
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月２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２７日、市会計年度任用職員がＰＣＲ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

福祉部所管公立児童厚生施設の職員１人

２ 経過、勤務状況等

４月１９日（水）最終出勤日

４月２０日（木）以降、出勤していない

４月２７日 (水）抗原検査の結果、陽性

３ 市の対応

現時点では施設の閉鎖および利用制限は実施しません。

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。

福祉部子育て支援課

担当者：新井

☎ ：０４９４－２６－６５３５

FAX：０４９４－２６－６３０７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月６日

（報道関係各位）

芝桜期間中およびゴールデンウィーク期間の

入込観光客について

１．内 容

◆芝桜期間中の入込観光客数 ２１１，２３４人 昨年比約２１．６％増◆

芝桜の丘 観光客数推移

◆ゴールデンウィーク期間の入込観光客数 １０６，００２人◆

令和４年ゴールデンウィーク期間（4/29～5/5 の７日間）における、芝桜の丘の

入込観光客数は、１０６，００２人で、昨年比約５４．２％の増でありました。

【参考】 平成２４年度 約３１万人 311,647 人（９日間）

平成２５年度 約４１万人 407,186 人（１０日間）

平成２６年度 約３７万人 370,863 人（１１日間）

平成２７年度 約４９万人 487,804 人（１２日間）

年 度 観 光 客 数 期 間 日数

平成１４年度 約６０，０００人 4/27～5/6 １０

平成１５年度 ６３１，８６２人 4/12～5/11 ３０

平成１６年度 ９８４，１７０人 4/3～5/9 ３７

平成１７年度 ８７０，４８３人 4/2～5/10 ３９

平成１８年度 １，０１０，１００人 4/1～5/10 ４０

平成１９年度 １，０２１，５００人 4/1～5/9 ３９

平成２０年度 ８７２，１９６人 4/1～5/8 ３８

平成２１年度 ８１０，２６０人 4/1～5/10 ４０

平成２２年度 ７７０，７７２人 4/1～5/9 ３９

平成２３年度 ５１０，７０３人 4/2～5/8 ３７

平成２４年度 ５２１，２５０人 4/6～5/13 ３７

平成２５年度 ５７５，２２２人 4/5～5/6 ３２

平成２６年度 ５０４，９７２人 4/11～5/6 ２６

平成２７年度 ５８１，４１１人 4/15～5/6 ２２

平成２８年度 ５２４，５８１人 4/15～5/8 ２４

平成２９年度 ５５５，６６３人 4/14～5/7 ２４

平成３０年度 ３７４，４３１人 4/13～5/6 ２４

平成３１年度 ４４２，９５５人 4/12～5/6 ２５

令和２年度 － － －

令和３年度 １７３，６５０人 4/16～5/5 ２０

令和４年度 ２１１，２３４人 4/15～5/5 ２１



平成２８年度 約３８万人 383,026 人（１０日間）

平成２９年度 約４２万人 415,853 人（９日間）

平成３０年度 約１９万人 194,693 人（９日間）

平成３１年度（令和元年度） 約３１万人 316,741 人（１０日間）

令和３年度 約７万人 68,726 人（１０日間）

２．増加の要因

一昨年、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により芝桜の丘を閉鎖、昨年は感染

予防対策を行い２年ぶりに開園しましたが、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言に

よる外出自粛が影響し、平成３１年度（令和元年度）の入込観光客数と比較するとマ

イナス６０．８％と大幅な減少となりました。

今回は、３年ぶりに行動制限のないＧＷとなり人出も増加したため、期間中（４月

２９日～５月５日）の観光客数は１０６，００２人で、昨年度比３７，２７６人増

