
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月３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 産業観光部に勤務する職員 ９月３０日 発熱・喉の痛

み

１０月１日 産業観光部

担当者：産業観光部長

山田

☎0494－25－5207

FAX：0494－25－0136

２ 福祉部所管公立保育施設に勤

務する会計年度任用職員

９月３０日 喉の痛み ９月３０日 福祉部

担当者：福祉部長 田端

☎0494－25－5203

FAX：0494－27－7336

３ 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

９月３０日 発熱・咽頭

痛・咳・倦怠

感

１０月２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１０月４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３０日および１０月３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。当該学年において複数の陽性者が確認されたため、１０月４日（火）

から１０月６日（木）まで学年閉鎖とします。

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

９月３０日（金）発熱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、咽頭痛

１０月３日（月）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。

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１０月５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 教育委員会に勤務する会計年

度任用職員

１０月１日 咽頭痛 １０月３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１０月５日

（報道関係各位）

英検ナイトスクール～夜勉～ 目指せ、英検合格！
本年度の夜勉は、３年ぶりに集合型で開催しています！

英語検定４級、５級の合格を目指す、多くの小・中学生が参加して学習しています。

【strong point/ここが言いたい！】

地域教育力活用事業「英検ナイトスクール～夜勉～」

は、学校の学習指導に併せ、地域人材による学習支援

の場を設けることで、小学生、中学生のさらなる学力

向上を図ることをねらいとしています。

「英検４、５級取得」を目標とし、英語力向上に意

欲がある児童生徒等への学習支援事業です。

また、「地域の教育力」を活用する事業として、Ａ

ＬＴ経験や秩父市の英語教育コーディネータ経験が

ある方が講師として講義を行っています。

また、元教員や高校生、地域の方々が学習ボランテ

ィアとして、自主学習時間に小中学生の学習支援を行っています。

３年ぶりの開講となり、市民の方々の関心も高く、たくさんのご応募をいただきました。

現在、小学生（５・６年生）３０人、中学生９人の計３９人の小中学生が受講しています。

１．実施日 令和４年 ９月２９日（木）、１０月 ６日（木）、１０月２０日（木）

１１月１０日（木）、１１月１７日（木）、１２月１５日（木）

全６回開催

２．開講時間 １８：３０～２０：００

３．対 象 秩父市内小学校５年生～中学校３年生

４．学習形態 講義式と自主学習式

５．その他 事業への参加児童生徒は、令和５年１月１４日（土）に秩父市歴史文化伝承

館を準会場として実施する２０２２年度第３回英語検定を受検することができ

ます。

教育委員会教育研究所

担当者：佐藤

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月７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１０月６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。当該学年において陽性者が確認され、かつ、周囲に複数の未診断の風邪等の症状を有

する児童がいるため、１０月７日（金）から１０月１０日（月）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・咽頭痛

１０月６日（木）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。

その他、複数の未診断の風邪等の症状を有する児童あり

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１０月１１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 １０月６日 発熱、咽頭痛 １０月８日 財務部

担当者：環境部長 大森

☎0494－22－3562

FAX：0494－25－5236



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月１１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 １０月６日 発熱、咽頭痛 １０月８日 環境部

