
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月１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 市立病院に勤務する医療職員 ８月２６日 家族が陽性

倦怠感・発熱

８月２８日 市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎0494－23－0611

FAX：0494－23－0650

２ 教育委員会に勤務する事務職

員

８月２６日 発熱・咽頭痛 ８月３１日 教育委員会

担当者：事務局長 笠原

☎0494－25－5239

FAX：0494－23－9294



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月８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 １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 環境部に勤務する事務職員 ９月７日 発熱 ９月８日 環境部

担当者：環境部長 大森

☎0494－22－3562

FAX：0494－22－2309



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月８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９月７日および９月８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、９月９日（金）から

９月１３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

児童①

発熱

９月７日（水）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

９月８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③

発熱

９月８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９月９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 １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 保健医療部に勤務する会計年

度任用職員

９月２日 発熱・咳・咽

頭痛

９月８日 保健医療部

担当者：保健医療部長

森下

☎0494－26－1130

FAX：0494－22－5338



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月１２日

（報道関係各位）

フードドライブキャンペーンに伴う食料品の寄贈について

【strong point/ここが言いたい！】

このたび、レジアスインパクト㈱秩父支店様より食品寄贈活動の一環として、保存食 100 個、飲

料水 1ケース、食用油 20 個、お菓子・カップ麺・乾燥めん・調味料 2ケースを寄贈頂きます。

寄贈日 令和４年９月２０日（火）１３：００より

場 所 市長公室

出席者 ①レジアスインパクト㈱秩父支店 青葉英樹様（秩父支店長）

②秩父市関係者 市長、福祉部長、社会福祉課長

埼玉県では県下一斉フードドライブキャンペーンを令和４年１０月１日より行います。

このたび、レジアスインパクト㈱秩父支店様には、この活動の趣旨にご賛同いただき、食料品を

寄贈頂くものです。

頂いた食料品は、市内の子ども食堂に配布し活動に役立てたり、生活困窮者に配布したりして、

有効に活用して参りたいと思います。

寄贈日時に、ぜひ取材いただきますようお願い申し上げます。

フードドライブとは・・・

家庭で余っている食品を集め、フードバンクや社会

福祉協議会などを通じて食品を必要とされる方や

こども食堂等に寄付する活動です。

福祉部社会福祉課

担当者：木村

☎０４９４－２５－５２０４

FAX：０４９４－２２－７１６８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月１３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 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

９月９日 発熱、咽頭

痛、頭痛

９月１２日 教育委員会

担当者：事務局長 笠原

☎0494－25－5239

FAX：0494－23－9294

２ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

９月９日 発熱 ９月１３日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９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９月８日から９月１０日にかけ、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、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)学年Ａ

１つの学級で学級閉鎖【９月１０日（土）から９月１４日（水）】

(２)学年Ｂ

１つの学級で学級閉鎖【９月１３日（火）から９月１７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９月１３日

（報道関係各位）

大滝中津川地区土砂崩れについて

本日朝、大滝中津川地区の大滑ロックシェッド付近で土砂崩れが発生しました。

県道中津川三峰停車場線、中津川大橋大峰トンネル手前から通行止めとなっています。

土砂の撤去については、埼玉県秩父県土整備事務所職員が現場確認中ですが、復旧の見通しは立

っておりません。

なお、この土砂崩れの影響により、大滑ロックシェッドから先の中津川地区が停電となっており、

復旧の見通しは立っていません。

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９月１３日

（報道関係各位）

大滝中津川地区土砂崩れについて（第２報）

【土砂災害の状況】

発 生 日 令和４年９月１３日（火）

場 所 一般県道中津川三峰口停車場線（大滑ロックシェッド付近）

現 状 県道中津川三峰停車場線、中津川大橋大峰トンネル手前から通行止め

【生命に関する情報】

中津川区に在宅酸素使用中の住民 1人

薬を希望している住民 1人

→大滝支所職員、診療所職員により発電機、発電機用燃料、薬および衛星携帯電話を搬入

【生活に関する情報】

電気 停電約８０軒

通信 停電の影響により携帯電話不通

水道 停電により発動発電機が始動、水道供給の動作確認済

中津川浄水場内自家発燃料 150ℓ（15 時間稼働可）

13 日午後現地に水道局職員が入り配水池を満水にする。

現在水の高さ 3.2ｍ 約 6日間もつ見込み

発動発電機の燃料補充予定

ガス プロパン使用のため、現状支障なし

バス 西武観光バス中津川線は、当面の間、川又バス停までの折り返し運行

【被害の概要】

人的被害 被害情報なし

住家被害 被害情報なし

そ の 他 崩落個所の先に集落有り（中双里区 2人、中津川区 14 人在住）

こまどり荘の宿泊者 4人、従業員 1人は帰宅済

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９月１４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９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、９月１４日（水）から９月１８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

