
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１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、新たに入院患者様７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

入院中の患者様 ７人

２ 陽性確認日 １１月３０日 ３人

１２月 １日 ４人

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。

なお、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



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月２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

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、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 １２月１日 医療職員１人

１２月２日 医療職員１人、入院患者様１人

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。

なお、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



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月５日

（報道関係各位）

秩父市立小学校児童および中学校生徒の新型コロナウイルス

感染について

１２月５日（月）に、２つの小中学校において、それぞれ複数の児童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。当該学校においては下記のとおり対応いたします。

１ 学校の区分

（１）秩父市立小学校の児童

（２）秩父市立中学校の生徒

２ 学校の対応

(１)小学校Ａ

１つの学級で学級閉鎖【１２月６日（火）から１２月１０日（土）】

(２)中学校Ｂ

１つの学級で学級閉鎖【１２月６日（火）から１２月１０日（土）】

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、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１２月５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

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、新たに医療職員４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 ４人

入院中の患者様 １人

２ 陽性確認日 １２月３日 医療職員２人、入院患者様１人

１２月４日 医療職員１人

１２月５日 医療職員１人

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。

なお、１１月２９日から、内科系診療科（内科・循環器内科・消化器内科）の外来診療を一部

縮小させていただいているところですが、１２月５日から１２月１０日までの間、内科系診療科

の外来診療を予約・再診の患者様のみと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

背景として使用

（必ず写真など目を引くものを！）

■一昨年の様子

Press Release 令和４年１２月５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」を開催します。

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 令和４年１２月１８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）

谷口 賢記 氏（チェロ）

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）平日午前８時３０分から午後５時１５分にてチケ

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：正田

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月６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１２月５日から１２月６日にかけ、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。当該学校において複数学年に複数の陽性者が確認され、かつ学校

内での感染拡大が懸念されるため、１２月７日（水）から１２月１１日（日）まで学校閉鎖としま

す。

１ 学校の区分

秩父市立小学校の児童

２ 経過

学年①

１２月５日（月）に、複数人の陽性が判明したため、学年閉鎖。

学年②

１２月５日（月）に、複数人の陽性が判明したため、学年閉鎖

上記２学年の学年閉鎖、かつ学校内での感染拡大が懸念されるため、学校閉鎖とします。

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１２月６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

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、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

入院中の患者様 ２人

２ 陽性確認日 １２月６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。

なお、１１月２９日から、内科系診療科（内科・循環器内科・消化器内科）の外来診療を一部

縮小させていただいているところですが、１２月５日から１２月１０日までの間、内科系診療科

の外来診療を予約・再診の患者様のみと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１２月７日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童生徒の新型コロナウイルス感染について

秩父市立学校の児童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、かつ、体調不良者も複数確認されたため、下記のとおり学級閉

鎖・学年閉鎖とします。

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

学校 種別 学級閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学級閉鎖 １２月７日（水）から１２月１１日（日）まで 児童５人

Ｂ 学級閉鎖 １２月８日（木）から１２月１１日（日）まで 生徒２人

Ｃ 学年閉鎖 １２月８日（木）から１２月１２日（月）まで 児童２人



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月７日

（報道関係各位）

第７５回 全国植樹祭

主会場：「秩父ミューズパーク」で開催決定！

【strong point/ここが言いたい！】

本日、公益社団法人国土緑化推進機構と埼玉県の協議により、令和７年春に開催予定の「第７５

回全国植樹祭」が、「秩父ミューズパーク」を主会場として開催されることが正式に決定いたしま

した。

埼玉県では、昭和３４年に寄居町金尾山で開催された「第１０回全国植樹祭」以来６６年ぶり２

回目の開催となります。

【市長コメント】

全国植樹祭がこの秩父で、天皇・皇后両陛下をはじめ、全国よりたくさんの方々をお迎えし開催

されることは、誠に喜ばしく光栄なことであります。市としても隣接の小鹿野町とともに秩父地域

1市 4町が一丸となって、主催の国土緑化推進機構・埼玉県と連携し、この植樹祭を契機にひとり

ひとりが森林や緑に対する理解を深め、緑豊かな秩父を次世代に引き継ぐ活動が広がっていくよう

準備を進めてまいります。

※ 参考

・全国植樹祭について

豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的理解を深めるため、公益社団法人国土緑化推進

機構と開催都道府県の共催により開催される国土緑化運動の中心的行事であり、天皇皇后両陛下の

お手植え、お手播きをはじめ、緑化功労者表彰行事などを行います。

・開催場所

第７２回（令和４年）：滋賀県 甲賀市（令和４年６月５日開催済）

第７３回（令和５年）：岩手県 陸前高田市（令和５年６月４日開催予定）

第７４回（令和６年）：岡山県 岡山市

第７５回（令和７年）：埼玉県 秩父ミューズパーク（秩父市・小鹿野町）

環境部森づくり課

担当者：富田

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月８日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童生徒の新型コロナウイルス感染について

