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令和元年第４回定例会議案一覧

市長提出議案
（令和元年１２月 ３日提出 ２６件）

議案番号 件 名 提案理由・要旨

第76号議案 本庄市空家等対策協議会条例

空家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項に基

づき、本庄市空家等対策協議会を設置したいので、この

案を提出するものである。

第77号議案 本庄市緑の基本計画審議会条例

本市の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画とし

て本庄市緑の基本計画を策定するため、本庄市緑の基本

計画審議会を設置したいので、この案を提出するもので

ある。

第78号議案
本庄市競進社模範蚕室の設置及び管

理に関する条例

本庄市競進社模範蚕室を設置し、及び管理することに関

し必要な事項を定めたいので、この案を提出するもので

ある。

第79号議案
本庄早稲田の杜ミュージアムの設置

及び管理に関する条例

本庄早稲田の杜ミュージアムを設置し、及び管理するこ

とに関し必要な事項を定めたいので、この案を提出する

ものである。

第80号議案
本庄市文化財施設設置及び管理に関

する条例を廃止する条例

本庄市立歴史民俗資料館を廃止し、及び本庄市競進社模

範蚕室の設置及び管理に関する条例を制定することに伴

い、条例を廃止したいので、この案を提出するものであ

る。

第81号議案

成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方

公務員法及び児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。

第82号議案

本庄市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例の一部を改正する条

例

暦年単位で付与している休暇を年度単位で付与すること

としたいので、この案を提出するものである。

第83号議案
本庄市地域福祉計画審議会条例の一

部を改正する条例

本庄市地域福祉計画審議会について、所掌事務を追加す

る等したいので、この案を提出するものである。

第84号議案

本庄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準の一部を改正する内閣府令について官報に正誤

が掲載されたことに伴い、所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。

第85号議案
本庄市水道事業給水条例の一部を改

正する条例

水道法及び水道法施行令の一部改正に伴い、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。

第86号議案
本庄市体育施設設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例

本庄市民体育館を廃止したいので、この案を提出するも

のである。

第87号議案 工事請負契約の締結について

本庄市民文化会館ホール座席フロア改修工事請負契約を

締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

この案を提出するものである。

第88号議案 指定管理者の指定について

本庄市インフォメーションセンター及び自転車等駐車場

の管理に関し、ＴＭＯ本庄を指定管理者として指定した

いので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、

この案を提出するものである。



第89号議案 新市建設計画の変更について

東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関

する法律の一部改正により、新市建設計画に基づく合併

特例債を起債することができる期間が１０年間延長され

たことに伴い、計画期間を延長したいので、この案を提

出するものである。

第90号議案
本庄地域定住自立圏の形成に関する

協定の変更について

本庄市及び美里町の間において締結している本庄地域定

住自立圏の形成に関する協定の一部を変更したいので、

この案を提出するものである。

第91号議案
本庄地域定住自立圏の形成に関する

協定の変更について

本庄市及び神川町の間において締結している本庄地域定

住自立圏の形成に関する協定の一部を変更したいので、

この案を提出するものである。

第92号議案
本庄地域定住自立圏の形成に関する

協定の変更について

本庄市及び上里町の間において締結している本庄地域定

住自立圏の形成に関する協定の一部を変更したいので、

この案を提出するものである。

第93号議案
本庄市教育委員会委員の任命につき

同意を求めることについて

教育委員会委員 富沢 峰雄 氏が令和２年２月１７日

をもって任期満了となるため、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第２項の規定により本庄市教育

委員会委員として 高橋 公男 氏を任命したいので、

この案を提出するものである。

第94号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

令和元年度本庄市一般会計補正予算（第４号）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第

３項の規定により、これを報告して承認を求める。

第95号議案
令和元年度本庄市一般会計補正予算

（第５号）

補正予算額 ４２８，２４５，０００円

総額 ２８，９９４，２６４，０００円

繰越明許費の補正

債務負担行為の補正

地方債の補正

第96号議案
令和元年度本庄市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）

補正予算額 ３２，４６２，０００円

総額 ８，０７５，９５０，０００円

債務負担行為の補正

第97号議案
令和元年度本庄市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第２号）

債務負担行為の補正

第98号議案
令和元年度本庄市介護保険特別会計

補正予算（第３号）

補正予算額 １５７，５４０，０００円

総額 ６，０２６，６４７，０００円

繰越明許費

債務負担行為の補正

第99号議案
令和元年度本庄市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）

債務負担行為

第100号議案
令和元年度本庄市水道事業会計補正

予算（第２号）

債務負担行為

第101号議案
令和元年度本庄市下水道事業会計補

正予算（第３号）

債務負担行為
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「トルコ料理を食べよう！プロジェクト」の実施について

