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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
！！
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取よこいくんの り組み
手話通訳者の待遇改善へ前進！

みなさんの声を議会で質問しました

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！
都市計画道路 六条奈良阪線 ＪＲ万葉まほろば線

アンダーパス開通！
道路通報システムを市民のみなさんに

知っていただこう！

①従前から、検討に必要な精緻な資料を求めているが、未だ回答はない。
②原案の見直しや新たな提案がない限り、参加は難しい。

仲川市長の答え

奈良県から県内の水道事業の統合案が示されており、令和７年の統合に向け、今秋の奈良市の決断が迫っている。人口減少を見
据えての一体化政策であるが、奈良市にとってデメリットは多い。メリットが出るよう県に対策を提案し回答を求めているが･･･

経　緯

　ろう者の情報保障に１０年来取り組んでいます。その中で、手話通訳者の待遇改善も大きなテーマです。現在、派遣に
よる手話通訳者の奈良市の時間報酬単価は１,４３７円で中核市（※）最低、他の２５都市の平均２,１７５円に遠く及びません。
３月議会で問題提起してから、障がい福祉課、人事課、秘書広報課と継続的に協議し、７月の総務委員会で改めて問題提
起していました。
　その後、仲川市長も加わって協議を重ねています。令和５年度の予算化に向けて、取り組んでいきます！

水道の一体化、参加して大丈夫ですか！1 令和４年９月議会（9月14日）

横井の質問

奈良県から検証のための数字や資料は未だ示されておらず、私も奈良市民に説明でき
ない。現時点では、参加すべきでない！

さらに意見

①県知事や他の市町村は「奈
　良市は損しない」と発言が
　あるが、その根拠は県から
　示されたのか。
②奈良市が参加できる条件は。

相談の稼働率は１００％に近く満杯である。たくさんの市民の相談に応えるよう全体の相
談時間を増やす方向で考える。予算の増額を考えたい。

総務部長の答え

市民の相談を弁護士さんが受け、解決する「法律相談事業」(※)。平成３０年に大幅に予算削減があり相談時間は削減された。予
算復活のため動き、令和元年に予算は一定復活したものの、近年の相談件数は1,000件を超え、相談枠を超えつつあった･･･。

経　緯

法律相談事業（弁護士）を充実して！2 令和４年９月議会

横井の質問

法律相談さえ受ければ解決する問題は多い。例えば、養育費の支払い問題。
法的手続きを踏めば支払いを受けることができるのに、知らないと受け取れない。その
場合、自治体に生活保護や児童扶養手当を求めることにつながり、自治体の財政を圧迫
につながる。法律相談事業の予算は削減してはいけない予算である！

さらに意見

①相談件数は増加し、ひっ迫
　していることをきちんと把
　握しているのか。
②一回の相談時間は２０分間
　だが短いのでは。
③５年度の予算で増額し相談
　枠数・相談時間の増加をす
　べきだが、見解は。

島田妙子さんと横井

奈良市道路損傷等通報システム ＱＲコード

子育てしやすい奈良を目指す！
　７月１６日、所属している奈良児童虐待ネットーワーク「きづな」の総会に出
席し、「４月に開業した児童相談所を含む奈良市子どもセンターの充実を図
るため、会員の皆様からご意見をいただきたい」と申し述べました。
　また、７月２３日には、奈良市の人権ふれあいのつどいに出席し、自身も少
女時代に壮絶な虐待を受け、いのちの危機を経験された 児童虐待防止機
構オレンジＣＡＰＯ 理事長の島田妙子さんの講演を拝聴しました。
　今後、できることから取り組んでいきます！

※法律相談事業（弁護士）

※中核市で市が直営で手話通訳者派遣事業を行っている都市が２６市ある。

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

奈良弁護士会が担当し、月曜日の午後、水曜日の午前・午後に
一回２０分間の法律相談を実施しており、市民は無料で利用できる（要予約）。

　令和４年６月１２日、都市計画道路 六条奈良阪線のＪＲ
万葉まほろば線をくぐる道路（アンダーパス）が開通しま
した。計画の始まりは昭和８年、事業認可が下りたのが昭
和４９年。長い、長い時間がかかりましたが、将来はＪＲ大
和路線にできる新駅等につながる道路になります。この
数年、市長、会派議員と一緒に何度も国土交通省を訪問
し、国からの予算付けの要望活動をしてきました。一端に
関わることができてうれしく思います。

