
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和２年９月１１日

（報道関係各位）

厚生労働省委託事業である「生涯現役促進地域連携事業」に

秩父地域１市４町の事業構想が採択されました！

【strong point/ここが言いたい！】

厚生労働省は、働く意欲のある高年齢者が能力や経験を活かし、年齢に関わりなく活躍すること

ができる生涯現役社会を目指し、その地域の協議会が地域の実情に応じた「高年齢者の多様な就業

機会を確保」するための取り組みを募集、コンテスト方式で選抜し、採択された地域の協議会へそ

の事業の実施を委託します。

秩父地域１市４町（秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）や各関係機関で組織する「ち

ちぶ雇用活性化協議会（会長：秩父市長 久喜邦康）」がこの事業に応募し、その事業構想が採択

され、秩父地域の高年齢者の就労促進に資するよう令和２年１０月より事業を開始することとなり

ました。

この事業の採択により、ちちぶ雇用活性化協議会では、本年８月３１日に採択された「地域雇用

活性化推進事業」と併せ、両事業の相乗効果による秩父地域の雇用の活性化に取り組んでまいりま

す。

詳細は厚生労働省の記者発表資料をご覧ください。

【厚生労働省記者発表資料】⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13457.html

産業観光部商工課

担当者：宮城・栁澤

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６



【事業タイトル】健やかに彩り豊かなちちぶで働こうプロジェクト
【事業構想提案団体】ちちぶ雇用活性化協議会
　　　　　　　　　　　　　（事業対象地域：埼玉県秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）

【主な事業内容】

　□　就労相談窓口の設置

　□　高年齢者に対する情報提供、関係機関・関連事業の紹介

　□　合同就職説明会・面接会の開催

　□　事業所向け（シニア世代活用）セミナーの開催

　□　高年齢者向けセミナーの開催

　□　企業等訪問事業

　□　職場見学会事業

生涯現役促進地域連携事業（令和２年度10月開始分）採択団体

　秩父圏域では、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町が行政を担っており、平成21年9月に定

住自立圏形成協定を結び、生活に必要な、医療、保健・福祉、教育、産業、環境の分野において一丸となって地

域課題の解決に取り組んでいる。

　生産年齢人口が減少する一方、75歳以上の人口は増加している。65歳以上の人口割合は2020年は35％である

が、2040年には44.1％まで増加する予測が出ている。また、令和元年度の有効求人倍率は1.03倍と下降傾向であ

り、令和２年４月には0.77倍となり、今後新型コロナウイルスが雇用に与える影響に注意が必要である。

　人口減・高齢化は、秩父圏域においても深刻な課題となっており、要因の一つとして若者の流出が挙げられる。

　高年齢者が働くことを通じて健康を維持し、地域で活躍し、生きがいを得るとともに、地域産業を支える担い手と

なることができるよう事業を実施する。

　〈重点業種〉　製造業、介護・福祉関連業、観光業
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秩父圏域



