取組みの成果が出てきました！

横井雄一 議会レポート

奈良市初、
中学校に通級指導教室（発達障害教室）ができました。

横井が平成２７年６月議会で提起し改善を求めた、奈良市の固定資産税通知
書や軽自動車税通知書等の中で最も小さくて読めなかった文字の大きさが、

一昨年から取り組んでいる、障がいを持つ特別な配慮が必要な子どもの教育

約２倍の大きさになり、とても見やすくなりました。

の充実について一部実現しました。奈良市に一校しかない発達障がい児の
通級指導教室（鳥見小学校だけだった）を増やすべきとの横井の提起に対し、
２８年度２学期１０月から三笠中学校で通級指導教室が開設されました。粘り
強く訴えてきた甲斐がありました。 ※「通級指導教室」･･･通常の学校に在籍する比

ごみ処理の広域化へ、調査開始！
私の６月議会での問題提起によって、他府県や奈良県内他市との広域処理に

ついて調査が始まりました。
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８年目活動中です

文字が大きくなりました。

奈 良市 議 会 議 員

の 実現 に向けて
サラリーマン横井の活動をお伝えします
よこいレ ポート

！
！

較的軽度の障がいがある子どもに対して、障がいの状況に応じて特別な指導を行う教室。

よこいくんの 取 り 組 み

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。

視察レポート 〜奈良市立一条高校「よのなか科」の授業〜
民間人校長として話題の藤原和博校長による
「よのなか科」の授業を受けました。高校生と大人たち約４０人が生徒。
「流行る店の特長って何？」
という題目で、出席者全員が６〜７人のグループに分かれ、グループ毎に話し合い、皆に発表する。この繰り返しで、
「 流行る店の特長」
を見出して
いく。 一見難しい問題を分析する技術 を学んだのでした。現役の高校生に交じって、少しは柔らかいアタマになったかなと思います。その後、
５
月１４日・６月１１日・６月２５日・７月９日・９月１０日の授業に出席しています。

改革はさらに前進しています！
横井の提起によって平成２５年度から始まった家庭ごみ収集業務の民間会社への委託によって、

出前トーク開催報告！

２７年度 ２億８１００万円の財政効果が出ました。

平成２８年４月２５日

平成２８年５月２０日

３０歳前後の方７人の集りに出かけました。
今回は、
３月議会で２８年度の予算案が議会によって大きく修正があり、その結果「新火葬場の移
転計画」
が遠のいてしまったことや、
「なら国際映画祭」
など市民発意のイベント予算が削減されたこ
と等、その経緯や打開策について活発なトークとなりました。
最後は、
「若者も議会の勢力図に影響を与えるような存在にならなきゃいけない」
とまとまりました。
みっちり２時間、参加者全員が活発に意見を出して実のある会議になったと思います。若い方にも身
近な政治に関心を持たれる方が増えてきたと感じました。

椿井地区万年青年クラブの集りに出
かけました。横井の取り組みをお話しさ
せていただき、市政の課題について意見
交換しました。一番関心が強かったのは
新斎苑（新火葬場）計画のことでした。早
く計 画 通り進めてほしいとのお声が強
かったです。

〈平成２８年９月議会で横井雄一の質問に仲川市長が発表〉

これで、２５年度から３年間の累積効果は、

７億７０００万円！

【民間委託した家庭ごみの分量は 全体の 44％】

平城京天平祭
平成２８年５月３日から５日の３日間、
雲ひとつない青空のもと
「平城京天平
祭」
が開催されました。今年も一ボランティアとして参画し、
主に行列参加者
への給水活動や本部テントでのお客様へのご案内を担当しました。

なら燈花会
平成２８年８月５日から１４日の１
０日間、
１８回目のなら燈花会が
開催されました。１９９９年の第１
回目からさまざまな形で関わって
います。今年は広報担当スタッフ
として近鉄奈良駅前でガイドマッ
プを配りました。

２７年度に縮小した行政コストを福祉・医療・教育へ充当
こども天平行列

天平祭 インフォメーションで

なら国際映画祭２０１６
平成２８年９月１７日から９月２２日の間、奈
良市内各地で開催されました。今年の３月
の議会で奈良市が拠出する補助金を議会は
反対多数で否決（横井は賛成！）。一時は開
催自体が危ぶまれましたが、実行委員の皆
様のがんばりや多くの支援者の力で無事開
催されました。良かったですね！

近鉄奈良駅前で

まずは、お電話ください！

みなさんのところへ、出かけて行きます!

い

政治のことをわかりやすくお話しします。それが、横井雄一の「出前トーク」です。

http://www.yokoi-y.com/

横井雄一メールアドレス

「横井雄一事務所」のフェイスブックページができました

く

横井雄一の電話番号
わ

よ

こ

い くん

よこいゆういち

yokoi-y＠kcn.jp

医

療 ・胃がん・肺がん ５０歳対象の個別検診を導入

教

育

・学校図書館へ司書を派遣
・図書館から離れた場所で図書返却ポストを増設

よこいくん

なら国際映画祭２０１６会場で

090−1598−4519 まで

よこいくん

横井雄一オフィシャルホームページ

ご

福

・バンビーホームの開所時間の延長
祉 ・発達支援園児等のための園巡回相談の回数増
・高齢者の行方不明防止のＧＰＳ端末の導入

、
市民のための
！
税金の使い方

検索

よこいくんのつぶやき yokoiyuichi（横井雄一）on

http://www.facebook.com/yokoi.yuichi

twitter

行政改革は切ることではなく、
コツコツと市民のためになる
税金の使い方に変えていくことだと横井は考えています。

これからも改革を進めます！
横井雄一オフィシャルホームページ

http://www.yokoi-y.com/

横井雄一メールアドレス

「横井雄一事務所」のフェイスブックページができました

yokoi-y＠kcn.jp

よこいくんのつぶやき yokoiyuichi（横井雄一）on

http://www.facebook.com/yokoi.yuichi

twitter

サラリーマン横井の活動をお伝えします

みなさんの声を議会で質問しました
1 他の都市とごみ処理を協力しては。
横井の質問

5 日本語指導をもっと充実して！

【28年6月議会】

横井の質問

仲川市長の答え

奈良県内にはごみ処理能力に余裕がある過大規模の施設が
ある。その施設で奈良市のごみの一部を処理してもらうことに
より、地域全体として、ごみ処理量と処理場の能力とのバラン
スがとれるのでは。

