
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月１日

（報道関係各位）

脅迫メールについて

令和４年６月３０日（木）午後７時３０分ごろ、市公式ホームページへ下記のとおりメールがあ

りました。

１ メールの概要

「７月５日に市内で登下校中の幼稚園児および女子学生３３４人を誘拐する」

「市内小中学校から濃硫酸および濃硝酸、濃塩酸を盗んだ上で市役所および市内を走る公共交通に

ぶちまける」

「市の施設の水タンクに過酸化水素水を突っ込んでおいた」

２ 市の対応

秩父警察署に通報し、関係機関には情報提供をしています。７月５日にかけて、市でも注意喚起・

点検等を行っていきます。

総務部危機管理課

担当者：井上

☎０４９４－２２－２２０６

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月５日

（報道関係各位）

令和４年度 秩父川瀬祭について

【strong point/ここが言いたい！】

７月１９日（火）・２０日（水）に予定している秩父神社夏季大祭「秩父川瀬祭」につきまして、

開催内容等がおおむね決定しましたのでお知らせいたします。

記

【秩父神社 神事】

・夏祭奉行祈願祭・天王柱立て神事は、密を避けるため１８日午後、関係者のみで執り行う

（午後２時～）

・神輿渡御、神輿洗いの儀式は、熱中症予防も兼ねて２０日午前に執り行う

（午前１０時出発）

【笠鉾・屋台の曳行について】

・八町会すべての笠鉾・屋台が曳行を予定

・交通規制は会場となる道路（市街地）で１９日・２０日に行う（添付の交通規制図を参照く

ださい）

【その他】

・花火については、１９日（火）１９時３０分ころから１０分程度打ち上げを予定（羊山公園）

・無料臨時駐車場として、宮地グラウンド（第一小）を開設予定

・交通規制に伴い、露店の出店を予定

※詳細については下記あてお問い合わせください。

○秩父神社

☎０４９４－２２－０２６２

○夏祭り対策協議会（秩父市役所観光課内）

☎０４９４－２５－５２０９
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　【臨時駐車場の利用時間】
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歴史文化伝承館１階
夏祭り対策協議会（市観光課）
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　　■道路規制中に車両の通行及び横断は出来ません。
　　　（ただし、番場通り・東町通り・川瀬通りの指定箇所を除く）

　　■交通規制時間外や交通規制エリア外も笠鉾・屋台の
    　曳き廻しが行われる場合があります。
　　　迂回等のご協力をお願いいたします。
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秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月６日

（報道関係各位）

１０月３日からコンビニ交付サービスを開始予定

【strong point/ここが言いたい！】

マイナンバーカードを利用した住民票の写し等証明書のコンビニ交付を１０月３日から開始す

る予定です。

秩父郡内では、小鹿野町に続き２団体目となります。

【利用できる店舗】

全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどマルチコピー機設置店舗

【利用時間】

6:30～23:00（年末年始、システム停止日除く）

【取得できる証明書】

【必要なもの】

マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書が搭載されたもの）

【注意事項】

・住民基本台帳カード、通知カード、印鑑登録証ではコンビニ交付は利用できません。

・４桁の暗証番号を連続で３回間違えるとロックがかかり利用できなくなります。その場合、市役

所または各総合支所で暗証番号ロック解除の手続きが必要となります。

・マイナンバー入り住民票、住民票の除票、発行制限を受けている方の住民票など、取得できない

住民票もあります。

※サービス開始までの間、内容に変更が生じる可能性があります。

市民部市民課

担当者：髙岸

☎０４９４－２２－５３４８

FAX：０４９４－２３－４２４８

証明書の種類 取得できる方 手数料

住民票の写し 本人または同一世帯の方

印鑑登録証明書 本人

150円



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月６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７月６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抗原検査を実施した結果、７月６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（通勤は徒歩）

