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サラリーマン横井の活動をお伝えします

奈良市議会議員の横井雄一でございます。
「サラリーマンが普通に政治に参画できる奈良」の実現を目指し、
小さなことから少しずつ、いつもみなさんの身近にいる
政治家として活動してまいります。 
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新型コロナウィルス感染症対策　次々と実現！

◆議会運営委員会　副委員長（新任）
◆建設企業委員会　委員（３年ぶり）

（６月から着任しています）議会での役職が新しくなりました
◆議会制度検討特別委員会　委員（引き続き）

取よこいくんの り組み
おうちで燈花会
１９９９年の発足以来お手伝いをしています。今年はコロナの影響でいつものように開
催できませんでした。そこで、おうちで燈花会です。
来年は奈良公園で！

自宅庭で燈花会▶自宅庭で燈花会▶

　新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に関する提言・要望は、緊急性が高いため、議会以外に随時、仲川市長はじ
め市役所に要望・提言してきました。

鏡神社本殿の改修予算を確保できました！
奈良市指定文化財である「鏡神社本殿」。30年ぶりの修理にかかる
予算を、文化財継承の観点から議会で強く訴えておりました。
一度は先延ばしになった予算が復活し、２年度約2,000万円の

補助金がつきました。地域のみなさんのお気持ちが通じたと思い
ます。

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！
新斎苑の工事が進んでいます！

令和４年１月の開業を目指し、
新斎苑工事が進んでいます。
８月24日、県道から新しい火
葬場用地に繋がる橋が開通し
ました。これまで事故もなく工
事が進んでいるとのことです。
関係者の皆様のご協力に感謝
いたします。

交差点をわかりやすく！
地域の要望を受け、南紀寺町内の分かりにくかった交差点の標示
を実施し、わかりやすくなりました。

〈施工前〉 〈施工後〉

落下防止柵！
今御門町の尾花谷川にかかる橋の袂から酔客が転落する事故が起き
ていました。地元の要請を受け、直ちに安全柵を設置しました。

〈施工前〉 〈施工後〉
➡ 早速、手話通訳付きの「緊急事態宣言時の行動を呼び

かける動画」の発信が実現しました。
●学校園の遠足等で、３密を避けるため２台目の貸切バス
チャーター代金と、宿泊先の部屋増加分を奈良市が負担する
ことを提案しました。【７月】
➡ ７月臨時議会で予算化され、実現しました。
●奈良市へお越しになる修学旅行生がバスの増便や宿泊部屋
数を増やして旅行される場合、その増加分を奈良市が支援
することを提案しました。【７月】
➡ ７月臨時議会で、旅行生１人あたり2,000円を補助す
る形で予算化され、実現しました。

●ろう者、手話通訳者、手話サークル会員に、口元がクリアの
マスクまたはフェイスガードを配布することを提案しまし
た。【８月】
➡ ９月議会で予算決定。実現します。
●ななまるカード利用者全員にバス料金１０００円のチャージ
券を給付することを提案しました。【８月】
➡ ９月議会で予算決定。実現します。
●市民全員対象のプレミアム付商品券を発行することを提案
しました。【８月】
➡ ９月議会で予算決定。総額17億円分の商品券が発行
されます。

横井の提言によって実現した政策
●「学校休業中は給食業務受託事業者に委託料を一切支払わ
ない」という教育委員会の方針に対し、事業者の経営継続と
再開時の業務復活の即時性の観点から、教育委員会に対し
方針を撤回するよう強く抗議しました。【３月】
➡ 学校休業中も満額の委託料が支払われるようになりま

した。
●奈良県の感染防止協力金。雑貨店も観光客対象のお店は給
付対象とすることを申し入れました。【４月】（県議を通じ申
し入れました）
➡ 雑貨店も対象店舗になりました。
●感染防止協力金の対象に、１００㎡以下の小規模店舗も給
付対象にすることを要望しました。【４月】
➡ ５月の臨時議会で予算化。県の給付金に上乗せする形

で実現しました。
●この時期に下水道料金の値上げはダメ。値上げ延期を提言
しました。【４月】
➡ 下水道の値上げをしないためのシステム変更に半年を

要し、その費用が７千万円かかるため、かえって市民の
負担が増えることがわかりました。

➡ その代わり、上水道の基本料金が２か月間免除になり
ました。

●市長記者会見時に手話通訳を付けることを提案しました。
【４月】

これからも新型コロナウィルス感染症対策をどんどん提案していきます！

開通した橋▶
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たらい回し、するな！4 【令和２年９月議会】

