
  1 月市長定例記者会見（平成 27 年 1 月 9 日（金）14 時から） 

市長発表事項  

皆さんあけましておめでとうございます。今日は、発表項目は３項目、ＰＲ項目

は１項目、その他項目として１項目させていただきます。 
 
＜発表項目＞ 
【鷺ノ森遺跡発掘調査について】 
まず、はじめに１点目ですが、今、鷺ノ森で外堀の調査をやってるのですが、こ

れは城北小学校の建て替え工事に伴って、遺跡調査をやっているもので、国内最古

級となる鰐口が発見されたということです。 
これは非常に珍しい発見で、今現在調査してまして、説明会を１月１８日に、そ

れに先立って記者レクを１月１３日に開催させていただく予定です。専門家にやっ

てもらった方がいいんですが…。間違ったこと言ったら悪いんで、やってもらいま

すね。 
 

（前田文化財班長）： 文化振興課の前田と言います。現在、城北小学校の学校の校舎が

あるのが写真のこの場所で、体育館の横の位置になります。かつての小学校のグラ

ウンド部分がこのエリアになります。現在は、小学校のグラウンドは南側の公園の

場所に移動していますが、この旧のグラウンドの場所に小中一貫校の建設計画があ

り、調査を平成 24 年から進めてまいりました。 
今回調査していますのは、グラウンドの南側に寄った部分を調査しております。 

この図面の下に薄く見えていますのが、現在の敷地前の道路と建物であり、その上

に黄色く被せておりますのは、江戸時代の図面から今の道路を重ねた地図です。 
ですから、黄色く見えているのは、どちらかと言うと江戸時代の古い時代の街並

みの姿、背後に見えていますのが、現在の通りになります。 
調査をしていきますと、地図上で黄色く続いている江戸時代の道路と思われるも

のが見つかり、その北側に今回、幅の大きな「堀」と思われるものが見つかってき

ましたので、ご紹介させていただくことになっております。 
先ほど市長のほうからありましたように、すぐ北側には鷺森御坊と呼ばれている

浄土真宗の拠点があります。これは、中世の終わりぐらいに和歌浦の方からこの地

に移ってきて、その後、ずっと現在に至るまで浄土真宗の信仰の中心地になってい

まして、現在、鷺森本願寺別院になっております。 
見ていただきますとわかりますように、江戸時代の区割りは少し斜めになります。

現在は東西南北にきれいに道路が走っていますが、江戸時代には少し傾いていたこ

とが想定されておりました。それを実際に掘ってみるとやはりちょっと傾いた道が

見つかり、さらに、それに沿うような大きな堀が見つかった状態です。 
この真ん中にありますのが、その浄土真宗の本拠地であるお寺のエリアと考えら
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れるところであり、これに沿うような形で大きな堀が見つかったということで、注

