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清雲寺のしだれ桜

Press Release 令和４年１月４日

（報道関係各位）

春の訪れを告げる『秩父・清雲寺のしだれ桜』

ライトアップ＆津軽三味線の生演奏を実施します！

荒川地域では『しだれ桜とそばの里』のキャッチフレーズをもとにＰＲを行っています。なかで

も、桜の季節には清雲寺のしだれ桜をはじめ、多くの観光客が訪れます。今年も『秩父・清雲寺の

しだれ桜』と題し公開を行うとともに、新たな取り組みとして津軽三味線の生演奏を実施します。

桜・寺・三味線が奏でる『和』の融合をぜひお楽しみください。

■開催期間 ３月２４日（木）～４月６日（水）

■内 容

〇ライトアップ

３月２５日（金）・２６日（土）・

４月１日（金）・２日（土）

いずれの日も午後６時～８時

〇津軽三味線の生演奏

４月２日（土）１部：午後６時～ / ２部：午後７時～

木田流津軽三味線 小林輝隼（こばやしらいと）

【第１８回 全国津軽三味線コンクール大阪大会 初級の部 優勝】

【第３４回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト ファイナリスト】

〇その他

模擬店の出店

秩父鉄道との連携イベント【鉄道利用者に記念品贈呈（予定）】

■主催者 荒川しだれ桜まつり対策本部（荒川総合支所地域振興課内）

■協 賛 秩父鉄道、西武鉄道、秩父観光協会等

※新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、日程の変更や中止となる場合があります。

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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三井住友海上火災保険株式会社との間で包括連携協定を締結します

秩父市と三井住友海上火災保険株式会社は、相互の連携を強化し、地域一層の活性化および市民

サービスの向上を目的とするため、包括連携協定を締結します。

１ 包括連携協定締結式

（１）日時 １月２０日（木）午後３時３０分～（受け付け：午後３時１５分～）

（２）場所 秩父市役所本庁舎３階 庁議室

（３）出席者

① 三井住友海上火災保険株式会社 源長 哲司 様（理事 埼玉支店長）

岸本 英樹 様（千葉埼玉本部 部長）

香々見 圭 様（埼玉支店 熊谷支社長）

② 秩父市関係者 市長、市長室長、産業観光部長、産業観光部次長、

その他関係職員

２ 協定の概要

（１）協定の締結先

三井住友海上火災保険株式会社

（２）連携事項等

①ＳＤＧｓ推進に関すること

②防災・減災およびリスクマネジメントに関すること

③地域産業の振興・支援に関すること

④子育て支援に関すること

⑤観光振興に関すること

⑥環境保全に関すること

⑦健康増進、高齢者・障がい者支援に関すること

⑧地域の安全・安心に関すること

⑨地域内の自治体および民間企業の福利厚生の推進に関すること

⑩その他、地域の活性化および市民サービスの向上に関すること

ＳＤＧｓ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
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秩父宮記念市民会館主催事業

「三浦一馬バンドネオンコンサート」

ホールコンサートとアウトリーチを開催！

秩父宮記念市民会館の大ホールフォレスタにおいて、三井住友海上文化財団

ときめくひととき第９２２回「三浦一馬バンドネオンコンサート」を開催しま

す。

本公演は、ＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」の大河紀行音楽演奏を担当する

など、若手実力派バンドネオン奏者として注目されている三浦一馬さんによる

バンドネオンコンサートです。

共演者には、こちらも国内外で活躍し、各地で熱狂的な支持を得ているギタ

リスト・大萩康司さんをお迎えします。

また、コンサート前日には、尾田蒔中学校でのアウトリーチも実施します。

情熱的なタンゴから、郷愁を誘うメロディーまで、バンドネオンの魅力的な

音色をお楽しみください。

＜アウトリーチ＞

■日 時：１月２８日（金）午後２時～２時５０分

■会 場：尾田蒔中学校 体育館

※一般の方は、ご入場はできません。

＜コンサート＞

■日 時：１月２９日（土）午後２時開演（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

■入場料：一般２，０００円、高校生以下１，０００円 チケット残りわずか！

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により、

特別料金に設定しています。

■主 催：秩父市、埼玉県教育委員会、公益財団法人三井住友海上文化財団

市民会館では、今後もさまざまな事業を展開することで、市民をはじ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る。

市民部秩父宮記念市民会館

担当者：松村・髙井

☎０４９４－２４－６０００

FAX：０４９４－２３－２２９８

©Takafumi Ueno
三浦一馬

（バンドネオン）

©SHIMON SEKIYA

大萩康司（ギター）
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市職員の新型コロナウイルスの感染疑いについて

