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国の特別名勝に指定されている瀞峡は、マグマの熱で硬くなった地層が、その後の隆起によって北山
川に浸食され、深い峡谷を形成したジオサイトの一つです。

時速約４０ｋｍで水面を滑るように航行する遊覧船から、両岸にそびえる巨岩、奇岩、断崖等を間近に御
覧いただけるとともに、四季折々の大自然が生み出す渓谷美を満喫することができます。
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                   知  事  メ  ッ  セ  ー  ジ   

 

 
名を名乗れ  

 
「やあやあ、遠か らん者は音にも聞 け、近くば寄って 目にも見よ！

我こそは◯◯の住人、△△なり。腕に覚えの者よ、手合わせを願う、

いざ尋常に勝負、勝負！」  
昔（今も）好きだ ったちゃんばら物 によく出てきた武 士のセリフで

す。昔は、人と闘う時は堂々と名を名乗り、正々堂々とわたり合うの

が美風とされ、自らを名乗りもせず、闇夜にまぎれて相手を後ろから

切りつけるなどはひきょう者として、最低の道徳的評価を受けたので

す。  
それが今日、どう も自らの正体を秘 して、相手を攻撃 することが横

行しているように思います。特にネットの世界では、ハンドルネーム

が自由自在ですから、この傾向が強いように思います。  
自分以外の人の事 情を認め、相手の 気持ちも考え、社 会通念上許さ

れぬ手段で相手を攻撃することは自制するというのが人の道であり、

それが人間の尊厳につながると思うのですが、ネットで自分の名が隠

れてしまったとたんに、この抑制が効かなくなってしまうように感じ

ます。だいたい、隠れた所から他人を攻撃するのはひきょうです。  
コロナに感染した 人やコロナと戦っ てくれている医療 関係者への中

傷や非難も、自分はネットの向こうに隠れながら、よくそんなことが

言えるなという事を平気で言う人がいます。もっといけないのは、さ

らに自分の名を隠した人が、その真偽も確かめず、そうだそうだと同

調して投稿することです。かくしてコロナいじめが発生するのです。  
私はネット社会は 時代の流れだと思 いますが、この匿 名の無責任発

信が許される世の中は何とかしないといけないと思います。  
名を名乗ることに よって、いいかげ んなことは言えな いなとか、自

分もまた反撃されるかもしれないなといった緊張感が高まるし、正々

堂々ふるまう礼儀も、さらにそこから他を思いやる心も育つでしょう。

名を名乗れ。  
 

 

 

 

 

和歌山県知事  仁  坂  吉  伸  

9/14 記者会見室にて 
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今月の和歌山県政トピックス                         
 

●今年も「きのくに音楽祭」が開催されました！                         

 
昨年、和歌山で産声を上げた、県民参加型の本格的な

音楽の祭典「きのくに音楽祭」が今年も開催されました。 
「きのくに音楽祭」は、県立図書館の多目的ホール「メ

ディア・アート・ホール」の音楽監督を務めていただい

ている東京藝術大学学長の澤和樹（さわ かずき）氏が総監督となり、和歌山県吹奏楽連盟

会長の湯川昌彦（ゆかわ まさひこ）氏が実行委員長、ピアニストの宮下直子（みやした な
おこ）氏がコンサートプロデューサーを務める「きのくに音楽祭実行委員会」と、和歌山

県出身の音楽家の方々や民間有志の財政的な協力により、民間主導で企画・運営される音

楽祭です。 
今年は、新型コロナウイルスの感染防止にも配慮しつつ、メディア・アート・ホール、

イオンモール和歌山、和歌山県立近代美術館・博物館エントランス広場の３つの会場で、

国内外の第一線で活躍されるアーティストの皆さんによるコンサートと元気と才能溢れる

子供達の演奏が１０月４日、１０月９日～１１日の４日間にわたり繰り広げられました。 
１０日の「今夜はオールベートーベン」では、ベートーベンが最も大切にした編成の一