目すべきじゃないかと考えております。 
とりわけ、ちょうどこの時期、中世の終わりぐらいに、和歌山には雑賀衆などの

大きな勢力があったわけですが、織田信長と敵対しており大坂の石山合戦等で織田

信長は本願寺勢力と戦っているという事実があります。 
和歌山の浄土真宗の拠点がこの鷺森御坊でありますので、織田信長と敵対状態に

あったということで、もしかするとこのような防御施設を作った可能性があるんじ

ゃないかと思われます。 
今回、ぜひとも皆さんに現場を見ていただいて、そういう歴史的なところに関心

を持っていただけたらと考えています。 
（市長）： 次に鰐口の説明を。 
（前田文化財班長）： これは今述べました、中世の終わり頃の鷺森御坊よりもっと古く

時代は遡ります。地層は、普通は上が新しくて下へ行けば行くほど、ずっと時代は

古くなっていきます。この鰐口は、現場担当者が順番に地層ごとに下に調査を進め

ていただいたところ、平安時代の地層から見つかりました。 
鰐口と言いますのは、今も神社さんへ行ってお参りする時に、お堂の上にかかっ 

ている鐘ですけども、紐が下がってまして、揺り動かしたら音が出ます。大概は、

今では 40 センチから 50 センチくらいの大きな円形の盤みたいな形なんですけれ

ども、今回の鰐口は大きさが僅か９センチしかない小さな物です。 
形としましては、ここに口と呼ばれている穴が開いてますので、鰐口というのは

間違いないんですけども、極めて小さいものです。 
平安時代という時代が実は大事でありまして、現在国内で見つかっている物で一

番古いのが平安時代の物であり、２例だけあるらしいんです。そのうち、年号が刻

まれてる物が１点あり、それが 1001 年の年号が刻まれております。 
11 世紀の初頭になるんですけれども、現場で詳細に調査したところ、同じ地層か

ら出てくる土器は、それよりも約 100 年くらい古い９世紀末から 10 世紀の初頭頃

とみられ、先ほどの年号が刻まれてる 11 世紀初頭の例よりも 100 年くらいも古く

なりそうな地層から見つかったことにより、国内で見つかっている物の中でも１番

古い部類になるんじゃないかということで、ちょっと注目を受けております。 
これは、鷺森御坊の時代とは全然違う、さらに古い地層から見つかった特別珍し

い物だということで紹介させていただきました。 
（市長）： また詳しくは 13 日に記者レクを行いますので。それでは、次の発表項目に

移らせていただきます。 
 
  【和歌山市南保健センター・地域子育て支援拠点施設の完成について】 
（市長）： 和歌山市南保健センタ－と同じ施設内に地域子育て支援拠点施設を併設した

形で竣工します。竣工式は２月１２日です。 
それから、申し上げたように、子育て支援施設と保健センターを兼ねたというこ

とで、例えば子育ての悩みを抱えられた方との触れ合いの場と、また合わせて、乳
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幼児健診等で来られた方が使いやすいようになります。これから出来るだけ子育て

について支援していきたいと思います。 
 
【おもてなしのひとつ「手作りてまり」が制作目標９，０００個達成】 

（市長）：次に発表項目３点目ですが、いよいよ今年わかやま国体が開催されます。 
あと２５０日ですが、そうした中で市民が一緒になって国体に来て下さった方をお

もてなしをしようということで、色んなことをやってきたのですが、その内の一つ

で「紀州てまり」をモチーフにした「手作りてまり」の制作を９，０００個達成す

ることができました。 
 これは、市民総参加で協力いただいていて、和歌山信愛高等学校をはじめ、地区

公民館、婦人会、老人クラブ、婦人防火クラブ、ＪＡわかやま女性会など、色んな

市民の団体にご協力をいただいて９，０００個達成しました。 
次のページですが、それ以外にも和歌山市に来ていただいて、和歌山市にきて良

かったと言っていただけるような、おもてなしをしようということで、例えば、小

中学校で手作りの「のぼり旗」を作っていただいております。これは４７都道府県

のそれぞれののぼりですが、小中学生で作って下さっています。 
また、会場での食べ物のふるまいだとか、花いっぱい運動、これは１月から協力

いただける企業など参加いただける団体を募集する予定ですのでよろしくお願い

します。 
それと、クリーンアップ作戦ということで、これは今も参加団体の募集をしてい

ますので、よろしくお願いします。 
 
【「阪神・淡路大震災から２０年」メモリアル消防訓練】 

（市長）：４点目は、ＰＲ項目となっているんですけど、ご存知のように阪神・淡路大震 
災から今年で 20 年ということで、これは色んなところで報道されていると思うの 
ですが、やはり、今心配されているのが中央構造線の断層による地震の揺れ、それ 
と南海トラフによる地震の揺れ、津波というのが心配されています。 
和歌山市で想定される揺れというのは、家屋が倒壊する可能性が高い。中央構造 

線にしても南海トラフにしても、直下型に近い地震になっています。家屋の倒壊も 
高いし、火災発生の可能性も高い。津波だけでなく家屋倒壊に備えていかなければ 
いけない。 
そういうことで、今度 1 月の 16 日の、日は１日早いのですが、午前 5 時 46 分 

に消防訓練を実施します。内容は、職員非常参集訓練。実際の被害状況を想定した 
中で参集訓練を行います。 
まず発災後、一番大事なのが消防救急活動。それと初動図上訓練。また地震災害 