２ 症状、経過、勤務状況等

７月 ６日（水曜日）最終出勤日、発熱、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

西武線沿線サミットロゴマーク

Press Release 令和４年 ７月 ６日

（報道関係各位）

西武線沿線サミット１０周年記念イベント in ベルーナドーム

を実施します！

【strong point/ここが言いたい！】

西武線沿線サミットは、秩父市・豊島区・所沢市・

飯能市・横瀬町の５自治体に西武鉄道を加えて構成さ

れた組織となっています。自治体間の連携を深め、イ

ンバウンドを含めた観光事業の推進、経済活動の活性

化および文化交流を図るとともに地域の魅力を発信

することを目的として、これまでさまざまな企画を行

ってまいりました。

発足１０周年を迎えたことを記念して、PR イベント

を実施します。

日 時：７月１３日（水）午後４時～午後９時（予定）

プロ野球公式戦【埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ】で実施

場 所：ベルーナドーム（西武ドーム）

（埼玉県所沢市上山口２１３５）

PR イベント内容：①セレモニアルピッチ（秩父市長・豊島区長・所沢市長・飯能市長・横瀬町長の５

名による始球式が行われます）

②自治体ＰＲ

・メインゲートにて試合にご来場された方に紙うちわを配布します

（先着１万名様）

※紙うちわには、５つのまちの特産品が当たるプレゼントの案内が記載されて

います

・特設ブースにて１０周年を記念したオリジナルバックに各自治体のパンフレッ

トを同封してお渡しします（先着１，０００名様）

・各自治体のマスコットが特設ブースでお迎えします

市長室総合政策課

担当者：江藤

☎０４９４－２２－２８２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７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

令和４年７月１０日および７月１１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、７月１２日（火）

から７月１６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

７月１０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

７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。

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７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７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、７月１１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

市内在住（自家用車で通勤）

２ 症状、経過、勤務状況等

７月８日（金） 最終出勤日

７月１１日（月） のどの痛みを発症し、医療機関を受診

７月１１日（月） 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７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７月１０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、体調不良により医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を実施した結果、７月１０日に陽性

が判明したものです。

１ 所属等

市民部に勤務する事務職員 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

７月８日（金）最終出勤日

７月９日（土）発熱、医療機関受診、ＰＣＲ検査を実施

７月１０日（日）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。

市民部

担当者：市民部長 中山

☎０４９４－２２－５３４２

FAX：０４９４－２３－４２４８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７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７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、抗

原検査を実施した結果、７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

７月７日（木）最終出勤日、同居家族の陽性判明

７月１０日（日）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７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７月１１日および７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。当該学級において複数の陽性者が確認されたため、７月１３日（水）

から７月１７日（日）まで学級閉鎖とします。また、当該学年で複数の学級が学級閉鎖となったた

め、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

７月１１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②

発熱

７月１２日（火）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７月１３日

（報道関係各位）

脅迫メールについて

令和４年７月１３日（水）午後１時１５分ごろ、市公式ホームページへ下記のとおりメールがあ

りました。

１ メールの概要

「『ご注文はうさぎですか？展』の中止を求める」

「中止にならなければ、７月１６日に市内の子供３３４人を誘拐し爆弾を仕掛け、市中の人が集ま

りそうな場所に特攻させる」

「役所と施設に自動ホスゲン散布機を設置しておいた」

２ 市の対応

同名の展覧会が名古屋市内で行われる予定となっておりますが、秩父市での実施の予定はありま

せん。同様のメールは、県内の複数の自治体にも送信されています。

秩父警察署に情報提供をしています。

市でも注意喚起を行っていきます。

総務部危機管理課

担当者：井上

☎０４９４－２２－２２０６

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月１４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

７月１３日および７月１４日に２つの中学校において、それぞれ複数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

秩父市立中学校の生徒

２ 学校の対応

(１)学校Ａ

１つの学級で学級閉鎖【７月１４日（木）から７月１８日（月）】

(２)学校Ｂ

１つの学年で学年閉鎖【７月１５日（金）から７月１８日（月）】

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７月１４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７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。

当該職員のうち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、ＰＣＲ検査を実施した結果、７月１４日に陽性が判明、１人は発熱等の体調不良により抗

原検査を実施した結果、７月１４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、事務職員１人

２人とも秩父郡市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 症状、経過、勤務状況等

職員１

７月１２日（火）最終出勤日、同居家族の陽性判明

７月１３日（水）咽頭痛

７月１４日（木）ＰＣＲ検査の結果、陽性判明

職員２

７月１３日（水）最終出勤日、発熱等

７月１４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：事務局次長 石野

☎ ：０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月１５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７月１４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、７月１６日（土）から７月２０日