つ、ピアノトリオ（ピアノ、ヴァイオリン、チェロ）により、最高傑作といわれる名曲「大

公」が演奏され、厳格かつ優しく語りかけるようなメロディが会場に集まった皆さんの心

に染みわたりました。また、１１日の「きの

くにファイナルコンサート」では、総勢１８

名の和歌山ゆかりの音楽家の方々が集い、澤

氏率いる「澤クヮルテット」による素晴らし

い演奏も披露されました。フィナーレには出

演者全員による「歓喜の歌」が鳴り響き、会

場にいる皆さんの心が一つになる音楽祭となりました。 
当音楽祭では、その後も音楽祭に出演したアーティストの皆さんが小学校やこども園を

訪問して演奏会を開く「アウトリーチ」を開催されており、子供達の中から未来に羽ばた

く音楽家が出てくることも考えられます。 
来年、「紀の国わかやま文化祭２０２１」、「紀の国わかやま総文２０２１」という全

国規模の文化の祭典を開催する本県の文化・芸術の気運醸成に大変貢献いただいており、

今後もその発展が大いに期待されます。 
【出演・演奏等の方々（敬称略、順不同）】 

◇澤 和樹 ◇どい かつえ ◇道橋 倫子 ◇池原 衣美 ◇増永 雄記 ◇末永 真理 ◇松木 さや ◇裵 紗蘭 
◇橋本 眞介 ◇安井 悠陽 ◇日髙 剛 ◇蒲生 祥子 ◇美山 良夫 ◇鴇田 恵利花 ◇ギオルギ・バブアゼ 
◇チプリアン・マリネスク ◇松田 美奈子 ◇飛田 千寿子 ◇林 裕 ◇村田 和幸 ◇白井 圭 ◇津田 裕也 
◇門脇 大樹 ◇山名 敏之 ◇山名 朋子 ◇上野 絵理子 ◇小川 友子 ◇千田 和美 ◇瀧本 裕子  
◇宮下 直子 ◇湯川 美佳 ◇金子 美香 ◇碇 理早 ◇大関 博明 ◇市坪 俊彦 ◇林 俊昭 
◇オルカブラス ◇Shion 金管五重奏 ◇Percussion Performance Beat JACK 
◇和歌山市立広瀬小学校 ◇和歌山市立吹上小学校 ◇さつきこども園 ◇和歌山市立岡崎小学校 
◇紀美野町立野上小学校 ◇海南市立北野上小学校                               

和歌山の秋を音楽で彩る 

ファイナルコンサートの様子（指揮者：澤総監督） 
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                          今月の和歌山県政トピックス 
 

●「日経シンポジウム ワーケーション会議 in 和歌山」が開催されました                  

 
 本県にはワーケーションに適した条件が揃って

います。白浜は東京と片道約１時間の空路で繋が

っており、京阪神とのアクセスも良く、その間に

は世界と繋がる関西国際空港があります。通信回

線についても災害時でも途切れないネットワーク

の整備や人口１，０００人あたりのＷｉ－Ｆｉ普

及率が全国２位であるなど、ＩＴ企業に必要な環

境が整っています。現在、白浜町を中心とした紀

南地域には、ＩＴ企業のサテライトオフィスが多

数進出しており、それぞれの地域と良い関係を築

いています。 
そして、青い海や緑の山々、世界遺産の熊野古

道や高野山、さらには日本一のパンダの飼育数を

誇る動物園など、休暇を充実させるにはぴったりの観光資源も揃っています。 
今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、全世界に甚大な影響を及ぼしましたが、一方

で地方にとってのチャンスも生まれています。 
コロナ禍によりテレワークが急速に普及したことで、首都圏でなくてもできる仕事が増

え、大規模な感染症や災害が発生した際のリスク低減を考慮した企業の地方分散の動きが

生まれてきました。また、同時に本県が自治体として初めて提唱したテレワークの発展型

である「ワーケーション」への関心も急速に高まっています。 
ワーケーションは、地域側の経済の活性化というメリットと、企業側の創造力やモチベ

ーションが高まるというメリットがある有益な取組です。都会の喧噪を離れて密のない地

方で仕事と休息を両立させ、ワークライフバランスの取れた快適な生活を送ることは、ウ

ィズコロナ時代の新しい働き方改革だと言えます。 
９月１６日、株式会社日本経済新聞社が主催による「日経シンポジウム ワーケーション

会議 in 和歌山『ウィズコロナ時代の新しい働き方を考える』」がＷＥＢ形式で開催され、

知事が視聴している皆さんにキックオフメッセージを送りました。 
今後は全国最高水準の奨励金制度や最先端オフィスの開発支援など、企業移転やその社

員の移住も全面的にバックアップしていきたいと考えています。 
是非、多くの企業の方々に、ワーケーションの適地和歌山を選んでいただけるよう頑張

ってまいります。 
【日経シンポジウム ワーケーション会議 in 和歌山 アーカイブ】 

視聴ページＵＲＬ（知事のキックオフメッセージも御覧いただけます） 

 https://channel.nikkei.co.jp/e/20200916smartwork                       

ワーケーションの適地和歌山 
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今月の和歌山県政トピックス                         
 

●タイ王国工業省に和歌山デスクが開設されました                  

 
タイは、２０１４年のインドシナ半島南部地

域を東西に繋ぐ陸路「南部経済回廊」の整備後、

世界有数の人口密度を誇る中国やインドへの玄

関口となっており、バンコク空港から中東や欧

州、アフリカ等とつながるアジアマーケットの

「ハブ」機能を担う世界への輸出拠点として急

速な経済発展を続けています。 
また、タイでは古くから製造業を中心とした

日本企業が多く進出しており、経済的な結びつ

きが強い国です。最近では、サービス産業など

の進出も増加しており、益々両国の交流が盛ん

になっています。 
本県ではこれまで、海外の国の中央省庁と経済交流等の MOU（覚書）等を交わしており、

令和元年５月には、タイ王国工業省と産業連携の MOU を、同国商務省と経済交流の MOU
をそれぞれ締結しています。 

MOU の締結の際には、本県を訪れたタイ工業省のパスー事務次官（当時）から人的交流

を積極的に行いたいと申し出をいただいていました。 
知事からは工業省内にデスクを用意して受け入れていただけるのなら次年度から職員を

派遣すると回答していました。この度、タイ国内におけるコロナウイルスの感染リスクの

低下により安全が確認されたので、和歌山県とタイ王国が双方のビジネスを側面支援とい

う目的を一層推進するため、８月７日にタイ王国政府工業省へ得津尚貴（とくつ なおき）

主査を派遣し、“Thai-Japan SME support 和歌山デスク”を開設しました。 
本デスクでは、タイ工業省所管の各種経済政策をはじめとする現地最新情報の提供やタ

