人々の追悼や、

感染症の早期終息を願う法会が営まれました。
現在、医療従事者をはじめ、スーパーの店員、配達員等のエッセンシャルワーカー（※）の皆さんの献

身と、皆さんの自粛行動等により、日々の感染者数が目に見えて減ってきています。
これからも新しい生活様式を心がけ、みんなでコロナウイルス感染症に打ち勝ちましょう。
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                   知  事  メ  ッ  セ  ー  ジ   

 

 
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について  

 
新型コロナウイル スの感染拡大によ る内外経済や国民 生活に大きな

被害を受けている中で、県では早い段階から経済対策の準備をして、

個人向けには、社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付、事業者向

けには、県独自の中小企業融資制度ということで、少しでもこの未曾

有の経済的危機に対して、息をついてもらいたいという思いから、い

ち早く取り組んできました。  

しかしながら、新 型コロナウイルス 感染の長期化や経 済活動の停滞

が懸念されることから、副知事を本部長とした支援対策本部を設置し、

「全業種、全ての人を対象」「困っている人を助ける」「事業継続に資

する」の３つの原則を基に、業界の方々のご意見を聞いた上で、県独

自の支援策を構築しました。  

具体的に、事業者 向けには、国の持 続化給付金の給付 を受けた事業

者を対象に、売上が５０％以上減少した事業者の事業継続に向け、従

業員規模に応じて２０～１００ 万円の事業継続支援金による支援を行

います。さらに、県内事業者が事業継続のために実施する事業などに

対し、最大で１００万円を支援していきます。  

また、国の持続化 給付金や 労働者を 休ませる場合の雇 用調整助成金

の申請を円滑に行うためのサポートをはじめ、観光関連事業者への緊

急融資なども行っています。  

個人向けには、国 において家計への 支援を行うため、 全国すべての

人々に１人あたり１０万円を給付する特別定額給付金や、子育て世帯

を支援する臨時特別給付金などがあり、県でも、従来からの生活福祉

資金の特例貸付のほか、住宅確保給付金や生活保護による支援を行っ

ています。  

コロナはいつか終 わります。今、直 面している この未 曾有の危機を

こういった県や国の制度も活用いただきながら、その他の支援策ら全

てを動員して、その時まで何とか、みんなでしのいでいきましょう。  

 

○ 知 事 記 者 会 見 等 、 和 歌 山 県 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 関 す る 情 報 は こ ち ら  

→ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html 

 

 

 

 

和歌山県知事  仁  坂  吉  伸  

4/17 南別館記者会見室にて 
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●令和２年度から「ふるさと和歌山応援寄附」に『新型コロナウイルス感染症対策』

