
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１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４月１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、同居家族に新型コロナウイルス感染が判明したことに伴い、濃厚接触者となり、Ｐ

ＣＲ検査を実施した結果、３月３１日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

市立病院に勤務する医療職員 1人

市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

３月２９日（火曜日）最終出勤日

３月３０日（水曜日）以降、出勤していない

３月３０日（水曜日）同居家族がＰＣＲ検査を実施、陽性判明

３月３１日（木曜日）ＰＣＲ検査を実施、陽性判明

３ 濃厚接触者

濃厚接触者は、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。

市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月４日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルス感染について

令和４年４月３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、発熱等の体調不良により医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施した結果、４月３日

に陽性が判明したものです。

１ 所属等

福祉部に勤務する市職員 １人

市内在住（通勤はバイクを使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月１日（金）最終出勤日

４月３日（日）ＰＣＲ検査を実施した結果、陽性

４月４日（月）以降出勤していない

３ 濃厚接触者

調査の結果、職場内での濃厚接触はありません。

４ 市の対応

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。

福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎０４９４－２５－５２０３

FAX：０４９４－２７－７３３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月４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４月２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、同居家族に新型コロナウイルス感染が判明したことに伴い、濃厚接触者となり、Ｐ

ＣＲ検査を実施した結果、４月２日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

市立病院に勤務する職員 1人

市内在住（通勤は徒歩）

２ 症状、経過、勤務状況等

３月２７日（日）最終出勤日

３月２８日（月）同居家族陽性、喉の痛み出現

３月２９日（火）ＰＣＲ検査実施、陰性

４月 １日（金）ＰＣＲ検査実施

４月 ２日（土）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 濃厚接触者

調査の結果、職場内での濃厚接触はありません。

４ 市の対応

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。

市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎：０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月４日

（報道関係各位）

民間企業から出向職員を受け入れます（地域活性化起業人）

総務省が推進する「地域活性化起業人制度」を活用し、民間企業から２人の出向職員が４月１日

付で着任しました。

氏 名 田中 健太 氏

出 向 期 間 令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで

所 属 市長室総合政策課

派遣元所属 近畿日本ツーリスト株式会社

主 な 業 務 第２期秩父市総合戦略に基づく地方創生推進事業の業務。また、同事業に関連

する MaaS 導入に向けた取り組みについての企画・立案。その他、市のさまざまな

地域振興事業にも従事します。

氏 名 中村 大輔 氏

出 向 期 間 令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで

所 属 産業観光部産業支援課（産業観光部観光課併任）

派遣元所属 西武鉄道株式会社

主 な 業 務 秩父地域全体の観光資源の掘り起こしや地域の魅力を生かしたイベント・誘客

事業の実施支援。また、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社を中心に取り

組んでいる観光 MaaS 事業について企画・調整の実施。その他、地域振興事業に

関する業務にも従事します。

市長室総合政策課 産業観光部産業支援課

担当者：山中 担当者：林

☎０４９４－２２－２８２３ ☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２４－７２７２ FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月４日

