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Press Release 令和３年３月２日

（報道関係各位）

第１７回 秩父いってんベぇウオーキング２Days 開催確定
感染症対策を実施し、三密を回避した大会に

【strong point/ここが言いたい！】

毎年恒例の春のウオーキング大会です。今回は各

種感染症対策を実施した上で、三密を回避した大会

として内容を一部変更して開催します。中止となっ

た第１６回大会でお披露目予定であった２コース

に加え、新たに１コースをリニューアルしました。

●と き ４月１０日(土)・１１日(日)

(雨天決行)

●中央会場 秩父市役所前広場（ゴール会場）

各スタート地点で受付・出発

●新コース（その他コースは別紙「募集要項」を参照）

・江戸巡礼古道を辿り、今昔の聖地を巡るコース ※４/１０（土）１０km コース

街なかの寺社を巡る古い道を辿りながら、近年アニメの舞台となった場所を訪れるコースです。

・芝桜と武甲山のふもと・山歩きコース ※４/１１（日） ７km コース

羊山公園「芝桜の丘」から山道に入り、武甲山のふもとののどかな田舎道に至るコースです。

・花の長瀞・ジオパークみどころ発見コース ※４/１１（日）２２km コース

桜の名所・北桜通りや宝登山神社の参道を通り、ジオパーク秩父のみどころを巡るコースです。

●事前申込期限 ３月１９日(金)まで

●申込方法 インターネット、電話、郵便、直接申込みにて（募集要項を参照）

●参加費 事前申し込み １，５００円（２日間参加可能。大会記念品含む）

当日申し込み １，０００円（１日単位での参加費）

※開催地特別割引として、秩父地域（１市４町）に在住の方は、事前申し込みに限り、参加費を

１，０００円とします（大会記念品を含む）。なお、直接申し込み、インターネット申し込みのみ

とします。

●感染症対策など

・各会場では手指消毒、体温測定、三密の回避など感染症対策を徹底します。参加者の方には、事

前申し込み、当日参加いずれも１週間前からの体温および当日の体調などを記入する健康チェッ

クシートの提出をお願いします。

・各コースとも出発式を行わず、受付後に各自スタートとなります。

・ゴール会場では規模を縮小してＰＲブース、出店等を行う予定ですが、セレモニーは行いません。

産業観光部観光課

担当者：宮前・関根

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７
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Press Release 令和３年３月１０日

（報道関係各位）

秩父市の緊急対策事業として開催！８社の事業所のアイデアが受賞！

「秩父市ウィズ・アフターコロナモデル企業表彰式」開催

市では、新型コロナウイルス感染症により社会変容が進んでいる中で、創意工夫によりコロナ対

策として模範的な対応に取り組んでいる市内企業から独自の取り組みを募集しました。全２２社の

応募の中からコロナ禍の中で新たな発想・工夫を凝らした８事業者の取り組みを表彰する表彰式を

行います。

当日は、コロナ時代だからこそ非接触で表彰状の受け渡しを実施するため、一部の受賞者には、

ポテくまくんの小型ロボットを活用し、表彰状を受賞者まで運んでもらうなど新しい取り組みを交

えて実施します。

■開催日時 ３月１５日（月） 午後２時～３時（受付１時３０分から）

■開催場所 秩父市役所 本庁舎３階庁議室

■受賞対象 全８社（詳細については当日資料を配布します）

【社会連携コース】 最優秀賞 ちちぶエフエム株式会社

優秀賞 武甲酒造株式会社、有限会社麻屋商店

アイデア努力賞 季節の酵母パン 苺じるし

【社内コース】 最優秀賞 株式会社シバサキ

優秀賞 株式会社新井精密、株式会社丸山工務店

アイデア努力賞 株式会社ライフライン

【next plan/今後の事業展開】

コロナ禍の中で、他の企業でも取り入れることができる取り組みも数多く見られました。横展開

も目指していけるように、取り組みについては、今後ホームページでも公表予定です。

産業観光部企業支援センター

担当者：工藤

☎０４９４－２１－５５２２

FAX：０４９４－２５－０１３６
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（報道関係各位）

未来技術エキシビション in 秩父（FTEC）メディア公開のご案内

このたび、秩父市と株式会社ゼンリンは、楽天株式会社、株式会社アズコムデータセキ

ュリティ、学校法人早稲田大学の協力のもと、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

び大滝住民の皆さんに公開する運びとなりました。

本公開は、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くための一歩として実施するもの

です。

この内容について、本日、株式会社ゼンリンとの同時プレスリリース（別添「発表資料」

参照）となりますので、重複してご案内が届く場合がございますが、ご了承願います。

◆日 時 ３月１８日（木）午前１０時３０分～正午（１０時から受付開始）

◆場 所 秩父市役所 大滝総合支所 構内

※お車でお越しの場合、「大滝総合支所」の駐車場をご利用いただけます。

当日、会場スタッフが誘導させていただきます。

◆その他 別添「発表資料」をご参照いただき、誠にお手数ではございますが、ご参加

の可否について、「別紙」の返信用フォームにご記入のうえ、３月１５日（月）

午後４時までにご返信いただきたくお願いいたします。

産業観光部企業支援センター

担当者：笠井・工藤

☎０４９４－２１－５５２２

FAX：０４９４－２５－０１３６
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Press Release 令和３年３月１７日

