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ドローンプレイエリアをオープン
無料でドローンを飛行できる場所として開放します！

【strong point/ここが言いたい！】

「市内にドローンを飛ばせる場所がない」と

いう言葉にお応えして、気軽に無料でドローン

を飛行させることができる場所を開設します。

完全予約制で他人を気にすることなく、飛行

させることができます。

上空からは、秩父市地域を３６０度一望する

こともできます。初心者の方から熟練者の方ま

で、幅広い方のご利用をお待ちしております。

■開 始 日 １１月１２日（金）～

■利 用 時 間 午前の部 午前１０時～正午 1組

午後の部 午後 １時～午後３時 1組

■料 金 無料

■利 用 方 法 ①電話、窓口でのみ予約受付（予約は利用日の 1カ月前～前日）

②事前または当日都市計画課の窓口にて、利用許可申請書と誓約書に記入

③プレイエリアで飛行

■場 所 ミューズパークスポーツの森地内

■許 可 条 件 営利目的の団体、企業および、イベント開催での利用は許可しません。

地域整備部都市計画課

担当者：岩田

☎０４９４－２６－６８６７

FAX：０４９４－２６－５９６７
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ちちぶ荒川しだれ桜とそばの里スタンプラリー開催！

荒川地域では『しだれ桜とそばの里』のキャッチフレーズでＰＲを行っておりますが、新型コロナウイルスの

影響で観光客が激減し、そば店をはじめとする飲食店等の地域経済が低迷しています。そこで、地域の振興を図

るため、昨年に引き続き、そば店や宿泊施設、小売店等を含む荒川地域全体で『ちちぶ荒川しだれ桜とそばの里

スタンプラリー』を開催します。

１１月から本格的な紅葉シーズンも訪れるため、観光客の皆さんには『しだれ桜とそばの里』で『食べる・泊

まる・買い物する・遊ぶ』を楽しんでいただくとともに、スタンプラリーのイベントを通じて、地域経済の活性

化を目指します。

※毎年１１月第３日曜日に開催している『ちちぶ荒川新そばまつり』は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、昨年度に引き続き中止となりました。

■開催期間 １１月５日（金）から１２月３１日（金）まで

■参加店 ４４店舗

飲食店２１店舗（そば店１１店舗、その他１０店舗）

宿泊施設８軒、土産店７店舗、その他８事業所

■主催者 荒川そばの里づくり連絡協議会（荒川商工会内） 会長：澤井莊司 電話：０４９４-５４-１０５９

■内 容 参加店において、５００円以上のお会計をするとスタンプを１つ取得できます。

スタンプを３店舗分取得すると応募することができ、参加店で利用できる商品券が抽選で当たります。

※スタンプ台紙は秩父市役所・秩父鉄道各駅・道の駅・参加店舗など、応募箱は参加店舗に設置。

賞品 １等 参加店共通商品券（５，０００円分）４０本

２等 参加店共通商品券（３，０００円分）３０本

３等 参加店共通商品券（２，０００円分）３０本

４等 参加店共通商品券（１，０００円分）２０本

■その他 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来店の際はマスクの着用をお願いします。参加飲食店は、

彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）の認証店です。

荒川そばの里づくり連絡協議会（荒川商工会内） 荒川総合支所地域振興課

担当者：新井 担当者：浅見

☎０４９４－５４－１０５９ ☎０４９４－５４－２１１４

FAX：０４９４－５３－１０１６ FAX：０４９４－５４－２９７６
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あのストリートピアノが秩父にやってくる♪