（報道関係各位）

ふるさと納税でウクライナを支援！
秩父市へのふるさと納税や募金箱への寄附金を

ウクライナ大使館へ寄附します。

【strong point/ここが言いたい！】

現在、ウクライナでは多くの子どもたちを含む

民間人の犠牲者や、国外への避難を余儀なくされ

る方など、深刻な人道的危機に直面しています。

核兵器廃絶平和都市宣言をしている当市では、

市議会でロシアのウクライナ侵攻を非難する決

議を行い、市庁舎にウクライナの平和を訴える懸

垂幕を掲出するなど、市としてウクライナ支援を

表明しています。

そこで、ふるさと納税制度を活用して、ウクライナへの人道支援寄附金を募集するほか、市役所

に募金箱を設置して寄附金を受け入れ、事務費等の経費を控除することなく、寄附金の全額をウク

ライナ大使館へ寄附することで、ウクライナの避難民保護やインフラ復旧等の支援を行います。（ふ

るさと納税によりウクライナ支援の寄附金を募集するのは、県内では吉川市、深谷市に続いて三例

目となる見込みです。）

募集期間

令和４年４月４日（月）から当面の間

寄附方法

・ふるさと納税は、「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」の秩父市ページから、インタ

ーネットで 1口２，０００円以上で受け付けます。返礼品はありません。２，０００円を超え

る寄附額は、ふるさと納税制度による寄附金控除を受けられます。（※秩父市民からの寄附も

受け付けます。）

・募金箱は、秩父市役所本庁舎１階および歴史文化伝承館１階に設置します。

【next plan/今後の事業展開】

今後、ウクライナからの避難民を受け入れる機会があった場合には、人道支援として市有施設

等を活用して避難民支援を行ってまいります。

財務部財政課

担当者：菅沼

☎０４９４－２２－２２０３（直通）

FAX：０４９４－２２－２５３４

市庁舎に掲示された横断幕



秩父市

Chichibu City

■以前の様子

Press Release 令和４年４月７日

（報道関係各位）

武甲山の希少植物「チチブイワザクラ」特別展示

【strong point/ここが言いたい！】

武甲山資料館では、武甲山の貴重な植物の保護増殖に取り組む秩父太平洋セメント（株）様のご

協力をいただき、「チチブイワザクラ」の特別展示を行っています。

「チチブイワザクラ」は、武甲山の固有種で、サク

ラソウの仲間です。花は直径２～３センチで赤紫色、

岩場の割れ目などに生育し茎や葉に赤い毛があるの

が特徴です。

また、埼玉県のレッドデータブックの「絶滅危惧Ⅰ

Ａ類」（ごく近い将来における絶滅の危険が高い種）

に指定されている希少な植物です。

ぜひこの機会にご覧ください。

■期 間 ４月１１日（月）～ ２５日（月）

※ 開花状況により短縮の可能性がありますので、

お問い合わせください。

■開館時間 午前９時～午後４時

■休 館 日 火曜日

■入 館 料 大人：２１０円 小中学生：１００円

教育委員会文化財保護課 武甲山資料館（秩父市大宮６１７６番地）

担当者：小林・持田

☎・FAX：０４９４－２４－７５５５

http://www.bukohzan.jp/

※入館時のお願い

・マスクの着用をお願いします。

・入館、退館の手洗いやアルコール消毒にご協力ください。

・発熱や風邪症状のある方はご遠慮ください。



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月７日

（報道関係各位）

ウクライナに平和を！！
商店街にウクライナの平和を願うフラッグを掲出します。

【strong point/ここが言いたい！】

現在ウクライナは、ロシアによる軍事侵攻により深

刻な被害を受けています。この軍事侵攻に対してウク

ライナ国およびウクライナ国民への支援のため、秩父

市内商店街にウクライナの平和を願うメッセージを

込めたフラッグを掲出します。このフラッグについて

は、秩父市商店連盟連合会のご協力により各商店街の

街路灯に掲出していただきます。

掲出期間

４月中旬から当面の間

※掲出のタイミングにつきましては、各商店街でご対応いただくため日付が前後します。

掲出箇所

上町・中町・本町・東町・宮側町・番場町・上野町・相生町・影森の９商店街

枚数

１９５枚

その他

秩父市商店連盟連合会の協力により掲出を行います。

【next plan/今後の事業展開】

今後も、状況に応じて支援を検討してまいります。

産業観光部産業支援課

担当者：堀口

☎：０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月８日

（報道関係各位）

「電車で芝桜に行こうキャンペーン！」を実施します
～観光目的の鉄道利用者の回復を図るための事業を行います～

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市は新型コロナウイルス感染症の影響で減少した観光目的の鉄道利用者の回復を図るため、

