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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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！！

令和4年5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
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取よこいくんの り組み
バンビーホームの改修に向けて（伏見バンビーホーム、済美バンビーホーム）

道路通報システムの活用！
　「道路の穴ぼこ」「街路灯の不点灯」などがスマホで通報できます。
　それが『奈良市道路損傷等通報システム』です。「穴ぼこ」「側溝フタ
割れ」「街灯等が消えている」を発見したら、写真を撮って、状況をスマ
ホで通報するだけです。早ければ、通報から２４時間以内に修繕完了で
す！ぜひ、活用ください！

みなさんの声を議会で質問しました

佐藤 啓 参議院議員との交流！佐藤 啓 参議院議員との交流！

ふれあい会館の実現を切望されていることを強く認識している。
極楽坊あすかこども園の移転後の敷地に設置する予定である。できるだけ早く実
現に向けて取り組む。

仲川市長の答え

令和３年７月、あすか地域自治協議会が発足し、活動の旗を揚げた。地域の各団体が力と心を合わせ活動していくことにな
る。そのため、拠点となる場所が必要となっていた。地域としても以前から切望している･･･。

経　緯

　佐藤啓さんは、菅内閣で経済産業大臣政務官を務めら
ました。コロナ禍で苦しむ事業者に対し、「持続化給付金」
「一時支援金」「家賃支援給付金」といった経済対策をタイ
ムリーに発信され、精力的に活動されました。ずいぶん助
けていただきました。
　奈良市内の公共交通維持対策にも耳を傾けていただい
ており、その声が国の政策で実現することを期待していま
す。佐藤啓さんの政策に横井も共感しており、私の議員
活動に生かしたいと考えています。

　「入所学童の人数に対して、スペースが狭い」、という問題があるバンビーホームの拡張整備に取り組んでいます。奈
良市学童保育連絡協議会（市連協）からの要望を請け、榎本市議とともに、昨年１２月に奈良市教育委員会の担当課長と
協議、年明け早々に西谷副市長へ令和４年度の予算要望を行いました。
　１月、３月に、市連協さん、教育委員会担当課長とともに現地の視察を行いました。
　取り組みの結果、４年度予算に、伏見、済美はもちろん、西大寺北、鶴舞のバンビーホームまで、増築のための予算がつ
きました。

飛鳥地区に地域ふれあい会館を！1 【令和４年３月議会】

いつ、どこに実現いただけるのか。

横井の質問

そのほか市長から、飛鳥地区に対する期待する思いとして、「みんなが幸せで安心
して暮らせるまちを目指し活発に活動いただいている。地域の課題解決に向けて、
さらに活動を進めていただきたい」とのコメントをいただいています。

人材育成につながるよう、市長定例記者会見に限らず、様々な機会に手話通訳の
導入を検討する。

総合政策部長の答え

人材育成は手話通訳の仕事を増やすことにつきる。併せて、手話通訳者の時間単
価報酬の引き上げをぜひ実現してほしい。

さらに要望

横井の取り組みによって、２年前から、市長の定例記者会見の様子は手話通訳が付くことになった。しかしながら、ろう者
への情報保障、手話通訳者の人材育成のためには、さらに手話による情報提供の機会が必要であった････。

経　緯

手話通訳をもっと増やして！2 【令和４年３月議会】

積極的に手話を用いた情報発信を
行うことによって、手話通訳者の待
遇改善、人材育成の強化につながる
と考えるが、市の見解は。

横井の質問

横井と意見交換する佐藤啓参議院議員

北部出張所の回収ボックス ボタン電池のボックス

道路に穴ぼこ、側溝フタ割れ
（朝１０時頃、通報）

当日の午後、修復完了！
奈良市道路損傷等通報システム

乾電池回収ボックス増設！
　「電池を捨てる場所がない」という声を聴き、昨
年より「電池回収ボックス」の設置に取り組んでい
ます。市役所本庁舎に続いて、令和３年１０月２５日、
西部出張所、北部出張所にもボックスが設置され
ました。身近な場所に捨てる場所ができ、活用いた
だけると思います！
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すすめ、
行政改革！

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！
不法投棄防止対策カメラ ２台設置！

奈良市斎苑 旅立ちの杜 開業！ 新斎苑の土地価格をめぐる裁判と市長への損害賠償請求ついて

　令和３年６月議会で、鉢伏町内で大量ゴミの
不法投棄があったことを指摘し、奈良市に対し
具体的な防止策を求めました。その後、徹底し
た現場調査を行った上で、昨年１２月、鉢伏街道
沿いに新たに２か所に高性能カメラを設置し、さ
らにカメラ設置を告知する看板を３カ所に新設
しました。
　カメラは暗視も可能な高性能カメラです。今
後は、必要に応じて警察当局と連携し、不法投
棄根絶に向けて取り組んでいくことになります。