　ご利用の市民から要望をいただきました。
『奈良市道路損傷等通報システム』。「穴ぼこがある」「街灯
等が消えている」を発見したら、誰でも、スマホで、その場
から通報するだけなのですが、まだまだ市民の皆さんに知
られていないので、もっと告知してほしい！ と。
　そこで、「奈良市広報版」に常にシステムの告知をするよ
う当局と議論しています。スマホがあれば、ほぼ誰でも通
報できますが、穴ぼこに出合うのは突然なので、いつでも
ＱＲコードを読み取れる環境を作りたいと考えています。
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議会での役職【本年６月に就任しました】

危機管理、総合的な政策企画、人事、財務、文書、契約業務、税務全般の事務を調
査する役目です。

●総務委員会 委員

監査委員の仕事は大きく4つあります！

監査委員制度は法律に基づく仕事です

（令和４年６月から１年間）

議会だより発行、議会報告会の企画実施を担当します。●広報広聴委員会 委員（令和４年６月から１年間）
税金が正しく、また効率的に使われているかどうか、市の予算執行や契約等の財
務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理について監査します。
平成27年～28年に続き、２度目の就任です。

●奈良市監査委員（令和４年７月１日から令和５年６月３０日）

すすめ、
行政改革！

①奈良市道上に踏切は４１カ所あるが、点字ブロックは整備されていない。
②安全対策が急務。国土交通省の指針を基に、視覚障害者団体や奈良市移動等円滑化促
　進協議会（※）で早急に協議し、進めていく。

仲川市長の答え

今年４月、近鉄橿原線 大和郡山市内の踏切内で、全盲の方が電車に接触し亡くなる事故があった。視覚障害者に有効な点字ブロッ
クの設置等対策が十分でなかったことが原因と考えられ、再発防止が望まれていた。国からも整備方針を打ち出す動きが出ていた

経　緯

踏切に点字ブロックを設置して！3 令和４年６月議会

横井の質問

まずは、交通量の多い踏切に絞って、モデル踏切として一カ所だけでも整備していただき
たい。そうすれば先の展開が見えてくると考える。

さらに要望

①奈良市道に存在する踏切は
　どれだけあるのか。その踏
　切には点字ブロックはある
　のか。
②点字ブロックを設置してほ
　しいが、市の方針は。

どちらの業務も、令和３年度末に、委託率目標７０％に達した。さらに今後は、地域と連携
する「コミュニティ型の収集業務委託（※）」を検討する。

環境部長の答え

１１年前、横井の提案によって始まった家庭ごみ収集業務の民間委託は、平成２５年の開始から、ようやく委託率目標である７０％
に達した。さらに、令和２年度から、リサイクルごみ収集業務の民間委託も始まっていた･･･｡

経　緯

ゴミ収集の民間委託は進んでいますか！5 令和４年５月 市民環境委員会

横井の質問

次は、大型ごみ収集業務の民間委託を着手してほしい。
また、新しいごみ収集の手法にも期待する。

さらに要望

家庭ごみ収集業務、リサイク
ルごみ収集業務の民間委託は
進んでいるのか。

①油の値上がりで、「揚げ油、油揚げ、厚揚げ」、小麦粉の値上がりで、「マカロニ、スパ
　ゲティ、うどん等小麦製品」、大豆の値上がりで、「豆腐、納豆など大豆製品」が上がっ
　ている。
②例えば、さばの竜田揚げを、油を使用しない甘辛焼きに変更する等している。
③給食費の値上げは考えていない。

教育部長の答え

食料価格の高騰が著しい。ゼロコロナ政策、ウクライナ侵攻、円安等の影響は今後も続く。給食のコストを抑えるがために、
児童生徒の給食の質を落とすことは許されないが･･･。

経　緯

給食費は値上げしないで！4 令和４年６月議会

横井の質問

物価高騰時にあっても、学校給食は子供たちに栄養を欠かさないで提供することが大事。
国の交付金を充当することを想定してほしい。
また、コストを抑えるしわ寄せを、給食事業者や食材納入事業者が被ることがないように
してほしい。 　奈良市の監査委員は４人で、現在は公認会計士１人、弁護士１人、議会議員から２人が選任されています。

