
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１０月１日

（報道関係各位）

観光・宿泊施設等利用促進事業

「行っ得ちちぶキャンペーン」（宿泊割引）を始めます！

【strong point/ここが言いたい！】

新型コロナウイルス感染症の影響により激減している観光誘客を回復させるため、昨年実施し大
きな成果を得た「行っ得ちちぶキャンペーン」事業を実施します。すでに観光施設等へ使用する「ち
ちぶ旅得クーポン」は９月１日より開始しましたが、今回「秩父市宿泊割引クーポン」を始めるこ
ととなりましたのでお知らせいたします。

◎「秩父市宿泊割引クーポン」

◇割引対象期間 １０月４日(月)から１１月３０日(火)チェックアウトまでの宿泊

◇利用方法

①インターネット「楽天トラベル」のトップページ「国内旅行」の「《ＰＲ》クーポン使ってお

得に旅行」のページに入る。

②都道府県の「埼玉県」を選択し、同ページ内の「秩父市のご宿泊にご利用できる宿泊割引クー

ポン」を入手してから、クーポンの対象施設となっている宿泊施設の予約手続きを行う。

③宿泊代精算の際にクーポン分の料金が差し引かれる。

◇クーポン発行総額

約１，５００万円分 ※クーポンは以下の計６券種をご用意しています。

①大人２名以上１室あたり２４，０００円以上の宿泊の場合、９，０００円割引

②大人２名以上１室あたり１６，０００円以上の宿泊の場合、６，０００円割引

③大人１名以上１室あたり１２，０００円以上の宿泊の場合、４，５００円割引

④大人１名以上１室あたり ８，０００円以上の宿泊の場合、３，０００円割引

⑤大人１名以上１室あたり ４，０００円以上の宿泊の場合、１，５００円割引

◇事業委託先 （一社）秩父地域おもてなし観光公社

◎「ちちぶ旅得クーポン」 ※既に販売中です。

◇販売期間

９月１日(水)から１１月３０日(火)まで（売り切れ次第終了）

※第二弾を令和４年１月１１日（火）から３月３１日（木）の間に行う予定



◇概要

１枚１，０００円相当分のクーポン券の３枚セット（３，０００円分）を２，０００円で販売し

ます。クーポン券は市内観光施設やおみやげ購入など、今回の事業に参加している施設で使用でき

ます。

◇クーポン購入方法

①インターネット「楽天チケット」から購入手続き後、クーポン販売所である秩父観光情報館（西

武秩父駅前）または秩父地場産センター等のクーポン販売所で発券してもらう。

◇クーポンの使用について

・一度の購入でお一人様３セットまで購入できます。

・クーポンの有効期限は、発行日から７日間です。

・利用可能施設でのご利用料金からクーポン額面分を差引いたします。

・おつりは出ません。

・タクシー乗車でのご利用も可能です。

・バスは「一日乗車券」の購入に使用できます。（通常の運賃の支払いには使用できません。）

◇クーポン発行数 約１６，９００セット予定

◇事業委託先 （一社）秩父地域おもてなし観光公社

◎その他

・「行っ得ちちぶキャンペーン」の第二弾を１月～３月（旅得クーポン・宿泊割引クーポン）に

実施する予定です。

・新型コロナウイルスの感染により、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が発令されてい

たことから、第一弾の「ちちぶ旅得クーポン」につきましては、積極的に広報は行わず取り扱

いを開始しました。ご理解をお願いいたします。

産業観光部観光課

担当者：中島

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１０月７日

（報道関係各位）

がんばれ秩父！

最大２０％戻ってくるキャンペーン第５弾！
長期化するコロナ禍で影響を受ける市内消費を活性化

コロナ禍が長期化する中、落ち込んだ市内消費活性化のため、過去４回秩父市で行われ、大変好

評だった「PayPay」との連携キャンペーンについて、第５弾を開催します。

【キャンペーン概要】

■内 容：市内対象店舗で対象期間中に PayPay を利用しキャッシュレスで決済をすると

２０％の PayPay ボーナスを付与

■対象店舗：市内の PayPay 加盟店のうち中小規模事業者(※大手チェーン等一部除外店舗あり）

■対象期間：１１月１日（月）から１１月３０日（火）まで

■条 件：▶PayPay アプリで支払い(PayPay 残高、ヤフーカード、PayPay あと払い(一括の

み)での決済が対象)

