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（報道関係各位）

Chichibu Online Study ～チチブ・オンライン・スタディ～

市内中学３年生を対象に、Zoom を用いたオンラインの学習会を行います。

【strong point/ここが言いたい！】

数学・英語担当の指導主事が中心となり、市内中学３年

生を対象にオンラインでの学習会を実施します。

数学と英語の２教科で、受験対策を目的としています。

３０人程度の参加希望生徒がおり、Zoom を用いた双方向

の遠隔授業を合計６回行います。

■時 間 午後６時３０分～７時３０分

■場 所 歴史文化伝承館２階会議室（第１回）

■主な内容・実施予定

教育委員会教育研究所

担当者：笠原

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３―９２９４

回数 実施日 内容

第１回（数学①） １１月１７日（火） 関数の問題

第２回（英語①） １１月１９日（木） 総復習！『語形変化』

第３回（数学②） １１月２４日（火） 図形の問題

第４回（英語②） １１月２６日（木） ポイント解説！『語順問題』

第５回（数学③） １２月 ８日（火） いろいろな入試問題

第６回（英語③） １２月１０日（木） パターンをつかもう！『英作文』

■オンライン学習会のイメージ
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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２５日（水）午前１０時 開会

～

１２月１５日（火） 【２１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１１月

２５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）、

専決処分、市道の認定、条例の一部改正、令和２年度補正予算の計１７件であり、

また、一般質問の質問者は１１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専決処分 １件

③市道の認定 １件

③条例の一部改正 ４件

④補正予算 ８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２５日 水

○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１００号から議案第１０２号まで一括上程、即決
○議案第１０３号から議案第１１６号まで一括上程、説明

第２日 １１月２６日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第３日 １１月２７日 金 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 １１月２８日 土 ○休会（土曜日）

第５日 １１月２９日 日 ○休会（日曜日）

第６日 １１月３０日 月
○請願・陳情
○議案に対する質疑
○議案の委員会付託

第７日 １２月１日 火 ○まちづくり委員会

第８日 １２月２日 水 ○総務委員会

第９日 １２月３日 木 ○文教福祉委員会

第１０日 １２月４日 金 ○委員会（予備日）

第１１日 １２月５日 土 ○休会（土曜日）

第１２日 １２月６日 日 ○休会（日曜日）

第１３日 １２月７日 月 ○市政に対する一般質問

第１４日 １２月８日 火 ○市政に対する一般質問

第１５日 １２月９日 水 ○市政に対する一般質問

第１６日 １２月１０日 木 ○休会（事務整理）

第１７日 １２月１１日 金 ○休会（事務整理）

第１８日 １２月１２日 土 ○休会（土曜日）

第１９日 １２月１３日 日 ○休会（日曜日）

第２０日 １２月１４日 月 ○休会（事務整理）

第２1日 １２月１５日 火

○委員長報告
○委員長報告に対する質疑
○討論
○採決
○閉会

令和２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２年１１月２５日
２１ 日間

　至 令和２年１２月１５日



秩父市議会１２月定例会（内容一覧）

会 期 １１月２５日（水）～１２月１５日（火）予定

議 案 条例の一部改正（即決） ３件 専決処分 １件 市道の認定 １件

条例の一部改正 ４件 補正予算 ８件 追加議案予定 ２件 計 １９件

議案第１００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１０１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１０２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１０３号 専決処分について（令和２年度秩父市一般会計補正予算（第５回））

【高齢者等へのＰＣＲ検査費助成金の補正措置】

議案第１０４号 市道の認定について

【影森１５５号線の認定】

議案第１０５号 秩父市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例

【管理者の要件等に係る規定についての所要の改正】

議案第１０６号 秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

【軽減判定基準所得及び長期譲渡所得に係る課税の特例規定の改正】

議案第１０７号 秩父市立幼稚園条例の一部を改正する条例

【荒川幼稚園の閉園】

議案第１０８号 秩父市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例等の一部を改正

する条例

【地方税法等の一部改正に伴う延滞金の割合等の所要の改正】

議案第１０９号 令和２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措置】

議案第１１０号 令和２年度秩父市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第１１１号 令和２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措置】