「じばさんピアノ」オープニングセレモニー演奏者募集！

【strong point/ここが言いたい！】

誰でも自由に弾くことができる「ストリートピアノ」

が、秩父地場産センターに２台設置されます。

ピアノは、大滝の廃校になってしまった小学校で使わ

れていた”思い出のピアノ”です。

ピアノの設置に合わせて「オープニングセレモニー」

を開催します。ピアノの音色と心温まる演奏で、豊かな

音空間をお楽しみください。

【オープニングセレモニー概要】

１２月２５日（土）

第１部（午前１１時～正午）：ピアノの修理の様子やピ

アノの母校の話、記念演奏など

第２部（午後１時～２時）一般公募によるピアノ演奏

第２部でピアノを演奏してくださる方を大募集！

秩父が好きな方ならどなたでも OK です。ピアノ２台を

使った連弾もできます。

演奏のお申し込み、応募方法など、詳しくは秩父地域地場産センター「じばさん受付係」までお

問合せください。電話、メール、郵便等にて受け付けています。応募締め切り：１１月３０日（火）

■電話：０４９４－２５－００８８

■メール：chichibu@jiba.or.jp

■郵便：秩父市宮側町１－７ （一財）秩父地域地場産業振興センター

【next plan/今後の事業展開】

１２月２５日（土）ストリートピアノ オープニングセレモニー

オープニングセレモニー後は、地場産センター開館時間内に自由に弾いていただけます。

（一財）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：小林 担当者：前島・高島

☎０４９４－２５－００８８ ☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２２－３３８４ FAX：０４９４－２５－０１３６



お問い合わせ      
（⼀財）秩⽗地域地場産業
振興センター
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第⼀部 11時から12時 ピアノ秘話と記念演奏
12⽉25⽇（⼟）オープニングセレモニー

〒368-0046 埼⽟県秩⽗市宮側町1-7�

TEL：0494-25-0088 

Mail:chichibu@jiba.or.jp�

twitter:@bussan_chichibu
Facebook:秩�地場�
     センター物��

⼀��者募�中→QRにてご�募ください

第ニ部 13時から14時 ⼀般招待客による演奏

 場 所 �秩⽗駅直結 秩⽗地場産センター 2階

�セレモニー終了後より⾃由に弾けます
 ・アップライトピアノ2���
    ・10:00〜17:30  ※12/29-31は休�のため閉�
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秩父宮記念市民会館主催事業

『林家たい平・月亭方正 二人会』開催！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父宮記念市民会館の大ホールフォレスタにおいて、林家たい平

師匠の寄席を開催します。

本公演は、秩父市観光大使でもあります林家たい平師匠プロデュ

ースにより、月亭方正さんの出演も実現できました。

月亭方正さんは、２００８年に落語家デビューを果たし、今では

バラエティー番組のイメージを払しょくする真摯な語り口と丁寧

な落語が評判です。

人気番組『笑点』の不動のレギュラーであります秩父市出身の林

家たい平師匠と月亭方正さんの二人会にて新年初笑いをお楽しみ

ください。

■日 時：令和４年１月２３日（日）

午後２時開演（午後１時１５分開場）

■会 場：秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ

■出 演 者：林家たい平、月亭方正

■料 金：（全席指定）３，５００円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

■取り扱い：１２月１２日（日）１０時より発売します。

①市民会館チケット販売専用電話

②チケットぴあ（ＨＰおよび電話）

③市民会館窓口販売（※発売初日の翌日以降、残券がある場合のみ取り扱います）

※詳しくは、市民会館 HP(https://ccbhall.saitama.jp/)をご覧ください。

【next plan/今後の事業展開】

市民会館では、今後もさまざまな事業を展開することで、市民を始めとするより多くの人々の鑑

賞機会の充実を図り、芸術文化を通じて地域の活性化を図っていきます。

市民部秩父宮記念市民会館

担当者：千嶋・大川

☎０４９４－２４－６０００

FAX：０４９４－２３－２２９８
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■清雲寺のしだれ桜の様子
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（報道関係各位）