秩父市立学校の児童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。そのため、

下記のとおり対応いたします。

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

学校 種別 閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学級閉鎖 １２月９日（金）から１２月１３日（火）まで 生徒３人

Ｂ 学級閉鎖 １２月９日（金）から１２月１３日（火）まで 生徒５人

Ｃ 学校閉鎖 １２月９日（金）から１２月１３日（火）まで 複数学年閉鎖



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月９日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童生徒の新型コロナウイルス感染について

秩父市立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、感染者のほか体調不良者も確認されたため、下記のとおり対応いたします。

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

学校 種別 閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学級閉鎖 １２月１０日（土）から１２月１４日（水）まで 児童３人

Ｂ 学級閉鎖 １２月１０日（土）から１２月１４日（水）まで 児童４人



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月９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

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、入院患者様５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

入院中の患者様 ５人

２ 陽性確認日 １２月８日 入院患者様 ３人

１２月９日 入院患者様 ２人

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。

なお、１１月２９日から、内科系診療科（内科・循環器内科・消化器内科）の外来診療を一部

縮小させていただいているところですが、１２月５日から１２月１０日までの間、内科系診療科

の外来診療を予約・再診の患者様のみと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１２月１３日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童生徒の新型コロナウイルス感染について

秩父市立学校の児童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・学年において、感染者のほか体調不良者も確認されたため、下記のとおり対応いたします。

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

学校 種別 閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学級閉鎖 １２月１２日（月）から１２月１５日（木）まで 生徒４人

Ｂ 学年閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 児童９人

Ｃ 学年閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 児童１１人

Ｄ 学級閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 生徒４人

Ｅ 学年閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 児童３人

Ｆ 学級閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 児童３人

Ｇ 学年閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 児童８人

Ｈ 学年閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 生徒３人

Ｉ 学級閉鎖 １２月１３日（火）から１２月１７日（土）まで 生徒３人

Ｊ 学年閉鎖 １２月１４日（水）から１２月１８日（日）まで 児童２人

Ｋ 学級閉鎖 １２月１４日（水）から１２月１８日（日）まで 生徒５人

Ｌ 学級閉鎖 １２月１４日（水）から１２月１８日（日）まで 生徒４人



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１４日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童生徒の新型コロナウイルス感染について

秩父市立学校の児童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。

感染者のほか体調不良者も確認されたため、下記のとおり対応いたします。

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

学校 種別 閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学校閉鎖 １２月１５日（木）から１２月１９日（月）まで
複数学年閉鎖

児童８人

Ｂ

学級閉鎖 １２月１５日（木）から１２月１９日（月）まで 生徒６人

学年閉鎖 １２月１５日（木）から１２月１７日（土）まで
複数学級閉鎖

生徒１０人

Ｃ 学級閉鎖 １２月１５日（木）から１２月１９日（月）まで 児童３人



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１４日

（報道関係各位）

第 10 回スキルアップ事業

「Ｖリーグ埼玉上尾メディックスコーチ、

ＯＧによるバレーボール教室」開催！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市では、プロスポーツ選手や世界を舞台に

