サラリーマン横井の活動をお伝えします

能登川護岸工事が完了！

乾電池回収ボックスが設置されました！
5月31日、奈良市役所１階受付前に乾電池回収ボック
スが設置されました。
「電池を捨てる場所がない」というお声を聴き、年初から
提案していたものが実現しました。これからは、お家に溜
まった電池はいつでも市役所で捨てることができます。
市民の皆様に好評で、月に約700kgの回収量があるとの
ことです。
9月議会でさらに、回収ボックスの増設を訴え、環境部
長からは「市内の公共施設に4〜5カ所に電池回収ボック
スを増設する」
との回答を得ています。

数年前から取り組んでおりました、
能登川（白毫寺町の朝日プラザマン
ション北側）の川底・護岸工事が今
年5月に完了しました。
昨今の大型台風や集中豪雨で削
られた川底と両側の石垣が危険な
状態になっていました。自民党奈良
県連合会・幹事長の荻田義雄県議
（現議長）
のご指導を得て粘り強く取
り組み、この度、全長90ｍにわたる
河川工事が完了しました。

よこいレポート
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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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７月の市議会議員選挙について

近鉄奈良駅前の下水道からの悪臭対策について

近鉄奈良駅前の下水の悪臭は長年の課題です。2021年8月31日 奈良市企業局幹部と解決に向けた勉強会を開催しました。

悪臭が漂う原因は？

令和3年7月11日実施の奈良市議会議員選挙で、3285票をいただき、当選することができました。ご報告申
し上げます。今後は、任期4年間、奈良市の、地域の、課題解決のために精一杯努力いたします。これからもご支
援くださいますようよろしくお願いいたします。

旧市内の多くは昭和２０年代に整備された汚水管と雨水管が別々でない合流管で、その合流管からの汚水の臭気が雨水マスを
通じ立ち昇るためです。
この数年間に８か所のマスに防臭蓋を設置していますが、100％の防臭効果はありません。

解決策として、３点提案！

みなさんの声を議会で質問しました

①下水管の定期的な清掃をはじめ、適正管理を徹底すること。
②悪臭が出るマスすべてに防臭蓋および逆流防止弁を設置すること。
③街路事業で道路整備をする機会に、新たに汚水管を埋設すること。

まとめ

「世界に たったひとつの 奈良」の実現に向けて

4期目活動中です

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！

③については直ちに実施するのは困難であるため、まずは、①②を実施することを確認し、
令和４年度予算にそのための予算確保を要望しました。
コロナ禍、観光客が少ない時に手を打っておくべきとの観点から、できることは早急に行い
たいと思います。

1 市内事業者への優先発注をさらに！
経

小林茂樹衆議院議員との交流！

【令和３年９月議会】

緯

コロナ禍、地域経済復活の一助とするため、市外・県外に仕事が流出している現状を指摘し、できる限り市内事業者へ優先発
注するよう訴えていた。市長の決断により、令和2年度から市内事業者へ優先発注される取り組みが始まり、相当の実績が
あった。しかし、コロナ禍は一層ひどくなってきている･･･。

小林茂樹さんとは、平成7年に奈良青年会議所で出会い
ました。以降、奈良のまちづくりについて、ともに行動し

仲川市長の答え

横井の質問

てきた盟友です。今は、立場は違いますが、奈良市の課題
解決のため日頃から交流しています。

①２年度からの取り組み実績は。
②さらに、市内事業への優先発注を
継続・強化すべきでは。

今、奈良市内はもちろん、奈良県内の公共交通の維持は
大きな課題です。小林さんは親身になって声を聴いてくれ
る方です！

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！
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コロナ禍、この1年9か月余りで企業が損なった体力はそう簡単に戻らない。
奈良市としても地域経済復活のために、長期間の取り組みになることを覚悟い
ただきたい。

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

①市内事業者の受注割合は元年度82％であったが、2年度は86％に増え、金額
にして35億円増加した。
②3年度も市内企業優先を原則とした入札の継続・強化に取り組んでいく。

検索

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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ご意見やお気づきのことがあれば、お聞かせください 。
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サラリーマン横井の活動をお伝えします
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2 クリーンセンター建設。立ち止まるな！
経