〈未来のための荒川千本しだれ桜プロジェクト〉

しだれ桜の苗を配布します！

荒川地域では、清雲寺・札所２９番長泉院・昌福寺をはじめ、時期になると多くのしだれ桜が咲

き誇り、春の訪れを知らせてくれます。毎年多くの観光客が訪れ、地域を代表する貴重な観光資源

の一つになっています。

そこで地域にしだれ桜の植樹を行い、シンボルであるしだれ桜を増やし、より観光客を呼び地域

の賑わいを創出することを目的に、「未来のための荒川千本しだれ桜プロジェクト」と題したプロ

ジェクトを実施します。住民が参加することで、郷土愛が芽生えるとともに観光資源による地域の

活性化に繋げるものです。

なお、下記日程で荒川地域（石原町会・若御子町会・上田野町会）の希望者にしだれ桜の苗を配

布し、住民による植樹を行います。

■配布日 １１月２４日（水）午前１０時～

■配布場所 清雲寺（住所：秩父市荒川上田野６９０）

■植樹場所 清雲寺、若御子神社ほか（３５本程度）

札所２９番長泉院・清雲寺・昌福寺を結ぶ荒川幹線２号線沿いにも多く植樹します。

■その他 しだれ桜はベニシダレザクラを予定しています。

荒川総合支所地域振興課

担当者：浅見

☎０４９４－５４－２１１４

FAX：０４９４－５４－２９７６
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市議会１２月定例会の議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 １１月２４日（水）午前１０時 開会
～

１２月１５日（水） 【２２日間】（案）

２ 場 所 秩父市役所 ４階 議場

３ 内 容 地方自治法第１０２条第２項の規定により、秩父市議会１２月定例会を令和３

年１１月２４日午前１０時、秩父市役所に招集する。

本市議会定例会は、市当局からの付議する議案が、条例の一部改正（即決）、

過疎地域持続的発展計画の策定、条例の一部改正、条例の全部改正、令和３年度

補正予算の計１４件であり、また、一般質問の質問者は１４人が予定されている。

４ 特記事項 （１）付議する事件 １４件

①条例の一部改正（即決） ３件

②過疎地域持続的発展計画の策定 １件

③条例の一部改正 ２件

④条例の全部改正 １件

⑤補正予算 ７件

総務部総務課

担当者：乾

☎０４９４－２２－２２５１

FAX：０４９４－２２－１３６３



　会期の予定

区  分 月   日 曜日 議                           事

第１日 １１月２４日 水

○開会
○会議録署名議員の指名
○会期の決定
○諸報告
○市長提出議案の報告
○議案第７４号から議案第７６号まで一括上程、即決
○議案第７７号から議案第８７号まで一括上程、説明

第２日 １１月２５日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第３日 １１月２６日 金 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 １１月２７日 土 ○休会（土曜日）

