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紅葉祭（那智勝浦町）

紅葉祭（もみじまつり）は、平安時代、花山法皇が那智山の二の滝付近で「千日行」を行った際、秋の
日に映える紅葉の美しさを歌に詠み、その短冊を小枝に結んで滝に流したという故事を由来とする神
事です。

熊野那智大社の本社と、別宮の飛瀧神社での神事の後、「文覚の滝」の前から神職、巫女、平安衣
装の女性が色とりどりの短冊を流します。
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●和歌山県がベトナム商工省と覚書（ＭＯＵ）を締結！！                  

 
本県では、全国に先駆けて海外の中央省庁（国）

との間で、積極的に覚書（ＭＯＵ）を締結してい

るところですが、この度、日本の地方自治体とし

て初めて、ベトナム商工省と覚書（ＭＯＵ）を締

結しました。 

覚書（ＭＯＵ）の締結は、１０月８日、日越外

交関係樹立４５周年を記念するものとして、首相

官邸で行われ、安倍晋三 内閣総理大臣とグエン・ 

スアン・フック ベトナム国首相を立会人として、知事とチャン・トゥアン・アイン ベト

ナム国商工大臣が覚書（ＭＯＵ）を交わしました。 

本県では、海外との覚書を締結する際には、県内事業者の進出や商談機会を最大化でき

るよう、相手国全体を所管する中央省庁との連携関係を構築するよう取り組んでいます。 

ベトナム商工省は、貿易・産業振興のため日本の協力を求めており、商工業分野でベト

ナム国との経済交流の活性化を図りたい本県のニーズとが一致しました。また、今回は、

ベトナム側からフック首相が来日する両国首脳会談に合わせ、本件覚書を具体的成果の一

つとして位置づけたいと強い要望があり、締結に至っています。 

これまでの本県とベトナムとの交流としては、二階俊博日越友好議員連盟会長の招きに

より、平成２５年８月にトー・フイ・ツア越日友好議員連盟会長らが来県したことをはじ

め、平成２７年３月には、ベトナム農業農村開発省との間で覚書を締結し、農業・食品分

野の連携事業を展開しています。また、これに合わせて、ハノイ工科大学から留学生を和

歌山外国語専門学校で受け入れるなど、双方からの訪問団の派遣や人材交流を継続的に実

施しています。 

本県では、今回署名したベトナム商工省以外にも様々な国や機関との間で覚書を結び、

経済交流を実施しています。今後も県内企業の皆さんのニーズに応えられるよう、積極的

に海外市場への展開を支援してまいります。 

 

●日本初！和歌山県の柿、豪州へ！                         
 
昨年度、日本産柿の米国への輸出が１０月に解禁

されたことに伴い、柿の生産量全国一を誇る本県

は、ＪＡグループ和歌山、日本貿易振興機構（ジェ

トロ）らと連携し、日本で初めて米国向けに県産柿

を出荷しました。今年度もそれに続き、１０月１１

日、日本で初めて、オーストラリアに向けて県産柿 

覚書を交わすベトナム国アイン商工大臣と知事 
（後は立会人の安倍首相とフック首相） 

豪州向け輸出柿出発式の様子 
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を輸出しました。 

今回は、刀根早生柿、平核無柿を合わせて約１トンを輸出しました。 

オーストラリアへの日本産柿の輸出については、平成３０年１月２５日付けで臭化メチ

ルくん蒸処理によらない新たな植物検疫条件により輸出が可能になりました。これを受け、

ＪＡ紀北かわかみと県農林大学校の生産園地から日本で初めて柿を輸出し、１１月下旬に

シドニーのスーパーマーケットで店頭販売を行うとともに、現地レストラン関係者などを

対象としたプロ向けセミナーを実施します。 

一方、昨年１０月の解禁に伴い１月に米国・ロサンゼルスに輸出した柿は３日で完売す

るという好評ぶりでした。今年は、県産柿の主力品種である「刀根早生」を米国に輸出し、

ロサンゼルスの他、サンフランシスコ、ホノルルのスーパーマーケットでも販売するとと

もに、現地のレストランシェフなどを対象と

したプロ向けセミナーを実施しました。 

なお、米国には、前回の約１０倍となる約

１０トンを輸出する見込です。 

今後も更に販路を開拓して、輸出量を増や

したいと考えます。 

 