等等の新たなメニューが加わりました                     
 
 本県では、新型コロナウイルス感染症に対し、早期発見、早期隔離、ヒアリングの徹底

といった「和歌山方式」により、拡大を抑え込んできました。またこの度、感染の長期化

や経済活動の停滞が懸念されることから、「全業種、全ての人を対象」「困っている人を

助ける」「事業継続に資する」の３つの原則を基に、独自の支援策を構築しました。 
その一方で、新型コロナウイルスの猛威により、マスクや防護服等の医療資材が不足し

ています。 
このような状況から、現在、故郷を思う方々や、本県に親しみや共感をお持ちいただい

ている皆さんから、「元気な和歌山」の創造に多大なお力添えをいただいている「ふるさ

と和歌山応援寄附」のメニューに『新型コロナウイルス感染症対策』を追加しました。 
また、令和２年度から新たに、さ

らに「元気な和歌山」を目指す和歌

山を応援していただけるよう、『子

供たちの教育環境の充実』、『犬・

猫の殺処分ゼロを目指す活動への支援』も追

加しています。 
『子供達の教育環境の充実』にいただいた

寄附は、各学校の学習環境の充実や特色ある

学校づくり等に活用する予定で、寄附したい

高等学校（私立を含む）や特別支援学校があ

れば、指定することができます。 
また、『犬・猫の殺処分ゼロを目指す活動への支援』にいただいた寄附は、「地域猫対

策」や保護された犬や猫の新しい飼い主を探す活動に取り組む地域住民やボランティアの

支援に役立てられます。 
地域猫対策とは、野良猫を迷惑動物として排除するのではなく、不妊去勢手術を施した

うえで、ルールを守って管理することいいます。令和２年３月３１日現在、県内３９２地

域で３，０７５匹の猫が認定を受けて管理されており、不妊去勢手術の全額助成などの支

援を行っています。また、ボランティアには、保健所等に収容された犬・猫の命を一匹で

も多く次の飼い主へとつなげるため、離乳前の犬・猫を預かり、育ててくれるミルクボラ

ンティア等があり、御協力いただく皆さんにミルクや保温器具等の支援を行っています。 
なお、今回追加したメニューのうち『子供たちの教育環境の充実』と『新型コロナウイ

ルス感染症対策』には、その性質上、返礼品はございません。あらかじめ御了承ください。 
その他の寄附メニュー等については、１３ページを御覧ください。 

 

将来を支える子供たちの教育環境の充実を 

私たちのパートナーである犬や猫の命を救います 
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●「わかやま定住サポートセンター」ＷＥＢ相談をはじめました             

 
本県ではこれからも、移住を希望される方々や移住

された方々からのたくさんの相談にお応えしたいと

思っているところですが、現在、新型コロナウイルス

の感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、各サポート

センターにおける対面相談を休止しております。 
 そのような中、この度、電話相談だけでは不安な方

や、元々窓口での相談はハードルが高いと考えていた

方々にもぴったりのＷＥＢ相談窓口を開設しました。

このシステムの利用により、自宅のパソコンやスマートフォンから移住相談を行うことが

できます。 
本県では、平成１８年度から市町村や民間団体（企業等）と連携して、移住促進による

地域の活性化に取り組んでいます。和歌山県内の全市町村に移住希望者の相談に対応する

担当職員「ワンストップパーソン」を配置するとともに、東京、大阪及び和歌山市内に「わ

かやま定住サポートセンター」を、古座川町内に「ふるさと定住センター」を開設し、移

住を考える方々や移住先で奮闘している方々の相談等に対応しています。 
また、今年度からは移住希望者の就業支援を強化するために、東京相談窓口に就職相談

の専門家を配置するとともに、「お試し移住」を県内全市町村で実施できるようにするこ

とにより、これまでの田舎暮らしに加えて、近年増加している地方都市部への移住ニーズ

にもお応えしていこうと取り組んでいます。 
日々、移住についてお考えいただいている皆さん、この機会に、ＷＥ

Ｂによる移住相談をいただいてはいかがでしょうか。 
 なお、移住相談等についての詳細は、和歌山移住ポータルサイト「Ｗ

ＡＫＡＹＡＭＡ ＬＩＦＥ」を御覧ください。 
 → ＵＲＬ：https://www.wakayamagurashi.jp/ 

【ＷＥＢ相談について】 
 完全予約制・・・事前手続が必要なため相談希望日の２日前までに和歌山定住サポートセンター（和歌山

窓口）まで電話かメールでお申し込みいただく必要があります。なお、回線の使用状況に

より、相談日程を調整させて頂く場合がありますので、御了承ください。 

 （和歌山窓口） 受付時間：水曜日～月曜日 １０：００～１７：３０（定休日：火曜日、祝日） 

          ○電 話：０７３－４２２－６１１０ 

          ○メール：ｅ０２２２００２＠ｐｒｅｆ．ｗａｋａｙａｍａ．ｌｇ．ｊｐ 

 利用システム・・・Ｖ－ＣＵＢＥミーティング５ 

          ※ブラウザ画面が対応していない場合、Ｖ－ＣＵＢＥミーティング５アプリケーション

（無料）のダウンロードが必要となります。 
 
＜ＷＥＢ相談を行うには＞  Ⅰ カメラ・マイク機能が付いたパソコン のどちらかが必要です。 

              Ⅱ タブレット又はスマートフォン             

 