イのローカル企業との商談支援など幅広く県内企業のビジネスをサポートします。 
アセアンの中心にあり、生産や商流の地域ハブとして今後も成長が期待されるタイ王国

において、“Thai-Japan SME support 和歌山デスク”が県内企業の進出や経済交流、人的交

流などの活動を強力にバックアップしてまいります。     

タイを中心に陸のアセアンを結ぶ経済回廊 

タイ王国の空の下、この看板を掲げお待ちしております！ 



 - 5 - 

                          今月の和歌山県政トピックス 
 

●「和歌山梅酒」が酒類の地理的表示（ＧＩ）の指定を受けました                  

 
 ９月７日、「和歌山梅酒」が国税庁から酒類の

地理的表示（GI：Geographical Indication）の指定を

受けました。 
地理的表示とは、地域で長年育まれた伝統と特

性を有し、その品質等の特性が生産地と結びつい

ている農林水産物や食品の名称を、知的財産として保護するものです。 
酒類の地理的表示の指定は国税庁長官が行っており、全国で１３例目となります。これ

まで、特定農林水産物等に関する地理的表示では、平成２９年に登録された「紀州金山寺

味噌」がありますが、酒類の指定は和歌山県内では初のことで、さらに、リキュールとし

て指定を受けるのは、全国で初となります。 
１０月５日には、県内の梅酒製造会社で作る「GI 和歌山梅酒管理員会」による第１回審

査会が開催されました。審査会のメンバーにより風味や味わいなどが審査され、県内２２

社、６９銘柄が初めて認定されています。 
地理的表示を導入することで、「和歌山梅酒」による他の製品との差別化を図ることが

でき、品質審査等により一定の品質が確保されることから、消費者の信頼性向上に繋がり

ます。また、地理的表示が浸透しているヨーロッパ等においては、信頼できる特産品とし

て取り扱われるなど、海外への輸出を後押しすることが期待できます。さらに、似たよう

な表示が禁止されるため、行政の取り締まりにより「和歌山梅酒」が保護されます。 
今後は、県と GI 和歌山梅酒管理委員会が一体となって、大阪国税局や関係事業者と共に、

関連イベントなどを活用し、「和歌山梅酒」の魅力を全国に、そして、世界に発信してま

いります。 
【第１回審査会で認定された銘柄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

ＧＩ登録を契機に「和歌山梅酒」を盛り上げていきます 

和歌山梅酒

会社名

㈱梅一番井口 本格梅酒 紀州絵巻 本格梅酒 原酒紀州絵巻

本格梅酒 五年熟成 元酒 紀州絵巻

㈱ウメタ 南高梅酒 泡盛梅酒

横山食品㈱ 本格梅酒 Ryu にごり梅酒 はる姫

日本酒仕込み梅酒 ZIPANG

中田食品㈱ 紀州の梅酒 白 化粧箱入り 紀州の梅酒 古城の煌めき

紀州 こだわり梅酒 実入り 芳醇 紀州の梅酒 白

芳醇 紀州の梅酒 実入り 紀州の梅酒 実入り 化粧箱入り

紀州の梅酒 実入り HCL 紀州の梅酒 実入り EG

紀州南高完熟梅酒 樽 hanon 紀州原農園の梅酒

CASK STRENGTH UMESHU 紀州南高完熟梅酒 樽 五年熟成

原農園の完熟梅酒

銘 柄



 - 6 - 

今月の和歌山県政トピックス                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「和歌山梅酒」の御購入等に関するお問い合わせは、下記管理委員会までお願いします。 
 ・ＧＩ和歌山梅酒管理委員会  電話：０７３－４３１－８６８９ 

 