（報道関係各位）

秩父市副市長の辞職について

秩父市の竹中郁子副市長は、令和３年３月３１日付けで辞職し、厚生労働省に帰任することにな

りましたのでお知らせします。

なお、後任の副市長については、市長選挙終了後、速やかに選任の手続きを行う予定です。

総務部人事課

担当者：笠原、浅海

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３
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（報道関係各位）

秩父市教育長に前野浩二氏が就任されます

秩父市の倉澤俊夫教育長は、令和３年３月３１日に任期満了となります。

後任には、市議会３月定例会において議会の同意を得た前野浩二（まえの こうじ）氏が、４

月１日付けで就任されます。

教育委員会教育総務課

担当者：山越

☎０４９４－２５－５２２７

FAX：０４９４－２３－９２９４
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Press Release 令和３年３月１８日

（報道関係各位）

地方創生推進交付金事業（Society5.0 タイプ）

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「秩父モデル」構築の資料提供

本日（３月１８日）、秩父市大滝地内において、「未来技術エキシビジョン in 秩父」を開

催しました。

本事業は、秩父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３年度／内閣府地方創生推進交付金（Society5.0 タイプ）

採択事業）」として「秩父モデル」の構築を目指すものです。

事業の内容、各事業者の役割や今後の展開について、別添のとおり資料を提供させてい

ただきます。

この内容について、本日、株式会社ゼンリン（他７者）との同時プレスリリース（別添「発表資

料」参照）となりますので、重複してご案内が届く場合がございますが、ご了承いただきた

くお願い申し上げます。

◆提供資料

『埼玉県初！Society5.0 社会の実現に向けた

令和２年度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「秩父モデル」構築を強力に推進』

産業観光部企業支援センター

担当者：笠井・工藤

☎０４９４－２１－５５２２

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

2021 年 3 月 18 日

報道関係各位

埼玉県秩父市

株式会社ゼンリン

株式会社三菱総合研究所

楽天株式会社

株式会社西武ホールディングス

西武鉄道株式会社

西武観光バス株式会社

株式会社アズコムデータセキュリティ

学校法人早稲田大学

埼玉県初！Society5.0 社会の実現に向けた
令和 2年度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「秩父モデル」構築を強力に推進
～移動に係る課題解決に向けた「ドローン物流」「遠隔医療」「MaaS」サービスを実現～

秩父市（市長：久喜 邦康）、株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：髙山 善司、以下「ゼン

リン」）、株式会社三菱総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森崎 孝、以下「三菱総合研究所」）、

楽天株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長：三木谷 浩史、以下「楽天」）、株式会社西武ホー

ルディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤 高志、以下「西武ホールディングス」）、西武鉄道株式

会社（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：喜多村 樹美男、以下「西武鉄道」）、西武観光バス株式会社（本社：