温暖で自然溢れる故郷が待っています 

お試し移住もありますよ 
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●遠隔による意思疎通支援サービスの提供を開始しました                        

 
現在、新型コロナウイルス感染症の発生により、聴覚障害のある人が行政機関や保健所

への相談、医療機関の受診等を希望する際の手話通訳者や要約筆記者等の意思疎通支援者

の同行が困難な状況となっています。 

そこで本県では、４月２７日から新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防と聴覚障害

のある人の情報保障を目的として、遠隔による意思疎通支援サービスを開始しました。 

このサービスでは、帰国者・接触者相談センターや各保健所等への相談、医療機関にお

ける受診、治療を行う場合、聴覚障害のある人が無料通話アプリ等を使用して、県聴覚障

害者情報センターからの手話通訳、要約筆記による意思疎通の支援を受けられます。 

スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない方には、県が無料でタブレット端末の

貸し出しを行います。 

サービスの対応時間は午前９時から午後５時４５分までとなっており、土日祝日を含む

全日対応しています。                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●根来寺遺跡展示施設がプレオープン！                       

 
 根来寺は、平安時代の終わりに覚鑁（かくばん）上人によって

高野山で開創され、その後、根来の地に移された新義真言宗の総

本山です。戦国時代には急激に勢力を伸ばしており、宣教師ルイ

ス＝フロイスにより「日本で最も栄えた寺院の一つ」として紹介

されるとともに、当時の世界地図に「都：Ｍｉａｃｏ」「琉球：

Ｌｅｑｕｉｏ」等と並んで「根来：Ｎｅｇｒａ」と示され、世界

にその繁栄が伝えられました。 
その後、１５８３（天正１３）年には、豊臣（羽柴）秀吉の

紀州攻め「天正の兵火」により大塔、大師堂、山門のみを残し 

医療機関の受診、治療を行う場合 

 

世界図に「Negra（根来）」の文字が 
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て灰燼に帰してしまいます。 

昭和５１年、本県の大規模農道建設に伴い実施

した発掘調査により、根来寺の遺物が大量に発見

され、その後も県と岩出市による発掘調査が続け

られた結果、この地に３００余りの子院（本寺に

附属する小寺院）がひしめく中世根来寺の遺跡が

良好に存在していることが明らかになりました。 

これらの遺跡は、史跡根来寺境内、根来寺遺跡

として保存され、発掘調査成果や遺物から、福井

県の朝倉氏一乗谷遺跡、広島県の草戸千軒町遺跡

と並び、日本中世三大遺跡と称されています。 

本県では、この地に訪れた方々に根来寺の往時

の姿を伝え、保存された遺構の重要性を周知する

だけでなく、史跡根来寺境内や根来寺遺跡の価値

を次世代へと継承するため、地域の文化遺産である遺構と遺物を展示公開することとしま

した。 

展示する遺構には、半地下式倉庫展示施設と階段遺構展示施設があり、この度、半地下

式倉庫展示施設が完成したので、４月１日にプレオープンしました。 

発掘された半地下式倉庫を型取りした高精細レプリカの展示や、触れられる遺物のレプ

リカ、多言語に対応した復元イラストによる解説板等により、宣教師フロイスをして「日

本で最も繁栄している寺院の一つ」と言わしめた根来寺の歴史を感じていただける施設と

なっています。なお、階段遺構展示施設は令和２年１１月完成予定です。  

    

●「和歌山県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定しました                        

 
ギャンブル等依存症は、ギャンブル等にのめり込み、自身をコントロールできなくなる

ことで、多重債務や自殺、犯罪等につながるなど、日常生活や社会生活に深刻な問題を生

じさせる病気です。家族等に対しても深刻な影響を与える場合があることから、重大な社

会問題となっています。 

そのような中、国は、平成３０年に「ギャンブル等依存症対策基本法」を施行し、平成

３１年には「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を策定しました。本県ではこのこと 

を受け、令和２年４月、法の理念に基づ

き、総合的かつ計画的なギャンブル等依

存症対策を推進していくために「和歌山

県ギャンブル等依存症対策推進計画」を

策定しました。 
相談体制を構築し医療体制を強化します そうだん 治療治療

治療 相談 

解説板は多言語対応のスマートフォンアプリ 

UniVoiceコードが利用できます 

遺跡そのものの展示・公開は初めてのことです 
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平成２９年度に行われた国立研究開発法人日本医療研究開発機構の疫学調査によると、