担当者：環境部長 大森

☎0494－22－3562

FAX：0494－25－5236



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月１１日

（報道関係各位）

脅迫メールについて

令和４年１０月９日（日）午後７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

「１０月１１日に登下校中の幼稚園児及び女子学生を誘拐し拉致する」

「拉致した子供に時限爆弾を仕掛け、秩父鉄道をはじめとする公共交通機関や商業施設に放ち爆発

させる」

「市役所及び市の施設の水タンクに水酸化ナトリウムを入れておいた」

２ 市の対応

秩父・小鹿野警察署と情報共有するとともに、関係機関に情報提供を行い注意喚起を行います。

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１０月１２日

（報道関係各位）

市立病院における内科系の初診患者さんの受付について

埼玉県内の新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、感染症に対する医療体制強化のため、

令和 4年 7月 26 日（火）から、内科・消化器内科・循環器内科を初めて受診される方は、紹介状

をお持ちいただくようお願いしておりました。

秩父地域の感染状況と医療提供体制を勘案し、10 月 18 日（火）から、火・水・木・金の内科の

外来診療を通常に戻します。（初診の方の紹介状は不要となります）

月曜日と第２、第４土曜日に初診となる方、消化器内科、循環器内科を初めて受診される方は、

引き続き紹介状をお持ちいただくようお願いします。

ご迷惑をおかけしますが、引き続きのご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いします。

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１０月１２日

（報道関係各位）

中津川地内土砂崩落対策本部の設置について

１０月８日に埼玉県主催により開催された中津川地内の県道土砂崩落に対する住民説明会にお

きまして、県道を通行できる目安が来年８月と示されました。

これを受け、市では、市長を本部長、副市長を副本部長とし、部局長全員で構成する「中津川地

内土砂崩落対策本部」を昨日１０月１１日に立ち上げて、住民の皆様が安心して生活できるよう、

全庁体制で対応を進めていくことといたしました。

大滝総合支所市民福祉課

担当：杉田

☎０４９４－５５－０１０１

FAX：０４９４－５５－０１７２

総務部危機管理課

担当：井上

☎０４９４－２２－２２０６

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月１２日

（報道関係各位）

市議会１０月臨時会の招集・議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 １０月２０日（木）午前１０時 開会

２ 場 所 秩父市役所 ４階 議場

３ 内 容 地方自治法第１０２条第３項の規定により、秩父市議会臨時会を令和４年１０

月２０日午前１０時、秩父市役所に招集する。

本市議会臨時会に付議する議案は、専決処分、補正予算の計２件である。

４ 特記事項 （１）付議する事件 ２件

①専決処分 １件

②補正予算 １件

総務部総務課

担当者：乾

☎０４９４－２２－２２５１

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩 父 市 議 会 臨 時 会 （ 内 容 一 覧 ）

会 期 １０月２０日（水）

議 案 専決処分 １件 補正予算 １件 計 ２件

議案第８１号 専決処分について（令和４年度秩父市一般会計補正予算（第４回））

【新型コロナウイルスワクチン接種事業等の補正措置】

議案第８２号 令和４年度秩父市一般会計補正予算（第５回）

【消費活性化事業委託料等の補正措置】



秩父市告示第１７５号

次の事件につき令和４年１０月２０日午前１０時、秩父市議会臨時会を秩父市役

所に招集する。

令和４年１０月１２日

秩 父 市 長 北 堀 篤

付議する事件

・専決処分について（令和４年度秩父市一般会計補正予算（第４回））

・令和４年度秩父市一般会計補正予算（第５回）

・「秩父地域の県立高校４校の存続を求め、皆野高校と秩父高校の統合計画に

反対し、撤回を求める意見書」提出に関する請願



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月１２日

（報道関係各位）

市議会１０月臨時会の招集・議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 １０月２０日（木）午前１０時 開会

