
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月３日

（報道関係各位）

奥秩父大滝三十槌の氷柱（みそつちのつらら）ライトアップに合わせ、

西武観光バスの臨時便を運行します！

【strong point/ここが言いたい！】

奥秩父の冬の名所「三十槌の氷柱（みそつちのつらら）」につきまして、昨年度は暖冬により、

氷柱が形成されませんでしたが、本年度は多くのお客様にお越しいただいております。

幻想的な夜のライトアップに併せて臨時便を運行しますので、ぜひご利用ください。

■運 行 日 ２月６日（土）、７日（日）、１１日（木・祝）、１３日（土）、１４日（日）、

２０日（土）、２１日（日）の７日間

■運行時間 秩父湖：１７時５７分

↓

三十槌：１８時０３分

↓

大滝温泉遊湯館：１８時０９分

↓

大 輪：１８時１３分

↓

三峰口駅着：１８時２５分

※主なバス停を表記、市営バス川又線車両と縦走

市民部市民生活課

担当者：江田・新井

☎０４９４－２６－１１３３

FAX：０４９４－２６－１１３２

大滝総合支所市民福祉課

担当者：髙橋・千島

☎０４９４－５５－０８６３

FAX：０４９４－５５－０１７２



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月３日

（報道関係各位）

新井爽太選手(山梨学院高校）が市長を表敬訪問！
全国高校サッカー選手権大会で優勝の山梨学院高校で活躍し、

決勝戦後に発表された優秀選手３９人の一人です。

第９９回全国高等学校サッカー選手権大会（令和２年１２月３１日から令和３年１月１１日に埼

玉スタジアムで開催）で優勝した山梨学院高等学校の新井爽太選手（秩父市栃谷出身）が、市長を

表敬訪問します。

●選 手 新井 爽太（あらい そうた） 山梨学院高等学校 ３年生

●ポジション ＭＦ（ミッドフィルダー）

●日 時 ２月８日（月） 午後３時～３時１５分

●場 所 市役所本庁舎３階 市長公室

※当日は、秩父市スポーツ振興奨励金の交付も行います。

市民部市民スポーツ課

担当者：五野上

☎ ：０４９４－２５－５２３０

FAX：０４９４－２２－４７７０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月３日

（報道関係各位）

下久保ダム周辺４市町と、国および水資源機構で協定締結

下久保ダムは昭和４３年に完成し、治水・利水そして観光資源として活用されていますが、国が

水没者支援のために整備した環境施設も経年劣化により老朽化が見られるようになっています。

平成３年に４自治体により設立した財団法人神流湖整備協会により維持管理を行ってきました

が、新たに施設の修繕は国が管理する協定を結び令和２年度末までに清算法人を解散する予定です。

令和３年度以降は、施設の修繕は国が行うこととしたうえで協会に加盟していた各自治体が、管

理を引き継ぐこととなり、下久保ダムの魅力を今後も県内外へアピールし快適なダム周辺環境を維

持していくため、このたび国および水資源機構との基本協定を締結する運びとなりました。

１．協定合同締結式

日時 令和３年２月１５日（月）午後２時から

場所 群馬県藤岡市鬼石多目的ホール(鬼石総合支所隣接施設)

２．出席者

埼玉県秩父市長 久喜邦康 群馬県藤岡市長 新井雅博

埼玉県神川町長 山﨑正弘 群馬県神流町長 田村利男

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所長 福井貴規

独立行政法人水資源機構下久保ダム管理所長 田野弘明

３．協定書の内容

下久保ダム周辺環境整備事業等に係る施設の管理に関する協定書及び確認事項

【公益財団法人神流湖整備協会とは】

旧吉田町（秩父市）、旧神泉村（神川町）、旧鬼石町（藤岡市）、旧万場町（神流町）の４町村

が、神流湖周辺の環境整備と地域社会の発展に寄与することを目的に、財団法人として設立し、

後に公益財団法人へ移行した。

Ｈ３年７月１７日 財団法人神流湖整備協会設立 Ｈ２３年７月１日 公益財団法人へ移行

Ｒ元年１１月３０日 公益財団法人解散、清算法人移行 Ｒ３年３月３１日 清算法人解散予定

吉田総合支所地域振興課

担当者：新井

☎０４９４－７２－６０８３

FAX：０４９４－７７－１５２９

吉田太田部

ダム事務所

下久保ダム

群馬県

埼玉県
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Chichibu City
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（報道関係各位）

「ゼロカーボン市区町村協議会」を設立し、

脱炭素社会実現に向けた政策研究や国の提言を行います

【strong point/ここが言いたい！】

２０２０年１０月の内閣総理大臣所信表明演説において、２０５０年までの脱炭素化の実現が日

本全体の目標となった今、国と地方との連携を一層強化し、脱炭素化に向けた取組を加速させてい

く必要があります。２０２０年１２月に開催された「国・地方脱炭素実現会議」の第１回会議にお

いて、構成員として参加されている横浜市が市区町村の意見を取りまとめる旨を表明されたことを

契機に、今般、２０５０年二酸化炭素排出量実質ゼロを表明している本市を含む全国の市区町村に

横浜市から呼びかけがあり、脱炭素社会の実現に向けた政策研究や国に提言を行うことを主な目的

とした「ゼロカーボン市区町村協議会（会長：横浜市）」を共同発起自治体とともに設立しました。

２０１９年１２月に２０５０年までに「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて取り組むことを宣

言した本市は、本協議会会員自治体とともに、ゼロカーボン市区町村の意見を発信してまいります。

■協議会設立の趣旨

・２０２０年１０月の内閣総理大臣の所信表明演説において、２０５０年カーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すことが宣言されました。