生涯を通じて「ギャンブル等依存症が疑われる者」の割合は成人の３．６％と推計されて

います。この調査結果を本県の成人人口に換算すると、その推計は約２８，０００人とな

りますが、ギャンブル等依存症には、その人が病的な状態であることを自分で認めている

ケースが少ないという特徴もあり、実際に相談窓口に訪れる人は大幅に少なく、潜在的な

依存症者を相談につなげる必要があると考えています。 

そのため、本推進計画では、基本的な考え方として、ギャンブル等依存症の予防及び正

しい知識の普及、必要な支援につなげる相談支援体制づくり、医療の質の向上と医療体制

の強化、回復支援の充実、依存症関係機関による連携協力体制の構築を掲げました。若年

層に対する依存症への理解の促進や窓口対応者や支援者の対応能力の向上、依存症や疑い

のある人への相談支援、専門的に対応できる医療従事者の養成、専門治療が可能な医療機

関の充実等、様々な施策を展開してまいります。 

２０２５年の大阪・関西万博開催までの開業を目指す本県のＩＲ（統合型リゾート）に

おいても、ギャンブル等依存症について十分な対策を実施してまいるところですが、この

計画に基づき、県民の方々の健全な生活の確保を図るとともに、県民が安心して暮らすこ

とのできる社会の実現を目指します。 

【病的ギャンブルへの「のめり込み度」チェックリスト】 

□ ギャンブルにとらわれている。 

□ 興奮を得たいがために、賭け金の額を増やしてギャンブルをしたいという欲求が生じることがる。 

□ ギャンブルをするのを抑える、減らす、止めるなどの努力を繰り返し、成功しなかったことがある。 

□ ギャンブルをするのを減らしたり、または止めたりすると落ち着かなくなる。またはイライラする。 

□ 問題から逃避する手段として、または不快な気分を解消する手段としてギャンブルをする。 

□ ギャンブルでお金を失った後、別の日にそれを取り戻しに行くことが多い。 

□ ギャンブルへののめり込みを隠すために、家族、治療者、またはそれ以外の人に嘘をついたことがある。 

□ ギャンブルのために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらしたこと、または失ったこと

がある。 

□ ギャンブルによって引き起こされた絶望的な経済的状態を免れるために、他人にお金を貸してくれるよう頼ったこと

がある。 

※４個以上当てはまる方は要注意です！    

 

●「ポケットマルシェ」農水産物等のネット販売ＷＥＢセミナーを開催しました                       

 
 本県では、県産農水産物の販路拡大

のため、多様な流通ツールを活用した

取組を推進しています。 
昨年度には、全国の自治体で初めて

直販プラットフォームアプリ「ポケッ

トマルシェ」を運営する株式会社ポケ

ットマルシェと連携し、ＳＮＳ等を活

用した県農水産物の販路拡大への取 
本県のポケットマルシェ特設サイトも是非御覧ください 
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組として、県内生産者の皆さんを対象としたネット通販セミナーを開催しました。 
ポケットマルシェは、全国の農家・漁師から、直接やりとりをしながら旬の食べ物を買

うことができるアプリです。登録者は１００％農家もしくは漁師となっており、これまで

流通に乗らず、地元でしか味わえなかったような食べ物も並んでいます。 
今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、パソコンやスマートフォ