議案第１１２号 令和２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措置】

議案第１１３号 令和２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措置】

議案第１１４号 令和２年度秩父市駐車場事業特別会計補正予算（第２回）

【維持管理費等増加に伴う補正措置】

議案第１１５号 令和２年度秩父市立病院事業会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】

議案第１１６号 令和２年度秩父市下水道事業会計補正予算（第２回）

【人件費の過不足の調整等による補正措置】
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背景として使用

（必ず写真など目を引くものを！）

■昨年度の様子

Press Release 令和２年１１月１８日

（報道関係各位）

「親子ふれあいコンサート」開催！
子育て支援の一環として、秩父市出身のソプラノ歌手 薗田真木子さんプロデュース

による「親子ふれあいコンサート」を開催！小さいお子さんが、ご家族と一緒に

音楽を楽しんでいただくことを目的としたコンサートです。

【strong point/ここが言いたい！】

◆日 時 １２月２０日（日）

【第１部】午前１１時開演／【第２部】午後２時開演

◆会 場 秩父市歴史文化伝承館 ２階 ホール

◆対 象 【第１部】３～６歳児とその保護者

【第２部】３歳児～とその保護者

◆出演者 薗田 真木子 氏（ソプラノ）

村瀬 美音 氏（ダンス）

髙橋 望 氏（ピアノ）

◆入場料 大人・子ども 各１００円

生涯学習課（歴史文化伝承館内）にてチケットを販売します。

◆定 員 各部とも８０人

市民部生涯学習課

担当者：山中

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０



令和2年

12月20日

♪第１部　１１：００～
（対象 /３～６歳児とその保護者）

♪第２部　１４：００～
（対象 /３歳児～とその保護者）

♪第１部　１１：００～
（対象 /３～６歳児とその保護者）

♪第２部　１４：００～
（対象 /３歳児～とその保護者）

歴史文化伝承館ホール歴史文化伝承館ホール ＊入場料＊  大人・子ども  各100円＊入場料＊  大人・子ども  各100円

各部とも
定員80人
各部とも
定員80人

■主催  秩父市（ちちぶ芸術祭実行委員会）　■お問い合わせ  秩父市役所生涯学習課  TEL0494-22-0420■主催  秩父市（ちちぶ芸術祭実行委員会）　■お問い合わせ  秩父市役所生涯学習課  TEL0494-22-0420

ピアノ
髙橋  望
ピアノ
髙橋  望

ソプラノ
薗田  真木子
ソプラノ
薗田  真木子

ダンス
村瀬　美音
ダンス
村瀬　美音

チケットは生涯学習課（歴史文化伝承館内）で販売しています。チケットは生涯学習課（歴史文化伝承館内）で販売しています。
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令和３年成人式を開催します！
新型コロナウイルス対策のため、成人式は２回に分けて開催します。