・また、国民・生活者目線での２０５０年脱炭素社会実現に向けたロードマップの策定等につい

て、国と地方で検討・議論する「国・地方脱炭素実現会議」が発足し、２０２０年１２月に第

１回会議が開催されました。

・脱炭素社会の実現に向けては、脱炭素社会を具体的な地域の姿として描き、住民の住みやすさ

や地域の持続性と両立しつつ、その実現を図っていくことが、住民に最も身近な基礎自治体の

果たすべき役割です。

・規模、地域特性といった背景の違う様々な市区町村がその知見を共有し、脱炭素社会の実現に

向けた具体的な取組のための議論を進め、共に国への提言等を効果的に進めていくことを目的

として「ゼロカーボン市区町村協議会」を設立しました。

■会員自治体

本協議会は、２０５０年ゼロカーボンシティを表明した市区町村のうち、以下の共同発起自治体

を含む１３０市区町村により構成されます（令和３年２月５日１０時現在）。

○共同発起自治体 全１６市町村

横浜市（会長）、栃木県那須塩原市（副会長）、京都市（副会長）、岡山県真庭市（副会長）、

岩手県久慈市、岩手県軽米町、茨城県北茨城市、埼玉県秩父市、千葉県山武市、

神奈川県小田原市、新潟県佐渡市、富山県立山町、長野県白馬村、愛知県豊田市、

北九州市、熊本市



■設立年月日

令和３年２月５日（金）

■取組内容

（１）脱炭素社会の実現に向けた政策研究及びこれに関連する課題等の研究

（２）脱炭素社会の実現に向けた政策に関する国等への提言

（３）会員自治体相互の交流、連携等を図るための活動

（４）その他協議会の目的達成に必要なこと

■今後の取組について

当面は、脱炭素社会の実現に向けた具体的な取組のための議論や会員自治体の意見の集約を行

い、令和３年３月下旬に国への提言を行うことを目指します。

■お問合せ先

ゼロカーボン市区町村協議会事務局

横浜市温暖化対策統括本部調整課企画担当課長 池上 武史 様

☎０４５－６７１－４１０８

環境部環境立市推進課

担当者：課長 島田

☎０４９４－２２－２３７８

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月８日

（報道関係各位）

２月１０日から「ＰＣＲ検査キット」の提供をスタート！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域で、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、感染症状はないが感染症について

不安のある方、高齢者福祉施設で働いている方などを対象に、市が購入した「ＰＣＲ検査・唾液採

取用検査キット（簡易検査）」を自己負担額１，０００円で提供します。

■対 象 者 ・秩父市内にお住まいの方

・秩父市内に在勤・在学・在園の方

※発熱などの症状がなく、接触者に該当しない方が対象となります。

※検査結果が「高リスク」の場合には、必ず地域医療対策課へ連絡することなど

について同意していただきます。

■交付開始 ２月１０日（水）から（土・日・祝日を除く）

■交付時間 ９時から正午と午後１時から４時まで

※交付開始日の２月１０日（水）は、午後７時まで行います。

■交付場所 ２月１０日（水）から２月１９日（金）まで

【歴史文化伝承館 1階「交流フロアー」】

２月２２日（月）以降

【歴史文化伝承館 1階「地域医療対策課窓口」】

■頒布代金 １，０００円（１キット）

■提供回数 原則１回（２回目以降はご相談ください）

■注意事項 ・本人確認書類（免許証や健康保険証など）が必要となります。

・検査結果は「高リスク」、「低リスク」で通知され、陽性、陰性の判定は行われま

せん。

・検査結果が「高リスク」の場合には、必ず、地域医療対策課にご連絡いただき、

その後、秩父郡市医師会に電話で相談の上、医療機関でＰＣＲ検査や抗原定量検

査（二次検査）を受けていただく必要があります。

・企業や団体の方は事前に地域医療対策課にご連絡ください。在庫によっては、提

供数の調整をさせていただく場合がございます。

【next plan/今後の事業展開】

今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の対策に積極的に取り組みます。

保健医療部地域医療対策課

担当者：千島

☎０４９４－２２－２２７９

FAX：０４９４－２５－５２３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月１０日

（報道関係各位）

ポテくまくん手続きガイドを導入します！
～ポテくまくんが必要な手続き・場所・持ち物をご案内します～

【ポイント】

市民の皆さんが簡単な質問に答えるだけで、必要な手続き・手続きの場所・持ち物が確認できる

「ポテくまくん手続きガイド」を導入します。

市民サービス向上につながるＩＣＴ活用の取り組みとして、秩父市宣伝部長であるポテくまくん

が、必要な手続きをご案内します。

ご自宅等で手続きを事前に確認していただくことにより、「窓口での待ち時間短縮」「スムーズな

手続き」を目指します。また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策としても効果があります。

【詳細】

１ 案内ガイドの詳細

このガイドは、引越し、結婚、出産などの主要なライフイベントごとに、必要な手続きを洗い出

せるウェブサービスです。利用者は、スマートフォン、パソコン等から案内ガイドにアクセスし、

画面に表示されるいくつかの質問に答えていくだけで、数分程度でご自身やご家族の状況に応じて

必要な手続きを確認することができます。

２ 公開予定日

・転入・転出・転居：２月１２日（金）

３ 手続きガイドＵＲＬ

https://ttzk.graffer.jp/city-chichibu

【next plan/今後の事業展開】

結婚・出生・離婚・死亡・氏名変更の５カテゴリは３月上旬頃に公開を予定しています。

総務部情報政策課

担当者：齋藤

☎０４９４－２２－２２０４

FAX：０４９４－２２－１３６３

バナー画像
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（報道関係各位）

市議会３月定例会の議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 ２月２４日（水）午前１０時 開会
～