ンで参加できるオンライン会議システム「ｚｏｏｍ」を活用したＷＥＢセミナーを開催し

ました。 
ＷＥＢセミナーには、講師として株式会社ポケットマルシェから生産者パートナー統括

である中山拓哉（なかやま たくや）氏をお迎えし、消費者への直接販売に関する市場環境

や利用可能なサービスに加え、新型コロナウイルス感染症により影響が生じた生産者が実

施しているポケットマルシェでの販売方法についても紹介いただきました。 
参加者の皆さんからは、たくさんの質問が寄せられるとともに、大変興味深い販売方法

で、説明も分かりやすかった、また申し込むか検討したい等の御意見をいただきました。 
今後も県産農水産物の販路がネット直販を舞台に広がっていきます。是非、御注目いた

だければと思います。 
※ポケットマルシェとは・・・株式会社ポケットマルシェが運営する全国の農家、漁師が出店できるイン

ターネット上のマルシェ（市場）です。スマートフォン等で簡単に出品が

可能で、消費者と直接やりとりができるなどの特徴があります。 

【特設サイトはこちらから】 

ＵＲＬ https://poke-m.com/wakayama-meshi 

 

 

●御自宅で和歌山のおいしいものを 「おうちで和歌山」特設サイトオープン！                         

 
 新型コロナウイルス感染症の影響により外出自

粛が続く中、本県では、食の宝庫である和歌山のお

いしいものを食べて、自宅での生活を少しでも楽し

く過ごしていただこうと、５月８日から「おうちで

和歌山」特設サイトを開設しました。 
「おうちで和歌山」では、和歌山にゆかりのある

有名人の方々からお寄せいただいた、自粛生活を続

ける皆さんへの応援メッセージ動画や、県産食材を

使った料理動画、県産食材の機能性情報等を掲載し

ています。今後、さらに一般の方も含めた応援メッ

セージの掲載等、順次内容を拡充させていきます。 
また、学校給食の休止や観光客の減少等で厳しい

状況の中、頑張っている生産者の皆さんや食品加工事業者の皆さんの魅力ある商品を紹介 

◀特設ページ QR コード 

田中理恵さんの応援メッセージや 
知事からの挨拶を御覧いただけます 
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する総合窓口となっております。 
是非、自粛生活の一服の清涼剤として「おうちで和歌山」を御覧いただくとともに、お

いしい和歌山県産品をお買い求めいただければと思います。 
【特設サイトはこちらから】 

ＵＲＬ https://food-distr.pref.wakayama.jp/athome/  

 

●皆さんのお好きな銘柄は？ ～「日本酒マッピング図」を作成～                       

 
 昨年、梅の消費拡大を目的に、梅・糖類・酒類のみを原料とし、酸味料、着色料、香料

を使用していない梅酒「本格梅酒」の認知度向上を図る取組の一環として、「梅酒マッピ

ング図」を作成しました。 
この度、これに続く第２弾として、県酒造組合連合会技術顧問の池本重明（いけもと し

げあき）氏に監修いただき、県内１３事業者が製造する３０種の日本酒について、純米大

吟醸酒、純米吟醸酒、純米酒を辛口～甘口、濃醇～淡麗に分類し、それぞれの特徴を分か

りやすく示した「日本酒マッピング図」を作成しました。（次ページに掲載） 
本県には、江戸時代の中期、伊都地域において、地元産の良質な酒米と和泉葛城山系の

伏流水により製造された「川上酒」が人気を博したという歴史があります。和歌山城下は

勿論、大坂や京都、江戸にまでその名は知れ渡り、水運を利用して全国津々浦々で親しま

れ、一時は粉河から橋本までの大和街道沿いに３３軒もの蔵があり、紀北川上は紀州随一

の酒処となりました。 
そして現在、昨年開催されたインターナショナル・ワイン・チャレンジ２０１９「ＳＡ

ＫＥ部門」において、平和酒造株式会社のお酒がゴールドメダルを受賞する等、和歌山県

産の日本酒が世界的にも有名になりつつあります。 
本県ではこの「日本酒マッピング図」を各種商談会等で販売促進に活用する等、「和歌

山県の日本酒」の認知度向上を図ってまいります。 
なお、首都圏ではまだまだ取扱いの販売店が少ないため、お買い求めの際には、下記Ｑ

Ｒコードにより各製造事業者のサイトを御確認いただくか、１０ページの和歌山県酒造事

業者情報に掲載の連絡先にお問い合わせいただければと思います。 
「日本酒マッピング図」や「梅酒マッピング図」は、本県食品流通課のホームページで

御覧いただけます。（ＵＲＬ：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/index.html）  
是非皆さんのお酒選びにお役立てください。 