埼玉県所沢市、代表取締役：山内 智矢、以下「西武観光バス」）、株式会社アズコムデータセキュリティ（本社：埼玉

県秩父市、代表取締役社長：飯塚 雅之、以下「アズコムデータセキュリティ」）、学校法人早稲田大学（所在地：東京

都新宿区、総長：田中 愛治）の9者は、2020年 11月より「秩父市生活交通・物流融合推進協議会」（注）設立を契機

に、埼玉県秩父市の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物流・公共交通ネットワーク

「秩父モデル」構築への取り組みを開始しました。

本事業では、物流、生活交通、観光交通、医療等の多様な分野のサービスについて、「ドローン物流」「遠隔医療」

「MaaS」（貨客混載・EV カーシェアリング）などの先端技術を活用してヒトとモノの移動を最適化・効率化し、

Society5.0 社会の実現に向けた事業モデルを構築することを目指します。そのために、各者が持つ強みや技術を生

かした連携体制をとりながら地域産業と共生し、2024 年にはサービスの社会実装を実現します。

「秩父モデル」イメージ



■本事業の背景

秩父市では、「豊かなまち、環境文化都市ちちぶ」を目指し、すべての人が安心して住み続けられるまちづくりの

推進を基本方針に掲げており、Society5.0 社会の実現を目指しています。

都市部へのアクセスもよく自然に囲まれ、歴史文化あふれる観光地として有名な一方、山間地域が多く存在し、

住民の高齢化により、災害時や日常生活において生活交通・物流等の生活インフラの維持が困難な点と、若年層を

中心とした都市部への人口流出による人口減少が課題となっています。

その課題を解決するために、未来技術を活用した先端産業分野に取り組み、ヒトとモノの移動の困難さに着目し

た山間地域における物流・公共交通ネットワーク「秩父モデル」を構築していきます。

本事業を通じて、地域住民や来訪者の利便性の向上を目指すとともに、新たな産業を誘致することにより雇用の

創出に繋げ、人口の減少・流出を食い止め、地域の活力を生み出していきます。

■本事業の概要

①ドローン物流

生活インフラの維持を目的にドローン配送による高齢者等への買い物支援を行います。ドローン配送には荷渡しや

給電のための拠点整備が必要となりますが、「ラストワンマイル」の課題克服に向けて電気自動車（EV）を組み合わ

せた事業として、ドローンと EVの結節点となる給電設備（ドローンポート）の整備を検討します。あわせて、災害等の

発生に備えた有事における配送ルートの設定も検討します。

②遠隔医療

山間地域での持続的な医療システムの構築を目的に ICT 等を活用した遠隔医療（オンライン診療）の取り組みを実

施します。処方薬は、ドローン物流や「MaaS」サービス（貨客混載）を織り交ぜて、効率的な配送手段を検討します。

③「MaaS」サービス

住民の交通インフラの維持と観光客の二次交通問題の改善、また山間地域への物流コストの低減を目的に、市内

を走行する公共交通やカーシェアリング、小型電動モビリティ等を融合した「MaaS」サービスを実施します。これによ

り住民・観光客の快適な移動の支援に加え、貨客混載による物流ネットワークの構築を目指します。

④秩父市版ダッシュボードシステム

物流・買い物・医療・交通の各サービスを有機的に結合していくには、各サービスで保有する多様な情報（人・モノ・

クルマの位置情報、事業者情報、物流・交通結節点の位置情報等）をクラウド環境で集約・分析し、各サービスへ的

確に情報提供するシステムが必要となります。そのシステムとして「秩父版ダッシュボードシステム」を本事業で開発

します。

■各者の主な役割

自治体名・会社名 役割

秩父市 ・事業主体

・実証フィールドの提供、地域住民との合意形成、関係会社連携協力

ゼンリン ・事業全体統括（事業計画検討、実施体制構築、協議会運営）

・秩父市版ダッシュボードシステムの設計・開発 ・各種地図データ整備・提供



■今後の展望

2022 年までにサービス設計・実証、技術開発を完了し、その後プレ運用を開始。2024 年には社会実装を実現し、

秩父市から全国への横展開を目指します。

■未来技術エキシビション ｉｎ 秩父「Future Technology Exhibition in Chichibu (以下、ＦＴＥＣ)の開催概要

2021 年 3 月 18 日（木）に本事業の取り組みや未来技術を地域住民に実際に触れてもらう場としてＦＴＥＣを開催しま

した。本事業の社会実装に向けては、新たな技術やサービスの導入だけではなく、地元事業者との連携に加えて、

実際にサービスを利用する住民の社会受容性の向上が不可欠です。今後も、継続的にＦＴＥＣを開催し、地域に根

差した取り組みを目指します。

開催日程：2021 年 3月 18 日（木）10:30～12:00

開催場所：秩父市役所 大滝総合支所 構内

展示内容：・事業概要の説明（秩父市長、ゼンリン）

・トラック配車計画の自動作成およびリアルタイムモニタリングのデモ

（ゼンリン、アズコムデータセキュリティ）

・ドローンによる飛行デモ（楽天）

・電動小型モビリティによる自動搬送デモ（早稲田大学理工学術院 小野田弘士研究室）

以 上

（注）2020年11月6日に設立。2021年3月18日現在の構成員は、秩父市、ゼンリン、三菱総合研究所、楽天、西武ホールディングス、

西武鉄道、西武観光バス、アズコムデータセキュリティ、早稲田大学、ファミリーマート、本庄早稲田国際リサーチパークの 11 者

・ドローン物流事業検討、飛行ルート構築、システム設計

三菱総合研究所 ・地域課題・ニーズ整理、技術動向調査

・事業統括補佐（実証計画の策定、地域への技術導入計画の策定など）

楽天 ・ドローン物流事業検討

・飛行ルート、システム設計

・実証（ドローンソリューション提供）

西武ホールディングス

西武鉄道

西武観光バス

・貨客混載・MaaS 事業検討

・実証（アプリ、鉄道、バス提供）

アズコムデータセキュリティ ・貨客混載・ドローン物流事業検討

・実証（トラック提供）

早稲田大学理工学術院

小野田弘士教授

・小型電動モビリティ事業検討

・実証（小型電動モビリティ提供）



＜本件に関するお問い合わせ先＞

秩父市 産業観光部 企業支援センター 0494‐21‐5522 kigyo@city.chichibu.lg.jp

株式会社ゼンリン 総合企画室 広報担当 03-5295-9000 pr@zenrin.co.jp

＜個社に関するお問い合わせ先＞

株式会社三菱総合研究所 スマート・リージョン本部 03-6858-2722 mri_chichibu@ml.mri.co.jp

楽天株式会社 コマースカンパニー EC広報課 rakuten-ichibapr@mail.rakuten.com

株式会社西武ホールディングス 広報部 03-6709-3112 shd-kouhou@seibuholdings.co.jp

西武鉄道株式会社 広報部 04-2926-2045 srw-kouhou@seibu-group.co.jp

西武観光バス株式会社 管理部 04-2995-8111 gyomukanri@seibu-bus.jp

株式会社アズコムデータセキュリティ 管理部 管理課 0494-63-1313 info.azcomdata@az-com.jp

学校法人早稲田大学 総長室 本庄プロジェクト推進室 0495-24-6379 honjopj@list.waseda.jp
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（報道関係各位）