「電車で芝桜に行こうキャンペーン！」を実施します。このキャンペーンは、羊山公園芝桜の丘へ

お越しになる際、交通手段として鉄道を利用することで対象施設で使えるクーポン券をプレゼント

する事業です。羊山公園芝桜の丘へお越しの際は、ぜひ交通手段に鉄道をご利用ください。

キャンペーンについて

□概要 羊山公園芝桜の丘へお越しの際交通手段に鉄道を利用することで、対象施設で使えるクー

ポン券（５００円分）をプレゼントします。クーポン券の配布は先着２０，０００人とし

ます。

□期間 令和４年４月１５日（金）から令和４年５月５日（木・祝）

※クーポン券がなくなり次第終了

□利用方法

①芝桜の最寄駅に表示してある第１ＱＲコードを読み込み、表示されたキーワードをメモ。

受付時間 午前８時から午後４時３０分

※芝桜最寄駅 西武鉄道…西武秩父駅、横瀬駅 秩父鉄道…御花畑駅、秩父駅

②芝桜の丘で入園券を購入。

③芝桜の丘に入園後、クーポン券引換所で第２ＱＲコードを読み込み「①」で表示されたキーワー

ドを入力。

受付時間 午前８時から午後５時

④「表示された画面」と「芝桜入園券」を係員に提示してクーポン券を入手。

⑤対象施設でクーポン券をご利用いただけます。

対象施設…秩父路の特産市（芝桜の丘）、西武秩父駅前温泉祭の湯、じばさん商店、道の駅ちちぶ

□事業委託先 （一社）秩父地域おもてなし観光公社

産業観光部 観光課

担当者：江田、山越

☎：０４９４－２５－５２０９（直通）

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１１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

４月１１日（月）、２つの小学校において、それぞれ複数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。当該学校においては下記のとおり対応いたします。

１ 学校の区分

秩父市立小学校の児童

２ 学校の対応

(１)学校Ａ

１つの学年で学年閉鎖【４月１２日（火）から４月１６日（土）】

(２)学校Ｂ

１つの学年で学年閉鎖【４月１２日（火）から４月１６日（土）】

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：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１１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４月１１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、体調不良のため抗原検査を実施した結果、４月１０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

４月 ４日（月） 最終出勤日

４月 ７日（木） のどの痛みと発熱を発症

４月１０日（日） 医療機関を受診し、抗原検査の結果 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おります。

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 笠原

☎０４９４－２５－５２２８

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１１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４月１１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、同居家族に新型コロナウイルス感染が判明したことに伴い、濃厚接触者となり、Ｐ

ＣＲ検査を実施した結果、４月１０日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

秩父市立病院に勤務する医療職員 1人

市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月 ５日（火曜日）最終出勤日

４月 ６日（水曜日）以降、出勤していない

４月 ７日（木曜日）同居家族がＰＣＲ検査の結果、陽性判明

４月 ９日（土曜日）ＰＣＲ検査を実施

４月１０日（日曜日）ＰＣＲ検査の結果、陽性判明

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。

市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１１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感染について

令和４年４月１１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、微熱の症状のため医療機関を受診し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

市長室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

４月 ７日（木） 最終出勤日

４月１１日（月） 発熱のため、医療機関を受診し、抗原検査を実施した結果 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。

市長室

担当者：市長室長 髙橋

☎０４９４－２２－２４７４

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１３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４月１１日および４月１２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。当該学年において複数の陽性者が確認されたため、４月１３日（水）

から４月１７日（日）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

児童①

発熱

４月１１日（月）発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

児童②

発熱

４月１２日（火）発熱により医療機関を受診、医師が陽性と診断。

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、ご配慮をお願いします。

教育委員会保健給食課

担当者：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１４日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルス感染について

令和４年４月１４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、発熱等の体調不良により医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施した結果、４月１４

日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

産業観光部に勤務する市職員 １人

市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月１３日（水）最終出勤日

４月１４日（木）ＰＣＲ検査を実施

４月１４日（木）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 市の対応

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。

産業観光部

担当者：産業観光部長 山田

☎０４９４－２５－５２０７

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１５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４月１５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、４月１５日に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

４月１３日（水）最終出勤日

４月１４日 (木）以降、出勤していない

４月１５日（金）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 市の対応

現時点では休所や学級閉鎖は実施しません。

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４月１８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４月１４日および４月１８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。当該学級において複数の陽性者が確認されたため、４月１９日（火）

