新斎苑建設、進む！

市長記者会見に手話付き動画が実現しました。

新斎苑の建設が進んでいます。１月26日には起工式が行わ

れ、令和４年春の開業を目指します。

奈良市手話言語条例が施行されたことを契機に、ろう者への情報

保障が少しずつではありますが、充実してきました。

毎月行われる市長による記者会見の内容が、手話付き動画で公開

されています。新しい市政情報が手話で発信することができるよ

うになりました。奈良市役所をはじめ、手話通訳者等のご協力が

あって実現できています。

「世界に たったひとつの 奈良」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

12

年目活動中です

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！

よこいレポート

YOKOI Report

！
！

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。

起工式
（１月２６日）

奈良市 議 会議 員

横井雄一 議会レポート

vol.
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みなさんの声を議会で質問しました

工事現場の様子
（２月）

新型コロナウィルス感染症対策は、緊急性が高いため、議会の場以外に随時、仲川市長

奈良市ホームページで公開中

はじめ市役所に提言・要望しています。

よこいくんの 取 り 組 み

1 コロナ対策の予算確保を！
経

奈良市と国をつなぐ!！

河野太郎さんと意見交換！

省を訪ねました。主に、大和西大寺駅北側の駅前広場整備、京終のＪＲ桜

ル化について意見交換しました。河野さんは分かりやすい言

仲川市長、小林茂樹国土交通大臣政務官とともに、国土交通省、財務

井線のアンダーパス道路建設、古くなった橋の整備費等、市民生活に欠

かせない施設整備予算の陳情です。

【令和２年１０月、国土交通省】

河野太郎 規制改革担当大臣と、役所の規制改革とデジタ

葉でズバッと意見をおっしゃいます。

緯

総務部長の答え
厳しい財政状況ではあるが、市民の生命を守ることを主眼に、市民サービスの継続を図る。

昨年は、政府の地方創生臨時交付
金を活用して多くの対策事業が予
算化された。だが、令和３年３月末
の臨時交付金の期限が近づき、対
策予算の打ち切りが迫っていた･･･。

その後

横井の質問

コロナ対策事業。継続すべきは継
続し、繰り返し行うべきは繰り返し
行うべきでは。

新規
栗田卓也国土交通省事務次官に要望

令和２年１１月、奈良市内にて

今後とも横井の活動へのご支援 よろしくお願いいたします！
みなさんのところへ、出かけて行きます!
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。

まずは、お電話ください！
い

ご

く

横井雄一の電話番号
わ

よ

こ

い くん

090−1598−4519 まで

よこいくん

http://www.yokoi-y.com/ 横井雄一メールアドレス yokoi-y＠kcn.jp
yokoiyuichi（横井雄一）on twitter

よこいゆういち

コロナ
ワクチン接種の
予算も確保

21億3900万円
体制づくり、接種券作成、
コールセンターの運営等に
使われます。

検索

【令和２年１２月議会】

３月議会で継続が決まった新型コロナ対策の数々
【医療関係】
➡ 休日夜間応急診療所の発熱外来設置
2憶2,658万円
➡ ドライブスルー検査の実施
6,886万円
➡ ＰＣＲ検査実施 1億2,572万円
➡ 妊婦のＰＣＲ検査費用の補助 4,545万円
➡ 夜間電話相談業務委託 1,445万円
【教育関係】
➡ 奈良市への修学旅行生に一人2000円を支援、または、
その修学旅行が中止時 一人1000円分のお土産を贈呈 7,550万円
➡ 学校園、バンビーホーム、保育園等の感染防止対策 1億9,750万円
➡ 修学旅行生等のＰＣＲ検査の待機のための宿泊確保 500万円
【市民・事業者関係】
➡ タクシー利用券配布（妊婦の方のみ） 1,030万円
➡ プレミアム付商品券の発行（全世帯対象） 総額17億円分

さらに、新しい対策も
➡
➡

飲食店への緊急支援金（１事業者 20万円） 2億円
聴覚障害者が病院で診察を受けるとき等、市がタブレットを貸出し、
テレビ電話方式の遠隔手話通訳サービスで意思疎通を支援
201万円

横井雄一オフィシャルホームページ
よこいくんのつぶやき

4

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 yokoi-y＠kcn.jp
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サラリーマン横井の活動をお伝えします

YOKOI Report

2 残された家族を守れ！
横井の視点

コロナに感染すると、軽症者で２週間の隔離入院が必要。家に残
された家族が一人で生活できる人なら良いが、赤ん坊・幼児、介護
介助が必要な障害者や高齢者だけが残された場合は問題･･･。
横井の質問