（水）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

７月１４日（木）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

７月１４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。

※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７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７月１５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、７月１５日

に陽性が判明したものです。

１ 所属等

環境部に勤務する事務職員 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

７月１３日（水）最終勤務日、発熱

７月１４日（木）自宅療養

７月１５日（金）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。

環境部

担当者：大森

☎０４９４－２２－３５６２

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月１５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７月１５日、市会計年度任用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、７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

７月１３日（水）最終出勤日

７月１４日 (木）以降、出勤していない

７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７月１９日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 １２人

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 環境部に勤務する職員 ７月１４日 家族に感染

者あり

７月１８日 環境部

部長 大森

☎0494-22-3562

FAX:0494-22-2309

２ 市民部に勤務する職員 ７月１４日 体調不良 ７月１９日 市民部

部長 中山

☎0494-22-5342

FAX:0494-23-4248

３ 福祉部に勤務する会計年度任

用職員

７月８日 発熱 ７月１５日 福祉部

部長 田端

☎0494-25-5203

FAX:0494-27-7336

４ 福祉部に勤務する職員 ７月１４日 発熱 ７月１６日

５ 福祉部所管公立保育施設の職

員

７月１５日 発熱 ７月１６日

※児童６人の

感染も確認さ

れています。

６ 福祉部所管公立保育施設の職

員

７月１５日 発熱 ７月１７日

７ 保健医療部に勤務する医療職

員

７月１５日 発熱等 ７月１８日 保健医療部

部長 森下

☎0494-26-1130

FAX:0494-22-5338

８ 荒川総合支所に勤務する職員 ７月１５日 発熱・家族に

感染者あり

７月１５日 荒川総合支所

総合支所長 中村

☎0494-54-2111

FAX:0494-54-2334

９ 市立病院に勤務する医療職員 ７月１５日 発熱 ７月１８日 市立病院

事務局長 坂本

☎0494-23-0611

FAX:0494-23-0650

10 大滝国民健康保険診療所に勤

務する会計年度任用職員

７月１５日 発熱・家族に

感染者あり

７月１８日



２ 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。

11 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月１４日 頭痛等 ７月１７日 教育委員会事務局

事務局長 笠原

☎0494-25-5228

FAX:0494-23-9294
12 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月１５日 発熱等 ７月１７日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月１９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７月１４日および７月１５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。当該学年において複数の陽性者が確認されたため、７月１９日（火）

を学年閉鎖とします。

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

７月１４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。

生徒②

発熱

７月１４日（木）発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果、翌１５日（金）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７月２０日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ２人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 秩父市教育委員会に勤務する

事務職員

７月１７日 発熱 ７月１９日
教育委員会

担当者：事務局長 笠原

☎0494－25－5228

FAX：0494－23－9294２ ７月１９日 発熱 ７月２０日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月２１日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ５人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１

財務部に勤務する事務職員 ７月２０日 発熱・喉の痛

み

７月２１日 財務部

担当者：財務部長 島田

☎0494－25－5238

FAX：0494－22－2534

２
福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２０日 体調不良 ７月２０日

福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336

３
福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２０日 無症状 ７月２０日

４
福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月１５日 発熱 ７月２１日

５

市立病院に勤務する会計年度

任用職員

７月１５日 無症状

家族が陽性

７月２１日 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７月２２日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ４人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 市立病院に勤務する医療職員 ７月１５日 発熱、咽頭痛 ７月２１日
秩父市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎ ：0494－23－0611

FAX：0494－23－0650

２ 市立病院に勤務する医療職員 ７月２２日 発熱 ７月２２日

３ 市長室に勤務する事務職員 ７月１９日 発熱、喉の痛

み、頭痛

７月２２日
市長室

担当者：市長室長 髙橋

☎ ：0494－22－2202

FAX：0494－24－7272

４ 市長室に勤務する事務職員 ７月２１日 発熱、咳、鼻

水

７月２２日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月２５日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ３人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 財務部に勤務する事務職員 ７月２２日 発熱・喉の痛

