避難情報の名称変更について

災害対策基本法等の一部を改正する法律が
５月 日施行されたことを受け、小諸市でも
法改正に基づき「避難情報」を発令します。
▽変更点
【避難勧告と避難指示（緊急）を、「避難指示」
に一本化】
避難のタイミングを明確にするため、警戒レ
ベル４の避難勧告と避難指示（緊急）を避難
指示に一本化。
災害が発生・切迫し、警戒レベル での避難

【
「緊急安全確保措置」の指示】
場所等への避難が安全にできない場合に、自
宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう
促す情報が、警戒レベル５「緊急安全確保」
として位置づけられました。
【
「高齢者等避難」への名称変更】
早期の避難を促すターゲットを明確にするた
め、警戒レベル３の名称が「高齢者等避難」
に見直されました。
▽お問い合わせ先
６７・２２・１７００ ）
。

小諸市役所 総務部 危機管理課（電話０２

信州アクセラレーションプログラム支援対象者募集

▽支援内容
支援対象者に対し、以下の支援プログラムを
提供。本プログラムの運営受託者による面談
支援・研修など（月２～３回程度、オンライ
ン含む）
。外部メンター（企業、ＶＣ、メデ
ィア、専門家、先輩起業家、その他創業支援
機関など）によるメンタリング（月１回程度）
成果報告会でのプレゼンテーション及びマッ
チング機会の提供。
▽募集数
３社（支援期間：３ヵ月間（６月～９月）
）
▽応募資格
・長野県内に拠点を持つ創業予定者または創
業後おおむね５年以内の企業など
・有望な起業アイディアや戦略、またはアイ
ディアの種を持つ者（企業など）
・本格的な事業展開の前段階（例：試作、市
場調査段階等）の者（企業など）
▽募集期間
６月 日（日）まで ※６月中に書類審査及
び面談審査を実施し、支援対象者（企業等）
を決定します。
▽応募方法
応募用紙に必要事項を記載の上、関係書類を
添えて電子メールまたは郵送により下記の本
プログラム運営受託者へ提出。
〒３８０―０８２４長野県長野市南石堂町１
２７７―２ 長栄第２ビル５Ｆ 有限責任監