ごみ処理の広域的協力は状況に応じて必要である。奈良
市のごみを受け入れる市が承認し、ごみを運び込む問題等
をクリアすれば有効な方策である。

横 井 の 視 点 ➡奈良市が今計画している新しいごみ処理場
の規模を縮小できる等メリットがある！
①建設コストが小さくなる ②エネルギーコストも小さくなる
③建設地の選択肢も広がる。

さらに要望
奈良県知事が進める広域で県内の課題を解決する
「奈良
モデル」
を参考にして、まずは可能性を追求してほしい。他
市と協力するよう担当部局に指示を！

「障害者差別解消法」
による
「合理的配慮の提供」の観点
から必要と考える。警察等と協議して設置を検討する。

3 交差点をカラー舗装して！

奈良市道で交通事故の多い
交差点はカラー舗装してほし
い。市の考えは。
（例えば、高円高校北西交差点
など事故多発で、信号機設置
も難しいところに）

【28年6月議会】

１７人の児童が集中する辰市小学校の現場では、もっと指導体制を充実してほしいとの声があるが。

学校教育課長の答え

担任の不安はあると認識している。担任のサポート体制を考えるとともに、指導員の増員等、奈良県教
育委員会と協議する。

さらに要望

現場の負担軽減のために、県の教育委員会とはこまめに協議してほしい。

6 授業改革は進んでいますか。
横井の質問

今、市道では６か所の交差点でカラー舗装をしており安全
対策の有効な手段と考える。今後、効果を検証していきたい。

さらに質問

【２８年４月 観光文教委員会】

４年生以上の全員にタブレット型パソコンが配られている辰市小学校などＩＣＴ教育(※１)のモデル校で、
授業改革は進んでいるのか。

学校教育課長の答え

建設部長の答え

横井の質問

市内に日本語指導が必要な児童は４０人いる。例えば辰市小学校では、日本語指導コーディネーターや指
導員が学校に出向き、週あたり１８時間の学習支援をしている。

【28年6月議会】

建設部長の答え

平成２８年４月１日、
「障害者差別解消法」
が施行された。西口
広場にも
「障害者用乗降スペース」
を作るべきでは。

【２８年４月 観光文教委員会】

奈良市立の小学校に通う、外国籍など日本語の指導が必要な児童の指導体制は十分なのか。

学校教育課長の答え

さらに質問

2 ＪＲ奈良駅西口広場に「障がい者用乗降スペース」を！
横井の質問

よこいくん

教員が子どもたちの意見をタブレットに一斉配信し、様々な考えを共有して話し合いながら授業を進めた
り、タブレット端末を家庭に持ち帰って計算練習などの復習をしたり、次の授業につながる取組も行っている。

メリットもあるがデメリットもあるのでは。

学校教育課長の答え

児童からは
「友達の考えがわかる」
「学習内容が分かりやすい」
という声、保護者からは
「家での勉強時間が
増えた」
という声がある一方、教員が教材づくりに時間がかかるという声はある。

さらに要望

デジタルツールでは補完・補強できない、児童への声かけといったアナログ指導とのバランスが大事。
近い将来、導入効果を検証してほしい。

さらに要望
カラー舗装の事例（船橋通り）

事故が多いいくつかの交差点で試験的にでもカラー舗装を
実施して、実施前と実施後の事実をキチンと比較してほしい。

※１ ＩＣＴ教育とは、
ＩＣＴ
（情報通信機器）
を駆使した教育。タブレット型パソコン等を授業に取り入れる教育のこと。

4 ＪＲ奈良駅南土地区画整理事業のスピードアップを！
横井の質問

表向きの事業費とは別に、担当職員の人件費6300万円や
区域内の草刈り費用等「見えないコスト」が年間9200万円も
かかっている。スピードアップして早く終わらせては。

新しい役職が決まりました！

【28年9月議会】

7 民間人校長で変化は（一条高校）。

【２８年４月 観光文教委員会】

仲川市長の答え
地権者には土地を自由にできない等迷惑をかけている。ま
た、見えないコストも縮減したい。１０年ほどで完了したい。

横井の質問

学校教育課長の答え
入学式で生徒代表が「新しい校長先生と新しい取組に期待して入
学しました」と述べた。生徒たちの期待も大きい。今後、スマート
フォン等を活用したアクティブ・ラーニングをはじめ、新しい取組
を行っていく。

一 条 高 校に奈 良 市
初 の 民 間 人 校 長が着
任した 。着 任 後 の 変
化は。

『観光文教委員会 委員長』に就任しました。
この常任委員会の担当分野は、観光、経済、商工、農
業および学校教育全般に関することです。
初めての就任です。

さらに要望
藤原校長自らが教鞭をとる
「よのなか科」授業

奈良市立一条高校でしか学べない教育に期待したい。

ご意見やお気づきのことがあれば、お聞かせください 。 横井雄一メールアドレス

yokoi-y＠kcn.jp

