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会議の名称

議

平成２８年度第２回本庄市総合教育会議

開

催

日

時 平成２８年１０月２７日（木）

開

催

場

所

出

席

欠

席

議
（次

配

者

者

題
第）

付

資

料

管

課

午前・午後
午前・午後

３時００分から
４時３０分まで

市役所５０４会議室
構成員：吉田市長、勝山教育長、富沢教育長職務代理者、落合
委員、岡崎委員
事務局：今井企画財政部長、山下部企画財政部次長兼企画課長、
（企画課）我妻課長補佐、折茂課長補佐、飯島
教育委員会事務局：稲田教育委員会事務局長、山田教育委員会
事務局次長兼生涯学習課長、浅香教育総務
課長、木村学校教育課長、杉原文化財保護
課長、海沢体育課長、高木図書館長、塩原
課長補佐、山田課長補佐
境野委員
１ 開
会
２ 市長挨拶
３ 教育長挨拶
４ 議
題
（１）スポレクフェスタについて
（２）図書館のリニューアルについて
（３）文化財の有効活用について
５ その他
６ 閉
会
・次第
・資料（A4冊子）
・参考資料（A3冊子）
・別紙（本庄市の文化財施設案内）

その他特記事項
主

録

企画課

1

様

式

会 議 の 経 過
発 言 者
発言内容・決定事項等
事務局
本日は、お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうござ
（企画財政部 います。本日、司会を務めさせていただきます、企画財政部次長
次長）
兼企画課長の山下部と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
これより、平成２８年度第２回本庄市総合教育会議を始めさせ
ていただきます。
本会議は原則公開となっておりますが、本日は傍聴の希望者は
おりませんでした。
それでは、次第に沿って会議を進めさせていただきます。
事務局
（企画財政部
次長）
市長

開会にあたりまして、吉田市長よりご挨拶をお願いします。

本日はお忙しい中、平成２８年度第２回総合教育会議にご参集いた
だきありがとうございます。
さて、6月に開催した第1回総合教育会議では、本年度の教育施
策について「安全・安心な学校づくり」として学校施設改修やい
じめ・不登校問題など、「授業改善等による、学力・体力の向上」
として放課後学習支援や指導主事による学校訪問など主に学校教
育分野の議題に絞って協議を行いました。
本日は学校教育分野以外のスポーツ・レクレーション、図書館、
文化財等について協議いたします。
今回も皆さんと様々な議論を交わしながら、本庄市の教育の向
上に努めて参りたいと考えております。簡単ではございますが挨拶
とさせていただきます。

事務局
ありがとうございました。それでは、続きまして勝山教育長よ
（企画財政部 りご挨拶を頂戴したいと存じます。
次長）
勝山教育長
スポーツ・文化の秋ということで毎週のように市内では様々なイベ
ントが行われております。今後少子高齢化社会においては、市民の皆
様の学ぶ環境を整えるということは重要になると考えております。
本日は社会教育分野の話題が中心かと思いますが、会議内容を踏ま
え今後の教育行政に活かしたいと考えております。
事務局
ありがとうございました。それでは、会議に先立ちまして事務
（企画財政部 局より配布資料の確認をさせていただきます。
次長）
事務局
それでは、事務局より配布資料の確認をさせていただきます。
（企画課課長
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補佐）

①
②
③
④

本日の次第
資料 A4冊子
参考資料 A3冊子
別紙 本庄市の文化財施設案内

以上４点でございます。不足等はございませんでしょうか？
事務局
早速ではございますが議題に入らせていただきます。本庄市総
（企画財政部 合教育会議運営要綱第４条第１項により、市長が本会議の議長と
次長）
なることとされております。これからの議事の進行につきまして
は、吉田市長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。
市長

要綱に基づき、議事の進行をさせていただきます。会議のスム
ーズな運営にご協力をよろしくお願いいたします。
本日の会議録でございますが、「本庄市総合教育会議運営要綱」
第７条第２項の規定により、
「会議録には、市長及び市長が指名す
る１人の構成員が署名するものとする。」とあります。本日の会議
録につきましては、わたくしと 勝山教育長 が署名するという
ことでよろしいでしょうか。
（異議なし）
それでは、事務局にて作成された会議録につきましては、本日
出席の皆様の確認の後に、署名を行う事とします。