▶決済１回当たりの付与上限は最大３，０００円相当とし、

キャンペーン期間中の付与合計上限は１０，０００円相当とする。

■キャンペーンのお問い合せ：一般財団法人 秩父地域地場産業振興センター

産業観光部産業支援課

担当者：宮城・桑畑

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

©SoftBank Robotics

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

人型ロボット「Pepper」を使った SDGｓ出前授業

～尾田蒔中学校～

【strong point/ここが言いたい！】

ソフトバンクロボティクス株式会社様の人型ロボット「Pepper」

を活用し、尾田蒔中学校にて、SDGｓ出前授業を実施します。

本出前授業は、平成２９年公示の学習指導要領「総則」におけ

る「持続可能な社会の構築」の教育支援として、ソフトバンク株

式会社様のご協力のもと、実施するものです。

■実 施 日

〇SDGｓ出前授業予定日

１１月４日（木）３・４校時 午前１０時５０分～午後０時４０分

■場 所 秩父市立尾田蒔中学校 体育館（予定）

※「Pepper」はソフトバンクロボティクス株式会社の商標および登録商標です。

教育委員会教育研究所

担当者：梅沢

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

大学教授によるオンライン安全教育（防犯教育）の実施

【strong point/ここが言いたい！】

犯罪学で著名な立正大学の小宮信夫教授に依頼し、

安全教育（防犯）のオンライン授業を実施します。

コロナ禍でゲストティーチャーの招へいが難しい、

GIGAスクール構想の一環としてICT活用を推進したい

という要望にも対応するため、オンラインフィールド

ワーク等の手だてを用いて、子どもたちに危険を予測

し、回避する資質を育てます。

□実施日 １１月１１日（木）

午前１０時４０分～午後０時２０分

□実施校 秩父市立影森小学校５年生

□実施方法 Zoom によるオンライン講座

【next plan/今後の事業展開】

・オンライン授業の様子を録画し、市内の学校で活用できる教材とし、安全教育（防犯教育）を推

進していきます。

・オンラインフィールドワークの手法を安全マップづくりなどに生かしていきます。

教育委員会教育研究所

担当者：古林

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

■特別点検の様子

消防団員の集合、整列の状況

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

令和３年度秩父市消防団特別点検を縮小して開催！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市消防団特別点検は、点検者の秩父市長より消

防団員の職務遂行に必要な、服装規律、機械器具およ

び消防操法訓練などが総合的に点検されます。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

内容を縮小し、感染防止対策を徹底して行います。

また、感染拡大防止のため、来賓や一般の方の見学

については、ご遠慮いただきます。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、

中止となる場合があります。

■開 催 日 １１月７日（日）

午前１０時～１０時３０分

■会 場 秩父市上影森２１７－１

影森グラウンド

■主 催 者 秩父市消防団

■参加団員 約１１０人

■消防車両 ３４台

■内 容 １．開会式 ２．車両点検 ３．閉会式

総務部危機管理課

担当者：齋藤

☎０４９４－２１－０１２７

FAX：０４９４－２７－８１１５



秩父市

Chichibu City

■前回のセーフスクール認証式（署名合意）

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

セーフコミュニティ・セーフスクール合同認証式の開催！

【strong point/ここが言いたい！】

７月の審査において、国際認証の再取得に関する内定を

受けた「セーフコミュニティ」および「セーフスクール」

の正式な認証を決定するための合同認証式「合意書署名式」

を下記のとおり開催します。

なお、コロナ禍のため、関係者のみで行います。

■開催日時 １１月１４日（日）午後１時３０分～３時

■開催場所 秩父市役所４階第１・２委員会室

■行 事

＜第１部＞ セーフコミュニティ再認証式（合意書署名式）

・時 間：午後１時３０分～２時

・主な内容：①合意書署名

②認証盾・旗授与

③審査員からのビデオメッセージ

④市長式辞

＜第２部＞ セーフスクール再々認証式（合意書署名式）

・時 間：午後２時１５分～３時

・主な内容：①合意書署名

②認証盾・旗授与

③審査員からのビデオメッセージ

④教育長式辞

※＜第２部＞①②は、セーフスクールを推進している３校（秩父第二中学校、花の木小学校、南小

学校）が、それぞれ行います。

【next plan/今後の事業展開】

国際認証の再取得を行ったことで、認証都市として、安全・安心な「まちづくり・学校づくり」

を継続して推進します。

セーフコミュニティ：総務部危機管理課 セーフスクール：教育委員会教育研究所

担当者：磯田 担当者：梅沢

☎０４９４－２２－２２０６ ☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２２－１３６３ FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