活躍したトップアスリートを招聘し、スポーツ教

室を開催しております。２年ぶりとなる本年は中

学校女子バレーボール部生徒を対象に、Ｖリーグ

埼玉上尾メディックスのコーチ・ＯＧによるバレ

ーボール教室を行います。

当日は、プロ選手の指導者・経験者ならではの

指導や、バレーボール体験を行う予定です。

記

●日 時 令和４年１２月１７日（土）９時３０分～１２時４５分（予定）

●会 場 秩父市文化体育センター 第１アリーナ

●参加者数 秩父郡市内中学校女子バレーボール部生徒 ８３人（予定）

●講 師 Ｖリーグ埼玉上尾メディックス 石井 昭久（いしい あきひさ）

三浦 茉実（みうら まみ）

荒木 夕貴（あらき ゆき）

市民部市民スポーツ課

担当者：諸、五野上

☎：０４９４－２５－５２３０

FAX：０４９４－２２－４７７０

石井 昭久 三浦 茉実 荒木 夕貴



主催：秩父市 後援：秩父市教育委員会、秩父市体育協会

協力：秩父バレーボール連盟

第 10回スキルアップ事業

Vリーグ埼玉上尾メディックスコーチ、

ＯＧによるバレーボール教室

開催日 令和４年 12月 17日（土）

会 場 秩父市文化体育センター 第 1アリーナ



●講師紹介

●バレーボール教室 タイムスケジュール●

9:30～ 開講式

9:50～12:30 バレーボール教室

12:30～ 閉講式

（略歴）

1965 年 上尾中央総合病院ソフトボール部設立

1978 年 上尾中央総合病院バレーボール部に移行

2001 年 実業団バレー部「上尾中央総合病院女子バレー部」発足

2008 年 チーム名を上尾中央総合病院から「上尾メディックス」へ変更

2009 年～2014 年 Ｖ・チャレンジリーグにて優勝・準優勝の成績を収める

2014 年 悲願のプレミアリーグ昇格

2015 年 初のプレミアリーグで 3位の好成績

2019 年 吉野優理選手が 2019 年度火の鳥 NIPPON 全日本女子バレーボールチームに初選出

2020 年 ファイナルラウンド進出、チーム最高位 3位タイ

2021 年 V CUP 優勝、ビッグタイトル獲得

2022 年 大久保新監督を迎え、新体制で 2022-23V.LEAGUE に望む

【埼玉上尾メディックスオフィシャルサイトより】

≪埼玉上尾メディックス紹介≫

コート図

石原 昭久 （いしはら あきひさ)

埼玉上尾メディックス スカウト

荒木 夕貴

（あらき ゆき）

三浦 茉実

（みうら まみ）

出入口

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１６日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童生徒の新型コロナウイルス感染について

秩父市立学校の児童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。

感染者のほか体調不良者も確認されたため、下記のとおり対応いたします。

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

学校 種別 閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学級閉鎖 １２月１６日（金）から１２月２０日（火）まで 生徒４人

Ｂ 学年閉鎖 １２月１６日（金）から１２月１８日（土）まで 児童３人

Ｃ 学級閉鎖 １２月１６日（金）から１２月２０日（火）まで 児童７人

Ｄ 学年閉鎖 １２月１７日（土）から１２月２１日（水）まで 児童６人

Ｅ

学級閉鎖 １２月１７日（土）から１２月２１日（水）まで 児童９人

学年閉鎖 １２月１７日（土）から１２月２０日（火）まで 児童１２人

Ｆ 学級閉鎖 １２月１７日（土）から１２月２１日（水）まで 児童７人

Ｇ 学級閉鎖 １２月１７日（土）から１２月２１日（水）まで 児童６人

Ｈ 学級閉鎖 １２月１７日（土）から１２月２１日（水）まで 児童７人



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１９日

（報道関係各位）

秩父市立学校児童の新型コロナウイルス感染について

秩父市立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。

感染者のほか体調不良者も確認されたため、下記のとおり対応いたします。

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

学校 種別 閉鎖期間（予定） 感染者等

Ａ 学校閉鎖 １２月２０日（火）から１２月２２日（木）まで
複数学年閉鎖

児童９人



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１９日

（報道関係各位）

組織改正により「全国植樹祭準備室」を新設します

【strong point/ここが言いたい！】

去る１２月７日、令和７年春の「第７５回全国植樹祭」の開催地が秩父ミューズパークに決定し

たことを受け、令和５年１月１日付の組織改正により、環境部に新たに「全国植樹祭準備室」を設

置します。全国植樹祭準備室は、埼玉県等と密接な連携を図り、全国植樹祭開催に向けた準備業務

を開始します。

市長室総合政策課

担当者：金田

☎０４９４－２２－２８２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月１９日

（報道関係各位）

市職員の新型コロナウイルスの感染について

令和４年１２月１９日、市職員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。

当該職員は、発熱等により医療機関を受診し、抗原検査を実施した結果、１２月１９日に陽性が

判明したものです。

１ 職員

財務部長

市外在住（通勤は自家用車を利用）

２ 症状、経過状況等

１２月１７日（土）のどの違和感

１２月１８日（日）発熱・のどの痛み

１２月１９日（月）医療機関受診、抗原検査の結果、陽性

３ 濃厚接触者

調査の結果、職場内での濃厚接触はありません。

４ 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。

財務部

担当者：財務部次長 町田

☎：０４９４－２６－１１３１

FAX：０４９４－２２－２５３４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年１２月２０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