み・体調不良

７月２３日 財務部

担当者：財務部長 島田

☎0494－25－5238

FAX：0494－22－2534

２ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２１日 喉の痛み ７月２３日 福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336
３ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２２日 発熱・喉の痛

み

７月２４日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月２５日

（報道関係各位）

脅迫メールについて

令和４年７月２４日（日）午後９時３５分ごろ、市公式ホームページへ下記のとおりメールがあ

りました。

なお、差出人の氏名は７月１日、７月１３日に発表した「脅迫メールについて」の差出人と同一

のものです。

１ メールの概要

「９日２７日に開催される安倍晋三元総理の国葬を中止するよう求める」

「中止にならなければ、全国の子供を誘拐し爆弾を仕掛け、人が集まりそうな場所に特攻させる」

「役所と施設に自動ホスゲン散布機を設置しておく」

２ 市の対応

秩父警察署に情報提供をしています。

市でも注意喚起を行っていきます。

総務部危機管理課

担当者：井上

☎０４９４－２２－２２０６

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月２６日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ２人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 福祉部所管児童厚生施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２２日 咳・頭痛・倦

怠感

家族陽性有

７月２６日 福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336

２ 市立病院に勤務する医療職員 ７月２１日 家族が陽性

咽頭痛、発熱

７月２６日 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７月２７日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ４人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 市民部に勤務する事務職員 ７月２１日 発熱・喉の痛

み

７月２６日

市民部

担当者：市民部長 中山

☎0494－22－5342

FAX：0494－23－4248２ 市民部に勤務する事務職員 ７月２２日 発熱 ７月２７日

３ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２６日 悪寒・発熱 ７月２６日 福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336

４ 市立病院に勤務する医療職員 ７月２４日 家族が陽性

咽頭痛

７月２７日 市立病院

担当者：事務局次長石野

☎0494－23－0611

FAX：0494－23－0650



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月２８日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 ４人

２ 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。

職員 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 市長室に勤務する事務職員 ７月２６日 無症状 ７月２８日 市長室

担当者：市長室長 髙橋

☎0494－22－2202

FAX：0494－24－7272

２ 保健医療部に勤務する事務職

員

７月２６日 喉の痛み、倦

怠感

７月２７日 保健医療部

担当者：保健医療部長

森下

☎0494－26－1130

FAX：0494－23－4248

３ 大滝総合支所に勤務する事務

職員

７月２７日 発熱、喉の痛

み

７月２８日 大滝総合支所

担当者：支所長 山中

☎0494－55－0101

FAX：0494－55－0172

４ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２７日 発熱 ７月２８日 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７月２９日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 １０人

２ 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。

陽性者 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 環境部に勤務する事務職員 ７月２６日 無症状 ７月２８日 環境部

担当者：環境部長 大森

☎0494－22－3562

FAX：0494－22－2309

２ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２６日 発熱 ７月２９日

福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336

３ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２６日 発熱 ７月２９日

４ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２８日 頭痛等 ７月２９日

５ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２８日 発熱 ７月２９日

６ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月２６日 発熱・喉の痛

み

７月２７日

教育委員会

担当者：事務局長 笠原

☎0494－25－5228

FAX：0494－23－9294

７ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月１６日 発熱 ７月２８日

８ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月１９日 喉の痛み ７月２８日

９ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月２１日 発熱・喉の痛

み

７月２８日

10 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月２７日 喉の痛み ７月２８日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年７月２９日

