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フィンランドのジオパークと協働事業に関する覚書を締結
「インパクトクレーターレイクジオパーク」代表者らが来秩

【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）では、この度、

フィンランドの「インパクトクレーターレイクジオパ

ーク（Impact Crater Lake Geopark）」（ユネスコ世界

ジオパーク構想地域）とジオパーク活動に関する覚書

を締結することとなりました。

●覚書締結の契機

2022 年６月から８月にかけて秩父地域４会場で開

催された「フィンランドのジオパーク特別展 ～隕石

の衝突によりつくられた湖～」が契機となり、今後も

ジオパークに関して教育、研究、交流事業などさまざまな分野において相互連携を図っていくこと

となり、今回の覚書（Memorandum of Understanding：了解事項覚書）の締結が決まりました。

●インパクトクレーターレイクジオパークとは

約 7,800 万年前に隕石の衝突によってできたクレータ湖（ラッパヤル

ビ湖）を中心としたジオパークであり、「ユネスコ世界ジオパーク」の

申請準備をしている地域（構想地域）です。過去には海の時代があった

こと、石灰岩の採掘が行われているなど、ジオパーク秩父との類似性が

あり、1984 年の「チチブクジラ」発見時に両地域関係者の交流があった

ことなどもきっかけとなり、この度の協働事業がスタートしました。

●覚書締結式について

日 時：令和４年１１月７日（月）午後４時～４時３０分

会 場：秩父市役所本庁舎４階 第３委員会室

出席者：秩父市長 北堀 篤

ビンペリ自治体首長 Sami Leijonanmieli (サミ・レイヨナンミエリ）

皆野町長、秩父市・横瀬町・長瀞町・小鹿野町教育委員会 各教育長 ほか

産業観光部観光課 担当者：宮前

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City
Press Release 令和４年１１月１５日

（報道関係各位）

荒川中学校ペタンク講習会

【strong point/ここが言いたい！】

「秩父を日本一のペタンクのまちへ」を合言葉に、秩父市では競技人口を増やすために取り組ん

でいます。しかし、荒川中学校の生徒は、ペタンクについての知識はほとんど無いのが現状です。

荒川の地域では多くの方々がペタンクを愛好し、盛んに取り組んでいます。地域で多くの大会など

も開催されており、愛好者からは、若い人たちにも楽しんでもらいたいと強く願っています。そこ

で本校では、埼玉県ペタンク・ブール連盟から講師を招き、ペタンク講習会を実施します。

■ 日 時

令和４年１１月２４日(木)

午後１時３０分～３時２５分

■ 場 所

秩父市荒川市中学校 運動場

■ 講師・参加生徒

講 師 埼玉県ペタンク・ブール連盟 指導部長 井上まち子様

他 ５人程度

参加生徒 秩父市立荒川中学校 ２年生 ４８人

【next plan/今後の事業展開】

ペタンクに気軽に取り組める環境整備を進め、生涯取り組めるようにしていきます。

荒川中学校

担当者：逸見

☎０４９４－５４－１０１０

FAX：０４９４－５４－１１１０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１１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

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、陽性者が複数確認されたため、１１月１６日（水）から１１月２０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

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・咽頭痛・嘔吐

発熱・咽頭痛・嘔吐により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

児童③

鼻水

鼻水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１１月１５日

（報道関係各位）

認知症高齢者等見守りシールの交付開始
～認知症高齢者等の「見守りシール」をご利用ください～

【strong point/ここが言いたい！】

市では、認知症等によって外出したまま自力で帰宅できなくなった方を早期に発見し、事件・事

故から守るため、個人情報を守りながら身元を速やかに特定できる「見守りシール」の交付を１２

月１日から開始します。

○内容

認知症高齢者等の衣服や靴、持ち物等に貼られたＱＲコードをスマートフォン等で読み取ると、

インターネット上の伝言板が表示され、発見者が現在の居場所を入力すると保護者等へ発見通知

メールが届きます。

○登録から行方不明→保護→ご帰宅までの流れ

１．事前登録

ケアマネジャー等に相談しながら登録シートを記入します。登録シートをもとに、高齢者介

護課で情報を登録後、ラベルシールを配布します。

２．ラベルシール貼付け

配布された耐洗ラベルと蓄光シールを衣服・持ち物等に貼付けます。

３．ＱＲコード読取

外出したまま自力で帰宅できなくなった方がいた場合、発見した方がＱＲコードを読み取り

ます。

４．読取通知メール受信

発見者がＱＲコードを読み取ると、保護者等へ自動的に読取通知のメールが届きます。

５．情報の確認、現在地の入力

発見者の方に、情報の確認、現在地の入力を行っていただきます。

６．発見通知メール受信

発見者が発見情報を入力送信すると、自動的に発見通知メールが保護者等に届きます。

７．メールの伝言板でやり取りをしながら、お迎え、ご帰宅となります。

○見守りシールを身につけた方が１人で不安そうにしていたら、優しく声をかけ、お持ちのスマー

トフォン等でＱＲコードを読み取ってください。

福祉部高齢者介護課

担当者：島﨑

☎０４９４－２５－５２０５

FAX：０４９４－２７－７３３６
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Chichibu City