３月１７日（水） 【２２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３月定例会を令和３年

２月２４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、市道の路線変更、

条例の一部改正、令和２年度の補正予算、新年度当初予算の計２７件であり、ま

た、一般質問の質問者は１２人が予定されている。

４ 特記事項 （１）付議する事件 ２７件

①専決処分 ２件

②市道の路線変更 １件

③条例の一部改正 ７件

④補正予算 ７件

⑤当初予算 １０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 ２月２４日 水

○開会
○会議録署名議員の指名
○会期の決定
○諸報告
○施政方針
○市長提出議案の報告
○議案第１号から議案第２７号まで一括上程、説明

第２日 ２月２５日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第３日 ２月２６日 金 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 ２月２７日 土 ○休会（土曜日）

第５日 ２月２８日 日 ○休会（日曜日）

第６日 ３月１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 ３月２日 火 ○総務委員会

第８日 ３月３日 水 ○まちづくり委員会

第９日 ３月４日 木 ○文教福祉委員会

第１０日 ３月５日 金 ○委員会（予備日）

第１１日 ３月６日 土 ○休会（土曜日）

第１２日 ３月７日 日 ○休会（日曜日）

第１３日 ３月８日 月 ○市政に対する一般質問

第１４日 ３月９日 火 ○市政に対する一般質問

第１５日 ３月１０日 水 ○市政に対する一般質問

第１６日 ３月１１日 木 ○休会（事務整理）

第１７日 ３月１２日 金 ○休会（事務整理）

第１８日 ３月１３日 土 ○休会（土曜日）

第１９日 ３月１４日 日 ○休会（日曜日）

第２０日 ３月１５日 月 ○休会（事務整理）

第２１日 ３月１６日 火 ○休会（事務整理）

第２２日 ３月１７日 水

○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３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２月２４日
２２日間

　至 令和３年３月１７日



秩 父 市 議 会 ３ 月 定 例 会 （ 内 容 一 覧 ）

会 期 ２月２４日（水）～３月１７日（水）予定

議 案 専決処分 ２件 市道の路線変更 １件 条例の一部改正 ７件

補正予算 ７件 当初予算 １０件 計 ２７件

議案第 １号 専決処分について（令和２年度秩父市一般会計補正予算（第７回））

【新型コロナウイルスワクチン接種対応等の補正措置】

議案第 ２号 専決処分について（令和２年度秩父市一般会計補正予算（第８回））

【ＰＣＲ検査キット購入費の補正措置】

議案第 ３号 市道の路線変更について

【荒川上田野１７号線の路線変更】

議案第 ４号 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例

【既受給者証交付者に対する経過措置の改正】

議案第 ５号 秩父市介護保険条例の一部を改正する条例

【介護保険法施行令等の一部改正に伴う所要の改正】

議案第 ６号 秩父市国民健康保険条例の一部を改正する条例

【新型インフルエンザ特別措置法の改正に伴う所要の改正】

議案第 ７号 秩父市バイシクルモトクロス場条例の一部を改正する条例

【新コース設置等に伴う料金体系の見直し及び施設名称の改正】

議案第 ８号 秩父市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

【防疫作業手当の特例期間の改正】

議案第 ９号 秩父市立学童保育室条例の一部を改正する条例

【下郷学童保育室の廃止に伴う改正】

議案第１０号 秩父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

【放課後児童支援員資格の研修制度の改正】



議案第１１号 令和２年度秩父市一般会計補正予算（第９回）

【影森中学校管理教室棟大規模改造工事等補正措置】

議案第１２号 令和２年度秩父市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

【最終見込額の補正措置】

議案第１３号 令和２年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）

【最終見込額の補正措置】

議案第１４号 令和２年度秩父市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）

【最終見込額の補正措置】

議案第１５号 令和２年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第３回）

【最終見込額の補正措置】

議案第１６号 令和２年度秩父市立病院事業会計補正予算（第３回）

【最終見込額の補正措置】

議案第１７号 令和２年度秩父市下水道事業会計補正予算（第３回）

【最終見込額の補正措置】

議案第１８号 令和３年度秩父市一般会計予算

議案第１９号 令和３年度秩父市国民健康保険特別会計予算

議案第２０号 令和３年度秩父市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２１号 令和３年度秩父市介護保険特別会計予算

議案第２２号 令和３年度秩父市農業集落排水事業特別会計予算

議案第２３号 令和３年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特別会計予算

議案第２４号 令和３年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予算

議案第２５号 令和３年度秩父市駐車場事業特別会計予算

議案第２６号 令和３年度秩父市立病院事業会計予算

議案第２７号 令和３年度秩父市下水道事業会計予算



令和3年度
（A)

令和2年度
（B)

増 減 額
（A) - (B)

増減比

28,500,000 28,800,000 △ 300,000 △ 1.0%

14,771,382 14,785,669 △ 14,287 △ 0.1%

国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 6,599,775 6,561,869 37,906 0.6%

国 民 健 康 保 険 （ 診 療 施 設 勘 定 ） 106,858 124,688 △ 17,830 △ 14.3%

後 期 高 齢 者 医 療 828,615 834,922 △ 6,307 △ 0.8%

介 護 保 険 6,520,750 6,430,496 90,254 1.4%

農 業 集 落 排 水 事 業 191,433 338,345 △ 146,912 △ 43.4%

戸 別 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業 241,058 257,909 △ 16,851 △ 6.5%

