
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３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

【strong point/ここが言いたい！】

１ 内 容
◆芝桜期間中の入込観光客数 １７３，６５０人 一昨年比６０．８％減

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 ６８，７２６人

令和３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、６８，７２６人で、一昨年比約７８．３％の減でした。

【参考】 平成２３年度 約３７万人 ３６９，１９３人（１０日間）

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）

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 約３１万人 ３１６，７４１人（１０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



２ 減少の要因

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は閉鎖することとなりまし

たが、今年は感染予防対策を行い２年ぶりに開園いたしました。しかしながら、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、一昨年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。

また、ＧＷ期間中（4月 29 日～5 月 5日）の観光客数は６８，７２６人で、一昨年比２

４８，０１５人減（△７８．３％）となりました。一昨年のＧＷが、新天皇即位に伴う１

０連休であったこととの比較であることや、４月の天候が良好であったため芝桜の見ごろ

が４月２０日前後と、ＧＷ前にピークを迎えたことなどが主な要因と思われます。

３ その他

今年度は、ＧＷ中の羊山公園内車両進入規制・臨時駐車場の開設およびシャトルバスの

運行を中止したことにより周辺道路の混雑が予想されましたが、感染予防の観点から園内

を飲食禁止とし「秩父路の特産市」を中止したことに伴う来園者の滞在時間の減少により、

駐車場の入れ替えもスムーズであったため、大きな混乱もなく終了することができました。

産業観光部観光課

担当者：江田

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

令和元年度の補助金を活用し、秩父産木材

を使用して作製したエレキギター

Press Release 令和３年５月７日

（報道関係各位）

秩父地域森林活用等創出支援事業補助金の募集を開始！
森林資源を活かし、秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します。