イチゴ農家より秩父市へ

秩父市から医療従事者へイチゴを贈呈
秩父市のイチゴ農家 3軒より秩父市を通じ、医療従事者用にイチゴを贈呈します。

ふるさと納税の返礼品としてイチゴを出品をしている「イチゴ農家３軒」が、コロナ禍で観光客

が減少する中、ふるさと納税で多くの注文があったことから秩父市へ、感謝の意を込めてイチゴの

贈呈を行います。

秩父市は、いただいたイチゴを新型コロナウイルス感染症入院患者受入病院で、感染症と最前線

で闘う医師や看護師などの医療従事者の方々に、感謝の意を込めて贈呈します。

■と き ３月２４日（水）午後２時３０分

■ところ 市役所本庁舎３階 市長公室

■物 品 あまりん（埼園い３号）を含む ３０箱

※秩父市観光大使の林家たい平師匠が命名

■寄贈者について

㈱和銅農園 田口直樹 様

Sweet Diary㈱ いちごの森 あかずきん 宇津木俊昭 様

秩父ファーム㈱ いちごハウス AYA 亀田綾子 様

■医療機関

秩父市立病院・秩父病院

市長室秘書広報課

担当者：田端

☎ ０４９４－２２－２２０１

FAX：０４９４－２４－７２７２
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（報道関係各位）

郵便による証明書交付申請の手数料等免除は終了しました

１ 郵便申請による手数料等免除の終了について

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が解除されたため、郵便による証明書の交付申請の

手数料・郵送料の免除については終了しました。

２ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う借入手続きなどの証明書について

秩父市に住民票のある方（本人申請に限る）が、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う借入

手続きなどのために次の証明書を申請する場合は、当面の間、手数料を免除します。申請書の余

白などに、理由を明記した上でご申請ください。

【担当：市民課】住民票の写し 住民票記載事項証明書 印鑑証明書(郵便での申請はできません）

【担当：収納課】納税証明書 未納税額のないことの証明

※詳細については、各担当にお問い合わせください。

市民部市民課

担当者：平沼

☎０４９４－２２－５３４８

FAX：０４９４－２３－４２４８

財務部収納課

担当者：杉田

☎０４９４－２２－２２１０

FAX：０４９４－２５－０１３５
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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 3年 4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

今回の人事異動は、部局長 9人の定年退職をはじめ 29 人の職員が退職することから、その補充

を中心としたもので、異動対象者は前年より 33 人少ない 180 人です。（下表のとおり）

【今回の人事異動の特徴（組織改編）】

①「迅速かつ適切に、コロナから市民を守る」ことを確実に実行するための体制整備

「地域医療対策課」と「保健センター」への指揮命令系統を一本化し、コロナ対策を迅速かつ適

切に実行するため、保健医療部に「感染症対策室」を新設します。「感染症対策室」は、保健医療

部の次長に対策室長を兼職発令するとともに、保健センター所長及び同センターで主に新型コロ

ナワクチン接種を担当する職員に兼職発令を行い、8人体制で発足します。

②産業界との連絡調整を一元化し、秩父経済の総合的な発展を目指すための体制整備

産業観光部の「商工課」と「企業支援センター」を統合して「産業支援課」を新設し、企業誘致や

商工業支援、雇用対策等に取り組み、秩父経済の総合的な発展を目指します。

「産業支援課」は、課長以下 8人の職員で組織します。

③未来技術の実現に向けた取組を加速させるための体制整備

市長室「地域政策課」内に「未来技術担当」を新設して、ソサエティ 5.0 をはじめとした、未来社

会の実現を加速させるため、市長室の次長に未来技術担当を特命により発令します。

課長級相当職以上の職員の異動内容は別紙のとおりです。

総務部人事課

担当者：笠原、浅海

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３

級別異動状況
一般行政職（技能労務職員を含む） 医療職(派遣医師を除く)

計(人)
配置換え 昇格 配置換え 昇格

部長級（8級）相当職 － ９ － － ９

次長級（7級）相当職 ８ １６ － １ ２５

課長級（6級）相当職 ２２ １７ ５ １ ４５

主幹級（5級）相当職以下（技能労務職員含む） ４６ ４２ ３ １０ １０１

計(人) ７６ ８４ ８ １２ １８０
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令和3年 4月 1日付 秩父市職員人事異動【課長級相当職以上】