【令和３年９月 予算決算委員会】

クリーンセンター建設推進課長の答え

①最終的に大和郡山市が参画しなくても、現候補地で計
画推進するのか。
②3市町で進めるのが望ましいが、参画者決定の期限はい
つか。

①奈良市単独となっても、現候補地の「七条地区」で建設
を進めたい。
②施設規模等を決定させるため、令和4年3月末が期限で
ある。

やはり、大和郡山市にも加わってもらって進めることが望
ましい。4年3月末まで、できる限りの努力をしてほしい！

経

緯

近鉄奈良駅前は路上喫煙防止区域に指定されており、ポイ捨
ては禁止されている。だが最近、駅前の通行者やビル所有者
から「最近タバコのポイ捨てが増えている」との声を聴いた。
コロナ禍、他人のゴミやタバコの吸殻を掃除することに強いス
トレスがある。

【令和３年９月 予算決算委員会】

環境政策課長の答え
清掃活動の継続と、ポイ捨て防止の啓発看板を目立つとこ
ろへ置くなど、周知する。

さらに意見
できることは直ちに実施し、必要経費は予算を確保し、啓
発の手を打ってほしい！

横井の質問

コロナ前のような活況は期待できない。今後、観光
シーズン・観光オフシーズンの境目がわかる程度に観
光需要が回復したときに有効な政策を打ち出すべき。
観光オフシーズンに、地元や近隣の人が奈良市のホテ
ル・旅館を支える仕組みを作る努力に対し、市は手助
けするべきだ。例えば、ホテルが「有料会員制」を敷き、
会員が宿泊する時に高付加価値のサービスを提供し、
オフシーズンに集客するといったマイクロツーリズ
ムを根付かせたい。

横井の質問

さらに要望

3 駅前のポイ捨て防止の啓発を！

5 マイクロツーリズムに本気で取り組め！
横井の視点

緯

奈良市、大和郡山市、斑鳩町の3市町で進めてきた、奈良市七条町を候補地とするクリーンセンター計画。その計画勉強会から、9月、大
和郡山市が離脱すると発表があった。来年には、参画する市町を確定しないといけないが･･･。

横井の質問

すすめ、
行政改革！

駅前のポイ捨て防止の具体的な対策はあるのか。

市は、その会員制を導入する経費を助成する等、具体
的な政策を打ち出すべきでは。

仲川市長の答え
①奈良市観光協会が企画する
「地域の隠れた魅力を深堀した少
人数ツアー」
を提供し、宿泊プランの高付加価値化を図りたい。
②今後はマイクロツーリズムの推進について、協力体制を図りたい。

さらに要望
観光施設が「有料会員制」のしくみを取り入れる場合、市がそ
の立ち上げ時の経費を助成する仕組みを検討いただきたい。
※マイクロツーリズムとは･･･
居住地からおおよそ1時間圏内の地元や近隣への短距離観光
のこと。コロナ禍において人の移動を抑制し、ウィルスの感染
リスクを下げることができるとされる。

6 土木技術職員の増強を！
経

緯

【令和３年６月議会】

【令和３年５月

建設企業委員会】

西谷副市長の答え

道路の穴ぼこ改修、舗装のやり直し、白線の引き直し等
道路の要望は年間3000件を超える。担当部局の職員
や業者は一件でも多くの要望に応えようとするが、
「土
木技術職」が足りない。そのため、現場での業者との工
事立会が滞り、結果、要望を実現するスピードが遅く
なっていく。

充分でなく工事に支障があることは認める。土木技術職の常時
採用を行い、人員確保に努める。

さらに要望
事務職で採用した方の中で、技術職に職種転換して従事して
もらうことも検討いただきたい。

横井の質問

土木技術職を年中募集し、待遇を上げてでも十分な人員を確保すべきだが、どうか。

4 ゴミの不法投棄を許すな！
経

緯

市内鉢伏町等でゴミの不法投棄が後絶たず、ゴミを投棄され
た。土地所有者は泣き寝入りするしかない状況が続いていた。
奈良市道から侵入しての不法投棄に、市として強力な対策を
実行すべき状況であった。