実践訓練。地震災害実践訓練で、倒壊家屋救出訓練と多数傷病者救護訓練、そして 
大規模火災防御訓練を行います。 
それと、阪神大震災の時に、消火栓がなかなか使えなかったということで、和歌 

山市には幸いにも紀の川があるということで、紀の川からの遠距離送水連携訓練と 
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いうことをやります。これは２キロ、ホースを延長した送水連携訓練ですので、ぜ 
ひご覧ください。 
それとあわせて阪神大震災のメモリアルとして、市民防災大学公開講座ですが、

一般の市民の人を対象に１月１８日に開催します。 
 
【職員職務発明における特許権取得について】 

（市長）： 最後、職員の職務発明に関しての特許権の取得ということで、職員が特許 
を取ることに対して市の方でどういう扱いをするのかということを規則で決め 
ていまして、その規則に基づいて平成 23 年に出願されていたのですが、職務発 
明認定っていうのが平成 23 年、特許出願が 9 月 6 日にされていて、昨年 11 月 
21 日に特許が登録になりました。これによって職員に対しても市に対してもメリ 
ットがあるということになっています。 
どんな内容かというと、そこに書いている職員ですが、これは東日本大震災の

ときに水道水に塩水が混ざって、どうも水道の底に空気弁というのがあるのです

が、ここに津波等で塩分が入った、空気弁に海水が入ったということなんです。

そこで、塩水が入ってもフロートが浮き上がって蓋をするというのが特許内容で

す。非常にいいアイデアですので、色んなところで特許に基づいて使用されてい

ます。 
特許料等も市の方にも３％入ってきます。また職員にも還元される。市として

もメリットだし職員としてもメリットということで、これからこういう特許とい

うのは大事に市としてもこういうことは応援していきたいと思います。 
以上です。 

 

記者の質問事項 

（記者）： 最初の項目の鷺ノ森の遺跡の発掘についてなんですが、また詳しくは担当

課へ聞きたいと思うんですが、見つかったのは信長の時代のほうは堀とかです

か？ 
（市長）： 珍しい物としては、やはり外堀が確認できたということと、鰐口がどういう

経緯でその層の、地層に入ったか、それも 100 年ほど、今、年代確定されている

物 100 年ほど遡って、多分日本最古になると思うんですけども、その２つってい

うのはやはり注目すべきじゃないのかなということ。それ以外にも注目すべき物は

あるんですけど、詳しくは、また現地レクがありますので。 
（記者）： こういった物を今後、市としてどういうふうに活用していきたいとか、どう

いうふうにしたいというようなお気持ちはありますか。 
（市長）： 歴史的にも非常に重要な、特に戦国時代の値打ちっていうのは、和歌山市自

体も古墳時代から弥生時代のような遺跡もあるんですけども、特にこの鷺ノ森につ

いては戦国時代の様子がわかってくる、生活様式だとか街並みだとか、そういった

ものの参考になるので解き明かす意味で貴重な発見だと思ってます。 
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（記者）： 鷺ノ森遺跡のお堀のほうで教えていただきたいんですが、その鰐口はですね、

物なので今後も保存とかですね、そういったことはできると思うんですけども、溝

の場所ですね、小中一貫校の建設予定地となっております。そこに例えば遺構の一

部を保存するだとか、そういったことを現時点でお考えなのかどうなのかというこ

とをお伺いできればと思うんですが。 
（市長）： 残すかというと基本は…。 
（担当課）： そうですね、写真と記録で保存します。 
（市長）： 記録で保存できるし。それを外に出してっていうことは。 
（担当課）： 規模が。 
（市長）： 大きすぎるか。 
（担当課）： ですね。 
（市長）： 通常埋蔵文化財は、その記録をしっかり調べていくといった形です。ただ、