本市は、トルコ共和国のホストタウンとして多くの市民にトルコ共和国の文化に親しん

でもらう取り組みを行っており、市内の全小中学校の学校給食においては、各学期ごとに

トルコ料理を提供しています。

今回は、２学期のトルコ料理提供日に合わせて、市内の公共施設にキッチンカーを設置

し、多くの方にトルコ料理を味わって貰う「トルコ料理を食べよう!プロジェクト」を実施

します。

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 オリンピックパラリンピック支援室 担当：田島

電話 ０４９５（２５）１６１５

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

【学校給食】

○提供日・学校 ： 12 月 3日（火） 本庄東小、藤田小、仁手小、北泉小、

本庄南小、中央小

4日（水） 本庄西小、旭小

5日（木） 本庄地域の中学校

12 日（木） 児玉地域の小中学校

○メニュー ： サバサンド・パスタスープ・コールスロー・ヨーグルト

※取材については、11 月 29 日（金）までに取材申込書をFAX してください。

当日は、記者証または自社腕章を必ず着用してください。

…………………………………………………………………………………………………

【キッチンカー】

○販売日・場所 ： 12 月 3 日（火）～ 5 日（木）本庄市役所正面玄関脇

12 月 12 日（木）児玉総合支所「アスピアこだま」正面玄関脇

○販売時間 ： 10 時～14 時（有料販売）

○メニュー ： ケバブ、ケバブボックス、チキンラップなど

前回、７月９日に行われたトルコ給食の様子
設置予定のキッチンカー外観、市民・市職員・
市議会議員の皆さんに食べていただきます。
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まちなかを赤く彩るプロジェクトの開催について

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」を盛り上げるため、「本庄

×トルコ ホストタウンフラッグ」と「コカ･コーラ社オリンピックフラッグ」を

無電柱化で整備された本庄駅と児玉駅の駅前通りに掲げ、まちなかを彩ります。

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 オリンピックパラリンピック支援室 担当：田島

電話 ０４９５（２５）１６１５

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

このフラッグは、市とコカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社が締結した

包括連携協定に基づく連携事業の一環として作成され、ホストタウン相手国で

あるトルコ共和国国旗の「赤」と、コカ･コーラ社のカラーである「赤」をモチ

ーフとしたものです。

東京 2020 大会終了まで掲げる予定で、大会への機運醸成とまちなかの賑わい

創出を図ります。

掲示期間：令和元年 12 月２日～令和２年９月６日

東京2020大会機運醸成のために作成さ

れたフラッグ

インジ・メルジャントルコ大使夫人が来訪し

たときにフラッグを掲げ歓迎しました。
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㈱カインズとの共同開発による水切り袋を発売します！

本庄市の廃棄物減量化を図るため、家庭用品の開発、製造、販売に数多くの実績を有し、

本市に本社のある株式会社カインズと協定を締結し、官民協働による新しい生ごみ水切り

袋を開発しました。11 月 30 日（土）から、全国のカインズ（一部の店舗を除く）にて購

入できます。１セット 248 円（税込）。

○添付資料 商品実物 １袋

問合せ先

○本件記事に関すること 経済環境部 環境推進課 担当：山田

電話：０４９５（２５）１１７２

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話：０４９５（２５）１１５５

【特徴】

・使い方が簡単でわかりやすい

・両側のマチが広く引っ張りやすい

・スリムなのに自立しやすい

・通常の水切り袋よりも水切れがよい

家庭から出される「可燃ごみ」には、たくさんの「生ごみ」が含まれています。

さらに、その重量の多くが水分といわれています。そのまま排出すると、多量の水分

をごみとして処理することになり、ごみの運搬費用の増加、焼却効率の悪化につなが

ります。

水切りを使用することは、ゴミの減量につながりますが、生ごみに触れるためどう

しても敬遠されがちな点があります。

今回、新しく開発した水切り袋では、その点も改善されており、ご家庭で手軽に利

用していただけます。皆さんの最後のひとしぼりがごみの減量化につながりますの

で、ぜひご利用ください。
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本庄を「食」を通して知ってもらい、「食」を通じてもっと好きになってもらい