 

●企業等と連携したＩＣＴ教育がスタート                   
 
インターネットやＡＩ（人工知能）の発達に伴い高

度情報化が進展する中、県では、これからの社会を生

きる子供達に必要となる情報活用能力を育て、来たる

べき社会で活躍できる人材を育成するＩＣＴ教育を

実施しています。 

本格実施は来年度からになりますが、現在はそれに

向けた準備や実験を行っています。 

先月お知らせした、鈴木寛文部科学大臣補佐官にご

講演いただいた「きのくにプログラミング教育フォー

ラム」に続き、今月号は「企業と連携したＩＣＴ教育」についてお知らせいたします。 

今後、ＩＣＴ教育を進めることにより、全ての生徒がプログラムを書けるようになると

同時に、飛び抜けた才能を持つ生徒が現れ、その才能をどんどん伸ばしていく機会があれ

ばなおさらよいと考え、学校の授業以外にクラブ活動でさらに能力を高めてもらうことに

しました。いきなり企業が学校の部活動に対して指導を行っても得意分野が違うため、う

まく指導できるとは限りません。そこで、県内のＩＣＴ企業が教えることができる内容と

学校の部活動が学びたい内容とのマッチングを行い、第一線で活躍するエンジニアの方々 

豪州向け輸出の登録生産地で作られた柿 

開智中学校と(株)アーツテックラボの活動の様子 
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に学校へ定期的、継続的に指導に来てもらって、高度なプログラミング言語の習得や動作

制御プログラム、スマホアプリ開発、３Ｄゲーム開発などの監督をしてもらおうという取

組を進めています。 

１０月中には、開智中学校とコンピュータや関連機器の開発、製造等を行う株式会社ア

ーツテックラボによる「マイコンボードを使用した水上ボートの制御」の指導と、桐蔭中

学校、桐蔭高校とソフトウェアコンサルタントやアプリ開発を行うルアリダワークスによ

る「Ｃ言語、Ｃ＋＋とＣ＃言語」の指導が行われています。生徒の皆さんからも、「本や

サイトではわからなかったことがよくかわった」、「もっとプログラミングを習得したく

なった」という意見が寄せられています。 

このあともどんどん学校と企業のマッチングを行いプログラミングの天才を育てる取組

を進めていきます。 

 

●宝塚医療大学和歌山保健医療学部（仮称）設置にかかる協定を締結しました     
 
１０月４日、学校法人平成医療学園宝塚医療大学

と県は、和歌山保健医療学部（仮称）の設置に向け

連携協力するため、協定を締結しました。 

この度の協定では、和歌山県内に大学を設置し、

和歌山県の医療・福祉の充実に資することを目的と

しています。宝塚医療大学は、県内の医療・福祉の

発展に寄与する優れたリハビリテーション職人材

を養成するため学部を設置し、県は、学部設置にあ

たり必要な支援を行うことがうたわれています。 

和歌山保健医療学部（仮称）は、和歌山市中之島にある県体力開発センター跡地などに

２０２０年４月に開設予定で、学科は、１学年定員１００名、４年制のリハビリテーショ

ン学科を設けます。リハビリテーション学科は、理学療法士専攻６０名、作業療法士専攻

４０名を予定しています。 

本県は、これまで県内に理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職を養成する大学

がなく、年間に約１５０人の高校生が県外の養成学校へ進学していました。また、特に高

齢化の進んでいる本県では、高齢者の方々に健やかに過ごしていただくため、リハビリ専

門職のニーズが増えています。 

この度の大学誘致は、県外への進学を食い止め、さらには県内の医療を支えてくれる貴

重な人材の確保につながると大きな期待を寄せています。 

今後も緊密な連携により、宝塚医療大学和歌山保健医療学部（仮称）の開学を支えてま

いります。 

 

