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令和２年第１回定例会議案一覧 
 

市長提出議案 
（令和２年２月２５日提出 ２９件） 

議案番号 件   名 提案理由・要旨 

第1号議案 
本庄市長等の損害賠償責任の一部免

責に関する条例 

地方自治法の一部改正を踏まえ、市長等の市に対する損

害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ

重大な過失がないときは、損害賠償責任額の一部を免責

することを定めたいので、この案を提出するものであ

る。 

第2号議案 

地方自治法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

地方自治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3号議案 
本庄市職員の服務の宣誓に関する条

例の一部を改正する条例 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、職員の服務の宣誓

に関し、会計年度任用職員に係る必要な事項を追加した

いので、この案を提出するものである。 

第4号議案 

本庄市議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、給料を支給される

会計年度任用職員の補償基礎額についての規定を追加

する等したいので、この案を提出するものである。 

第5号議案 

本庄市長等の給料及び期末手当の額

の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 

市長等の給料等の減額措置の延長をしたいので、この案

を提出するものである。 

第6号議案 
本庄市印鑑条例の一部を改正する条

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を踏ま

え、印鑑の登録資格を変更したいので、この案を提出す

るものである。 

第7号議案 
本庄市空き家等の適正管理に関する

条例の一部を改正する条例 

空き家の除却を促進し、良好な生活環境の実現を図るた

め、補助金の補助対象となる空き家を見直したいので、

この案を提出するものである。 

第8号議案 
本庄市営住宅管理条例の一部を改正

する条例 

単身高齢者等の増加を踏まえ、市営住宅の入居申込者等

について連帯保証人を要しないこととするとともに、民

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9号議案 
本庄市下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例 

農業集落排水事業に地方公営企業法の財務規定等を適

用するとともに、公共下水道事業と一体的に管理運用し

たいので、この案を提出するものである。 

第10号議案 
本庄市スポーツ推進審議会設置条例

の一部を改正する条例 

本庄市スポーツ推進審議会委員について、委員の選出区

分を変更する等したいので、この案を提出するものであ

る。 

第11号議案 工事請負契約の締結について 

本庄駅南口複合施設改修工事請負契約について、契約金

額及び工期を変更するための変更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12号議案 市道路線の廃止について 

市道第４２９０号線 払下げにより廃止する。 

市道第７４４９号線 払下げにより廃止する。 

市道第２－１１６３号線 払下げにより廃止する。 

市道第５－８１３号線 付替えに伴い路線を短縮し再認

定するため廃止する。 

以上４件について、この案を提出するものである。 



第13号議案 市道路線の認定について 

市道第１－２２５号線 開発行為に伴い路線を延長し再

認定する。 

市道第５－８１３号線 付替えに伴い路線を短縮し再認

定する。 

以上２件について、この案を提出するものである 

第14号議案 
児玉郡市及び深谷市における公の施

設の相互利用に関する協議について 

児玉郡市及び深谷市における公の施設の相互利用に関

する協定書に規定する対象施設の変更を行うため、改め

て協定を締結したいので、この案を提出するものであ

る。 

第15号議案 
本庄市公平委員会委員の選任につき

同意を求めることについて 

公平委員会委員 髙橋 文子 氏が令和２年３月２３

日をもって任期満了となるため、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、本庄市公平委員会委員として髙