秩父市

Chichibu City

■県指定天然記念物ステゴビル

Press Release 令和２年９月１８日

（報道関係各位）

県指定天然記念物ステゴビル見学

【strong point/ここが言いたい！】

久那小学校では、総合的な学習の時間に３年生がス

テゴビル（県指定天然記念物）を見学に行きます。

■実施日時 ９月２８日（月）で予定

午前９時４０分～１１時３０分

※ステゴビルの開花や天候の様子で

日程が決定します。

■実施場所

秩父市久那 2565

（岩田さん宅から歩いて少し山を登ります）

■参加者

久那小学校第３学年児童１３人 引率教員２人

■内 容

第３学年児童がステゴビルの花を見学に行きます。岩田さんのお宅から山を少し登ります。

見学後、岩田さんのお宅で、秩父に滞在した平賀源内ゆかりの品（直筆の絵図）を見せてい

ただきます。

【next plan/今後の事業展開】

見学を通して、郷土の自然や文化の良さに触れ、地域を愛する心情を育んでいきます。

秩父市立久那小学校

担当者：教頭 浅見

☎０４９４－２２－１５３０

FAX：０４９４－２２－７８５６



秩父市

Chichibu City

■秩父市集積計画３号地（大滝地内）

Press Release 令和２年９月１８日

（報道関係各位）

全国で５件目となる経営管理実施権配分計画を公告
令和２年２月１０日付けで経営管理権を設定した秩父市ほか、横瀬町、長瀞町、小鹿野町の集約

化団地について、９月１８日付けで経営管理実施権配分計画を公告し、９月２５日付けで公募によ

り選定された「意欲と能力のある林業経営体」へ再委託します。

【strong point/ここが言いたい！】

昨年４月１日に発足した集約化推進室では、秩父地

域１市４町と連携し、森林経営管理法に基づく意向調

査等を９年計画で進めているところです。

昨年度実施した意向調査に基づき、令和２年２月

１０日付けで秩父市、横瀬町、長瀞町、小鹿野町で設

定した集約化団地において、森林経営管理権を設定し

ました。これらの団地について、９月１８日付けで経

営管理実施権配分計画を公告し、９月２５日付けで、

６月に公募で選定された「意欲と能力のある林業経営

体」へ再委託を行います。

確認した限りでは、経営管理実施権配分計画につい

ては、全国で５件目となり、秩父市では２件目、３町では初となります。今回、１市３町で公告が

行えたことは、集約化推進室と市町が連携し取り組んだ大きな成果であると考えています。

■秩父市３号地 秩父市大滝大輪地内

（森林所有者５人、森林面積 12.69ha、再委託先：（株）ウッディーコイケ）

■横瀬町１号地 横瀬町上苅米および下苅米地内

（森林所有者２９人、森林面積 33.97ha、再委託先：秩父広域森林組合）

■長瀞町１号地 長瀞町本野上地内

（森林所有者６人、森林面積 14.09ha、再委託先：秩父広域森林組合）

■小鹿野町１号地 小鹿野町般若地内

（森林所有者１８人、森林面積 30.73ha、再委託先：（有）森林スマイル企画）

【next plan/今後の事業展開】

再委託を行った集約化団地については、再委託を受けた林業経営体により約１５年間、間伐等の

森林整備を実施するなどの経営管理を行っていく予定です。

環境部森づくり課

担当者：牧野

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

■大滝温泉「遊湯館」内

Press Release 令和２年９月２３日

（報道関係各位）

大滝温泉「遊湯館」営業再開について

大滝温泉「遊湯館」につきましては、令和２年２月

２７日から、ポンプの故障により閉館していました。

７月と８月は、サウナとシャワーのみで営業を行っ

ていましたが、９月２１日（月・祝）からは仮設ポン

プの設置が完了したことにより、温泉施設の営業を再

開しましたので、皆さんのご利用をお待ちしています。

【営業時間】午前１０時～午後８時（4/1～11/30）

午前１０時～午後７時（12/1～3/31）

【ご利用料金】

●一般（中学生以上） 平日 ７００円

土・日・祝・特定日（年末、ＧＷやお盆などの平日） ８００円

●小学生 ４００円

●乳幼児（小学生未満） ２００円

●身体障害者手帳（１級～３級）・療育手帳（最重度・重度）の交付を受けている方

１８歳以上 半額 １８歳未満 無料

大滝総合支所地域振興課

担当者：山口・田嶋

☎０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２



秩父市

Chichibu City

■ちちぶ空き家バンク ロゴマーク

Press Release 令和２年９月２９日

（報道関係各位）

ちちぶ空き家バンク事業ＰＲ番組 ちちぶエフエムで放送
ちちぶ空き家バンク事業のＰＲ番組をちちぶエフエムにて期間限定で放送します。

秩父地域の空き家所有者や空き家に関心のある方へ耳寄りな情報をお届けします。

【strong point/ここが言いたい！】

ちちぶ空き家バンクの取り組みについて秩父地域内外

の方々へ広くＰＲすることで、空き家バンクの利用促進

と登録物件のさらなる充実を図ります。

ちちぶ定住自立圏の１市４町と公益社団法人埼玉県宅

地建物取引業協会秩父支部とで構成する「ちちぶ空き家

バンク推進会議」では、このたび、空き家バンク事業の

ＰＲ番組をちちぶエフエムにて３か月の期間限定で放送

します。番組には１市４町と宅建協会から週替わりで担

当者等が出演し、空き家にまつわるさまざまなトークを

繰り広げます。第１回放送（１０月２日）には久喜市長が出演予定です。

■番 組 名 「空き家 どぉする？」

■放送日時 １０月２日（金）から１２月２５日（金）までの毎週金曜日

正午から午後１２時５５分まで

■放送媒体 ちちぶエフエム

■事業主体 ちちぶ空き家バンク推進委員会

事務局 （一財）秩父地域地場産業振興センター

秩父市宮側町１番７号

☎０４９４－２５－００８８