学校法人平成医療学園岸野理事長と知事 
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●要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修について               
 
平成２５年に改正された建築物の耐震改修の促進

に関する法律により、一定の規模を超えるホテルや旅

館、病院、店舗、小・中学校などの大規模施設の所有

者は、耐震診断を行い、県や和歌山市に結果を報告す

ることが義務づけられました。また、報告を受けた県

や市は、その内容を公表しなければならないとされま

した。 

本県では、診断を行った所有者が、結果を受け耐震改修工事を行う

ことこそ肝要であると考え、全国に先駆けて耐震改修に対する補助制

度を設け、耐震化に取り組んできました。 

一方、これまで公表については控えてきました。ホテルや旅館にお

いては、耐震化に取り組んでいる最中に診断結果を公表することで、風評被害による悪影

響を与える恐れがあることが考えられ、また、公平性の観点からも全ての施設の耐震化が

終了した時点で公表することとしていました。 

そしてこの度、耐震化が未定の２つの建築物を除き、概ね対象建築物の耐震化の目処が

ついたため、公表することにしました。 

他に先んじて耐震化支援を進めてまいりましたので、来年度末には予定の工事が完了見

込であり、和歌山県内の大規模なホテル・旅館の耐震化は万全となります。安心してお越

しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、公表については、以下のｗｅｂサイトで行っています。 

・県所管対象建築物  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00156226.html 

・和歌山市所管対象建築物   

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/1010 

370/1018733.html 

SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE（耐震改修後） 

耐震改修前の同ホテル 
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●オオダイガハラサンショウウオを天然記念物に指定                  

 
９月２６日、紀伊半島固有の希少種「オオダイ

ガハラサンショウウオ」が、新たに和歌山県の天

然記念物になりました。 

これまで県では、貴重な生物の生息環境を守る

規制こそが生物保護のためには重要であるとの

生物学的立場に立ち、生息区域を特定し、その区

域を天然記念物に指定して保護してきました。こ

の手段によると、その生物が繁殖する適切な環境を保護することができ、将来にわたるそ

の種の安定した生息が期待できます。 

しかし、今回、近年横行している「和歌山県産」と記載したオオダイガハラサンショウ

ウオのネット販売や店頭販売（他の生息地である奈良県と三重県では既に天然記念物に指

定されていました。）にいち早く対処するため、県内に生息する種そのものを天然記念物

に指定しました。 

これにより、和歌山県産オオダイガハラサンショウウオの無許可による捕獲は和歌山県

文化財保護条例違反となり、警察による取締の対象となります。 

もちろん、種の指定だけでは、種の保護対策としては不十分ですので、今後、県内の生

息地調査を進め、オオダイガハラサンショウウオの良好な生息地を天然記念物に指定し、

また、新紀州御留林として県有林化するなどにより生息環境の保護を進めて行きます。 

清流のしかも最上流域の天然林という極めて限られた環境を生息地として、命をつない

でいるオオダイガハラサンショウウオの保護のため、皆さんのご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

●国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭 和歌山県実行委員会設立総会を開催                  

 
県では、来る２０２１年度に国民文化祭、全国障

害者芸術・文化祭を同時に開催します。 

この度、開催を３年後に控え、これから全県を挙

げて大会の準備・運営を進めて行くために、県内の

各界を代表する方々の参画を得て『第３６回国民文

化祭、第２１回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実

行委員会』の設立総会と第１回総会を開催しまし

た。 

「国民文化祭」は、一般の方々の文化芸術活動を全国的規模で発表、競演、交流する場

を提供することで、人々の文化活動への参加意欲を喚起し、新たな芸術・文化の創造を促 

清流に生息するオオダイガハラサンショウウオ 

設立総会での知事挨拶の様子 
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すことや、地域固有の文化を全国に発信することで、地域の活性化・発展に寄与し、国民

