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知事メッセージ

「日本はすばらしい国だ」

今年から高校生諸君を対象にきらめき夢トークという催しを行っています。

和歌山の子供は大都会の子供より恵まれている所もあるが、刺激に欠けるところも

あるという点をカバーするために、テレビに出てくるような各界の達人と「なま」で話し合

ってみようという試みです。

６月１４日には和歌山市で本県出身で財務省国際畑の第一人者本田悦朗さんに

話してもらいました。聞いていて涙が出るようなお話でしたし、志願して集まった高校

生諸君も感激の態でしたが、その中で本田さんが伝えたかったことは、日本はすばら

しい国だ、外国人からは本当に尊敬されている、それは、これまで日本人一人ひとり

が身を張って立派な生き方をして、世界に貢献してきたからだということだったと思いま

す。

そして高校生諸君には自分を超える何かのために尽くすという気持ちでがんばるこ

とで、自分も成長し、自分の家族、郷土、国家もまた光を増すことができるというメッセ

ージを出してくれました。

一度も日本のために体を張ったことがない人々が、バラエティー番組などで日本を

けなす自虐的なことを言ってうけを取っている中で、本田さんの言葉はずっと体を張り

続けてきた人の言葉だけに、高校生の胸にも響いたのではないでしょうか。

ただし、体を張ってきたのは外交官ばかりではなく、むしろ誠実にがんばり通した結

果外国人に尊敬の的となった企業の人、現地でがんばっている人などすべての日本

人なのです。そして和歌山のためにも、自虐的になることなく、皆で誠実にがんばりま

しょう。
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今月の和歌山県政トピックス
＊ 最近の県政の動きや県内の話題などをピックアップしてお届けします。

●医師養成数「抑制」から「増加」へ～「骨太の方針 2008」で医師養成数の増員が

盛り込まれる

・６月 27 日に政府が閣議決定した「経済財政改革の基本方針 2008」において、これまでの

医学部定員削減の方針に代えて、医学部定員増員の方針が打ち出されました。

・仁坂知事は、知事就任以来、県内の医師不足を解消するためには、県内唯一の医師養成

機関である和歌山県立医科大学の入学定員増員が不可欠との考えから、過去の国の閣議決

定など制度的な困難さがあるなか、その必要性を国に対し粘り強く働きかけてまいりまし

た。

・その結果、平成 19 年の「緊急医師確保対策」において、悲願であった和歌山県立医科大

学の入学定員増員が認められ、平成 20 年度学生募集から入学定員を 60 名から 85 名に 25

名増員することが出来ました。

・全国的に地域医療体制の崩壊など危機的な状況が続く中、和歌山県をはじめとした現場

の声を受け、国もようやく医師養成数を「抑制」から「増員」に方向転換しました。

・具体的な内容については、今後予算折衝の中で検討されるとのことですが、過去の決定

事項にとらわれず、和歌山県が一丸となって国に対し訴えてきたことが、国全体を大きく

動かすことに繋がったものと思います。

・和歌山県については、医師、看護師さん等関係者との献身的努力と県をあげての努力に

より、何とか医療の崩壊がくい止められ、さらには上記対策により、８年後には新しい人

材が安定的に供給される見通しになっていますが、それまでの間の医師確保策は、必ずし

も予断を許しません。

・そこで次の様な即効的対策も打っていますので、御協力いただける方がいらっしゃった

らどうぞ御紹介下さい。

和歌山県では地域医療を支えていただく医師を募集しています。

○ 「わかやまドクターバンク」医師募集中

原則５年間の任期付き県職員として採用します。採用期間中、有給研修が

可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

○ 医師募集情報サイト「青洲医師ネット」

登録医師には県から求人情報など県内医療機関に関する情報を提供すると共

に、ご希望にあわせてきめ細かくサポートします。

http://www.seishuishinet.com

○ 医師確保修学資金

小児科医、産科医、麻酔科医として勤務する意欲ある大学生、研修医等に修学資

金を貸与します。一定期間の県内公的病院勤務によりその返還を免除します。
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今月の和歌山県政トピックス