橋 文子 氏を選任したいので、この案を提出するもの

である。 

第16号議案 
令和元年度本庄市一般会計補正予算

（第７号） 

補正予算額      １，７６２，７５１，０００円 

総額        ３１，０３９，９６５，０００円 

繰越明許費の補正 

地方債の補正 

第17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３号） 

補正予算額          ８２，２８８，０００円 

総額         ８，１５８，２３８，０００円 

第18号議案 
令和元年度本庄市住宅資金貸付事業

特別会計補正予算（第１号） 

補正予算額             １５７，０００円 

総額             ２，４３６，０００円 

第19号議案 
令和元年度本庄市介護保険特別会計

補正予算（第５号） 

補正予算額          △３，２５５，０００円 

総額         ６，０２３，８８１，０００円 

第20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２号） 

補正予算額        △５３，３２２，０００円 

総額           ８３９，７６３，０００円 

第21号議案 
令和元年度本庄市水道事業会計補正

予算（第４号） 

業務の予定量 

収益的収入補正予定額      △９８７，０００円 

総額         １，５９２，１８７，０００円 

収益的支出補正予定額     △４，８９６，０００円 

総額         １，５４１，１４９，０００円 

資本的支出補正予定額   △１７，２１９，０００円 

総額            ９２９，７７４，０００円 

第22号議案 
令和元年度本庄市下水道事業会計補

正予算（第５号） 

収益的収入補正予定額    △５，２５０，０００円 

総額         １，６６９，２４８，０００円 

収益的支出補正予定額     △７，８０２，０００円 

総額         １，６３２，３７５，０００円 

資本的収入補正予定額   △１７，６１９，０００円 

総額         １，３７８，２５４，０００円 

資本的支出補正予定額   △１７，６１９，０００円 

総額         １，６９２，１９４，０００円 

他会計からの補助金 

第23号議案 令和２年度本庄市一般会計予算 

予算額       ２８，６３４，０００，０００円 

継続費 

債務負担行為 

地方債 

一時借入金 

歳出予算の流用 

第24号議案 
令和２年度本庄市国民健康保険特別

会計予算 

予算額        ７，７６２，９５８，０００円 

歳出予算の流用 



第25号議案 
令和２年度本庄市住宅資金貸付事業

特別会計予算 

予算額            １，７２３，０００円 

第26号議案 
令和２年度本庄市介護保険特別会計

予算 

予算額        ６，０１２，７７３，０００円 

歳出予算の流用 

第27号議案 
令和２年度本庄市後期高齢者医療特

別会計予算 

予算額          ８７６，２７７，０００円 

第28号議案 令和２年度本庄市水道事業会計予算 

業務の予定量 

収益的収入予定額   １，６２３，８８７，０００円 

収益的支出予定額   １，６１３，２１８，０００円 

資本的収入予定額     ２２６，９５５，０００円 

資本的支出予定額   １，０４３，６９９，０００円 

企業債 

予定支出の各項の経費の金額の流用 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

たな卸資産購入限度額 

第29号議案 
令和２年度本庄市下水道事業会計予

算 

業務の予定量 

収益的収入予定額   １，７３５，７６２，０００円 

収益的支出予定額   １，７０６，５１６，０００円 

資本的収入予定額   １，５６１，１７６，０００円 

資本的支出予定額   １，８５１，６４０，０００円 

特例的収入及び支出 

債務負担行為 

企業債 

一時借入金 

予定支出の各項の経費の金額の流用 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

他会計からの補助金 
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本市では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を前に、

ホストタウン相手国であるトルコ共和国に関連する交流事業を実施しています。 

今回は、市民にトルコ共和国を身近に感じていただくとともに東京２０２０大会

に向けた機運醸成を図ることを目的に日帰りバス旅行を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：岩崎 

             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 

 

 

日 程  ３月 26 日（木） 

 

参加費  1,000 円（中学生以下は無料） 

  

対 象  市内在住・在勤・在学者 

 

行程表  トルコ大使館、東京ジャーミイ・トルコ文化センター 

 

※別添チラシ参照 

伝統的なトルコ民家の応接間を再現 
（東京ジャーミイ１階） １０月に本庄東小４年生が東京ジャーミイを見学 

～ホストタウン特別企画～ 

「トルコ発見！日帰りバス旅行 in 東京」の実施について 

令和２年２月２５日付　新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を予防するため、中止することが決定いたしました。

中止になりました。



新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
予防するため中止となりました。
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 本庄発‼ 世界最古の自転車「陸船車」展示中！  

 