【問い合わせ先】 
・和歌山県庁食品流通課（電話０７３－４４１－２８１９） 

 
 
 

◀特設ページ QR コード 

日本酒、酒造事業者の詳細情報はこちらから→ 

ＱＲコード 
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●日本遺産にまつわるパンフレットを発行 ～和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。～          

 
【Ｋｕｍａｎｏｎａｄａとことん体験Ｂｏｏｋ（日本遺産「鯨とともに生きる」）】 

日本遺産「鯨とともに生きる」の対象エリアである新宮市、

那智勝浦町、太地町、串本町に多く存在する思わずやってみ

たくなる魅力的な体験型観光メニューを紹介するため「Ｋｕ

ｍａｎｏｎａｄａとことん体験Ｂｏｏｋ」を作成しました。 

「熊野灘エリアのやってみたいが盛りだくさん♪」という

キャッチコピーや、パステルピンクを基調としたやわらかい

イメージの装丁で、ターゲットとしている２０～３０代の女

性が手に取って

みたくなるよう

なパンフレット

にしました。 

また、もうひとつのキャッチコピーを「とび

っきりのわくわくをシェアしよう」として、実

際に体験してＳＮＳに写真をアップしたり、友

人と楽しさを共有したりと、旅を満喫してもら

えることまちがいなしです。 

【日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」周遊パンフレット】 

日本遺産「絶景の宝庫・和歌の浦」の対象エリ

アである和歌山市、海南市における日本遺産の構

成文化財に加え、グルメ情報や体験、おすすめの

眺望等を掲載したパンフレットを作成しました。 

「行ってみたい私のとっておきの旅」というキ

ャッチコピーと、やわらかいイメージの装丁で、

ターゲットとしている３０～４０代の女性が手

に取って足を運ん

でもらえるようなパンフレットにしました。 

 

上記のパンフレットは、各エリア内の役場、観光協会、宿

泊施設、東京事務所や名古屋観光センター等で配布中です。 

【ＷＥＢサイトはこちら】 

・「鯨とともに生きる」 

https://kumanonada-nihonisan.jp/topics/20200325.html 
・「絶景の宝庫 和歌の浦 ～詠い継がれる、美しき風景～」 

https://wakanoura-nihonisan.jp/                                     

いろんな体験情報が盛りだくさん 

日本遺産「鯨とともに生きる」の魅力もたっぷり 

日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」の美しい写真

大人の女性にふさわしい色合いの表紙 
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●ふるさと和歌山応援寄附(ふるさと納税)の案内                   

 