対象者は、市内在住の平成１２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方です。

１１月１日以後に転入した方、現在は市外在住の当市出身者も参加できますので、生涯学習課ま

でご連絡ください。

■日 時 令和３年１月１０日（日）

【第１部】午前１０時３０分開式（受付は午前９時３０分～）

対象：秩父第二中、高篠中、影森中、荒川中、秩父特別支援学校、市外等の中学

校各校出身の方

【第２部】午後０時３０分開式（受付は正午～）

対象：秩父第一中、尾田蒔中、大田中、吉田中各校出身の方

■会 場 秩父宮記念市民会館

■内 容 ①受付開始から開式まで、市内中学校の校歌の演奏（ＣＤ再生）を行います。

②内容は、市長祝辞、来賓祝辞、新成人代表あいさつです。

③式典終了後、ホール内座席にて卒業中学校単位での写真撮影を行います。

※今回は新型コロナ対策のため全体合唱が行えない代わりに、「旅立ちの日に」を

作曲された高橋浩美先生による独唱を予定しています。

■対 象 者 単位：人

＊市内在住者は令和２年１０月３１日を基準日としています。

＊市外在住の当市出身者等は、現在も受付中のため増加する場合があります。

市民部生涯学習課

担当者：桑原

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０

男性 女性 小計 合計

市内在住者 ３０５ ２５４ ５５９
５７６

市外在住の当市出身者等 ７ １０ １７
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（報道関係各位）

〈未来のための荒川千本しだれ桜プロジェクト〉

しだれ桜を配布し植樹します！

荒川地域では、清雲寺、札所２９番長泉院、昌福寺をはじめとして多くのしだれ桜が咲き、春の

訪れを知らせてくれています。昨年は、１０万人近くの観光客が訪れている秩父を代表する観光資

源の一つです。

そこで、観光客を大勢呼び地域の賑わいを創出するため、未来のための荒川千本しだれ桜プロジ

ェクトと題して、荒川地域にしだれ桜を植える計画をしています。住民が参加することで、郷土愛

が芽生えるとともに観光資源による地域の活性化につなげるものです。

なお、下記日程で、荒川地域（石原町会・若御子町会・上田野町会）にしだれ桜の苗を配布して、

住民により植樹を行います。

■配布日 １１月２５日（水）午前１０時～

■配布場所 清雲寺境内

■植樹日 １１月２８日（土）・２９日（日）を予定

■植樹場所 清雲寺、若御子神社ほか計１３カ所（計４０本）

■その他 しだれ桜はベニシダレザクラを予定しています。

※植樹の取材をされる場合は、場所・時間を調整

しますので、下記担当までご連絡ください。

荒川総合支所地域振興課

担当者：市川

☎０４９４－５４－２１１４

FAX：０４９４－５４－２９７６

清雲寺のしだれ桜の様子（昨年撮影）
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■たが掛け体験の様子

■火薬詰め体験の様子

Press Release 令和２年１１月１８日

（報道関係各位）

吉田小で、ミニ龍勢を作ります！
龍勢保存会の協力のもと、３年総合的な時間の龍勢まつりの学習の一環として

【strong point/ここが言いたい！】

龍勢まつりの学習の一環として、実際よりも小さいミニ龍

勢を作ります！本物の龍勢を作るときと同じ「①たが掛けの

作業」と「②ミニ龍勢への火薬詰め」を行います。

コロナ禍の中ですが、龍勢保存会の方をはじめとする地域

の方が１０人以上来校して指導していただきます。

児童たちが保存会の方の指導のもと、真剣に龍勢づくりに

取り組みます。

■ 日 時

①たが掛け体験 １２月１１日（金）

午前９時３０分～１１時３０分

②火薬詰め体験 １２月１８日（金）

午前９時３０分～１１時３０分

■ 場 所

秩父市立吉田小学校 ①校庭（雨天の場合は体育館）

②体育館

■ 内 容

３年総合的な学習の時間で、「①たが掛けの作業」では、細く切った竹を編んでたがを作る学習

を行います。たがを龍勢の本体に巻く作業も本物と同じです。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です。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、保存会の方の指導のもと行います。

「②ミニ龍勢への火薬詰め」では、保存会の方が火薬を調合（実際は似たもの）してから、児童

と一緒に火薬を詰めます。火薬を詰める作業も本物と同じ方法です。実際に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。

【next plan/今後の事業展開】

ミニ龍勢の打ち上げ等

秩父市立吉田小学校

担当者：校長 吉田

☎０４９４－７７－００１４

FAX：０４９４－７７－１４０５
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自治体初！『VIRTUAL GLOBAL GATEWAY』