スタンド式検温センサーがすべての園に設置できました！
　保育園に出入りする保護者から、「朝夕の送り迎えが集中す
る時間帯はコロナ感染がこわい」との声を聴きました。
　コロナ禍、子ども園等でのクラスター感染を防がなければ
なりません。市立の子ども園・保育園・幼稚園３８園で検温セ
ンサーを設置している園は、昨年１０月現在、５園のみでした。
建物の出入り口に設置することによって、検温ができ、注意喚
起にもつながることから、全部の園に設置することを提案して
いました。
　令和３年１２月、残りの３３園にスタンド式検温センサーを新
設し、市立すべての園に設置することができました。

近鉄奈良駅前のポイ捨て防止の啓発ポスター設置！
　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」との声を聴き、コロナ禍で他人のゴミ
やタバコの吸殻を掃除することに強いストレスがあるこ
とから、昨年９月議会で質問し、ポイ捨て防止の啓発活動
を強化するよう要望していました。直後、まずは啓発ポ
スターが掲示されました。

大阪・関西万博との連携へ
　令和３年９月議会で、２０２５年開催の「大阪・関
西万博」と連携し、奈良市内での事業機会の創出
と市内への観光客の誘致をすべく、今からでも仕
掛けていくべきとの問題提起をしていました。
その結果、４年度予算に、万博連携事業調査経費
として４００万円を確保することができました。

議会での役職【昨年８月から引き続いて担当しています】

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。

●市民環境委員会　委員長

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。●議会運営委員会　委　員

近鉄奈良駅前の区域は、汚水と雨水を同じ管で処理する合流式の構造に
なっているため、雨水の取り込み口から臭気が漏れてしまうのが原因。
汚水を処理する独立した管を設置すれば解決するが、住人すべての協
力が必要でほぼ不可能。

　新斎苑事業用地として購入した土地の価格が高かったことを理由に、複数の市民が仲川
市長を訴えた。裁判は最高裁判所まで進み、判決は、「奈良市は、市長と地権者に対し、高
かった金額1億1千６百万円を請求せよ」というものだった。

企業局長の答え

市民による訴え～裁判～判決

計画的な対策を望む。そのために令和４年度予算に調査費と防臭マス、逆
止弁設置と管の清掃費用を確保し、取り組んでほしい。

　令和４年４月１日、市民待望の新斎苑
が、ついに完成し開業することができ
ました。３月２５日には落成記念式典が
開催され、仲川市長、地元の代表者の
皆様、自治連合会役員の皆様ととも
に、私も出席いたしました。名称は「旅
立ちの杜」。まさに森の美術館という
にふさわしい佇まいで、送られる人・
送る人の尊厳を最大限に考えられた施
設です。
　旧火葬場（東山霊苑火葬場）は３月３
１日、大正５年の開設から１００年を超え
る業務を終えました。これまで、操業に
関わってくだ
さった職員
の皆様、お支
えいただい
た地元の皆
様に感謝申
し上げます。

さらに要望

近鉄奈良駅前は、一帯の下水道設備の古さから、悪臭が課題になっている。気温が高い季節や雨が少ない時期は特にひ
どくなる。奈良市は防臭マスの設置を進め一定の対策はしており、改善された部分もあるが、さらなる対策を求め、担当
部局と交渉していた。

経　緯

下水道の悪臭対策を何とかして！3 【令和３年１２月議会】

①悪臭が起こる根本的な原因は何か。
②防臭マスの設置だけでは抑えられない。
　もう一歩踏み込んだ方策は。

横井の質問

①

防臭マス設置加え、管に逆止弁を設置するとともに、悪臭が発生する箇
所を特定するため、一定期間連続して臭気調査を行い、調査結果に基
づいて対策を検討する。

②

中核市のメリットで、母子保健、学校、教育委員会等との情報共有が
一気通貫で可能。さらに、医療機関や警察ほか庁外の機関との連携を
図っている。

子ども未来部長の答え

現場が動き出すと、前もって準備していたことが通用しないこともある。
開業後も、助けていただける方々を広くとらえて運営してほしい。

さらに要望

痛ましい児童虐待の事件が絶えない今日、令和４年４月の開業に向けて、児童相談所をはじめ、奈良市子どもセンターの
開設準備を進めていた。中核市として独自の施設を作るため、職員一同、一から準備し開設に向けての最終段階にさしか
かっていた。