ふるさと和歌山応援寄附は、「ふるさと和歌山を大切にしたい」、「和歌山を応援した

い」という思いを具体化するための制度です。これまで多くの御寄附と力強い応援メッセ

ージを数多くいただいております。 

県では、ふるさと和歌山応援寄附を「世

界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の保全

や活用」や「がん対策の充実」などの分野

で活用させていただいております。 

また、今年度から「新型コロナウイルス

感染症対策」、「子供たちの教育環境の充

実」、「犬・猫の殺処分ゼロを目指す活動

への支援」の３つを寄附メニューに追加し

ました。（Ｐ２、Ｐ１３参照） 

御寄附につきましては、郵送や振込みで

行うことができますが、ふるさと納税総合

サイト「ふるさとチョイス」ではクレジッ

ト決済に加え、今年度よりキャッシュレス

決済を御利用いただくことができます。 

申出から決済までを同時に行うことが可能 

です。ぜひ御利用ください。       

また、和歌山県外にお住まいの方で１万 

円以上の御寄附をいただいた方には、和歌 

山県優良県産品（プレミア和歌山）として 

県が認定した商品の中から、事業者の協力 

を得て選定した返礼品の中から１品をお選 

びいただけます。 

昨年度から返礼品の拡充を行い、寄附金 

額の価格に応じて返礼品を選んでいただけ 

るようになりました。和歌山県が誇る優良 

産品（プレミア和歌山）を是非御堪能くだ 

さい。 

また、返礼品とは別に、２千円以上の御寄附をいただいた御希望の方に「和歌山ファ 

ンクラブ」（和歌山県観光連盟所管）への入会権を贈呈しています。御入会いただくと、

刊行情報誌「紀州浪漫」の送付など、魅力ある特典がございます。お申込みはふるさとチ

ョイスからお願いします。 

ふるさと和歌山応援寄附についての詳細は、和歌山県のホームページ上の「ふるさと和

歌山応援サイト」に掲載していますので、是非御覧ください。 

これからも、ふるさと和歌山応援寄附に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

○寄附金控除のしくみ
（例）

所得税
約800円

住民税
約7,200円

適用下限額
約2,000円

寄附金10,000円の場合

控除額合計約8,000円

単身者の場合 夫婦、子 2人の場合

給与収入 寄附金額目安 給与収入 寄附金額目安

300 万円 28,000 円 300 万円     － 
400 万円 42,000 円 400 万円 12,000 円

500 万円 61,000 円 500 万円 28,000 円

600 万円 77,000 円 600 万円 43,000 円

700 万円 108,000 円 700 万円 66,000 円

800 万円 129,000 円 800 万円  85,000 円

900 万円 151,000 円 900 万円 119,000 円 
1,000 万円 176,000 円 1,000 万円 144,000 円 
1,500 万円 389,000 円 1,500 万円 361,000 円 
2,000 万円 564,000 円 2,000 万円 536,000 円

自己負担額2,000円を超える金額が全額控除される寄附金額の 

目安は下の表のとおりです。 

【注意】下の表はあくまでも目安としてお考えください。 

全額控除される寄附金額の目安
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 新型コロナウイルス感染症の対策をすすめます。 
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ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」の 

ＵＲＬ・ＱＲコードはこちらです。 

URL：https://www.furusato-tax.jp/city/product/30000  

 

 

 

 

「ふるさと和歌山応援サイト」のＵＲＬ・ＱＲコードはこちらです。 

 

 

 URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/furusato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

＊＊＊＊ ふるさと和歌山応援寄附（ふるさと納税）に関しましては ＊＊＊＊ 
★お問合せ・申込窓口★            ★お問合せ窓口★ 
〒640-8585                  〒102-0093 
和歌山市小松原通一丁目１番地         東京都千代田区平河町 2-6-3 
総務部総務管理局税務課            都道府県会館12階 
担当 工藤、宮本               和歌山県東京事務所 
電話 073-441-2186(直通)           担当 宮本 
FAX  073-423-1192              電話 03-5212-9057 

E-mail: furusato-ouen@pref.wakayama.lg.jp   FAX  03-5212-9059 
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                         ふるさと歳時記  

 
自然・風物情報(５月中旬～６月上旬)  
 

 