公 設 地 方 卸 売 市 場 25,796 26,226 △ 430 △ 1.6%

駐 車 場 事 業 257,097 211,214 45,883 21.7%

4,888,027 5,241,720 △ 353,693 △ 6.7%

病 院 事 業 3,344,149 3,547,556 △ 203,407 △ 5.7%

下 水 道 事 業 1,543,878 1,694,164 △ 150,286 △ 8.9%

48,159,409 48,827,389 △ 667,980 △ 1.4%

（単位：千円）

会 計 別

一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 企 業 会 計

合 計

　令和3年度　秩父市 　　　 　 　　　　　　歳入歳出予算額一覧表

公
営
企
業
会
計
の
内
訳

特

別

会

計

の

内

訳

一 般 会 計
特 別 会 計
公営企業会計
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令和３年度 秩父市一般会計予算の増減要因

Ⅰ 予算規模

令和３年度一般会計予算額は 285.0 億円となり、前年度と比較して、3.0 億円

の減少（1.0％減）となりました。

Ⅱ 増減理由

① 歳出が減額した要因として、合併特例債の発行終了に伴い、道路新設改良

費が大きく減少しました。また、施設型給付費の減などによる保育促進事業費

の減少、ふるさと融資貸付金の減少、一般職人件費の減少、公債費の減少など

が主な要因です。

そのほか、下水道料金の改定により収支が改善した下水道事業会計への補

助金が減少しました。

【歳出の増加額が大きいもの】（※金額は前年度比、ページ番号は予算書）

・道路新設改良費（目） ▲429,418 千円

(R2・P238) 751,704 千円 →（R3・P242） 322,286 千円

・保育促進事業（施設型給付費委託料等） ▲355,178 千円

(R2・P151) 1,932,534 千円 → （R3・P153）1,577,356 千円
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・企業誘致事業（ふるさと融資貸付金） ▲300,000 千円

(R2・P223) 300,000 千円 → (R3・P227) 0 千円

・一般職人件費 ▲165,118 千円

(R2・P345) 5,254,605 千円 → (R3・P351) 5,089,487 千円

・公債費（元金・利子） ▲120,377 千円

（R2・P336）2,998,837 千円 → (R3・P342) 2,878,460 千円

・下水道事業会計補助金 ▲94,579 千円

（R2・P255）408,123 千円 → (R3・P259) 313,544 千円

② 歳出が大きく増加した事業は、影森中学校校舎大規模改造事業、荒川西小

学校校舎大規模改造事業のほか、令和元年台風 19 号による被災箇所の災害復

旧事業、新型コロナ対策として実施するコロナ対策緊急特別融資預託金が増

額となりました。

【歳出の増加額が大きいもの】（※金額は前年度比、ページ番号は予算書）

・影森中学校校舎大規模改造事業（工事・委託） 213,068 千円増

(R2・P301) 16,115 千円 → (R3・P307) 229,183 千円

・荒川西小学校校舎大規模改造事業（工事・委託） 116,970 千円増

(R2・P295) 13,068 千円 → (R3・P299) 130,038 千円

・災害復旧費（款）100,313 千円増

（R2・P332）4 千円 → (R3・P338) 100,317 千円

・コロナ対策緊急特別融資預託金 100,000 千円増

（R2）0千円 → (R3・P225) 100,000 千円

③ 歳入においては、新型コロナの影響による市税の大幅な減少を見込みまし

た。固定資産税の軽減措置に対する補填として新型コロナウイルス感染症対

策地方税減収補填特別交付金を見込んだほか、地方交付税と臨時財政対策債

も減収を補てんする財源として増額を見込みました。

【歳入の主な増減額】（※金額は前年度比、ページ番号は予算書）

・市税 ▲688,937 千円

(R2・P18) 8,607,713 千円 → (R3・P18) 7,918,776 千円

・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 431,677 千円増

(R2) 0 千円 → (R3・P20) 431,677 千円

・地方交付税 290,000 千円増

(R2・P22) 6,260,000 千円 → (R3・P22) 6,550,000 千円

・臨時財政対策債 450,000 千円増

(R2・P44) 800,000 千円 → (R3・P44) 1,250,000 千円
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予算額
（千円）

担当課

学校施設長寿命化計画に基づき、影森中学校管理教室棟の大規模改造工事を
行う。

・工事請負費　226,950千円
・委託料　2,233千円

学校施設長寿命化計画に基づき、荒川西小学校校舎の大規模改造工事を行
う。

・工事請負費　128,000千円
・委託料　2,038千円

埼玉県秩父県土整備事務所が行う秩父公園橋の照明交換工事に合わせ、主塔
を照らす照明をフルカラーＬＥＤにするための費用を市が一部負担し、秩父のラ
ンドマークとしての魅力を向上させる。

・秩父公園橋ライトアップ事業負担金　15,000千円

地方創生推進交付金事業として採択されたSociety5.0について、ドローン物流・
遠隔医療・MaaSの各事業の実証実験を通じて、運用に向けた課題検証を行う。
また、各サービスを統合的に把握する動態管理機能（ダッシュボードシステム）の
開発に取り組む。

・Society5.0推進事業委託料 69,270千円

市内に設置されている防犯灯（市設置　約2,985基、町会設置 約2,541基）を、高
エネルギー効率、長寿命のＬＥＤ灯に切り替えるための導入計画を策定する。ま
た、令和4年度から10年間のリース方式により、工事を実施する事業者と再度契
約しＬＥＤ化を実施する。