から４月２３日（土）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

発熱により医療機関を受診、抗原検査の結果、４月１４日（木）に陽性が判明。

児童②

発熱

発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果、４月１８日（月）に陽性が判明。

児童③

発熱

発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果、４月１８日（月）に陽性が判明。

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：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１８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４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、同居家族に新型コロナウイルス感染が判明したことに伴い、濃厚接触者となり、Ｐ

ＣＲ検査を実施した結果、４月１８日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

秩父市立病院に勤務する医療職員 1人

市外在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月 ８日（金）最終出勤日

４月１０日（日）同居家族がＰＣＲ検査の結果、陽性判明

４月１８日（月）３８℃台の発熱、ＰＣＲ検査の結果、陽性判明

３ 市の対応

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。

市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１８日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルス感染について

令和４年４月１６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、発熱等の体調不良により医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施した結果、４月１６

日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

財務部に勤務する市職員 １人

市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月１５日（金）最終出勤日

４月１６日（土）ＰＣＲ検査を実施

４月１６日（土）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 市の対応

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。

財務部

担当者：財務部長 島田

☎０４９４－２５－５２３８

FAX：０４９４－２２－２５３４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１９日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルス感染について

令和４年４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、発熱等の体調不良により医療機関を受診し、抗原検査を実施した結果、４月１８日

に陽性が判明したものです。

１ 所属等

財務部に勤務する市職員 １人

市外在住（通勤は電車を利用）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月１６日（土）最終出勤日

４月１８日（月）抗原検査実施

４月１８日（月）抗原検査の結果、陽性

３ 市の対応

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。

財務部

担当者：財務部長 島田

☎０４９４－２５－５２３８

FAX：０４９４－２２－２５３４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月１９日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルス感染について

令和４年４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、喉の違和感等の体調不良により医療機関を受診し、抗原検査を実施した結果、４月

１９日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

財務部に勤務する市職員 １人

市内在住（通勤は自転車を利用）

２ 経過、勤務状況等

４月１８日（月）最終出勤日

４月１９日（火）抗原検査実施

４月１９日（火）抗原検査の結果、陽性

３ 市の対応

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。

財務部

担当者：財務部長 島田

☎０４９４－２５－５２３８

FAX：０４９４－２２－２５３４



2022年 4月 20日

アニメ「心が叫びたがってるんだ。」イベント企画

！！！ここさけスタンプラリー開催！！！

～心が restart と叫んでるんだ～

秩父アニメツーリズム実行委員会

秩父アニメツーリズム実行委員会（事務局：埼玉県秩父市、会長：北堀 篤）では、秩父を舞台とした

劇場アニメ「心が叫びたがってるんだ。」（以下「ここさけ」）のイベント企画として、スタンプラリー『こ

こさけスタンプラリーspring2022～心が restartと叫んでるんだ～』を開催いたします。
今回のスタンプラリーは、秩父市と横瀬町に設置されたポイント施設を巡り、設置されたスタンプを集