の生活がより一層充実することを目的としています。また、「全国障害者芸術・文化祭」

は、全ての障害のある人が、芸術と文化活動への参加を通じて生活を豊かにするとともに、

国民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与すること

を目的としており、両大会とも毎年開催地を変えて開催されています。なお、和歌山県で

は初開催となります。 

設立総会に続いて開催した第１回総会では、両大会の基本構想を議案に挙げ、和歌山県

が誕生して１５０年を迎える節目の年に、２つの文化祭を同時開催することにより、心豊

かで多様な価値観が共生する社会の形成を進め、先人から受け継いできた豊かな文化を新

しい時代への発展させ、承継していくという開催の意義を説明しました。 

そして、①県民総参加で文化力の更なる向上を目指す、②先人が育んできた文化を承継

する、③交流の中で相互理解と新しい文化の創造を促す、という基本方針や、大会の愛称

を「紀の国わかやま文化祭２０２１」とすること、キャッチフレーズを「山青し、海青し、

文化は輝く」とすること、マスコットキャラクターを「きいちゃん」とすることなどの承

認をいただきました。 

なお、開催期間は２０２１年１０月３０日（土）～１１月２１日（日）の２３日間を予

定しています。 

来年には「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」、２０２１年には本文化祭に加え、

全国高等学校総合文化祭の開催、さらには関西一円で「ワールドマスターズゲームズ関西」

が開催されるなど、全国規模の文化、スポーツのイベントが目白押しとなっています。 

これらの機会を捉え、全国に「元気な和歌山」を発信してまいります。 

 

●「勝手に観光大使」をきっかけに東京の小学校で出前事業を実施            

 
県では、この度、東京の小学生が授業で行った「勝

手に観光大使」の取組をきっかけとして、その小学

校に赴いて、和歌山県の魅力を伝える出前授業を実

施しました。 

東京都日野市立日野第七小学校では、４年生の３

月に、各都道府県の特産品や観光名所について調べ

てまとめた新聞「勝手に観光大使」を制作する授業

を行っています。そして、今回、５年生２人が、当時作成した和歌山版「勝手に観光大使」

を知事宛に送付してくれました。 

「みかん王国」や「那智の滝」、「パンダ」などの特産品や観光名所についての記事か

ら、那智勝浦町にある「ぶつぶつ川」という全長が１３．５メートルしかない河川のこと

まで取り上げている充実の内容でした。 

「和歌山県の日本一」の授業 
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県では、和歌山県をもっと好きになってもら

い、本物の和歌山を体験してもらいたいと、１

０月１９日に「和歌山県の日本一」、「和歌山

県の主要農産物」、「和歌山流のみかんの皮む

き実演」に関する出前授業を５年生３クラスに

行いました。 

授業を受けていただいた皆さん、大人になっ

て、いつか本当の和歌山県の観光大使になって       

くださいね！ 

 