の集中的伴走支援（アクセラレーションプロ

▽お問い合わせ先

運営受託者）

査法人トーマツ長野事務所（本プログラムの

グラム）を行い、次世代産業を担う創業を増

産業労働部創業・承継支援係（電話０２６・

ソーシャル・ビジネス創業支援金について

▽事業内容

地域の課題をビジネスの手法で解決するソ

ーシャル・イノベーションによる創業を促進
するため、創業に要する経費を補助。
▽金額
上限２００万円、補助率２分の１以内
▽対象者（以下の両方に該当すること）

・令和３年５月 日から令和４年１月 日ま

事務局（長野県中小企業振興センター）の

▽応募方法

ホームページから書類をダウンロードし、事

務局に持参または郵送にて提出。

▽お問い合せ先（本支援金事務局）

長野県中小企業振興センター経営支援部

（電話０２６・２２７・５０２８）
。

しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資

でに長野県で、①個人事業の開業届の提出も

用したニューノーマル対応、地域課題解決、

業が取り組む産学官連携コンソーシアムを活

信州ＩＴバレー推進協議会は、県内ＩＴ企

ＩＴビジネス創出支援事業補助金について

会社、企業組合、協業組合、ＮＰＯ法人など

ション推進に役立つＩＴシステム開発等を支

産業や自治体のデジタルトランスフォーメー
業を行う方

援します。

▽募集（受付）期間

６月８日（火） 時（必着）※来年２月末

必要となります。

までに、事業の完了及び実績報告書の提出が

地域交通支援、子育て支援、環境エネルギー

▽提出書類

金実施計画書・コンソーシアム活用型ＩＴビ

シアム活用型ＩＴビジネス創出支援事業補助

・コンソーシアム活用型ＩＴビジネス創出支
で採択される必要あり。

ジネス創出支援事業補助金経費内訳書・会社

事業であり、長野県内で実施する事業

対象者②、③は上記に加えて、ＡＩ、ＩｏＴ、

援事業補助金事業計画書・誓約書・コンソー

ロボット、５Ｇ、ビッグデータ等の未来技術

ード

▽信州ＩＴバレー推進協議会事務局 〒

▽採択件数 ８件程度
・６月８日（火） 時～オンライン

野県工業技術総合センター３Ｆ）長野県テク

３８０―０９２８長野市若里１― ―１（長

▽公募説明会（県内会場およびオンライン）

※様式等は協議会ホームページにてダウンロ

概要（パンフレットなど）

８月 日
（火）
まで※中間締切７月９日
（金）

▽公募期間

事業を行うこと。

を活用し、新たなシステムづくりに関連する

※起業家などを含む外部審査会書類及び面談

関連、社会福祉などの地域課題解決に資する

地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援、

▽対象事業

に居住を予定している方

・長野県に居住、又は令和４年１月 日まで

の設立を行う方②事業承継を行う方③第２創

31

31

・６月 日（火） 時～佐久平交流センター

ノ財団 信州ＩＴバレー推進室内

18

県は、県内の有望な起業家を対象に短期間

やし、創業しやすい環境づくりを推進してい

２３２・０１１１）
。

17
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17

1417

4

ます。今年度の支援対象者（企業など）を募
集しています。

10

22

13

20

型コロナワクチン接種

という声をたくさんいただいています。一方、

新
新型コロナウイルス感染症の切り札ともいわ
遅い日程の人からは不安の声もありますが、国

しました。
集団接種にあたっては、他自治体の多くの高

齢者が、接種を受けるための予約で苦労してい

るようです。また、希望者のみの予約受付では、

関心が高い人の接種は見込めますが、そうでな

い人の接種が進まないことも予想されます。そ

のため、小諸市では、事前に日程を割り当てて、

対象者の皆さんに通知を送ることにしました。
接種後の副反応を心配して、接種を受けるか

どうか迷う人もいるかとは思いますが、安心し

て接種を受けていただけるように、接種会場を
「こもろ医療センター」が隣接する「市民交流セ
ンター」にしました。
さらに、郊外の地域から来場する人のために、
無料送迎バスを運行し、接種の「足」を確保し
ました。バスの乗降場所には、職員を配置し案
内をしています。
小諸市は以上のようなワクチン接種の独自の