めながら秩父の街なか観光を楽しむラリーイベントです。スタンプを集めてゴールするとオリジナル「こ

こさけ缶バッジ」をお一人様１個プレゼントします。

スタンプラリーをしながら、秩父の春を満喫してみてはいかがでしょうか。

詳細は、別紙のとおりです。

「ここさけ」缶バッジ（イメージ）

（お問い合せ先） 秩父アニメツーリズム実行委員会（事務局：秩父市役所観光課）

TEL（0494）25-5209 FAX（0494）27-2627
時間：8時 30分～17時 15分（土・日・祭日を除く）

©KOKOSAKE PROJECT



別紙

◆『ここさけスタンプラリーspring2022～心が restartと叫んでるんだ～』
１．実施期間 4月 23日（土）～5月 22日（日） 10時～17時

※秩父観光情報館は第 2・第 4月曜日は休館となります。ご注意ください。

２．実施内容 ポイント施設でラリーシートを受け取り、秩父市と横瀬町に設置したスタンプを集め

ながら、秩父の街なか観光を楽しむラリーイベントです。

6施設に設置してあるスタンプのうち、４個以上を押してゴールすると、オリジナル

「ここさけ」缶バッジをお一人様１個プレゼントします。

記念品の缶バッジが無くなり次第当イベントは終了となります。

※「ここさけ」缶バッジは先着 1,000名様

※「ここさけ」ラリーシートは、各日お一人様 1枚

※ラリーシートと缶バッジは数に限りがございます。

３．設置施設 ①秩父観光情報館（西武秩父駅前）※第 2・第 4月曜日休館

②横瀬町観光案内所（横瀬駅前）

③札所 10番

④じばさん商店（秩父駅内）

⑤道の駅ちちぶ

⑥ほっとすぽっと秩父館

４．ゴール施設 ①秩父観光情報館（西武秩父駅前）

②道の駅ちちぶ

③ほっとすぽっと秩父館

５．参 加 費 無料 （公共交通機関等をご利用の際は各自でご負担ください。）

（お問い合せ先） 秩父アニメツーリズム実行委員会（事務局：秩父市役所観光課）

TEL（0494）25-5209 FAX（0494）27-2627
時間：8時 30分～17時 15分（土・日・祭日を除く）



＜参考＞

◇劇場アニメ「心が叫びたがってるんだ。」について

名曲と共に、描かれる物語。再び日本を感動の渦に―。

2013年、アニメファンの枠を超え、心揺さぶる感動作として
興行収入10 億円を突破する大ヒットを記録した『劇場版 あの
日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』。テレビアニメオリジナ

ル作品としては歴代 2 位（※）の記録を打ち立て、実写ドラマ化

もするなど、今でも日本中に“あの花現象”を巻き起こしている。

そして2015年、名実ともにヒットメーカーとなった監督・長
井龍雪、 脚本・岡田麿里、キャラクターデザイン・田中将賀の3
人が結集し、再び秩父を舞台にした完全オリジナルストーリーの

青春群像劇『心が叫びたがってるんだ。』が誕生した。心の傷、

葛藤、誰かを想う切なさ―。人と人との絆を描いた物語と、誰も

が一度は聴いた事のある「悲愴」や「Over the Rainbow」「Around
The World」などの名曲の数々が、きっとあなたの心を感動でい
っぱいにしてくれる。

※歴代2位とは、深夜アニメ映画化作品の興行収入（公開当時）
※公式Webサイト https://www.kokosake.jp/

・この資料に関するお問い合わせ先

秩父アニメツーリズム実行委員会（事務局：秩父市役所観光課） TEL（0494）25-5209

©KOKOSAKE PROJECT



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２０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４月１９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、４月１９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（徒歩で通勤）

２ 症状、経過、勤務状況等

４月１５日（金） 最終出勤日

４月１８日（月） 寒気と発熱を発症し、医療機関を受診

４月１９日（火） 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おります。

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 笠原

☎０４９４－２５－５２２８

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２０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４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、発熱等の体調不良により医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施した結果、４月２０

日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

財務部に勤務する市職員 １人

市外在住（通勤は電車を利用）

会計課に勤務する市職員 １人

市外在住（通勤は自家用車を利用）

２ 症状、経過、勤務状況等

職員１

４月１８日（月）最終出勤日

４月１９日（火）ＰＣＲ検査を実施

４月２０日（水）ＰＣＲ検査の結果、陽性

職員２

４月１８日（月）最終出勤日

４月１９日（火）ＰＣＲ検査を実施

４月２０日（水）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 市の対応

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。

財務部 会計課

担当者：財務部長 島田 担当者：会計管理者 新井

☎：０４９４－２５－５２３８ ☎：０４９４－２５－５２１９

FAX：０４９４－２２－２５３４ FAX：０４９４－２５－０１３５



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２１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４月２０日および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、喉の違和感等の体調不良により医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施した結果、４