乳幼児や介護が必要な障害者や高齢者が取り残された場合の生
活支援は。

【令和２年１２月議会】

5 ありがとう、飛鳥幼稚園！【令和２年１２月
経

向井副市長の答え
①小学生以下の子どもは「預かり支援」を行う。市の職員が
24時間体制で市の施設で一緒に生活する。
②中学生以上は「在宅支援」を行う。自宅に訪問し、食事の
提供などを行う。
③障害者・高齢者の場合は、生活支援の方法を検討中である。
福祉サービス事業所に協力を求め、非常時に備えること
を模索している。

緯

１２月、
１月、
３月に子どもが家に取り残される事態が発生したが、市職員による生活支援によって無
事に過ごすことができました。

補正予算等特別委員会

令和３年３月議会】

仲川市長の答え

幼稚園保育園の再編計画の中で、飛鳥幼稚園と極楽某保育園が
統合し、幼保連携型こども園に移行することになり、その結果、
令和３年３月末で飛鳥幼稚園が閉園することが決まった。地
元からは、跡地へ「飛鳥地区ふれあい会館」建設の要望が出て
いた････。

令和３年３月議会

園舎は令和３年度に解体する予定だが、地域の活動拠点は必要
である。
今後は地域と協議していきたい。

さらに要望
今後も地域の活動拠点づくりに力を貸していただきたい！

横井の質問

幼児・子どもが独り取り残されたケース

その後

すすめ、
行政改革！

閉園後の園舎および跡地の利活用の計画はどうなってい
るのか。
飛鳥地区の地域活動の拠点として「地域ふれあい会館」※
を設置いただきたい。

※地域ふれあい会館
地域自治協議会等の活動団体が事務局を設置したり、会議
ができる集会所のこと。

高齢者が独り取り残されたケース

１２月に２件、
２月に１件、高齢者がひとり取り残されたケースが発生したが、事前に対応可能な事業
所を確保しておいたことから、無事に過ごすことができました。

3 一人で避難できない！

【令和２年１２月議会】

仲川市長の答え

横井の視点

災害時、一人で避難所に移動できない人がいる。地震や竜巻など
突発的な災害には対応できないが、事前に接近が分かる台風は、
事前に避難が可能だ。前日にバスやタクシーを確保して、移動困
難者を避難させる。全国に先駆けて取り組むべきではないか･･。

ありがとう、飛鳥幼稚園！
令和３年３月31日をもって、奈良市立飛鳥幼稚園は閉園しました。長い間、飛鳥の子どもたちを育て、
地域に元気をいただきました。これからもみなさんの心の中にあり続けると思います。有り難うござ
いました！

市民が地域の避難所へ、また、集団で市外へ広域避難でき
るよう、交通事業者等と連携協定を結ぶなど行っていきた
い。

さらに意見

横井の質問

奈良市内の交通事業者と連携し、移動支援のしくみを構築しては。

具体的に行動に移してもらいたい。
災害に強く、人にやさしい街づくりを共に進めよう！

その他、今回の議論で明らかになったこと･･･

最後の飛鳥幼稚園 作品展

・スーパー台風の場合、指定避難所を事前に開設することは可能。
・広域避難の移動手段の確保にかかるお金は、奈良市で財源を確保する。

4 地域住民の側に立て！
経

緯

都市計画道路 西九条佐保線が奈良県主導で進められている。南北
にできる新道路によって、いくつもの市道交差点の東西の往来が
できなくなる。奈良市は、地域住民にのしかかる不都合を汲み取っ
ておらず、奈良県と地元との協議を傍観しているとの声があがっ
ていた････。

横井の質問

市民生活を預かる基礎自治体として、地元の立場に立ち、奈
良県と地元との協議の場に出ていくべきではないか。

2

【令和２年１０月

建設企業委員会】

6 電池を捨てる場所がない！

西谷副市長の答え
可能な限り地元からの要望に応えるようにする。また、県と
地元との交渉の場に必要に応じて奈良市からも出席するこ
とを考える。

さらに要望
これからは地元住民に寄り添っていただき、奈良県に言う
べきことは言ってもらいたい。

経

緯

【令和３年３月議会】

環境部長の答え

ゲームやリモコン等電池を使う器具が増えており、使用済みの
電池が家に溜まる。でも、捨てる場所・機会が少ない。大型ご
みと一緒に出せるが、そうそう大型ごみは出ないし、家電量販
店は最近電池回収ボックスを置かなくなってきた･･･。
また、市役所にボックスを置くことは以前から提案していた。

市民の利便性の向上につながると考える。まずは、４月以降
早急に市役所本庁舎にボックスを置き運用する。同時に、コ
ンビニ案も含めて検討し、幅広い回収体制を整備する。