和歌山梅酒 長期熟成（７年以上熟成されたもの）

会社名

横山食品㈱ 熟成本格梅酒 あかつき

中野BC㈱ 龍神往来碧梅泡盛仕込 龍神往来紅梅

AGED2013 10年熟成本格梅酒

㈲紀州高田果園 高田の梅酒

銘 柄

和歌山梅酒（つづき）

会社名

平和酒造㈱ 鶴梅 すっぱい 八岐の梅酒

八岐の梅酒 古城梅 紀州 梅古酒

紀州乃零年

プラム食品㈱ 熊野伝説

中野BC㈱ 紅南高 中野梅酒

月向 なでしこのお酒「てまり」紀州梅酒

紀州梅酒 紀州梅酒実入り

中野梅酒実入り NOUVEAU

KISHUUMESHU

田端酒造㈱ 羅生門日本酒仕込の梅酒

尾﨑酒造㈱ 備長炭のしらべ

㈱東農園 原酒梅酒 にごり梅酒 

㈱名手酒造店 純米酒黒牛仕立て梅酒

㈱岡畑農園 かみはやさんの梅酒

有本農園 熟成南高梅酒 Plumity Black

南紀梅干㈱ ぴかいち

㈱世界一統 和歌のめぐみ 南部の梅酒

㈲筋本農園 紀州浪漫 クリア紀州浪漫

㈱紀州本庄うめよし 壱 -ICHI- 善 -ZEN-

縁 -ENISHI-

㈱マルリョウナガオカ 梅干屋のおすそわけ梅酒 熟

琥珀の極 萠

㈱九重雜賀 雑賀 黒糖 梅酒

㈱梅屋 紀州梅酒ＧＥＮ 紀州梅酒

㈱吉村秀雄商店 紀州完熟南高梅 梅酒 紀州完熟南高梅 蜂蜜梅酒

紀州完熟南高梅 こいうめ酒 紀州完熟南高梅 ねりうめ酒

紀州完熟南高梅 すぃうめ酒 紀州完熟南高梅 くろうめ酒

銘 柄
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                          今月の和歌山県政トピックス 
 

●声優の中島由貴さんが「和歌山県ふるさと広報局長」に就任しました                           

 
 令和元年６月１０日から「和歌山県ふるさと広報

局員」として活動をいただいている声優の中島由貴

さんが、この度「和歌山県ふるさと広報局長」に昇

格しました。 
中島由貴さんは、和歌山市出身で「アイドルマス

ターシンデレラガールズ」の乙倉悠貴役や「バンド

リシリーズ」の今井リサ役の声優をはじめ、ライブ

活動やメディア出演など、幅広く活動されていま

す。さらに、ツイッターのフォロワー数が２４万人を超えるなど、若者を中心に絶大な人

気を獲得しています。 
本県では、中島さんに昨年６月から「和歌山県ふるさと広報局員」に就任していただき、

ツイッターやラジオ等の各種メディアで和歌山県の魅力を発信していただいてきました。

そしてこの度、これまでの活動の成果と今後の更なる御活躍に期待を込めて、９月１４日

から「和歌山県ふるさと広報局長」に昇格していただくことになりました。 
就任の日には県庁記者会見室にいる知事と東京会場の中島さんをオンラインで結んだ、

「オンライン委嘱式」を執り行い、同時にその模様を県公式 YouTube と LINE LIVE「中島

由貴チャンネル」で生配信しました。知事と中島さんの楽しいやりとりや、きいちゃんに

よる委嘱状の伝達の他、中島さんから広報局長としての今後の抱負などを語っていただき

ました。この機会に多くの若い世代の方々に和歌山県のことを知っていただくとともに、

中島さんのファンの皆さんにも楽しんでいただける放送になったかと思います。 
中島さんには、さらに、来年１０月に和歌山県で初めて開催する「紀の国わかやま文化

祭２０２１」のスペシャルインフルエンサーにも就任いただきました。今後もツイッター

などの新しいメディアを通じて、ふるさと和歌山の魅力発信に一層力を発揮していただき

たいと思います。 
和歌山県公式ＹｏｕＴｕｂｅの委嘱式動画アーカイブ 

https://www.youtube.com/watch?v=jX4zbctZ7AY 
                                   

 

●土砂災害警戒区域等がより確認しやすくなりました                           

 
 本格的な台風シーズンを迎える中、県民の皆さんに、県内の土砂災害のおそれのある区

域をより知ってもらい、避難に役立てもらおうと、９月１日から「土砂災害警戒区域等」

を空から確認できる動画を YouTube で公開しています。 
 本県では、平成２６年８月豪雨による広島県の土砂災害以降、土砂災害のおそれのある

区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制などを目的と 

委嘱状を手に持つ中島由貴さん 
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した、土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調

査の実施を加速させてきました。令和元年度に基

礎調査がが完了（２１，８７９箇所）し、今年度

中の区域指定完了を目指し取り組んでいるとこ

ろです。 
 土砂災害警戒区域等については、これまでも県

のホームページ（わかやま土砂災害マップ）で公

開してきましたが、より身近なもので分かりやす

く伝えようと、世界最大の動画共有サービス「YouTube」において、上空から見た和歌山県

内の地形にそれぞれの区域を網掛けした動画を公開しました。 
 動画は各市町村毎に分かれており、面積の広い田辺市の３本を含め計３２本あります。

見たい市町村を選択すると立体地図の映像が流れ、土石流、急傾斜地崩壊、地滑りの３種

類の警戒区域、特別警戒区域が縁取りや色分けなどにより表示されます。 
 災害が起こる前に、この動画により自宅周辺の土砂災害警戒区域等を確認し、土砂災害

から命を守ることに役立てていただきたいと思います。 
【公開場所】 

・和歌山県土砂災害啓発センターYouTube チャンネル 
URL : https://youtube.com/channel/UC6ukXluW_ylhO5uzL9B8njw/ 