経　緯

児童相談所の開設準備は進んでいるか。4 【令和３年１２月議会】

①現場では機動力と情報収集力が必要な場
　面に直面する。その対策は。
②どのような方から、どんな助言を受けて準
　備をしているのか。

横井の質問

①

他の自治体の児童相談所長経験者や学識経験者から、子どもの人権擁
護、一時保護児の通学、職員の専門知識の向上等あらゆる分野で助言
を受け、準備している。

②

奈良市子どもセンター（令和４年３月２３日 落成）

落成式でのテープカット

奈良市斎苑　旅立ちの杜奈良市斎苑　旅立ちの杜

新設された不法投棄
防止対策カメラ

カメラ設置を
告知する看板

新たに設置された
検温センサー
（三笠保育園）

判決確定  令和３年１０月７日

　判決を受けて、奈良市は、市民長年の願いであった新斎苑事業推進に大きな貢献をし、財
政的に市の損失を防ぎ、市民の大きな損失をも防いだ仲川市長に対し請求することは不適
当であることから、「損害賠償金1億1千6百万円を請求する権利を放棄する」とし、その議案
を奈良市議会に出した。

判決を受けて～奈良市から議会提案 市議会に提案  令和３年１０月２８日

　臨時の議会を開いて審議した結果、権利を放棄するという議案は賛成少数で否決となり、
仲川市長は１億１千６百万円を奈良市に支払うことが確定した。

平成２９年１２月議会で、土地価格を決める議案に横井は賛成しており、全体的に
も圧倒的多数の議員が賛成し決まった。
当時の判断があったから、地権者から土地を買うことができ、また、国からの合
併特例債約２２億円を逸失しないで済み、今日、新斎苑事業全体が進んでいる。
その判断は市議会で議決したことなのに、市長個人に１億円を超える多額の損
害賠償を求めるのはおかしい。
そのおかしい、は市議会で判断するべきことであり、市議会でしか判断できない。
当時（平成２９年１２月議会）の判断が最適なものであったことを社会全体に示す
ことに大きな意味がある。

以上の考えから、横井は「賛成」しましたが、何と、４年前の土地価格の決定議案に
賛成した議員のほとんどが反対に転じた結果、否決となったのです。

市議会で審議～採決

横井の考えと判断

採決  令和３年１１月９日

①
　
②

③

④
⑤　



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

すすめ、
行政改革！

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！
不法投棄防止対策カメラ ２台設置！

奈良市斎苑 旅立ちの杜 開業！ 新斎苑の土地価格をめぐる裁判と市長への損害賠償請求ついて

　令和３年６月議会で、鉢伏町内で大量ゴミの
不法投棄があったことを指摘し、奈良市に対し
具体的な防止策を求めました。その後、徹底し
た現場調査を行った上で、昨年１２月、鉢伏街道
沿いに新たに２か所に高性能カメラを設置し、さ
らにカメラ設置を告知する看板を３カ所に新設
しました。
　カメラは暗視も可能な高性能カメラです。今
後は、必要に応じて警察当局と連携し、不法投
棄根絶に向けて取り組んでいくことになります。

スタンド式検温センサーがすべての園に設置できました！
　保育園に出入りする保護者から、「朝夕の送り迎えが集中す
る時間帯はコロナ感染がこわい」との声を聴きました。
　コロナ禍、子ども園等でのクラスター感染を防がなければ
なりません。市立の子ども園・保育園・幼稚園３８園で検温セ
ンサーを設置している園は、昨年１０月現在、５園のみでした。
建物の出入り口に設置することによって、検温ができ、注意喚
起にもつながることから、全部の園に設置することを提案して
いました。
　令和３年１２月、残りの３３園にスタンド式検温センサーを新
設し、市立すべての園に設置することができました。

近鉄奈良駅前のポイ捨て防止の啓発ポスター設置！
　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」との声を聴き、コロナ禍で他人のゴミ
やタバコの吸殻を掃除することに強いストレスがあるこ
とから、昨年９月議会で質問し、ポイ捨て防止の啓発活動
を強化するよう要望していました。直後、まずは啓発ポ
スターが掲示されました。