Press Release 令和４年１１月１５日

（報道関係各位）

がんばれ秩父！最大 20%戻ってくるキャンペーン第７弾！
第 6弾に引き続き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 11 月現在も実施され

ている「PayPay」との連携キャンペーンについて、第 7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 5年 1月 1日（日）から 1月 31 日（火）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



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１１月１５日

（報道関係各位）

市議会１２月定例会の議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 １１月２２日（火）午前１０時 開会
～

１２月１９日（月） 【２８日間】（案）

２ 場 所 秩父市役所 ４階 議場

３ 内 容 地方自治法第１０２条第２項の規定により、秩父市議会１２月定例会を令和４

年１１月２２日午前１０時、秩父市役所に招集する。

本市議会定例会は、市当局からの付議する議案が、条例の一部改正（即決）、

指定管理者の指定、条例の一部改正・新規制定、補正予算の計１７件であり、ま

た、一般質問の質問者は１０人が予定されている。

４ 特記事項 （１）付議する事件 １７件

①条例の一部改正（即決） ３件

②指定管理者の指定 １件

③条例の一部改正 ４件

④条例の新規制定 ２件

⑤補正予算 ７件

総務部総務課

担当者：乾

☎０４９４－２２－２２５１

FAX：０４９４－２２－１３６３



　会期の予定

区  分 月   日 曜日 議                           事

第１日 １１月２２日 火

○開会
○会議録署名議員の指名
○会期の決定
○諸報告
○市長提出議案の報告
○議案第８３号から議案第８５号まで一括上程、即決
○議案第８６号から議案第９９号まで一括上程、説明

第２日 １１月２３日 水 ○休会（祝日）

第３日 １１月２４日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 １１月２５日 金 ○休会（議案調査）