２ 場 所 秩父市役所 ４階 議場

３ 内 容 地方自治法第１０２条第３項の規定により、秩父市議会臨時会を令和４年１０

月２０日午前１０時、秩父市役所に招集する。

本市議会臨時会に付議する議案は、専決処分、補正予算の計２件である。

４ 特記事項 （１）付議する事件 ２件

①専決処分 １件

②補正予算 １件

総務部総務課

担当者：乾

☎０４９４－２２－２２５１

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩 父 市 議 会 臨 時 会 （ 内 容 一 覧 ）

会 期 １０月２０日（木）

議 案 専決処分 １件 補正予算 １件 計 ２件

議案第８１号 専決処分について（令和４年度秩父市一般会計補正予算（第４回））

【新型コロナウイルスワクチン接種事業等の補正措置】

議案第８２号 令和４年度秩父市一般会計補正予算（第５回）

【消費活性化事業委託料等の補正措置】



秩父市告示第１７５号

次の事件につき令和４年１０月２０日午前１０時、秩父市議会臨時会を秩父市役

所に招集する。

令和４年１０月１２日

秩 父 市 長 北 堀 篤

付議する事件

・専決処分について（令和４年度秩父市一般会計補正予算（第４回））

・令和４年度秩父市一般会計補正予算（第５回）

・「秩父地域の県立高校４校の存続を求め、皆野高校と秩父高校の統合計画に

反対し、撤回を求める意見書」提出に関する請願



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月１７日

（報道関係各位）

「第６９回 秩父美術展」の開催と受賞者発表
「第６９回 秩父美術展」が下記のとおり開催され、秩父郡市に在住・在勤・在学の方の作品が

一堂に展示されています。

また、今回の受賞者が決定いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

【strong point/ここが言いたい！】

◆開催期間 令和４年１０月１７日（月）～１０月２３日（日）

午前９時～午後５時（最終日は午後３時まで）

◆会 場 秩父市歴史文化伝承館 １階・２階

◆表 彰 式 令和４年１０月２３日（日）

午後１時～（写真・彫刻・工芸の部）

午後２時～（絵画・書の部）

（秩父市歴史文化伝承館 １階 研修室）

市民部生涯学習課

担当者：内田・桑原

☎ ０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０



第６９回 秩父美術展 入賞者一覧表

会期：令和４年１０月１７日～１０月２３日

会場：秩父市歴史文化伝承館

※令和２年度、令和３年度は開催中止となりました。

賞

絵画の部 書の部 写真の部 彫刻の部 工芸の部

氏 名 市 町 氏 名 市 町 氏 名 市 町 氏 名 市 町 氏 名 市 町

埼玉県知事賞 関根 功 秩父市 井上孤青 秩父市 木村秀生 秩父市 横山大樹 長瀞町

秩父市長賞 竹内咲乃 秩父市 茂木一幸 皆野町 西澤美知子 長瀞町 前原ウタ子 横瀬町

秩父市議会議長賞 逸見 修 秩父市 富山美樽 秩父市 上原芳明 秩父市 荻野高志 横瀬町

秩父市教育長賞 新冨正弘 皆野町 大場征夏 横瀬町 加藤佳子 横瀬町 江野君江 秩父市

秩父郡町村会長賞 原島知子 秩父市 土屋孤真 秩父市 高野明美 秩父市 浅賀美知子 秩父市

秩父美術懇話会長賞 新井智江 秩父市 富田智泉 秩父市 宮前進一 横瀬町

秩父美術懇話会賞 櫻井政孝 秩父市 正田峡正 秩父市 坂口真紀 秩父市

秀 作 設楽信夫 長瀞町 阿保青風 横瀬町 相馬将隆 秩父市 福原由美 秩父市

〃 落合芳正 皆野町 浅見智桜 秩父市 町田芳雄 秩父市 浅見洋子 横瀬町

〃 大塚洋一 皆野町 新井涼風 秩父市 上原美江子 秩父市 興野節子 小鹿野町

〃 濵田すみよ 秩父市 石橋重美 皆野町 齋藤 清 秩父市

〃 横山啓子 秩父市 堀口正峰 秩父市

出 品 点 数

※（ ）内は

令和元年度の点数

５８（７０） ８８（８２） ６５（７９） ２（４） ３３（３１）

総 点 数

※（ ）内は

令和元年度の点数

２４６（２６６）



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月１９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、１０月１８日（火）から１０月２１日（金）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

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・せき

発熱・せき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１０月２１日

（報道関係各位）

ちちぶ荒川しだれ桜とそばの里スタンプラリー開催！

荒川地域では『しだれ桜とそばの里』のキャッチフレーズでＰＲを行っておりますが、新型コロナウイルスの

影響で飲食店等の地域経済が低迷しています。そこで、地域の振興を図るため、昨年に引き続き、そば店や宿泊

施設、小売店等を含む荒川地域全体で『ちちぶ荒川しだれ桜とそばの里スタンプラリー』を開催します。

１１月から本格的な紅葉シーズンも訪れるため、観光客の皆様には『しだれ桜とそばの里』で『食べる・買う・

泊まる・遊ぶ』を楽しんでいただくとともに、スタンプラリーのイベントを通じて、地域経済の活性化を目指し

ます。

※毎年１１月第３日曜日に開催している『ちちぶ荒川新そばまつり』は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、昨年に引き続き中止となりました。

■開催期間 １１月１日（火）から１２月３１日（土）まで

■参加店 ５１店舗

飲食店２３店舗（そば店１３店舗、その他１０店舗）

宿泊施設９軒、土産店７店舗、その他１２事業所

■主催者 荒川そばの里づくり連絡協議会（荒川商工会内） 会長：澤井莊司 電話：０４９４-５４-１０５９

■内 容 参加店において、５００円以上のお会計をするとスタンプを１つ取得できます。

スタンプを３店舗分取得すると応募することができ、参加店で利用できる商品券が抽選で当たります。

※スタンプ台紙は秩父市役所・秩父鉄道各駅・道の駅・参加店舗など、応募箱は参加店舗に設置。

賞品 １等 参加店共通商品券（１０，０００円分）３０本

２等 参加店共通商品券（５，０００円分）４０本

３等 参加店共通商品券（３，０００円分）１００本

■その他 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来店の際はマスクの着用をお願いします。参加飲食店は、

彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）の認証店です。

荒川そばの里づくり連絡協議会（荒川商工会内） 荒川総合支所地域振興課

担当者：新井 担当者：浅見

☎０４９４－５４－１０５９ ☎０４９４－５４－２１１４

FAX：０４９４－５３－１０１６ FAX：０４９４－５４－２９７６



秩父市

Chichibu City

■ 櫓組みの様子

Press Release 令和４年１０月２１日

（報道関係 各位）

ミニ天狗祭においでよ！

【strong point/ここが言いたい！】

ＰＴＡ主催行事のミニ天狗祭を行います。児童の健

全な育ちを願って実施します。

■実施日時

１１月６日（日）（予備日：１１月１３日（日））

午前 テンゴウづくり

午後０時３０分～午後２時

■実施場所

下久那河原（柳大橋の下）

■参加者

久那小学校児童約５８人 保護者約３０人 教職員約１５人

■内 容

荒川や久那の地域では、昔から櫓（やぐら）を組み上げテンゴウを作り、それに火を付け勢

いよく燃やす祭が行われてきました。しかし、危険である、人手や手間の不足等の理由で次第

に実施しなくなりました。そこで、久那小ＰＴＡは何か子どもたちのためにできないかと考え

た結果、規模を縮小した「ミニ天狗祭」を復活させました。

昨年度も縮小して実施しました。今年度も、感染対策を行った上で

行います。

★当日の日程 学校集合 午前７時３０分

テンゴウ作り 午前９時 河原（５･６年児童）

その他児童保護者集合 午後０時３０分 河原 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

点火 午後０時４５分頃

【next plan/今後の事業展開】

大人の力を借りながらも子どもたちが主役になって行う祭を通して、仲間と協力していく態度を

育てていきます。

久那小学校

担当者：教頭 増

☎０４９４－２２－１５３０

FAX：０４９４－２２－７８５６



秩父市

Chichibu City

■昨年度の様子

Press Release 令和４年１０月２１日

（報道関係各位）

小学生による秩父銘仙の染め物体験
ちちぶ銘仙館等から４名の方に南小学校に来ていただき、秩父銘仙の染め物体験をします。

ふるさと「秩父」の歴史と伝統を体験により学びます。

【strong point/ここが言いたい！】

南小学校では、３～６年生が、「総合的な学習の時

間」に「秩父の魅力発見体験学習」を行っています。

４年生では、「秩父の伝統工芸を体験しよう」とい

うテーマで、秩父銘仙の染め物を体験します。ちちぶ

銘仙館の職員および地域おこし協力隊の皆さま（計４

名）に南小学校にお越しいただき、秩父銘仙の歴史を

学び、その後、実際に秩父銘仙の型染めを体験し、オ

リジナルの巾着袋を作成します。

■ 日 時 令和４年１０月２４日（月）午前９時３５分～午前１１時２５分

９：３５頃～ 秩父銘仙の歴史を学ぶ（講話）

１０：３０頃～ 秩父銘仙の型染め体験

■ 会 場 南小学校 ２階 理科室および少人数教室

■ 主催者 南小学校

■ 対象者 南小学校 ４学年児童３１人

■ 事業費 秩父の魅力発見体験事業費より一人３００円

【next plan/今後の事業展開】

このような体験を通して、秩父の伝統文化を大切にする児童を育成してまいります。なお、本校

では、６年生の卒業証書授与式において、卒業生全員が秩父銘仙を着用し、式に参列します。

南小学校

担当者：教頭 佐藤

☎０４９４－２２－１２９９

FAX：０４９４－２２－７８５３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月２１日

（報道関係各位）

貨物自動車運送事業者を支援！
～秩父市貨物運送事業者持続化補助金～

市では、原油価格の急激な高騰の影響を受けている市内物流サービス事業者を支援するために、

貨物輸送に係る車両の保有台数に応じて、補助金を交付します。

対 象 者 次の①～③を全て満たす方

① 市内に事業所を有する中小事業者等

② 令和４年１１月１日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいるもの

③ 市税の未納がない方

対象となる車両

① 市内事業所に配置されている運送事業用車両（緑ナンバー、黒ナンバーに限る）

② 令和４年１１月１日時点に登録されている車両

※ 交付条件として、申請車両を使用し、１年以上事業を継続する旨を申請時に誓約すること。

補助金の額

1台あたりの補助金額は次のとおり ※1事業者あたり１００万円が上限額

申請受け付け

・対象車両すべての自動車検査証の写し、運輸局からの貨物自動車運送事業の許可書等

