
秩父市

Chichibu City

■ムラサキの花

Press Release 令和３年６月１日

（報道関係各位）

見頃を迎えます！武甲山の希少植物「ムラサキ」

【strong point/ここが言いたい！】

武甲山資料館（大宮６１７６番地）では、武甲山の貴重な植物の保護増殖に取り組む秩父太平洋

セメント（株）のご協力をいただき、万葉植物で、古来より根が染料として利用されている「ムラ

サキ」の特別展示を行います。

「ムラサキ」は多年草の植物で、初夏から夏にかけて白い花を咲かせます。埼玉県レッドデータ

ブックによれば、県内のムラサキは野生絶滅と記載されています。

万葉集にはムラサキを詠んだ歌があり、染料や薬用植物としても古くから利用されていました。

また、校歌や花の形を校章にしている学校もあるなど、ムラサキと人とのつながりは深いものがあ

います。

ぜひこの機会にご覧ください。

■期 間

６月３日（木）～１７日（木）

※ 開花状況により短縮の可能性がありますので、

お問合せください。

■開館時間 午前９時～午後４時

■休 館 日 火曜日

■入 館 料 大人：２１０円 小中学生：１００円

武甲山資料館（教育委員会文化財保護課）

担当者：小林・持田

☎・FAX：０４９４－２４－７５５５

http://www.bukohzan.jp/

※入館時のお願い

・マスクの着用をお願いします。

・入館時・退館時の手洗いやアルコール消毒にご協力ください。

・発熱や風邪症状のある方はご遠慮ください。



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年６月１日

（報道関係各位）

令和３年度の秩父ミューズパークプールは営業休止
今年度、夏季の秩父ミューズパークスポーツの森プールの営業は自粛（休止）します。

現在、国内での新型コロナウイルスの新規感染者は増加の一途をたどり、収束の気配が一向に見

通せない状況にあります。そのような中、今年度、夏季のミューズパークプールを営業することに

より、さらなる感染拡大が危惧されることから、ご来場者様、ならびに運営スタッフの健康と安全

を第一に考え、昨年度に引き続き今年度の営業を自粛（休止）します。

開園を楽しみにしてくださった皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解とご了承を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