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、１２月９日に陽性者が判明

してから新規感染者は発生しておらず、感染は制御されていると判断いたしました。

患者様やご家族をはじめ地域の医療関係者の皆さまには、大変ご心配とご迷惑をおかけしました

ことを心よりお詫び申し上げます。

今後も保健所の指導のもと、さらに感染防止対策を徹底し、安心・安全な病院運営に努めてまい

りますので、ご理解とご協力を賜り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１２月２０日

（報道関係各位）

地方創生推進交付金事業（Society5.0 タイプ）

埼玉県秩父市の山間地域における実証実験を実施

～遠隔運用によるドローン配送と遠隔医療の有効性を検証～

このたび、秩父市生活交通・物流融合推進協議会は、秩父市の大滝地域において、物流

分野では、「遠隔運用によるドローン配送」、医療分野では、「オンライン栄養指導」と「オ

ンライン聴診器診察」の実証実験を実施しました。

本実証は、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

Society5.0 社会の実現に向けた「秩父市山間地域におけるスマートモビリティによる生活

交通・物流融合事業（令和２年度／内閣府地方創生推進交付金（Society5.0 タイプ）採択

事業）」における「秩父モデル」構築を推進していく一環で実施しました。

本実証を通じて得られた成果を踏まえ、ドローン配送分野では、将来的に地域の事業者

が、遠隔運用も含めドローン配送の全運用を担う体制の構築を目指し、また、医療分野で

は、山間地域における住民の質の高い医療機会の確保に向けた検討を進めて参ります。

詳細な実証内容や事業内容、各事業者の役割や今後の展開については、別添のとおり資

料を提供させていただきます。

この内容について、本日、株式会社ゼンリンを含む協議会参画企業との同時プレスリリース

（別添「発表資料」参照）となりますので、重複してご案内が届く場合がございますが、ご了

承いただきたくお願い申し上げます。

◆提供資料

『埼玉県秩父市の山間地域における実証実験を実施～遠隔運用によるドローン配送とオン

ライン栄養指導・デジタル医療機器の有効性を検証～』

市長室総合政策課未来技術担当

担当者：富田・山中・田中

☎： ０４９４－２１－５５２３

FAX：０４９４－２４－７２７２



 

 

 

2022年12月20日 

報道関係各位 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会 

 

埼玉県秩父市の山間地域における実証実験を実施 
～遠隔運用によるドローン配送とオンライン栄養指導・デジタル医療機器の有用性を検証～ 

 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会（会長：早稲田大学教授 小野田弘士/以下「本協議会」）（注1）は、埼玉県秩父

市の大滝地域において、物流分野の取り組みとして「遠隔運用によるドローン配送」を、医療分野では「オンライン栄養

指導」と「オンライン聴診器診察」の実証実験を実施しました。 

本協議会では、埼玉県秩父市の山間地域における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」構築への取り組みを、2020年11月より開始しています。今回の実証実験はその取り組

みの一環として、遠隔運用によりコスト効率性を高めたドローン配送体制の構築、及び地域住民の通院困難な状況を改

善する医療提供体制の構築を目指し実施しました。 
 

■本実証実験の概要 

① 遠隔運用によるドローン配送 

 

実施日 2022年11月7日（月）～17日（木） 

実施エリア 埼玉県秩父市大滝地域 

配送ルート 道の駅大滝温泉から二瀬ダム管理所前まで（往復約6km） 

参加事業者 JP楽天ロジスティクス（主体）、アズコムデータセキュリティ 

 

② 医療 

・オンライン栄養指導 

患者が地域の診療所に来院し、医師同席のもと秩父市
立病院の管理栄養士から患者へ、栄養食事指導をオンラ
インで実施。 

 

・オンライン聴診器診察 

看護師が患者（注2）の自宅を訪問して、聴診器を患者
に当て、離れた診療所にいる医師がリアルタイムに聴
診音を聴きながら診察（注3）を実施。 
 
 
 

実施日 2022年12月9日（金）、16日（金） 

実施エリア 埼玉県秩父市：大滝診療所、秩父市立病院 

参加事業者 秩父市、秩父市立病院、秩父市大滝国民健康

保険診療所、ゼンリン、三菱総合研究所 
 

実施日 2022年12月8日（木）、15日（木） 

実施エリア 埼玉県秩父市：大滝診療所 

参加事業者 秩父市、秩父市大滝国民健康保険診療

所、ゼンリン、三菱総合研究所 
 

遠隔運用者は、ドローン出

発地点（道の駅大滝温泉）から

約 14km 離れた秩父市内の拠

点より、遠隔でドローンの運航

判断・操作・監視を実施。 

現地では、ドローン機体の

点検など、地元事業者が拠点

業務の一部運用を担当する形

で実施。 

 



 

■今後の展望 

本実証を通じて得られた成果を踏まえ、ドローン配送では、将来的に地域の事業者が、遠隔運用も含めドローン配送

の全運用を担う体制の構築を目指し、また、医療分野では、山間地域における住民の質の高い医療機会の確保に向け

た検討を進めて参ります。 

 
（注1）2020年11月6日に設立。2022年12月20日現在の構成員は、秩父市、ゼンリン、三菱総合研究所、JP楽天ロジスティクス、西武ホールディングス、西武鉄道、西武観光バス、ア

ズコムデータセキュリティ、オプナス、早稲田大学、東京電力パワーグリッド、本庄早稲田国際リサーチパーク、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の15者。本協議会では、物流、生

活交通、観光交通、医療等の多様な分野のサービスについて、「ドローン物流」「遠隔医療」「MaaS」（貨客混載・EVカーシェアリング）などの先端技術を活用してヒトとモノの移動を