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域１市４町、国、県、林業関係者で

組織する「秩父地域森林林業活性化協議会」

では、森林・林業活性化の推進に共同で取組

んでおり、森林保全・活用を目的とする将来

性・持続性のある新たなビジネスプランなど

に補助金を交付する「秩父地域森林活用等創

出支援事業補助金」の募集を開始します。

事 業 名 「秩父地域森林活用等創出支援事業補助金」

※平成 24 年度から毎年度実施。

補助対象事業 （１）公共施設や民間住宅等での木材利用の推進

（２）新たな森林産業への支援

（３）森林・林業分野における人材育成・雇用への支援

（４）森林・林業に関するイベントへの支援

交付対象者 森林組合、林業事業体、木材関係者、ＮＰＯ法人、住民の組織する団体等

申 請 期 間 ５月１０日（月）から６月１８日（金）まで

【next plan/今後の事業展開】

引き続き、森林保全・活用を目的とする事業を支援することにより、秩父地域の森林・林業の活性

化に繋げていきたいと考えています。

秩父地域森林林業活性化協議会事務局（環境部森づくり課）

担当者：阿部

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



ホームページ「森の活人」

http://morinokatsujin.com

●お問い合わせ

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）

電話 ０４９４－２２－２３６９

公式フェイスブック

ページも開設中！

https://www.facebook.com/

morinokatsujin

ホームページ「森の活人」

http://morinokatsujin.com

検 索森の活人

活用事例はこちら！

HP 森の活人 秩父おもてなし TV
秩父地域森林林業活性化協議会 事務局 （秩父市森づくり課内）

〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町８番１５号 （歴史文化伝承館１階）

電話 ０４９４-２２-２３６９ FAX ０４９４-２２-２３０９ mori@city.chichibu.lg.jp

お問い合わせ・お申し込みは

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の１市４町と、国、県、林業関係者で設立した「秩父地域森

林林業活性化協議会」では、森林資源を活かし、秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します。

補助対象事業区分
①公共施設や民間住宅等での木材利用の推進

②新たな森林産業への支援

③森林・林業分野における人材育成・雇用への支援

④森林・林業に関連するイベントへの支援

※詳細は裏面をご覧ください。

※①～③は、継続事業と認められる場合、平成30年度か

ら数えて３回まで。

交付対象者
森林組合、林業事業体、木材関係者、特定非営利活動

法人、住民の組織する団体等

支援する期間（事業期間）
令和 3年 4月１日から令和 4年 3月 31日まで

※詳しくはお問い合わせください。

必要となる主な要件

①補助金の交付が終了した後、複数年にわたり活動が継

続できること。

②活動内容や技術等に関する情報を広く公開すること。

申請期間

令和３年 5月 10日（月）から 6月 18 日（金）まで

応募方法

申請期間中に、秩父市役所森づくり課まで提出してくださ

い。申請書の様式は、森づくり課にあります。（ホームペー

ジ「森の活人」からもダウンロードできます。）

交付決定

応募内容を協議会で審査し、予算の範囲内で決定します。

補助メニュー①は、申請件数により抽選となります。



補助対象事業一覧

① 公共施設や民間住宅等での木材利用の推進

補助の目的 秩父産木材の利用促進及び普及啓発を図る。

補助対象経費
秩父産材の年間使用量材積が５立方メートル以上または施工面積 50平方メートル以上

※秩父産材であることの証明書類が必要です。

補助率 定額

補助金限度額 １事業者につき 20万円

こんな事業に

オススメ！

●秩父産材を使った住宅の新築・リフォーム等をしたい！

●事務所の木質化をしたい！

※施工場所、事業者の地域制限なし！ さらに、「みんなで使おう埼玉の木 彩の木補助事業」

（埼玉県）等との併用も可能です！！

② 新たな森林産業への支援

補助の目的 秩父圏域の豊富な森林資源を活用し、特産品化を進め、新たな森林産業の育成を図る。

補助対象経費 謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料

補助率
10／10 （補助対象経費 20万円以下の部分）

１／２ （補助対象経費 20万円を超える部分）

補助金限度額 １事業につき 100万円

こんな事業に

オススメ！

●秩父産材による家具、木工品等の開発をしたい！

●秩父特有の森林資源を活かした特産品の開発をしたい！

③ 森林・林業分野における人材育成・雇用への支援

補助の目的 新規就労者や担い手の確保、育成および従業者の技能向上を図る。

補助対象経費
賃金（新規就労者分に限る）、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、

研修費、教材費

補助率
10／10 （補助対象経費 20万円以下の部分）

２／３ （補助対象経費 20万円を超える部分）

補助金限度額 １事業につき 100万円

こんな事業に

オススメ！

●従業員に資格（森林管理士、林業技士、樹木医、森林インストラクター、住宅建築コーディネ

ーター、狩猟免許等）を取得させて人材育成につなげたい！

●雇用を増やすため、就職セミナーに出展したい！

●高等学校等で未来の担い手を育てる出前講義を実施したい！

④ 森林・林業に関連するイベントへの支援

補助の目的 秩父圏域における森林・林業の活性化やＰＲを図る。

補助対象経費 謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料

補助率 定額

補助金限度額 １事業につき 10万円

こんな事業に

オススメ！

●都内で、秩父の森や木をＰＲするイベントを開催したい！

●秩父でチェーンソーの技術大会を開催して林業を盛り上げたい！

～補助対象事業の内容について詳しくはお問い合わせください～

※補助メニュー①～③は、継続事業と認められる場合、平成 30 年度から数えて３回までの限定となりますのでご注意下さい。



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年５月１０日

（報道関係各位）

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

聖火リレートーチ巡回展示が中止になりました

５月１８日（火）に予定していた埼玉県事業東京 2020 オリンピック聖火リレートーチ、同パラ

リンピック聖火リレートーチの同時巡回展示は新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置

の５月３１日（月）までの延長に伴い、中止となりました。

６月１日（火）以降の予定については、現時点では未定です。

市民部市民スポーツ課

担当者：大橋・五野上

☎０４９４－２５－５２３０

FAX：０４９４－２２－４７７０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年５月２６日

（報道関係各位）

市議会６月定例会の議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 ６月２日（水）午前１０時 開会
～

６月２２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６月定例会を６月２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、専決処分、工事請負契約の

締結、条例の一部改正・新規制定、補正予算の計１１件であり、また、一般質問

の質問者は１５人が予定されている。

４ 特記事項 （１）付議する事件 １１件

①専決処分 ４件

②工事請負契約の締結 １件

③条例の一部改正 ４件

④条例の新規制定 １件

⑤補正予算 １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 ６月２日 水

○開会
○議席の変更及び指定
○会議録署名議員の指名
○会期の決定
○埼玉県及び全国市議会議長会からの表彰状の伝達
○諸報告
○常任委員会委員の選任
○市長提出議案の報告
○議案第３５号から議案第４５号まで一括上程、説明

第２日 ６月３日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第３日 ６月４日 金 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 ６月５日 土 ○休会（土曜日）