９月１２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

９月１２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９月１４日

（報道関係各位）

大滝中津川地区土砂崩れについて（第３報）

（アンダーラインは前回からの変更箇所）

【土砂災害の状況】

発 生 日 令和４年９月１３日（火）

場 所 一般県道中津川三峰口停車場線（大滑ロックシェッド付近）

現 状 県道中津川三峰停車場線、中津川大橋大峰トンネル手前から通行止め

【生命に関する情報】

中津川区に在宅酸素使用中の住民 1人

薬を希望している住民 1人

→大滝支所職員、診療所職員により発電機、発電機用燃料、薬及び衛星携帯電話を搬入

【生活に関する情報】

電気 停電約８０軒

→危機管理課及び大滝支所職員により発電機 13 台、発電機用燃料及び衛星携帯電話を搬入

通信 停電の影響により携帯電話不通

→一部携帯電話復旧

水道 停電により発動発電機が始動、水道供給の動作確認済

中津川浄水場内自家発燃料 150ℓ（15 時間稼働可）

13 日午後現地に水道局職員が入り配水池を満水にする。

現在水の高さ 3.2ｍ 約 6日間もつ見込み

発動発電機の燃料補充予定

ガス プロパン使用のため、現状支障なし

バス 西武観光バス中津川線は、当面の間、川又バス停までの折り返し運行

【被害の概要】

人的被害 被害情報なし

住家被害 被害情報なし

そ の 他 崩落個所の先に集落有（中双里区 1人、中津川区 14 人在住）

こまどり荘の宿泊者 4人および従業員 1人は帰宅済

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９月１５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 市立病院に勤務する医療職員 ９月１３日 家族が陽性

発熱

９月１５日 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 ９月１４日 倦怠感、発熱 ９月１５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９月１６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９月１６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、９月１７日（土）から９月２１日

（水）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、咽頭痛

９月１６日（金）発熱、咽頭痛により医療機関を受診、抗原検査の結果陽性が判明。

生徒②

咽頭痛

９月１６日（金）咽頭痛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。

※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９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 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 地域整備部に勤務する事務職

員

９月１６日 発熱、喉の痛

み、倦怠感

９月１７日 地域整備部

担当者：地域整備部長

笠原

☎0494－26－6860

FAX：0494－22－2603

２ 市立病院に勤務する医療職員 ９月１３日 家族が陽性

発熱

９月１８日 市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎0494－23－0611

FAX：0494－23－0650

３ 市立病院に勤務する医療職員 ９月１６日 家族が陽性

発熱

９月２０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９月２０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

９月２０日（火）に、２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）秩父市立中学校の生徒

２ 学校の対応

(１)小学校Ａ

３つの学級で学級閉鎖【９月２１日（水）から９月２３日（金）】

(２)中学校Ｂ

１つの学級で学級閉鎖【９月２１日（水）から９月２３日（金）】

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９月２０日

（報道関係各位）

秩父市の山間地域における共同配送サービスの実施

～ 地域と物流事業者双方に利益をもたらす物流モデルを構築に向けて～

このたび、秩父市生活交通・物流融合推進協議会は、秩父市の大滝地域において、本協

議会構成員であるヤマト運輸株式会社（以下「ヤマト運輸」）、佐川急便株式会社、日本郵

便株式会社の３社ならびに協力会社である西濃運輸株式会社、福山通運株式会社の２社、

計５社による「大滝共同配送サービス」をプレサービスとして実施します。

本配送実証は、市内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ために実施するものです。

プレサービスを通じて得られた成果や課題を踏まえ、来年度以降の本格運用に向けた検

討を進めてまいります。

◆日 時 令和４年９月２７日（火）～９月２９日（木）

◆場 所場所秩父市大滝地域

◆内 容 ヤマト運輸が、各物流事業者から大滝地域宛の荷物を引き受け、受取人様へ

一括配達することで、地域と物流事業者双方に利益をもたらす物流モデルの

構築を目指します。詳細は、別紙をご覧ください。

◆その他 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をする予定

です。重複してご案内が届く場合がございますが、ご了承いただきますよう

お願い申し上げます。

市長室 総合政策課 未来技術・新エネルギー担当

担当者：富田・山中・田中

☎０４９４－２１－５５２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



 