大阪・関西万博との連携へ
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力が必要でほぼ不可能。

　新斎苑事業用地として購入した土地の価格が高かったことを理由に、複数の市民が仲川
市長を訴えた。裁判は最高裁判所まで進み、判決は、「奈良市は、市長と地権者に対し、高
かった金額1億1千６百万円を請求せよ」というものだった。

企業局長の答え

市民による訴え～裁判～判決

計画的な対策を望む。そのために令和４年度予算に調査費と防臭マス、逆
止弁設置と管の清掃費用を確保し、取り組んでほしい。

　令和４年４月１日、市民待望の新斎苑
が、ついに完成し開業することができ
ました。３月２５日には落成記念式典が
開催され、仲川市長、地元の代表者の
皆様、自治連合会役員の皆様ととも
に、私も出席いたしました。名称は「旅
立ちの杜」。まさに森の美術館という
にふさわしい佇まいで、送られる人・
送る人の尊厳を最大限に考えられた施
設です。
　旧火葬場（東山霊苑火葬場）は３月３
１日、大正５年の開設から１００年を超え
る業務を終えました。これまで、操業に
関わってくだ
さった職員
の皆様、お支
えいただい
た地元の皆
様に感謝申
し上げます。

さらに要望

近鉄奈良駅前は、一帯の下水道設備の古さから、悪臭が課題になっている。気温が高い季節や雨が少ない時期は特にひ
どくなる。奈良市は防臭マスの設置を進め一定の対策はしており、改善された部分もあるが、さらなる対策を求め、担当
部局と交渉していた。

経　緯

下水道の悪臭対策を何とかして！3 【令和３年１２月議会】

①悪臭が起こる根本的な原因は何か。
②防臭マスの設置だけでは抑えられない。
　もう一歩踏み込んだ方策は。

横井の質問

①

防臭マス設置加え、管に逆止弁を設置するとともに、悪臭が発生する箇
所を特定するため、一定期間連続して臭気調査を行い、調査結果に基
づいて対策を検討する。

②

中核市のメリットで、母子保健、学校、教育委員会等との情報共有が
一気通貫で可能。さらに、医療機関や警察ほか庁外の機関との連携を
図っている。

子ども未来部長の答え

現場が動き出すと、前もって準備していたことが通用しないこともある。
開業後も、助けていただける方々を広くとらえて運営してほしい。

さらに要望

痛ましい児童虐待の事件が絶えない今日、令和４年４月の開業に向けて、児童相談所をはじめ、奈良市子どもセンターの
開設準備を進めていた。中核市として独自の施設を作るため、職員一同、一から準備し開設に向けての最終段階にさしか
かっていた。

経　緯

児童相談所の開設準備は進んでいるか。4 【令和３年１２月議会】

①現場では機動力と情報収集力が必要な場
　面に直面する。その対策は。
②どのような方から、どんな助言を受けて準
　備をしているのか。

横井の質問

①

他の自治体の児童相談所長経験者や学識経験者から、子どもの人権擁
護、一時保護児の通学、職員の専門知識の向上等あらゆる分野で助言
を受け、準備している。

②

奈良市子どもセンター（令和４年３月２３日 落成）

落成式でのテープカット

奈良市斎苑　旅立ちの杜奈良市斎苑　旅立ちの杜

新設された不法投棄
防止対策カメラ

カメラ設置を
告知する看板

新たに設置された
検温センサー
（三笠保育園）

判決確定  令和３年１０月７日

　判決を受けて、奈良市は、市民長年の願いであった新斎苑事業推進に大きな貢献をし、財
政的に市の損失を防ぎ、市民の大きな損失をも防いだ仲川市長に対し請求することは不適
当であることから、「損害賠償金1億1千6百万円を請求する権利を放棄する」とし、その議案
を奈良市議会に出した。

判決を受けて～奈良市から議会提案 市議会に提案  令和３年１０月２８日

　臨時の議会を開いて審議した結果、権利を放棄するという議案は賛成少数で否決となり、
仲川市長は１億１千６百万円を奈良市に支払うことが確定した。

平成２９年１２月議会で、土地価格を決める議案に横井は賛成しており、全体的に
も圧倒的多数の議員が賛成し決まった。
当時の判断があったから、地権者から土地を買うことができ、また、国からの合
併特例債約２２億円を逸失しないで済み、今日、新斎苑事業全体が進んでいる。
その判断は市議会で議決したことなのに、市長個人に１億円を超える多額の損
害賠償を求めるのはおかしい。
そのおかしい、は市議会で判断するべきことであり、市議会でしか判断できない。
当時（平成２９年１２月議会）の判断が最適なものであったことを社会全体に示す
ことに大きな意味がある。