●建設工事等に係るものを除く役務の提供等の契約についても一般競争入札制度を
導入！

・本年６月から新しい公共調達制度として、公共工事及び公共工事に係る委託業務（設計・

調査・測量）について一般競争入札を全面導入しましたが、今後、公共工事等に係るもの

を除く役務の提供等の契約についても一般競争入札を全面的に導入することになりまし

た。

・７月２日からパブリックコメントを実施し、入札制度の公表、入札資格申請受付を順次

行った上で、平成２１年１月から実施します。

このように県が行う広い業務全般にわたって、一般競争入札を全面的に導入している都道

府県は他になく、透明性確保等の観点から全国に先駆けた取組となります。

０円からの一般競争入札（指名競争入札を全て廃止）

建 設 工 事

実施日 平成２０年６月

建設工事に係る委託業務

実施日 平成２０年６月

役 務 の 提 供 等

実施日 平成２１年１月

物 品 の 調 達 等

実施日 平成１９年４月

●第２回親と子どものためのきらめき“夢”トーク開催

・様々な分野のオピニオンリーダーを招き、講演と参加

者とのトークを交えた第２回「きらめき“夢”トーク」

を「世界に生きる日本人の心」をテーマに、本県出身の

外務省欧州局本田悦朗審議官をお招きして和歌山市内

で開催しました。

当日は、高校生を中心に３００人以上の参加者が本田

審議官の豊富な体験に裏打ちされた講演に聞き入り、講演後は、会場の高校生から次々と

出される鋭い質問とそれに対する真摯な応答で非常に熱のこもったトークが展開されまし

た

閉会後も熱心な高校生たちが知事や講師を取り巻き、時間の許す限り質問をしていまし

た。

・本田先生の夢トークにつきましては、今月号の「知事メッセージ」においても触れさせ

て頂いています。今後も県内各地で、いろいろなテーマを設定して開催する予定です。
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今月の和歌山県政トピックス