月２０日および２１日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

財務部に勤務する市職員 ２人

２ 症状、経過、勤務状況等

職員１ 市内在住（通勤は自家用車を利用）

４月１８日（月）最終出勤日

４月１９日（火）ＰＣＲ検査実施

４月２０日（水）ＰＣＲ検査の結果、陽性

職員２ 市内在住（通勤は徒歩）

４月２０日（水）最終出勤日

４月２１日（木）ＰＣＲ検査実施

４月２１日（木）ＰＣＲ検査の結果、陽性

３ 市の対応

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。

財務部

担当者：財務部長 島田

☎：０４９４－２５－５２３８

FAX：０４９４－２２－２５３４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２２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

４月２２日（金）、２つの小学校において、それぞれ複数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。当該学校においては下記のとおり対応いたします。

１ 学校の区分

秩父市立小学校の児童

２ 学校の対応

(１)学校Ａ

１つの学年で学年閉鎖【４月２３日（土）から４月２７日（水）】

(２)学校Ｂ

１つの学級で学級閉鎖【４月２３日（土）から４月２８日（木）】

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：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２２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４月２２日、市会計年度任用職員が抗原検査を実施した結果、陽性が判明し、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。

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

４月２１日（木）最終出勤日

４月２２日（金）以降、出勤していない

４月２２日 (金）抗原検査の結果、陽性

３ 市の対応

現時点では休所や学級閉鎖は実施しません。

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４月２５日

（報道関係各位）

秩父市立小学校児童および中学校生徒の新型コロナウイル

ス感染について

４月２５日（月）、３つの小中学校において、それぞれ複数の児童生徒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。当該学校においては下記のとおり対応いたします。

１ 学校の区分

（１）秩父市立小学校の児童

（２）秩父市立小学校の児童

（３）秩父市立中学校の生徒

２ 学校の対応

(１)小学校Ａ

１つの学級で学級閉鎖【４月２６日（火）から４月３０日（土）】

(２)小学校Ｂ

１つの学級で学級閉鎖【４月２６日（火）から４月３０日（土）】

(３)中学校Ｃ

１つの学年で学年閉鎖【４月２６日（火）から４月３０日（土）】

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、生徒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：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和 ４年 ４月２５日

（報道関係各位）

秩父市職員人事異動について
令和 4年 5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

令和 4年 5月 1日付けの秩父市職員の人事異動について、内示を行いました。

課長級相当職以上の職員の異動内容は下記のとおりです。

※（ ）内は発令前の職名

※兼職及び併任発令の一部省略あり

【次長級相当職】

▼配置換

▽議会事務局次長（監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長）黒澤 康彦

▽監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長（監査事務局専門員）山田 千都

総務部人事課

担当者：杉田、浅海

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２５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４月２４日、市会計年度任用職員が抗原検査を実施した結果、陽性が判明し、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。

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

４月２２日（金）最終出勤日

４月２３日（土）以降、出勤していない

４月２４日 (日）抗原検査の結果、陽性

３ 市の対応

現時点では休所や学級閉鎖は実施しません。

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４月２６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４月２４日および４月２５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。当該学年において複数の陽性者が確認されたため、４月２７日（水）

から５月１日（日）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

児童①

発熱

４月２４日（日）発熱により医療機関を受診、抗原検査の結果陽性が判明。

児童②

発熱

４月２５日（月）発熱により医療機関を受診、抗原検査の結果陽性が判明。

児童③

発熱

４月２５日（月）発熱により医療機関を受診、抗原検査の結果陽性が判明。

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：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２７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４月２２日および２３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。