を申請時に添付書類として提出。

産業観光部産業支援課

担当者：林

☎０４９４－２５－５２０８

FAX ０４９４－２５－０１３６

車両種別 車両ナンバー １台あたり交付額

普通貨物自動車

（大型貨物、中型貨物）
（1,10,100又は 8,80,800ナンバー） ５万円

小型貨物自動車

（軽貨物自動車）
（4,40,400ナンバー） ２万円

申請期間 令和４年１１月１０日(木）～１２月９日（金）

申請先

産業支援課（歴史文化伝承館３階）

※郵送可（〒368-8686 秩父市熊木町 8－15 産業支援課宛）

締切当日の消印有効



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１０月２４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

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、陽性者が複数確認されたため、１０月２５日（火）から１０月２８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

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。

生徒②

発熱・頭痛・咽頭痛・倦怠感

発熱・頭痛・咽頭痛・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

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。

生徒④

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。

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１０月２４日

（報道関係各位）

脅迫メールについて

令和４年１０月２１日（金）午後５時４０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

「１０月２４日に登下校中の幼稚園児及び女子学生を誘拐し拉致する」

「拉致した子供は合法ハーブティーを振る舞って下僕となるよう洗脳する」

「小中学校から濃硫酸及び濃硝酸、濃塩酸を盗み、芝桜の丘及び公共交通にぶちまける」

「市内の公共施設に自動ホスゲン散布機を設置しておいた」

２ 市の対応

秩父・小鹿野警察署と情報共有するとともに、関係機関に情報提供を行い注意喚起を行います。

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１０月２５日

（報道関係各位）

中津川地内緊急物資輸送に関する連携協定 締結

秩父市では、株式会社ゼンリン（以下ゼンリン）と中津川地内で発生した土砂崩落による地域住

民への生活支援のため、ドローンを活用した緊急物資輸送に関する連携協定を本日締結しました。

本協定の締結は、令和４年９月１３日に秩父市中津川地内で発生した土砂崩落による地域住民へ

の生活支援のため、ゼンリンと当市が連携し、ドローンを活用した緊急物資輸送の早期実現を目的

としています。

■連携協定の概要

今回のドローン配送飛行対象となる中津川地内は山間地域の特性上、ドローンの遠隔飛行に必要

な通信環境が脆弱であり、また、土砂崩落の影響で周辺に離発着地点の確保が困難な状況です。

ドローン配送の実現が非常に難しい状況の中で、当市とゼンリンは本協定に基づき、以下の事項

で連携・協力し、ドローンによる緊急物資配送の早期実現を推進してまいります。

（１）ドローン機体の選定、技術課題の解決策、運用手法の検討

（２）地域住民の適切なニーズや課題の把握、緊急物資の選定と準備

（３）ドローンの実飛行による地域住民への定期配送の実施

（４）その他、緊急物資輸送の早期実現を達成するための事業

■各者の役割

■今後の予定

体制構築、ドローン機体選定、ルート設計等の実装検証を行い、令和５年１月から３月までの期

間、1週間に 1回、ドローンによる定期配送を目指します。

※協定内容の詳細は別紙をご参照ください。

【中津川地内土砂崩落対策本部】

大滝総合支所 千島（中津川地内生活支援）

☎０４９４－５５－０８６１

産業観光部産業支援課 笠井（ドローン関連）

☎０４９４－２５－５２０８

市長室総合政策課 山中（調印式に関すること）

☎０４９４－２２－２８２３

自治体名・会社名 役割

秩父市 ドローン緊急物資輸送を実現するための施策や企画の検討、フィールドの提供、地域住民及

び関係機関との調整並びに周知活動、活用できる補助金の情報収集等

ゼンリン ドローン緊急物資輸送を実現するための施策や企画の検討、必要な機材、技術や人材の提

供、事業者との調整等



 