市民生活に密接に関わる役所として、市で適切にお答えする。
県の管轄であったとしても、きちんと県に引き継ぐ。その認識を
市役所内で共有する。

西谷副市長の答え
豪雨時には崩落の危険がある場所の情報を市役所に持ち込ん
だが、担当がハッキリわからないという理由で、市民の貴重な
声が置き去りにされかけていた･･･。

経　緯

平常時であっても、豪雨になれば災害を引き起こすとい
う具体的な情報であれば、市役所はきちんと情報を吸収
し、適切な部署で処理すべきでは。

横井の質問

すすめ、
行政改革！

奈良市役所は、「たらい回し ゼロ」を目指していただきたい！

さらに意見

みなさんの声を議会で質問しました
地域経済の回復を!1 【令和２年６月議会】

コロナ対応として、今年度に限り、一定の競争性を確保した上で、市内の事業者に奈良市か
らの仕事を受注してもらえるようにする。

仲川市長の答え
コロナ禍で地域経済は観光業界に
限らず大打撃を受けている。そんな
中、特定定額給付金（10万円）の印
刷発送業務は随意契約で全国大手
印刷会社に発注された。奈良市外
に大きな仕事が流出していた･･･。

経　緯

今こそ、随意契約、プロポーザル契
約に関わらず、一定金額以内であれ
は市内事業者に発注する仕組みを
手厚くするべきだ。期間限定で良
い。やるのか。

横井の質問

①特別定額給付金（10万円）の印刷業務は、県内の他市では地元事業者が受注している。地
域経済重視のあるべき姿。市内事業者に発注できるよう、今後、複数事業者がJV受注で
きるよう工夫すべきだ！
②奈良市外郭団体による大きなイベントの仕事の発注は、東京の大手企業に一括発注され
ることがあるが、その二次的な仕事は地元事業者に帰ってくるようにルールづくりすべ
きだ！

さらに要望･･･

８月、市内事業者優先発注方針が発表され実現しています。その後

公民館を使えるようにして！2 【令和２年６月議会】

およそ３週間ごとに段階的に使用制限を緩和したい。その
都度、改めて「公民館の使い方」をお知らせしていく。

西谷副市長の答え
６月１日から公民館利用は再開されたが、食事や交流活動は制限さ
れ、ほとんど利用不可。飛鳥公民館では「こども食堂」や「高齢者い
きいきサロン」といった地域に根付いている行事が全くできない状
態･･･。

経　緯

例えば、卓上に置く透明パーテーションを常備する等、施設の充実
を図り、同時に、利用者に求める「公民館利用の指針」を改めては。

横井の質問

観光事業者への緊急支援を！6 【令和２年５月】

宿泊事業者をはじめとする観光関連事業者
への支援策を早急に検討する。

観光経済部長の答え

コロナ禍で打撃を受けている観光事業者が、事業を継続できるよう緊急
的支援をすぐにやるべきだ。

横井の質問

直後の６月定例議会で、予算化が実現しました。
奈良市から３５２０万円 ＋　奈良県からも３５２０万円がプラス！
①ホテル・旅館　一室当たり　２万円（最大１００万円）　②タクシー　一両あたり　２万円（最大１００万円）
③観光バス　一両あたり　６万円（最大２００万円）

その後
ゴミを混ぜるな！3 【令和２年６月議会】

ペットボトルの分別不徹底により、失明する事故が起きた。
市ホームページやごみアプリを活用し、危険性を示し、分別
の必要性と方法を周知徹底する。

環境部長の答え
６月、廃棄物処理会社で働く友人がたばこの吸殻が入ったままのペッ
トボトルを分別処理しようとフタを回したところ、ボトル内にたまっ
ていたガスが噴き出しフタが左目を直撃し失明した。（現在、回復中）

経　緯

問題の本質は、リサイクルゴミと単純処分ゴミであるたばこの
吸殻が混ざって捨てられていたことである。危険を知らせた上
で、今一度、ゴミ分別の啓発に力を入れるべきでは。

横井の質問

７月、奈良市ホームページおよび奈良市ごみアプリで啓発記事が発表されています。
※たばこの吸殻は、水分と混ざり腐敗するとガスを発生させる。そのガスが充満するとボトル内はかなりの圧がかかる。炭酸飲料のペットボト
ルは少しずつガスが抜けるよう、フタが飛び出しにくい設計になっているが、水やお茶のボトルの中には、フタのミゾが浅いボトルがある。