令和４年１月１８日、市職員が新型コロナウイルスに感染している疑い（抗原検査陽性）が確認

されました。

当該職員は、体調不良に伴い、抗原検査を実施した結果、１月１８日に陽性が判明し、ＰＣＲ検

査の結果は１９日に判定が確認される見通しです。

１ 所属等

福祉部所管の職員１人（１月２７日まで出勤見合わせ）

市内在住

２ 症状、経過、勤務状況等

１月１７日 （月曜日）最終出勤日

１月１８日 (火曜日）から勤務なし

同日 抗原検査の結果、陽性

３ 濃厚接触者等

現時点では濃厚接触者なし。

４ 市の対応

保健所の指導により、当該職員の執務室内や共用スペースの消毒を既に完了しています。

引き続き、保健所等と連携して職員および利用者の感染防止対策を徹底してまいります。

※職員および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部

担当者：福祉部長 浅見

☎０４９４－２５－５２０３

FAX：０４９４－２７－７３３６
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市職員の新型コロナウイルスの感染について（第２報）

令和４年１月１８日、市職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

当該職員は、抗原・ＰＣＲ検査を実施した結果、１月１８日の第１報に引き続き陽性が判明した

ものです。

１ 所属等

福祉部所管公立保育所の職員５人（第１報の１人を含む）

市内在住４人、市外在住１人

２ 症状（発熱やのどの痛みなど）、経過、勤務状況等

職員１

１月１３日（木曜日）最終出勤日

１月１８日（火曜日）ＰＣＲ検査の結果、陽性

職員２・３

１月１８日 （火曜日）最終出勤日

同日 抗原検査の結果、陽性

職員４

１月１４日（金曜日）最終出勤日

１月１８日（火曜日）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 濃厚接触者等

濃厚接触者については秩父保健所で現在確認中。

４ 市の対応

該当の保育所は本日から１月２１日（金曜日）まで休所の予定ですが、保健所の指導等により延

長の可能性もあります。また、他の公立保育所で利用児童の陽性が確認されたため、同様に休所と

します。（休所の公立保育所は２施設です。）

引き続き、保健所等と連携して施設内の消毒を実施し、職員および利用者の感染防止対策を徹底

してまいります。

※職員および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部

担当者：福祉部長 浅見

☎０４９４－２５－５２０３

FAX：０４９４－２７－７３３６
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（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルスの感染について（第３報）

令和４年１月１９日、市職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

当該職員は、抗原検査を実施した結果、陽性が判明したものです。

１ 所属等

福祉部所管公立保育所の職員１人 市外在住 （合計６人）

２ 症状（発熱やのどの痛みなど）、経過、勤務状況等

１月１７日（月曜日）最終出勤日

１月１９日（水曜日）抗原検査の結果、陽性

３ 濃厚接触者

２施設の合計 職員３９人、児童５１人

４ 市の対応

引き続き、保健所等と連携して施設内の消毒を実施し、職員および利用者の感染防止対策を徹底

してまいります。

※職員および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部

担当者：福祉部長 浅見

☎０４９４－２５－５２０３

FAX：０４９４－２７－７３３６
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（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルスの感染について（第４報）

令和４年１月２０日、市職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

当該職員は、抗原・ＰＣＲ検査を実施した結果、陽性が判明したものです。

また、令和４年１月１８・１９日、市職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認され

たこと（第３報まで）により、該当の保育所について休所期間を延長することとなりました。

１ 所属等

福祉部所管公立保育所の職員２人 市外在住 （合計８人）

２ 症状（発熱やのどの痛みなど）、経過、勤務状況等

職員１

１月１８日（火曜日）最終出勤日

１月１９日（水曜日）抗原検査の結果、陽性

職員２

１月１４日（金曜日）最終出勤日

１月２０日（木曜日）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 市の対応

該当の２つの保育所は、当初は１月２１日（金曜日）まで休所の予定でしたが、１つの保育所は

１月２２日（土曜日）まで、もう１つは１月２８日（金曜日）まで休所期間を延長することとなり

ました。

なお、保健所の指導等により、さらに延長となる可能性もあります。

引き続き、保健所等と連携して施設内の消毒を実施し、職員および利用者の感染防止対策を徹底

してまいります。

※職員および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部

担当者：福祉部長 浅見

☎０４９４－２５－５２０３

FAX：０４９４－２７－７３３６
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秩父市立小学校児童の新型コロナウイルス感染について