地域整備部都市計画課

担当者：帆刈

☎０４９４－２６－６８６７

FAX：０４９４－２６－５９６７



秩父市

Chichibu City

■キャニオンバンジー施設整備状況

Press Release 令和３年６月１８日

（報道関係各位）

新施設「キャニオンバンジー」が一般公開されます
秩父ジオグラビティパーク「キャニオンウォーク（吊り橋）」に併設

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市荒川地区の秩父鉄道三峰口駅周辺エリアに

あるアクティビティ施設「秩父ジオグラビティパーク」

（平成３１年３月１８日オープン）で、このたび新し

いアクティビティである「キャニオンバンジー」の一

般利用が開始されます。

この施設は、既存の吊り橋施設「キャニオンウォー

ク」に併設された飛び込み台（デッキ）から荒川渓谷

にダイブするバンジージャンプ型施設で、ハーネス

（安全帯）を着用して渡る吊り橋を介して行う同様の

施設は国内初となります。

●一般利用開始日

６月２１日（月）午前１０時～ ※セレモニー等は実施しません。

●秩父記者クラブ様取材対応

６月２１日（月）午前１０時３０分～ ※駐車・集合場所は別紙参照。雨天中止です。

※個別取材（同日以降）を行う場合につきましては下記事業者へ直接ご相談ください。

●利用料金 １人１回 １３，０００円（税込）※キャニオンウォーク含む

※当日受付時に支払い。PayPay、ALIPAY、電子マネー、クレジット払いも可能。

●主な参加条件

① 15 歳以上で健康な方（体調によりお断りする場合があります。）

② 身長 140cm 以上、体重 40kg 以上 112kg 以下（着衣時）でハーネスが体にフィットする方

③ その他、当日記入の誓約書の内容にすべて同意いただける方 など

●事前予約方法 ※予約受付中

代表者名・ 参加人数・希望日時（下記から選択）の第１・第２希望 を明記し、ＷＥＢまたは電

話・メールにて予約。（事前予約が必須です。）

①10:00 / ②11:00 / ③12:00 / ④13:00 / ⑤14:00 / ⑥15:00 / ⑦16:00 / ⑧17:00（夏季のみ）

●お問い合わせ

Geo Gravity Park Chichibu 株式会社（定休日：不定休） 担当：小井土

秩父市荒川贄川 730 番４ 電話：050-5305-6176 Mail：info@gravitypark.jp



●アクセス

電 車 秩父鉄道「三峰口駅」から徒歩約 10 分

自動車 関越自動車道「花園 IC」から国道 140 号経由で約 39km

圏央道「狭山日高 IC」から国道 299 号経由で約 52km

※駐車場のご利用については予約受付時にご案内しています。

●施設詳細情報

・ワイヤーのみで吊られたジャンプデッキからのバンジージャンプとしては日本初となります。

（タワーバンジー、ブリッジバンジーとは異なります。）

・飛び込み地点から川面までの高さ：約５０ｍ

・ユニークなデッキの形状は、上から見ると「Ｇ」の形をしています。

・利用者は、キャニオンウォークを渡ってキャニオンバンジーのデッキへと移り、バンジー終了後、

ウインチで飛び込み台に引き上げられ、キャニオンウォークを経て受付へ戻ります。

●当初計画との変更について

・計画では白川橋上からバンジージャンプを行う内容でしたが、県が実施する耐震化工事との兼ね

合い、利用者及び見学者の安全面、スタッフの導線、話題性などを考慮し、秩父市との協議の結

果、現行の形へ変更することとなりました。また、この度の公開については、東京都をはじめと

する緊急事態宣言の解除など現在の社会情勢から判断して決定したものになります。

●現地サイトについて

秩父ジオグラビティパークに程近い三峰口の白川橋は、「ジオパーク秩父」のジオサイト（見ど

ころ）となっています。ここは秩父山地と盆地の境で、上流側は約２億年～1.5 億年の「秩父帯」

と呼ばれる硬い地層のＶ字谷、下流側は約 1500 万年前の「古秩父湾」時代に海底に堆積した地層

が、やがて荒川の浸食を受けて河成段丘となった秩父盆地の開けた眺望が広がります。

秩父ジオグラビティパークはこの地形を最大限に活かして展開しており、ジオパーク秩父の魅力

を全く新しい形で体感できる施設となっています。

【next plan/今後の事業展開】

今後も、計画に基づく施設の拡充に向けて協議・検討を進め、より充実した施設となるよう事業

者、秩父市、秩父市三峰口駅周辺荒川利用調整協議会、関係者が協力して事業を実施していきます。

産業観光部観光課

担当者：宮前

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７

＜当資料は同日付けで県政記者クラブへも提供をしていますのでご了承ください＞



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年６月２５日

（報道関係各位）

東京 2020 オリンピック聖火リレーが開催されます！

【strong point/ここが言いたい！】

７月７日（水）に秩父市で東京 2020 オリンピック聖火リレーが開催されます。秩父神社本殿前

をスタートし、ランナー４人が聖火を繋ぎ、秩父駅から電気機関車五重連に乗り、皆野町に向かい