                             お 知 ら せせ 

 
●和歌山県が「アフロ」の画像ランキング“絶景・海部門”で全国１位                  

 
国内最大級の写真総合エージェンシー「アフロ」

の提供画像において、「海」の絶景が多い都道府県

として、和歌山県が全国１位になりました。 

これは、１０月４日にテレビ朝日系列で放送され

た「おらが県ランキング」の番組内において、「ア

フロ」が提供している画像を「絶景」・「海」とい

うキーワードで検索してヒットした画像数を都道

府県別でランキングし発表したものです。 

本県の「絶景」・「海」の提供画像数は１０００

枚を超えており、北海道や沖縄を上回っています。

また、その９割を串本町の橋杭岩の画像が占めてい

ます。 

サイトでは他にも、田辺市の天神崎や白浜町の円

月島などの美しい画像がご覧いただけます。 

県観光連盟では、全国１位を記念し、インスタグ

ラム(写真の共有を中心とした無料のＳＮＳ)を使

った３か月間の特別キャンペーンを実施していま

す。 

キャンペーン期間は１１月１日から平成３１年

１月３１日までとなっています。賞品は、毎月５名

様に１万円相当の特産品をプレゼントします。 

応募条件、応募方法等、詳しくはｗｅｂサイトを 

きっかけとなった新聞「勝手に観光大使」 

橋杭岩（串本町） 

天神崎（田辺市） 

円月島（白浜町） 
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お 知 ら せ                               
 

ご覧ください。 

ＵＲＬ：http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

※なお、この紙面に掲載の画像は、「アフロ」で提供されているものではありません。 

 
●『Ｎｉｇｈｔｌｉｆｅ in ＷＡＫＡＹＡＭＡ』はじめました！                  

 
県ではこの度、和歌山を訪れる観光客の皆さんに、県内各

地の夜の楽しみ方を紹介する「Nightlife in WAKAYAMA（ナイ

トライフ イン わかやま）」をテーマとしたｗｅｂサイトを

開設しました。 

夜の娯楽となるイベントや飲食店の情報を総合的にＰＲす

ることで、観光客の皆さんの夜間の周遊を促し、消費額の拡

大を図ります。 

日本語版ｗｅｂサイトでは、夜間に開催されるイベントや

体験、夜の見どころ、飲食店情報をエリア別に掲載しており、

さらに飲食店情報については、現在地検索やジャンル別検索

にも対応しています。 

また、外国人観光客の皆さんにもご覧いただけるよう、多

言語版観光情報サイト「Visit WAKAYAMA」に「WAKAYAMA WHEN 

THE SUN GOSE DOWN」のページを追加し、外国人宿泊客の多い

エリアの飲食店情報を掲載しています。 

ｗｅｂサイトへの誘導のため、県内の観光案内所、宿泊施

設等にスマートプレート（案内用の卓上立て看板）を順次配

置し、ＱＲコードを読み取っていただくなどにより、

「Nightlife in WAKAYAMA」のサイトをご覧いただけるように

しています。 

観光客の皆さんには、是非、このサイトを利用して、和歌

山の夜のスポットを楽しんでいただきたいと思います。 

 

●「わかやま歴史物語」スタンプラリー１００を実施中             
 
県では今年度、神話の時代から近代に至るまで、県内各地に点

在する歴史を「１００の旅モデル」として紹介する「わかやま歴

史物語」のウェブサイトを公開しているところですが、１０月か

ら、この「わかやま歴史物語」を丸ごと楽しめるスタンプラリー

を実施しています。 

外国語に対応したｗｅｂサイト 

Ｎｉｇｈｔｌｉｆｅ in ＷＡＫＡＹＡＭＡ 

日本語 多言語 

陸奥宗光／郭家住宅のスタンプ 
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                             お 知 ら せせ 

 

スタンプラリーの参加には、「スタンプラリー冊子」を入手い

ただく必要があります。冊子は、主要ＳＡ（ＮＥＸＣＯ中・西日

本）、近畿エリア道の駅、わかやま紀州館、名古屋観光センター、

スタンプ設置施設、県内各市町村・観光協会、県内宿泊施設等に

配置している他、ご希望の方には無料送付いたします。なお、冊

子の配置場所は、「わかやま歴史物語」のウェブサイトにも掲載

しています。 

「スタンプラリー冊子」を入手されたら、冊子付属の「スタンプ押印帳」に１００個全

てのスタンプを集めてご応募いただきます。 

１００個全てのスタンプを集めた応募者全員に記念盾をプ

レゼントする他、さらに抽選で５万円相当のペア旅行券や、

わかやまの逸品「プレミア和歌山」推奨品をプレゼントいた

します。 

実施期間は２０２０年３月２０日までで、プレゼントの応

募締切は、平成３１年３月２０日、２０１９年９月３０日、

２０２０年３月２０日の３回に分けて行います。 

この秋の行楽には、是非、「わかやま歴史物語」の舞台へ

お越しください。 

 