令和４年１月１８日および１月２１日に、秩父市立小学校の児童が新型コロナウイルスに感染し

ていることが確認されました。同一クラスに複数の陽性者が確認されたため、当該クラスについて

１月２４日（月）から１月２８日（金）まで学級閉鎖とします。

１ 学校の区分

秩父市立小学校の児童

２ 症状、経過

児童①

発熱

１月１８日（火）ＰＣＲ検査を受診し、陽性が判明。

児童②

発熱、頭痛

１月２１日（金）に病院を受診し、抗原検査陽性、現在ＰＣＲ検査の結果待ち。

３ 市の対応

引き続き保健所等と連携して当該教室をはじめ、校内の消毒を実施し、感染拡大防止に努めて参

ります。

※児童および家族への人権尊重・個人情報保護にご理解、ご配慮をお願いいたします。

教育委員会保健給食課

担当者：杉田・深田

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４
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（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルスの感染について

令和４年１月２１日、市職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

当該職員は、体調不良のためＰＣＲ検査を実施した結果、１月２１日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

吉田総合支所に勤務する職員 １人

秩父市外在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

１月１７日（月曜日）最終出勤日

１月１８日（火曜日）休暇を取得し自宅で過ごしていたが、午前中に体調不良となる。

１月１９日（水曜日）のどの痛み、発熱が続いたため、医療機関を受診しＰＣＲ検査を実施。

１月２１日（金曜日）ＰＣＲ検査の結果 陽性

３ 濃厚接触者

現時点では、濃厚接触者なし。

４ 市の対応

保健所の指導のもと、当該職員の執務室内や共用スペースの消毒を既に完了しています。

引き続き、保健所等と連携して職員の感染防止対策を徹底してまいります。

吉田総合支所

担当者：総合支所長 新井

☎０４９４－７７－１１１１

FAX：０４９４－７７－１５２９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１月２４日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルス感染について（第５報）

