
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１日

（報道関係各位）

秩父市議会議員一般選挙執行について（お知らせ）

令和４年４月３０日に任期満了となる秩父市議会議員一般選挙の日程について、本日開催した選

挙管理委員会にて、次のとおり決定しました。

告示日 令和４年４月１７日（日）

選挙期日・開票日（投開票日） 令和４年４月２４日（日）

立候補予定者説明会

日時：令和４年２月２１日（月）午後２時３０分

場所：秩父宮記念市民会館（市役所本庁舎）２階 けやきフォーラム

【参 考】

※秩父市選挙人名簿登録者数（令和３年１２月１日・定時登録）

男 ２５，２３７人 女 ２６，５８８人 合計 ５１，８２５人

※前回の秩父市議会議員選挙の投票状況（平成３０年４月２２日執行）

選挙管理委員会

担当者：濵中・寺尾

☎０４９４－２２－８２００

FAX：０４９４－２２－２８２４

性 別 当日有権者数 投票者数 投票率（％）

男 ２５，８９７ １４，８７９ ５７．４５

女 ２７，４００ １６，３０４ ５９．５０

計 ５３，２９７ ３１，１８３ ５８．５１



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１０日

（報道関係各位）

明治安田生命保険相互会社との間で包括連携協定を締結します

秩父市と明治安田生命保険相互会社（熊谷支社）は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上

と地域の活性化に資するため、包括連携協定を締結します。

１ 協定締結式・寄付金贈呈式

（１）日時 １２月１７日（金）午後１時３０分～（受付：午後１時１５分～）

（２）場所 秩父市役所本庁舎３階 庁議室

（３）出席者

① 明治安田生命保険相互会社 岸本 司郎 様 （常務執行役員 埼玉本部長）

大山 晋太 様 （熊谷支社支社長）

髙島 克己 様 （秩父営業所長）、その他関係社員

② 秩父市関係者 市長、市長室長、財政課長、その他関係職員

２ 協定の概要

（１）協定の締結先

明治安田生命保険相互会社（熊谷支社・熊谷市本町２－９３）

（２）連携事項等

①健康増進に関すること

②結婚・出産・子育て支援に関すること

③高齢者及び障がい者の支援に関すること

④産業・観光に関すること

⑤スポーツ振興に関すること

⑥地域の安心・安全に関すること

⑦その他、市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること

【next plan/今後の事業展開】

健康増進をはじめとした取り組みを、双方の保有する資源を有効活用して進めていきます。

市長室地域政策課

担当者：山中

☎０４９４－２２－２８２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１０日

（報道関係各位）

山間地域をモデルとした遠隔医療実証を実施

実証実験のご案内

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、秩父市大滝

地域にある秩父市大滝国民健康保険診療所にて「遠隔医療実証」を実施します。

実証後に、現地にて医師との意見交換や実際に使用した端末を公開しますので、ぜひお

越しください。

この遠隔医療の実証については、１２月１７日（金）午後２時に、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となりますので、重複してご案内が届く場合

