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Press Release 令和２年７月２日

（報道関係各位）

Zoom を用いたアンチオック市との生徒交流
Web 会議ツール『Zoom』を用いて、秩父の中学生と姉妹都市であるアンチオック市の学生とで

交流を行います。

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市教育委員会では、英語担当の指導主事が中心となり、姉妹都市であるアンチオック市と

Zoom 会談を実施します。市内中学生の生徒３人と、アンチオック市の学生３人とがオンラインで

会談し、お互いの文化や習慣、現在の状況などを伝え合います。国際交流の機会を通し、日々の学

習で身につけた英語力を発揮するとともに、中学生の国際感覚を養います。

会 場 秩父市役所本庁舎３階市長公室

実 施 日 ７月１０日（金）【秩父市】 ７月９日（木）【アンチオック市】

実施時間 午前１０時～１１時【秩父市】 午後６時～７時【アンチオック市】

※交流の時間は３０分程度

参 加 者 秩父市立秩父第一中学校 新井妙野（あらいたえの） 天野莉緒（あまのりお）

長橋芹華（ながはしせりか）※全員３年生

デイヴィッド・ブレイ（AET）

アンチオック市 中学生（３人）

交流の内容

（１）自己紹介

（２）秩父市とアンチオック市の紹介

（３）日本の学校や普段の生活について

（４）アンチオック市の学校や普段の生活について

(５) 質疑応答

（６）贈り物の交換（お互い紹介をして後日送付）

教育委員会教育研究所

担当者：笠原

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３―９２９４
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東京電力パワーグリッド株式会社熊谷支社・秩父市

「災害予防のための樹木伐採等に関する協定」締結！

【strong point/ここが言いたい！】

近年、台風や豪雨等が全国各地で毎年のように猛威を

振るっています。これらの災害時には併せて倒木が発生

することも多く、その結果、電線に被害を及ぼすケース

も見受けられます。電線に倒木がかかってしまうと電力

の復旧に多くの時間と労力がかかります。

このため、市では東京電力パワーグリッド株式会社

熊谷支社と重要インフラである電力の供給を守るため、

「災害予防のための樹木伐採等に関する協定」を締結す

ることとしました。

【協定概要】

１ 目 的 秩父市内の森林等において、台風などの災害時に倒木等により電力の復旧に

支障をきたす恐れのある樹木を除去するため、秩父市・東京電力パワーグリッド

株式会社熊谷支社の相互の連携・協力を図ることを目的とします。

【協定締結式】

１ 期 日 ７月２９日（水）午後４時開始

２ 場 所 秩父市役所本庁舎３階 市長公室

※協定締結式をご取材される場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

【next plan/今後の事業展開】

まず、市有林でモデル的に電線周辺の危険木の伐採を行い、その後、私有林でも電線周辺の危険

木の伐採を行います。これにより、台風等の際に電線に樹木が倒れかかる危険性を減らします。

環境部部森づくり課

担当者：湯本

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９

伐採のイメージ
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新型コロナウイルス感染症に関する市長コメント

本日、秩父市在住の方に、新型コロナウイルスの感染が確認されたことが埼玉県より発表されま

した。

市としては、国や県とも連携しながら、感染拡大防止に向けた対策を講じてまいりますので、市

民の皆様におかれましては、落ち着いた行動を心がけていただきますようお願い申し上げます。

引き続き、３密の回避、こまめな手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染予防策を徹底していた

だくようお願いします。

また、感染した患者の方の人権尊重、個人情報保護にご配慮いただき、不正確な情報に惑わされ

ないよう、重ねてお願いいたします。

市長室秘書広報課

担当者：田端・強谷

☎０４９４－２２－２２０１

FAX：０４９４－２４－７２７２

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８
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（報道関係各位）

新型コロナウイルス感染症に関する市長コメント

本日、秩父市在住の方に、新型コロナウイルスの感染が２人確認されたことが埼玉県より発表さ

れました。これにより、秩父市においては、累計で５例目の発表となり、２日連続での感染確認は

初めてのこととなります。

市としては、国や県とも連携しながら、感染拡大防止に向けた対策を講じてまいりますので、市

民の皆様におかれましては、落ち着いた行動を心がけてくださいますようお願い申し上げます。「か

からない」、「うつさない」ことが感染拡大防止には重要となりますので、引き続き、３密の回避、

こまめな手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染予防策を徹底していただくようお願いいたしま

す。また、発熱などの体調不良の場合は、不要不急の外出を控えていただきますようお願いいたし

ます。

感染した患者の方の人権尊重、個人情報保護にご配慮いただき、不正確な情報に惑わされないよ

う、重ねてお願いいたします。

市長室秘書広報課

担当者：田端・強谷

☎０４９４－２２－２２０１

FAX：０４９４－２４－７２７２

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８
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（報道関係各位）