【next plan/今後の事業展開】

ちちぶ空き家バンクの利用促進と登録物件の充実を図ることで、市内の空き家の活用を促し、地

域の活性化や市内への移住促進へ繋げたいと考えています。

市長室地域政策課移住相談センター

担当者：深町・関口

☎０４９４－２６－７９４６

FAX：０４９４－２６－７９４６



秩父市

Chichibu City

■昨年のセミナーの様子

Press Release 令和２年９月２９日

（報道関係各位）

「森林環境譲与税活用セミナーin ちちぶ」開催
森林環境譲与税の使い道が丸わかり！

秩父の森林・林業・木工関係者が活用方法を伝授します。

【strong point/ここが言いたい！】

令和元年度より森林環境譲与税制度が施行されて

から 1年半が経過し、全国でその使途に関する検討が

なされています。

そこで、秩父地域森林林業活性化協議会では、都市

部の自治体へ森林環境譲与税の使途に関するアンケ

ート調査を行い、疑問点や要望の多かった項目をテー

マに「森林環境譲与税活用セミナーin ちちぶ」を下記

のとおり開催します。

なお、本セミナーは、新型コロナウイルス感染症対

策を施した上での集合セミナーのほか、Zoom による参

加が可能です。

■名称 森林環境譲与税活用セミナーin ちちぶ

■日時 １０月９日（金）午後１時３０分～３時

■場所 ①（一財）秩父地域地場産業振興センター ４階大ホール（定員５０人）

（秩父市宮側町１番７号 秩父鉄道秩父駅に併設）

②通信会議用アプリ「Zoom」（定員５０人）

■対象 県内・荒川下流域自治体ほか興味のある方はどなたでも

■内容 ①林野庁基調講演「下流域の自治体における森林環境譲与税の活用事例」

②秩父地域の森林整備や木材利用の取り組み紹介

③秩父産木材の公共施設等への利用について

④秩父地域の体験ツアーおよび木工製品のご紹介

※木工製品等の展示あり

【next plan/今後の事業展開】

今後の秩父産木製品の展示・販売イベント（出展予定）

１１月２３日（月・祝） 「イケビズフェスタ２０２０」

令和３年１月２１日（木）・２２日（金）「秩父の山の木フェア」

３月 ４日（木）～ ６日（土）「第１４回としまＭＯＮＯづくりメッセ」

環境部森づくり課・産業観光部商工課 担当者：牧野（森）・前島（商）

☎ ０４９４－２２－２３６９（森）０４９４－２５－５２０８（商）

FAX ０４９４－２２－２３０９（森）０４９４－２５－０１３６（商）



秩父市

Chichibu City

■昨年の市民ペタンク大会での 1コマ

Press Release 令和２年９月２９日

（報道関係各位）

第１５回秩父市民ペタンク大会を開催します！
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じながら、

規模を縮小しての開催となります。

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市では、生涯スポーツとしてペタンクの振興と

普及を図っており、日頃の練習の成果と秩父市民の交

流を目的に、毎年市民ペタンク大会を開催しています。

今大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止対策を講じながら、例年に比べ大会規模を縮小して

の開催を予定しております。

◆開 催 日 時 １０月１７日（土）

※予備日：１０月２４日（土）

受付開始：午前８時 開会式：午前８時１５分

試合開始：午前８時４０分

◆会 場 荒川総合運動公園グラウンド（多目的グラウンド）

◆参 加 チ ー ム 数 上限６４チーム

◆主な感染症予防策 ・マスク着用の徹底

・アルコール消毒液、液体石鹸等の設置

・開会式の規模縮小、時間短縮

・大会当日、参加者への体調チェックリストの提出依頼

・参加チーム数に上限を設け、前回大会から試合数を１つ減少

・１試合あたりの時間を前回大会の４０分から３０分に短縮 等

【next plan/今後の事業展開】

新型コロナウイルス感染症に対する最新の情報を得ながら、With コロナ時代の新しいスポーツ

イベント等の開催・運営について検討していきます。

市民部市民スポーツ課

担当者：斉藤

☎０４９４－２５－５２３０

FAX：０４９４－２２－４７７０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和２年９月２９日

（報道関係各位）

「健康運動教室」開催！
～スポーツの力で健康寿命をのばそう！～

【strong point/ここが言いたい！】

運動習慣を身に付けて健康長寿を目指すために、秩父市

スポーツ推進委員と保健センターと市民スポーツ課が連

携して運動教室を開催します。

内容は健康チェック（体組成測定、体力測定等）、スト

レッチ、ウォーキングと乗馬体験、ワンバウンドバレー、

ウォーキング教室など全１０回です。

開催にあたっては、「スポーツイベント再開に向けた感

染拡大予防ガイドライン」等を参考に、安心して運動がで

きるよう対策を講じて運営にあたります。

■期 間 １０月２１日（水）から令和３年３月１９日（金）

開講式 １０月２１日（水）午後１時３０分から

■回 数 全１０回

■内 容 別紙チラシのとおり

■場 所 スポーツ健康センター（第４回目を除く）

■定 員 １００人

■参 加 費 １人５００円（全１０回分、保険料込み）

■参 加 賞 チャレンジデーＴシャツ

■対 象 市内在住・在勤の方で医師等に運動することを制限されていない方

■そ の 他 参加者は健康チェックシートにより日々の健康管理を行います

当教室は秩父市版健康マイレージ対象事業です

市民部市民スポーツ課 保健医療部保健センター

担当者：小林 担当者：新井

☎０４９４－２５－５２３０ ☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－４７７０ FAX：０４９４－２２－５３３８