第５日 １１月２８日 日 ○休会（日曜日）

第６日 １１月２９日 月
○請願・陳情
○議案に対する質疑
○議案の委員会付託

第７日 １１月３０日 火 ○文教福祉委員会

第８日 １２月１日 水 ○総務委員会

第９日 １２月２日 木 ○まちづくり委員会

第１０日 １２月３日 金 ○委員会（予備日）

第１１日 １２月４日 土 ○休会（土曜日）

第１２日 １２月５日 日 ○休会（日曜日）

第１３日 １２月６日 月 ○休会（事務整理）

第１４日 １２月７日 火 ○市政に対する一般質問

第１５日 １２月８日 水 ○市政に対する一般質問

第１６日 １２月９日 木 ○市政に対する一般質問

第１７日 １２月１０日 金 ○休会（事務整理）

第１８日 １２月１１日 土 ○休会（土曜日）

第１９日 １２月１２日 日 ○休会（日曜日）

第２０日 １２月１３日 月 ○休会（事務整理）

第２１日 １２月１４日 火 ○休会（事務整理）

第２２日 １２月１５日 水

○委員長報告
○委員長報告に対する質疑
○討論
○採決
○閉会

令和３年１２月定例会会期日程（案）

開   議

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

午前１０時

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

　自 令和３年１１月２４日
２２日間

　至 令和３年１２月１５日



秩父市議会１２月定例会（内容一覧）

会 期 １１月２４日（水）～１２月１５日（水）予定

議 案 条例の一部改正（即決） ３件 過疎地域持続的発展計画の策定 １件

条例の一部改正 ２件 条例の全部改正 １件 補正予算 ７件 計 １４件

議案第７４号 秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（即決）

【埼玉県人事委員会勧告に準じた一般職職員の給与の改定】

議案第７５号 秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例（即決）

【一般職職員の給与改定に準じた期末手当の改定】

議案第７６号 秩父市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例（即決）

【一般職職員の給与改定に準じた期末手当の改定】

議案第７７号 秩父市過疎地域持続的発展計画の策定について

【計画期間満了に伴う新たな計画の策定】

議案第７８号 秩父市過疎地域自立促進特別事業基金条例の一部を改正する条例

【新過疎法の施行に伴う所要の改正】

議案第７９号 秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

【医療職の医療技術部長等の新設に伴う所要の改正】

議案第８０号 秩父市在宅要介護高齢者手当支給条例

【手当名称の変更、支給基準等の改正に伴う全部改正】

議案第８１号 令和３年度秩父市一般会計補正予算（第５回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第８２号 令和３年度秩父市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第８３号 令和３年度秩父市介護保険特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第８４号 令和３年度秩父市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第８５号 令和３年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第８６号 令和３年度秩父市立病院事業会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第８７号 令和３年度秩父市下水道事業会計補正予算（第１回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１１月１７日

（報道関係各位）

吉田小で、ミニ龍勢を作ります！（３年生「総合的な学習の時間」）
ミニ龍勢の打ち上げ

【strong point/ここが言いたい！】

龍勢の素晴らしさを児童に味わわせ、龍勢の伝統を未

来へ引き継ぐために龍勢保存会の方々を講師に招き、１

０月から２月までの長期間、３年生の総合的な学習の時

間でミニ龍勢まつりの取り組みを行っています。

■ 日 時 令和４年２月４日（金）

午前９時３０分～１１時３０分

■ 場 所 秩父市立吉田小学校 体育館

■ 内 容 本校の取り組みのよさは、奉納者抽選会か

ら龍勢の組み立て打ち上げまで、実際の龍勢祭りと同じような段階を踏みながら児童が体験的に学

ぶことです。３年生児童が、２月の発表会を目標に、約５カ月間かけて協力し創り上げていく学習

で、学習においては児童のアイデアや発想を精一杯大事にし、グループごとに独自の龍勢の取り組

みを行っています。講師の方々もただ伝統を継承するためではなく、児童の発想を生かし楽しみな

がら取り組めるよう工夫していただいています。

最後の「ミニ龍勢まつり発表会」では、一人一人が役割を果たし立派に発表する姿が見られます。

児童の大きな成長を感じることができる場面です。地域の方々の温かい支援をいただける取り組み

であり、龍勢保存会の方々も３年生児童とのふれあいを楽しみにしていただいています。

【事前の関係行事】

ミニ龍勢づくり・たが掛け体験

■ 日 時 １２月１０日（金）午前９時３０分～１１時３０分

■ 場 所 秩父市立吉田小学校 校庭（雨天の場合は体育館）

■ 内 容 ３年総合的な学習の時間で、龍勢が破裂しないようにたがを掛けます。実際よりも小

さい龍勢に児童が編んだたがを掛ける体験をします。なかなか上手にたがを編んだり

掛けたりすることは難しいですが、保存会の多くの指導者のもと行います。

ミニ龍勢づくり・火薬詰め体験

■ 日 時 １２月１７日（金）午前９時３０分～１１時３０分

■ 場 所 秩父市立吉田小学校 体育館

■ 内 容 ３年総合的な学習の時間で、完成した龍勢の中に火薬を詰める体験をします。実際に

火薬を調合することから始めます。保存会の方が火薬を調合する様子を児童は見ます。

実際の火薬ではないことを知っているとは言え、緊張感が漂います。その火薬を均等

に詰めていきます。この体験も多くの指導者のもとで行います。

秩父市立吉田小学校 担当者：校長 中山

☎０４９４－７７－００１４

FAX：０４９４－７７－１４０５



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１１月１９日

（報道関係各位）

ドローン等の複数モビリティを融合した

配送実証のご案内

このたび、秩父市生活交通・物流融合推進協議会は、以下の日程において、「災害発生時・

平常時における複数モビリティを融合した配送実証」を実施します。

本配送実証は、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」構築を推進していくために実施するものです。