●２００８年モンド・セレクション受賞決定

・ 2008 年モンド・セレクションについて、県内関係では下表のとおり多くの商品が受賞しました。

昨年は１４社１６品で、本年は１７社２２品と受賞商品は約４割増加いたしました。

・ 最高金賞連続２０年の日本最高記録を更新している日本酒「羅生門 龍寿（りゅうじゅ）」をはじ

め、県内産のいろんな商品が世界の舞台で高い評価を得ています。

・ 本県の人口は日本全体の約１％ですが、最高金賞受賞事業者数については日本で１３０事業

者の内１２事業者（９．２％）、受賞商品については約２００の内１５商品（７．５％）と数字を見てもい

かに和歌山県の事業者が頑張っているかがわかると思います。

・ 皆様方はどれだけ受賞商品をご存じでしょうか？

お気に入りの商品がございましたら是非一度お試し下さい。

（五十音順にて記載）

事業者名 受賞商品 受賞内容

井口食品工業㈱ 原酒 紀州絵巻（梅酒）

桜梅酒 梅子桜子（梅酒）

デザート梅 梅の舞

最高金賞【ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ】

最高金賞【ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ】

最高金賞【初】

雲水 雲水つりがねまんじゅう 金賞

㈱角濱ごまとうふ総本舗 高野特産ごまとうふ 金賞

川口水産㈱ きざみうなぎの蒲焼き 最高金賞【ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ】

木の国 黒潮マンゴーシャーベット 銀賞【初】

㈱紅梅園 デザート梅の夢

山の露 スイーツ梅

最高金賞【初】

最高金賞【初】

サカイキャニング㈱ 大師の水 最高金賞

清月菓舗 茶の湯菓かわけむり 金賞

ダイナミック食品㈱ ゆずしゃぶ（ごまだれ） 銀賞【初】

田端酒造㈱ 羅生門 龍寿（日本酒） 最高金賞【連続２０年】

※日本最高連続記録

㈱南紀白浜富田の水 南紀白浜 富田の水 最高金賞

㈱濱田 HAMADA（梅酒） 最高金賞【初】

㈲深見梅店 フルーツ梅ぼし 最高金賞【ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ】

(合)丸正酢醸造元 那智黒米寿 最高金賞

丸新本家㈱ 九曜むらさき醤油 最高金賞

㈲紅葉屋本舗 本竹皮包ようかん・本練り

本竹皮包ようかん・柚子

最高金賞【初】

金賞

湯浅醤油㈲ 生一本黒豆醤油

丸新ゆずポン酢

最高金賞

金賞【初】

モンド・セレクションとは
お菓子の品質向上を目的に、欧州共同体（ＥＣ）とベルギー経済省が１９６１年から開始。
その後、酒類や食料品全般に対象が広げられ、現在は世界各国の食品メーカーが出品する

代表的な食品コンクールとなっている。 （６月２日 オーストリア・ウィーンにて授賞式）
審査対象となるのは衛生、味覚、包装、原材料などの項目で、国際品評評価委員会が審査。

（１００点～９５点 最高金賞、 ～８５点 金賞、 ～７５点 銀賞、 ～６５点 銅賞）

＊上記一部の商品は「わいわい市場」で購入できます。
Ｕ Ｒ Ｌ ｈｔｔｐ：／／ｗｉｗｉ．ｃｏ．ｊｐ／ｉｃｈｉｂａ／
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今月の和歌山県政トピックス