横井の質問

コンビニと提携し、お店に電池回収ボックスを置いてい
ただき、月一で市が回収しては。

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
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5 ありがとう、飛鳥幼稚園！【令和２年１２月
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向井副市長の答え
①小学生以下の子どもは「預かり支援」を行う。市の職員が
24時間体制で市の施設で一緒に生活する。
②中学生以上は「在宅支援」を行う。自宅に訪問し、食事の
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統合し、幼保連携型こども園に移行することになり、その結果、
令和３年３月末で飛鳥幼稚園が閉園することが決まった。地
元からは、跡地へ「飛鳥地区ふれあい会館」建設の要望が出て
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である。
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今後も地域の活動拠点づくりに力を貸していただきたい！
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その後

すすめ、
行政改革！

閉園後の園舎および跡地の利活用の計画はどうなってい
るのか。
飛鳥地区の地域活動の拠点として「地域ふれあい会館」※
を設置いただきたい。
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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。

起工式
（１月２６日）

奈良市 議 会議 員

横井雄一 議会レポート

vol.
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みなさんの声を議会で質問しました

工事現場の様子
（２月）

新型コロナウィルス感染症対策は、緊急性が高いため、議会の場以外に随時、仲川市長

奈良市ホームページで公開中

はじめ市役所に提言・要望しています。

よこいくんの 取 り 組 み

1 コロナ対策の予算確保を！
経

奈良市と国をつなぐ!！

河野太郎さんと意見交換！

省を訪ねました。主に、大和西大寺駅北側の駅前広場整備、京終のＪＲ桜

ル化について意見交換しました。河野さんは分かりやすい言

仲川市長、小林茂樹国土交通大臣政務官とともに、国土交通省、財務

井線のアンダーパス道路建設、古くなった橋の整備費等、市民生活に欠

かせない施設整備予算の陳情です。

【令和２年１０月、国土交通省】

河野太郎 規制改革担当大臣と、役所の規制改革とデジタ

葉でズバッと意見をおっしゃいます。

緯

総務部長の答え
厳しい財政状況ではあるが、市民の生命を守ることを主眼に、市民サービスの継続を図る。

昨年は、政府の地方創生臨時交付
金を活用して多くの対策事業が予
算化された。だが、令和３年３月末
の臨時交付金の期限が近づき、対
策予算の打ち切りが迫っていた･･･。

その後

横井の質問

コロナ対策事業。継続すべきは継
続し、繰り返し行うべきは繰り返し
行うべきでは。

新規
栗田卓也国土交通省事務次官に要望

令和２年１１月、奈良市内にて

今後とも横井の活動へのご支援 よろしくお願いいたします！
みなさんのところへ、出かけて行きます!
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。

まずは、お電話ください！
い

ご

く

横井雄一の電話番号
わ

よ

こ

い くん

090−1598−4519 まで

よこいくん

http://www.yokoi-y.com/ 横井雄一メールアドレス yokoi-y＠kcn.jp
yokoiyuichi（横井雄一）on twitter

よこいゆういち

コロナ
ワクチン接種の
予算も確保

21億3900万円
体制づくり、接種券作成、
コールセンターの運営等に
使われます。

検索

【令和２年１２月議会】

３月議会で継続が決まった新型コロナ対策の数々
【医療関係】
➡ 休日夜間応急診療所の発熱外来設置
2憶2,658万円
➡ ドライブスルー検査の実施
6,886万円
➡ ＰＣＲ検査実施 1億2,572万円
➡ 妊婦のＰＣＲ検査費用の補助 4,545万円
➡ 夜間電話相談業務委託 1,445万円
【教育関係】
➡ 奈良市への修学旅行生に一人2000円を支援、または、
その修学旅行が中止時 一人1000円分のお土産を贈呈 7,550万円
➡ 学校園、バンビーホーム、保育園等の感染防止対策 1億9,750万円
➡ 修学旅行生等のＰＣＲ検査の待機のための宿泊確保 500万円
【市民・事業者関係】
➡ タクシー利用券配布（妊婦の方のみ） 1,030万円
➡ プレミアム付商品券の発行（全世帯対象） 総額17億円分

さらに、新しい対策も
➡
➡

飲食店への緊急支援金（１事業者 20万円） 2億円
聴覚障害者が病院で診察を受けるとき等、市がタブレットを貸出し、
テレビ電話方式の遠隔手話通訳サービスで意思疎通を支援
201万円

横井雄一オフィシャルホームページ
よこいくんのつぶやき
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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 yokoi-y＠kcn.jp
ご意見やお気づきのことがあれば、お聞かせください 。

よこいくんのつぶやき

yokoiyuichi（横井雄一）on twitter

横井雄一メールアドレス

yokoi-y＠kcn.jp
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