この配送実証については、１１月２６日午後２時に事後報告として、株式会社ゼンリン

を含む協議会参画企業との同時プレスリリースをする予定です。本件に関する記事の掲載

は、１１月２６日午後２時以降にお願い申し上げます。

また、重複してご案内が届く場合がございますが、ご了承いただきますようお願い申し

上げます。

◆日 時 １１月２５日（木） 午後２時４５分～ 午後４時

※雨天の場合は、１１月２６日（金）同時間帯

◆場 所 秩父市役所 大滝総合支所 構内（大滝４０５８番地）

※お車でお越しの場合、「大滝総合支所」の駐車場をご利用ください。

◆内 容 配送実証の中で、バスから衛星携帯端末を降ろし、処方箋（模擬薬）と一緒

にドローンへ積み込み、ドローンがフライトする様子を大滝総合支所からご

見学いただきます。

◆その他 当日は、天候等により予定時間を過ぎたり、中止とさせていただく場合があ

りますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

市長室地域政策課未来技術担当

担当者：山田・山中・工藤

☎０４９４－２１－５５２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

■三十槌の氷柱の様子

Press Release 令和３年１１月２５日

（報道関係各位）

大滝氷まつり開催

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市大滝地域では、令和４年１月７日(金)から２

月２３日(水・祝)にかけ大滝氷まつりを開催します。

岩清水が造りだす氷のオブジェは、多くの観光客を

魅了します。

期間中は、１月１５日(土)から２月２０日(日)にか

けて氷柱のライトアップを行います。

１ 開催期間 令和４年１月７日(金)

～２月２３日（水・祝)

午前８時３０分～午後５時

※天候により期間等の変更あり。

２ 場 所 秩父市大滝三十槌

ウッドルーフ奥秩父オートキャンプ場（大滝４０６６－２）

つちうちキャンプ場 （大滝４０１１－１）

３ 環境整備協力金 大人 一人２００円（中学生以上）

４ ライトアップ

日 時 令和４年１月１５日(土）～２月２０日(日)

時 間 【平 日】午後５時～７時

【土・休日】午後５時～８時

５ 問 合 せ 「三十槌の氷柱」見学に伴う問合せ

・ウッドルーフ奥秩父オートキャンプ場 ☎０４９４－５５－０５００

・つちうちキャンプ場 ☎０４９４－５５－０１３７

「観光案内」に関する問合せ

・秩父観光協会大滝支部 ☎０４９４－５５－０７０７

大滝総合支所地域振興課

担当者：黒澤

☎０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１１月２６日

（報道関係各位）

地方創生推進交付金事業（Society5.0 タイプ）

埼玉県秩父市で、日本初の災害発生時・平常時における
複数のモビリティを融合した配送実証に成功

このたび、秩父市大滝地域において、１１月５日から２６日にかけて実施した、災害発

生時・平常時における複数のモビリティを融合した配送実証に成功しました。

本配送実証は、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一環で課題解決のために、複数

のモビリティを実際に連携して配送から販売などを一連で実証しました。

詳細な実証内容や事業内容、各事業者の役割や今後の展開については、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、株式会社ゼンリンを含む協議会参画企業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

『埼玉県秩父市で、日本初の災害発生時・平常時における

複数のモビリティを融合した配送実証に成功

～移動に係る課題解決に向けた「ドローン」「鉄道」「バス」「自動搬送モビリティ」の

連携を実現～』

市長室地域政策課未来技術担当

担当者：山田・工藤

☎０４９４－２１－５５２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



 

 

 

2021年 11月 26日 

報道関係各位 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会 

 

埼玉県秩父市で、日本初の災害発生時・平常時における 

複数のモビリティを融合した配送実証に成功 
～移動に係る課題解決に向けた「ドローン」「鉄道」「バス」「自動搬送モビリティ」の連携を実現～ 

 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会（会長：早稲田大学教授 小野田弘士）（注 1）は、埼玉県秩父市で 2021 年

11 月 5 日から 26 日にかけて実施した、災害発生時・平常時における複数のモビリティを融合した配送実証に成功し

ました。 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会では、埼玉県秩父市の山間地域における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、2020年 11月より開始してい