第５日 ６月６日 日 ○休会（日曜日）

第６日 ６月７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 ６月８日 火 ○総務委員会

第８日 ６月９日 水 ○まちづくり委員会

第９日 ６月１０日 木 ○文教福祉委員会

第１０日 ６月１１日 金 ○委員会（予備日）

第１１日 ６月１２日 土 ○休会（土曜日）

第１２日 ６月１３日 日 ○休会（日曜日）

第１３日 ６月１４日 月 ○市政に対する一般質問

第１４日 ６月１５日 火 ○市政に対する一般質問

第１５日 ６月１６日 水 ○市政に対する一般質問

第１６日 ６月１７日 木 ○休会（事務整理）

第１７日 ６月１８日 金 ○休会（事務整理）

第１８日 ６月１９日 土 ○休会（土曜日）

第１９日 ６月２０日 日 ○休会（日曜日）

第２０日 ６月２１日 月 ○休会（事務整理）

第２１日 ６月２２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３年６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３年６月２日
２１日間

　至 令和３年６月２２日



秩 父 市 議 会 ６ 月 定 例 会 （ 内 容 一 覧 ）

会 期 ６月２日（水）～６月２２日（火）予定

議 案 専決処分 ４件 工事請負契約の締結 １件 条例の一部改正 ４件

条例の新規制定 １件 補正予算 １件 計 １１件

議案第３５号 専決処分について（秩父市税条例等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３６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３７号 専決処分について（秩父市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例）

【審査申出手続等における書面への押印及び署名を不要とする所要の改正】

議案第３８号 専決処分について（令和３年度秩父市一般会計補正予算（第１回））

【子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の補正措置】

議案第３９号 工事請負契約の締結について

【影森中学校管理教室棟大規模改造工事】

議案第４０号 秩父市介護保険条例の一部を改正する条例

【第１号被保険者に係る介護保険料の減免対象期間を延長する所要の改正】

議案第４１号 秩父市老人福祉センター条例の一部を改正する条例

【大滝老人福祉センターの廃止に伴う所要の改正】

議案第４２号 秩父市手数料徴収条例の一部を改正する条例

【建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更申請等の手数料の改正】

議案第４３号 秩父市教育研究所条例の一部を改正する条例

【教育研究所の設置場所の改正】

議案第４４号 秩父市長の給料の額の特例に関する条例

【市長給料を減額する条例の新規制定】

議案第４５号 令和３年度秩父市一般会計補正予算（第２回）

【市長給料減額及び子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）等

の補正措置】



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年５月２６日

（報道関係各位）

新分野に挑戦する市内事業者を応援！
～「秩父市新分野進出チャレンジ補助金」～

市では、新型コロナウイルス感染症の長期化により影響を受けた中小企業者等が新たな事業や分

野に取り組んだり、新たなサプライチェーンを構築したりするなど、ウィズコロナ時代にふさわし

いチャレンジをする場合に補助金を交付します。

《対象》

市内の中小企業者等（製造業に限る。３件程度）

※市内に本社または事業所があり、１年以上事業を営んでいる者

《補助金額》

上限１００万円 【補助率】補助対象経費の２分の１

※補助金の交付は１事業者につき１回限り

※中小企業庁の「事業再構築補助金」との併用不可

《対象事業》

ウィズコロナ時代にふさわしい新事業への進出・参入に係るもの

※令和３年４月１日以降に実施する事業が対象

例）☆ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。

☆遠隔サービス用機器・感染症対策用品の製造販売を新たに開始。

☆EC サイト（オンライン上）での販売を開始。

《申請手続》

交付申請書に関係書類を添えて、郵送または窓口にて申請。

審査のうえ、補助対象事業を決定。

《申請期間》

６月１日（火）～７月３０日（金） ※当日消印有効

産業観光部産業支援課

担当者：笠井・山中

☎０４９４－２５－５２０８

FAX０４９４－２５－０１３６



秩父市新分野進出チャレンジ補助金
令和3年度

　秩父市は、新型コロナウイルス感染症による影響を乗り越えるため、
新分野へチャレンジする事業者を応援する補助金を交付します。

対  象  者
秩父市内の中小企業者等（製造業に限る。3件程度。）
※市内に本社または事業所があり、1年以上事業を営んでいる者

補 助 金 額

上限100万円　【補助率】補助対象経費の1/2
※補助金の交付は1事業者につき1回限り
※中小企業庁の「事業再構築補助金」との併用不可

対 象 事 業

ウィズコロナ時代にふさわしい
新事業への進出・参入に係るもの
※令和3年4月1日以降に実施する事業が対象
例）遠隔サービス用機器・感染症対策用品の
　　 製造販売を新たに開始。