【令和３年６月議会】

仲川市長の答え
①不法投棄には強い姿勢で粘り強く取り組んでいく。
②不法投棄防止用カメラの新設と、カメラ機種を見直し高
性能カメラによる監視体制を構築する

さらに要望
横井の質問

不法投棄に対する奈良市の基本姿勢と、防止のための具
体的な対策は。

2

早急に予算化し、土地所有者の意見を聴いて実施いただき
たい。

議会での役職 【本年8月に着任しています】
●市民環境委員会

委員長

市民窓口業務、新斎苑、文化振興、地域自治、男女共同参画、人権等の市民生活業務全般と、ゴミ収
集、リサイクル、クリーンセンター建設等の環境政策を担当します。

●議会運営委員会

委

議会を円滑に運営し議案を適切に審議できるよう、議会運営全般を取り仕切ります。

員

お詫びと訂正
前号（24号）で、極楽坊あすかこども園の名称に表記誤りがございました。

「極楽某保育園」と書きましたが、正しくは「極楽坊あすかこども園」です。
お詫びして訂正いたします。申し訳ありませんでした。

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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まった電池はいつでも市役所で捨てることができます。
市民の皆様に好評で、月に約700kgの回収量があるとの
ことです。
9月議会でさらに、回収ボックスの増設を訴え、環境部
長からは「市内の公共施設に4〜5カ所に電池回収ボック
スを増設する」
との回答を得ています。

数年前から取り組んでおりました、
能登川（白毫寺町の朝日プラザマン
ション北側）の川底・護岸工事が今
年5月に完了しました。
昨今の大型台風や集中豪雨で削
られた川底と両側の石垣が危険な
状態になっていました。自民党奈良
県連合会・幹事長の荻田義雄県議
（現議長）
のご指導を得て粘り強く取
り組み、この度、全長90ｍにわたる
河川工事が完了しました。

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。

奈良市 議 会議 員

よこいくんの 取 り 組 み

横井雄一 議会レポート
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７月の市議会議員選挙について

近鉄奈良駅前の下水道からの悪臭対策について

近鉄奈良駅前の下水の悪臭は長年の課題です。2021年8月31日 奈良市企業局幹部と解決に向けた勉強会を開催しました。

悪臭が漂う原因は？

令和3年7月11日実施の奈良市議会議員選挙で、3285票をいただき、当選することができました。ご報告申
し上げます。今後は、任期4年間、奈良市の、地域の、課題解決のために精一杯努力いたします。これからもご支
援くださいますようよろしくお願いいたします。

旧市内の多くは昭和２０年代に整備された汚水管と雨水管が別々でない合流管で、その合流管からの汚水の臭気が雨水マスを
通じ立ち昇るためです。
この数年間に８か所のマスに防臭蓋を設置していますが、100％の防臭効果はありません。

解決策として、３点提案！

みなさんの声を議会で質問しました

①下水管の定期的な清掃をはじめ、適正管理を徹底すること。
②悪臭が出るマスすべてに防臭蓋および逆流防止弁を設置すること。
③街路事業で道路整備をする機会に、新たに汚水管を埋設すること。

まとめ

「世界に たったひとつの 奈良」の実現に向けて

4期目活動中です

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！

③については直ちに実施するのは困難であるため、まずは、①②を実施することを確認し、
令和４年度予算にそのための予算確保を要望しました。
コロナ禍、観光客が少ない時に手を打っておくべきとの観点から、できることは早急に行い
たいと思います。

1 市内事業者への優先発注をさらに！
経

小林茂樹衆議院議員との交流！

【令和３年９月議会】

緯

コロナ禍、地域経済復活の一助とするため、市外・県外に仕事が流出している現状を指摘し、できる限り市内事業者へ優先発
注するよう訴えていた。市長の決断により、令和2年度から市内事業者へ優先発注される取り組みが始まり、相当の実績が
あった。しかし、コロナ禍は一層ひどくなってきている･･･。

小林茂樹さんとは、平成7年に奈良青年会議所で出会い
ました。以降、奈良のまちづくりについて、ともに行動し

仲川市長の答え

横井の質問

てきた盟友です。今は、立場は違いますが、奈良市の課題
解決のため日頃から交流しています。

①２年度からの取り組み実績は。
②さらに、市内事業への優先発注を
継続・強化すべきでは。

今、奈良市内はもちろん、奈良県内の公共交通の維持は
大きな課題です。小林さんは親身になって声を聴いてくれ
る方です！

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

さらに意見

横井雄一の電話番号
わ

よ

こ

コロナ禍、この1年9か月余りで企業が損なった体力はそう簡単に戻らない。
奈良市としても地域経済復活のために、長期間の取り組みになることを覚悟い
ただきたい。

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

①市内事業者の受注割合は元年度82％であったが、2年度は86％に増え、金額
にして35億円増加した。
②3年度も市内企業優先を原則とした入札の継続・強化に取り組んでいく。

検索

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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