■昨年度の様子（施工者表彰・現場代理人等表彰）

Press Release 令和３年１０月２２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

建設業者および現場代理人等を表彰します

【strong point/ここが言いたい！】

令和２年度に完成した工事のうち６２件を

対象に審査委員会が厳正な審査を行い、施工者

８社、現場代理人４人および主任技術者１人の

被表彰者を選定しました。

■開催日時 １１月２日（火）午後２時

■会 場 歴史文化伝承館２階ホール

■主 催 者 秩父市

■被表彰者 施工者 ８社（内、優秀賞４社、奨励賞４社）

現場代理人等 ５人（内、優秀賞２人、奨励賞３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

■ 一昨年、櫓組みの様子

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係 各位）

ミニ天狗祭においでよ！

【strong point/ここが言いたい！】

ＰＴＡ主催行事のミニ天狗祭を行います。児童の健

全な育ちを願って、２年ぶりに実施します。

■実施日時 １０月３１日（日）

予備日１１月２８日（日）

正午～午後２時

■実施場所

下久那河原 （柳大橋の下）

■参加者

久那小学校児童 約７０人 保護者 約３０人 教職員 約１５人

■内 容

荒川や久那の地域では、昔から櫓を組み上げテンゴウを作り、それに火を付け勢いよく燃す

祭が行われてきました。しかし、危険である、人手や手間の不足等の理由で次第に実施しなく

なりました。そこで、久那小ＰＴＡは何か子どもたちのためにと、規模を縮小したミニ天狗祭

という形で復活させました。

昨年度はコロナ禍で中止でしたが、今年度は、感染対策を行った

上で行います。

★当日の日程 学校集合 午前７時３０分

テンゴウ作り 午前９時 河原（５･６年児童）

その他児童保護者集合 正午 河原

点火 午後０時４５分頃

【next plan/今後の事業展開】

大人の力を借りながらも子供たちが主役になって行う祭を通して、仲間と協力していく態度を育

てていきます。

秩父市立久那小学校

担当者：教頭 増

☎０４９４－２２－１５３０

FAX：０４９４－２２－７８５６



秩父市

Chichibu City

（参考）伐木の様子

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

林業就業者対策事業が行われます！
市では、多くの若者に林業へ興味をもっていただくため、秩父農工科学高等学校

森林科学科２年生を対象に林業現場の見学や木材市場での市体験を行います。

【strong point/ここが言いたい！】

１ 内 容

秩父市は山に囲まれた森林大国ですが、地元の高校

等を卒業して秩父地域の林業関係への就職される方

は少ない状況です。そのため、市内の高校生等多く

の若者に森林の仕事について体験し、知ってもらう

ことで、林業を進路の選択肢の一つとしていただき、

就業機会の増加を図ります。

・林業現場の見学

・木材市場の見学および市体験

※本事業受託事業者：秩父広域森林組合

２ 日 時

１１月２日（火）

秩父農工科学高等学校発 午前８時５０分 ～ 学校着 午後４時

３ 場 所

・秩父市石間地内（詳細な場所については別途ご連絡ください）

・秩父広域森林組合木材センター

【next plan/今後の事業展開】

この機会に林業へ興味を抱く生徒が増えることを期待しています。林業を進路の選択肢として見

てもらえるよう、来年度以降も本事業を実施していければと考えています。

環境部森づくり課

担当者：茂木

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

（参考）過去の市有林内イベントの様子

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

荒川東小学校５年生を対象に森林環境教育を行います！
市では、木と触れ合い森のことを学ぶ「木育(もくいく)」を推進しています。

森林を知り、林業の大切さ、面白さを体感してもらいます！

【strong point/ここが言いたい！】

１ 学習内容

森林が近い立地を活かし、荒川東小学校５年生の

生徒たちを対象に、地域の森林を知り、林業の大切

さ、面白さを体感してもらうことを狙い、木材が手

元に来る過程に焦点を当てた授業を行います。地域

の森林や林業という仕事に興味を持ってもらうこと

を目指します。

・伐採現場見学

・木材市場見学

・製材工場見学