 

※県土砂災害啓発センターの HP からも、上記チャンネルに移動できます。 

 URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080604/top.html 
                                                  

 

●「ダイエット＆ビューティーフェア２０２０」に和歌山県ブースを初出展！      

 
 ９月１５日～１７日にかけて東京ビッグサイト

で開催された、美容・健康業界のバイヤーが集う総

合展示会「ダイエット＆ビューティーフェア２０２

０」に和歌山県が初めてブースを出展しました。 
 本県では、今年度から「おいしく食べて美しくな

るプロジェクト」として、美容という切り口から県

産農産物の機能性の魅力を情報発信しています。 
その一環として、この度、サプリメント等を取り

扱うインナービューティー業界をはじめとする

様々な美容・健康業界のバイヤーが集結する場であり、市場でのトレンドや商機を生み出

す情報交流の場でもある本展示会にブースを初出展しました。 
期間中、和歌山県ブースでは、県内６事業者による商品展示や体験コーナーでの肌測定

の実施、カゴメ株式会社との共同で開発したみかん果汁を使った野菜ジュース「有田みか 

立体的な画像を見たい方向に動かせます 

ＱＲコードはこちら→ 

美容・健康業界のバイヤー達に県産食材をPRしました 
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んミックス」の配布を行いました。 
また、セミナー会場では元ミス・ユニバース・ジャパン公式栄養コンサルタ

ントのエリカ・アンギャル氏による「美しくなる de 和歌山」と題した和歌山

県機能性食材セミナーを開催しました。 
展示会では、飛沫感染防止フィルムの設置や通路の確保等、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策が講じられる中、和歌山県ブースには多くのバイヤー

が訪れ、セミナーでは多くの方々に県産柿を中心とした本県農産物の魅力を紹

介しました。 
これからも、様々な機会を捉え、和歌山県産食材の情報発信に取り組んでまいります。 

【出展事業者一覧（五十音順）】 

                                                     

●春の「南高梅」に続き、秋は「温州みかん」のヨーグルトが販売されています                           

 
 本県では、わかやま産品のブランド力と県産

食材の認知度を上げるために、食品メーカーへ

の県産品採用に向けた取組を行っています。 
この度、日本ルナ株式会社から、今年春の「南

高梅」果汁を使ったヨーグルトに続いて、和歌

山県産温州みかんの果汁を使った商品が販売さ

れています。 
果汁には、県内事業者である株式会社伊藤農園の１００％ピュアジ

ュース「みかんしぼり」が使用されており、バニラヨーグルトのまろ

やかな甘味と県産温州みかんのほどよい酸味がぴったりとマッチし、

すっきりとしたみかんの風味が味わえます。 
全国の量販店等で販売中です。是非お買い求めください。 
 

【商品概要】 
商 品 名：バニラヨーグルト 和歌山県産 温州みかん 

販売期間：令和２年９月２８日（月）～令和３年３月末頃 

価  格：１個 ８８円。３個パック ２４７円（それぞれ税別） 

事業者名 主な出展商品 ＵＲＬ 
古座川ジビエ山の光工房 鹿肉の加工肉 https://kozagawa-gibier.jp/ 
ＪＡグループ和歌山 たねなし柿ほか青果物 https://www.wk-kennoh.or.jp/ 
じゃばら本舗㈱ファイブワン じゃばら果汁ほか加工品 https://jabarahonpo.com/user_data/what_jabara 
㈱勝僖梅 梅干しほか加工品 https://shoki-bai.co.jp/ 
築野食品工業㈱ こめ油、米胚芽油ほか https://www.tsuno.co.jp/ 
中野ＢＣ㈱ 梅シロップほか加工品 http://www.nakano-group.co.jp/ 

温州みかんの風味が香るバニラヨーグルトです 

「有田みかんミックス」 

きいちゃんもおすすめです 
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●県立近代美術館で開館５０周年を記念した展覧会を開催しています                 