新型コロナウイルス感染症に関する市長コメント

本日（7月 26 日）、秩父市在住の方に新型コロナウイルスの感染が 2人確認されたことが埼玉県

より発表されました。これにより、秩父市においては、累計で 7例目の発表となります。

引き続き、密閉・密集・密接の「3つの密」の回避、大人数での会食の自粛、こまめな手洗い、

正しいマスクの着用など感染予防策を徹底していただくようお願いいたします。また、発熱・倦怠

感・咳・のどの違和感などの体調不良の場合は、外出を控えていただき、状況に応じて、「新型コ

ロナウイルス感染症県民サポートセンター」に相談ください。※電話 0570－783－770（24 時間対

応）

なお、感染した患者の方の人権尊重、個人情報保護にご配慮いただき、不正確な情報に惑わされ

ないよう、重ねてお願いいたします。

次のリンクをクリックすると今回の事例の情報を閲覧できます。

http://city.chichibu.lg.jp/9041.html

※新型コロナウイルス接触確認アプリのご登録をお願いします。

以下のリンクからインストール できます。

○android の場合

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar

○iPhone の場合

https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458

※埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_riyousya-oshirase.html

※正しいマスクの付け方については厚生労働省のホームページから動画を視聴できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

市長室秘書広報課

担当者：田端・強谷

☎０４９４－２２－２２０１

FAX：０４９４－２４－７２７２

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８
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（報道関係各位）

秩父市職員人事異動について
令和２年８月１日付け、秩父市職員の人事異動について内示しました

令和２年８月１日付けの秩父市職員の人事異動について、内示を行いました。

課長級相当職以上の職員の異動内容は以下のとおりです。

※（ ）内は発令前の職名

※配置換を伴う昇格は、昇格の項に記載

※兼職および併任発令の一部省略あり

【部長級相当職】

▼配置換

▽吉田総合支所長兼市民福祉課長（吉田総合支所長）栁原 徳男

▼昇格

▽市立病院事務局長（吉田総合支所副支所長兼市民福祉課長）小松 伸也

【令和２年７月３１日付 退職者】

▼部長級相当職退職者

▽大野 輝尚（市立病院事務局長）

総務部人事課

担当者：笠原

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３
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（報道関係各位）