・ＬＥＤ防犯灯導入調査業務委託料　12,400千円

市内に設置されている市管理の道路照明灯（約650基）を、CO2排出量の削減及
び電力使用量抑制のため、長寿命のＬＥＤ灯に切り替える事業をリース方式によ
り実施する。

・省エネ設備借上料　1,064千円

コロナ禍で働き方が多様化していることを受けて、ＩＴ関連企業を新たな企業誘致
の対象と位置付け、関連企業の立地を促進させるため、オフィス賃借料等に対
する補助制度を新設する。

・ＩＴ関連オフィス開設補助金　3,600千円

令和3年度　　重点事業

事　　　業　　　内　　　容

【新規】影森中学校管理教室棟大規模改造事業（P307）

【新規】荒川西小学校校舎大規模改造事業（P299）

【新規】秩父公園橋ライトアップ事業（P233）

【継続】Society5.0推進事業（P77）

【新規】防犯灯ＬＥＤ化事業（P99）

【新規】道路照明灯ＬＥＤ化事業（P179）

【新規】ＩＴ関連オフィス開設補助事業（P227）

1

229,183

教育総務課

130,038

2 15,000 観光課

3 69,270 地域政策課

4

12,400 危機管理課

1,064 環境立市推進課

5 3,600 企業支援センター
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令和 3 年度一般会計主要事業一覧

予 算 額 対前年度比

一 般 会 計 28,500,000 千円 ▲1.0％

特 別 会 計 14,771,382 千円 ▲0.1％

計 43,271,382 千円 ▲0.7％

企 業 会 計 4,888,027 千円 ▲6.7％

合 計 48,159,409 千円 ▲1.4％

（※文中のページ番号は令和 3年度一般会計予算書の掲載ページ）

１ ウィズコロナからアフターコロナへ

1-1 新型コロナウイルスワクチン接種事業【令和 2年度から繰越】

357,419 千円／保健センター R3.1 月専決補正

希望する全市民が新型コロナウイルスワクチン接種を受けられるよう、秩父郡市医師会と

の連携を強化し、秩父地域全体でワクチン接種を円滑に進める。

1-2 ＰＣＲ検査キット提供事業【令和 2年度から繰越】

12,161 千円／地域医療対策課 R3.1 月専決補正

新型コロナウイルス感染症の検査を希望する市民等に対し、市が購入したＰＣＲ検査キッ

トを自己負担額 1,000 円で提供する。

1-3 雇用確保推進事業【継続】 30,000 千円／商工課 P197

市民の雇用を維持するため、「雇用調整助成金」を利用した事業者に一律 10 万円の奨励金

を支給する。

1-4 新型コロナ対策緊急特別融資預託金【継続】 100,000千円／企業支援センター P225

金融機関に１億円を預託し、コロナ禍で資金繰りに苦慮する中小企業等に対する 1件あた

り上限 100 万円の緊急特別融資（スピード融資）を継続して行う。（融資枠 2億円）

1-5 地域雇用活性化推進事業資金貸付金・生涯現役促進地域連携事業資金貸付金【継続】

27,000 千円／商工課 P197

厚生労働省の委託事業として採択された「地域雇用活性化推進事業」及び「生涯現役促進

地域連携事業」を実施するため、国から委託金が支払われるまでのつなぎ資金として、ちち

ぶ雇用活性化協議会に貸付を行う。

1-6 観光・宿泊施設等利用促進事業【継続】 100,000 千円／観光課 P235

令和 2 年度に実施して好評だった観光・宿泊施設で利用できるクーポン券を発行し、コロ

ナ禍で落ち込んだ観光関連産業の支援を行う。

1-7 ＩＴ関連オフィス開設補助事業【新規】 3,600 千円／企業支援センター P227

コロナ禍で働き方が多様化していることを受けて、ＩＴ関連企業を新たな企業誘致の対象

と位置付け、関連企業の立地を促進させるため、オフィス賃借料等に対する補助制度を新設

する。

1-8 新分野進出チャレンジ補助事業【新規】 3,000 千円／企業支援センター P227

コロナ禍で売上が減少している中小企業が新たな業態や事業にチャレンジをする事業費の

２分の１（上限 100 万円）を補助する制度を新設する。
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1-9 テレワーク普及促進事業【新規】 660 千円／企業支援センター P231