 
 「第３６回国民文化祭・わかやま２０２１、第２

１回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会」の開催

まで残すところ１年を切り、県立博物施設（紀伊風

土記の丘、近代美術館・博物館）では、来年の大規

模な文化祭の開催に向け、格別な秋の特別展を開催

しています。 
県立近代美術館では、開館５０周年を記念した芸

術の秋にふさわしい二つの美術展を開催中です。 
《和歌山県立近代美術館 コレクションの５０年》 
和歌山県立近代美術館は、１９６３年に和歌山城内に開館し

た和歌山県立美術館を前身として、１９７０年に和歌山県民文

化会館の１階に「近代」を冠した国公立の美術館としては日本

で５番目に開館しました。その後、１９９４年に黒川紀章氏が

設計した現在の建物へと移転し、今年開館５０年を迎えていま

す。 
和歌山県立近代美術館の５０周年を記念して開催する本展

は、和歌山県立美術館から引き継いだ作品と、その後半世紀に

わたる活動の中で収蔵した約１３０００点から選りすぐった作

品を通して、和歌山県立近代美術館のコレクショ

ンの歩みを辿るものとなっています。 
和歌山県立近代美術館のコレクションは、郷土

の美術家を掘り起こすことから始まり、関西から

日本、更に世界へと目を広げるとともに、版画と

いう専門分野の開拓から世界的なコンクールと

なった和歌山版画ビエンナーレ展の開催を含め

た地域を基礎とする活動を継続する中で形づくられてきました。多くの方々に支えられな

がら築かれたコレクションの豊かさを、多くの皆さんに御覧いただきたいと思います。 
【開催概要《コレクションの５０年》】 

会  場 和歌山県立近代美術館 １階展示室 
会  期 令和２年９月１９日（土）～１２月２０日（日） 
開館時間 ９時３０分～１７時（入場は１６時３０分まで） 
休 館 日 月曜日（９月２１日、１１月２３日は開館）、９月２３日（水）、１１月２４日（火） 
観 覧 料 一般 ５２０（４１０）円、大学生 ３００（２６０）円（（ ）は２０名以上の団体料金） 

＊高校生以下、６５歳以上の方、障害者の方、県内に在学中の外国人留学生は無料 
＊毎月第４土曜日（９月２６日、１０月２４日、１１月２８日）は「紀陽文化財団の日」 
 として大学生無料 
＊１１月２２日は「ふるさと誕生日」として無料 
＊１１月１４日、１５日は「関西文化の日」として無料 
＊毎月第 1 日曜日は無料（１０月４日、１１月１日）「コレクションの５０年」展のみ 

近代美術館の歴史が詰まった催しです 

川口軌外《少女と貝殻》1934 油彩、キャンバス 

和歌山城内に建てられた和歌山県立美術館 
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《もうひとつの日本美術史－近現代版画の名作 ２０２０》 

 版画は、我が国の美術の歴史を語るうえで欠かせないもの

であり、海外から見た日本の美術を特色づける重要な表現で

す。県立近代美術館では、本県が田中恭吉や浜口陽三など重

要な版画家を輩出していることから、１９７０年の開館以来、

版画の紹介や研究、収集に力を入れ

ており、その蓄積は国内有数のもの

となっています。 

 本展ではそれをもとに、福島県立

美術館をはじめとする各地の美術

館コレクションを合わせ、近代から現代に至る日本の版画１００

年の歴史を編み直そうとする画期的な展覧会です。 
 

 
【開催概要《もうひとつの日本美術史》）】 

会    場 和歌山県立近代美術館 ２階展示室 
主  催 和歌山県立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会 
協  賛 ライオン、大日本印刷、損保ジャパン 
会    期 令和２年９月１９日（土）～１１月２３日（月・祝） 
開館時間 ９時３０分～１７時（入場は１６時３０分まで） 
休 館 日 月曜日（９月２１日、１１月２３日は開館）、９月２３日（水） 
観 覧 料 一般 ８００（６４０）円、大学生 ５００（４００）円（（ ）は２０名以上の団体料金） 

＊高校生以下、６５歳以上の方、障害者の方、県内に在学中の外国人留学生は無料  
＊毎月第４土曜日（９月２６日、１０月２４日）は「紀陽文化財団の日」として大学生無料 
＊１１月１４日、１５日は「関西文化の日」として無料 
＊１１月２２日は「ふるさと誕生日」として無料 

 
 

●県立紀伊風土記の丘で秋期特別展「埴輪が語る古墳の祀り」を開催中         

 

県立紀伊風土記の丘では、３年に１度、博物館の機能強化

を目的として開催する大規模特別展として、古墳時代の政治

の中心であるヤマト政権の大王墓と紀伊の首長墓の埴輪や土

器等を御覧いただける「埴輪が語る古墳の祀り」を開催して

います。 

 ３世紀中頃から７世紀の古墳時代には、前方後円墳に代表

される古墳が数多く造られました。古墳は大王や首長達のお

墓で、その大きさや形が彼らの権力や政治的な位を表す一方、

遺体の埋葬に伴い様々な祀りが執り行われる舞台でもありま

した。 

 今回の大規模展では、紀伊における古墳祭祀の時期的な変

化やその意味について紐解いていきます。 

教科書にも掲載されている仁徳天皇陵古墳出土の巫女形埴輪等の当時の大王墓クラスの 

日本の版画の歴史を御覧いただけます 

紀伊の主要な古墳の埴輪・土器を 
一同に御覧いただけます 

浜口陽三《パリの屋根》1956 
和歌山県立近代美術館蔵 
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墓に立てられているような埴輪を御覧いただけるとともに、

重要文化財で全国唯一である大日山３５号墳から出土した

「翼を広げた鳥形埴輪」などの極めて貴重な埴輪をはじめ、

紀伊の主要な古墳の埴輪・土器を御覧いただくことができる

初めての展覧会です。 

【開催概要《埴輪が語る古墳の祀り》）】 
会    期 令和２年１０月３日（土）～１２月６日（日） 
開館時間 ９時～１６時３０分（入館は１６時まで） 
休 館 日 月曜日（月曜日が祝休日の場合は次の平日） 
入 館 料 一般 ３６０（２９０）円、大学生 ２２０（１６０）円（（ ）は２０名以上の団体料金） 
※特別展期間 