時期 自然・風物名 場所 問い合わせ先 

5 月中旬 小玉スイカの収穫始まる 印南町 印南町役場産業課 

0738-42-1737 

5 月中旬 バラ見頃 
和歌山市・四季の郷公園 四季の郷公園 

073-478-0070 

白浜町・平草原公園 白浜観光協会 

0739-43-5511 

5 月中旬 ハマヒルガオ見頃 串本町・橋杭海水浴場 南紀串本観光協会 

0735-62-3171 

5 月中旬 シラス漁最盛期 湯浅町 他 湯浅湾漁協 

0737-62-4581 

5 月下旬 サツキ見頃 
上富田町・観音寺 上富田町観光協会 

0739-47-0550 

紀の川市・粉河寺 粉河寺 

0736-73-4830 

5 月下旬 キイシモツケの群生見頃 紀の川市・龍門山 紀の川市農林振興課 

0736-77-2511 

5 月下旬 「あらぎ島」田植え始まる 有田川町 有田川町ふるさと開発公

社 0737-25-0211 

6 月上旬 ホタル観賞 
日高川町内 日高川町商工会 

0738-23-3434 

かつらぎ町ほたるの里 かつらぎ町観光協会 

0736-22-0300 

6 月上旬 ブルーベリー狩り開園 
かつらぎ町・観光農園 かつらぎ町観光協会 

0736-22-0300 

広川町・浅井農園 浅井農園 

0737-62-3873 

6 月上旬 ウミガメの産卵始まる みなべ町・千里の浜 みなべ町教育委員会 

0739-74-2305 

6 月上旬 大賀ハス見頃 
上富田町・田中神社 大賀ハスを守る会事務局 

0739-47-0550 

有田市・箕川 有田市産業振興課 

0737-83-1111 

6 月上旬 コウホネの花見頃 かつらぎ町・丹生都比売神社 丹生都比売神社 

0737-52-2111 
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～編集後記～ 

 

 ５月になり通勤途中の電車の車窓から外を見ると山々ではシイの花が咲き始め薄いク

リーム色が広がっています。こうした風景は少し早い初夏を感じさせてくれます。 
 
 今年のゴールデンウィークは、未だ新型コロナウイルス感染症が収束しないことから、

ステイホームの実践ということで、日頃疎かにしていた庭の草刈りや自宅の床のワック

スがけに加え、年数が経過して少し古びてきたキッチンをセルフリノベーションしまし

た。プロの職人さんの仕事のような訳にはいきませんが、かけた労力を思い自己満足し

ているところです。また、時間もまだまだ多くありましたので、図書館で小説を何冊か

借り受け、自宅でゆったりと読書に耽りました。みなさんはいかがお過ごしでしたでし

ょうか。 
  
 皆さんも故郷でおられた頃は、この季節には、新緑の中でハイキングを楽しんだり、

磯遊びに出掛けカニや小魚を捕ったりされたことと思います。本来であれば、県外から

多くの皆さんにお越しいただき、和歌山の海・山・川などの豊かな自然を満喫していた

だきたいところです。 
県ではＩｎｓｔａｇｒａｍに公式アカウントをいくつか設定しています。画像となり

ますが、投稿者さんおすすめの県内インスタ映えスポットを一度ご覧になってください。 
主な公式アカウント 
ｉｎｓｔａ＿ｗａｋａｙａｍａ 
ｖｉｓｉｔｗａｋａｙａｍａ     で検索してみてください。 

 
在宅時間が長くなっていますが、早く新型コロナウイルス感染症が収束し、気楽に外

出できる日が来ることを願って、皆で今しばらく協力し合い、この難局を乗り越えまし

ょう。 
 

                     知事室秘書課長 中松 則夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 和歌山だよりに対するご意見・ご感想をお聞かせください。また、皆様がお持ちの和歌
山に関する情報をご提供ください。今後、皆様のお声を紙面づくりに活かしていきたいと
考えています。 
 （下記のＦＡＸ（様式自由）、Ｅ-Mail 等でお願いします。） 

  ■FAX 073-422-4032  

  ■E-mail e0001003@pref.wakayama.lg.jp 

  和歌山県のホームページ   https://www.pref.wakayama.lg.jp/   

ふるさと和歌山応援ｻｲﾄ httｐs://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/furusato/   
                   2020 年（令和２年） ５月 Nｏ.１４５ 
   *個人情報につきましては、「和歌山だより」       和歌山県 秘書課 
     の発行以外の目的には、使用いたしません。       〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１ 
                      TEL 073-441-2022 

★「和歌山だより」Ｗeｂ版を和歌山県ホームページにアップしています。Ｗeｂ版

ならではの美しい画面を楽しんでいただけますので是非御覧ください。 