テレワークへの対応が遅れている市内中小企業を対象に、秩父ビジネスプラザを活用し

て、テレワークの普及・活用を促進するための支援を行う。

1-10 移住政策推進事業【継続】 55,541 千円／地域政策課 P81

これまでの取組に加え、令和 2年度に創設した「秩父ファンクラブ」の運営、ファンクラ

ブの会員への地域情報発信等の充実を図り、さらなる関係人口、定住人口の増加を図る。

２ Society5.0 で未来への挑戦 ～最先端テクノロジーを活用し、未来都市像を描き出す～

2-1 Society5.0 推進事業【継続】 69,270 千円／地域政策課 P77

地方創生推進交付金事業として採択された Society5.0 について、ドローン物流・遠隔医療・

MaaS の各事業の実証実験を通じて、運用に向けた課題検証を行う。また、各サービスを統合

的に把握する動態管理機能（ダッシュボードシステム）の開発に取り組む。

３ 少子高齢化への対応

3-1 影森中学校校舎大規模改造事業（工事・委託）【新規】 229,183 千円／教育総務課 P307

学校施設長寿命化計画に基づき、影森中学校管理教室棟の大規模改造工事を行う。

・工事請負費 226,950 千円

・委託料 2,233 千円

3-2 荒川西小学校校舎大規模改造事業（工事・委託）【新規】

130,038 千円／教育総務課 P299

学校施設長寿命化計画に基づき、荒川西小学校校舎の大規模改造工事を行う。

・工事請負費 128,000 千円

・委託料 2,038 千円

3-3 高篠中学校校舎大規模改造事業（設計）【新規】 15,011 千円／教育総務課 P307

学校施設長寿命化計画に基づき、高篠中学校校舎の大規模改造工事に係る実施設計を行う。

・実施設計委託料 15,011 千円

3-4 花の木学童保育室改修事業（工事）【新規】 25,000 千円／学校教育課 P157

花の木小学校内に花の木学童保育室を整備する改修工事を行い、中村学童保育室の機能を

移転し、既存の花の木学童保育室と併せて運営を行う

3-5 共同調理場熱風消毒保管庫更新事業【新規】 5,650 千円／保健給食課 P337

秩父第一中学校共同調理場の熱風消毒保管庫の更新をリース方式により行う。

・使用料 4,374 千円

・工事請負費 1,276 千円

3-6 成年後見推進事業における中核機関の設置【新規】 4,900 千円／高齢者介護課 P135

国の基本計画において、地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、

各市町村に地域連携ネットワークの構築と、その中核的な役割を担う機関を令和 3年度まで

に整備するという目標が定められており、中核機関の設置をする。

3-7 地域公共交通網活性化事業(地域公共交通計画策定事業）

【継続・2か年事業の 2年目】10,000 千円／市民生活課 P81

地域公共交通の現状・問題点を踏まえて、課題等を整理し、公共交通ネットワーク全体を一
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体的に形づくり、持続させることを目的に、地域全体の公共交通の在り方、住民・交通事業

者・行政の役割を定めるため、地域公共交通計画を策定する。

・謝礼金 180 千円

・委託料 9,820 千円

3-8 結婚新生活支援事業【新規】 18,000 千円／地域政策課 P77

新婚世帯に対し、新生活に必要な住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用を補助する。

（上限 60 万円。夫婦ともに 39 歳以下、世帯所得 400 万円未満の新規に婚姻した世帯）

3-9 セーフスクール再々認証取得事業【新規】 5,243 千円／教育研究所 P291

セーフスクールの再々認証取得を推進する。

４ 継続事業の発展と新たな地域振興事業

4-1 街路整備事業(お花畑通線街路整備工事）【継続】 35,000 千円／道づくり課 P259

上町 1丁目・中町・東町地内、都市計画道路お花畑通線の「秩父地方庁舎(北)入口交差

点」から地方庁舎に向かう未整備区間の道路拡幅工事に伴い、電線地中化による埋設管路等

を整備する。（延長 84ｍ・幅員 16ｍ)

・委託料 30,000 千円

・補償費 5,000 千円

4-2 森林保全事業(森林環境譲与税運用事業)【継続】 66,331 千円／森づくり課 P217

平成 31年 4 月 1 日に施行された「森林経営管理法」に基づき、手入れの行き届いていない

森林について、市が所有者から経営管理の委託を受け、意欲と能力のある林業経営者へ経営

を再委託、又は市による公的な管理を行う。これに伴う測量調査業務・森林整備事業委託をは

じめ、送電線周辺の危険木の伐採、木育の推進等、必要な業務を実施し、森林資源の適正な管

理を進め、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進に繋げる。

4-3 防犯灯ＬＥＤ化事業【新規】 12,400 千円／危機管理課 P99

市内に設置されている防犯灯（市設置 約 2,985 基、町会設置 約 2,541 基）を、高エネル

ギー効率、長寿命のＬＥＤ灯に切り替えるための導入計画を策定する。また、令和 4年度か

ら 10 年間のリース方式により、工事を実施する事業者と再度契約しＬＥＤ化を実施する。

4-4 省エネ設備借上料（道路照明灯ＬＥＤ化事業）【新規】

1,064 千円／環境立市推進課 P179

市内に設置されている市管理の道路照明灯（約 650 基）を、CO2 排出量の削減及び電力使

用量抑制のため、長寿命のＬＥＤ灯に切り替える事業をリース方式により実施する。

4-5 災害復旧事業【新規】 100,317 千円／道路維持課・森づくり課 P338～341

令和元年台風 19号等による災害復旧事業

・大滝幹線 17 号線災害復旧工事 45,000 千円

・森林管理道大久保線災害復旧工事 13,000 千円

・大野原下小川山林災害復旧測量設計業務委託 17,315 千円

令和 2年 9月豪雨災害による災害復旧事業

・荒川幹線 7号線災害復旧工事 25,000 千円

4-6 空き家対策事業【継続】 12,000 千円／危機管理課 P101

空き家が管理不全のまま放置されることを防ぐため、空き家の解体費用を補助し、市民の

安全安心な暮らしの向上を図る。
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4-7 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定事業【新規】