市長

それでは、早速議事に入らせていただきます。まず、
（１）スポ
レクフェスタについて議題といたします。まず、資料の項目に沿
って担当課からの説明を受け、意見交換等をお願いしたいと思い
ます。

（１）スポレクフェスタについて
教育委員会事 「資料P.1〜2、参考資料P.1〜2」に基づき教育委員会事務局より
務局（体育課 説明。
長）
市長
ありがとうございました。ただいま、
（１）スポレクフェスタに
ついてご説明いただきましたが、ご質問・ご意見等ございました
ら、お願いいたします。
富沢教育長職
開催当初は参加者が会場にまばらであったこともありまし た
務代理者
が、毎年順調に参加者数が増加しています。今年のスポレクフェ
スタ参加者からの感想として、児玉会場は1つの会場（エコーピア）
で集中して競技に参加することができたのがよかったという声を
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いただきました。また、競技を習いたくて参加したが、午後のメ
イン会場（シルクドーム）では人が多すぎてただプレイするだけ
で終わってしまったという意見もいただき、いろいろなニーズの
人が参加していることがわかりました。
現在は各団体に開催内容をまかせていますが、今後どのように
人々のニーズに応えるのか、団体と主催の市でイベント全体の方
向性も考えるべきではないかと思います。
教育委員会事
様々なニーズがある中で、どのように参加者のニーズに応えら
務局（体育課 れるか検討したいと思います。
長）
市長
今まではとにかく人を集めたいという目標でやってきまし た
が、今後は各イベントの質の充実も図りたいと思います。
落合委員

平成26年度から平成27年度にかけての参加者数の急増になに
か理由はあるのでしょうか。

教育委員会事
急増の要因として、天候が挙げられます。平成26年度は台風が
務局（体育課 接近している中での開催となり、逆に平成27年度は快晴でした。
長）
参加者数については分散会場毎の人数の集計となっており ま
す。
落合委員

スポーツの普及のためなのか研鑽のためなのか、どのような目
的のイベントであるか細かい情報提供をするべきではないでしょ
うか。お祭りとしての参加したいのか、研鑽を図りたいのかなど
様々な人がいる中でバランスをとることが必要ではないでしょう
か。

岡崎委員

人気のあるサッカーや卓球は混んでおり、1日で集約するため、
お祭り的なイベントになっていると思いますが、スポーツを知る
というきっかけにはなると思います。もしくは、1日だけではなく、
内容を変えて複数回開催してもよいのではと思います。

市長

分散会場を運営している各団体にもいただいた意見を伝えてい
きたいと思います。
いずれにしましてもスポレクフェスタは非常にユニークな取組
みであり、是非大きく花開かせて、市の大きなウリの１つにでき
たらと考えています。

教育長

53団体の競技を市内各所で体験できるのは貴重な機会だと思い
ます。このイベントが各種競技を始める機会となればと考えてい
ます。
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市長

他に何かございませんでしょうか。他にないようですので、次
に進みたいと思います。
続きまして、議題（２）図書館のリニューアルについて、担当
課から説明をお願いします。

（２）図書館のリニューアルについて
教育委員会事 「資料P.3〜P.4、参考資料P.3〜P.9」に基づき教育委員会事務局よ
務局（図書館 り説明。
長）
市長
ありがとうございました。ただいま、
（２）図書館のリニューア
ルについてについてご説明いただきましたが、ご質問・ご意見等
ございましたら、お願いいたします。
岡崎委員

市民活動交流センター（はにぽんプラザ）で中高生のかなりの
人数が勉強等で利用しているのは図書館が閉館している影響があ
ると思います。オープンすれば中高生が図書館へ移動することも
考えられますが駐輪場はどの程度確保しているのでしょうか。

教育委員会事
建物の西側に屋根付き駐輪場を約50台程度確保しています。ま
務局（図書館 た、屋根はありませんが建物の北側にも駐輪スペースを設けてい
長）
ます。
市長