横井は議員２人のうちの一人で、令和４年７月から５年６月の間、担当します。

　地方自治法では、監査委員は市長の指揮監督を受けない独立した執行機関として明確に位置づけられています。監査委員は、
税金が正しく、また効率的に使われているかどうか、市の予算執行や契約などの財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管
理などについて監査します。地方自治法第で職務権限として定められている監査のほかに、各種の監査、検査、審査があります。 
　民主的かつ効率的な行政の執行確保と、住民の福祉の増進、地方自治の本旨の実現に寄与することを目的としています。 

意思決定、契約行為は適正な決裁権者により行われているか。各種団体への補助金交付は妥当か、現
金の管理は適正か等を、一年間、全15部局の監査を行います。 

さらに要望

①特に値上がりしている食材
は。
②栄養を確保しつつ、例えば、
献立にどんな工夫をしている
のか。
③給食費の値上げを考えてい
るのか。

※奈良市移動等円滑化促進協議会 高齢者、障害者の安全に移動できるようその安全対策を図る協議会で、
鉄道事業者、道路管理者、警察関係、その他関係団体等が揃う連絡調整会議。

※コミュニティ型のごみ収集業務とは
　（現時点での横井の解釈）････

ごみ収集の専門業者ではない団体等に収集業務を委託する手法のこと。また、一人でゴミ出しが困難な世帯もある
ため、市と地域とが助け合う形のごみ収集といった、地域のつながりの力でゴミ出しから収集まで担う手法のこと。

①今のところ、七条東町自治会町、七条東オリエント自治会長、七条地区自治連合会長に
　説明している。
②大和郡山市は広域化に参加せず、単独で進める方針である。
③斑鳩町とは課題を調整している段階で、参加表明には至っていない。
④現施設の老朽化を鑑みると、広域化の実現を待てないことも考えている。

クリーンセンター建設推進課長の答え

現在の環境清美工場（左京）は老朽化が激しく、早急に新しい施設が必要である。３月議会では、新設候補地を七条地区とし、開
業目標を令和１２年度と発表したところであるが、地元の納得、他市町とのごみ処理の広域化（※）、といった課題も多い････。

経　緯

クリーンセンター建設は進むのか。6 令和４年５月 市民環境委員会

横井の質問

８月２３日、斑鳩町は奈良市との広域化に参加しないことを表明した。
そのため、奈良市は単独で新しいクリーンセンター建設へ進むこととなった。
また、９月７日のクリーンセンター建設計画策定会議の議論を経て、建設候補地は引き続
き「七条地区」で進めることになった。

①地元・七条地区の５つの自
　治会への説明は進んでいる
　のか。
②大和郡山市は離脱した、と
　考えてよいのか。
③斑鳩町から広域化参加の意
　思表示はあるのか。
④広域化が実現せず、奈良市
　単独になっても進めるのか。

※ごみ処理の広域化････

市町村単独でごみ処理工場を運営することは人口減少時代に非効率であることから、複数の市町村で一つの工場を運営しよう
とする動き。全国的な流れで、奈良県内でも同様の動きがある。
平成２９年から、奈良市、大和郡山市、生駒市、平群町、斑鳩町の５市町は、広域ごみ処理工場の建設を目指し、合同勉強会が発
足。令和２年、生駒市、平群町は広域化への参加を見合わせるとして、勉強会を離脱。さらに、昨年、大和郡山市は自市単独で
実施するとのことで、勉強会を離脱。その後、奈良市と斑鳩町とで勉強会をしていたが、８月斑鳩町が離脱を表明した。

特集 監査委員の仕事って･･･ 

１  財務監査 

毎月、出納事務が正確に行われているか、現金の保管状況は適正か等、預金通帳、預金証書等の原本
も確認し、検査します。２  現金出納検査

6月から8月にかけて、前年度の決算審査を行います。予算を執行する全部局の分です。その決算審
査を終えて市長に監査委員としての意見書を提出します。３  決算審査

住民監査請求の監査等、必要に応じて監査を行います。４  その他 
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する「コミュニティ型の収集業務委託（※）」を検討する。

環境部長の答え

１１年前、横井の提案によって始まった家庭ごみ収集業務の民間委託は、平成２５年の開始から、ようやく委託率目標である７０％
に達した。さらに、令和２年度から、リサイクルごみ収集業務の民間委託も始まっていた･･･｡