当該職員のうち１人は、発熱等の体調不良によりＰＣＲ検査を実施した結果、４月２２日に陽性

が判明、１人は同居家族に新型コロナウイルス感染が判明したことに伴い、濃厚接触者となり、抗

原検査を実施した結果、４月２３日に陽性が判明したものです。

１ 所属等

秩父市立病院に勤務する医療職員 ２人

２人とも市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

職員１

４月２０日（水）最終出勤日

４月２１日（木）発熱、ＰＣＲ検査実施

４月２２日（金）ＰＣＲ検査の結果、陽性判明

職員２

４月１８日（月）最終出勤日

４月１９日（火）同居家族の陽性判明

４月２３日（土）抗原検査の結果、陽性判明

３ 市の対応

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。

秩父市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

補助金を活用し、秩父産木材を使用して作

製したエレキギター

Press Release 令和４年４月２７日

（報道関係各位）

秩父地域森林活用等創出支援事業補助金の募集を開始！
森林資源を活かし、秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域１市４町、国、県、林業関係者で

組織する「秩父地域森林林業活性化協議会」

では、森林・林業活性化の推進に共同で取り

組んでおり、森林保全・活用を目的とする将

来性・持続性のある新たなビジネスプランな

どに補助金を交付する「秩父地域森林活用等

創出支援事業補助金」の募集を開始します。

事 業 名 「秩父地域森林活用等創出支援事業補助金」

※平成２４年度から毎年度実施。

補助対象事業 （１）公共施設や民間住宅等での木材利用の推進

（２）新たな森林産業への支援

（３）森林・林業分野における人材育成・雇用への支援

（４）森林・林業に関するイベントへの支援

交付対象者 森林組合、林業事業体、木材関係者、ＮＰＯ法人、住民の組織する団体等

申 請 期 間 令和４年５月９日（月）から６月１７日（金）まで

【next plan/今後の事業展開】

引き続き、森林保全・活用を目的とする事業を支援することにより、秩父地域の森林・林業の活性

化に繋げていきたいと考えています。

秩父地域森林林業活性化協議会事務局（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

Press Release 令和４年４月２７日

（報道関係各位）

じばさん商店にロボット観光大使

「秩父ロボットアンバサダー」が登場

【strong point/ここが言いたい！】

（一社）秩父地域おもてなし観光公社は、秩父地場産センター１階の「じばさん商店」にて秩父地

域のお土産を提案する「ロボットアンバサダー」の実証実験を行うことを決定しました。

この実証実験は、経済産業省 関東経済産業局の取組である地域の魅力・特徴とデジタルソリュー

ションを有する企業とのマッチング事業(※)において、パートナーズ企業となった「Senxeed

Robotics 株式会社」の協力で実施します。

※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） 運営：eiicon company

■ロボット観光大使「秩父ロボットアンバサダー」のコンセプト

「ロボットが秩父地域の特産を案内してくれる！」

じばさん商店内を移動しながら、おすすめの商品を

案内することで秩父の魅力を知ってもらい、物産の販売

につなげます。

■予定しているコンテンツ

・ガイドツアー：ロボットが店内を移動しつつ、画像、動画、

音声を使って秩父の物産を紹介し、拡販につなげます。

・お勧めのお土産：ロボットとの対話形式で、お勧めの

お土産を紹介し、販売増につなげます。

・お土産ランキング：お土産の売上ランキングを確認

できる機能です。

・ダンス：時間設定により定期的にダンスを披露して

見ている人を楽しませてくれます。

■ロボットの利用開始日 令和４年５月１９日(木)より半年間の予定

【next plan/今後の事業展開】

じばさん商店の販促活動に応じて案内する内容を追加・変更し、地域住民や観光客に愛されるロボ

ットになることを目指していきます。

一般財団法人秩父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



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年４月２７日

（報道関係各位）

土砂たい積１１０番開設！！

～秩父市は違法な埋め土を許しません～

【strong point/ここが言いたい！】

土砂たい積１１０番を開設します。

昨年 7月、静岡県熱海市で２７人の死者・行方不明

者を出した土石流災害は記憶に新しいところですが、

違法な残土投棄は、往々にして崩落等を誘発すること

もあり、安全安心を確保するという観点からも決して

放置することはできません。

農地や山林の場合には、農地保全や林地保全の観点

から、農地法、森林法の厳格な規制も適用されます。

加えて、違法な残土には、どのような有害物質が混入しているかも分からず、そこから有害物質を

含んだ水が湧出して、河川水を汚染する懸念もあります。

違法な埋め土を見つけたら、秩父市役所環境部生活衛生課（２５－５２０２〈直通〉）までお電

話ください。（休日・祝日は、２２－２２１１〈秩父市役所警備員室〉）

※通報者の秘密は守られますので、安心して情報をお寄せください。

【next plan/今後の事業展開】

～ 今後、秩父市は以下の５点に取組みます。～

① 市条例の改正および適正な執行(土砂等のたい積の規制に関する条例)