開館時間はどのようになっていますか。

教育委員会事
現在は午前9時30分〜午後6時15分で開館しておりますが、移転
務局（図書館 後は新年度に時機を見て試験的に午前9時30分〜午後8時まで開
長）
館し、利用状況等を確認したいと考えています。
市長

落合委員

市民活動交流センター（はにぽんプラザ）は午後10時まで開館
しており、中高生が自主勉強しています。図書館の開館時間をも
う少し長くしてほしいという意見がでるのではないでしょうか。
いずれにしても再オープン後の状況を見定める必要があると思
います。
館内での飲食や喫煙スペースはどのようになっていますか。

教育委員会事
3階に飲料の自動販売機を2台設置予定です。飲食は3階フロア
務局（図書館 で可能です。喫煙場所は屋外に設置を検討しています。
長）
富沢教育長職
中高生向けの図書の拡充とありますが、図書の選定はどのよう
務代理者
に進めているのでしょうか。また、選定にあたっての基準などは
あるのでしょうか。
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教育委員会事
中高生向けの図書としてヤングアダルト（YA）コーナーを以前
務局（図書館 から設置しています。今回の拡充する本の選定については、YA図
長）
書として推奨されているものを中心に図書館職員が協議していま
す。また、幅広い図書から選んでいただきたいと考えており、一
般図書も置いておきたいと考えております。
富沢教育長職
務代理者
教育委員会事
務局（図書館
長）
岡崎委員

図書館独自で選定するということでしょうか。

教育委員会事
務局（図書館
長）
市長

職員に申し出ることで誰でも借りることができます。

落合委員

そのとおりです。

設置する予定のパソコンは誰でも借りられるのでしょうか。

現在はネット環境としてパソコンよりもスマートフォン利用者
の方が多いのではないでしょうか。3階にはWi-Fi環境も整うこと
ですし、パソコンの活用については今後検討する必要があると思
います。
図面の事務室の中に奉仕係とありますが、これは係名でしょう
か、またはボランティア団体の方々を想定しているのでしょうか。
また3階のボランティア室について、図書館に係るボランティア団
体以外にも使用することができるのでしょうか。

教育委員会事
奉仕係は係名です。ボランティア室は図書館に係る団体が利用
務局（図書館 できます。
長）
落合委員
他の市町村の図書館では案内役をコンシェルジュという名称で
設置している所もあります。今後検討してみてはいかがでしょう
か。
市長

教育長
市長

ハコモノについては改修によってよいものができましたが、こ
れからは図書館分館の機能も含め、ソフト面も向上していきたい
と考えております。
今後は中身の充実を図ってまいりたいと考えております。
他に何かございませんでしょうか。他にないようですので、次
に進みたいと思います。
続きまして、議題（３）文化財の有効活用について、担当課か
ら説明をお願いします。
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（３）文化財の有効活用について
教育委員会事 「資料P.5〜P.8、参考資料P.10〜P.13」に基づき教育委員会事務
務局（文化財 局より説明。
保護課長）
事務局（企画 「資料P.9、参考資料P.14」に基づき事務局より説明。
課課長補佐）
市長
ありがとうございました。ただいま、
（３）文化財の有効活用に
ついてご説明いただきましたが、ご質問・ご意見等ございました
ら、お願いいたします。
岡崎委員

民具の活用について、どの程度実績があるのでしょうか。

教育委員会事
小学校への貸し出しについては1〜2年実績がない状況です。数
務局（文化財 年前までは、出前授業で利用していましたが、現在は学校側もカ
保護課長）
リキュラムに追われ余裕がないような状況です。
落合委員

文化財について、本庄祭りの山車は有形文化財となっています
が、お囃子は無形文化財とはなっていません。山車とお囃子が揃
ってこそ文化といえるのではないでしょうか。今後お囃子を無形
文化財として保存していく必要があると思います。