■昨年度ウォーキング教室での一コマ



“体組成測定・体力測定で自分の身体を知ろう！

運動習慣を身につけて健康長寿をめざそう！”

u期 間：令和２年１０月２１日（水）～令和３年３月１９日（金）

u回 数：全１０回

u内 容：裏面記載

u場 所：秩父市スポーツ健康センター（秩父市下影森９２４－１）※第 4回目を除く

u定 員：１００名

u参加費：５００円（全１０回分、保険料込）

u参加賞：チャレンジデーTシャツ

u対 象：市内在住・在勤の方で、医師等に運動することを

制限されていない方

u申し込み：１０月９日（金）までに、市民スポーツ課または保健センターまで

u問い合わせ先：市民スポーツ課 ☎２５－５２３０ 保健センター ☎２２－０６４８

FAX２２－４７７０ FAX２２－５３３８

（キリトリ）

健 康 運 動 教 室 申 込 書

名 前 住 所 電 話 番 号
参加賞のサイズ

（M，L，XL）



～日程・内容～

◎参加者は健康チェックシートで日々の健康管理を行います

◎秩父市版健康マイレージ対象事業です

◎希望者には埼玉県コバトン健康マイレージのご案内も可能です

日 付 時 間 内 容 備 考

1 10月 21日(水)
13：30～
15：30

13：30～開講式
健康チェック（体組成測定、体力測定等）

保健センター保健師

2 10月 29日(木)
13：30～
15：00

運動前後のストレッチ方法 健康福祉村 運動指導士

3 10月 30日(金)
13：30～
15：00

運動前後のストレッチ方法 健康福祉村 運動指導士

4 11月 15日（日）
9：00～

12：00
ウオーキングと羊山公園での乗馬体験

秩父市スポーツ推進委員、

秩父市乗馬連盟

5 11月 26日（木）
19：00～
21：00

ワンバウンドバレー（基礎編） 秩父市スポーツ推進委員

6 12月 10日（木）
19：00～
21：00

ワンバウンドバレー（実践編） 秩父市スポーツ推進委員

7 1月 29日（金）
13：30～
15：00

ウオーキング教室（基礎編）
NPO法人ウォーキング
研究所 駒崎 優 先生

8 2月 18日（木）
13：30～
15：00

ウオーキング教室（応用編）
NPO法人ウォーキング
研究所 駒崎 優 先生

9 2月 26日（金）
13：30～
15：00

ウオーキング教室（総集編）
NPO法人ウォーキング
研究所 駒崎 優 先生

10 3月 19日（金）
13：30～
15：30

健康チェック（体組成測定、体力測定等）

15：00～閉講式
保健センター保健師



秩父市

Chichibu City

■昨年度の戦没者追悼式の様子

Press Release 令和２年９月２９日

（報道関係各位）

羊山公園忠霊塔で戦没者追悼の献花式を行います
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、戦没者追悼式を中止し、羊山公園忠霊塔にて遺族代表

者と献花式を執り行います。

【strong point/ここが言いたい！】

多くの尊い命が失われた先の大戦から７５

年の歳月が流れました。

戦争を知らない世代が人口の８割を超え、戦

争体験や記憶の風化が危惧されておりますが、

今日私たちが当たり前のように享受している

平和や繁栄は、戦争によって心ならずも命を落

とされた方々の尊い犠牲の上に築かれている

ということを決して忘れてはならず、昭和・平

成・令和と時代は移り変わっても、過去の悲惨

な戦争の教訓を風化させることなく、次の世代

に語り継いでいくことは、私たちに課せられた

使命です。

本年は１０月２３日（金）に戦没者追悼式を開催する予定で準備を進めてまいりましたが、新型

コロナウイルス感染症の終息が見えない中、大勢の方々に御参集いただくのは危険と判断し、やむ

なく中止とさせていただきました。

戦没者追悼式中止に伴い、先の大戦における戦没者に哀悼の意を表するため、遺族の代表者とと

もに、市内各所の慰霊碑を代表して羊山公園の忠霊塔にて献花式を執り行います。

■日 時 １０月２３日（金）午前１０時３０分～１１時頃

■場 所 秩父市羊山公園忠霊塔前

■参列予定者 秩父市長、秩父市副市長、秩父市遺族連合会役員

【next plan/今後の事業展開】

新型コロナウイルス感染症の状況によりますが、令和３年度は例年どおり秩父宮記念市民会館で

戦没者追悼式を開催したいと考えております。

福祉部社会福祉課

担当者：石野・塩田

☎０４９４－２５－５２０４

FAX：０４９４－２２－７１６８