（＋５４．２％）となりました。芝桜の開花や雑草の伸び具合に影響する降雨日数が、

今年度は昨年度に比べ倍近くとなり、花の状態を鑑み有料期間を４月３０日（土）で

終了しました。曇りの日も多かったので好天が続けば入込観光客数もより増加したので

はと考えております。

３．その他

今年度も、ＧＷ中の羊山公園内車両進入規制や臨時駐車場の開設およびシャトルバ

スの運行を中止しましたが、予想以上の混雑は見られず終了することができました。

また、「秩父路の特産市」を３年ぶりに開催したことにより、お越しいただいた皆さ

んに芝桜と併せて楽しんでいただけたと思っております。

鉄道来園者の増加による交通渋滞の緩和策として「電車で芝桜に行こうキャンペーン

！」を今回初めて行いましたが、その目的に対する詳細な検証を行い、今後のコロナ対

策・渋滞緩和策に活かしてまいります。

産業観光部観光課

担当者：江田、山越

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月１０日

（報道関係各位）

市議会５月臨時会の招集・議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 ５月２０日（金）午前１０時 開会

２ 場 所 秩父市役所 ４階 議場

３ 内 容 地方自治法第１０２条第３項の規定により、秩父市議会臨時会を令和４年５月

２０日午前１０時、秩父市役所に招集する。

本市議会臨時会に付議する議案は、専決処分、工事請負契約の締結、人事案件

の計７件である。

４ 特記事項 （１）付議する事件 ７件

①専決処分 ２件

②工事請負契約の締結 ２件

③監査委員の選任 １件

④固定資産評価員の選任 １件

⑤副市長の選任 １件

総務部総務課

担当者：乾

☎０４９４－２２－２２５１

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩 父 市 議 会 ５ 月 臨 時 会 （ 内 容 一 覧 ）

会 期 ５月２０日（金）予定

議 案 専決処分 ２件 工事請負契約の締結 ２件 人事案件 ３件 計 ７件

議案第４０号 専決処分について（秩父市税条例の一部を改正する条例）

【地方税法の一部改正に伴う所要の改正】

議案第４１号 専決処分について（秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例）

【地方税法の一部改正に伴う所要の改正】

議案第４２号 工事請負契約の締結について

【高篠中学校校舎大規模改造工事】

議案第４３号 工事請負契約の締結について

【影森中学校教室棟大規模改造工事】

議案第４４号 秩父市監査委員の選任について

【任期満了に伴う監査委員の選任】

議案第４５号 秩父市固定資産評価員の選任について

【人事異動に伴う固定資産評価員の選任】

議案第４６号 秩父市副市長の選任について

【副市長の選任】



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月１３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５月１３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、抗

原検査を実施した結果、５月１３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

５月１０日（火）最終出勤日

５月１１日（水）同居家族の陽性判明

５月１３日（金）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

Press Release 令和４年５月１８日

（報道関係各位）

第一生命保険株式会社との間で包括連携協定を締結します

秩父市と第一生命保険株式会社は、相互の連携を強化し、地域一層の活性化及び市民サービスの

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 ５月２５日（水）午後２時３０分～（受付：午後２時１５分～）