 

 

2022年 9月 20日 

報道関係各位 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会 

 

埼玉県秩父市の山間地域における共同配送サービスの実施 
地域と物流事業者双方に利益をもたらす物流モデルを構築。 

2023年度以降、本格運用予定 

 

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/以下「本協議会」）（注 1）は、埼玉県秩父

市の大滝地域において、「大滝共同配送サービス（以下「本サービス」）」を実施します。 

秩父市の大滝地域では人口減少や高齢化率の上昇に伴い、日用品確保等の日常生活を支えるインフラとして、宅配

サービスの重要性が日々高まっています。一方で物流業界では、ドライバー不足や EC 普及に伴う山間地域の配送エリ

ア拡大による、配送効率の低下が課題とされています。 

今回、地域と物流事業者双方に利益をもたらす物流モデルの構築と地域・物流課題の解決に向け、2022 年 9 月 27

日（火）～9 月 29 日（木）の 3 日間、秩父市と本協議会構成員であるヤマト運輸株式会社（以下「ヤマト運輸」）、佐川急

便株式会社（以下「佐川急便」）、日本郵便株式会社（以下「日本郵便」）の 3 社ならびに協力会社である西濃運輸株式

会社（以下「西濃運輸」）、福山通運株式会社（以下「福山通運」）の 2 社、計 5 社の物流事業者が連携し、本サービスの

プレサービスを実施します。プレサービスを通じて得られた成果や課題を踏まえ、2023年度以降の本格運用に向けた検

討を進めてまいります。 

 

■「大滝共同配送サービス」 背景 

秩父市は「豊かなまち、環境文化都市ちちぶ」を目指し、全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ける生活交通・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。本協議会ではこれらの課題解決に向け、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月から開始しています。 

今回は物流業界における課題である「運送・配送業務の効率化・平準化」を、本サービスを通して解決し、秩父市の宅

配需要を満たすことで地域と物流事業者双方に利益をもたらす、新たな「秩父モデル」構築を推進します。 
 

■「大滝共同配送サービス」 プレサービス概要 
 

実施日 2022年 9月 27日（火）～2022年 9月 29日（木） 

実施エリア 埼玉県秩父市大滝地域 

配達実施事業者 ヤマト運輸 

参加事業者 物流事業者：ヤマト運輸/佐川急便/日本郵便/西濃運輸/福山通運 

位置情報ビッグデータによる配送効率性の分析：ゼンリン 

取扱商品 宅配便（配達のみ） ※保冷・代金引換商品は対象外 / 3 辺合計 200cm・重さ 30kgまで 

 

 

 



■「大滝共同配送サービス」プレサービスの運営方法/各社の役割 

①佐川急便、西濃運輸および福山通運は、大滝地域宛ての荷物を「ヤマト運輸 影森営業所」に持ち込みます。 

②各社の荷物を積み込んだヤマト運輸のトラックが「荒川郵便局」に立ち寄り、日本郵便の荷物を積み込みます。 

③大滝地域宛ての荷物を積み込んだヤマト運輸が、受取人さまのご自宅まで荷物を配達します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■今後の展望 

2022 年度はプレサービスを通じて得られた成果を踏まえ、共同配送におけるオペレーションやコスト面での課題を抽

出・整理します。2023 年度以降、地元の物流事業者をサービスの体系に加え、ラストワンマイルの配送を地元の物流事

業者が担うことで、「物流機能」と「高齢者を支援する地域の見守り（共助）機能」を兼ね備えた新しい物流モデルの構築

とその実装を目指します。さらに、株式会社ゼンリンが開発する「位置情報ビッグデータを管理するデータ基盤」と、「街

の活動状況を可視化するダッシュボードシステム」を用いて、共同配送の運行管理をシステム化し、全国への展開を目

指します。 
 

（注 1）2020 年 11 月 6 日に設立。2022 年 9 月 20 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、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の 15 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。 