（報道関係各位）

市職員等の新型コロナウイルスの感染について

本日、下表のとおり、市職員等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。

１ 新型コロナウイルス感染者 １０人

２ 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。

陽性者 最終出勤日 症状等 陽性判明日 問い合わせ先・担当者

１ 環境部に勤務する事務職員 ７月２６日 無症状 ７月２８日 環境部

担当者：環境部長 大森

☎0494－22－3562

FAX：0494－22－2309

２ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２６日 発熱 ７月２９日

福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336

３ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する職員

７月２６日 発熱 ７月２９日

４ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２８日 頭痛等 ７月２９日

５ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

７月２８日 発熱 ７月２９日

６ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月２６日 発熱・喉の痛

み

７月２７日

教育委員会

担当者：事務局長 笠原

☎0494－25－5228

FAX：0494－23－9294

７ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月１６日 発熱 ７月２８日

８ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月１９日 喉の痛み ７月２８日

９ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月２１日 発熱・喉の痛

み

７月２８日

10 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

７月２７日 喉の痛み ７月２８日



秩父市

Chichibu City

■昨年度の様子（施工者表彰）

Press Release 令和４年７月２９日

（報道関係各位）

優秀建設工事の表彰
秩父市で発注した建設工事を対象に優秀な成績で完成した

建設業者および現場代理人等を表彰します

【strong point/ここが言いたい！】

令和３年度に完成した工事のうち６８件を対象に

審査委員会が厳正な審査を行い、施工者８社、現場

代理人２人の被表彰者を選定しました。

■開催日時 ８月２２日（月） 午後２時

■会 場 秩父市役所本庁舎４階 第１・第２委員会室

■主 催 者 秩父市

■被表彰者 施工者 ８社（優秀賞４件、奨励賞５件）

現場代理人 ２人（優秀賞２件）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、表彰式を見合わせる場合があります。