最適化・効率化し、Society5.0社会の実現に向けた事業モデルを構築することを目指しています。 

（注2） 状態の安定した方。  （注3）診療報酬は貰わず、通常診療とは別枠として実施。 

 

■実証結果 

① 遠隔運用によるドローン配送 

遠隔運用の体制のもと、最大積載量7㎏のドローン機体を活用し、弁当や飲料などの物資を「道の駅大滝温泉」か

ら「二瀬ダム管理所」前までの山間地域を含む往復約6㎞の距離で配送しました。 

また、本実証実験により、今後どこからでも遠隔運用の体制を構築できることを確認しました。 

 

 

② 医療 

・オンライン栄養指導 

秩父市立病院と大滝診療所がオンラインで繋がった

ことで、診療所の通常の診察メニューにはない栄養指導

を地域住民の方々に受診いただくことができました。 

 

・オンライン聴診器診察 

オンライン聴診器による聴診においても、対面診察の

聴診と同等の聴取ができることを確認しました。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

秩父市 市長室 総合政策課 未来技術・新エネルギー担当 0494‐21‐5523 mirai@city.chichibu.lg.jp 

株式会社ゼンリン コーポレートコミュニケーション部 03-5295-9000 pr@zenrin.co.jp 

▲秩父市立病院 ▲患者宅 

▲位置関係図 

▲大滝診療所 ▲大滝診療所 

mailto:mirai@city.chichibu.lg.jp
mailto:pr@zenrin.co.jp
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報道関係各位 令和４年１２月２２日