早めるように」との通知も来ていますので、現
在日程を早めるための検討をしています。

じめ地域の医療機関からは、計画の構築から相

談にのっていただきました。また、送迎バスの

運行も、ＪＲバス関東の協力で実施が可能とな

りました。加えて、医師や看護師、薬剤師など

医療従事者は、通常業務がある中で集団接種に

尽力してもらっています。この体制を各区長を

はじめ自治会役員、民生児童委員など地域の方々

のバックアップあってのもので、
「小諸モデル」

もこうした支援により成り立っているものだと
考えています。

現在は、高齢者集団接種をすすめていますが、

今後は、国の接種順位に基づいて 歳以上の市

民に順次接種ができるよう準備を進めていきま

す。多くの市民にワクチンを接種してもらうこ

とにより、新型コロナウイルス感染症の集団免

めていくことも大変重要だと考えています。

この事業は早く進めるだけでなく、接種率を高

疫を獲得できると言われています。そのため、
約枠に空きがある日への日程変更を受け付けま

バス送迎については「バス待合に職員がいて

皆さんの願いであると思います。
「小諸モデル」

み、日常を不安なく過ごせるようになることは、

長引いているところですが、ワクチン接種が進

新型コロナウイルス感染症の影響は各方面で

くれて安心した」
「接種後の運転が不安だったの

をより研ぎ澄ませ、今後もできるだけ負担をか
組んでいく考えです。

けないような接種のあり方を検討しながら取り

で良かった」
、また、会場内も「感染対策が行き

い。

すので、コールセンターにお問い合わせくださ

予定の日よりも早い接種を希望する人は、予

医師会や薬剤師会、こもろ医療センターをは

「小諸モデル」で市民の健康守る

れる「新型コロナワクチン」接種で、小諸市は、

より、
「ワクチンの確保ができたので、 月中に

これまでに「予約の苦労がなくて良かった」

月 日から高齢者施設の入所者に、 月 日
12

からは 歳以上の高齢者対象の集団接種を開始

5

取り組みを「小諸モデル」として行っていますが、

7

届いていて安心だ」などの感想が寄せられてい
ます。

－3－

26

65

接種の所管部署だけでなく、全庁体制で取り組

16

4
んでいるのも、小諸市の特色です。

依田秀幸 部長
小諸市保健福祉部

Voice to the future

活力ある事業所情報

インド紅茶を輸入販売

テン テ ン ド ッ ト
紅茶の輸入販売を行う「ｔｅｎ
ｔｅｎｄｏｔ（テンテンドット）
」
（佐藤輝美代表）は、厳選したイン
ド産紅茶をネット販売している。

ス料理のレッスンも行ってい

な要望に柔軟に応えている。

徒と一緒に製作するなど、様々

ステンシルで１点物に対応 グラウンド整備用のトンボを生

マルナカ

「木材販売には現場の経験も必
要」との考えから、作図や加工、
塗装、基礎工事、現場施工まで
一貫して対応。高橋代表は、
「建
築請負会社や一般客が常に何を
求めているのか、どんなサービ
スを求めているのか考えてより
細やかな設計、提案で廃材を出
来るだけ出さず価格を抑えた商
品提案をしている」とし、
「木材
を通して人
御幸町の「マルナカ」
（高橋進 を 笑 顔 に し
一代表）は、業務用木材販売や た い。 気 軽
加工などを手掛ける中、家具な に ご 相 談 く
話している。

ど一般向け商品も販売。好評を だ さ い 」 と
このところ注文が増えている

得ている。
のが「ステンシル」を使用した
商品。デザインを切り抜いた型
の上からスプレーなどで塗料を
吹きかけ、絵や文字を生み出し
オリジナルの１点物を製造。看
板をはじめ机やタンス、下駄箱、
テレビ台などの家具から、小学
校のカバン入れの棚や理科室の
実験用テーブルなども手掛けて
また、教育環境の整備にも長

いる。
年取り組んでおり、今年２月に
は小学校のＰＴＡからの依頼で
低学年児童が黒板の上部に届き
やすいように工夫を施した教壇
を製作。これまでにも中学校の

●御幸町２－７－１● TEL：22-2124 ●日曜定休● HP:https://userweb.mmtr.or.jp/sin0108/index.htm

佐藤代表自らがおいしいと感じ
る茶葉を春、夏、秋のシーズンご
とに年間２百種類以上をテイステ
ィング。各シーズン２～３種類の
品を販売している。
「農園ごとの茶
る。内容はメーン料理、副菜

茶葉を厳選し、常時約 種類の商
葉の個性と、旬の美味しさを楽し
える約３時間のレッスン。価

など現地の家庭料理の味を伝

紅茶はＱＲコード「いい紅茶ド
格は材料費込みで４０００円。

んでほしい」という。
ットコム」より購入可能。小売店
開催日はフェイスブックやイ

も対応。

ほか、リクエストレッスンに

ンスタグラムで配信している

など紅茶を販売してくれる店舗も
随時募集している。
また、佐藤代表はインドで暮ら
した経験もあり、インドのスパイ

この他、同じものがふたつ
とないインドで出会ったハン
ドメイド雑貨を販売している。
佐藤代表は「手間をかけて
作る表情豊かなハンドメイド
雑貨で、暮らしを鮮やかに楽
しくするお手伝いが出来れば
うれしい」と話している。
ハンドメ
イド雑貨の
購入や問合
せは下記ホ
ームページ
より可能。

－4－
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● HP：https://tentendot.com ● Facebook：https://www.facebook.com/tentendot ● Instagram：https://www.instagram.com/tentendot/

掲載情報を募集しています ! TEL.0267-22-3355/FAX.0267-23-9030
E-mail:kcci@komoro.org
パンを通じて幸せ豊富に