ます。

３月２５日に福島県をスタートした聖火が全国を巡り、４６番目の埼玉県では７月６日から８日

までの３日間を走行します。秩父市・皆野町・長瀞町の特殊区間は２日目の開催です。

■開催日

７月７日（水）

■聖火リレーコース

秩父神社本殿前～秩父駅

■予定時間

ミニセレブレーション 午前１０時４６分

秩父神社スタート 午前１１時１０分

秩父駅前 午前１１時２３分

電気機関車発車時刻 午前１１時５０分

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６月２５日

（報道関係各位）

ＩＴ関連オフィスを開設するなら秩父市へ！
～「秩父市ＩＴ関連オフィス開設補助金」～

市では、企業において近郊分散型ワークスタイルへのニーズが高まっていることから、ＩＴ関連

オフィスを開設する秩父郡市外の事業者に対して、賃借料等の経費の一部を補助することで、ＩＴ

関連事業者の誘致を促進し、市内産業の高度化と活性化を図ります。

《対象》

秩父郡市外に所在し、市内にＩＴ関連オフィスを開設する事業者（※法人・個人とも可）

ＩＴ関連オフィスにおいて従業員が１人以上就労すること

１年以上の事業実績を有すること

《補助金額》

月額上限１０万円（※賃貸借契約日の属する月から令和４年３月まで）

【補助率】補助対象経費の２分の１

【対象経費：土地・建物賃借料、通信回線利用料、交通費】

※うち交通費は２万円まで。

《対象事業》

ＩＴ技術を活用した製品・ソフトウェア・コンテンツ等の開発、またはサービス提供を行う事業

※令和３年４月１日以降にオフィス等を開設する事業が対象

例）☆ＩＴ関連事業（例：ＷＥＢ、デジタルコンテンツ制作、システム開発等）

☆ＩＴを活用したクリエイティブ関連事業（デザイン、イラスト、設計、アート等）

☆ＩＴを活用したサービス提供事業（インターネットビジネス、広告関連等）

《申請手続》

郵送、メールおよび窓口にて申請

《申請期間》

７月１日（木）から申請開始

※予算の範囲内で先着順

産業観光部産業支援課

担当者：林

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年６月２５日

（報道関係各位）

「ジオパーク秩父公式ガイドブック」が発売されます
首都圏を中心とする主要書店、オンライン書店等で購入可能に

【strong point/ここが言いたい！】

この度、「ジオパーク秩父」（実施主体：秩父まるご

とジオパーク推進協議会）では、公式ガイドブックを

出版することとなりました。

壮大な地球の営みの中で、日本列島誕生の歴史とと

もにあった秩父の大地の成り立ちと、人々の歴史、文

化、産業が密接につながっている驚きに出会って、よ

り深く秩父を知ることができる一冊となっています。

●公式ガイドブックのここがイチ押し！

・ジオパークの基本からちょっとマニアックな情報までまるごと詰まった全１６８ページ。

・ジオパーク秩父をより楽しむことができる４つの「ジオストーリー」（大地の物語）では、人に

話したくなる魅力的なトピックスを満載。

・秩父地域に点在するジオサイト（大地のみどころ）やジャンル別（文化歴史、生態、眺望）に分

類された各サイトや、拠点となる施設の情報まで網羅し、現地への訪問をサポートします。

●書籍情報

・書籍名：ジオパーク秩父公式ガイドブック「秩父に息づく 大地の記憶」

・仕様：Ａ５オールカラー全１６８ページ

・初版発行部数：４，０００部

・本体価格：１，５００円＋税

・カバー帯題字・コメント：林家たい平さん（秩父市出身・落語家）

・書店販売開始日：６月２８日（月）

・著者：秩父まるごとジオパーク推進協議会

・発行所：株式会社さきたま出版会

●販売に関するお問い合わせ

株式会社さきたま出版会 担当：八島有里

さいたま市南区白幡 3-6-10 電話：048-711-8041 Mail：books@sakitama-s.com

●「ジオパーク秩父」について

ジオパーク秩父は、秩父地域１市４町（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町）をエリア

（約８９，２５０ha）としており、平成２３年に当時国内で１５番目の日本ジオパークに認定を受

けました。その後、平成２７年の再認定、令和元年の条件付き再認定を受け、現在に至っています。

書籍イメージ



世界では４４カ国・１６９のユネスコ世界ジオパークが存在しています（２０２１.４月現在）。

国内では４３地域の日本ジオパークがあり、うち９地域がユネスコ世界ジオパークに認定されてい

ます。

【next plan/今後の事業展開】

今年でジオパーク秩父は日本ジオパークに認定されて１０周年となります。各市町、県立自然の

博物館、関係団体と連携しながら、引き続きジオパークを通じた秩父地域の魅力発信について積極

的に推進してまいります。

産業観光部観光課

担当者：宮前（秩父まるごとジオパーク推進協議会 運営委員）

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７

Mail：kanko@city.chichibu.lg.jp

＜当資料は同日付けで県政記者クラブへも提供をしていますのでご了承ください＞