「秩父×川越×さいたま ３市周遊スタンプラリー」を実施します

【strong point/ここが言いたい！】

このたび、「秩父市」「川越市」「さいたま市」の３市による観光連携事業として、３市の観光スポットをめ

ぐってスマートフォンでスタンプを取得する非接触型の３市周遊スタンプラリーを実施することとなりまし

た。 神社、酒蔵、温泉施設の他、土産品や特産品を販売する観光情報発信施設など、各市の代表的で話題の

スポット２４か所を設定しました。スタンプを獲得し、その数に応じた賞に応募すると、抽選で３市に関連す

るすてきな賞品が当たります。 ぜひこの機会に「秩父市」「川越市」「さいたま市」を訪れ、それぞれの魅力

を感じて３市の観光をお楽しみください。

●実施期間

令和５年１月１日（日・祝）から２月２８日（火）まで

●３市連携観光ロゴ

当スタンプラリーにあわせて、「秩父×川越×さいたま」

観光連携ロゴができました。３市の位置関係を反映した

トライアングルのデザインです。三角形の集まりで形成

されたモチーフは３市の連携やつながりを表しています。

●「秩父×川越×さいたま」観光キャラバン

スタンプラリーの開催にあわせ、以下のイベントを行います。

日時：令和４年１２月２４日（土）、２５日（日）

２４日（土） １１時から１９時まで

２５日（日） １１時から１８時まで

会場：まるまるひがしにほん

内容：３市周遊スタンプラリーの PR

３市の物産の販売など（※秩父市の販売は２５日のみ）

●その他

３市周遊スタンプラリーの詳細は別紙資料をご参照ください。

産業観光部観光課 担当者：山中・中村 （一社）秩父観光協会 担当者：鈴木・大澤

☎ ：０４９４－２５－５２０９ ☎ ：０４９４－２１－２２７７

FAX：０４９４－２７－２６２７ FAX：０４９４－２１－２２７８

＜当資料は同日付で川越新聞記者会、さいたま市政記者クラブへも提供しています。＞



１ 実施期間

令和５年１月１日（日・祝）から２月２８日（火）まで

２ 対象スポット

２４ケ所（各市８ケ所）

（１） 秩父市

秩父神社、秩父まつり会館、聖神社、武甲酒造柳田総本店、矢尾本店酒づくりの森、じばさん商店、

武甲山資料館、西武秩父駅前温泉 祭の湯

（２） 川越市

川越八幡宮、喜多院、川越まつり会館、百足屋、農業ふれあいセンター、最明寺、小江戸温泉 Kashiba、

イトーヨーカドー食品館川越店

（３） さいたま市

武蔵一宮氷川神社、大宮盆栽美術館、まるまるひがしにほん、おふろ café utatane、けやきひろば、調神社、

岩槻人形博物館、武州岩槻総鎮守 久伊豆神社

３ スタンプ取得方法

対象のスポットへ行き、インターネットブラウザを開きスタンプを取得する GPS 方式

４ 参加方法

「秩父×川越×さいたま ３市周遊スタンプラリー」公式サイトへアクセスして参加

（※アプリのインストールは不要）

公式サイトへは以下のさいたま観光国際協会 Web ページよりアクセスできます。

さいたま観光国際協会 Web ページ https://www.stib.jp/3shi-stamprally.shtml

５ 賞品

（１） Ａ賞（スタンプ１７個）

① 秩 父 市 和銅鉱泉ゆの宿「和どう」 ペア宿泊券：１組

② 川 越 市 川越東武ホテル ペア宿泊券（朝食付）：２組

③ さいたま市 ホテルメトロポリタンさいたま新都心 ペア宿泊券：２組

（２） Ｂ賞（スタンプ９個）

① 秩 父 市 西武秩父駅前温泉「祭の湯」 ペア入浴券：３組

② 川 越 市 小江戸温泉 KASHIBA ペア入場券：３組

③ さいたま市 おふろ café utatane ペア入場券：３組

（３） Ｃ賞（スタンプ６個）

① 秩 父 市 酒づくりの森 日本酒「秩父錦（４号瓶）」：１０名

② 川 越 市 日本酒「小江戸鏡山」：５名

③ さいたま市 日本酒「金紋世界鷹」「麗和の酒うらら」「九重桜平成ひろば」「大手門」

の中からどれか：５名

（４） Ｄ賞（スタンプ６個）

① 秩 父 市 地ビール「彩の熊のラガー」（２本セット）：１０名

② 川 越 市 COEDO ビール（３本セット）：１０名

③ さいたま市 氷川ブリュワリー（４本セット）：１０名



（５） Ｅ賞（スタンプ３個）

① 秩 父 市 秩父芋菓子専門店「芋うらら」の商品＆(株)岩田屋のお惣菜・お漬物のセット：１０名

② 川 越 市 川越名物詰合せ：１０名

③ さいたま市 さいたま推奨土産品詰合せ：１０名

（１）から（５）に応募する方は、以下（６）から（９）にも併せて応募することができます。

（６） 埼玉県物産観光協会賞

「そぴあ」お勧め商品詰合せセット：５名

（７） 秩父市賞

秩父まつり会館 ペア入場券と、ちちぶ銘仙館 ペア入場券のセット：１０組

（８） 川越市賞

川越市営観光施設４館共通券 ペア入場券のセット：５組

（９） さいたま市賞

浦和レッズ 選手のサイン入りレプリカユニフォーム（2022 シーズン）：１名

大宮アルディージャ 選手のサイン入りレプリカユニフォーム（2022 シーズン）：１名

大宮盆栽美術館・岩槻人形博物館 ペア招待券のセット：５組

※さらに抽選に外れた全ての方を対象に、各市のノベルティなどが詰まった３市いろいろ詰合せセットが抽選

で２０名に当たります。

６ 概要

（１） 主催

一般社団法人秩父観光協会、公益社団法人小江戸川越観光協会、公益社団法人さいたま観光国際協会

（２） 共催

秩父市、川越市、さいたま市

（３） 後援

埼玉県、一般社団法人埼玉県物産観光協会、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社、川越商工会議所、

小江戸川越観光推進協議会、NHK さいたま放送局、テレ玉、埼玉新聞社、JR 東日本大宮支社、

西武鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、秩父鉄道株式会社、株式会社矢尾本店、株式会社ちちぶ観光機構、

秩父札所連合会

（４） 感染症対策

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組にご協力ください。感染拡大状況によっては当スタンプラリー

を中止する場合がございます。予めご了承ください。



（５） その他

参加方法等の注意事項について、公式サイトで必ずご確認ください。

７ お問合せ

当スタンプラリーについてのお問合せは下記までご連絡ください。

「秩父×川越×さいたま ３市周遊スタンプラリー」運営事務局

unei-jimukyoku@tsp-taiyo.co.jp

対応時間：令和５年１月４日以降の平日午前９時から午後５時まで（内容確認次第の返答）

※各施設へのお問合せはお控えください 。
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■昨年度のクリスマス点灯