※対象：荒川東小学校５年生２５人

※本事業受託事業者：一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

２ 日 時

１１月９日（火）

荒川東小学校発 午前８時３０分 ～ 学校着 午後３時３０分

３ 場 所

大滝森林組合施業地・秩父広域森林組合木材センター（木材市場）・

株式会社ウッディ―コイケ（製材工場）

【next plan/今後の事業展開】

これからも学校との連携を積極的に行い、森林の大切さ、林業という仕事の重要さや、木の素晴

らしさを伝えていきたいと考えております。

環境部森づくり課

担当者：大沢

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

秩父市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策奨励金を

今年も支給します！！
市内の感染防止対策を奨励し、地域活性化を図ります

【strong point/ここが言いたい！】

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を継続し売上増進に意欲ある市内小規模企業者に対し

市内消費活性化を支援するため、奨励金を支給いたします。今回の事業は前年度に引き続き２回目

の支給となり、長期化した新型コロナウイルスの影響を鑑みて今年度も支給するものです。

【事業概要】

■内 容：対面接客を主とし市内に店舗を有する小規模企業者（チェーンストア・フランチャイ

ズ等を除く）で新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を３つ以上行っている場合、

１店舗あたり一律５０，０００円を支給。

■対象期間：１１月１日（月）から１２月２８日（火）まで

■申請方法：必要書類をご用意の上、電子申請もしくは郵送にて産業支援課へ申請

※１２月２８日消印有効

■その他：感染防止対策の例

・キャッシュレス決済手段の導入（ＱＲ・クレジットカード等）

・二酸化炭素濃度計の設置

・入口での消毒液設置

・体温計の設置（設置型の非接触式が望ましい）

・ソーシャルディスタンスの確保

・飛沫防止のためのシールド設置 等

※各業種ごとのガイドラインに基づく対策について認定します。

産業観光部産業支援課

担当者：堀口・三ツ井

☎０４９４－２５－５２０８
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「秩父絹市」を開催します！
昨年中止となった「秩父夜祭絹市」が「秩父絹市」として復活します。

【strong point/ここが言いたい！】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年「秩父夜祭絹市」が中止となりましたが、今年

の開催について秩父絹市実行委員会で協議を行い、ウィズコロナに対応した「秩父絹市」を開催す

ることとなりました。開催時期を夜祭ではない時期とすることにより、人流を抑制した絹市とし、

秩父の伝統である「秩父銘仙」をより深く秩父地域の方に知っていただく場としたいと考えていま

す。詳細は以下のとおりです。

〇日時：１１月１３日（土）午前１０時～午後４時

〇場所：買継商通り、黒門通り（秩父神社徒歩１分）

〇企画・運営：秩父絹市実行委員会（事務局：市役所産業支援課）

〇内容：秩父銘仙・織物、工芸品、地場産品、飲食物の販売。銘仙クイズラリー等

着物で来場された方には、ちちぶ銘仙館オンラインショップの２０％割引券をプレゼント。

（３０人限定）

※会場では、来場者へのアルコールでの手指消毒、マスク着用等のお願いを実施します。

※コロナ感染者増加等の状況によって中止となる場合があります。

※雨天の場合、中止となる場合があります。

【next plan/今後の事業展開】

コロナの状況を考慮しつつ、絹市を継続していくため、時期を分散（年数回程度）して実施して

いく等、ウィズコロナに対応しつつ秩父銘仙の発展に寄与する絹市を企画・運営をしていきます。

産業観光部産業支援課

担当者：堀口・三ツ井

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６
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■令和２年度の写真

秩父警察署長による感謝状贈呈

Press Release 令和３年１０月２２日

（報道関係各位）

第４１回秩父市青少年健全育成推進大会を開催します！
明日の秩父市を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、