本庄市は、令和２年７月９日（木）に行われるオリンピック聖火リレー第３区間

のスタート地点であり、この第３区間は、「特殊区間」としての聖火リレーを実施

する予定です。 

「特殊区間」とは、地域の歴史的・文化的な魅力を国内外に発信できるコースで

あり、本市の場合は自転車発祥の地として、自転車（ロードバイク）によるリレー

のほか、世界最古の自転車と言われている「陸船車」を実際に動かして聖火を運び

ます。 

令和２年１月 11 日から、陸船車の実物大模型が旧本庄商業銀行煉瓦倉庫（本庄

レンガ倉庫）に展示してあります。今後聖火リレーが近づいてきましたら第３区間

のスタート地点となる、はにぽんプラザでの展示を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本庄レンガ倉庫での展示の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

                             ＜大野知事も試乗＞ 

                          （1/10 県民健康センターにて） 

 〇添付資料 チラシ１部 

 

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 

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫（本庄レンガ倉庫） 

住所 本庄市銀座１－５－１６ 

電話 ０４９５（７１）６６８５ 

営業時間 午前９時～午後７時（年中無休） 



「陸船車」は江戸時代の享保年間に武蔵国児玉郡
北堀村（現在の本庄市北堀）で代々組頭を務めてい
た庄田門弥が考案した乗り物です。

彦根藩士平石九平次の著した「新製陸船奔車之
記」には、この門弥の発明した陸船車の図解が載せ
られており、車体は桐で造られ、黒く塗られていた
ようです。また、車体は船の形をしていて、車輪は
４つあり、車体のほぼ中央に四角い箱が描かれてお
り、この中に駆動用の装置が入っていたものと考え
られています。この「陸船車」は、人力による自走
式の乗り物であることから、「機能上、世界最古の
自転車」と言われています。

本庄市でまちづくり活動を進めているグループ
「本庄まちNET（代表 戸谷正夫）」が平成２３年に
実物大模型を復元させ、それをさらに改良したのが
この陸船車です。

令和２年７月９日（木）に東京2020オリンピック
聖火リレーが本庄市を通過します。はにぽんプラザ
をスタートし、中山道を東に進み市街地を抜け、藤
田地区を通り滝岡橋までのコースです。

本庄市は自転車発祥の地ということで一部自転車
を用いて聖火が運ばれるほか、この陸船車も聖火リ
レーに活用される予定です。

陸船車（世界最古の自転車）
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 川のシンポジウム２０２０の開催について 

～本庄の川を取り巻く環境について～  

 

本庄市立藤田小学校５・６年生児童の地域環境学習として、平成 17 年より年２回実施

している河川調査は、早稲田大学本庄高等学院河川研究班の生徒（平成 24 年より）と一緒

に行っており、ＮＰＯ法人や行政等で土手の整備や安全監視などの支援を行っています。 

今回で第６回となる「川のシンポジウム２０２０」では、児童、生徒の川に関する活動

発表や、専門家による生物や環境に関する講演などを通じ、参加者の皆様とともに川を取

り巻く環境について考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 チラシ１部 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること （公財）本庄早稲田国際リサーチパーク 担当：内野、坂本 

             電話 ０４９５（２４）７４５５ 

             企画財政部 企画課 政策係 担当：渡邉 

             電話 ０４９５（２５）１１５７ 

○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２年３月 14 日（土）午後１時 30 分～３時 50 分 

会 場： 早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター 

３階 レクチャールーム１ （本庄市西富田1011） 

定 員： 100 名（事前申込は不要・参加費は無料） 

内 容： 活動発表 … 本庄市立藤田小学校５年生 

早稲田大学本庄高等学院河川研究班 

特別講座 … 埼玉県環境部水環境課 

講  演 … 埼玉県環境科学国際センター 木持 謙 氏 

埼玉県魚類研究会代表    金澤 光 氏 

主 催： 早稲田大学本庄高等学院・本庄市立藤田小学校・（公財）本

庄早稲田国際リサーチパーク 

後 援： 埼玉県本庄県土整備事務所・本庄市・本庄市教育委員会 

その他： 藤田小学校では、調査結果や改善成果について、保護者に向けた

発表会や「河川調査新聞」を通じて情報発信し、地域に元小山川の

再生を啓発している。また、校内の空き教室を「藤っ子水族館」と

して、児童が採取した魚を展示し、飼育観察に取り組んでいる。 

令和２年２月２５日付　新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を予防するため、中止することが決定いたしました。