Press Release 令和４年１２月２２日

（報道関係各位）

秩父公園橋フルカラーＬＥＤの点灯パターンを変更し、

特別に２日間点灯を行います。

【strong point/ここが言いたい！】

昨年１２月２４日に秩父公園橋ライトアップのフルカラー化

に伴う点灯式を行いましたが、それから１年となることを記念し

て点灯パターンを変更いたします。政府の節電要請の期間中です

が、特別に下記２日間点灯します。

今回、埼玉県立秩父農工科学高等学校の美術部の皆さんに、照

明機器の機能を最大限に生かした点灯パターン（１０パターン）

を考えていただきましたので、ぜひご覧ください。

（変更後の点灯パターンは今後継続します）

●特別点灯日時

１２月２４日（土）・２５日（日）両日とも１７時～２４時

●今後の予定

政府の節電要請が解除となりましたら、別添スケジュール表のとおり点灯します。

●照明機器の機能

①主塔の左右、②秩父駅側・ミューズパーク側、③上段・中段・下段、④１０分おきに色を

変えることができる

●秩父農工科学高等学校美術部顧問(宮下秀男教諭)コメント

秩父の夜景のシンボルともいえる秩父公園橋ライトアップ点灯パターン作成の機会を本校美術

部員１６人に託して頂けたこと、心より感謝申し上げます。

点灯パターン作成において大切にしたことは「それぞれの歳時のイメージ」そして「点灯パター

ンにストーリーとリズムを持たせること」です。芝桜や紅葉、クリスマスなどイメージしやすい歳

時に対して、難しいものもありましたが、部員と何度もじっくり話し合い、イメージを色彩化して

いきました。同時に、点灯パターンをいかに美しく見せるかにこだわり、配色に工夫を凝らすなど、

試行錯誤を繰り返して完成させました。

２０２２年の美術部の活動として、秩父を彩る貴重な事業に携われたことを光栄に思います。

●市長コメント

このたび、秩父公園橋ライトアップフルカラー点灯開始１周年を記念して、秩父農工科学高等学

校美術部のみなさんには、大変素晴らしい点灯パターンを考案いただき感謝しております。秩父市

のランドマークとしてさらなる魅力向上、また、市民の皆さまにも親しんで

いただきたく、末永くこの点灯パターンを活用してまいります。

産業観光部観光課 担当者：江田

☎０４９４－２５－５２０９、FAX：０４９４－２７－２６２７



時期 備考

年始 １月１日～３日 ３日 １７：００ ～  ２：００ ９時間／日

芝桜・ＧＷ ４月２０日～５月６日 １７日 １８：００ ～ ２４：００ ６時間／日

川瀬祭 ７月１９日・２０日 ２日 １９：００ ～ ２４：００ ５時間／日

お盆 ８月１３日～１６日 ４日 １８：００ ～ ２４：００ ６時間／日

紅葉時期 １０月２０日～３１日 １２日 １７：００ ～ ２４：００ ７時間／日

雲海 １１月１日～１４日 １４日  ２：００ ～  ６：００ ４時間／日

県民の日 １１月１４日 １日 １７：００ ～ ２４：００ ７時間／日 ※変更なし

夜祭 １２月２日・３日 ２日 １７：００ ～ ２４：００ ７時間／日

クリスマス １２月２４日・２５日 ２日 １７：００ ～ ２４：００ ７時間／日

年末 １２月２９日～３1日 ３日 １７：００ ～ ２４：００ ７時間／日

年明け １月１日 １日 0：００ ～  ２：００ ２時間／日

期間 時間

秩父公園橋ライトアップ 点灯パターン予定表（令和４年１２月２４日以降）
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Press Release 令和４年１２月２６日

（報道関係各位）

大滝中津川地区土砂崩れについて（第４報）

１０月８日（土）の埼玉県の住民説明会において、県道中津川三峰停車場線の仮復旧が令和５年

８月になるとの説明がありました。

この説明会後の市の対応について、別紙により報告いたします。

大滝総合支所

担当者：山中・千島

☎０４９４－５５－０１０１

FAX：０４９４－５５－０１７２



中津川区及び中双里区の住民への支援について

中津川地内土砂崩落対策本部

令和 4年 12月 26日現在

10月 12日（水）秩父消防本部とドクターヘリの離着陸場所（ランデヴーポイント）について打合せ
10月 17日（月）秩父市長が現地を訪問し、中津川区及び中双里区の住民へ一時避難の提案や要望等の

意見交換を行う。

10月 20日（木）第 1回中津川地内土砂崩落対策本部を開催
10月 25日（火）㈱ゼンリンと「中津川地内における緊急物資輸送に関する連携協定」を締結
10月 27日（木）大滝国保診療所出張診療 診察 11名
10月 31日（月）第 2回中津川地内土砂崩落対策本部を開催
10月 31日（月）副市長が秩父地域振興センター等を訪問し、埼玉県知事、秩父地域振興センター所長、

秩父県土整備事務所長及び秩父農林振興センター所長宛の「県道中津川三峰口停車場線

通行止めに係る中津川区、中双里区への支援について」の要望書を提出し、協力依頼を

行う。

同様に、秩父警察署長及び秩父広域市町村圏組合（ごみ収集・水道・救急消防）へ協

力依頼を行う。

11月 7日（月）第 3回中津川地内土砂崩落対策本部を開催
11月 10日（木）八丁峠へ臨時トイレを設置
11月 16日（水）自宅に居住希望の 6世帯へ、小型発電機 6基及び発電機用ガソリン（20リットル）を

配布

11月 17日（木）非常用食料（コロナ用食料 1人につき 2箱）を配布
11月 25日（金）生活支援タクシーの運用開始（毎月第 3金曜日に実施）

11／25（利用者 1人）及び 12／16（利用者 1人）に実施済
11月 28日（月）秩父消防本部へ、旧中津川小学校をドクターヘリの新規着陸場所とする追加申請を埼