秩父市 

2022年 10月 25日 

報道関係各位 

株式会社ゼンリン 

埼玉県秩父市 

 

 
 
 
 
 

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：髙山善司、以下ゼンリン）は、秩父市（市長：

北堀篤）と、秩父市中津川地内における緊急物資輸送に関する連携協定を、本日 2022 年 10 月 25 日に締結

しました。本協定の締結は、2022 年 9 月に秩父市中津川地内で発生した土砂崩落による地域住民への生活

支援のため、ゼンリンと秩父市が連携し、ドローンを活用した緊急物資輸送の早期実現を目的としています。 

なお、本協定締結は、2022 年 10 月 11 日に秩父市で設置された「中津川地内土砂崩落対策本部」とゼンリ

ンが連携して実施する取り組みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■連携協定の概要 

今回のドローン配送飛行対象となる中津川地内は山間地域の特性上、ドローンの遠隔飛行に必要な通信環

境が脆弱であり、また、土砂崩落の影響で周辺に離発着地点の確保が困難な状況です。ドローン配送の実現

が非常に難しい状況の中で、ゼンリンと秩父市は本協定に基づき、以下の事項で連携・協力し、緊急物資配送

の早期実現を推進してまいります。 

（１）ドローン機体の選定、技術課題の解決策、運用手法の検討 

（２）地域住民の適切なニーズや課題の把握、緊急物資の選定と準備 

（３）ドローンの実飛行による地域住民への定期配送の実施 

（４）その他、緊急物資輸送の早期実現を達成するための事業 

 

■各者の役割 

自治体名・会社名 役割 

秩父市 ドローン緊急物資輸送を実現するための施策や企画の検討、フィールドの提供、地域

住民及び関係機関との調整並びに周知活動、活用できる補助金の情報収集等 

ゼンリン ドローン緊急物資輸送を実現するための施策や企画の検討、必要な機材、技術や人

材の提供、事業者との調整等 

連携協定 調印式の様子 

緊急物資輸送に関する連携協定を締結 
～秩父市中津川地内でドローンを活用した緊急物資輸送の早期実現を目指す～ 



■今後の予定 

体制構築、ドローン機体選定、ルート設計等の実装検証を行い、2023年 1月から 3月までの期間、1週間に

1回、ドローンによる定期配送を目指します。 

 

■「中津川地内土砂崩落対策本部」について 

大滝中津川地内の土砂崩落に関して、現在、通行止めとなっている県道を通行できる目安が来年 8 月と示

されたことを受け、秩父市において、「中津川地内土砂崩落対策本部」（本部長 北堀 篤市長）を 10月 11日に

設置しました。 

 

■ゼンリンの秩父市における取り組み 

ゼンリンは、2020年 11月に設立された「秩父市生活交通・物流融合推進協議会」の構成員として所属してお

り、これまでも埼玉県秩父市の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物流・公共

交通ネットワーク「秩父モデル」構築へ向けて、様々な取り組みを推進してきました。また、2017年 11月 7日に

災害時支援協定を締結しており、平常時、及び有事ともに連携しています。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ゼンリン コーポレートコミュニケーション部 羽田、立花 

TEL: 03-5295-9000、080-1705-4730 E-mail: pr@zenrin.co.jp 

 

秩父市 中津川地内土砂崩落対策本部 

大滝総合支所 千島（中津川地内生活支援） TEL：0494-55-0861 

産業支援課 笠井（ドローン配送関連) TEL：0494-25-5208 

mailto:pr@zenrin.co.jp
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（報道関係各位）

よしだ文化祭を開催します

【strong point/ここが言いたい！】

本年度のよしだ文化祭については、以下のとおり開催することとなりましたのでお知らせします。

■開催日時字１１月５日（土） １３：００～１６：００

１１月６日（日） １０：００～１５：００

■会 場 取方運動公園体育館

■内 容 書、工芸、菊花、絵画、写真の展示他

※新型コロナウイルスの感染症対策を徹底し、開催します。

※ＪＡ女性部の農産物直売、茶話の会による抹茶とお菓子の提供等は中止します。

※なお、同時開催の吉田よいとこ祭については、中止となります。

吉田よいとこ祭実行委員会（秩父市役所吉田総合支所地域振興課内）

担当者：芦田

☎：０４９４－７２－６０８３

FAX：０４９４－７７－１５２９