※（ ）内は発令前の職名

※配置換を伴う昇格は、昇格の項に記載

※兼職及び併任発令の一部省略あり

※派遣医師を除く

【部長級相当職】

▼昇格

▽市長室長兼総合連絡調整幹（市長室次長兼地域政策課長）引間淳夫

▽総務部長（総務部次長兼人事課長）笠原義浩

▽財務部長（大滝総合支所副支所長兼市民福祉課長）髙橋亙

▽環境部長兼秩父地域し尿処理事業広域化準備室長（市長室専門員兼秘書広報課長）田端保之

▽保健医療部長（保健医療部専門員兼保健センター所長）赤岩睦子

▽地域整備部長（地域整備部次長兼道づくり課長）逸見進

▽大滝総合支所長（荒川総合支所副支所長兼市民福祉課長）山中浩

▽荒川総合支所長（市民部次長兼市民スポーツ課長）川田幸一

▽会計管理者（財務部専門員兼ＦＭ推進課長）根岸仁

【次長級相当職】

▼配置換

▽市長室次長兼地域政策課未来技術担当主席主幹（産業観光部専門員兼企業支援センター所長）山田省吾

▽市民部次長兼市民スポーツ課長（議会事務局次長）野口眞

▽福祉部次長兼社会福祉課長（福祉部次長兼こども課長）坂本雄司

▽産業観光部次長兼産業支援課長（産業観光部次長兼商工課長）宮城敏

▽地域整備部次長兼道路維持課長（地域整備部技監兼都市計画課長）笠原武久

▽地域整備部技監（埼玉県から着任）※埼玉県の公表解禁後に情報提供

▽荒川総合支所副支所長兼市民福祉課長（荒川総合支所専門員兼地域振興課長）諸敦夫

▽埼玉県へ帰任（地域整備部技監）榎戸和弘

▼昇格

▽市長室専門員兼地域政策課長（観光課長）荻野茂樹

▽市長室専門員兼改革推進課長（改革推進課長）黒澤康彦

▽市長室専門員兼秘書広報課長（会計課長）手島均
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▽総務部次長兼総務課長（総務課長）松村浩之

▽総務部専門員兼危機管理課長（危機管理課長）井上和夫

▽財務部次長兼資産税課長（資産税課長）中山小百合

▽市民部専門員兼市民課長（管理課長）北堀史子

▽福祉部専門員兼高齢者介護課長（高齢者介護課長）田端富子

▽保健医療部次長兼感染症対策室長兼地域医療対策課長（地域医療対策課長）千島裕美子

▽産業観光部専門員兼観光課長（市民生活課長）江田直人

▽産業観光部専門員兼観光課主席主幹（観光課管理幹）井上正幸

▽産業観光部専門員兼農政課長（用地課長）小林幸夫

▽大滝総合支所副支所長兼地域振興課長（大滝総合支所地域振興課長）千島設男

▽市立病院看護部長（市立病院看護部副看護部長）関田嘉子

▽市立病院事務局専門員兼管理課長（社会福祉課長）石野雅禎

▽教育委員会事務局専門員兼教育総務課長（教育総務課長）山越達也

▽農業委員会事務局長（保健給食課長）新井常男

【課長級相当職】

▼配置換

▽人事課長（総務課主席主幹）杉田泰三

▽工事検査課長（農政課主席主幹）齊藤昌巳

▽ＦＭ推進課長（農政課長）町田忠男

▽管財課長（下水道課主席主幹）本峯治彦

▽市民税課長（市民税課主席主幹）栁原匡宏

▽資産税課管理幹（秩父広域市町村圏組合から帰任）加藤裕二

▽収納課長（秩父広域市町村圏組合から帰任）浅見徹

▽市民生活課長兼消費生活センター所長（用地課主席主幹）西嘉章

▽こども課長（こども課主席主幹）黒澤美紀子

▽保険年金課長（吉田総合支所市民福祉課主席主幹）岡田由美

▽保健センター所長兼感染症対策室主席主幹（保健センター主席主幹）新井広実

▽保健センター主席主幹（秩父地域包括支援センター主席主幹）島山令子

▽道路管理課長（道路管理課主席主幹）田島博史

▽用地課長（管財課長）山中恭夫

▽道づくり課長（道づくり課主席主幹）長瀨覚

▽道づくり課主席主幹（大滝総合支所地域振興課主席主幹）山口勝義

▽都市計画課長（道路維持課主席主幹）宮下和久
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▽吉田総合支所市民福祉課長（吉田総合支所市民福祉課主席主幹）小林雅子