申 請 手 続

交付申請書に関係書類を添えて、
郵送または窓口にて申請してください。
審査のうえ、補助対象事業を決定します。

申 請 期 間

令和3年6月1日（火）～令和3年7月30日（金）　※当日消印有効
※予算の範囲内で8月1日以降も公募する可能性があります。

《お問合せ》
　〒368-8686 秩父市熊木町8番15号（歴史文化伝承館3階）
　秩父市　産業観光部　産業支援課
　TEL：0494-25-5208　FAX：0494-25-0136　Mail：sangyo@city.chichibu.lg.jp



秩父ふるさと便リーフレット
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「秩父ふるさと便」リーフレット完成！
自宅でも秩父を楽しもう！

秩父の良いもの勢ぞろいのネット通販「秩父ふるさと便」

【strong point/ここが言いたい！】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、観光地

である秩父は祭やイベントの自粛等、大きな打撃を受

けています。そこでご自宅でも秩父を楽しんでいただ

けるよう、秩父地域のネット通販「秩父ふるさと便」

ではロゴのリニューアルと、PR 用のリーフレットの新

規作成を行いました（令和２年度秩父市地場産品ネッ

ト販売促進事業）。リーフレットでは秩父ふるさと便

内で販売している商品や、秩父ならではのおっきりこ

みのレシピを紹介しています。

デザインは秩父在住の malme

design さんです。地域のさまざ

まな商品をお届けする意味を

込めたカラフルな箱のマーク

で、組み合わせると秩父銘仙の

代表的な矢羽根柄にも見える

ようになっています。

リーフレットは、地場産センターや市内のゲストハ

ウス等に置いてあるほか、秩父ふるさと便の商品発送

時に同梱していますので、この機会にぜひ秩父ふるさと便のご利用をお待ちしています！

【next plan/今後の事業展開】

より利用しやすいような送料の見直しや、季節に合わせたキャンペーンを検討しています。

また、秩父を身近に感じられるような定期情報は随時秩父ふるさと便 HP や秩父地場産センター

の Facebook、Twitter で発信しています。

秩父ふるさと便 HP：https://hurusatobin.com/

秩父地場産センター物産館 Facebook：https://www.facebook.com/chichibu.jiba

秩父地場産センター物産館 Twitter：@bussan_chichibu

（一財）秩父地域地場産業振興センター

担当者：佐俣

☎０４９４－２５－００８８ FAX０４９４－２２－３３８４

産業観光部産業支援課

担当者：前島・三ツ井

☎０４９４－２５－５２０８ FAX０４９４－２５－０１３６
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歌舞伎の世界がスクリーンでよみがえる！

シネマ歌舞伎上映会＆トークショー開催！
秩父宮記念市民会館主催事業

【strong point/ここが言いたい！】

歌舞伎の舞台公演を高性能カメラで撮影しスクリーンで上映する

という、松竹が開発した、映画とは全く異なる新しい映像作品「シ

ネマ歌舞伎」。今回は、女方屈指の名作といわれる『阿古屋』を、本

編に加え舞台裏で作品を支える人々の様子をとらえた特別映像とと

もにお届けします。

上映前には、古典芸能解説者の葛西聖司さんによるトークショー

も開催します。歌舞伎『阿古屋』のみどころや歌舞伎の豆知識など、

上映がより楽しめること間違いなし！秩父だけの特別プログラムを

どうぞお楽しみください。

■日 時：７月４日（日）午後１時３０開演（０時４５分開場）

■会 場：秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ

■上映作品：『阿古屋』（出演：坂東玉三郎、尾上菊之助ほか）
あ こ や

■出 演 者：葛西聖司

■料 金：（全席指定）２，５００円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

■取り扱い：チケット絶賛発売中

【電話予約】

チケット専用電話 ０４９４－２３－２２９４（午前９時～午後６時、火曜日休館）

※予約後、翌日から２週間以内に市民会館ホール事務室してお引き取りください。

※座席選択はできません。

【窓口販売】

市民会館ホール事務室（午前９時～午後６時、火曜日休館）

※発売初日の翌日以降、残券がある場合のみ取り扱います。

【next plan/今後の事業展開】

市民会館では、今後もさまざまな事業を展開することで、市民を始めとするより多くの人々の鑑

賞機会の充実を図り、芸術文化を通じて地域の活性化を図る。

市民部秩父宮記念市民会館

担当者：松村・髙井

☎０４９４－２４－６０００

FAX：０４９４－２３－２２９８