＊高校生以下、６５歳以上の方、障害者の方、県内に在学中の外国人留学生は無料（要証明書） 
 
 

●県立博物館で「国宝粉河寺縁起と粉河寺の歴史」を開催中           

  

県立博物館では、粉河寺の創建１２５０年を記念した特別展

「国宝粉河寺縁起と粉河寺の歴史」を開催しています。 

 西国三十三所第三番札所として多くの参詣者を集める観音信

仰の聖地、粉河寺。その名は、粉河観音の霊験を描いた日本最

古の縁起絵巻の一つである国宝・粉河寺縁起によって全国に広

く知られています。今年は創建から１２５０年の節目の年とな

っており、それを記念して、和歌山県では１９年ぶりに、全長

約２０メートルの粉河寺縁起を展示・公開します。 

 また、粉河寺には国宝の縁起絵巻以外にも多数の絵巻物が伝

わる他、かつての粉河寺領である周辺地域の仏像・仏画・古文 

書も合わせて紹介し、粉河寺の豊饒な歴史と重厚な宗教文化を 

現代に浮かび上がらせる展示となっています。 

 

【開催概要《国宝粉河寺縁起と粉河寺の歴史》）】 
会    期 令和２年１０月１７日（土）～１１月２３日（月・祝） 
開館時間 ９時３０分～１７時 
休 館 日 月曜日（ただし、１１月２３日は開館） 
観 覧 料 一般 ８３０円、大学生 ５２０円 

＊高校生以下、６５歳以上の方、障害者の方、県内に在学中の外国人留学生は無料 

１０月から１１月にかけて各館の展示が重なっています。それぞれに趣向を凝らした催

しとなっておりますので、是非この機会に文化の薫りが醸成されていく和歌山で、芸術の

秋を楽しんでいただきたいと思います。                       

翼を広げた鳥形埴輪（重要文化財） 
和歌山県教育委員会所蔵 

粉河寺は宝亀元年（770）に 
創建されたと伝えられています 

粉河寺縁起（国宝・粉河寺蔵） 
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●子供達に大人気！県立自然博物館で「ウンコ博物館」を開催中                           

 
 県立自然博物館では、近年、漢字ドリルやミュージ

アムの開催など、何かと話題に上ることが多いウンコ

のことを博物学的な視点からもよく知ってもらおう

と、玄関ホールにおいて「ウンコ博物館」を展示して

います。 
 普段、何かと遠ざけてしまいがちなウンコですが、

自然界においては植物を育てる養分になり、また、そ

の化石は当時の生き物がどんなものを食べていたか

を知る手がかりとなる等、様々な役割を果たしてくれています。 
子供達に興味を持って学んでもらえるよう、約５０００万～４０００万年前の動物のウ

ンコの化石等をトイレットペーパーやハエの模型等を使って楽しく展示しています。 
１１月３日の文化の日まで展示しておりますので、是非、御来場ください。 
和歌山県立自然博物館（和歌山市船尾３７０－１） 

・開館時間：午前９時３０分～午後５時 

・入館料金：大人 ４８０円、高校生以下 無料 

・TEL:073-483-1777  ・https://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/ 

・FAX:073-483-2721    ・mail: postmaster@shizenhaku.wakayama-c.ed.jp 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間のものとそっくりな動物のウンコの化石など 
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お 知 ら せ                                
 

●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。（次頁参照） 

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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                             お 知 ら せせ 
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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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お 知 ら せ                                
 

令和２年度 お礼の品一覧 
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                             お 知 ら せせ 

 
令和２年度 お礼の品一覧 
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お 知 ら せ                                
 
令和２年度 お礼の品一覧 
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                             お 知 ら せ   

 
令和２年度 お礼の品一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返礼品２５７品のうち、３３品を御紹介しました。 

商品の詳細や他の商品を御覧になりたい方は、「ふるさとチョイス」を御覧ください。 

 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(１０月上旬～１１月中旬)    

 