●笠野興産株式会社が工場を新設

・笠野興産㈱が事業拡大に向けて、和歌山市内に工場を新設することになりました。

・笠野興産㈱は、化学品の製造会社として創業され、現在では、医薬品、食品、食品添加

物等の製造販売会社として多角的な事業を展開し、経済産業省 2007 年度「元気なモノづく

り中小企業３００社」に選ばれました。

【会社概要】

所在地：和歌山市井ノ口 ／ 創業：昭和８年

資本金：1,400 万円 ／ 従業員数：44 名

業務内容：医薬品・化学品・食品・食品添加物の製造・販売

【立地概要】

事業所名：笠野興産株式会社 医薬品配送センター・医薬品製造工場

場 所：和歌山市井ノ口（本工場となり）

敷地面積：8,151 ㎡

事業内容：医薬品の物流・配送、医薬品の製造

雇用予定：新規雇用 18 名予定（３年間）

投 資 額：6 億 8,000 万円（建物・設備）／進出予定：平成 20 年 12 月操業開始予定

● 大阪富士工業株式会社が雑賀崎地区用地へ工場を新設

・大阪富士工業㈱が事業拡大に向けて、和歌山市の雑賀崎地区用地に工場を新設すること

になりました。

・大阪富士工業㈱は７支店、５工場、５つのグループ会社を国内で運営しています。

【会社概要】

所在地：兵庫県尼崎市 ／ 創業：昭和 30 年

資本金：9,447 万円 ／ 従業員数：2,455 名

業務内容：鉄鋼生産工程作業各種、機械加工、各種溶接・溶射、エンジニアリング、

及び産業機械設計・製作、シリコン加工など

【立地概要】

事業所名：大阪富士工業株式会社 和歌山工場（仮称）

場 所：和歌山市雑賀崎（和歌山下津港雑賀崎地区用地）

敷地面積：9,853 ㎡

事業内容：ロール等の金属製品の製造・補修

雇用予定：新規雇用 10 名予定（3 年間）

投 資 額：2 億円（建物・設備）／進出予定：平成 21 年 4 月操業開始予定

●トルコ共和国 アブドゥッラー・ギュル大統領が来県

・ ６月７日、トルコ共和国 アブドゥッラー・ギュ

ル大統領が国家元首としては、初めて、和歌山県串本

町を訪れ、「エルトゥールル号追悼式典」に出席され

ました。

（ギュル大統領は、天皇陛下に謁見し、福田首相と首

脳会談後、その翌朝、南紀白浜空港に到着されまし

た。）

・ エルトゥールル号慰霊碑前で営まれた式典では、

トルコ大統領をはじめ、知事、松原串本町長らが追悼

の言葉を述べるとともに献花を行いました。また、地

元の小・中学校の生徒らが追悼歌を斉唱しました。

ギュル大統領と仁坂知事
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今月の和歌山県政トピックス

・その後、町内のホテルにおいて歓迎レセプションが行われ、両国の友好を一層深めまし

た。

「エルトゥールル号遭難」

明治２２年オスマン帝国皇帝アブデュル・ハミット二世は、オスマン提督を特派使節として日本に派遣し

ました。巡洋艦「エルトゥールル号」（２，３４４トン）の乗員は６０９名。

翌２３年６月７日横浜港に到着。熱狂的な歓迎を受け、日本に滞在すること３ヶ月、日本帝国の国賓とし

て扱われ、９月１４日横浜港を出発し、イスタンブールへの帰路に就きました。

明治２３年９月１６日、朝から曇りがちで風が激しく、海もひどく荒れ模様だったその日、エルトゥール

ル号は熊野灘に差しかかりました。

木造艦のエルトゥールル号は、同日午後には、進退の自由を失い、風濤に翻弄されてぐんぐん樫野埼灯台

下の岩礁「船甲羅」へと押されていきました。この「船甲羅」は数百年来、海の難所として知られ、艦長以

下乗組員全員は死力を尽くして荒れ狂う魔人と闘ったが、かかる絶望的な状況下ではなす術もなく、同夜９

時頃、船甲羅の岩礁に乗り上げ沈没してしまいました。

地元住民の献身的な救助活動が行われたにもかかわらず、救助されたのは６９名で、オスマン提督以下５

４０名が遭難しました。

この出来事がきっかけとなり、トルコと旧大嶋村樫野（串本町）との友情と友好関係が現在まで変わらず

続いているのです。

● 「エルトゥールル号遭難」から９５年、日本がトルコに救われた出来事が昭和６０年に起こりました。

「日本人２１６名を救ったトルコ航空機」

イラン・イラク戦争が始まった、昭和６０年３月、イラクのサダム・フセインが「今から４０時間後に、イ

ランの上空を飛ぶ飛行機を打ち落とす」ということを世界に向かって発信しました。当時イランに住んでいた

日本人は、慌ててテヘラン空港に向かいましたが、どの飛行機も満席で乗ることができませんでした。世界各

国は自国民の救出をするために救援機を出しましたが、日本政府はすばやい決定ができなかったため空港にい

た日本人はパニックに陥りました。

そこへ 1 機のトルコ航空の飛行機が到着し、日本人２１６名全員を乗せて、成田に向かって飛び立ちました。

タイムリミットの１時間１５分前でした。

なぜ、トルコ航空機が来てくれたのか？日本政府もマスコミも分かりませんでした。

この時、元駐日トルコ大使のネジアティ・ウトカン氏は次のように語られました。

「エルトゥールル号の事故に際して、日本人の献身的な救助活動を、今もトルコの人たちは忘れていません。

私も小学生の頃、歴史教科書で学びました。トルコでは子どもたちでさえ、エルトゥールル号の事を知ってい

ます。それで、テヘランで困っている日本人を助けようと、トルコ航空機が飛んだのです」

【仁坂知事の追悼文奏上】

本日、トルコ共和国大統領アブドゥッラー・ギュル閣下及び同令夫人のご臨席のもと、トル
コ軍艦エルトゥールル号１１８周年追悼式典が挙行されるにあたり、この追悼文を謹んで諸
霊の御前に捧げ、安らかなご冥福をお祈り申し上げます。
思えば１１８年前、ユーラシア大陸の東と西で日本とトルコは、西洋列強の中でどうやっ

て国作りをしていくかという厳しい共通の課題を抱えていました。そして、このような共通
の悩みを持った両国が、手を携えて国作りをしていこうというトルコ国民の大きな願いを担
って、エルトゥールル号はこの日本を訪問されたことと思います。
この志半ばにして事故に遭われ亡くなられた人々の無念さはいかばかりかと思いますが、