教育委員会事
台町の獅子舞は無形文化財となっています。本庄祭りのお囃子
務局（文化財 の無形文化財としての登録については、今後調査・研究したいと
保護課長）
思います。
落合委員
市内に現存する古文書について、個人所有のものが多数ありま
すが、世代が変わった時に紛失してしまうケースがあるようです。
現在の保管状況等について確認するべきではないでしょうか。こ
のままでは文化財がなくなってしまうという意識を持って調査・
検証していただきたいと思います。
情報収集を進め対応していきたいと思います。
教育委員会事
務局（文化財
保護課長）
富沢教育長職
上武絹の道についてですが、運営協議会の連絡先が本庄市のサ
務代理者
ンデンコミュニケーションプラザ内となっていますが、本庄市が
イニシアティブを持っている取組みなのでしょうか。
事務局（企画
サンデンコミュニケーションプラザを所有するサンデン（株）
課課長補佐） が上武絹の道の事業に取組んでいるNPO法人産業観光学習館の
中心となっているためであり、7市町は均等に関わっています。
富沢教育長職
務代理者

お金の支援などはしているのでしょうか。
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事務局（企画
7市町で均等に上武絹の道運営協議会へ負担金を支出していま
課課長補佐） す。
落合委員
進捗状況についてお伺いします。どのような今後の方向性がで
ているのでしょうか。
事務局（企画
今年度は法人申請に向けた準備を行い、次年度以降にDMO法人
課課長補佐） 化した上で構成市町が有する絹産業遺産を上武絹の道としての観
光的な活用を進める予定です。
落合委員

本庄市全体としての観光に対する考え方はまとまっているので
しょうか。

事務局（企画
世界遺産の富岡製糸場や田島弥平旧宅などは群馬県にあります
財政部次長） が、年々来客数が減っており、このままの状態では世界遺産登録
されただけで終わってしまうという恐れがあります。絹産業遺産
については埼玉県内にも関連の深い史跡が数多く残っており、本
市については煉瓦倉庫や競進社模範蚕室などの関連遺産がありま
す。上武絹の道の取組みはこうした構成市町が有する絹産業遺産
をそれぞれの市町でPRするだけでなく、１つのエリアとして観光
PRをしていきたいというものです。
上武絹の道の取組みとして、現在はポスターやHP、パンフレッ
ト等を作成しており、今後は観光ルートの作成を進め、最終的に
は史跡めぐりだけでなく伊香保や草津などの温泉での宿泊や各地
域の観光スポットめぐり、食事やお土産の充実などによりエリア
における滞在時間を増やしたいと考えております。
そのためには市町村だけでなく、民間にも積極的に関わってい
ただく必要があると考えてます。
落合委員

宿泊施設として温泉などもいいと思いますが、民泊できるとこ
ろがあれば、その地域の文化を体験できてより良いのではないか
と考えます。

市長

今後、温泉ではなく、一般の家庭を経験したいという方も増え
ていくのではないでしょうか。そういった場合の受入体制も大切
だと思います。
文化財の活用については観光といった点も意識しながら検討し
ていきたいと思います。

市長

他に何かございませんでしょうか。他にないようですので、次
に進みたいと思います。
続きまして、次第にはございませんが議題（４）としてその他
何かご意見等ございますでしょうか。
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（４）その他
岡崎委員

スポレクなどにより、スポーツに触れ合う機会も増えてきまし
た。そうした中、商工会議所青年部が中心となり「コンバットレ
スリング」のアジア大会が昨年度本庄市で開かれました。この競
技の創始者は旧児玉町在住であり、来年度世界大会を本庄市で開
きたいという話があります。会場の提供など市として協力するこ
とができたらと考えています。

市長

１１月に今年度のハンガリーでの世界大会の結果報告を兼ねて
相談にこられるそうですので、市としての協力について前向きに
検討していきたいと考えています。

市長

他に何かございますか。ないようでしたら、本日の議題はこれで終
了させていただきます。今後とも教育行政について皆様の協力をよろ
しくお願いいたします。
これにて進行を事務局にお返しします。議事進行へのご協力と慎重
なご審議に感謝申し上げます。

事務局
皆様には慎重審議大変ありがとうございました。最後にその他とし
（企画財政部 て、今後のスケジュールについて事務局より報告いたします。
次長）
事務局（企画
ご報告いたします。第１回会議で年３回の会議開催が決定しており
課課長補佐） ます。今年度の第３回会議は、来年度へ向けた検討のため平成２９年
２月頃に開催予定です。
事務局
以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。本日は、
（企画財政部 どうもありがとうございました。
次長）

市

教

長

育

長

9