以上の考えから、横井は「賛成」しましたが、何と、４年前の土地価格の決定議案に
賛成した議員のほとんどが反対に転じた結果、否決となったのです。

市議会で審議～採決

横井の考えと判断

採決  令和３年１１月９日

①
　
②

③

④
⑤　
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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。 

4
期
目
活
動
中
で
す
！！

令和4年5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
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取よこいくんの り組み
バンビーホームの改修に向けて（伏見バンビーホーム、済美バンビーホーム）

道路通報システムの活用！
　「道路の穴ぼこ」「街路灯の不点灯」などがスマホで通報できます。
　それが『奈良市道路損傷等通報システム』です。「穴ぼこ」「側溝フタ
割れ」「街灯等が消えている」を発見したら、写真を撮って、状況をスマ
ホで通報するだけです。早ければ、通報から２４時間以内に修繕完了で
す！ぜひ、活用ください！

みなさんの声を議会で質問しました

佐藤 啓 参議院議員との交流！佐藤 啓 参議院議員との交流！

ふれあい会館の実現を切望されていることを強く認識している。
極楽坊あすかこども園の移転後の敷地に設置する予定である。できるだけ早く実
現に向けて取り組む。

仲川市長の答え

令和３年７月、あすか地域自治協議会が発足し、活動の旗を揚げた。地域の各団体が力と心を合わせ活動していくことにな
る。そのため、拠点となる場所が必要となっていた。地域としても以前から切望している･･･。

経　緯

　佐藤啓さんは、菅内閣で経済産業大臣政務官を務めら
ました。コロナ禍で苦しむ事業者に対し、「持続化給付金」
「一時支援金」「家賃支援給付金」といった経済対策をタイ
ムリーに発信され、精力的に活動されました。ずいぶん助
けていただきました。
　奈良市内の公共交通維持対策にも耳を傾けていただい
ており、その声が国の政策で実現することを期待していま
す。佐藤啓さんの政策に横井も共感しており、私の議員
活動に生かしたいと考えています。

　「入所学童の人数に対して、スペースが狭い」、という問題があるバンビーホームの拡張整備に取り組んでいます。奈
良市学童保育連絡協議会（市連協）からの要望を請け、榎本市議とともに、昨年１２月に奈良市教育委員会の担当課長と
協議、年明け早々に西谷副市長へ令和４年度の予算要望を行いました。
　１月、３月に、市連協さん、教育委員会担当課長とともに現地の視察を行いました。
　取り組みの結果、４年度予算に、伏見、済美はもちろん、西大寺北、鶴舞のバンビーホームまで、増築のための予算がつ
きました。

飛鳥地区に地域ふれあい会館を！1 【令和４年３月議会】

いつ、どこに実現いただけるのか。

横井の質問

そのほか市長から、飛鳥地区に対する期待する思いとして、「みんなが幸せで安心
して暮らせるまちを目指し活発に活動いただいている。地域の課題解決に向けて、
さらに活動を進めていただきたい」とのコメントをいただいています。

人材育成につながるよう、市長定例記者会見に限らず、様々な機会に手話通訳の
導入を検討する。

総合政策部長の答え

人材育成は手話通訳の仕事を増やすことにつきる。併せて、手話通訳者の時間単
価報酬の引き上げをぜひ実現してほしい。

さらに要望

横井の取り組みによって、２年前から、市長の定例記者会見の様子は手話通訳が付くことになった。しかしながら、ろう者
への情報保障、手話通訳者の人材育成のためには、さらに手話による情報提供の機会が必要であった････。

経　緯

手話通訳をもっと増やして！2 【令和４年３月議会】

積極的に手話を用いた情報発信を
行うことによって、手話通訳者の待
遇改善、人材育成の強化につながる
と考えるが、市の見解は。

横井の質問

横井と意見交換する佐藤啓参議院議員

北部出張所の回収ボックス ボタン電池のボックス

道路に穴ぼこ、側溝フタ割れ
（朝１０時頃、通報）

当日の午後、修復完了！
奈良市道路損傷等通報システム

乾電池回収ボックス増設！
　「電池を捨てる場所がない」という声を聴き、昨
年より「電池回収ボックス」の設置に取り組んでい
ます。市役所本庁舎に続いて、令和３年１０月２５日、
西部出張所、北部出張所にもボックスが設置され
ました。身近な場所に捨てる場所ができ、活用いた
だけると思います！