時期 自然・風物名 場所 問い合わせ先 

10 月上旬 
極早生温州みかん 

出荷始まる 

有田市 ＪＡありだ 

0737-53-2311 

田辺市 ＪＡ紀南 

0739-23-3450 

10 月上旬 「落ちアユ」漁解禁 県内各河川 和歌山県内水面漁協連合

会 0736-66-0477 

10 月上旬 
ミニトマト、かすみ草 

収穫始まる 印南町 印南町役場産業部 

0738-42-1737 

10 月上旬 コスモス見頃 有田川町・ 
鷲ヶ峰コスモスパーク 

有田川町商工観光課 

0737-52-2111 

10 月上旬 
キイジョウロウ 
ホトトギス見頃 

那智勝浦町・熊野那智大社 熊野那智大社 

0735-55-0321 

すさみ町・佐本地区 
すさみ町キイジョウロウ

ホトトギスを守る会 

0739-57-0404 

10 月中旬 
黄金色に輝く 
ススキの草原 

紀美野町、有田川町・ 
生石高原 

レストハウス山の家おい

し 073-489-3586 

10 月中旬 
「大さがり」刈り取った 

稲の天日干し 田辺市龍神村 龍神観光協会 

0739-78-2222 

10 月下旬 ユズ初しぼり 古座川町平井 古座川ゆず平井の里 

0735-77-0123 

11 月上旬 富有柿の収穫 かつらぎ町 ＪＡ紀北かわかみ 

0736-42-5361 

11 月上旬 有田みかん出荷始まる 有田市 ＪＡありだ 

0737-53-2311 

11 月上旬 橋杭岩ライトアップ 串本町・橋杭 串本町産業課 

0735-62-0557 

11 月上旬 和歌山城のこも巻き 和歌山市・和歌山城公園 和歌山城整備企画課 

073-435-1044 

11 月上旬 串柿づくり最盛期 かつらぎ町・四郷地区 かつらぎ町観光協会 

0736-22-0300 

11 月上旬 古道に「あぶりアユ」 田辺市中辺路町 中辺路観光協会 

0739-64-1470 

11 月中旬 
白良浜 

砂防ネットで冬支度 白浜町・白良浜海水浴場 白浜観光協会 

0739-43-5511 

11 月中旬 
北山村で 

ジャバラ収穫始まる 北山村 北山村観光協会 

0735-49-2119 

11 月中旬 アサマリンドウ見頃 那智勝浦町・ 
熊野妙法山阿弥陀寺 

熊野妙法山阿弥陀寺 

0735-55-0053 

11 月中旬 布引だいこん出荷最盛期 和歌山市布引 海草振興局農業水産振興

課 073-441-3380 
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                         ふるさと歳時記  

 
 イベント情報(１０月中旬～１１月) 
 
※掲載の情報は、令和２年９月末時点のものです。イベントの催行状況等、

最新の情報は、各主催者へお問い合わせください。 
 

期間 行事名 場所 問い合わせ先 

10 月中旬 
須佐神社の千田祭 

「けんか祭」 
有田市・須佐神社 

須佐神社 

0737-83-1095 

10 月中旬 
熊野速玉大社例大祭、 

御船祭、神馬渡御式 
新宮市・熊野速玉大社 

熊野速玉大社 

0735-22-2533 

10 月中旬 伊太祁曽神社例祭「神幸祭」 
和歌山市・ 

伊太祁曽神社 

伊太祁曽神社 

073-473-0006 

10 月下旬 丹生官省符まつり 九度山町・丹生官省符神社 
丹生官省符神社 

0736-54-2754 

11 月上旬 那智七福大黒天祭 
那智勝浦町・ 

那智山青岸渡寺 

那智山青岸渡寺 

0735-55-0404 

11 月上旬 野中の獅子舞 田辺市中辺路町 
中辺路観光協会 

0739-64-1470 

11 月中旬 紅葉祭 那智勝浦町・熊野那智大社 
熊野那智大社 

0735-55-0321 

11 月中旬 いせえび祭り 
那智勝浦町・ 

勝浦漁業協同組合 

那智勝浦町農林水産課 

0735-52-0555 

11 月中旬 有間皇子まつり 海南市・藤白神社 
藤白神社 

073-482-1123 

 

 
 
 
 
 

須佐神社の千田祭 

四郷の串柿 
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～編集後記～ 

 

朝晩はだいぶ涼しく感じられるようになりましたが、皆さん、いかがお過ごし

でしょうか。 
 
昨年、皆さんにも多数ご参加いただいた「和歌山県人会世界大会」で、真砂充

敏田辺市長から紹介がありました新武道館がこの度田辺市に完成しました。この

施設には、田辺市出身の合気道の開祖・植芝盛平翁（うえしばもりへい）を顕彰

する記念館が併設されています。合気道は国内だけでなく世界１４０の国や地域

にも広がっており、「ねんりんピック紀の国和歌山２０１９」では、田辺市で合

気道交流大会が開催され、全国から参加された高齢者の方々が演武を披露されて

いました。 
年を重ねても健康でいるためには、何かしらの運動を続けることが大切なこと

と思います。私も、先日受診した健康診断の数値で気になる点がいくつかありま

した。スポーツの秋と言われますし、数値改善のためにも、短い時間でも運動を

続けたいと思っています。 
また、食欲の秋と申しますが、農産物の直売所では、「ゆら早生」、「ＹＮ２６」

といった極早生みかんや「刀根早生柿」、「平核無柿」といった早生柿も見かける

ようになりました。これから和歌山では、みかんや柿の出荷の最盛期を迎えます。

お近くのスーパーマーケットのほか、東京交通会館の「わかやま紀州館」や「ポ

ケットマルシェ」、ＹＡＨＯＯショッピング内の「ふるさと和歌山わいわい市場」

でも購入できます。 
ビタミンＣを豊富に含む果物を摂ることで免疫力も高まると思いますので、皆

さんも和歌山のみかん、柿を是非お召し上がり下さい。 
 

                     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）１０月 Nｏ.１５０ 
   *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。 