令和４年１月１８日から確認されている市職員等の新型コロナウイルスの感染者数について、最

終的な結果は以下のとおりとなりました。

１ 所属等

福祉部所管公立保育所の職員１２人（第４報までの人数を含む。）

なお、児童５人の感染も確認されています。

※ＰＣＲ・抗原検査の総数は７８件です。

２ 市の対応

休所となった２つの保育所のうち、１つは予定どおり本日（１月２４日（月））から開所しまし

た。もう１つは、１月２９日（土）に予定どおり開所する方向で準備を進めています。

引き続き、保健所等と連携して施設内の消毒を実施し、職員および利用者の感染防止対策を徹底

してまいります。

※職員・児童および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部こども課

担当者：黒澤

☎０４９４－２５－５２０６

FAX：０４９４－２２－７１６８
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（報道関係各位）

秩父宮記念市民会館主催事業

「三浦一馬バンドネオンコンサート」

アウトリーチを中止します。

秩父宮記念市民会館では、三井住友海上文化財団ときめくひととき第９２２回「三浦一馬バンド

ネオンコンサート」開催にあたり、コンサート前日に尾田蒔中学校でのアウトリーチ（鑑賞教室）

を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、アウトリーチは中止とな

りました。

なお、秩父宮記念市民会館大ホールフォレスタでのコンサートは開催予定となっております。

＜コンサート＞

■日 時：１月２９日（土）午後２時開演（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

■入場料：一般２，０００円、高校生以下１，０００円 チケット残りわずか

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により、

特別料金に設定しています。

■主 催：秩父市、埼玉県教育委員会、公益財団法人三井住友海上文化財団

市民部秩父宮記念市民会館

担当者：松村・髙井

☎０４９４－２４－６０００

FAX：０４９４－２３－２２９８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１月２５日

（報道関係各位）

秩父市立小学校児童の新型コロナウイルス感染について

令和４年１月２４日・１月２５日、同一の小学校において、２つの学年で児童が新型コロナウイ

ルスに感染していることが確認されました。各学年においては、複数の体調不良の児童も確認され

たため、１月２６日（水）から２月１日（火）まで学年閉鎖とします。

１ 学校の区分

秩父市立小学校の児童

２ 症状、経過

（１）１月２４日（月）確認

児童 1人 ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明。

発熱、頭痛

児童５人

風邪症状、発熱、頭痛、のどの痛み

１月２５日（火）体調不良により欠席。

（２）１月２５日（火）確認

児童 1人 ＰＣＲ検査の結果、陽性が判明。

発熱

児童４人

風邪症状、発熱、頭痛、のどの痛み

１月２５日（火）体調不良により欠席。

３ 市の対応

引き続き保健所等と連携して当該教室をはじめ、校内の消毒を実施し、感染拡大防止に努めてま

いります。

※児童および家族への人権尊重・個人情報保護にご理解、ご配慮をお願いいたします。

教育委員会保健給食課

担当者：杉田

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１月２７日

（報道関係各位）

児童館休館について

職員１人が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となり、感染拡大予防に万全を期すため、本

日（１月２７日（木））から児童館１施設を休館とします。

１ 対象施設

児童館１施設

２ 休館の期間（予定）

１月２７日（木）～１月３０日（日）

※感染拡大状況によっては延長となる可能性もあります。

３ 市の対応

職員の執務室内や共用スペースの消毒を実施します。

引き続き、保健所等と連携して職員および利用者の感染防止対策を徹底してまいります。

※職員および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部こども課

担当者：黒澤

☎０４９４－２５－５２０６

FAX：０４９４－２２－７１６８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１月２７日

（報道関係各位）

市会計年度任用職員の新型コロナウイルスの感染について

令和４年１月２６日、市会計年度任用職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認され

ました。

当該職員は、体調不良のためＰＣＲ検査を実施した結果、１月２６日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

秩父市教育委員会に勤務する会計年度任用職員 １人

秩父市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

１月２１日（金）最終出勤日

１月２３日（日）発熱のため、医療機関を受診しＰＣＲ検査を実施。

１月２６日（水）ＰＣＲ検査の結果 陽性

３ 市の対応

保健所の指導のもと、当該職員の執務室内や共有スペースの消毒を既に完了しています。

引き続き、保健所等と連携して職員の感染防止対策を徹底してまいります。

教育委員会

担当者：事務局長 中野

☎０４９４－２５－５２２８

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１月２８日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルスの感染について

令和４年１月２８日、市職員の新型コロナウイルス感染が確認されました。

当該職員は、体調不良によりＰＣＲ検査を実施した結果、陽性が判明したものです。

１ 所属等

福祉部所管公立保育所の職員１人

市内在住

２ 経過、勤務状況等

１月２６日 （水）最終出勤日

１月２８日 (金）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 濃厚接触者

職員１人、児童１９人

４ 市の対応

該当の保育所は１月２９日（土）から１月３０日（日）まで休所の予定ですが、保健所の指導等

により延長の可能性もあります。

保健所の指導により、当該職員の執務室内や共用スペースの消毒を実施します。

引き続き、保健所等と連携して職員および利用者の感染防止対策を徹底してまいります。

※職員および家族への人権尊重・個人情報保護のご理解、ご配慮をお願いします。

福祉部こども課

担当者：黒澤

☎０４９４－２５－５２０６

FAX：０４９４－２２－７１６８



秩父市

Chichibu City

■再認定審査（現地調査）の様子（11/4）

Press Release 令和４年１月２８日

（報道関係各位）

「ジオパーク秩父」が３度目の日本ジオパーク再認定
前回「条件付き再認定」から躍進

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域１市４町で展開している「ジオパーク秩父」

（秩父まるごとジオパーク推進協議会）は、令和４年

１月２８日（金）に「ちよだプラットフォームスクウ

ェア」（東京都千代田区）で開催された第４４回 日本

ジオパーク委員会において、日本ジオパークとして３

度目となる再認定を受けました。

＜再認定の理由＞

※日本ジオパーク委員会の公開資料から抜粋

--------------------------------------------------------------------------------------

2019 年の条件付き再認定後の取り組みの中で、指摘事項それぞれへの対応に進展が見られた。

特に、分かりやすい公式ガイドブックの出版や協力的な民間事業者の新規参画によって活動が質

的に向上するきっかけが生まれている。また、鉄道会社などとの連携により地域内外で可視性を

高めている。今後はさらに、お祭りなど秩父地域独自の文化や無形遺産、産業などの身近な素材

とジオとのつながりを楽しめるジオパークとして展開することを期待したい。

--------------------------------------------------------------------------------------

【next plan/今後の事業展開】

今回の審査における指摘事項をもとに、今後４年間の運用方針等を定める「アクションプラン」

や各種計画を策定し、ジオパークとしてさらなる成長を図っていきます。

【秩父まるごとジオパーク推進協議会 北堀 篤 会長（秩父市長）コメント】

「前回の再認定審査以降、コロナ禍ではありましたが、活発な普及啓発活動、そして組織づくりが

進んできました。今後も、大地の成り立ちから秩父地域の自然、人々の歴史・文化を深く理解でき

る取り組みとして、子どもたちが誇れる地域づくりに活かしてまいります。」

産業観光部観光課

担当者：宮前

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７