より良い青少年の健全育成を図るため、秩父市青少年健全育成推進大会を開催します。

【strong point/ここが言いたい！】

■日時：１１月１３日（土）午後２時開会

■会場：歴史文化伝承館２階ホール

■主催：青少年育成秩父市民会議（加盟：市内７７団体/会長：秩父市長）

■後援：秩父警察署、小鹿野警察署

■内容：

（１）青少年育成特別功労者への感謝状贈呈

（２）青少年育成功労者・優良青少年・未来を担う私たちの主張（青少年の主張）

作文コンクール入賞者の表彰

（３）未来を担う私たちの主張（青少年の主張）作文コンクール入賞者の作文発表

※令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、参加者を限定し規模を縮小して開

催します。アトラクションは実施しません。

市民部生涯学習課

担当者：俵積田

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０
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ドローンや自動搬送ロボットなど未来技術を身近に体験

未来技術エキシビションを開催します！

～秩父市 Society5.0 事業～

秩父市では、市内山間地域の少子高齢化による「ヒトとモノ」の移動の困難さに着目した

Society5.0 社会の実現に向けた「秩父市山間地域におけるスマートモビリティによる生活 交通・

物流融合事業（令和２年度／内閣府地方創生推進交付金（Society5.0 タイプ）採択事業）」におけ

る「秩父モデル」構築を強力に推進しています。民間事業者の協力のもと、以下の日程にて、「未

来技術エキシビション in 秩父（Future Technology Exhibition in Chichibu / FTEC）」を実施し、

メディアおよび地域住民の皆さんに公開します。

当日は、地域経済活動を支える企業・事業者の皆様と対象としたシンポジウムを開催し、秩父市

長をはじめ、内閣府地方創生推進事務局参事官にも参加いただきご講演いただきます。

◆日 時 １１月４日（木） 午後１時～４時 ※入退出自由、無料で開催

◆場 所 歴史文化伝承館２階ホール

◆内 容

午後１時 ～１時 ５分 開会・挨拶 秩父市長 北堀 篤

午後１時 ５分～１時２５分 基調講演① 内閣府地方創生推進事務局参事官 中野 穣治

午後１時２５分～２時 基調講演② 早稲田大学大学院教授 小野田 弘士

午後２時１０分～３時１５分 未来技術セミナー

午後３時２５分～３時５５分 パネルディスカッション

※セミナーおよびパネルディスカッションでは、株式会社ゼンリン、JP 楽天ロジスティックス株

式会社、西武観光バス株式会社、株式会社三菱総合研究所の担当者に登壇いただきます。

◆その他

・同時開催で事業に関するパネル展示も、歴史文化伝承館１階研修室にて開催します。

・１１月５日（金）午前１０時～午後４時には、地域住民向けに、ドローンの機体展示や自動搬送

ロボットの配送実験、操縦体験をパネル展示とあわせて実施します。

市長室地域政策課未来技術担当

担当者：工藤、山中

☎０４９４－２１－５５２３

FAX：０４９４－２４－７２７２
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選挙に係る投開票速報

テレフォンサービスの番号が変わります

従来より選挙投開票日当日に、投開票速報のテレフォンサービスを行っていましたが、今回の選

挙から番号が変わり、☎０１８０－９９－１６０５となりますので、お間違えの無いようにお願い

します。

秩父市選挙管理委員会

担当者：山口

☎０４９４－２２－８２００

FAX：０４９４－２２－２８４２
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秩父市職員の懲戒処分について

秩父市職員に対して、下記のとおり懲戒処分を行いました。

事件の概要

当該職員は、令和２年９月末ごろから約１年間にわたり、業務時間中に勤務場所の倉庫等で、女

性職員に対して再三のキスの強要のほか、抱きつく、胸や尻を触るなど執拗なわいせつ行為を繰り

返していた。

処分の内容

対象職員 秩父市役所 主査職員 男性（４０歳）

処分内容 免職

処分年月日 令和３年１０月２９日

処分理由 当該職員の行為は、公務員としての資質を著しく欠いた行為であるとともに、全

体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、職務専念義務違反にも抵触するた

め、処分を行った。

市長コメント

今回の不祥事に対しましては、公務員に対する信用を失墜する行為であり、市民の皆様に深くお

詫びを申し上げます。市では、この度の不祥事を極めて重大なことと痛感し、再発の防止に向けて、

職員の一層の綱紀粛正を徹底するよう改めて指示いたしました。

市民の皆様の信頼を回復できるよう、また、二度とこのようなことが起こることの無いよう、職

員一丸となって全力で取り組んで参ります。

この件に関わる関係者のプライバシー保護のため、匿名による公表とさせていただきますこと

をご了承ください。

総務部人事課

担当者：杉田・浅海

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３