秩父市

Chichibu City

■秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコース

Press Release 令和３年６月２５日

（報道関係各位）

第１２回秩父市長杯ＢＭＸ大会開催

【strong point/ここが言いたい！】

秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコースにおいて、第

１２回秩父市長杯ＢＭＸ大会を開催します。

今年の大会では、オリンピックと同じ基準の８メー

トルのスタートヒルを使い、エリートクラスの選手に

よる迫力あるレースが行われるほか、東日本を中心に

全国各地から大勢の選手の参加が予想され、年齢・能

力別の各クラスに分かれてレースを行います。

また、地面を蹴って進むペダルなし自転車「ランニ

ングバイククラス」も同時開催いたします。このクラ

スは３歳から５歳までの子どもたちが参加することができます。

１ 開催日時 ７月１１日(日) 午前８時３０分から午後４時（予定）

※雨天決行

２ 場 所 秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコース（大滝２９０１番地）

３ 内 容 ①ライダーズミーティング（開会式）

②ＢＭＸチャンピオンシップクラス（プロ選手）

チャレンジクラス（各年齢別）

③ランニングバイク ３，４，５歳クラスの計３クラス

４ 当日のスケジュール予定 （天候やエントリーの状況により前後することがあります）

午前 ８時３０分～１０時００分 受付

午前 ８時３０分～１０時５０分 フリー走行・公式練習

午前１１時００分～１１時３０分 ライダーズミーテイング（開会式）

午前１１時４０分～ レース開始

午後 １時４５分～ 決勝レース

午後 ３時００分～ 表彰式

５ 問 合 せ 秩父滝沢サイクルパーク レイクビューハウス ☎０４９４－５３－２１２１

大滝総合支所地域振興課

担当者：新地

☎０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２



秩父市

Chichibu City

（参考）過去の市有林内イベントの様子

Press Release 令和３年６月２８日

（報道関係各位）

森林環境教育を行います！
市では、木と触れ合い森のことを学ぶ「木育(もくいく)」を推進しています。

森林を知り、林業の大切さ、面白さを体感してもらいます！

【strong point/ここが言いたい！】

１ 日 時

６月２９日（火）

午前８時４５分～午後３時３０分

２ 場 所

栃本広場

※雨天時：栃本広場（一部時間）・県立大滝げんきプ

ラザ

３ 内 容

森林が近い立地を活かし、森林・林業について学び始める小学校４年生の生徒たちを対象に、

地域の森林を知り、林業の大切さ、面白さを体感してもらうことを狙った授業を行います。地域

の森林や林業という仕事に興味を持ってもらうことを目指します。

・動物のはく製見学

・栃本広場内散策

・間伐現場見学

※雨天時は、上記の間伐現場見学を中止し、代替として県立大滝げんきプラザにてネイチャー

ゲームや、箸・コースターづくりを行います。

※対象は荒川東小学校４年生１５人

※本事業受託事業者：一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

【next plan/今後の事業展開】

次回は１１月頃に、荒川東小学校５年生を対象に林業学習（仮）を行う予定です。これからも学

校との連携を積極的に行い、森林の大切さ、林業という仕事の重要さや、木の素晴らしさを伝えて

いきたいと考えております。

環境部森づくり課

担当者：大沢

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９
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県内で武甲山にだけ生育「ミヤマスカシユリ」

【strong point/ここが言いたい！】

武甲山資料館（大宮６１７６番地）では、武甲山の貴重な植物の保護増殖に取り組む秩父太平洋

セメント（株）のご協力をいただき、「ミヤマスカシユリ」の特別展示を行います。

「ミヤマスカシユリ」は武甲山で１９４１年（昭和１６年）に発見された野生のユリです。

県内では武甲山にしか生育しておらず、全国的にみても、武甲山以外には茨城県北部でしか確認さ

れていない極めて希少な植物です。県のレッドデータブックの絶滅危惧種に指定されています。

ぜひ、この機会にご覧ください。

■期 間

６月３０日（水）～７月１４日（水）

※ 開花状況により短縮の可能性がありますので、

お問合せください。

■開館時間 午前９時～午後４時

■休 館 日 火曜日

■入 館 料 大人：２１０円 小中学生：１００円

武甲山資料館（教育委員会文化財保護課）

担当者：小林・持田

☎・FAX：０４９４－２４－７５５５

http://www.bukohzan.jp/

※入館時のお願い

・マスクの着用をお願いします。

・入館時・退館時の手洗いやアルコール消毒にご協力ください。

・発熱や風邪症状のある方はご遠慮ください。