 

●再び「野菜生活１００ 有田みかんミックス」が発売されます          

 
県では、わかやま産ブランドの向上と販路開拓を目的に、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、昨年に引き続き、カゴメ株式会社（本社：愛知県名古屋市、

寺田直行社長）から、県産「有田みかん」果汁を使った『野菜生活１

００ 有田みかんミックス』が発売されることになりました。今年も

豊かな香りとコクのある有田みかんの味を全国の皆さんに味わって

いただくことができます。 

発売は１１月１３日から、２月下旬頃までの販売を予定しており、

全国の量販店、コンビニエンスストアでお買い求めいただけます。 

 

 

 

 

南方熊楠／南方マンダラのスタンプ 

スタンプラリー冊子の表紙 

野菜生活１００ パッケージ正面 
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●ふるさと和歌山応援寄附(ふるさと納税)の御案内                   

 

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」、「生涯ス

ポーツ・文化の振興」など１０の分野で活

用させていただいております。 

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、クレジットカード

で行う場合は、ふるさと納税総合サイト

「 ふ る さ と チ ョ イ ス 」

（ https://www.furusato-tax.jp/city/p

roduct/30000）のサイト上で、簡単に申

込みとクレジットカードによる決済を行

うことができますので御利用ください。 

和歌山県外にお住まいの方のみ対象と

なりますが、1万円以上の御寄附をいただ

いた方には、プレミア和歌山の事業者に御

協力をお願いした 54 品目の返礼品の中か

ら１品をお選びいただきお届けしていま

す。 

また、インターネット限定で、２万円以

上の御寄附をいただいた方には、54 品目

又は特別メニューとして、和歌山特産のキ

ウイフルーツや熊野牛をお選びいただけ

ますので、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、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、観光情報誌「紀州浪漫」の送付など、魅力ある特典がございます。お申し込みは

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。 

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 31,000円 300万円 4,000円

400万円 46,000円 400万円 17,000円

500万円 67,000円 500万円 33,000円

600万円 84,000円 600万円 53,000円

700万円 118,000円 700万円 75,000円

800万円 141,000円 800万円 109,000円

900万円 164,000円 900万円 132,000円

1,000万円 188,000円 1,000万円 157,000円

1,500万円 394,000円 1,500万円 355,000円

2,000万円 572,000円 2,000万円 532,000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

目安は右表のとおりです。

【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

○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
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お礼の品一覧 

 

１品お選びいただけます！ 



 - 12 -

お 知 ら せ                           
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                         お 知 ら せせ 

 

 
 

ふるさと和歌山応援サイト   

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

 

 ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」 

   

https://www.furusato-tax.jp/city/product/30000 
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 
★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、田村、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                              

 
 イベント情報(１１月中旬～１２月下旬) 

 

期間 行事名 場所 問い合わせ先 

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 堅田八幡神社例大祭 白浜町・堅田八幡神社 
白浜観光協会 