▽大滝総合支所市民福祉課長（大滝総合支所市民福祉課主席主幹）宮田浩明

▽荒川総合支所地域振興課長（工事検査課長）山中賢

▽市立病院看護部副看護部長（市立病院看護部看護師長）新井寛子

▽市立病院リハビリテーション科長（市立病院リハビリテーション科主席主幹）黒澤みどり

▽大滝国民健康保険診療所看護師長（市立病院看護部看護師長）上林清香

▽会計課長（障がい者福祉課主席主幹）板橋和美

▽学校教育課主席主幹（主任指導主事）（埼玉県教育委員会から着任）小泉貴寛

▽保健給食課長（収納課長）杉田直之

▽埼玉県教育委員会へ帰任（学校教育課主席主幹（主任指導主事））栃木法雄

▼昇格

▽地域政策課移住相談センター主席主幹（地域政策課移住相談センター主幹）深町博士

▽危機管理課主席主幹（危機管理課主幹）磯田欣央

▽ＦＭ推進課主席主幹兼保健センター主席主幹兼感染症対策室主席主幹（ＦＭ推進課主幹兼保健センター

主幹）山中俊一

▽環境立市推進課主席主幹（環境立市推進課主幹）牛木克輔

▽下水道課主席主幹（下水道課主幹）黒澤淳

▽下水道課主席主幹（下水道課主幹）内海典子

▽下水道課主席主幹（下水道課主幹）宮田栄信

▽社会福祉課主席主幹（社会福祉課主幹）新井文広

▽こども課主席主幹（収納課主幹）根岸孝文

▽保健センター主席主幹兼感染症対策室主席主幹（保健センター主幹）上田優

▽保健センター主席主幹兼感染症対策室主席主幹（保健センター主幹）町田英之

▽産業支援課主席主幹（企業支援センター主幹）笠井知洋

▽観光課主席主幹（観光課主幹）中島学

▽吉田総合支所市民福祉課主席主幹（吉田総合支所市民福祉課主幹）新井千賀子

▽大滝総合支所地域振興課主席主幹（大滝総合支所地域振興課主幹）加藤博文

▽市立病院看護部看護師長（看護部副看護師長）福嶋富久美

▽学校教育課主席主幹（学校教育課主幹）原嶋祐樹

▽議会事務局主席主幹（秩父宮記念市民会館主幹）内田祥史
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【令和3年 3月 31日付 退職者】

▼部長級相当職退職者

▽宮前房男（市長室長兼総合連絡調整幹）

▽林昭弘（総務部長）

▽藤代元（財務部長）

▽町田秀夫（環境部長兼秩父地域し尿処理事業広域化準備室長）

▽横田佳子（保健医療部長）

▽加藤猛（地域整備部長）

▽永田充徳（大滝総合支所長）

▽山中令子（荒川総合支所長）

▽飯島玲子（市立病院副病院長兼看護部長）

▽北堀芳明（会計管理者）

▼次長級相当職退職者

▽金沢陽一（財務部次長兼市民税課長）

▽松本靖（保健医療部次長兼保険年金課長）

▽萩原明（地域整備部専門員兼道路管理課長）

▽関田雄一（地域整備部専門員兼道路維持課長）

▽上林晃（農業委員会事務局長）

▼課長級相当職退職者

▽平沼成美（市民課長兼パスポートセンター所長）

▽髙野和子（荒川保健センター主席主幹）

▽永田初恵（大滝総合支所市民福祉課主席主幹）

▽加藤哲司（市立病院小児科部長）
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（報道関係各位）

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター開設！

【strong point/ここが言いたい！】

１市４町（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町および小鹿野町）にお住まいの方はコールセンター

でワクチン接種の一般的なお問い合わせや接種の予約ができます。

【コールセンター開設日】

３月２５日（木）

【コールセンター電話番号・受付時間】

☎０５０－２０１８－２７９５（最大１０回線）

午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【業務内容】

・接種を受けられる医療機関や会場のご案内

・予約可能な日時のご案内

・予約の受付（予約開始時期は未定）

・接種に関する一般的なお問い合わせの回答

※副反応等の専門的なお問い合わせには県のコールセンターをご案内します

保健医療部保健センター

担当者：赤岩、上田

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年３月２４日

（報道関係各位）

「秩父鉄道×超平和バスターズトレイン」出発式
秩父アニメ三部作のラッピングトレインが完成し、運行を開始します！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父が舞台地の秩父アニメ三部作「あの日見た花の名前を僕達は

まだ知らない。」（＝あの花）、「心が叫びたがってるんだ。」（＝ここ

さけ）、「空の青さを知る人よ」（＝空青）のデザインを、秩父鉄道の

列車の内外装にフルラッピングした「超平和バスターズトレイン」

（３両編成）が完成し、４月３日（土）から運行を開始します。

これは、コロナ禍で落ち込んだ観光客を回復させるための新しい

コンテンツとしての役割を担うとともに、あの花が初めてテレビ放

送されてから今年で１０周年を迎えることを記念して企画・実施す

るものです。なお、このラッピング事業は、国の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を使って秩父市が実施するもので