 

 

 

 共同配送サービスの運営イメージ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

秩父市 市長室 総合政策課 未来技術・新エネルギー担当 0494‐21‐5523 mirai@city.chichibu.lg.jp 

株式会社ゼンリン コーポレートコミュニケーション部 03-5295-9000 pr@zenrin.co.jp 

mailto:mirai@city.chichibu.lg.jp
mailto:pr@zenrin.co.jp


秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９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 １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 地域整備部に勤務する事務職

員

９月１６日 発熱、喉の痛

み、頭痛

９月２０日 地域整備部

担当者：地域整備部長

笠原

☎0494－26－6860

FAX：0494－22－2603



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月２２日

（報道関係各位）

国葬への対応について

９月２７日に実施される安倍元総理大臣の「国葬」への対応につきましては、以下のとおりです。

対応

・秩父市役所本庁舎および各総合支所で、弔意を示す半旗掲揚を行います。

・市職員への黙祷の呼びかけは行いません。

・教育委員会（市内小中学校）への半旗掲揚や黙祷は要請しません。

※今日現在、国葬への案内状等は届いていません

北堀 篤 秩父市長コメント

「政府主催の国葬であるので、自治体として弔意を示すため、半旗を掲げることとします。」

市長室秘書広報課

担当者：浅見

☎０４９４－２２－２２０１

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

（参考）過去の「木の駅」の様子

Press Release 令和４年９月２２日

（報道関係各位）

今年も「ちちぶ木の駅プロジェクト」を行います！
秩父地域森林林業活性化協議会では、「林地残材」を有効活用するために

「木の駅」を開設し、材の出荷と引き換えに地域商品券をお渡しする取り組みを行っています！

【strong point/ここが言いたい！】

１ 日 時

・説明会・チェーンソー講習会

９月２５日（日）

午前９時００分から

・出荷日

１０月９日（日）、１１月１３日（日）、１２月１１

日（日）、令和５年１月８日（日）、２月１２日（日）、

３月１２日（日）のそれぞれ午前９時～午後４時

２ 場 所

秩父広域森林組合木材センター内（寺尾２７１８－１）

※雨天時や荒天時は中止となる場合があります。

３ 内 容

森林を整備した時に発生することがある「林地残材」（林内に放置された材）を有効に活用す

るため、「木の駅」を開設しています。木の駅では、０．５ｍ３あたり２，０００円分、１ｍ３

あたり４，０００円分の地域商品券と交換しております。また、事前の説明会では、「木の駅」

についての説明のほか、チェーンソーを用いた安全な林内作業についての説明や、チェーンソー

を用いた丸太伐りの実演も行っています。

【next plan/今後の事業展開】

「林地残材」を受け入れることで森林の整備の推進を図るとともに、出荷された材を地域商品

券に交換することで、地域活性化に繋がればと考えております。

環境部森づくり課

担当者：大沢

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９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 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 地域整備部に勤務する事務職

員

９月２２日 発熱、喉の痛

み

９月２４日 地域整備部

担当者：地域整備部長

笠原

☎0494－26－6860

FAX：0494－22－2603

２ 市立病院に勤務する医療職員 ９月２１日 家族が陽性

咽頭痛、発熱

９月２５日 市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎0494－23－0611

FAX：0494－23－0650

３ 市立病院に勤務する会計年度

任用職員

９月２２日 咽頭痛 ９月２４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９月２７日

（報道関係各位）

脅迫メールについて

令和４年９月２７日（火）午前８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

「安倍元総理の国葬に伴い、幼稚園児、保育園児および小中学生を誘拐する」

「関東地方の幼稚園、保育園、小中学校・高校に高性能なサリンとガソリンをまき散らす、爆弾

２，７８３個で攻撃する」

２ 市の対応

秩父警察署・小鹿野警察署に通報し、関係機関には情報提供をしています。市でも注意喚起等を

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９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 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 市立病院に勤務する医療職員 ９月２８日 咽頭痛、咳 ９月２８日 市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎0494－23－0611