その後

ペットボトルだけでなく、ビン、アルミボトルが灰皿代わ
りに使われている。この点も分別啓発の強化を求める。

さらに意見

文書による質問も （緊急事態宣言中、常任委員会が中止されたため、文書質問制度を使い質問しました）

まちの元気を取り戻そう！7 【令和２年５月】

新奈良町にぎわい構想の個別プランに、観光客を取り戻す施
策、生業の充実を図ることを加え、かつてのにぎわいを取り戻
す。まずは、地域内の切実な声を一つひとつに耳を傾ける。

観光経済部長の答え

観光商業エリア「奈良町」の復活に向け、市の方針を示し
てもらいたい。

横井の質問

市内有数の観光エリア「奈良町」。この数十年、奈良市はエリア
に対し、一定の注力をしてきた。しかしコロナ禍で商業的な賑
わいはなくなった･･･。

経　緯

誰が子どもを守るのか！　その２5 【令和２年５月】

①スマホの教室内持ち込み禁止を改めて伝えた。
②守らない教員は職務命令違反で処分となることを伝えた。
③教育委員会としても綱紀粛正の取り組みを強化する。

教育委員会の答え
平成30年12月、奈良市立の小学校の教室内で、教員が女子児
童の着替え様子をスマホで撮影していた事件があり、再発防止
策を議論していた。今年１月の委員会で、私の追及により、２
月25日の校長会で、再発防止策と、教育委員会幹部自ら厳しい
処分も辞さないことを通告することになっていた･･･。

経　緯

２月25日の校長会で再発防止を伝えたのか。

横井の質問

７月1日から、制限されていたほとんど
のことが緩和され、こども食堂をはじめ、
たくさんの行事が再開されています。
★また、９月議会で、全公民館に、換気の
ためのサーキュレーターを配備する
予算が認められました。

その後



サラリーマン横井の活動をお伝えします YOKOI Report

32 横井雄一メールアドレスご意見やお気づきのことがあれば、お聞かせください。 yokoi-y＠kcn.jp

たらい回し、するな！4 【令和２年９月議会】

市民生活に密接に関わる役所として、市で適切にお答えする。
県の管轄であったとしても、きちんと県に引き継ぐ。その認識を
市役所内で共有する。

西谷副市長の答え
豪雨時には崩落の危険がある場所の情報を市役所に持ち込ん
だが、担当がハッキリわからないという理由で、市民の貴重な
声が置き去りにされかけていた･･･。

経　緯

平常時であっても、豪雨になれば災害を引き起こすとい
う具体的な情報であれば、市役所はきちんと情報を吸収
し、適切な部署で処理すべきでは。

横井の質問

すすめ、
行政改革！

奈良市役所は、「たらい回し ゼロ」を目指していただきたい！

さらに意見

みなさんの声を議会で質問しました
地域経済の回復を!1 【令和２年６月議会】

コロナ対応として、今年度に限り、一定の競争性を確保した上で、市内の事業者に奈良市か
らの仕事を受注してもらえるようにする。

仲川市長の答え
コロナ禍で地域経済は観光業界に
限らず大打撃を受けている。そんな
中、特定定額給付金（10万円）の印
刷発送業務は随意契約で全国大手
印刷会社に発注された。奈良市外
に大きな仕事が流出していた･･･。

経　緯

今こそ、随意契約、プロポーザル契
約に関わらず、一定金額以内であれ
は市内事業者に発注する仕組みを
手厚くするべきだ。期間限定で良
い。やるのか。

横井の質問

①特別定額給付金（10万円）の印刷業務は、県内の他市では地元事業者が受注している。地
域経済重視のあるべき姿。市内事業者に発注できるよう、今後、複数事業者がJV受注で
きるよう工夫すべきだ！
②奈良市外郭団体による大きなイベントの仕事の発注は、東京の大手企業に一括発注され
ることがあるが、その二次的な仕事は地元事業者に帰ってくるようにルールづくりすべ
きだ！

さらに要望･･･

８月、市内事業者優先発注方針が発表され実現しています。その後

公民館を使えるようにして！2 【令和２年６月議会】

およそ３週間ごとに段階的に使用制限を緩和したい。その
都度、改めて「公民館の使い方」をお知らせしていく。

西谷副市長の答え
６月１日から公民館利用は再開されたが、食事や交流活動は制限さ
れ、ほとんど利用不可。飛鳥公民館では「こども食堂」や「高齢者い
きいきサロン」といった地域に根付いている行事が全くできない状
態･･･。