【next plan/今後の事業展開】

市内建設業者の技術力及び施工意欲の向上を図り、公共工事の適正な施工や品質の確保に資する

ことを目的として今後も実施していくことを考えています。

総務部工事検査課

担当者：豊田

☎０４９４－２５－５２１５

FAX：０４９４－２２－１３６３



令和４年度 

秩父市優秀建設工事施工者表彰　受賞者一覧

【優秀賞】

名　　　　　称 代　表　者

影森中学校管理教室棟大規模改造工事
守屋八潮・黒沢特定建設工事共同企業体
（守屋八潮建設 株式会社）

代表取締役　山口　浩人

市立病院南館２階東側屋上防水工事 株式会社 高橋組 秩父本店 代表取締役　髙橋　崇剛

荒川西小学校校舎大規模改造工事
高橋・有隣特定建設工事共同企業体
（株式会社 高橋組 秩父本店）

代表取締役　髙橋　崇剛

柳大橋補修工事 株式会社 山口組 代表取締役　山口　能弘

【奨励賞】

名　　　　　称 代　表　者

影森中学校管理教室棟大規模改造工事
守屋八潮・黒沢特定建設工事共同企業体
（株式会社 黒沢工務店）

代表取締役　黒沢　剛

荒川西小学校校舎大規模改造工事
高橋・有隣特定建設工事共同企業体
（有隣興業 株式会社）

代表取締役　島田　泰弘

原谷５５号線道路改築工事 昭和工業 株式会社 代表取締役　栗原　創

幹線５１号線道路改築工事 株式会社 ＨＡＮＡＳＵＩ 代表取締役　花田　幸一

平和橋補修工事 株式会社 斎藤組 代表取締役　齊藤　公志郎

令和４年度 

秩父市優秀建設工事現場代理人等表彰　受賞者一覧

【優秀賞】

名　　　称 現場代理人等　氏名

荒川西小学校校舎大規模改造工事
高橋・有隣特定建設工事共同企業体
（株式会社 高橋組 秩父本店）

現場代理人　 髙野　昌之

久那橋補修工事 株式会社 山口組 現場代理人　 大澤　秀樹

受　　注　　者

受　　注　　者

受　　注　　者

工　　事　　名

工　　事　　名

工　事　名



秩父市

Chichibu City

（参考）岡橋氏による作業道開設指導

の様子（大滝栃本市有林にて）

Press Release 令和４年７月２９日

（報道関係各位）

秩父地域自伐型林業フォーラム・研修を開催します！

秩父地域森林林業活性化協議会では、地域活性化の切り札として、小型機械を使い山にかかる負

荷を小さく抑え、環境を保全しながらも経済的に自立することを目指す「自伐型林業」の普及を推

進しています。その取り組みとして、下記のとおり秩父地域自伐型林業フォーラム、研修を NPO

法人自伐型林業推進協会の協力のもと開催します。

【strong point/ここが言いたい！】

１ 秩父地域自伐型林業フォーラム

（１）日 時

８月２７日（土）午後１時～午後３時３０分

（２）場 所

秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ

（３）内 容

①講演「小さな林業の大きな可能性～地方創生と土砂

災害防止のカギ「『自伐型林業』」

中嶋建造（NPO 法人自伐型林業推進協会 代表理事）

②事例紹介

岡橋清隆（自伐協講師）、滝川景伍（高知県佐川町自伐型林業者）

③パネルディスカッション

２ 秩父地域自伐型林業体験研修

（１）日時、場所、内容

①チェーンソー研修（チェーンソーの取扱を学ぶ）

９月２３～２５日、影森公民館（秩父市下影森）

②伐倒・搬出研修（木の選木・伐倒・造材・搬出の仕方を学ぶ）

１０月８～９日 埼玉県民の森（横瀬町芦ヶ久保）

③作業道研修（壊れにくい作業道の開設方法を学ぶ）

１０月２２～２３日 埼玉県民の森（横瀬町芦ヶ久保）

【next plan/今後の事業展開】

今後も自伐型林業者を育成・支援し、地域活性化、林業担い手確保を図ってまいります。

秩父地域森林林業活性化協議会事務局（秩父市環境部森づくり課）

担当者：牧野

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



～地域の豊かな森林を活かし地域のなりわいを創る～
主催　秩父地域森林林業活性化協議会
協力（委託先）　NPO法人 自伐型林業推進協会

「自伐型林業」とは、適正な規模の限られた森林の経営や管理・手入れ・伐採を自ら行う自立・
自営の林業で、小型機械を使い山にかかる負荷を小さく抑え、環境を保全しながらも経済的に
も自立することを目指しています。

秩父地域の約８割を占める豊富な森林を有効活用し、「地域のなりわい」を創出し、地域の元気
をとりもどすための手段として、「自伐型林業」を一緒に考えてみませんか？

日時 2022年8月27日（土） 入場無料
13:00～15:30 （12:30開場） 事前申込 ・ 先着順

会場 秩父宮記念市民会館  （秩父市熊木町8-15）

大ホールフォレスタ1F
定員200名

話題提供 中嶋 健造　NPO法人 自伐型林業推進協会 代表理事

小さな林業の大きな可能性～地方創生と土砂災害防止のカギ『自伐型林業』

高知県いの町在住。NPO法人自伐型林業推進協会代表理事。山の現場で自伐型林業に驚き興味を持

ち、自伐型林業こそが地域に根ざした環境共生型林業であることを確信し、「自伐型林業＋シンプルな
バイオマス利用＋地域通貨」を組み合わせた「土佐の森方式」を確立。真の森林・林業再生、中山間地
域再生、地域への人口還流等のために、自伐型林業及び土佐の森方式の全国普及にまい進中。

事例紹介 岡橋 清隆

自伐型林業推進協会講師。奈良県吉野地域に所有する山林で1979年、作業道づくりに取り組み、翌年
から、大橋慶三郎氏に師事した。以来、作業道づくりの実績を積み上げ、伝統ある林業地で新しい山林
経営を行っている。吉野林業の伝統である長伐期択伐施業を守り、間伐（多間伐を繰り返し、1回の間伐
は2割以下の伐採）は、3トンのミニバックホーで作業道を敷設しながら2トントラックで搬出している。

滝川 景伍

お申込 右下のQRコードまたはFAX（裏面）にてお申し込みください。（8/17締切）
　　　　　　　　　　　　　　NPO法人　自伐型林業推進協会　Tel:03-6550-8141

秩父地域森林林業活性化協議会
Tel:0494-26-5301 （開所日：月、火、水）
E-mail:shuyakuka@chichibu.ne.jp
※木・金曜日は秩父市役所森づくり課まで（Tel:0494-22-2369）

パネルディスカッション 中嶋、岡橋、滝川、秩父地域森林林業活性化協議会

※駐車場に限りがあるため、　極力
　　公共交通機関をお使いください

お問合せ

大学卒業後に出版社に勤め、2014年に神奈川県から高知県佐川町へ移住。 「自伐型林業」をミッション
とした地域おこし協力隊を経て、自伐型林業家として独立。現在は町の支援で40ヘクタールほどの山を
管理する。「一生分の仕事場がここにあり、山を守る持続的な林業を続けられる」と言い、佐川町の自立
モデルとなっている。