7,000 千円／建築住宅課 P265

国が進める宅地耐震化推進事業に基づいて大規模盛土造成地の耐震化を図るため、大地震

発生時に危険な造成地を抽出する第二次スクリーニングを行うための計画を策定する。

4-8 セーフコミュニティ再認証取得事業【新規】 9,396 千円／危機管理課 P75

セーフコミュニティの再認証取得を推進する。

4-9 ふるさと集落生活圏形成推進事業（大滝総合支所３階改修工事）【新規】

6,690 千円／大滝総合支所市民福祉課 P83

ファシリティマネジメントの推進と大滝地区の生活利便性向上を図るため、大滝老人福祉

センター機能の大滝総合支所内への移転に向け、総合支所 3階の改修工事を行う。

4-10 市有物件解体事業【新規】 合計 28,344 千円

ファシリティマネジメントを推進するとともに、今後の市有土地の処分等整理を見据えた

体制を整えるため、利用していない施設等建物を計画的に解体する。

・旧小倉沢小中学校解体工事設計業務委託 5,500 千円／大滝総合支所市民福祉課 P71

・旧大滝小学校プール解体工事 12,000 千円／大滝総合支所市民福祉課 P71

・消防団詰所解体工事 4,500 千円／危機管理課 P273 ほか

4-11 大滝温泉源泉整備事業【継続・3か年事業の 2年目】

70,000 千円／大滝総合支所地域振興課 P233

大滝温泉源泉ポンプの故障に伴い、現在は仮設ポンプで温泉施設の営業を行っているが、

新たに源泉の掘削とポンプを設置し、大滝地区の観光拠点の活性化を図る。

4-12 秩父公園橋ライトアップ事業【新規】 15,000 千円／観光課 P233

埼玉県秩父県土整備事務所が行う秩父公園橋の照明交換工事に合わせ、主塔を照らす照明

をフルカラーＬＥＤにするための費用を市が一部負担し、秩父のランドマークとしての魅力

を向上させる。

4-13 秩父橋直轄修繕代行事業負担金【継続】 49,500 千円／道路維持課 P251

旧秩父橋の修繕工事は国直轄事業として実施するため、市が事業費の一部を負担する。

4-14 地域商社機能拡張事業【新規】 20,000 千円／商工課 P223

一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社が実施している「地域商社事業」について、一

般財団法人秩父地域地場産業振興センターと機能を統合し、マーケティングの活用やＥＣサ

イトの統合など、地域商社機能の拡張を図る。

4-15 文化財保護保存事業(秩父祭屋台(宮地)保存修理工事)【継続】

16,094 千円／文化財保護課 P317

第 5 次重要有形民俗文化財「秩父祭屋台 6基」修理計画に基づき、文化庁の補助を受け、

秩父祭屋台の保護保存を行う。

・宮地屋台 勾欄保存修理工事 16,094 千円

4-16 文化財保護保存事業(市指定内田家住宅修理工事)【継続】

1,000 千円／文化財保護課 P317

市指定内田家住宅(黒谷)の維持修理(部分修理・屋根葺替）について、令和 3年度は屋根(北

東側)の修理を行う。

・内田家住宅屋根修理工事 1,000 千円
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4-17 スポーツ大会開催事業(オリンピック聖火リレー開催事業)【新規】

10,054 千円／市民スポーツ課 P331

延期となった東京 2020 オリンピック聖火リレーの秩父市区間の運営経費を令和３年度予

算に計上。

・警備人員・資機材一括調達負担金 2,586 千円

・ミニセレブレーション開催業務委託料 3,207 千円

・警備委託料 2,522 千円

・消耗品費等 1,532 千円 ほか

4-18 オリンピック・パラリンピック推進事業（コロンビア共和国ＢＭＸ選手受入事業）【継

続】

12,178 千円／地域政策課 P77

東京オリンピック・パラリンピックの延期に伴い、秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコース

へのコロンビア代表チームの事前トレーニングキャンプの受入れも延期となっていたが、新

型コロナ感染症対策とコロンビア選手の受入れに必要な経費を計上。

4-19 障害者自立支援事業【継続】 1,506,293 千円／障がい者福祉課 P129

障害者自立支援事業は、給付費の対象となるサービス利用の増加に伴って給付費の増加傾

向が続いており、必要な給付費を前年度から増額して予算計上。

4-20 高濃度ＰＣＢ廃棄処分事業【新規】 107,252 千円／管財課 P63

公共施設に設置してあった高濃度ＰＣＢを含むコンデンサー・安定器などについて、厳重

に保管して廃棄処分の順番を待っていたが、処分期間が定められたため運搬・廃棄処分にか

かる経費を計上。

・廃棄手数料 106,152 千円

・収集運搬費 1,100 千円
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秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月１７日