す。

「秩父鉄道×超平和バスターズトレイン」出発式

日 時：４月３日（土）午後０時３０分から

場 所：秩父鉄道・秩父駅ホーム

内 容：秩父駅ホームにて、アニメソング披露、テープカットおよ

びくす玉開花などが行われた後、

午後１時２５分に秩父駅から熊谷方面に向けて出発します。

出席者：久喜邦康秩父市長、大谷隆男秩父鉄道社長、長井龍雪監督、

若山詩音氏（声優）ほか

※車両入線（午後０時２５分）からテープカット前（午後０時４５

分頃）までをメディア関係者の撮影時間として車内一部を開放します。

【next plan/今後の事業展開】

４月３日以降は通常の運用にて運行をいたします。

（「超平和バスターズトレイン」の運転時刻については運用により異なります。）

産業観光部観光課

担当者：荻野、中島

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年３月２４日

（報道関係各位）

羊山公園「芝桜の丘」を開園します
今年は心安らぐ「芝桜」を静かにお楽しみください

【strong point/ここが言いたい！】

昨年は芝桜開花期に新型コロナウイルスの感染が全国的

に拡大し、緊急事態宣言が発出されたことから、羊山公園

の「芝桜の丘」を封鎖措置しました。今年は、以下のよう

な感染防止対策を十分行った上で「芝桜の丘」を開園しま

す。綺麗に咲き誇る「芝桜」を静かにご観賞いただき、心

を癒してください。

《有料期間》

４月１６日（金）～５月５日（水・祝）

《有料時間》

午前８時～午後５時

《感染防止対策》

・「芝桜まつり」は行いません。※人がたくさん集まるような催し等＝「秩父路の特産市」、猿回し、

街なかでの秩父屋台囃子２０連太鼓などの一連のイベントは実施しません。

・シャトルバスが混み合うと「密」の状態が発生することから、秩父ミューズパークおよびセメン

ト工場跡地の臨時駐車場は開設しません。また同様の理由から、まちなか巡回バスの運行も行い

ません。

・「芝桜の丘」園内での飲食を禁止します。（弁当等を持ち込んでの飲食も不可）

・来園する際には、体調の悪い方はご遠慮いただき、なおかつ比較的園内が空いている時期および

時間を選んでの来園をお願いします。（パンフレットおよび市観光ＨＰ「秩父観光なび」に、比

較的空いていると予想される時期と時間を提示）

・入場時には、必ずマスク着用していただくとともに、検温および手指消毒を実施します。

・入園料、駐車料金は通常どおりいただきます。

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況や開花状況により、内容が変更となる可能性がありま

すので、あらかじめご了承ください。

地域整備部都市計画課

担当者：笠原 ☎０４９４－２６－６８６７

産業観光部観光課

担当者：荻野 ☎０４９４－２５－５２０９



秩父市

Chichibu City

◆間伐後のスギ林

Press Release 令和３年３月２４日

（報道関係各位）

秩父地域森林林業活性化協議会の取り組みを拡充します

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域１市４町等で構成されている秩父地域森

林林業活性化協議会では、令和元年度からスタートし

た森林経営管理制度への取り組みとして、森林所有者

の方へこれからの森林の管理についてのアンケート

調査の実施や、森林の集約化等の業務を行っています。

今後、秩父地域として、さらに森林の手入れを進め

ていくため、令和３年度から、新たに補助事業等の取

り組みを実施します。

また、それに伴い、現在、歴史文化伝承館の１階に

ある集約化推進室を、秩父ビジネスプラザ内に移転し

ます。

新たな取り組み内容ですが、アンケート調査を実施した区域における間伐等の手入れへの補助事

業や自伐型林業等の小規模林業者への支援（森林整備、安全対策、林業機械経費への補助）となっ

ています。

なお、実施財源は秩父地域１市４町の森林環境譲与税から拠出します。。

◆集約化推進室移転先

秩父市熊木町９－５ 秩父ビジネスプラザ ４階

【next plan/今後の事業展開】

これらの事業により、秩父地域の森林整備を推進していき、災害防止や水を貯めるなどの森林の

役割を高めていくとともに、地域林業の持続的な発展を目指します。

環境部森づくり課

担当者：牧野

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

■杉出しホープイメージ

Press Release 令和３年３月２４日

（報道関係各位）

令和３年度 小学校に入学する子どもたちへ

杉出しホープ（木の引き出し）をプレゼント

【strong point/ここが言いたい！】

令和３年度新入学児童を対象に、これまで児童が各自

購入していたプラスチック製の引き出しに代えて、杉出

しホープ（木の引き出し）を無償配布します。

秩父市では、平成２６年度から秩父市で誕生した子ど

もへの誕生祝い品として木のおもちゃを配布する「ウッ

ドスタート事業」を実施してきました。

今年度の対象児童約４６０人は、ウッドスタート事業

開始初年度に誕生した子どもたちです。

■杉出しホープとは…？

秩父市雇用創造協議会が開発した学校机用の木の引き出し。

秩父市内で伐採されたスギを使用し製造されます。

■対 象

令和３年度市立小学校新入学児童 約４６０人

■配布日

４月９日（金）入学式当日 午前１０時３０分～（予定）

※入学式終了後、教室にて配布します。当日の取材は、秩父市立南小学校（新入学予定者３２人）

にて承りますので希望される場合は、森づくり課まで事前にご連絡ください。

■費 用

杉出しホープ（木の引き出し）の購入費用は令和２年９月補正予算にて計上しており、令和元年