その尊い犠牲と串本の人々の善意に満ちた危険を顧みない救助活動によって、日本とトルコ
の国民の心は一つになったと思います。

かくて一つになった友好の心を、トルコの国民がいつまでも忘れることなく、日本を、和
歌山を、そして串本を、いつも思い出して下さっていることに深い敬意を表したいと思いま
す。
我々もまた、トルコの国民のこの好意を永久に忘れません。
そしてまた今日、トルコ共和国大統領ギュル閣下をお迎えし、追悼式典を執り行うという

類い希なる光栄に恵まれました。これを契機に、より一層両国の友好と親善が深まるものと
確信する次第です。
尊い犠牲になられた諸霊に対し、和歌山県民を代表して、今後さらに両国の友好を深める

べく努力することをお誓い申し上げます。
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今月の和歌山県政トピックス

● 和歌山県産 旬の味「養殖鮎」のトップセールス

●「紀州仕立て鮎 大感謝祭」（７月２日 東京築地市場）

・全国第１位の生産量を誇る本県養殖鮎の出荷が

最盛期を迎えるのに合わせ、市場関係者及び消費

者に「和歌山の養殖鮎（紀州仕立て鮎）」をＰＲ

し、首都圏での販売促進、消費拡大を図るため、

知事自らが先頭に立ったトップセールスを実施

しました。

（東京築地市場で、知事が自らセールスを行う

のは全国で和歌山県が初めてです。）

・鮎の塩焼きを市場来場者に無料配布（１,０００食）するなど、大々的にセールス活動を

行いました。

★和歌山県産養殖鮎について

生産量(H18)1,143t 全国シェア 18%(全国第１位),２位 徳島県 827t、３位 愛知県 824t

東京築地市場の占有率(H19)１位 和歌山県 37% ,２位 静岡県 14%、３位 徳島県 12%

● 県産農産物等の海外プロモーション 今年第１弾
シンガポール伊勢丹での和歌山フェアを開催

・和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会では、県産農水産物等の海外での販路拡大

を目指し、平成２０年度の海外プロモーションの第一弾として、県としては、初めてシン

ガポールで「和歌山フェア」を開催します。

フェアの概要

実 施 日 平成２０年７月９日（水）～１５日（火） ７日間

場 所 シンガポール伊勢丹スコッツ店

内 容 県産桃、冷凍あんぽ柿、梅干し、梅シロップ、煎茶、ジャム、

マーマレードの販売、試食ＰＲ

冷凍青梅を使った梅シロップ作りの実演販売

立地環境 シンガポール随一の繁華街オーチャード・ロードとスコッツ・ロードの交差

点に位置する

店舗特徴 シンガポールの富裕層をターゲットにした地域でも屈指の総合百貨店。

同店舗は、日本産品販売に力を入れており、取扱青果の３割が日本産。

（参考：昨年の香港・台湾でのフェアの模様）



- 8 -

今月の和歌山県政トピックス

●ダガーナイフなど１０種類を有害刃物類として緊急指定

・世の中を震撼させた東京・秋葉原の無差別殺傷事件では、殺傷能力が非常に高いダガー

ナイフが凶器として使用されました。犯行自体は２５歳の若者によるものでしたが、和歌

山県ではこの事件が青少年に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断し、去る６月２３日、

県青少年健全育成条例に基づき、ダガーナイフを含む１０種類のナイフを緊急に有害指定

しました。

・和歌山県ではこれを機にダガーナイフだけではなく、他の有害な刃物類についても有害

指定を行うべく、１００種類を超える刃物類について緊急調査を行いました。その結果、

軍事用、決闘用などの目的で作られたもので、日常生活に用いられることはまずないと考

えられる１０種類のナイフを有害指定しました。ただし、今回の措置はあくまでも緊急か

つ暫定的な措置だと考えています。ナイフの種類は枚挙にいとまがなく、現行条例ではそ

の都度有害指定を行う必要があり、この弊害をなくすため、将来的には包括指定のための

条例改正を行う予定です。

《指定したナイフ類》

ダガーナイフ ハンティング

ナイフ

ククリナイフ スキナーナイフ

ボウイナイフ スローイング

ナイフ

サバイバル

ナイフ

スライディング

ナイフ

ファイティング

ナイフ

仕込みナイフ ベルトやペンに隠して仕込ま

れたもの

詳しくは… http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/jorei/kinkyu-sitei.html