オンライン配信



◆  お申込  ◆ 

自伐型林業に関心をお持ちの方、新たに始めてみたい方、山林の管理にお困りの方を対象に、
チェーンソーの取扱や作業道開設などの技術を学べる「自伐型林業研修」を開催します。林業未
経験者、林業初心者向けの研修となっていますので、どなたでもお気軽にご参加ください。

内容 開催日 開催時間 集合場所

チェーンソー研修
※全日程参加の方にはチェーンソー取扱
技術特別教育修了証を発行します

9月23日（金・祝）
　　 24日（土）
　　 25日（日）

9時～17時

秩父市 影森公民館
秩父市下影森184

選木・伐倒・造材・搬出
森をつくりながら間伐や木材を搬出するた
めの基本の技術を学びます

10月8日（土）
　　　9日（日）

埼玉県県民の森
秩父郡横瀬町芦ケ久保

作業道研修
山に優しく、災害に強い作業道開設の技術
を学びます

10月22日（土）
　　　23日（日）

埼玉県県民の森
秩父郡横瀬町芦ケ久保

初心者

大歓迎！

留意事項
参加をお考えの方は、

必ずお読みください

□募集定員：15名（応募多数の場合は選考となります※）
□募集条件：全日程に参加可能な方
□募集締切：9/9（金）
□参加費：3,000円
□申込方法：下記QRコードからフォーマットにご入力いただくか、下記申込書にご記入の上
FAXでお申し込みください

秩父地域森林林業活性化協議会

FAX送付先：03-6268-8783　 （NPO法人　自伐型林業推進協会）

フリガナ
ご所属

氏名

ご住所

電話番号 年齢　　　歳 メールアドレス

参加希望
□フォーラム（　現地 ・ オンライン　）　　　　　

□自伐型林業体験研修　　　　
秩父地域に山林をお持ちですか？
※親族の山林も含む

YES
NO

右のQRコードより、お申し込みください
NPO法人　自伐型林業推進協会

※FAXご希望の方は下記にご記入の上お申し込みください

◆ お問合せ ◆ 

※秩父地域在住の方、
　 秩父地域に山林をお持ちの方優先

Tel:0494-26-5301（開所日：月、火、水）
　E-mail:shuyakuka@chichibu.ne.jp
　※木・金曜日は秩父市役所森づくり課まで（Tel:0494-22-2369）