経　緯

例えば、卓上に置く透明パーテーションを常備する等、施設の充実
を図り、同時に、利用者に求める「公民館利用の指針」を改めては。

横井の質問

観光事業者への緊急支援を！6 【令和２年５月】

宿泊事業者をはじめとする観光関連事業者
への支援策を早急に検討する。

観光経済部長の答え

コロナ禍で打撃を受けている観光事業者が、事業を継続できるよう緊急
的支援をすぐにやるべきだ。

横井の質問

直後の６月定例議会で、予算化が実現しました。
奈良市から３５２０万円 ＋　奈良県からも３５２０万円がプラス！
①ホテル・旅館　一室当たり　２万円（最大１００万円）　②タクシー　一両あたり　２万円（最大１００万円）
③観光バス　一両あたり　６万円（最大２００万円）

その後
ゴミを混ぜるな！3 【令和２年６月議会】

ペットボトルの分別不徹底により、失明する事故が起きた。
市ホームページやごみアプリを活用し、危険性を示し、分別
の必要性と方法を周知徹底する。

環境部長の答え
６月、廃棄物処理会社で働く友人がたばこの吸殻が入ったままのペッ
トボトルを分別処理しようとフタを回したところ、ボトル内にたまっ
ていたガスが噴き出しフタが左目を直撃し失明した。（現在、回復中）

経　緯

問題の本質は、リサイクルゴミと単純処分ゴミであるたばこの
吸殻が混ざって捨てられていたことである。危険を知らせた上
で、今一度、ゴミ分別の啓発に力を入れるべきでは。

横井の質問

７月、奈良市ホームページおよび奈良市ごみアプリで啓発記事が発表されています。
※たばこの吸殻は、水分と混ざり腐敗するとガスを発生させる。そのガスが充満するとボトル内はかなりの圧がかかる。炭酸飲料のペットボト
ルは少しずつガスが抜けるよう、フタが飛び出しにくい設計になっているが、水やお茶のボトルの中には、フタのミゾが浅いボトルがある。

その後

ペットボトルだけでなく、ビン、アルミボトルが灰皿代わ
りに使われている。この点も分別啓発の強化を求める。

さらに意見

文書による質問も （緊急事態宣言中、常任委員会が中止されたため、文書質問制度を使い質問しました）

まちの元気を取り戻そう！7 【令和２年５月】

新奈良町にぎわい構想の個別プランに、観光客を取り戻す施
策、生業の充実を図ることを加え、かつてのにぎわいを取り戻
す。まずは、地域内の切実な声を一つひとつに耳を傾ける。

観光経済部長の答え

観光商業エリア「奈良町」の復活に向け、市の方針を示し
てもらいたい。

横井の質問

市内有数の観光エリア「奈良町」。この数十年、奈良市はエリア
に対し、一定の注力をしてきた。しかしコロナ禍で商業的な賑
わいはなくなった･･･。

経　緯

誰が子どもを守るのか！　その２5 【令和２年５月】

①スマホの教室内持ち込み禁止を改めて伝えた。
②守らない教員は職務命令違反で処分となることを伝えた。
③教育委員会としても綱紀粛正の取り組みを強化する。

教育委員会の答え
平成30年12月、奈良市立の小学校の教室内で、教員が女子児
童の着替え様子をスマホで撮影していた事件があり、再発防止
策を議論していた。今年１月の委員会で、私の追及により、２
月25日の校長会で、再発防止策と、教育委員会幹部自ら厳しい
処分も辞さないことを通告することになっていた･･･。

経　緯

２月25日の校長会で再発防止を伝えたのか。

横井の質問

７月1日から、制限されていたほとんど
のことが緩和され、こども食堂をはじめ、
たくさんの行事が再開されています。
★また、９月議会で、全公民館に、換気の
ためのサーキュレーターを配備する
予算が認められました。

その後
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サラリーマン横井の活動をお伝えします

奈良市議会議員の横井雄一でございます。
「サラリーマンが普通に政治に参画できる奈良」の実現を目指し、
小さなことから少しずつ、いつもみなさんの身近にいる
政治家として活動してまいります。 