～バーチャル・グローバル・ゲートウェイ～

市内中学生を対象に、バーチャル空間での体験型英語学習を実施します！

【strong point/ここが言いたい！】

バーチャル空間での英語体験学習、「VIRTUAL GLOBAL

GATEWAY」を実施します！

「VIRTUAL GLOBAL GATEWAY」（以下 VGG）とは･･･

昨年度は、株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）が提

供する、新しいタイプの体験型英語学習施設に訪問しまし

た。今年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、歴史

文化伝承館でバーチャルの世界でオールイングリッシュ

の環境を体験できる取り組みを行います！

「VGG」の実施は地方自治体としては全国初の試みです。

VR ゴーグルを着用した本格的な英語体験も試験的に行います。

主な内容・実施予定

１ 期 日 １２月１９日（土）

２ 参加生徒 定員２４人

３ 日 程

Ａ，Ｂグループ Ｃグループ

歴史文化伝承館２階会議室集合 ８：３５ １０：２０

開講式 日程等の説明 ８：４０ １０：２５

レッスン１ ２５分 ８：５０ １０：３５

レッスン２ ２５分 ９：３０ １１：１５

振り返りの時間 １０：００ １１：４５

解散 １０：３０ １２：１５

教育委員会教育研究所

担当者：笠原

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３－９２９４

■ＰＣを通して体験します！
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（報道関係各位）

人型ロボット「Pepper」を使ったプログラミング体験

～花の木小学校～

【strong point/ここが言いたい！】

ソフトバンクロボティクス株式会社様の人型ロボット「Pepper」

を活用し、花の木小学校にて、プログラミング体験教室を実施し

ます。

本プログラミング教室は、２０２０年度から小学校で必修化さ

れたプログラミング教育の教育支援として、ソフトバンク株式会

社様のご協力のもと、実施するものです。

■実 施 日

〇Pepper 配置期間 令和３年１月２０日（水）～１月２９日（金）

〇プログラミング授業予定日

令和３年１月２０日（水）５・６校時 午後１時４５分～午後３時３０分

１月２９日（金）５・６校時 午後１時４５分～午後３時３０分

■場 所 秩父市立花の木小学校 ４年生教室（予定）

※「Pepper」はソフトバンクロボティクス株式会社の商標および登録商標です。

教育委員会教育研究所

担当者：梅沢

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３－９２９４
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■三十槌の氷柱の様子

Press Release 令和２年１１月２４日

（報道関係各位）

大滝氷まつり開催

【strong point/ここが言いたい！】

大滝地域では、令和３年１月８日(金)～２月２３日

(火・祝)にかけ大滝氷まつりを開催します。

岩清水が造りだす氷のオブジェは、多くの観光客を魅

了します。

期間中は１月１６日(土)～２月２１日(日)にかけ

て氷柱のライトアップを行います。

１ 開催期間 １月８日(金)～２月２３日（火・祝)

午前８時３０分～午後５時

※天候により期間等の変更あり。

２ 場 所 大滝三十槌

ウッドルーフ奥秩父オートキャンプ場（大滝４０６６－２）

つちうちキャンプ場（大滝４０１１－１）

３ 環境整備協力金 大人 ２００円（中学生以上）

４ ライトアップ

日 時 １月１６日(土）～２月２１日(日)

時 間 【平 日】午後５時～７時

【土・日・祝日】午後５時～８時

５ 問 合 せ 「三十槌の氷柱」見学に伴う問合せ

・ウッドルーフ奥秩父オートキャンプ場 ☎０４９４－５５－０５００

・つちうちキャンプ場 ☎０４９４－５５－０１３７

「観光案内」に関する問合せ

・秩父観光協会大滝支部 ☎０４９４－５５－０７０７

※両キャンプ場入口に「マスク着用・手指消毒・体調不良の方の入場規制」のコロナ対策看板を設

置し、ソーシャルディスタンスのとれた会場作りをしております。

大滝総合支所地域振興課

担当者：黒澤

☎０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２