玉県ドクターヘリ運航管理室へしていただくよう依頼を行う。

11月 29日（火）大滝国保診療所出張診療 診察 11名 （コロナワクチン（5回目）接種あり）
12月 15日（木）埼玉県ドクターヘリ運航管理室の旧中津川小学校の現地調査に立会
12月 15日（木）非常用食料（コロナ用食料 1人につき 2箱）を配布

合計で 1人当たり 4箱を配布
12月 20日（火）中津川区から一時避難する住民の市営住宅への転居が完了

（7世帯、8人）
12月 21日（水）国保診療所の送迎バスにより、中津川区から一時避難した住民の送迎を実施

（6人利用）
4週間ごとに送迎を実施、次回は 1月 19日（木）に実施予定
22日（木）実施予定の出張診療を天候の悪化が予想されたため、医師が電話にて健康
観察を実施



中津川区及び中双里区の住民への支援について

中津川地内土砂崩落対策本部

令和 4年 12月 26日現在

10月 12日（水）秩父消防本部とドクターヘリの離着陸場所（ランデヴーポイント）について打合せ
10月 17日（月）秩父市長が現地を訪問し、中津川区及び中双里区の住民へ一時避難の提案や要望等の

意見交換を行う。

10月 20日（木）第 1回中津川地内土砂崩落対策本部を開催
10月 25日（火）㈱ゼンリンと「中津川地内における緊急物資輸送に関する連携協定」を締結
10月 27日（木）大滝国保診療所出張診療 診察 11名
10月 31日（月）第 2回中津川地内土砂崩落対策本部を開催
10月 31日（月）副市長が秩父地域振興センター等を訪問し、埼玉県知事、秩父地域振興センター所長、

秩父県土整備事務所長及び秩父農林振興センター所長宛の「県道中津川三峰口停車場線

通行止めに係る中津川区、中双里区への支援について」の要望書を提出し、協力依頼を

行う。

同様に、秩父警察署長及び秩父広域市町村圏組合（ごみ収集・水道・救急消防）へ協

力依頼を行う。

11月 7日（月）第 3回中津川地内土砂崩落対策本部を開催
11月 10日（木）八丁峠へ臨時トイレを設置
11月 16日（水）自宅に居住希望の 6世帯へ、小型発電機 6基及び発電機用ガソリン（20リットル）を

配布

11月 17日（木）非常用食料（コロナ用食料 1人につき 2箱）を配布
11月 25日（金）生活支援タクシーの運用開始（毎月第 3金曜日に実施）

11／25（利用者 1人）及び 12／16（利用者 1人）に実施済
11月 28日（月）秩父消防本部へ、旧中津川小学校をドクターヘリの新規着陸場所とする追加申請を埼

玉県ドクターヘリ運航管理室へしていただくよう依頼を行う。

11月 29日（火）大滝国保診療所出張診療 診察 11名 （コロナワクチン（5回目）接種あり）
12月 15日（木）埼玉県ドクターヘリ運航管理室の旧中津川小学校の現地調査に立会
12月 15日（木）非常用食料（コロナ用食料 1人につき 2箱）を配布

合計で 1人当たり 4箱を配布
12月 20日（火）中津川区から一時避難する住民の市営住宅への転居が完了

（7世帯、8人）
12月 21日（水）国保診療所の送迎バスにより、中津川区から一時避難した住民の送迎を実施

（6人利用）
4週間ごとに送迎を実施、次回は 1月 19日（木）に実施予定
22日（木）実施予定の出張診療を天候の悪化が予想されたため、医師が電話にて健康
観察を実施



秩父市

Chichibu City

■三十槌の氷柱の様子

Press Release 令和４年１２月２６日

（報道関係各位）

大滝氷まつり開催

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市大滝地域では、令和５年１月７日(土)から２月２３

日(木・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１４日(土)から２月２３日(木・祝)にかけて

氷柱のライトアップを行います。

１ 開催期間 令和５年１月７日(土)～２月２３日（木・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 秩父市大滝三十槌

ウッドルーフ奥秩父オートキャンプ場 秩父市大滝４０６６－２

つちうちキャンプ場 秩父市大滝４０１１－１

３ 入場料 大人 一人２００円（中学生以上） 子ども 一人１００円（小学生以上）

４ ライトアップ

日 時 令和５年１月１４日（土）～２月２３日（木・祝）

時 間 【平 日】午後５時～７時

【土・休日】午後５時～８時

５ 問い合わせ 「三十槌の氷柱」見学に伴う問い合わせ

・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」に関する問い合わせ

・秩父観光協会大滝支部 ☎０４９４－５５－０７０７

大滝総合支所 地域振興課

担当者：羽山

☎０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２