中止になりました。



中止になりました。



中止になりました。
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「第 20 回 本子連はがき作品展」の開催について 

 

本子連（本庄市子ども会育成会連合会）では、小学校の児童を対象に、子供たち

の健やかな成長を願い、情緒豊かな子どもたちの育成を目的とし『はがき作品展』

を開催します。 

また、２月 29 日（土）に表彰式を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 生涯学習係 担当：阪上 

             電話 ０４９５（２２）３２４８ 

○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 

 【作品展】 

  展示期間 ： 令和２年２月 25 日（火）～２月 28 日（金）までの４日間 

午前８時 30 分 ～ 午後５時 15 分 

会  場 ： 本庄市役所 １階 市民ホール 

応募テーマ： 私の夢 

作品の規格： 官製はがき、または、はがき大の用紙に描かれたイラスト 

応募件数 ：  1,772 件  ※昨年の応募数は 1,796 件 

主  催 ： 本庄市子ども会育成会連合会・本庄市教育委員会 

 

 【表彰式】 

  日  時 ： 令和２年２月 29 日（土）午前 10 時から 

会  場 ： 本庄市役所１階 市民ホール 

各  賞 ： 本庄市長賞、本庄市議会議長賞、埼玉県議会議員賞、 

本庄市教育委員会教育長賞、本庄市自治会連合会会長賞、 

本庄市子ども会育成会連合会会長賞 
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 若泉公園と城山稲荷神社の「桜まつり」開催について  

 

若泉公園と城山稲荷神社は、市街地におけるお花見の名所で、桜の季節になると昼

間は家族連れで、夜は『花見宴会』に興じる多くの人で賑わいます。 

若泉公園は、新・古木を合わせて140本を超える桜が元小山川沿いを彩り、園内の

池には鯉やアヒルが泳ぎ、赤い太鼓橋や東屋、藤棚などとの美しいコントラストで市

民に憩いの場を提供してくれます。また、『せせらぎ広場』や色とりどりの春の花で

賑わう『ふるさとフラワーパーク』にもつながっており、休日は家族揃ってゆっくり

とした時間を楽しむことができます。 

城山稲荷神社は、戦国末期に本庄城主小笠原掃部太夫信嶺が城跡に残した稲荷で、

境内には県指定文化財（天然記念物）となっている根回り13.3ｍのケヤキも残ってい

ます。桜は古木ばかりでおよそ80本、４月の第２日曜日には『城山稲荷春季大祭』が

開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○添付資料 案内図 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 

開催期間 ： ３月下旬～４月上旬  

場  所 ： ①若泉公園（本庄市若泉２丁目地内） 

②城山稲荷神社（本庄市本庄３－５） 

交   通 ： ①ＪＲ高崎線「本庄駅」下車２km 徒歩約 25 分 

②ＪＲ高崎線「本庄駅」下車１km 徒歩約 15 分 

主  催 ： 本庄市観光協会 

そ の 他 ： トイレ有り。駐車場（①100 台有り） 

関連ＨＰ ：  https://www.honjo-kanko.jp 

（城山稲荷神社の桜） （若泉公園の夜桜） 

https://www.honjo-kanko.jp
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 こだま千本桜まつりの開催とライトアップの実施について  

本庄市児玉町地内の小山川両岸５km にわたり植えられた桜（ソメイヨシノ）約 1,100 本を「こ

だま千本桜」と呼びます。 

この桜は、昭和40年代半ば、地元の有志で植樹が始まり、その後、青年会・老人会、観光協会

等の協力を得てその範囲・本数を年々増やし、今に至ります。桜の季節になると、多くの花見客

が県内外から訪れ大変賑わいます。例年、3月下旬から4月中旬に見頃を迎えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料  案内図 １部 