がありますが、ご了承ください。

また、患者様のプライバシーに配慮した形での公開とさせていただきますので、実際の

診察の様子については見学できません。

◆日 時 １２月１７日（金） 午後４時～５時

◆当日の実証スケジュール

午後１時～１時３０分【非公開】 移動前の準備（機材の準備）

午後１時３０分～３時３０分【非公開】 遠隔医療実施（巣場地区・大輪地区の２世帯）

午後４時～５時【公開】 実施内容の説明、質疑応答

※当日は午後４時以降の実施内容の説明と質疑応答のみの公開となります。

※説明の中で、実際に医師が診察を行った様子を再現していただき、見学の中で写真撮

影等することが可能です。また実際に使用した端末（タブレット）についてもご覧い

ただくことができます。

◆場 所 秩父市大滝国保診療所（大滝９２５番地）

※お車でお越しの場合は、「大滝国保診療所」の駐車場をご利用ください。

◆その他 当日は、患者様の都合等により中止とさせていただく場合があります。

市長室地域政策課未来技術担当

担当者：山田・工藤・山中

☎０４９４－２１－５５２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１０日

（報道関係各位）

皆野高等学校から秩父地域鳥獣害対策協議会

に対する寄付金の贈呈式を行います

皆野高等学校の生徒の方々が商品開発・販売を手がける「イノシカバーガー」「鹿革クラフト体

験」の売上の一部について、秩父地域の鳥獣害対策に役立ててほしいという思いから、秩父地域鳥

獣害対策協議会に対する寄付金として贈呈していただくことになりました。

当日は、協議会の会長として秩父市長から、感謝状の贈呈式も行います。

秩父地域鳥獣害対策協議会は、秩父地域１市４町において、野生鳥獣による農作物等の被害対策

を広域的に取り組み、地域の農林水産業の振興を図ることを目的として設立された広域協議会です。

今回の寄付金は、協議会の事業費に充て、秩父地域の鳥獣害対策のさらなる推進に活用させてい

ただく予定です。

■と き １２月１７日（金）午後４時から

■ところ 秩父市役所本庁舎３階 市長公室

■寄付金 １０２，６１３円

■寄贈者 埼玉県立皆野高等学校

産業観光部農政課

担当者：雨宮

☎０４９４－２５－５２１０

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１５日

（報道関係各位）

子育て世帯への臨時特別給付金を１０万円一括支給します

秩父市では、令和３年度子育て世帯への臨時特別給付について、国の発表を受け、先行給付金５

万円にクーポン分５万円を合わせた１０万円を現金で一括支給することに決定しました。

秩父市から児童手当が支給されている方については、申請不要なため年内に支給します。

児童が高校生のみの世帯、所属庁から児童手当が支給されている公務員の方および令和３年１０

月以降令和４年３月３１日までに生まれた新生児の方については、申請が必要となりますので、別

途ご案内の準備を進めています。

１．第１回支払日

令和３年１２月２４日（金）

２．申請が必要な方の受付開始

令和４年１月４日(月）

３．支給対象者および申請方法等の詳細については、秩父市ホームページに掲載しています。

http://www.city.chichibu.lg.jp/9138.html

福祉部こども課

担当者：大洞

☎０４９４－２５－５２０６

FAX：０４９４－２２－７１６８



■じばさんストリートピアノチラシ

秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１６日

（報道関係各位）

「じばさんピアノ」

オープニングセレモニー開催！

【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２階に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２台の除幕式

・ピアノ誕生秘話

・ピアノがあった小学校の話（学校関係者）

・記念演奏（大滝出身奏者による学校の校歌演奏、

市内奏者による演奏）ほか

第２部（午後１時～２時３０分）

・一般公募によるピアノ演奏（１４組（予定））

【設置ピアノ（２台）】

①旧上中尾小学校使用 DIAPASON のアップライト。（昭和２９年製造）

②旧三峰分校・旧大滝小学校使用 KAWAI のアップライト。（昭和３９年購入）

【連動企画（予定）】

・ご来場のお子様にプチプレゼント（秩父飴とポテくまくんキラシール）あり（２５人限定）。

・物産館（１階）で千円以上（税込み）のお買い物に使える１００円割引券をプレゼント。

・レストラン「春夏秋冬」（２階）にて、お食事をされたお客様に「オリジナルプチデザート」

をサービス（なくなり次第終了）。

※セレモニーの様子は動画配信する予定です。

※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



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月１７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、山間地域をモデルとした遠隔医療実証を実施

～大滝地域の医療機会の維持・確保に向けた有用性を評価～

このたび、大滝地域にある秩父市大滝国民健康保険診療所において、１２月の４日間（９

日・１０日・１６日・１７日）に遠隔医療の実証を行いました。

本実証は、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」構築を推進していく一環で実施しました。本実証で得られ