第５日 １１月２６日 土 ○休会（土曜日）

第６日 １１月２７日 日 ○休会（日曜日）

第７日 １１月２８日 月
○請願・陳情
○議案に対する質疑
○議案の委員会付託

第８日 １１月２９日 火 ○休会（議案調査）

第９日 １１月３０日 水 ○休会（議案調査）

第１０日 １２月１日 木 ○休会（議案調査）

第１１日 １２月２日 金 ○休会（議案調査）

第１２日 １２月３日 土 ○休会（土曜日）

第１３日 １２月４日 日 ○休会（日曜日）

第１４日 １２月５日 月 ○文教福祉委員会

第１５日 １２月６日 火 ○総務委員会

第１６日 １２月７日 水 ○まちづくり委員会

第１７日 １２月８日 木 ○委員会（予備日）

第１８日 １２月９日 金 ○市政に対する一般質問

第１９日 １２月１０日 土 ○休会（土曜日）

第２０日 １２月１１日 日 ○休会（日曜日）

第２１日 １２月１２日 月 ○市政に対する一般質問

第２２日 １２月１３日 火 ○市政に対する一般質問

第２３日 １２月１４日 水 ○休会（事務整理）

第２４日 １２月１５日 木 ○休会（事務整理）

第２５日 １２月１６日 金 ○休会（事務整理）

第２６日 １２月１７日 土 ○休会（土曜日）

第２７日 １２月１８日 日 ○休会（日曜日）

第２８日 １２月１９日 月

○委員長報告
○委員長報告に対する質疑
○討論
○採決
○閉会

令和４年１２月定例会会期日程（案）

開   議

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

・・・・・

・・・・・

午前１０時

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

　自 令和４年１１月２２日
２８日間

　至 令和４年１２月１９日



秩父市議会１２月定例会（内容一覧）

会 期 １１月２２日（火）～１２月１９日（月）予定

議 案 条例の一部改正（即決） ３件 指定管理者の指定 １件

条例の一部改正 ４件 条例の新規制定 ２件 補正予算 ７件 計 １７件

議案第８３号 秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（即決）

【埼玉県人事委員会勧告に準じた一般職職員の給与の改定】

議案第８４号 秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例（即決）

【一般職職員の給与改定に準じた期末手当の改定】

議案第８５号 秩父市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例（即決）

【一般職職員の給与改定に準じた期末手当の改定】

議案第８６号 指定管理者の指定について（秩父市地場産業センター）

【秩父地域おもてなし観光公社を指定管理者に指定するため】

議案第８７号 秩父市行政組織条例の一部を改正する条例

【行政組織の事務分掌の見直しに伴う所要の改正】

議案第８８号 秩父市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

【重度心身障害者医療費支給制度の改正に伴う所要の改正】

議案第８９号 秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

【国民健康保険税水準の統一に向けた段階的な税率改正に伴う所要の改正】

議案第９０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

【地方公務員法の一部改正に伴う職員の定年年齢の延長に関する所要の改正】

議案第９１号 秩父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

【一般職の任期付職員の採用等に関する条例の新規制定】

議案第９２号 秩父市犯罪被害者等支援条例

【犯罪被害者等支援条例の新規制定】

議案第９３号 令和４年度秩父市一般会計補正予算（第６回）

【人件費の過不足の調整等による補正】

議案第９４号 令和４年度秩父市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正】

議案第９５号 令和４年度秩父市介護保険特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正】

議案第９６号 令和４年度秩父市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正】

議案第９７号 令和４年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正】

議案第９８号 令和４年度秩父市立病院事業会計補正予算（第１回）

【人件費の過不足の調整等による補正】

議案第９９号 令和４年度秩父市下水道事業会計補正予算（第１回）

【人件費の過不足の調整等による補正】



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１１月１５日

（報道関係各位）

吉田小で、ミニ龍勢を作ります！（３年生「総合的な学習の時間」）
ミニ龍勢の打ち上げ

【strong point/ここが言いたい！】

龍勢の素晴らしさを児童に味わわせ、龍勢の伝統を未

来へ引き継ぐために龍勢保存会の方々を講師に招き、１

０月から２月までの長期間、３年生の総合的な学習の時

間でミニ龍勢まつりの取り組みを行っています。

■ 日 時 令和５年２月３日（金）９：３０～１１：３０

■ 場 所 秩父市立吉田小学校 体育館

■ 内 容 本校の取り組みの良さは、奉納者抽選会か

ら龍勢の組み立て打ち上げまで、実際の龍勢祭と同じよ

うな段階を踏みながら児童が体験的に学ぶところです。３年生児童が、２月の発表会を目標に、約

５か月間かけて協力し創り上げていく学習です。学習においては児童のアイデアや発想を精一杯大

事にし、グループ毎に独自の龍勢の取り組みを行っていきます。講師の方々もただ伝統を継承する

ためではなく、児童の発想を生かし楽しみながら取り組めるよう工夫していただいています。

最後の「ミニ龍勢まつり発表会」では、一人ひとりが役割を果たし立派に発表する姿が見られま

す。児童の大きな成長を感じることができる場面です。地域の方々の温かい支援をいただける取り

組みでもあり、龍勢保存会の方々も３年生児童とのふれあいを楽しみにしていただいています。

【事前の関係行事】

ミニ龍勢づくり・たが掛け体験

■ 日 時 令和４年１２月９日（金）午前９時３０分～１１時３０分

■ 場 所 秩父市立吉田小学校 校庭（雨天の場合は体育館）

■ 内 容 ３年総合的な学習の時間で、龍勢が破裂しないようにたがを掛けます。実際よりも小

さい龍勢に児童が編んだたがを掛ける体験をします。なかなか上手にたがを編んだり

掛けたりすることは難しいですが、保存会の多くの指導者のもと行います。

ミニ龍勢づくり・火薬詰め体験

■ 日 時 令和４年１２月１６日（金）午前９時３０分～１１時３０分

■ 場 所 秩父市立吉田小学校 体育館

■ 内 容 ３年総合的な学習の時間で、完成した龍勢の中に火薬を詰める体験をします。実際に

火薬を調合することから始めます。保存会の方が火薬を調合する様子を児童は見ます。

実際の火薬ではないことを知っているとは言え、緊張感が漂います。その火薬を均等

に詰めていきます。この体験も多くの指導者のもとで行います。

吉田小学校 担当者：中山 浩一（校長）

☎０４９４－７７－００１４

FAX：０４９４－７７－１４０５



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１１月１８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

令和４年１１月１８日、秩父市立病院の医療職員２人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。このため、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４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

市立病院に勤務する医療職員 ５人

入院中の患者様 ４人

２ 陽性確認日 １１月１８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

いただきますようお願い申し上げます。

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１１月２１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

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、陽性者が複数確認され、かつ、体調不良者も複数確認されたため、１１月２２日（火）か

ら１１月２６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・頭痛

発熱・頭痛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・咽頭痛

発熱・咽頭痛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１１月２１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

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、陽性者が複数確認されたため、１１月２２日（火）から１１月２６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・せき

発熱・せき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

咽頭痛

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。

※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１１月２１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

１１月１８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２人および入院患者様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

市立病院に勤務する医療職員 ２人

入院中の患者様 １人

２ 陽性確認日 １１月２０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。

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１１月２４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

１１月１８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

市立病院に勤務する医療職員 １人

２ 陽性確認日 １１月２２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御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。

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１１月２８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

令和４年１１月２８日、市立病院の医療職員２人、入院患者様 1人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。このため、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、新たに入院患者様４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

市立病院に勤務する医療職員 ２人

入院中の患者様 ５人

２ 陽性確認日 １１月２８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。

１１月２９日より、内科、循環器内科、消化器内科の新規外来患者様のうち、紹介状をお持ち

でない患者様の診療を当面の間、中止させていただきます。

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

いただきますようお願い申し上げます。

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１１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

１１月２８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人および入院患者様２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

市立病院に勤務する医療職員 １人

入院中の患者様 ２人

２ 陽性確認日 １１月３０日

３ 市の対応

引き続き、感染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。

１１月２９日から、内科、循環器内科、消化器内科の新規外来患者様のうち、紹介状をお持ち

でない患者様の診療を、当面の間、中止させていただきます。

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

いただきますようお願い申し上げます。

市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０