（２）場所 秩父市役所本庁舎３階 庁議室

（３）出席者

① 第一生命保険株式会社 川口 憲 様（熊谷支社長）

磯部 圭二 様（秩父営業オフィス オフィス長）

河内 喜久江 様（秩父営業オフィス 生涯設計デザイナー）

② 秩父市関係者 市長、市長室長、市長室次長、その他関係職員

２ 協定の概要

（１）協定の締結先

第一生命保険株式会社

（２）連携事項等

①健康増進に関すること。

②高齢者支援に関すること。

③防犯に関すること。

④女性活躍推進に関すること。

⑤青少年育成・教育に関すること。

⑥スポーツ振興に関すること。

⑦市政情報の発信に関すること。

⑧その他地域社会の活性化及び県民・市民サービスの向上に関すること。

健康増進や高齢者の見守り支援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。

市長室総合政策課

担当者：山中

☎０４９４－２２－２８２３ FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月１９日

（報道関係各位）

「秩父ミューズパーク」が第７５回全国植樹祭の

埼玉県の開催候補地として選定されました

第７５回全国植樹祭は、令和７年に６６年ぶりに埼玉県で開催されることが内定しています。

本日、第３回埼玉県準備委員会が開催され、開催候補地として「秩父ミューズパーク」が選定さ

れました。

今後、国土緑化推進機構との調整を経て、１０月以降に正式決定となります。

【第７５回全国植樹祭埼玉県開催秩父地域誘致推進委員会 会長 北堀 篤（秩父市長）コメン

ト】

昨年９月には、「第７５回全国植樹祭埼玉県開催秩父地域誘致推進委員会」を組織して、９月と

１月に、埼玉県準備委員会の委員の皆さまを訪問し誘致活動を行いました。誘致活動には、４町の

町長や新井県議会議員、阿左美県議会議員にも同行いただき、秩父ミューズパークでの開催を強く

ＰＲしてまいりました。今回、その熱意が埼玉県準備委員会に伝わり、高く評価され、秩父ミュー

ズパークを会場に選定いただき大変嬉しく思います。

今後、国土緑化推進機構との調整など、正式決定はこれからですが、全国植樹祭の開催は、秩父

地域の魅力を全国に情報発信できるとともに、人々の生活にとってかけがえのない財産である森林

との共生を進め、先人が守り育ててきた美しい森林を未来に引き継ぐ思いを共有することのできる

絶好の機会であります。

秩父地域一丸となって取り組み、天皇皇后両陛下をはじめ、全国から参加される皆さまを、秩父

のおもてなしの心で温かくお迎えしたいと思います。

引き続き、正式決定に向け、ご支援・ご協力をお願いいたします。

市長室秘書広報課 環境部森づくり課

担当者：浅見 担当者：富田

☎： ０４９４－２２－２２０１ ☎： ０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２４－７２７２ FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月２０日

（報道関係各位）

秩父市副市長の選任について

秩父市議会５月臨時会において、新たな副市長に石関千春氏が選任されました。
いしぜきち は る

任期は、令和４年６月１日から４年間です。

石関千春氏の主な経歴などについては、以下のとおりです。

氏 名 石関 千春(いしぜき ちはる)

住 所 埼玉県熊谷市

生年月日 昭和３１年２月６日（６６歳）

主な経歴

昭和５１年 ３月 群馬工業高等専門学校土木工学科 卒業

昭和５１年 ５月 埼玉県採用（水道建設事務所 技師）

平成 ７年 ４月 行田土木事務所 道路施設治水部 治水課 課長

平成１０年 ４月 本庄土木事務所 道路施設治水部 道路施設第一課 課長

平成１３年 ４月 熊谷土木事務所 主査

平成１４年 ４月 大宮土木事務所 土木主幹

平成１５年 ４月 北本県土整備事務所 土木主幹

平成１６年 ４月 県土整備部 技術管理課 主幹

平成１８年 ４月 熊谷県土整備事務所 技術管理主幹

平成２１年 ４月 県土整備部 県土整備政策課 副課長

平成２２年 ４月 秩父県土整備事務所 副所長

平成２３年 ４月 西関東連絡道路建設事務所 所長

平成２６年 ４月 本庄県土整備事務所 所長

平成２８年 ３月 定年退職

平成２８年 ４月 近畿技術コンサルタンツ㈱

平成３０年 ４月 ㈱日建技術コンサルタント 埼玉事務所

令和 ３年 ８月 ㈱日建技術コンサルタント 埼玉事務所 退職

総務部人事課

担当者：杉田

☎ ：０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月２０日

（報道関係各位）

令和４年度の秩父ミューズパークプールは休園します
今年度夏季の秩父ミューズパークスポーツの森プールは休園します

【strong point/ここが言いたい！】

現在、秩父ミューズパークスポーツの森プールの施設に不具合が発生しております。施設が老朽

化していることもあり、原因の特定には至らなかったため、ご来園者様の安全を考慮し、今年度夏

季のプールは休園させていただきます。

開園を楽しみにしてくださった皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解とご了承を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