た遠隔医療の有用性を踏まえて、今後の本格実用化を見据えた検討を進めていきます。

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ありますが、ご了承

ください。

◆提供資料

『埼玉県秩父市で山間地域をモデルとした遠隔医療の実証を実施

～大滝地域の医療機会の維持・確保に向けた有用性を評価～』

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



2021 年 12 月 17 日

報道関係各位

秩父市生活交通・物流融合推進協議会

埼玉県秩父市で山間地域をモデルとした遠隔医療の実証を実施
～大滝地域の医療機会の維持・確保に向けた有効性を評価～

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、埼玉県秩父市の秩父市大滝

国民健康保険診療所（院長：藤田和樹）において、2021 年 12 月の 4日間（9 日、10 日、16 日、17 日）に遠隔医療の実

証を行いました。

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、看護師が患者の自宅に訪問し、診療所の医師が診察を行う Doctor to Patient with Nurse モデル

（注 2）を実施し、従来の訪問診療との技術面・運用面における課題の抽出や実用化への有用性を評価しました。また、

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）が開発した「秩父ダッシュボードシステム」に

より、看護師の患者宅への移動状況をリアルタイムに把握し、医師へ適切なタイミングで通知をすることで、オンライン

診療の準備作業の効率化を支援する仕組みを導入しています。

本実証を通じて得られた遠隔医療の有効性を踏まえて、今後、実用化を見据えた検討を進めていきます。

■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。山間地域においては、高齢化が進む一方、地域での医師不足により、今後、医療受診が

困難になることが想定されます。こうした課題解決のために、オンライン診療の実証を行いました。

■本実証実験概要

【実証内容】

1. 看護師が患者の自宅に訪問し、電子機器（タブレット端末）を使い、秩父市大滝国民健康保険診療所にいる医師

の診察を受診

2. 看護師の位置情報（車両の位置情報）を収集し、診療所の医師に位置情報を提供

遠隔医療の実証イメージ



■各者の役割

■今後の展望

本実証実験の検証により、今後、オンライン診療の技術面・実運用の課題を明らかにしながら、技術課題の整理や

運用面での課題を洗い出し、本格運用に向けた計画策定につなげていきます。また、本取り組みでは、患者のみなら

ず、医療従事者の負担を緩和する取り組みにするべく検討を進め、2024 年度には社会実装の実現を目指します。

以 上

（注 1）2020 年 11 月 6 日に設立。2021 年 12 月 17 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）Doctor to Patient with Nurseの定義：患者の同意の下、オンライン診療時に、患者は看護師等が側にいる状態で診療を受け、医師

は診療の補助行為をその場で看護師等に指示することで、薬剤の処方にとどまらない治療行為等が看護師等を介して可能となるもの。

（出典：厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 第 3回 資料 4

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495283.pdf）

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

秩父市大滝国民健康保険診療所 ・オンライン診療の実施

株式会社ゼンリン ・実証実験統括

・トラッキングシステムの提供

・秩父ダッシュボードシステムの提供

株式会社三菱総合研究所 ・遠隔医療のオペレーション検証支援

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495283.pdf


秩父市

Chichibu City

■１１月３０日、試験点灯の様子

Press Release 令和３年１２月２０日

（報道関係各位）

秩父公園橋フルカラーＬＥＤ照明 点灯式を行います

【strong point/ここが言いたい！】

秩父公園橋フルカラーＬＥＤ照明設置につきましては、

１１月３０日（火）に試験点灯を、１２月３日（金）にプレ点

灯を行いました。

つきましては、運用開始となる１２月２４日（金）に点灯式

を行います。

●日時

１２月２４日（金）１６：３０～１７：００

●場所

秩父公園橋寺尾側空地（下記 式会場）

●その他

・駐車場をご用意します。お越しいただける場合は１２月２２日（水）までに下記担当へご連絡

をお願いします。

・式会場、駐車場は下記のとおりです。

・雨天等により中止する場合があります。その際はご連絡いたします。

産業観光部観光課

担当者：江田

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７

秩父公園橋

至 ミューズパーク

秩父ミューズパーク

（北口）交差点

式会場
関係者駐車場

至 秩父駅⇒
富士薬品さま

キーセンター秩父さま

県道 72号



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年１２月２０日
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デジタルの力で地域の賑わい創出を目指す共創