新型コロナウイルス感染症について

昨日（７月２７日）、秩父市在住の方に新型コロナウイルスの感染が２人確認されたことが埼玉

県より発表されました。これにより、秩父市においては、累計で９例目の発表となります。

今回の事例について

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８

2073 2076

40代 30代

男性 男性

日本 日本

会社員 会社員

秩父市 秩父市

発症日 7月23日 7月23日

発症時
症　状 咳 38度、倦怠感

陽　性
判明日 7月26日 7月27日

陽性者との接触あり 陽性者との接触あり

3名 1名

調査中 調査中

例目

年代

性別

国籍

職業

居住地

感染源と
疑われる
接　　　触

同　　　　居
家　　　　族

濃　　　　厚
接　触　者

症状
・
経過
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（報道関係各位）

新型コロナウイルス感染症について

昨日（７月２８日）、秩父市在住の方に新型コロナウイルスの感染が２人確認されたことが埼玉

県より発表されました。これにより、秩父市においては、累計で１１例目の発表となります。

今回の事例について

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８

例目 ２１１９ ２１２０

年代 ３０代 ３０代

性別 女性 女性

国籍 日本 日本

職業 アルバイト アルバイト

居住地 秩父市 秩父市

症状・経過

発症日 ７月２３日 ７月２５日

発症時症状 ３９～４０度 ３７．５度、だるさ

陽性判明日 ７月２７日 ７月２７日

感染源と疑われる接触 陽性者との接触あり 陽性者との接触あり

同居家族 なし 調査中

濃厚接触者 調査中 調査中



秩父市
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Press Release 令和２年７月３０日

（報道関係各位）

新型コロナウイルス感染症について

昨日（７月２９日）、秩父市在住の方に新型コロナウイルスの感染が２人確認されたことが埼玉

県より発表されました。これにより、秩父市においては、累計で１３例目の発表となります。

今回の事例について

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８

例目 ２１２３ ２１２４

年代 ２０代 ２０代

性別 女性 女性

国籍 日本 日本

職業 会社員 アルバイト

居住地 秩父市 秩父市

症状・経過

発症日 調査中 ７月２３日

発症時症状 倦怠感、関節痛、発熱 ３７．４度

陽性判明日 ７月２８日 ７月２８日

感染源と疑われる接触 陽性者との接触あり 陽性者との接触あり

同居家族 ２人 調査中

濃厚接触者 調査中 調査中



秩父市

Chichibu City
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（報道関係各位）

新型コロナウイルス感染症について

昨日（７月３０日）、秩父市在住の方に新型コロナウイルスの感染が３人確認されたことが埼玉

県より発表されました。これにより、秩父市においては、累計で１６例目の発表となります。

今回の事例について

保健医療部保健センター

担当者：赤岩

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８

例目 ２１７５ ２１７６ ２２０６

年代 ２０代 ６０代 ３０代

性別 男性 男性 女性

国籍 日本 日本 日本

職業 会社員 会社員

居住地 秩父市 秩父市 秩父市

症状・経過

発症日 ７月２６日 ７月２４日

発症時

症状

３７．６度 ３７度、喉に違和感

陽性

判明日

７月２８日 ７月２９日 ７月２９日

感染源と疑われる接触 陽性者との接触あり 陽性者との接触あり

同居家族 なし １人 調査中

濃厚接触者 調査中 調査中 調査中



秩父市

Chichibu City

■昨年度の様子（施工者表彰）

Press Release 令和２年７月３１日

（報道関係各位）

優秀建設工事の表彰
秩父市で発注した建設工事を対象に優秀な成績で完成した

建設業者ならびに現場代理人を表彰します

【strong point/ここが言いたい！】

令和元年度に完成した工事のうち５８件を

対象に審査委員会が厳正な審査を行い、施工

者１１社、現場代理人７人の被表彰者を選定

しました。

■開催日時 ８月３１日（月） 午後１時３０分

■会 場 歴史文化伝承館１階研修室

■主 催 者 秩父市

■被表彰者 施工者 １１社（内、優秀賞４社、奨励賞７社）

現場代理人 ７人（内、優秀賞６人、奨励賞１人）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、表彰式を見合わせる場合があります。

【next plan/今後の事業展開】

市内建設業者の技術力向上を図り、公共工事の適正な施工や品質の確保に資することを目的とし

て今後も実施していくことを考えています。

総務部工事検査課

担当者：豊田

☎０４９４－２５－５２１５

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City
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（報道関係各位）

ちちぶ銘仙館ナイトミュージアム
初公開！夜のちちぶ銘仙館『ナイトミュージアム』を開催します！

【strong point/ここが言いたい！】

夏休み期間に、普段は入ることができない夜のちちぶ銘仙館を開

放します！ランプでライトアップされた館内はインスタ映え間違い

なし！

また、この日からお披露目される新しい体験メニュー『ポテくま

くん柄の手ぬぐい染め体験』も体験することができます。

なお、入館には事前予約が必要です。予約は①午後５時～５時３

０分入館のグループ（最大２０人）、②午後６時～６時３０分入館の

グループ（最大２０人）に分けてお受けする予定です。最少催行人

数１０人です。

ナイトミュージアムの模様は動画での配信も予定しています。

■日 時 ８月１５日（土）

午後５時～８時

※申込締切：８月１０日（月・祝）

お申し込みは、ちちぶ銘仙館（０４９４－２１－２１１２）まで。

■入館料 大人：２１０円 小・中学生１００円

■体 験 ポテくまくん柄の手ぬぐい染め体験

（２色まで２，０００円。１色追加ごとに１，０００円。前日までに要予約。）

※特別体験は、午前９時～午後６時３０分まで体験できます。

■主 催 秩父銘仙協同組合

【next plan/今後の事業展開】

今後もちちぶ銘仙館をさまざまな形で活用し、秩父銘仙の振興に寄与するようＰＲを続けていき

ます。

産業観光部商工課

担当者：三ツ井・岩野・本多

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６
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（報道関係各位）

ウイルス感染を防ごう！

ポテくまくんイラストコンテスト表彰式

【strong point/ここが言いたい！】

市立小中学校の児童生徒に、新型コロナウイルス感染症予防について主体的に考えてもらうきっ

かけとするため、「ウイルス感染を防ぎ、元気がでるようなポテくまくんのイラスト」を募集しま

した。

１，６００通を超える応募の中から、別紙のとおり３作品を選び、公式のイラストとして作成す

るとともに、作成した児童・生徒を表彰します。

■表 彰 式

８月３日（月）午後３時～ 市長公室

・市長賞 高篠小学校 加藤颯介

・副市長賞 吉田中学校 根本美空

・教育長賞 秩父第一中学校 笠原悠羽

【next plan/今後の事業展開】

市報ちちぶや市立小中学校の学校便りなどでイラストを活用していきます。

学校教育課

担当者：古林

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３－９２９４



別 紙

・市長賞 高篠小学校 ４年 加藤颯介

・副市長賞 吉田中学校 ２年 根本美空

・教育長賞 秩父第一中学校 ３年 笠原悠羽