ハグリコ

油で揚げているため外はカリカリ、
中はもっちりとした食感が好評を

コロナ対応設備でリニューアル

ボ ブ

がきれいに取れるため、髪にハ
リやツヤが出てふんわりとした

り、持ち帰らず作りたてのおいし

店内はイートインスペースもあ

たので、安心して利用してほし

新しい生活様式にも十分配慮し

東城店主は「リニューアルし

仕上がりになるという。

さをその場で食べることもできる。

いるので、仕事帰りにも気軽に

得ている。

また、イートインスペースには子
連れの母親世代も楽しめるよう、

い。夜も午後８時まで営業して

キッズスペースも完備している。
「市民の皆さ

会計時に利用券が貰える。キャ

大手門公園駐車場を利用すれば

予約は電話で対応。駐車場は

んにおいしい

ている。

Ｇ ＲｉＣＯ（ハグリコ）
」
（山川 たい」と話し

市町に「ベーカリーカフェＨＵ 頑張っていき

けられるよう

ッシュレス決済も導入している。

●市町５－３－７ ● TEL：46-8035 ●営業時間：９～ 19 時 水曜定休

パンを毎日届

山川店主は

来店してほしい」と話している。

大手の「ビューティーサロン

●大手１－５－ 21 １階● TEL：23-5350 ●営業時間：９～ 20 時 月曜定休

貴司店主）がオープンした。
今後は、季

ＢｏＢ（ボブ）
」
（東城康司店主）
が、リニューアルオープンした。
新型コロナウイルス感染症対策
としてトイレ、洗面所など非接
触に対応しているほか、半個室
化したプライベート感の強い空
間を新設。エアコンや空気清浄
機、換気などの空気循環システ
ムを導入した。
価 格 は カ ッ ト ４ ０ ０ ０ 円。
カ ラ ー ６ ０ ０ ０ 円。 パ ー マ
６０００円。店主おすすめの炭
酸泉トリートメントは１０００
円～。炭酸泉トリートメントは
炭酸ガスが溶け込んだ湯で頭を
洗うことで、血行促進効果や湯
では落ちにくい髪や頭皮の汚れ

－5－

店名は「Ｈａｐｐｙ」
「Ｕｒｅｓ
ｈｉ」
「Ｇｌａｄ」の頭文字を取り、 節限定商品や
「ＲＩＣＯ」はスペイン語で「おい 小諸の特産品
しい」
「豊富」の意味。モットーは （ イ チ ゴ、 モ
「パンを通じ幸せが豊富に味わえる モ）を使った
おいしいベーカリーカフェ」
。ロゴ 商品も販売予
マークの笑顔は地域の皆さんや従 定。最新情報
業員と少しでも多くの笑顔を共有 はＱＲコード
したいとの思いが込められている。 のインスタグ
数種類の小麦粉をブレンドし、 ラムから確認
時間が経ってもおいしく味わえる できる。
よう工夫。粉の練りあげから焼き
上げまですべて手作りで、冷凍品
は一切使用していない。食事パン
や総菜パンなど約 種類を販売し
ている。

カレールーを長時間煮込んだ一品。

牛肉と野菜、数種類のスパイス、

人気の「牛肉カレーパン」は、

70

まちなかマルシェなど

日（水）
、 日（木）

御牧ケ原ポタージュスープ

レシピを募集

当所農商工連携特別委員会（小
宮山喜之助委員長）は、御牧ケ原
ポタージュのリニューアルを予定
している。
今回のリニューアルに伴い、飲
食店など会員から白いもを使用し
たポタージュスープの新しいレシ
ピを募集する。
採用者には賞金５万円を贈呈。
申込締め切りは６月 日（水）
。問
合せは事務局（２２・３３５５）
。

その後の情報交換会では、２市

を確認した。

対策事業について意見交換を行い、

２町のコロナ禍における景況感と

アフターコロナには、更に連携を

小諸で定期総会開催

強化して経済対策に取り組む方針
代田町の２市２町の商工団体と観

小諸市と東御市、軽井沢町、御

さんめぐり

振興推進協議会」
（会長・掛川興太

光協会で構成する「浅間山麓産業

３月６日（日）

同実行委員会 ２月 日（土）～

郎当所会頭）の第 回定期総会は
５月 日、新型コロナ感染症対策
として規模を縮小し各団体の代表
１人と事務局合わせ 人で小諸市
内で開催した。

冒頭の会長あいさつで、
「昨年度
はコロナ感染症の影響で事業を実
施出来なかったが、本年度は状況
に応じて、前向きに事業を実施し
ていきたい」として、小諸当番で
交流会や視察、講演会などを開催

◆総務企画委員会

５月 日

５月 日

◆工業・再エネ合同委員会

・表彰について

替イベント対応について

・コロナ禍における市民まつりの代
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件助成

本町本の花市実行委員会 ８月

の花市」

今年度の地域活性化集客イベント
当所商業委員会（小林敬志委員
出し活性化につなげる今年度の集
■第 回ふるさと夜市

長）は、中心市街地の賑わいを創
客イベント事業費の一部を助成す
後４時半～午後８時半

与良実業会 ８月 日（日）午

この助成事業は、▽中心市街地
■鹿嶋祭礼夜店出店事業

る 事業を決定した。
に誘客を図り、個店への来客を促
午後６時～午後８時

古城区実業会 ９月５日（日）

の伝統行事を活かしたイベントで
■第 回こもろスクールＳマーケ

す取り組みである事▽季節や地域
あることーなどが条件。１事業へ
の助成限度額は 万円を上限とし、 ット
同実行委員会 ９月５日午前９
時 分～午後２時
■相生町ファンタスティッククリ