FAX：0494－23－0650

２ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

９月２７日 喉の違和感 ９月２７日

教育委員会

担当者：事務局長 笠原

☎0494－25－5239

FAX：0494－23－9294

３ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

９月２６日 発熱 ９月２８日



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年９月２８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９月２６日および２７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、９月２８日（水）か

ら９月３０日（金）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

９月２６日（月）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、倦怠感

９月２６日（月）発熱、倦怠感により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

生徒③

咽頭痛

９月２７日（火）咽頭痛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。

※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９月２８日
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シニア世代のスマートフォン購入費用を補助します

【strong point/ここが言いたい！】

世代間の情報格差を解消し、デジタル化の利便性の恩恵を多くの方が受けられるよう、スマート

フォン（スマホ）を購入するシニア世代の方を対象として「シニア世代スマホ購入応援補助金」を

交付します。

補助対象者

※以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

・秩父市に住民登録がある方で、令和 5年 3月 31 日までに 60 歳以上となる方

・非営利かつ自ら使用するために、マイナンバーカードの読取機能（ＮＦＣ認証機能）に対応し

たスマホを購入した方

※現にマイナンバーカード読取機能（ＮＦＣ認証機能）に対応したスマホを所持している方は

本事業の対象外です。

・購入したスマホに、秩父市公式ＬＩＮＥアカウントの登録（友だち追加）と、「ちちぶ安心・

安全メール」の配信登録をしている方

・市税等の滞納がない方（本人および同一世帯の方）

補助対象となるスマホ

令和 4年 11 月 1 日から令和 5年 3月 31 日までの間に、市内の販売店で購入したスマホ（新品・

中古品どちらでも可）

※通信事業者とデータ通信契約をしているスマホが補助対象です。

補助金の額

スマホ本体の購入経費で、3万円を上限とします。（1,000 円未満の端数は切り捨て）

※補助の対象となるのは、1人につきスマホ 1台限りです。

※この補助事業は、予算の上限に達した時点で終了となります。

（予算額 3万円×750 人分＝2,250 万円）

補助金の申請

「シニア世代スマホ購入応援補助金交付申請書兼請求書」に必要な書類を添えて、令和 5 年 3

月 31 日までに改革推進課、または各総合支所市民福祉課まで申請をしてください。

ご不明な点は、改革推進課までお問い合わせください。

市長室 改革推進課

担当者：荻野、新井

☎０４９４－２２－２２０２（直通）

FAX：０４９４－２４－７２７２
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「スマホ教室」「ＩＴ相談会」を開催します

【strong point/ここが言いたい！】

スマートフォン（スマホ）を購入したが使い方がわからないなどといったお悩みをお持ちの方を

対象に、「スマホ教室」や「ＩＴ相談会」を開催します。

１）「スマホ教室」の開催

スマホを初めて使う方や、スマホを持っていても使い方がよくわからない初心者の方を対象に

「スマホ教室」を開催します。1回 2時間程度の講習を 3回にわたり受講していただきます。

・対 象：スマホをお持ちで 60 歳以上の秩父市民の方

・募集人数：各回 20 人（募集人数を超えた場合は抽選となります）

・参 加 費：無料

・内 容：電話の掛け方、メールの送受信、「ＬＩＮＥ」や「ＰａｙＰａｙ」などのアプリの

使い方、安心安全なスマホの利用などの基本的な操作方法

・申し込み：受講を希望される方は、10 月 25 日(火)までに改革推進課に電話でお申し込み

ください。

２）「ＩＴ相談会」の開催

スマホをはじめ、タブレットやパソコンなどのＩＴ機器の使い方がわからない方を対象に相談会

を開催します。利用する方の年齢制限はなく、事前申し込みも不要です。相談会には、ご自分のＩ

Ｔ機器をご持参ください。

開催日時・会場

「ＩＴ相談会」(申し込みは不要)

「スマホ教室」「ＩＴ相談会」

開催日 会場 時間

10 月 19 日(水)
市民会館 2階（本庁舎 2階）会議室 2 午前 10 時～正午、午後 2時～4時

〃 26 日(水)

開催日 会場
スマホ教室

（申し込みが必要）

ＩＴ相談会

（申し込みは不要）

11 月 2 日(水)
荒川総合支所

2階会議室
第 1回

午前 10 時～正午 午後 2時～4時

〃 9日(水)