② 県関係機関との密接連携 (違反事案に対しスピード感を持った是正指導)

③ 刑事告発を含め、警察との連携 (違反事案の記者発表および氏名の公表)

④ 執行体制の確保 (専門的知見を持った弁護士との連携)

⑤ 過去の悪質事案への厳正な対応 (県および警察関係機関との連携)

環境部生活衛生課

担当者：田島・熊木

☎０４９４－２５－５２０２

FAX：０４９４－２２－２３０９



昨年 7月、静岡県熱海市で 27人の死者・行方不明者を出した土石流災害
は記憶に新しいところですが、違法な残土投棄は、往々にして崩落等を誘発
することもあり、安全安心を確保するという観点からも決して放置すること
はできません。
農地や山林の場合には、農地保全や林地保全の観点から、農地法、森林法
の厳格な規制も適用されます。加えて、違法な残土には、どのような有害物
質が混入しているかも分からず、そこから有害物質を含んだ水が湧出して、
河川水を汚染する懸念もあります。

秩父市では昨年９月から、監視強化パトロールを実施中です!!

～ 今後、秩父市は以下の５点に取組みます。～

① 市条例の改正及び適正な執行(土砂等のたい積の規制に関する条例)

② 県関係機関との密接連携 (違反事案に対しスピード感を持った是正指導)

③ 刑事告発を含め、警察との連携 (違反事案の記者発表及び氏名の公表)

④ 執行体制の確保 (専門的知見を持った弁護士との連携)

【担当】

秩父市役所 環境部 生活衛生課

☎22－2211(代表) 内線 2131

⑤ 過去の悪質事案への厳正な対応 (県及び警察関係機関との連携)

回覧

～埋め土を行う前にご相談ください～
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秩父市立中学校生徒の新型コロナウイルス感染について

令和４年４月２８日に、秩父市立中学校の生徒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。当該学級において複数の陽性者が確認されたため、４月２９日（金）から５月３日（火）

まで学級閉鎖とします。

１ 学校の区分

秩父市立中学校の生徒

２ 症状、経過

生徒①

咽頭痛

４月２８日（木）咽頭痛により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

生徒②

発熱

４月２８日（木）発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

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。

※生徒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：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４
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ウクライナからの避難民受け入れを表明します
ウクライナ避難民への人道支援募金に加え、さらなる支援を行います

【strong point/ここが言いたい！】

ウクライナでは多くの子どもたちを含む民間人の犠牲者や国外への避難を余儀なくされる方な

ど、深刻な人道危機に直面しています。

秩父市では、ウクライナの平和を訴える懸垂幕等を掲出し、また、ふるさと納税制度を活用して、

ウクライナへの人道支援寄付金を募集するほか、本庁舎および歴史文化伝承館には募金箱を設置し

て寄付金を受け入れています。

秩父市では、ウクライナ避難民へのさらなる支援を行うため、本日、出入国在留管理庁へウクラ

イナからの避難民を受け入れる表明をいたしました。

受け入れ体制等

① 総合調整は、市長室各課で担当し、当事者の支援窓口は、市民部市民生活課で担当します。

② ウクライナからの避難民の住居は、市営住宅の空き部屋を活用します。

③ 当面の生活に必要な物資の支給、生活全般の支援、子どもの就学（園）のための支援、職業

紹介等の具体的な支援内容については、国および県と連携し、所管課において検討を進めます。

市民部市民生活課

担当者：手島

☎０４９４－２６－１１３３

FAX：０４９４－２６－１１３２