出土品については保存していきます。 
（記者）： 埋め戻しというような話なんですけども、例えば校舎を建てる場所をですね、

その溝の真上からを避けることで遺構の保全を図るだとか、そういったことは考え

られると思うんですが、その辺りについてはどうでしょうか。 
（担当課）： 校舎につきましては、建物によって壊される所だけ掘りますので、今回そ

こから出てきたということは、もうきっちりその範囲に入ってるということになり

ます。 
（市長）： 今の話からいくと保全はできないということなんですね。 
（記者）： 今のところ計画の変更だとかそういったことは、今のところは考えてないと

いうことでよろしいでしょうか。 
（市長）： はい。 
 
（記者）： 今年の抱負を改めてお願いします。 
（市長）： 今年、年が明けて、今やろうと思っているのは 27 年度予算をしっかり編成し

ていきたい。和歌山市は今年飛躍の大きなチャンスの年になりますので、新年度予

算をしっかりやっていきたい。そういった中で、新年度予算については和歌山市の

将来に繋がるような予算編成っていうのを組みたいと思います。 
その前にですね、国の経済対策補正というのが閣議決定、今日ですかね、補正の

方は今日決定します。昨年からの急激な円安や消費増税等の反動もあって、若干経

済が伸びかけていたのが停滞しているんですけれども、これからしっかりアベノミ

クス効果を地方にもしっかりおろしていって、地方の経済を活性化するような対策

にも取り組んでいきたい。いろんな意味でも今年は高野山開創 1200 年、紀の国わ

かやま国体・紀の国わかやま大会があり、そういった豊富なイベントを活かして和

歌山市を活性化に繋げていきたいと思います。 
 
（記者）： 今の質問にも関連するかもしれないんですが、国が「まち・ひと・しごと」
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の総合戦略を閣議決定がございましたし、先ほど年末の会見で確か市長は使いやす

い国費制度が出るといいなということを仰っていて、実際にそれは創設される見込

みになっていたんですが、これを市としてはどのように活用していくおつもりなの

か、お考えをお聞かせください。 
（市長）： 職員訓示で若干説明させていただいたんですけど、11 月 21 日から地方創生

の関係２法が成立したんですけど、この法律っていうのは地方が自ら考えて責任を

もって目標を立てて取り組んでいくということが、地方が努力しないとダメな法律

になります。 
逆に言うと地方自治体にとっては非常に厳しい法律なのかなあと思います。市民

からも国からも試されるような、地方自治体にとっては非常に厳しい法律になりま

す。それだけに、我々地方自治体としては知恵を絞って和歌山市の活性化に繋がる

ような地方創生を、しっかり計画作りをして、国の支援と合せて実現していきたい

と思います。 
 
（記者）： 先ほどの新年度予算の抱負ですけども、何か具体的に特徴としてこういうこ

とを考えてらっしゃるということはございますか、今の時点で。 
（市長）： 新年度予算については、ちゃんとした時期に発表させていただこうと思って

いるんですけども、くり返しになりますけど、今年はやはりチャンスととらえたい。

今、大きなチャンスっていうのは観光面での人が多く来るっていうのはチャンスだ

なと思います。 
高野山開創 1200 年もそうだし、その前の年も、その後もまた国民体育大会、障

害者スポーツ大会、そういった県外から、また海外からも来客がある。そういうチ

ャンスをしっかり掴んでいきたいというのが１つ特徴になるでしょう。 
今、特に観光面では外国人の観光客が非常に増えてて、これは平成 23 年関西国

際空港に LCC が就航したというのも１つの要因だと思うんですけど、外国人の宿

泊客が増えた要因とも言えます。３年間で４倍そういったことから、これから外国

人の誘客数、そういったことも頑張っていきたいし、特徴としてはもう１つ、まち

づくりですよね。まちづくりをしっかり、特に市全体がコンパクトで魅力的なまち

になるようにやっていきたい。それと特に少子化対策、子育て支援、高齢者の包括

支援システムに向けてのそういったことをしっかりやっていきたいと思います。ま

たそれは改めて。 
 
（記者）： 先日、トライアンズが経営破綻しましたけども、その中で、その後救済する

動きもあるようですが、市として何かできることってあるんでしょうか。 
（市長）： 救済に向けての動きですか。 
（記者）： 救済なり、存続に向けて。 
（市長）： 今は民間が中心となってますが、色んな事情があると思います。そういった

中で、結果はやはり民間中心でしょうけども、できるだけ市としても。県の方もこ

の間知事を中心にやっていただいているのですが、何とかしていただけないかとい
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うことは思います。あと、やっぱり資金面の話で、民間とも検討を進めたいと思い

ます。                              
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