わ
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【関西ウェブサイト大賞２００８】

主 催 総務省近畿総合通信局、近畿情報通信協議会

目 的 近畿圏内の自治体、観光協会、各種団体、企業、学校、個人等が構築・

運営しているウェブサイトのうち、地域に貢献する優れたウェブサイ

トを表彰・紹介することにより、ウェブコンテンツの充実、ＩＣＴ(情

報通信技術)の利活用の促進及び関西の魅力ある情報発信の強化を図

る。

賞の内容 最優秀賞 １件 ／ 優秀賞 ２件 ／ 入賞 ５件

【ふるさと和歌山わいわい市場】

運 営 協議会方式（和歌山県をはじめとする県内生産・製造関係 14 団体で構成）

内 容 和歌山県産品を紹介・販売するインターネットショッピングモール

開 設 平成１３年１０月１日 ／ 出店者数 約 150 店

取扱商品 果物、水産物、梅干し、醤油などの県産品 約 1,100 品

利 用 19 年度アクセス(店舗訪問数) 30 万件、売上 ７千万円

Ｕ Ｒ Ｌ ｈｔｔｐ：／／ｗｉｗｉ．ｃｏ．ｊｐ／ｉｃｈｉｂａ／

★ 皆さんも是非、ご来店（アクセス）下さい！

今月の和歌山県政トピックス

●「ふるさと和歌山わいわい市場」初代・関西ウェブサイト大賞に入賞！

・和歌山県産品インターネットショッピングモール「ふるさと和歌山わいわい市場」が「関

西ウェブサイト大賞２００８」の入賞作となりました。

今回の受賞サイトのうち、特産品販売サイトは本サイトのみです。

●平成の名水百選に県内から３箇所選定

・環境省の「平成の名水百選」に県内から、「熊野川（川の古道）」「那智の滝」「古座
川」が選ばれました。「熊野川」と「那智の滝」は世界遺産。「古座川」は日本有数の清
流です。
・なお、昭和６０年の「名水百選」では県内、「紀三井寺の三井水（和歌山市）」「野中
の清水（田辺市）」が選ばれています。

那智の滝 古座川
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お 知 ら せ

【和歌山県インターネット放送局開局（８月下旬）に向けて、

「坂本冬美さん」に初回の動画メッセージをいただきました。】

・今回、坂本冬美さんが訪問された機会に、映像でメッセージを頂戴しています。

和歌山の思い出やご自身のお薦め和歌山情報など、故郷・和歌山に寄せる坂本さんの

熱い思いを語っていただきました。この模様は８月下旬に開局する和歌山県インターネ

ット放送局のホームページでご覧いただける予定です。ここでしか見られない映像です

ので是非ご期待ください。

和歌山県インターネット放送局では和歌山の様々な映像を動画配信していきます。行政

情報だけでなく、祭りや伝統の映像、知事や著名人の講演録など、従来の枠を超えた動

画ならではの臨場感と分かりやすさでお伝えします。

・今回の訪問は、坂本冬美さんが、新曲「紀ノ川」を通して「和歌山」を全国のみなさ

んに、より一層知っていただきたいという思いから実現したものです。

・坂本冬美さんは、和歌山県上富田町出身で中学、高校時代ソフトボール部に所属。卒

業後は、和歌山の名産「紀州の梅干し」の会社に入社。NHK「勝ち抜き歌謡天国」に出場

し、昭和 61 年度の NHK「勝ち抜き歌謡天国」（和歌山大会）名人、同年「関西演歌大賞

カラオケコンクール」に優勝し、「勝ち抜き歌謡天国」の歌唱指導を担当していた故・

猪俣公章氏のすすめで上京し、歌はもちろん、芝居や舞台でも大活躍されています。
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お 知 ら せ