ます。    

本実証実験では、災害発生時や平常時の生活交通・物流の生活インフラを維持する新たなモデル構築の第一歩と

して、ドローン、鉄道、路線バス、自動搬送モビリティなど複数のモビリティを活用して、ヒトとモノの移動改善や最適化、

効率化を図り、持続性の高いモデル構築を目指しています。 

なお、複数のモビリティを融合した配送の実証は日本初（注 2）となります。 

 

■本実証実験の背景 

秩父市は、「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、

山間地域が多く住民の高齢化により、災害発生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

難な点が課題となっています。実際に、2014 年 2 月の豪雪では、主要道路の通行止めにより生活インフラが寸断さ

れ、2019 年 10 月の台風でも土砂崩れにより山間地域で孤立集落が発生するなど災害発生時の脆弱性が課題にな

りました。また、日常生活では住民の高齢化により車の運転が困難となる住民が増え、買い物ができる場所までの距

配送実証のイメージ 



離が遠く、外出の機会が減るという課題もあります。         

こうした課題解決のために、複数のモビリティを実際に連携して配送から販売などを一連で実証しました。 

 

■本実証実験概要 

【実証内容】 

1.実サービスを想定し、複数のモビリティを実際に連携して配送から販売まで一連で実施。 

対象のモビリティ：ドローン、鉄道、路線バス、自動搬送モビリティ 

 

2.運行集中管理センターを設置、モビリティの位置情報を地図上でリアルタイムに把握。 

各モビリティの位置情報を専用端末等でリアルタイムに取得。配送事業者/荷主に対して到着予定時刻や配送開始

指示をセンター側から自動通知をします。 

＜運行集中管理センターの業務内容＞ ＜秩父ダッシュボードシステム実装機能＞ 

・モビリティの運行状況を監視        ・リアルタイム位置情報の収集・表示  

・配送注文の受付               ・モビリティの状態表示 

・配送計画の作成               ・ジオフェンス内外判定 

・配送の指示、到着の通知         ・住宅地図、衛星画像表示 

                            ・配送メッセージ自動配信 

                             

              

3.災害発生時、平常時の 2つのユースケースを想定した検証。 

＜実証シナリオ＞ 

①災害発生時 

 ・緊急支援物資の配送実証  

  実施日：2021年 11月 25日 

内容：緊急時に不足している物資をバス・ドローン・自動搬送モビリティを連携させ配送する実証実験を実施。 

秩父ダッシュボードシステムによる複数のモビリティの支援を検証します。 

 

運行集中管理センター 

イメージ 



②平常時 

・新鮮な野菜の配送・販売実証 

実施日：2021年 11月 5日、12日、19日、26日 

内容：買い物弱者を支援する物資配送の仕組みの構築を目指して、市街地などに売られている新鮮な野菜を購

入できない地域住民が地元で購入できるような貨客混載による配送の有用性を検証します。 

 

 

 

 

  

 

 

■各者の役割 

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 

株式会社ゼンリン ・実証実験統括 

・運行集中管理センターの設計、開設 

・秩父ダッシュボードシステムの提供 

JP楽天ロジスティクス株式会社 ・ドローン機体の提供 

・ドローン配送のオペレーション 

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 

・鉄道での輸送・バスでの貨客混載に関する実施計画 

・バスを活用した貨客混載による商品・緊急支援物資の配送 

株式会社アズコムデータセキュリティ ・運行集中管理センターのオペレーション 

・ドローン配送のオペレーション補助 

株式会社オプナス ・暗証番号式配送ロッカーの提供 

早稲田大学理工学術院 

小野田弘士 教授 

・自動搬送モビリティ提供 

・自動搬送モビリティによる配送オペレーション 

 

■今後の展望 

今後、本実証実験の検証により、技術面・実運用の課題を明らかにしながら、秩父市の新たな配送手段としての活

用の可能性を検討します。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。 

 

以 上 

 

（注 1）2020 年 11 月 6 日に設立。2021 年 11 月 25 日現在の構成員は、秩父市、ゼンリン、三菱総合研究所、JP楽天ロジスティクス、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、オプナス、早稲田大学、東京電力パワーグリット、本庄早稲

田国際リサーチパークの 12 者。本協議会では、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ています。 