たいという思いから、本庄のおいしいものを集めた「ほんじょう食まつり～HONJO

FOOD FESTIVAL～」を開催します。

このイベントは、昨年までの「つみっこ合戦」を新たな「食」のイベントにリニ

ューアルしたもので、本庄特産の野菜販売やつみっこ等の郷土料理、本庄銘菓など

の20店舗以上が出店しますので、来場者には、本庄の自慢の味を気軽にお楽しみい

ただけます。

○添付資料 開催パンフレット １部

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市観光協会本庄支部（本庄市商工観光課内 担当：山口）

電話：０４９５－２５－１１７４

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

○日 時 ： 12 月７日（土）午前 10 時～午後２時

○場 所 ： 埼玉ひびきの農業協同組合本店駐車場

（本庄市早稲田の杜１－14－１）

○交 通 ： ＪＲ高崎線「本庄駅」下車 徒歩約 30分

※はにぽんシャトル（９人乗りバス）で約 13分

運賃（大人：200 円 小学生：100 円）

関越自動車道「本庄児玉ＩＣ」より車で約５分

○主 催 ： 本庄市観光協会

○その他 ： トイレ有、駐車場有

関連ＨＰ：https://www.honjo-kanko.jp

ほんじょう食まつり～HONJO FOOD FESTIVAL～

の開催について
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マリーゴールドの丘イルミネーション市民参加型企画

「ペットボトルツリーでマリーゴールドの丘を彩ろう！！」

の開催について

本企画は、11月 23日から本庄早稲田の杜地域のランドマークであるマリーゴー

ルドの丘公園で行っているマリーゴールドの丘イルミネーション事業に、市民自ら

が装飾したペットボトルツリーが光を灯すことで、まちづくりへの関心を高めると

同時に、ペットボトルのリサイクルについても見つめ直すことができるものです。

12 月 7日に開催される「ほんじょう食まつり」に来場した子どもたちに、本市の

リサイクルの取組みを理解していただいた上で、約 300本のペットボトルをカラフ

ルに装飾してもらい、そのペットボトルでツリーを作成し、完成したツリーをマリ

ーゴールドの丘のイルミネーションの一部として設置します。

○添付資料 パンフレット １部

問合せ先

○本件記事に関すること 都市整備部 都市計画課 担当：美野田・根岸

電話 0495（25）1137

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 0495（25）1155

○日 時：令和元年12 月７日（土）午前10 時～午後２時

○場 所：「ほんじょう食まつり」 開催会場ＰＲブース

※埼玉ひびきの農協協同組合本店駐車場（早稲田の杜１－14－１）

○内 容：①コカ・コーラによる子ども向けのペットボトルリサイクルについて

の映像とパネルを用いた説明。

②本庄市におけるパネルを用いたリサイクルの説明

③ペットボトルツリーで使う、不用になった空きペットボトルの装飾

○協 賛：コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社

（包括連携協定による連携事業）

子どもたちが装飾したペットボトルは、ペットボトルツリーとして、「マリーゴー

ルドの丘公園」に設置します。

○点灯期間：12 月中旬～令和２年１月13 日（祝・月）まで

※点灯時間は、イルミネーションと同じ時間となります。
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第 13回「塙保己一賞」表彰式の開催について