プロジェクトパートナー企業の募集を開始

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域地場産センターは、経済産業省関東経済産業局の取り組みである「令和３年度戦略的基

盤技術高度化・連携支援事業（デジタル技術活用による地域産業課題解決支援及び支援体制構築事

業）」において、デジタルの力で地域の賑わい創出を目指すパートナーズ企業の募集を開始します。

秩父市は、地場産センターを舞台に実施する産業課題解決事業を関東経済産業局と連携して支援

していきます。

■本事業の内容

目 的

既存のビジネスモデルからの変革などが求められる地域特有の課題を、デジタルを掛け合わせ

ることで解決へと導くために、地元産業団体等とデジタルソリューションを保有する企業をビジ

ネスマッチングを実施。

募集テーマ

秩父地域の観光・交通の拠点として位置する秩父地域地場産センターを起点に、地域の課題解

決ならびに地場を盛り上げる新たな仕掛けをＤＸで創出。

■募集期間 １２月２０日（月）～令和４年１月３１日（月）

■本事業の詳細と企業参加募集掲載先

パーソルイノベーション株式会社（関東経済産業局委託業者）

https://eiicon.meti.go.jp/local-digital-ip/

※パーソルイノベーション株式会社（eiicon company）は日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム AUBA

（アウバ）を運営しています。

【next plan/今後の事業展開】

本事業では地域商社を運営する秩父地域おもてなし観光公社が窓口を担当します。参加企業との

協業の商談を行い、秩父地場産センターでの実装に向けたプロジェクトへ繋げていきます。

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社 担当者：高島、井上

☎ ０４９４－２６－６２６０ FAX ０４９４－２６－７３３１

産業観光部産業支援課 担当者：林

☎ ０４９４ー２５－５２０８ FAX ０４９４－２５－０１３６

https://eiicon.meti.go.jp/local-digital-ip/
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映画「花のあとさき ムツばあさんの歩いた道」

～地元の「やまなみ会館」にて上映決定！～

【strong point/ここが言いたい！】

■上映日 令和４年３月１２日（土）・１３日（日）

※３月１１日（金）は吉田中学校の生徒を対象に上映

■時 間 １回目 午前１０時～

２回目 午後 ２時～

■会 場 やまなみ会館多目的ホール

（下吉田６５５７番地１）

■入 場 各回７０人

※状況により変更する場合あり。

■入場料 １，０００円

■主 催 （一社）秩父観光協会吉田支部

■後 援 秩父市

■協 賛 株式会社オリエントコーポレーション(予定）

吉田特産物推進協議会

太田部観光協会

■申 込 （一社）秩父観光協会吉田支部(事務局：秩父市吉田総合支所地域振興課）

電話０４９４－７２－６０８３

※上映について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国や県のガイドライン、やまなみ会館

の利用についての留意事項に従い、対策を万全に行い開催する。

～映画内容～

秩父市吉田太田部楢尾。

「花を咲かせてふるさとを山に還したい」と、山あいの段々畑に花を植え続けた小林ムツさん・

公一さん夫婦と小さな村の物語。

１８年にわたり、取材・放送を重ね、反響を呼んだＮＨＫのドキュメンタリーシリーズ「秩父

山中 花のあとさき」を集大成し、映画のために書きおろされたオリジナル楽曲と未公開シーン

を加え映画化されました。

令和２年６月より全国上映。（上映時間１１２分）

・公式ＨＰ http://hana-ato.jp

吉田総合支所地域振興課

担当者：三上

☎０４９４－７２－６０８３

FAX：０４９４－７７－１５２９
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市内２７公共施設で実質再エネ１００％の電力を使用し、

電力使用によるＣＯ２排出量ゼロを実現します！
秩父市役所本庁舎・歴史文化伝承館・秩父宮記念市民会館、各総合支所、各小中学校で

秩父新電力株式会社の新プラン、実質再エネ１００%電力の「ちちぶ RE１００電力」を導入

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市は令和元年１２月に、県内の自治体で初めて２０５０年に CO２排出量を実質ゼロにする「ゼロカ