0739-43-5511 

11 月中旬 田辺・弁慶映画祭 田辺市・紀南文化会館 
田辺市観光振興課 

0739-26-9929 

11 月中旬 翔龍祭 田辺市・龍神ドーム 
田辺市龍神行政局産業建

設課 0739-78-0830 

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 

11 月下旬 獅子舞 奉納 
田辺市・万呂須佐神社 

田辺観光協会 

0739-26-9929 

上富田町・八上神社 
上富田町観光協会 

0739-47-0550 

11 月下旬 紀州根来寺かくばん祭り 岩出市・根来寺 
岩出市観光協会 

0736-62-7101 

11 月下旬 
新嘗祭 

（牛の舌もち投げ） 
和歌山市・水門吹上神社 

水門吹上神社 

073-422-7007 

12 月上旬 ねんねこ祭り 串本町・木葉神社 
古座観光協会 

0735-72-0645 

12 月上旬

～ 

サンタが 

大水槽にやってくる 
海南市・県立自然博物館 

県立自然博物館 

073-483-1777 

12 月中旬 
しまい観音 

厄除開運大根炊き 
和歌山市・紀三井寺 

紀三井寺 

073-444-1002 

12 月下旬 仙人風呂開湯式 田辺市・川湯温泉 
熊野本宮観光協会 

0735-42-0735 

12 月下旬 大松明押し かつらぎ町・下花園神社 
かつらぎ町花園支所 

0736-26-0321 

12 月下旬 カウントダウン花火大会 白浜町・白良浜海水浴場 
白浜町商工会 

0739-42-4686 

12 月下旬 除夜の鐘 県内各所  

12 月下旬 時
じ

鐘 堂
しょうどう

の鐘つき 和歌山市・岡山 
和歌山市観光協会 

073-433-8118 
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                         ふるさと歳時記  

 
自然・風物情報(１１月中旬～１２月下旬) 

 

時期 自然・風物名 場所 問い合わせ先 

11 月中旬 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 月中旬 
白良浜 

防砂ネットで冬支度 白浜町・白良浜海水浴場 白浜観光協会 

0739-43-5511 

11 月中旬 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 

11 月下旬 福定の大銀杏色づく 田辺市・中辺路町 中辺路町観光協会 

0739-64-1470 

11 月下旬 子授け大銀杏色づく 古座川町・光泉寺 古座川町産業建設課 

0735-72-0180 

11 月下旬 紅葉見ごろ 県内各所 
和歌山市・紅葉渓庭園 

田辺市・奇絶峡 
新宮市・瀞峡 

和歌山城整備企画課 

073-435-1044 

田辺観光協会 

0739-26-9929 

熊野交通（株） 

0735-22-6220 

12 月上旬 センリョウの収穫 印南町・真妻地区 ＪＡ紀州営農企画課 
0739-72-3956 

12 月上旬 
熊野本宮大社で 
大しめ縄張り替え 田辺市・熊野本宮大社 熊野本宮大社 

0735-42-0009 

12 月上旬 ウツボ天日干し 串本町大島漁港 和歌山東漁協 
0735-62-0080 

12 月中旬 葉ボタン出荷 紀の川市・名手市場 ＪＡ紀の里東部流通セン

ター 0736-75-2564 

12 月下旬 
和歌山城天守閣の 

しめ縄飾り 和歌山市・和歌山城 和歌山城整備企画課 
073-435-1044 

12 月下旬 

那智の滝ライトアップ 
那智勝浦町・那智の滝 

 
那智の滝で 

大しめ縄張り替え 

12 月下旬 
人気者クマのベニー 
仕事納め（冬眠） 和歌山市・和歌山公園 和歌山城整備企画課 

073-435-1044 
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～編集後記～ 

 

和歌山でもようやく秋本番を迎え、過ごしやすい日が続いています。 

 

今回、トピックスとして掲載した「アフロ」の画像ランキング「絶景・海部門」で和

歌山県を全国１位に導く圧倒的な人気を示した串本町の「橋杭岩」は、他にも世界的大

手旅行サイトである「トリップアドバイザー」からも５年連続エクセレンス認証を受け

るなど大変高い評価を受けています。５年連続の認証は安定した評価の証でもあります。 

 今後、「絶景・海部門全国１位」を記念したキャンペーンなどの実施により、橋杭岩は

もちろんのこと、和歌山が誇る数多くの絶景をさらにたくさんの方々に堪能していただ

き、その人気が不動のものとなるよう願っています。 

 

ちなみに、私事で恐縮ですが、先頃、スタンプラリー冊子を片手に「わかやま歴史物

語」巡りをはじめました。 

今後、機会があれば、各スポットの見どころなどをご紹介できればと思っていますの

で、御期待ください。 

 

  知事室秘書課長  生駒 享 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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/   
                   2018 年（平成 30 年）１１月 Nｏ.１２７ 
   *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。 

 