(注 2)秩父市生活交通・物流融合推進協議会調べ。2021年 11月時点 

 

【メディアキットのご案内】 

本リリースに関するメディアキットをご用意しております。下記 URL よりダウンロードが可能です。 

https://prap.gigapod.jp/f86bed310722205b3182ce56e677be550dd95a4a0 

（ダウンロード可能期限 2021 年 12 月 31 日迄） 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

秩父市 市長室 地域政策課 未来技術担当 0494‐21‐5523 mirai@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＞ 

JP楽天ロジスティクス株式会社(楽天グループ株式会社 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 

株式会社オプナス 営業企画部 03-6861-5177 opnus-kikakusekkeika@opnus.co.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 

公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク 地域復興支援部 0495-24-7455 wrp-info@howarp.or.jp 

 

 

https://prap.gigapod.jp/f86bed310722205b3182ce56e677be550dd95a4a0
mailto:mirai@city.chichibu.lg.jp
mailto:pr@zenrin.co.jp
mailto:rakuten-ichibapr@mail.rakuten.com
mailto:shd-kouhou@seibuholdings.co.jp
mailto:srw-kouhou@seibu-group.co.jp
mailto:gyomukanri@seibu-bus.jp
mailto:info.azcomdata@az-com.jp
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秩父市

Chichibu City

■昨年度の試験点灯の様子

Press Release 令和３年１１月２６日

（報道関係各位）

秩父公園橋フルカラーＬＥＤ設置に伴う

試験点灯を実施します

【strong point/ここが言いたい！】

現在、秩父公園橋ライトアップにかかる灯具（照明）のＬ

ＥＤ化工事が秩父県土整備事務所により行われています。今

回、フルカラーＬＥＤ設置に伴う試験点灯を、下記日程で実

施します。

●点灯日時

１１月３０日（火）午後７時～試験終了まで（３時間程度）

（午後６時３０分より片側交互通行の交通規制開始）

●当日の実施内容

点灯確認、機器の角度等の調整、色・パターンの確認

●フルカラー化の目的

季節のさまざまなイベントに併せて、フルカラー照明によるライトアップを行うことで、ランド

マークとしての魅力を向上させさらなる観光振興につなげる。

●フルカラー化の経緯

昨年度、秩父公園橋の灯具（照明）の交換時期を迎えＬＥＤ化するという情報を得たため、市か

ら埼玉県へＬＥＤフルカラー化を要望したところ、趣旨をご理解いただき、県と市が連携すること

により実現に至った。

●今後の予定

①プレ点灯：1２月３日（金）午後６時～午前０時、秩父夜祭に併せ点灯・消灯

②点灯運用開始：１２月２４日（金）～

※年末年始や秩父川瀬祭、お盆、秩父夜祭、クリスマスなどにフルカラー点灯を計画しています。

産業観光部観光課

担当者：江田

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１１月２６日

（報道関係各位）

秩父市影森デイサービスセンターでレジオネラ属菌が検出されました

１１月２４日、社会福祉法人秩父正峰会への指定管理施設である秩父市影森デイサービスセンタ

ーの入浴設備から国の基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたことが判明しました。

検査の結果を受け、直ちに全浴槽設備の利用を中止いたしました。

今後は秩父保健所の指導を受けながら、早期に再開できるよう改善対策を実施してまいります。

なお、現時点では体調不良を訴える人は確認できておりませんが、引き続き調査を行います。

〈事案の概要〉

１ 判 明 日 時 令和３年１１月２４日(水) 午後４時３０分頃

２ 検 出 場 所 秩父市影森デイサービスセンター 一般浴槽

(所在地：上影森７５９番地２)

３ 水 質 検 査 採 取 日：令和３年１１月１７日

検査結果：レジオネラ属菌 60CFU/100ml

基 準 値：検出されないこと(レジオネラ属菌 10CFU/100ml 未満)

４ 利用中止施設 秩父市影森デイサービスセンターの入浴設備(一般浴槽および特殊浴槽)

福祉部高齢者介護課

担当者：田端・島﨑

☎０４９４－２５－５２０５

FAX：０４９４－２７－７３３６