お問合せ先 

○本件記事に関すること 経済環境部 支所環境産業課 担当：田島 

             電話 ０４９５（７２）１３３４ 

土日 ０４９５（７２）１３３１ 

○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 

【こだま千本桜ライトアップ】 

日 時 ：令和２年３月下旬～４月上旬 午後６時～午後９時 30 分 

場 所 ：本庄市児玉町高柳地区小山川河畔 千本桜橋上流（案内図参照） 

     ※千本桜橋上流左岸の約 250m の区間でライトアップを実施します。 

交 通 ：関越自動車道本庄児玉 IC から 7.5km（車で 15 分） 

        JR 八高線児玉駅から 3.0km（徒歩で 30 分） 

その他 ：トイレ有り。お車でお越しの場合、河川敷に駐車可能 

 

【第 13 回こだま千本桜まつり】 

日 時 ：令和２年４月５日（日） 午前 10 時～午後３時 

場 所 ：本庄市児玉町児玉地区小山川河畔 十二天橋下流左岸（案内図参照） 

交 通 ：関越自動車道本庄児玉 IC から 6.0km（車で５分） 

JR 八高線児玉駅から 1.2km（徒歩で 15 分） 

内 容 ：開会式 午前 10 時 ～ 

      ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ（郷土芸能保存会等） 午前 10 時 30 分～ 

      各種模擬店、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ出店 午前 10 時～午後３時 

その他 ：トイレ有り。臨時駐車場有り 

     ※詳しくは、本庄市観光協会ホームページ （https://www.honjo-kanko.jp） 

https://www.honjo-kanko.jp


千本桜橋

秋平橋

十二天橋

身馴川橋

シェリエ

児玉清掃

こだま千本桜（ライトアップ・まつり会場図）

P

P

P

P
築野食品工業

･･･4/5まつり当日臨時駐車
児玉警察署

児玉消防署

ローソン高柳店 様

焼肉 花蓮 様
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八幡神社春祭りと「植木市」の開催について 

 

 その年の農作業の始めにあたり、五穀豊穣を祈願する八幡神社春祭りが開催されます。 

 境内では「植木市」が開かれ、植木・苗木・草花・鉢植え・木工細工・農耕道具などの市が     

立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料  案内図 １部 

 

お問合せ先 

○本件記事に関すること 経済環境部 支所環境産業課 産業係 担当：田島 

              電話（平日） ０４９５（７２）１３３４ 

（土日） ０４９５（７２）１３３１ 

○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２年３月 15 日（日） 

      ［植木市］ 午前８時 30 分～午後４時頃 

   ［祈年祭］ 午後１時 30 分頃～ 

場 所 ：八幡神社 〒367－0212 本庄市児玉町児玉 198 

交 通 ：関越自動車道 本庄児玉 IC から 5.4km（車で 12 分） 

        ＪＲ八高線 児玉駅から 850m（徒歩で 10 分） 

内 容 ：八幡神社春の大祭である祈年祭が行なわれ、「植木市」が開か

れます。植木市には、各地から植木業者等が集まります。 

その他 ：トイレ有り 駐車場有り（約 10 台） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 

「児玉駅入口」交差点 

「仲町」交差点 
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道
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交通案内① ・・・ 国道 462 号からお越しの場合 

 

国道 462 号を児玉町市街地をそのまま直進。 

【仲町】交差点を県道 175 号方面へと約 150m 

直進すると左手側に八幡神社。 

＊駐車場、約 10 台分有り 

ＪＲ八高線 児玉駅 

交通案内② ・・・ JR 八高線／徒歩でお越しの場合 

 

JR 八高線 児玉駅を下車。 

駅前通り線（県道 191 号）を西方向へと直線し、 

【児玉駅入口】交差点を左折して国道 462 号へ。

【仲町】交差点を県道 175 号方面へと約 150m 直

進すると左手側に八幡神社。 

八幡神社 