昨年度はコロナの影響により多
くの事業が中止となったが、本年
スマスイルミネーション

農商工連携特別
するとした。

について

・脱炭素社会に向けた取組みの検討

◆建設委員会

５月 日

・職場体験学習について

て

・小諸市移住に関する補助金につい

◆商業委員会

５月 日

客イベント助成

・地域活性化集

金配分について

・チャレンジシ

ョップについて

◆観光委員会

５月 日

との情報交換

・こもろ観光局

◆経済環境委員会

５月 日

クトシティ構想

・小諸市コンパ

の進捗について
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総事業費の３分の２以内。

度は各事業ごと感染症拡大防止の

月１日

相生町商店街振興会
（水）～１月 日（月）

対策を十分に実施しながらの開催
を見込む。

■第 回北国街道小諸宿のお人形
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本年度の対象となる事業は次の
件。

■小諸まちなかマルシェ
小諸まちなかマルシェ実行委員
会 ６月 日（土）
、 （日）
ＮＳ活用イベント
相生町商店街振興会 ７月１日
（木）～ 月 日（金）
■健速神輿応援イベント 本町実
業会
７月 日（日）
■こもテラスオープンイベント
相生町商店街振興会 ８月１日
～ 月下旬
■第 回北国街道小諸宿本町「盆

17

委員会だより５月の議題
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■相生町商店街ホームページ、Ｓ
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浅産協
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三映電子工業

４月から三映電子工業に入社し、佐久市の電子機器事業
部第一製造課に配属されました。
出身は佐久市で、入社前は上田情報ビジネス専門学校で
営業や経理など、ビジネスに関する知識や技能を幅広く学
びました。
ものづくりに携わることを志すようになったきっかけは
父。製造の仕事に打ち込む父の働く姿を見て、物を作るこ
とは大きな責任が伴いながらも、多くの人に喜んでもらえ
る職業だということを学びました。私は自分が手先が器用
であると感じていたので、それを生かして父のような仕事
をしたいと感じました。地元で働きたいと考え、就職情報
を取集していく中で、ホームページの「髪の毛より細いマ
グネットワイヤー」という言葉が目に止まり、高度な技術
力を持ったこの職場を選びました。
現在は部品の組み立てを中心に様々な業務を経験させて
もらっています。手先が器用であると自負しているとはい
え、すぐには上手くいかないこともたくさんありました。
ＯＡ機器などに内蔵されるファンモーターの組み立て作
業では、精密な部品を組み付ける際に適切な力を加えなけ
ればならず、力を入れ過ぎれば壊してしまいます。初めは
なかなか上手くいかず戸惑いましたが、次第に感覚がつか
めるようになってきたことを日々実感しています。作業に
よっては長年の経験による判断力が求められるものもあり
ます。指導を担当している先輩の姿を見ていると、オール
マイティに何でもこなしていて、一日も早く自分も一人前
として活躍したいという思いが強くなります。
当部門の女性の新卒採用者は 13 年ぶりになると聞きまし
た。先輩や上司から多くの期待をかけてもらい、先輩から
一つひとつ丁寧に指導を受けさせてもらっています。早く
期待に応えられるよう頑張っていきたいと思います。

父の働く姿見てものづくりの職場に

・上田信用金庫小諸支店
池内啓

■新規入会

小林学 滋野甲１１７１

・ＥＶＳ（イーブイエス）
―３
２―５―３

・彩本堂 梅谷匡尚 荒町

７３―１

・りょく 小林啓太 八満

■代表者変更

▽２日（水）
・工業委、再生エネ特別委合同
会議（ 時半～）
▽４日（金）
・ハルサキヤマガラシ駆除活動
（９時～）
▽７日（月）
・税務相談 （ 時～）
▽ 日（金）
・建設委員会（ 時半～）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（月）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（火）
・常議員会 （ 時半～）
・労務年金相談（ 時～）
・事業再構築補助金個別相談会
（ 時～、 日同）
▽ 日（月）
・登記法律相談（ 時～）
▽ 日（火）
・千メートル林道草刈り（８時
～）
▽ 日（火）
・通常議員総会（ 時～）
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事業所ＤＡＴＡ
■議員職務執行者変更
・小諸村田製作所
池田哲也