〃 16 日(水)

11 月 4 日(金) クラブハウス 21

1 階第 1・第 2集会室

（中宮地町 4－23）

第 2回〃 11 日(金)

〃 18 日(金)



※「スマホ教室」および「ＩＴ相談会」は、熱がある・咳が出るなどの体調の悪い方は参加をご遠

慮ください。また、会場には必ずマスクを着用してお越しください。

※「スマホ教室」および「ＩＴ相談会」は 12 月以降も開催します。開催日については市報および

市ホームページで随時お知らせしてまいります。

市長室 改革推進課

担当者：荻野、新井

☎０４９４－２２－２２０２（直通）

FAX：０４９４－２４－７２７２
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補聴器の購入費を助成します
～秩父市中等度難聴者補聴器購入助成金交付事業～

【strong point/ここが言いたい！】

市では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクをできる限り減らすため、聴力機能の低下によ

り、日常生活に支障を来している市民を対象に、ある程度の距離を保った中でも、友人や家族とコ

ミュニケーションが取りやすくなるよう、補聴器購入費用の一部を令和 4年 10 月から助成します。

【助成対象者】※次のすべてに該当する人が対象となります。

①秩父市に住民登録のある人。

②聴覚障がいによる身体障害者手帳を所持していない人。

③両耳の聴力レベルが 40 デシベル以上 70 デシベル未満であり、医師から補聴器が必要と認められ

た人。

④市税等の滞納がない人。（本人および同一世帯員）

【助成内容】

20,000 円を上限額として、1人 1回限りの助成です。

※医療機器である補聴器が対象です。（集音機は対象外）

【助成手続きの流れ】

※助成には要件がありますので、詳細については、下記までお問い合わせください。

福祉部 高齢者介護課・障がい者福祉課

担当者：礒村・小泉

☎０４９４－２５－５２０５

FAX：０４９４－２７－７３３６

①相談・申請書類の配付

（令和 4年 10 月 3 日より開始）

高齢者介護課・障がい者福祉課で「補聴器購入助成金交付申

請書兼請求書」（以下「申請書」）を受け取る。

※市 HP からもダウンロードできます。

②耳鼻咽頭科の受診 申請書の「医師の意見書」を記入してもらう。（診察料・検

査料・文書料等は自己負担）

③補聴器の購入 市内の販売店（医療機関を含む）で補聴器を購入し、申請書

の「補聴器販売証明書」を記入してもらう。

④申請・請求

（期限：令和 5年 2月 28 日）

申請書を高齢者介護課・障がい者福祉課へ提出する。

「補聴器購入助成金交付決定通知書」の送付。

⑤助成 指定の口座へ助成金の振り込み。
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ＡＬＴと楽しくオンライン英会話レッスン！
１人１台端末を用いて、秩父市の小中学生と各校に配置されている ALTをオンラインでつなぎ、

英会話レッスンを行います

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市教育委員会では、市内小中学生の英語力の向上と国際感覚の醸成を目的とし、GIGAスク
ール構想で配備された１人１台端末を活用したオンライン英会話レッスンを実施します。

一人一人が確実に英語を用いてコミュニケーションを取る場面を確保するため、市内小中学生と

各校に配置されている ALTとを【Google Meet】で結びます。「スポーツ」「趣味」「ALTの国のこ
と」など、参加者が自由に話題を選び、１５分程度の短時間で、自宅でリラックスして英会話を楽

しめるように工夫しています。

会 場 初回は秩父市歴史文化伝承館にて、開講式・実施説明会を行う。

以降は各家庭からオンラインでの参加とする。※「Google Meet」を使用する。

実施日 第１回 令和４年１０月１５日（土）【開講式・実施説明会】

第２回 令和４年１０月２２日（土）【英会話レッスン①】

第３回 令和４年１１月 ５日（土）【英会話レッスン②】

第４回 令和４年１１月１２日（土）【英会話レッスン③】

第５回 令和４年１１月１９日（土）【英会話レッスン④】

実施時間 第１回 開講式・実施説明会 １０月１５日（土）１３：００～１４：００

第２回～第５回 ９：００～１２：００ もしくは １３：００～１６：００

の中で、都合の良い時間帯を選択。一回１５分程度の英会話レッスン。

参加費 ５００円

対 象 市内小学校５年生～中学校３年生

【昨年度実施の様子】→

秩父市教育研究所

担当者：笠原

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３―９２９４
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がんばれ秩父！最大 20%戻ってくるキャンペーン第６弾！
長期化するコロナ禍や物価高騰で影響を受ける市内消費を活性化