地域整備部都市計画課

担当者：帆刈

☎０４９４－２６－６８６７

FAX：０４９４－２６－５９６７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年５月２３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５月２０日、２１日および２２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、５月２４日

（火）から５月２８日（土）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

５月２０日（金）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

５月２１日（土）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

５月２２日（日）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。

※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５月２３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５月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。

当該職員は、咽頭痛等の体調不良により抗原検査を実施した結果、５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 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

５月２０日（金）最終出勤日

５月２２日（日）咽頭痛

５月２３日（月）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

Press Release 令和４年５月２４日

（報道関係各位）

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５月２０日および５月２３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、５月２４日（火）

から５月２８日（土）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

発熱

５月２０日（金）発熱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

５月２３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。

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



秩父市 

Chichibu  City 

Press Release                         令和４年５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５月２１日および５月２４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、５月２５日（水）

から５月２９日（日）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 

５月２１日（土）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 

  ５月２４日（火）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５月２６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５月２６日、２人の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２人とも、発熱等の体調不良により抗原検査を実施した結果、５月２６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

１人は市内在住、１人は郡市内在住（通勤は２人とも自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

職員１

５月２６日（木）最終出勤日、発熱・咽頭痛、抗原検査実施、陽性判明

職員２

５月２５日（水）最終出勤日、発熱

５月２６日（木）抗原検査実施、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

Press Release 令和４年５月２７日

（報道関係各位）

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について

昨日、情報提供しました市職員（医療職員）２人の感染を受けて、同病棟職員および入院患者様

に対し抗原検査を実施したところ、新たに医療職員３人および入院患者様５人の新型コロナウイル

ス感染症の陽性を確認いたしました。

１ 所属等

秩父市立病院に勤務する医療職員 ３人

市内在住（通勤は３人とも自家用車を使用）

入院中の患者様 ５人

２ 陽性確認日 ５月２６日

３ 市の対応

当院では、この感染に関し保健所に報告し対応を協議いたしました。

当該病棟の患者様や職員に対しては検査を実施し、経過観察をしております。

また、外来および病棟の診察については、通常どおり実施する予定でおります。

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を

頂きますようお願い申し上げます。

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

Press Release 令和４年５月３０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５月２８日および５月３０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、５月３１日（火）

から６月４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

５月２８日（土）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

５月３０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５月３０日

（報道関係各位）

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について

５月２７日に情報提供しました市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生につきまし

ては、その後の検査の結果、新たに医療職員１人および入院されている患者様１人の新型コロナウ

イルス感染症の陽性を確認いたしました。

１ 所属等

①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入院中の患者様 １人

２ 陽性確認日 ５月２８日

３ 市の対応

市立病院では、この感染に関し保健所に報告し対応を協議いたしました。

引き続き、感染拡大防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に対し検査を実施し、経

過観察をしてまいります。

外来および病棟の診療については、現在のところ通常どおり実施しております。

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。

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

Press Release 令和４年５月３１日

（報道関係各位）

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について

５月２７日および３０日に情報提供しました市立病院における新型コロナウイルス感染症の発

生につきましては、その後の検査の結果、新たに医療職員１人および入院されている患者様１人の

新型コロナウイルス感染症の陽性を確認いたしました。

１ 所属等

①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入院中の患者様 １人

２ 陽性確認日 令和４年５月３１日

３ 市の対応

市立病院では、この感染に関し保健所に報告し対応を協議いたしました。

引き続き、感染拡大防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に対し検査を実施し、経

過観察をしてまいります。

外来および病棟の診療については、現在のところ通常どおり実施しております。

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。

秩父市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０