和歌山の旬のこだわり情報をお届けします

おいしいよ！和歌山の桃
今年も出荷が始まりました！！

おいしさの秘密
和歌山県と言えば果実王国。

温暖な気候を活かし、さまざまな果物が栽

培されています。でも、和歌山の桃のおい

しさの秘密はそれだけではありません。

その１ 先人からの技術を受け継ぎ、手間暇

惜しまず、丹精込めて育てられます

おいしく立派な桃を育てるため、桃の花

がまだつぼみの時から、そして花が咲き、

実をつけるそれぞれの段階で摘花、摘果と

呼ばれるいわば選抜作業が丹念に、丹念に

行われます。そして５月になると“選りすぐり”の桃ひとつひとつに袋かけが行われます。

その２ おいしさを引き立てる色、形。そして香りもたまりません

この袋かけによって、日当たりが調整され、わかやま産特有の淡いピンクの桃が育ち

ます。見るからにおいしそうでしょ？

その３ 安全・安心。徹底した品質管理も自慢です

出荷する選果場はまるで研究施設のようです。全員白衣に手袋マスクで一つひとつセ

ンサーに通すなど品質管理の徹底を図っています。

ＪＡ紀の里営農指導課中島さんに、お話をうかがいしました。

順調に育ってますよ。今年は５月の雨が少なかったのでやや小玉傾向ですが、その分

とても甘くてみずみずしいですよ。

今年も６月１９日から出荷が始まりました。 関西地方を中心に全国に出荷されてい

ます。

市場での評判もいいですよ。７月４日からは、いよいよ主力の白鳳（はくほう）の出

荷が始まります。

姿、香り、そして甘くてジューシーな味。

お盆まで最盛期が続きます。三拍子そろった自慢の和歌山の桃を是非味わってみてく

ださい。

ＪＡ紀の里 http://www.ja-kinosato.or.jp
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お 知 ら せ

海外への進出

近年では、台湾、香港といった東アジアを中心に

輸出も始まりました。

台湾では「水蜜桃」と呼ばれ、贈答用として大変

人気があります。

おいしい桃の食べ方、ご存じ？
冷やしすぎると甘みが落ちてしまいます。

食べる２～３時間前に冷蔵庫に入れてから、

お召し上がりください。

「和歌山の桃」歳時記 ～こうしておいしい桃が育ちます～

４月

産地には鮮やかな花が咲き誇り、まるでピンク色の絨毯

をしきつめたようです。

その光景は「桃源郷」と呼ばれるほど美しく大勢の観光

客が訪れます。

５月
大きくなり始めた果実を日焼けや病害虫から守るため、農家の人

たちが早朝から夜遅くまで、丁寧に一つ一つ袋をかけていきます。

美しい果実を作り上げるため、たゆまぬ努力を惜しみません。

厳しい品質管理
最新の非破壊検査システムを活用してひとつひとつ

の糖度を測定します。

和歌山ブランドを守るための高品質厳選出荷に努め

ています。

６月～８月 いよいよ待ちに待った出荷が始まり

ます。６月中旬の「桃山白鳳」から出荷が始まり、７月上旬

から本県主力品種の「白鳳」が出荷され、その後も「清水白

桃」「川中島白桃」と８月中旬まで出荷が続きます。
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ふるさと歳時記（白浜町編）