本庄市が生んだ偉人「塙保己一」のように、障害がありながらも不屈の努力を続け、社会的

に顕著な活躍をしている人や障害者を献身的に支援している人を表彰する第13回「塙保己一賞」

表彰式が次のとおり開催されます。

当日は、表彰式に引き続き、視覚に障害がありながらもシンガーとして活躍中の大石 亜矢子

さんと夫であり全盲の弁護士、大胡田 誠さんによる記念コンサート＆トークも行われます。

○添付資料 開催パンフレット１部

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 生涯学習課 文化会館係 担当：前川

電話 ０４９５（７２）８８５１

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

日 時 令和元年12月14日（土）13時～15時30分（開場12時30分）

会 場 本庄市児玉文化会館「セルディ」ホール

（所在地：本庄市児玉町金屋728-2 電話：0495-72-8851）

内 容 ○表彰式 13時～14時

○記念コンサート＆トーク 14時20分～15時30分

シンガー 大石 亜矢子 氏

弁護士 大胡田 誠 氏（第12回塙保己一賞奨励賞受賞）

入場料 無料

定 員 400人（事前申込み不要）

その他 ○手話通訳と要約筆記が配置されます。

○臨時無料送迎バスが運行されます。

JR各駅（本庄駅南口・本庄早稲田駅北口・児玉駅）から、電車の到着に合わ

せ、11時30分から12時 30分まで、おおむね30分間隔で運行。

○「塙保己一記念館」の開館時間を延長します。

当日は、「塙保己一記念館」の開館時間を 17時 30分まで延長。本庄駅、本

庄早稲田駅行きの帰りの送迎バスは、記念館を経由しますので、記念コンサー

ト＆トークの終了後に、ぜひお立ち寄りください。

（所在地：本庄市児玉町八幡山368 電話：0495-72-6032）

主 催 埼玉県福祉部障害者福祉推進課 ｢塙保己一賞｣係

電話：048-830-3309







本庄市長定例記者会見（令和元年11月 27日） 資料№８

第 60 回本庄市民元旦マラソンを開催します

一年の計は元旦にあり。今回で60回を数える「市民元旦マラソン」を来年、令和２年１月１

日早朝に開催します。

この元旦マラソンは、初日の出を浴び、新年の祈願をしながら走ることのできるマラソン大

会として、毎年たくさんの方に参加して頂いており、市民の恒例行事となっています。今年の

大会では957名の参加がありました。

今回は第60 回目の記念大会として、抽選福袋を例年より多く60 袋用意してお待ちします。

○添付資料 開催パンフレット １部

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 体育課 スポーツ推進係 担当：新井

電話 ０４９５（２５）１１５２

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

○開 催 日：令和２年１月１日

○会 場：ケイアイスタジアム

（本庄総合公園市民球場）

○コ ー ス：本庄総合公園周辺（3km）

○受付場所：１塁側ゲート前（当日受付）

○受付開始：午前7時00分～

○開 会 式：午前7時20分

○スタート：午前7時45分

○参 加 費：無料

○そ の 他：年齢制限なし。小雨決行





本庄市長定例記者会見（令和元年 11 月 27日） 資料№９

本庄市最大のスポーツイベント、本庄市体育協会主催「第 24回本庄早稲田の杜クロスカ

ントリー＆ハーフマラソン大会」の参加受付を令和元年12 月１日(日)から開始します。

なお、今回、ハーフマラソンは、台風 19号の影響により中止となります。

○添付資料 募集要項１部

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 体育課 スポーツ推進係 担当：内田

電話 ０４９５（２５）１１５２

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

○申込方法 ： インターネットまたは専用振替用紙

※ふるさと納税返礼品枠での受付も実施！

○申込期間 ： 令和元年 12月１日～令和２年２月９日

※専用振替用紙は令和２年１月 31日まで（当日消印有効）

○大会日時 ： 令和２年４月 12日(日)

・開会式：午前８時 00 分～

・スタート：午前８時 45分～(順次)