・浅間技研工業
吉岡英夫

神宮貴志

・アサマリゾート

裕幸

・小諸自動車教習所 中込

・酢久商店 小山正

・信州味噌 小山正

－7－
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サクラも早ければ新緑も早い、若干の遅霜はあったが山菜も早い。ついでに梅雨入
りも全国的に早いというう早いことづくめの今年。遅いのはコロナワクチンだけかと
思ってはいたが、今月号の「時の声」にあるように、小諸市の集団接種は「小諸方式」
なる独自システムで、スピード感をもって進行中とのこと。国からの情報が不十分な
中で体制を組み、ここにきて「７月末までに完了」という新たな方針に振り回されな
がらも、小諸市はしっかりと準備を進めてきたと言っていい。このまま順調に接種が
進めば何よりだ。
年末年始と違って、一度に大人数の新規感染者の発生は今のところないが、変異株
の猛威が全国各地から聞こえてくる。マスク不足、アルコール消毒液の品不足に見舞
われた昨年より日常生活は落ち着いているように見えるが、まだまだ用心が必要だ。
５月 日現在、小諸市内の陽性者数累計は２１３人。この数は、人口２倍規模の佐
久市よりも、２倍近く多い。ここで油断することなく、ワクチン接種に望んでもらい
たいと願っている。
23

さん

川多美希

動物園から戦国時代の堀跡

小諸市動物園の再整備に伴い、市
教育委員会が令和元年度から埋蔵文

れた形跡ともとれるほか、底から炭

付着しており、灯明皿として使用さ

れる器。出土品のカラワケには煤が

ある。

防衛のための杭や橋だった可能性も

おり、工作物の痕跡と見られている。

った。堀の中の傾斜には穴が空いて

江戸時代の地図上には今回の堀は

のようなものが発見されていること

描かれいないことから、遅くとも江

戸時代に埋め戻されたと推測でき、

から他の物と一緒に燃えた（燃やさ

明銭は中国の明朝の初代皇帝で

れた）可能性も考えられるという。

また防衛目的の設備と思われるとい

った観点から、戦国時代のものと考

あ る 洪 武 帝（ 在 位 １ ３ ６ ８ 年 ～

えられている。ただ、実際にどのよ

うな目的で造られたのか、いつの城

主の頃のものであるかまでは不明だ。

場所はライオン舎の近く。動物園

る ほ か な か っ た。当 時 こ の 場 所 が

らず、後世の史料に基づいて想像す

以前の小諸城の遺構は発見されてお

これまで小諸城の本格的な発掘調

は両側が深い谷に挟まれた細長い地

どのような役割を担っていたのか

査は行われたことがなく、江戸時代

形の上に位置していて、江戸時代に

想像は膨らむが、 この堀跡は必要

化財の発掘調査を行っているが、こ

描かれた地図には
「城米蔵」「番所」「硝

調査は令和元年度末から令和２年

保存が難しいため、地中で保存する

山の火砕流の堆積層が崩れやすく、

１万５０００年程前に積もった浅間

長い地形を横断する形に伸びている。

今回発掘された範囲だけで７ｍ。細

堀跡は幅３ｍ、深さ１ｍ、長さは

での公開を予定している。

土品は美術館や図書館など公共施設

を特定する調査が行われるほか、
、出

学分析を行い、木の種類や年代など

今後は堀跡から発見された炭の科

－8－

こから興味深い遺構が発見された。

煙蔵」などが記載されている。

度、令和２年度末から令和３年度の

な調査を終えた後、埋め戻された。

２期に分けて行なわれた。

方が遺構への影響を最小限に留める

工事による遺構への影響は無いとい

というのがその理由だ。この場所は

う。

まず、前期に行われた調査では竪

１３９８年）の時代に発行された銭

穴式住居が発見され、主な出土品と

貨。日本には渡来銭として室町時代

ふれあい広場として活用されるが、
耳鍋、瀬戸焼ほか中近世陶磁器の欠

して土師器、須恵器、カラワケ、内
片が見つかった。

品に加え鉄製品、明銭（中国銭）も

実際に端から端まで堀が届いている

から流通した。

見つかった。

かは今回の調査範囲では分からなか

後期には戦国期のものと思われる

カラワケとは宴会で杯や明かりに

堀跡が発見され、前期と同様の出土

する灯明皿など様々な用途で使用さ
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