秩父市

Chichibu City

■R2 年度のセミナーの様子

Press Release 令和４年７月２９日

（報道関係各位）

「森林環境譲与税活用セミナー２０２２」開催
荒川流域連携による森林づくりを目指します。

【strong point/ここが言いたい！】

令和元年度より森林環境譲与税制度が施行されて

から３年あまり経過し、全国で様々な活用がなされて

いますが、特に森林の少ない都市部では、その活用方

法に頭を悩ませている自治体も多くあります。

秩父地域森林林業活性化協議会では、荒川流域の都

市部の自治体へ森林環境譲与税を有効に活用してい

ただき、荒川流域が連携した森林づくりの促進を目指

して、「森林環境譲与税活用セミナー２０２２」を下

記のとおり開催します。

■名称 森林環境譲与税活用セミナー２０２２

■日時 ８月１９日（金）１３:３０～１５:００

■場所 としま区民センター（豊島区東池袋 1-20-10）

■対象 荒川下流域自治体ほか興味のある方はどな

たでも

■申込期限 ８月１８日（木）正午まで

■内容 ①基調講演「下流域の自治体における森林環境譲与税の活用事例」（林野庁森林利用課）

②「埼玉県山とまちをつなぐサポートセンターの取組」（埼玉県森づくり課）

③「秩父地域の取組と活用方法の提案」（秩父地域森林林業活性化協議会）

④「新庁舎建設への林材利用の取組」（小鹿野町建設課）

【next plan/今後の事業展開】

荒川上下流連携に向け秩父産木材や木製品の PR を展開していきます

８月３日～８月２４日 MOCTION（モクション）

９月２１日～９月２２日 ちちぶ山の木フェア（日本橋 地域活性化センター）

環境部森づくり課 担当者：牧野・茂木

☎ ０４９４－２２－２３６９

FAX ０４９４－２２－２３０９



令和元年度から譲与が始まった森林環境譲与税。森林の少ない都市部ではその活用方

法に悩んでいる自治体も多いのではないでしょうか。

今年度も、「都市部での森林環境譲与税の活用」について、そのヒントとなる全国、埼

玉県、秩父地域での取組事例をご紹介します。今後に向けて、森林環境譲与税の有効活

用について考えてみませんか？

森林環境譲与税活用セミナー２０２２

日時：令和４年８月１９日（金） １３：３０～１５：００

会場：としま区民センター７階 701会議室

（東京都豊島区東池袋1－20－10） ※池袋駅より徒歩約7分

主催：秩父地域森林林業活性化協議会

内容： ①基調講演「下流域自治体における森林環境譲与税の活用事例」

（ 林野庁 森林利用課 森林集積室長 福田淳 ） 13:40～14:10

②「埼玉県山とまちをつなぐサポートセンターの取組」

（ 埼玉県 森づくり課 ） 14:10～14:25

③「秩父地域での取組と活用方法の提案」

（ 秩父地域森林林業活性化協議会 牧野裕介 前島香保 ） 14:25～14:40

④「新庁舎建設への林材利用の取組」

（ 小鹿野町役場 建設課 ） 14:40～14:55

参加方法：会場参加またはオンライン参加

申込方法：下記QR コードから申し込みいただくか、別紙の参加申込書にご記入のうえ、メー

ル又はファックスにて申し込みください。

申込期限：８月１８日（木）正午まで

問い合わせ：秩父地域森林林業活性化協議会事務局（秩父市森づくり課）

担当：牧野、茂木

電話：０４９４－２２－２３６９

メール：mori@city.chichibu.lg.jp

としまの森

R2セミナーの様子 ウッドスタート



一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社 山中宛

（FAX：０４９４－２６－７３３１）

（E-mail：info@chichibu-omotenashi.com）

「森林環境譲与税活用セミナー2022」 参加申込書

１．出席者

※行が足りない場合は、行を追加してください。

※オンラインでの参加を希望される方は必ずメールアドレスを記載してください。

開催日近くになりましたら、ログイン用のアドレスをお送り致します。

※記載いただいた情報は、本セミナーに関する事務連絡及び次年度開催時のご案内

のみに活用いたします。

２．講演者に質問したいことがありましたらご記入ください。

所 属 職 名 氏 名 電話番号
メールアドレス

（オンライン参加の方は必須）



秩父市

Chichibu City

昨年度の伐木体験実習の様子

Press Release 令和３年７月２９日

（報道関係各位）

林業就業者対策事業が行われます！
市では、多くの若者に林業へ興味をもっていただくため、秩父農工科学高等学校の生徒を対象に

チェーンソー取扱安全教育や秩父地域の森林で伐木体験を行います。

【strong point/ここが言いたい！】

１ 日 時

８月１日（月）～８月８日（月）

各日：午前９時００分～午後４時１０分頃

２ 場 所

チェーンソー・刈払機安全教育（１日～３日・５日）

秩父農工科学高等学校 森林科学科課題研究室

伐木、刈払体験（８日 ※９日は予備日となります）

秩父群小鹿野町倉尾地内

３ 内 容

秩父市は山に囲まれ、豊富な森林資源に恵まれた地域ですが、地元の高校等を卒業して秩父地

域の林業関係への就職される方は少ない状況です。そのため、秩父農工化学高等学校森林科学科

の生徒に森林の仕事について体験し、知ってもらうことで、林業を進路の選択肢の一つとしてい

ただき、就業機会の増加を図ります。

・伐木等の業務に係る特別教育（チェーンソー取扱安全教育）

・刈払機取扱作業従事者安全衛生教育

・伐木、刈払、測量体験

※本事業受託事業者：秩父広域森林組合

【next plan/今後の事業展開】

次回は１１月頃に、森林科学科２年生の生徒を対象に、高性能林業機械を用いた林業の見学や木

材センターにて、木材市場の体験や見学を予定しています。

取材をご希望の方は、下記連絡先までご連絡をお願いいたします。

環境部森づくり課

担当者：茂木

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９