○コ ー ス ： ケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）をスタートし、

大久保山（本庄早稲田の杜）を利用した特設コース

○種 目 ： ◎12㎞・8㎞・6㎞（本庄早稲田の杜クロカン・ロードコース）

◎1.5 ㎞（本庄総合公園内ジョギングコース）

※森林浴ランを楽しめる「本庄早稲田の杜クロスカントリーコース」

（12km・8km）。親子でも楽しめるようお子さんと一緒に 1.5km を走

った後、12km・8kmに参加できるスケジュールとなっています。

第 24 回本庄早稲田の杜クロスカントリー＆ハーフマラソン

大会の参加受付を開始します







本庄市長定例記者会見（令和元年 11 月 27日） 資料№10

本庄市は、全国有数のポインセチア生産地であり、栽培技術も全国トップレベルにあり

ます。本庄市花の会では、例年、市内で生産された鉢花の普及を目的として、市庁舎への

「クリスマス・ディスプレイ」を実施しており、庁舎完成後の平成５年から数え、今年で

27 回目となります。

また、期間中の18 日には、昨年に続き、本庄農業女子による「クリスマスマルシェ」を

同時開催します。地元の野菜や花を身近に感じてもらうため、農産物の展示・販売を実施

します。

○添付資料 （３部）

（１）本庄市花の会によるクリスマス・ディスプレイ詳細

（２）本庄農業女子によるクリスマスマルシェ詳細

（３）開催ポスター

問合せ先

○本件記事に関すること 経済環境部 農政課 農業振興係 担当：坂口、阿部

電話：０４９５（２５）１１７７

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話：０４９５（２５）１１５５

【本庄市花の会 クリスマス・ディスプレイ】

展 示 期 間：12月 11 日（水）～20日（金）（土・日除く）

午前８時 30分～午後５時15分（最終日は午前 10時まで）

即売会日時：12月 20 日（金）午前 11 時～

※開始時間が例年と異なるため、ご注意ください。

場 所：本庄市役所 市民ホール（１階）

内 容：ポインセチアやゴールドクレストなどの飾り付け展示

【本庄農業女子プレゼンツ クリスマスマルシェ】

日 時：12 月 18日（水）午前 11時～午後２時

場 所：本庄市役所 市民ホール（１階）

内 容：地元の野菜や花の展示・販売

クリスマス・ディスプレイと

クリスマスマルシェの開催について



令和元年度

－今年で２７回目！令和初！－

本庄市花の会によるクリスマス･ディスプレイ詳細

（Ｈ３０年度クリスマス・ディスプレイの様子）

【目 的】

本庄市は、全国有数のポインセチア生産地であり、栽培技術も全国トップレベルにあり

ます。本庄市花の会では、毎年、市内で生産されたポインセチアやゴールドクレストなど

のコニファー類、その他鉢物を市役所市民ホールに飾り付け展示を行うことで、本庄産

鉢物のＰＲを行うとともに、地元消費者の需要を引き出し、ブランド化の確立を目的とし

ています。

【展示期間】 １２月１１日（水）～ ２０日（金）（土日除く）

午前８時３０分～午後５時１５分（最終日は午前１０時まで）

【即売会日時】 １２月２０日（金）午前１１時

※ 例年と開始時間が異なるためご注意ください。

※ 完売次第、終了となります。

※ 売上金の一部を、本庄市社会福祉協議会に寄付しています。

【展示場所】 本庄市役所 市民ホール（１階）

【展示主催者】 本庄市花の会（会員１５名、会長：早野 公春）

事務局：本庄市農政課（℡：０４９５－２５－１１７７）



令和元年度

－昨年大好評につき今年も開催－

本庄農業女子によるクリスマスマルシェ詳細

【目 的】

「本庄市花の会クリスマス・ディスプレイ」の開催期間中の一日をお借りして、昨年初

めて本庄農業女子による「クリスマスマルシェ」を開催したところ、「本庄農業女子の存在

を初めて知った」、「沢山の冬野菜が買えてよかった」、「寄せ植えが素敵だった」と大好評

であったため、今年も開催することになりました。地元の野菜や花をＰＲすることを目的

に、ブロッコリー、ロマネスコ、大根、白菜、ねぎ、にんじん、キャベツ、マーガレット

などのたくさんの野菜や花を展示・販売します。

【本庄農業女子】

本庄市をはじめ、上里町等の児玉郡市で生産活動をされている女性農業者８名から成る

団体です。地元の野菜や花の栽培、畜産などの農業を、地元の皆さんに身近に感じてもら

いたいとの思いから平成２８年に設立しました。女性ならではの視点を活かし、地元の

カフェとの連携や公民館での料理教室等を通じて広く活動しています。

【展示・販売日時】 １２月１８日（水）午前１１時～午後２時

【展示・販売場所】 本庄市役所 市民ホール（１階）

【展示・販売主催者】 本庄農業女子（会員８名、代表：牧野 涼子）

本庄市農政課（℡：０４９５－２５－１１７７）

＜令和元年度の主な活動＞
5月 総合公園春まつり

花き類を展示・販売。

6月 料理教室（南公民館）

7月 こけ玉教室

10 月 料理教室（共和公民館）

ほんじょマルシェ出展

11 月 寄せ植え教室

クリスマスの寄せ植え体験

など



時正午

展示期間：12月11日(水) 20日(金)(土日除く) 8:30 17:15
 最終日の展示は10時まで。展示終了後、鉢花を販売します。

即売会日時：20日(金)11時から
 完売次第、終了となります。

場所：本庄市役所１階市民ホール

 今年もポインセチアやゴールドク
レストなど、色鮮やかな鉢物を使っ
たクリスマス・ディスプレイを行い
ます。今年で27回目になります。
ぜひご来場ください！

地元産でしか味わえないお野菜・色鮮やかな
お花を沢山用意してお待ちしています。

心も体も温まる本庄農業女クリスマスマル
シェにぜひ遊びに来てください！

ブロッコリー・ロマネスコ・大根・
白菜・小松菜・にんじん・サツマイモなど。
ビオラや観葉植物の寄せ植えも。

クリスマス・ディスプレイ及びマルシェに関するお問い合わせ：本庄市役所農政課 ℡25-1177

クリスマスマルシェ

日時：12月18日(水)11:00 14:00
場所：本庄市役所１階市民ホール

本庄農業女子プレゼンツ