度から地方自治体に譲与が開始された森林環境譲与税を財源とし、令和３年度から継続して新入学

児童に配布していきます。

【next plan/今後の事業展開】

木育推進事業の一環として杉出しホープを配布することで、切れ目のない木育を推進し、いずれ

は一生涯木に親しんだ生活を送る「生涯木育」へと発展することを期待しています。

環境部森づくり課

担当者：阿部

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

◆令和２年度ちちぶ学セミナー専門講座の様子

Press Release 令和３年３月２４日

（報道関係各位）

「ちちぶ学セミナー」令和３年度受講生を募集します

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域の自然環境、風土・歴史等の社会環境、文

化・民俗芸能などを専門的な角度から学ぶ「ちちぶ学

セミナー」の令和３年度受講生を募集します

平成１５年度から開講している「ちちぶ学セミナー」

では、今年度も別紙（募集要項）のとおり、多彩な講

師陣で５月１５日（土）から開講します。

◆ 内容および定員

（１）一般教養講座『年間１２回の講義（募集要項のとおり）』 ／ ７０人

（２）専門講座『秩父の古代史探訪コースⅡ』 ／ ８人

◆ 受講料

一般教養講座、専門講座 ／ それぞれ年間５,０００円

◆ 申し込み受け付け

受講料を添えて生涯学習課へ直接申し込み（先着順）

◆ 受付期間

４月３日（土）、５日（月）～７日（水）の４日間（午前９時～午後５時）

市民部生涯学習課

担当者：山中

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年３月２４日

（報道関係各位）

「新生児聴覚スクリーニング検査」の

検査費用を助成します

【strong point/ここが言いたい！】

生後速やかに新生児聴覚スクリーニング検

査を行うことで、聴覚障害の早期発見・早期

療育を図ることができます。

そこで秩父市では、新生児聴覚スクリーニ

ング検査の検査費用を一部助成することで、

保護者の経済的負担を軽減し、全ての新生児

が受検できるよう勧奨します。

□検査対象者 新生児

□助成開始日 ４月１日（木）開始

※開始日以降の初回検査について助成します。

□助成金額 検査方法により異なります。

自動ＡＢＲの場合 ５，０００円

ＯＡＥの場合 ３，０００円

※上記の金額を超えた額は自己負担となります。

□事業費 委託料 １，７２５千円

【next plan/今後の事業展開】

新生児聴覚検査の結果から、保護者へ適切にアプローチをしてまいります。

保健医療部保健センター

担当者：町田・浅見

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年３月２４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４弾！
新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ市内消費喚起

【strong point/ここが言いたい！】

新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ市内消費活性化のため、令和２年７月・９月に秩

父市で、令和２年１２月から令和３年１月に秩父地域１市３町で行った「ＰａｙＰａｙ」と連

携のキャンペーンについて、好評につき第４弾（秩父市のみ）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：５月１日（土）から５月３１日（月）まで

■条 件：▶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。

■秩父市委託事業者：一般財団法人 秩父地域地場産業振興センター

産業観光部商工課

担当者：宮城・栁澤

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年３月２６日

（報道関係各位）

秩父市職員人事異動について【追加】

令和３年４月１日付け、秩父市職員の人事異動について、埼玉県から派遣される職員の公表が

解禁されましたので、追加で情報提供します。

【次長級相当職】

▼配置換

▽地域整備部技監（埼玉県から着任）原島聡志

総務部人事課

担当者：笠原、浅海

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年３月３１日

（報道関係各位）

ベンチャーウイスキー ５年連続 世界最高賞 受賞報告！

～日時：４月１日(木)午後２時～ / 会場：秩父市役所市長公室～

秩父みどりが丘工業団地で操業している(株)ベンチャーウイスキー（代表取締役社長

肥土伊知郎 氏）が、このたび、イギリスで開催される世界で最も権威のあるウイスキー品

評会「ワールド・ウイスキー・アワード（ＷＷＡ）2021」の「ブレンデッドウイスキー・

リミテッドリリース」部門において、４年連続となる世界最高賞を受賞しました。

これで、2017 年の「シングルカスク・シングルモルト」部門の受賞から５年連続で世界

最高賞に輝くという快挙達成となりました。

そこで、以下の日程で秩父市長に受賞報告する運びとなりましたので、情報提供させて

いただきます。

◆日 時 ４月１日（木）午後２時～２時１５分

◆場 所 市長公室（秩父市役所本庁舎３階）

◆内 容 ワールド・ウイスキー・アワード（ＷＷＡ）2021 の「ブレンデッドウイスキ

ー・リミテッドリリース」部門の受賞報告

◆来訪者 株式会社ベンチャーウイスキー

・代表取締役社長 肥土伊知郎 氏

産業観光部企業支援センター

担当者：笠井

☎０４９４－２１－５５２２

FAX：０４９４－２５－０１３６