（報道関係各位）

ＬＩＮＥ「ポテくまくん公式絵文字」ができました！

秩父市イメージキャラクター「ポテくまくん」が、ＬＩＮＥスタンプに

引き続き、ＬＩＮＥ絵文字として登場します。

今回は、ポテくまくんのファンの皆さんのご寄附により作成が実現しま

した。

コロナ禍でイベント出演が減り、ＰＲの機会が少ない中、日本で多くの

人が利用しているＬＩＮＥを通して、ポテくまくんをＰＲします。

絵文字は全部で４０個あり、喜怒哀楽表現のほかにさまざまな表情のポ

テくまくんがトークを盛り上げます！

←絵文字はこちらより確認できます

（２月２８日まで購入はできません）

■販売開始日

２月２８日（日）午前１１時（予定）

■販売価格

５０コイン（１２０円）

■参考 ※全て５０コイン（１２０円）

・ラインスタンプ第１弾「ポテくまくん公式スタンプ」

・ラインスタンプ第２弾「ポテくまくん公式スタンプ２」

・ラインスタンプ第３弾「ポテくまくんの『組みあわスタンプ』公式３」

市長室秘書広報課

担当者：渡辺

☎０４９４－２２－２２０１

FAX：０４９４－２４－７２７２

第１弾 第２弾 第３弾



秩父市

Chichibu City

清雲寺のしだれ桜

Press Release 令和３年２月１７日

（報道関係各位）

「秩父・清雲寺のしだれ桜」ライトアップの実施

荒川地域では『しだれ桜とそばの里』のキャッチフレーズをもとにＰＲを行っています。荒川し

だれ桜は、清雲寺のしだれ桜をはじめとして、例年多くの観光客が訪れており、一昨年には、テレ

ビ放映等の影響で９万人を超える方々が訪れました。

しかし、昨年は、ライトアップを中止したことや積極的な集客活動を自粛したことにより、入込

観光客数は大幅に減少してしまい、地域経済にも大きな打撃となりました。

今後、３月７日に緊急事態宣言が解除される予測のもと、今年は『秩父・清雲寺のしだれ桜』と

題して、イベントを実施します。荒川しだれ桜は、荒川の地域振興には欠かせない観光資源であり、

このイベントを開催することによって、地域経済の回復を見込んでいます。

■名 称 『秩父・清雲寺のしだれ桜』

■内 容 ライトアップの実施

３月２６日（金）・２７日（土）

４月２日（金）・３日（土）

午後６時～８時

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、点灯時間は８時までとします。

模擬店の出店

秩父鉄道との連携イベント：鉄道利用者に記念品贈呈（数量限定）

※情勢により予告なく開催期間が変更または中止になる場合があります。

■主催者 荒川しだれ桜まつり対策本部 ☎０４９４－５４－２１１４（荒川総合支所地域振興課内）

■協 賛 秩父鉄道、西武鉄道、秩父観光協会等

荒川総合支所地域振興課

担当者：市川

☎０４９４－５４－２１１４

FAX：０４９４－５４－２９７６



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！）

■場所、昨年度の様子 などの説明■荒川幼稚園

Press Release 令和３年２月１７日

（報道関係各位）

荒川幼稚園閉園記念公開
～令和２年度をもって秩父市立荒川幼稚園が閉園します～

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市立荒川幼稚園は、開園以来２７年間の歴

史をここに閉じることになりました。

その間、地域に根ざした幼児教育の拠点として、

４３１人の卒園生を送り出すことができました。

保護者の皆様・地域の皆様・関係各位におかれ

ましては、永年にわたり、温かいご理解とご支援

をいただきましたことに心より感謝とお礼を申し

上げます。

卒園生とご家族や関係の方々、地域の皆様・関係各位を対象に、以下の日時で閉園記念公開を行

います。来園される際は、事前に荒川幼稚園まで電話連絡をお願いします。

■日 時 ３月２５日（木）～３月２７日（土）午前９時～午後４時

■内 容 ２７年間の思い出の写真などを飾っています。

先着順で手作りの記念品を差し上げます。

■連絡先 荒川幼稚園 ☎０４９４－５４－３０３０

教育委員会学校教育課

担当者：原島

☎０４９４－２５－５２２８

FAX：０４９４－２３－９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月２２日

（報道関係各位）

秩父市職員人事異動について
令和３年３月 1日付け、秩父市職員の人事異動を内示しました

令和３年３月１日付け、秩父市職員の人事異動を内示しましたのでお知らせします。

【概要１】不在である吉田総合支所副支所長の職（次長級）を発令します。

【概要２】新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する保健センターのさらなる充実強化を図り、

市民の皆さんのワクチン接種を迅速かつ的確に実施できるよう、２人の職員に兼職発令を行います。

２人の職員は、３月１日から当分の間、保健センターにおいて既にワクチン接種担当として配置

されている職員とともに、「秩父方式」によるワクチン接種を推進するものです。

※（ ）内は発令前の職名

【次長級】

▼昇格

▽吉田総合支所副支所長兼地域振興課長（吉田総合支所地域振興課長）新井 昭太郎

【主幹級】

▼兼職発令

▽財務部ＦＭ推進課主幹兼保健医療部保健センター主幹（財務部ＦＭ推進課主幹）山中 俊一

【主査級】

▼兼職発令

▽市長室地域政策課移住相談センター主査兼保健医療部保健センター主査（市長室地域政策課

移住相談センター主査）関口 英樹

総務部人事課

担当者：笠原、浅海

☎０４９４－２２－２２０７

FAX：０４９４－２２－１３６３



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和３年２月２２日

（報道関係各位）

秩父市長・秩父市議会議員補欠選挙の立候補予定者について（お知らせ）

４月１８日（日）執行の秩父市長・秩父市議会議員補欠選挙について、本日、午後２時３０分

から市役所本庁舎３階庁議室にて立候補予定者説明会を開催したところ、下記の立候補予定者の

関係者が出席しましたのでお知らせします。

なお、秩父市長・秩父市議会議員補欠選挙立候補届出書類事前審査は市長選挙については、３

月１７日（水）から、市議会議員補欠選挙については３月２２日（月）から選挙管理委員会室で

実施する予定です。

○市長選挙：保泉昌広、久喜邦康、北堀篤

○市議会議員補欠選挙：黛宮男、宮川浩司、髙野佳男、宮前昌美

【参 考】

※秩父市選挙人名簿登録者数（令和２年１２月１日・定時登録）

男 ２５，５５７人 女 ２６，９０８人 合計 ５２，４６５人

※前回の秩父市長選挙の投票状況（平成２９年４月２３日執行）

選挙管理委員会

担当者：濵中・寺尾

☎０４９４－２２－８２００

FAX：０４９４－２２－２８２４

性 別 当日有権者数 投票者数 投票率（％）

男 ２６，２０３ １５，３９８ ５８．７６

女 ２７，７４１ １６，９５８ ６１．１３

計 ５３，９４４ ３２，３５６ ５９．９８