コロナ禍が長期化し物価が高騰する中、落ち込んだ市内消費活性化のため、過去５回秩父市でお

こなわれ大変好評だった「PayPay」との連携キャンペーンについて、第６弾を開催します。

【キャンペーン概要】

■内 容：市内対象店舗で対象期間中に PayPay を利用しキャッシュレスで決済をすると

２０％の PayPay ボーナスを付与

■対象店舗：市内の PayPay 加盟店のうち中小規模事業者(※大手チェーン等一部除外店舗あり）

■対象期間：令和４年１１月１日（火）から１１月３０日（水）まで

■条 件：▶PayPay アプリで支払い(PayPay 残高、ヤフーカード、

PayPay あと払い(一括のみ)での決済が対象)

▶決済１回当たりの付与上限は最大3,000 円相当

キャンペーン期間中の付与合計上限は10,000 円相当

■キャンペーンのお問い合わせ：一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

担当：亀井 ☎０４９４－２５－００８８

産業観光部産業支援課 担当者：桑畑

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６
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「秩父絹市」を開催します！

【strong point/ここが言いたい！】

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から新しい生活様式に適応した形式とするため、昨年

初めて秩父夜祭以外の時期に開催した「秩父絹市」を今年も以下のとおり開催します。

秩父の伝統である「秩父銘仙、秩父織物」をより深く秩父地域の方に知っていただく場としたいと

考えています。詳細は以下のとおりです。

〇日時：１０月８日（土）午前１０時～午後５時

〇場所：買継商通り、黒門通り（秩父神社徒歩１分）

〇企画・運営：秩父絹市実行委員会（事務局：秩父市産業支援課）

〇内容：秩父銘仙・織物、工芸品、地場産品等の販売。織元の反物展示。

秩父農工生による野菜等販売。

※会場では、来場者へのアルコールでの手指消毒、マスク着用等のお願いを実施します。

※コロナの流行状況、荒天予報等によって中止となる場合があります。

※詳細は「秩父絹市」フェイスブックページにて順次情報発信します。

※当日は、秩父神社にて「むすび市」も開催予定です。

【next plan/今後の事業展開】

コロナの状況を考慮しつつ、絹市を継続していくため、時期を分散（年数回程度）して実施して

いく等、ウィズコロナに対応しつつ秩父銘仙の発展に寄与する絹市を企画・運営をしていきます。

産業観光部産業支援課

担当者：堀口・三ツ井

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６

フェイスブック インスタグラム
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■令和 2年度大会の様子

Press Release 令和４年９月２８日

（報道関係各位）

「第 17 回秩父市民ペタンク大会」を開催します
２年ぶりの開催です

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市では、生涯スポーツの一環として、幅広い年

齢層の誰でも気軽にできるペタンク競技の普及と振

興を図っています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和３

年度は大会中止となりましたが、今年度は感染症対策

を実施したうえで、秩父市ペタンク連盟にご協力いた

だき大会開催いたします。

※今後の感染拡大状況によっては、大会を中止する可

能性があります。

■開 催 日 令和４年１０月１５日（土）

開会式 午前８時１５分 競技開始 午前８時４０分（予定）

※荒天の場合は翌週１０月２２日（土）に延期。会場、時間帯については変更なし。

■会 場 荒川総合運動公園多目的グラウンド

■競技方法 〇１チーム３人制

〇日本ペタンクブール連盟競技規則と今大会特別ルールを併用し実施

〇試合時間はすべて３０分。１１点先取

〇予選は、４チームによるリーグ戦を実施

〇予選終了後、予選順位１・２位は市長杯トーナメント、予選順位３・４位は芝桜

トーナメントを実施

○一般の部のほか、ジュニア大会（中学生以下）を開催予定

市民部市民スポーツ課

担当者：大橋

☎０４９４－２５－５２３０

FAX：０４９４－２２－４７７０