12
年
目
活
動
中
で
す
！！

令和２年11月1日　発行/横井雄一事務所
〒630-8301  奈良市高畑町51-10　
TEL 090-1598-4519　 FAX 0742-23-0860

よ こい レ ポ ート

YOKOI ReportYOKOI Report
「世界に　　　　　　　　　奈良」の実現に向けてたったひとつの

14

新型コロナウィルス感染症対策　次々と実現！

◆議会運営委員会　副委員長（新任）
◆建設企業委員会　委員（３年ぶり）

（６月から着任しています）議会での役職が新しくなりました
◆議会制度検討特別委員会　委員（引き続き）

取よこいくんの り組み
おうちで燈花会
１９９９年の発足以来お手伝いをしています。今年はコロナの影響でいつものように開
催できませんでした。そこで、おうちで燈花会です。
来年は奈良公園で！

自宅庭で燈花会▶自宅庭で燈花会▶

　新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に関する提言・要望は、緊急性が高いため、議会以外に随時、仲川市長はじ
め市役所に要望・提言してきました。

鏡神社本殿の改修予算を確保できました！
奈良市指定文化財である「鏡神社本殿」。30年ぶりの修理にかかる
予算を、文化財継承の観点から議会で強く訴えておりました。
　一度は先延ばしになった予算が復活し、２年度約2,000万円の
補助金がつきました。地域のみなさんのお気持ちが通じたと思い
ます。

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！
新斎苑の工事が進んでいます！

令和４年１月の開業を目指し、
新斎苑工事が進んでいます。
８月24日、県道から新しい火
葬場用地に繋がる橋が開通し
ました。これまで事故もなく工
事が進んでいるとのことです。
関係者の皆様のご協力に感謝
いたします。

交差点をわかりやすく！
地域の要望を受け、南紀寺町内の分かりにくかった交差点の標示
を実施し、わかりやすくなりました。

〈施工前〉 〈施工後〉

落下防止柵！
今御門町の尾花谷川にかかる橋の袂から酔客が転落する事故が起き
ていました。地元の要請を受け、直ちに安全柵を設置しました。

〈施工前〉 〈施工後〉
　➡　早速、手話通訳付きの「緊急事態宣言時の行動を呼び

かける動画」の発信が実現しました。
●学校園の遠足等で、３密を避けるため２台目の貸切バス
チャーター代金と、宿泊先の部屋増加分を奈良市が負担する
ことを提案しました。【７月】
　➡　７月臨時議会で予算化され、実現しました。
●奈良市へお越しになる修学旅行生がバスの増便や宿泊部屋
数を増やして旅行される場合、その増加分を奈良市が支援
することを提案しました。【７月】
　➡　７月臨時議会で、旅行生１人あたり2,000円を補助す

る形で予算化され、実現しました。
●ろう者、手話通訳者、手話サークル会員に、口元がクリアの
マスクまたはフェイスガードを配布することを提案しまし
た。【８月】
　➡　９月議会で予算決定。実現します。
●ななまるカード利用者全員にバス料金１０００円のチャージ
券を給付することを提案しました。【８月】
　➡　９月議会で予算決定。実現します。
●市民全員対象のプレミアム付商品券を発行することを提案
しました。【８月】
　➡　９月議会で予算決定。総額17億円分の商品券が発行

されます。

横井の提言によって実現した政策
●「学校休業中は給食業務受託事業者に委託料を一切支払わ
ない」という教育委員会の方針に対し、事業者の経営継続と
再開時の業務復活の即時性の観点から、教育委員会に対し
方針を撤回するよう強く抗議しました。【３月】
　➡　学校休業中も満額の委託料が支払われるようになりま

した。
●奈良県の感染防止協力金。雑貨店も観光客対象のお店は給
付対象とすることを申し入れました。【４月】（県議を通じ申
し入れました）
　➡　雑貨店も対象店舗になりました。
●感染防止協力金の対象に、１００㎡以下の小規模店舗も給
付対象にすることを要望しました。【４月】
　➡　５月の臨時議会で予算化。県の給付金に上乗せする形

で実現しました。
●この時期に下水道料金の値上げはダメ。値上げ延期を提言
しました。【４月】
　➡　下水道の値上げをしないためのシステム変更に半年を

要し、その費用が７千万円かかるため、かえって市民の
負担が増えることがわかりました。

　➡　その代わり、上水道の基本料金が２か月間免除になり
ました。

●市長記者会見時に手話通訳を付けることを提案しました。
【４月】

これからも新型コロナウィルス感染症対策をどんどん提案していきます！

開通した橋▶
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