～ 夏本番 観光シーズン 白浜町 ～
（白浜町は、日置川町・白浜町が、平成 18年 3 月に合併して誕生しました。）

パンダ・白良浜・温泉

白浜町のアドベンチャーワールドには、パンダが６頭います。飼育下のパンダとしては

中国以外では世界で一番の家族数。かわいいパンダファミリ一は大人気で、特に間近でお

やつを与えたり、秘蔵 VTR

が見られる「パンダバック

ヤ一ドツア一」が人気。

8月 30 日からは、ドキュ

メンタリー映画「パンダフ

ルライフ」が全国ロードシ

ョー。みんな映画デビュー

です。

表紙写真の白良浜海水浴場は、海開きが５月３日という本州一の早さ。白良浜は「渚百

選」(Ｈ８年)、「海水浴場百選」(Ｈ１８年)にも選ばれ、

海水浴シーズンともなると 60 万人を超える観光客が訪

れています。

白浜での夏の風物詩は花火大会（7/30）。また花火大

会とは別に、大切な人へのメッセ一ジを花火とともに贈

る、「メッセ一ジ花火」が 7/19～ 8/29 の毎日

（7/30,8/1,8/10 は除く）開催されます。メッセ一ジは

FM 放送で放送され、直後に花火がドカンと夜空を彩ります。

幻想的なキャンドル・イルミネーションも、7/19 から６回

開催され、2008 年の今年は、2008 本のキャンドルが優しい光を放ちます。夏の思い出の

１シーンとしていつまでも心に残ることでしょう。（申し込み等：白浜温泉旅館協同組合）

白浜温泉は日本三古湯(白浜、有馬、道後)に数えられる

お湯処です。飛鳥、奈良朝の時代から「牟婁の温湯」「紀

の温湯」の名で知られ、斉明、天智、持統、文武天皇をは

じめ多くの宮人たちが来泉された 1300 年余りの歴史を持

つ由緒ある温泉観光地です。

湯崎七湯に数えられる崎の湯(露天風呂)、砿湯（まぶゆ

(牟婁の湯)）は、白浜温泉の最も古い歴史を残しています。

天皇の行幸の最終地が白浜でした。古から人々は、紀州の温泉に心癒されてきました。

羽田空港から、白浜空港まで飛行機で 70 分。高速道路も南紀田辺 IC まで延伸して交通

の便が良くなっています。是非お越し下さい。

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝには、メッセージを書くこ

とが出来ます、

子パンダの名前には、白浜の「浜」が使われているんですよ。



～編集後記～

白浜のパンダを主人公にしたドキュメンタリー映画「パンダフルライフ」が全国ロード

ショーされます

「ふるさと歳時記（白浜町編）」にも紹介しましたが、パンダのドキュメンタリー映画

「パンダフルライフ」が８月３０日、全国ロードショー公開されます。現在、白浜町のア

ドベンチャーワールトでは６頭のパンダが暮らしていますが、これは中国以外では世界で

一番の大家族です。

また、白浜には世界で初めて、双子のパンダを自力で育てたお母さんパンダ梅梅（メイ

メイ）がいます。

昨年１０月、その梅梅が生み育てた双子のパンダ隆浜（リュウヒン）と秋浜（シュウヒ

ン）が、お母さんの故郷、中国四川省成都ジャイアントパンダ繁育研究基地に里帰りしま

した。

映画では、頼もしいお母さんや慣れ親しんだ飼育員と離れ、見知らぬ土地で暮らすこと

になる２頭の兄弟パンダの別れと成長が、ドラマチックに描かれています。「パンダフル

ライフ」は、そんなパンダの子育てや子供達の成長など、これまであまり知られていなか

ったパンダの暮らしぶりを余すところなく描く感動のドキュメンタリーです。

さらには、白浜のパンダについて最近の明るい話題として、今年の秋頃ですが、梅梅と

良浜（ラウヒン）の母娘２頭のダブル出産の可能性もあります。

読者の皆さまには、是非ご家族で南紀白浜にお越しいただき「ほんまもん」をご覧にな

って頂きたいと思います。癒されること請け合いです。

最後になりましたが、県財政逼迫の折から「ふるさと和歌山応援寄附」についても何と

ぞよろしくお願いします。

＊ふるさと和歌山応援寄附の問い合わせ・申し込み等詳細については、下記にお願いします。

電話 073-441-2186 （県庁総務部総務管理局税務課）

（URL：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/furusato/）

知事室秘書課長 鈴木敏彦

「和歌山だより（７月号）」はいかがでしたか？

和歌山だよりに対するご意見・ご感想をお聞かせ下さい。また、皆様がお持ちの和歌山
に関する情報をご提供下さい。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 http://www.pref.wakayama.lg.jp/

2008 年（平成 20 年）７月 NO.４

*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