ーボンシティ」の実現に取り組むことを宣言し、この実現に向けて、「公共施設の省 CO２化改修」や、地域

の新電力会社である秩父新電力株式会社が供給する「CO２排出係数の低い電力の活用」などの取り組

みを進めてきました。特に電力の使用においては秩父新電力株式会社との連携により、CO２排出量ゼロ

の「ちちぶゼロカーボン電力」プランを本庁舎・歴史文化伝承館・秩父宮記念市民会館の３施設で導入す

るなどし、地域の脱炭素化をリードする取り組みを展開してきました。

そしてこのたび、令和３年１２月から CO２排出量削減をさらに推進するため、前述のゼロカーボン電力

導入施設に各総合支所（吉田・大滝・荒川）・各小中学校２１校を加えた全２７施設に、秩父新電力株式会

社が新たに創設した「ちちぶ RE１００(ｱｰﾙｲｰﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ)電力」を導入しました。これにより導入施設では

「実質再生可能エネルギー１００％」の電力で「電力使用による CO２排出量ゼロ」を実現します。

■導入（使用）による効果

電力使用による CO２排出量

令和４年度の「ちちぶ RE１００電力」導入２７施設の電力使用による CO２排出量は「ゼロ」になります！

市公共施設全体の CO２排出量も約１,７００t-CO２（約３０％）削減できる見込みです！（R２年度比）

■ちちぶ RE１００電力とは

｢RE１００｣とは「Renewable Energy（ﾘﾆｭｰﾜﾌﾞﾙ ｴﾈﾙｷﾞｰ) １００%」の略称で、事業活動で消費するエネ

ルギーを１００％再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際イニシアティブのことです。この大

企業向けの「RE１００」に対し、国内の中小企業向け再エネ１００％の利用を促進する枠組みとして「再エ

ネ１００宣言RE Action」があります。このような国内外の動向を踏まえ、秩父新電力株式会社では「RE１０

０」や「RE Action」に取り組む事業者向けとして、実質再生可能エネルギー１００％の電力プラン「ちちぶ

RE１００電力」を創設しました。

【next plan/今後の事業展開】

市では引き続き公共施設における脱炭素化を進めるとともに、事業者の皆様にも脱炭素化への取組

が広がるよう各種の施策を講じてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

環境部環境立市推進課

担当者：木村、牛木

☎０４９４－２２－２３７８

FAX：０４９４－２２－２３０９

年度事由 ＼ 施設 「ちちぶ RE１００電力」導入２７施設 市公共施設全体

令和２年度 実 績 約１,３００t-CO２ 約５,４００t-CO２

令和４年度 見込み ０t-CO２ 約３,７００t-CO２
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令和４年 成人式を開催します！
新型コロナ対策のため、成人式は２回に分けて開催します。

対象者は、市内在住の平成１３年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方です。

１１月１日以後に転入した方、現在は市外在住の当市出身者も参加できますので、生涯学習課ま

でご連絡ください。

■日 時 令和４年１月９日（日）

【第１部】午前１０時３０分開式（受け付けは、午前１０時から）

対象：秩父第二中、高篠中、影森中、荒川中、秩父特別支援学校、市外等の中学

校各校出身の方

【第２部】午前１２時３０分開式（受け付けは、正午から）

対象：秩父第一中、尾田蒔中、大田中、吉田中各校出身の方

■会 場 秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ

■内 容 ①受付開始から開式まで、市内中学校の校歌の演奏（ＣＤ再生）を行います。

②内容は、市長祝辞、来賓祝辞、新成人代表あいさつ、

高橋浩美先生による『旅立ちの日に』の弾き語りです。

③式典終了後、ホール内座席にて卒業中学校単位での写真撮影を行います。

■対 象 者 単位：人

＊市内在住者は令和３年１１月１日を基準日としています。

＊市外在住の当市出身者等は、現在も受け付け中のため増加する場合があります。

市民部生涯学習課

担当者：俵積田

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０

男性 女性 小計 合計

市内在住者 ２６５ ２７９ ５４４
５５６

市外在住の当市出身者等 ５ ７ １２