経　緯

ゴミ収集の民間委託は進んでいますか！5 令和４年５月 市民環境委員会

横井の質問

次は、大型ごみ収集業務の民間委託を着手してほしい。
また、新しいごみ収集の手法にも期待する。

さらに要望

家庭ごみ収集業務、リサイク
ルごみ収集業務の民間委託は
進んでいるのか。

①油の値上がりで、「揚げ油、油揚げ、厚揚げ」、小麦粉の値上がりで、「マカロニ、スパ
　ゲティ、うどん等小麦製品」、大豆の値上がりで、「豆腐、納豆など大豆製品」が上がっ
　ている。
②例えば、さばの竜田揚げを、油を使用しない甘辛焼きに変更する等している。
③給食費の値上げは考えていない。

教育部長の答え

食料価格の高騰が著しい。ゼロコロナ政策、ウクライナ侵攻、円安等の影響は今後も続く。給食のコストを抑えるがために、
児童生徒の給食の質を落とすことは許されないが･･･。

経　緯

給食費は値上げしないで！4 令和４年６月議会

横井の質問

物価高騰時にあっても、学校給食は子供たちに栄養を欠かさないで提供することが大事。
国の交付金を充当することを想定してほしい。
また、コストを抑えるしわ寄せを、給食事業者や食材納入事業者が被ることがないように
してほしい。 　奈良市の監査委員は４人で、現在は公認会計士１人、弁護士１人、議会議員から２人が選任されています。

横井は議員２人のうちの一人で、令和４年７月から５年６月の間、担当します。

　地方自治法では、監査委員は市長の指揮監督を受けない独立した執行機関として明確に位置づけられています。監査委員は、
税金が正しく、また効率的に使われているかどうか、市の予算執行や契約などの財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管
理などについて監査します。地方自治法第で職務権限として定められている監査のほかに、各種の監査、検査、審査があります。 
　民主的かつ効率的な行政の執行確保と、住民の福祉の増進、地方自治の本旨の実現に寄与することを目的としています。 

意思決定、契約行為は適正な決裁権者により行われているか。各種団体への補助金交付は妥当か、現
金の管理は適正か等を、一年間、全15部局の監査を行います。 

さらに要望

①特に値上がりしている食材
は。
②栄養を確保しつつ、例えば、
献立にどんな工夫をしている
のか。
③給食費の値上げを考えてい
るのか。

※奈良市移動等円滑化促進協議会 高齢者、障害者の安全に移動できるようその安全対策を図る協議会で、
鉄道事業者、道路管理者、警察関係、その他関係団体等が揃う連絡調整会議。

※コミュニティ型のごみ収集業務とは
　（現時点での横井の解釈）････

ごみ収集の専門業者ではない団体等に収集業務を委託する手法のこと。また、一人でゴミ出しが困難な世帯もある
ため、市と地域とが助け合う形のごみ収集といった、地域のつながりの力でゴミ出しから収集まで担う手法のこと。

①今のところ、七条東町自治会町、七条東オリエント自治会長、七条地区自治連合会長に
　説明している。
②大和郡山市は広域化に参加せず、単独で進める方針である。
③斑鳩町とは課題を調整している段階で、参加表明には至っていない。
④現施設の老朽化を鑑みると、広域化の実現を待てないことも考えている。

クリーンセンター建設推進課長の答え

現在の環境清美工場（左京）は老朽化が激しく、早急に新しい施設が必要である。３月議会では、新設候補地を七条地区とし、開
業目標を令和１２年度と発表したところであるが、地元の納得、他市町とのごみ処理の広域化（※）、といった課題も多い････。

経　緯

クリーンセンター建設は進むのか。6 令和４年５月 市民環境委員会

横井の質問

８月２３日、斑鳩町は奈良市との広域化に参加しないことを表明した。
そのため、奈良市は単独で新しいクリーンセンター建設へ進むこととなった。
また、９月７日のクリーンセンター建設計画策定会議の議論を経て、建設候補地は引き続
き「七条地区」で進めることになった。

①地元・七条地区の５つの自
　治会への説明は進んでいる
　のか。
②大和郡山市は離脱した、と
　考えてよいのか。
③斑鳩町から広域化参加の意
　思表示はあるのか。
④広域化が実現せず、奈良市
　単独になっても進めるのか。

※ごみ処理の広域化････

市町村単独でごみ処理工場を運営することは人口減少時代に非効率であることから、複数の市町村で一つの工場を運営しよう
とする動き。全国的な流れで、奈良県内でも同様の動きがある。
平成２９年から、奈良市、大和郡山市、生駒市、平群町、斑鳩町の５市町は、広域ごみ処理工場の建設を目指し、合同勉強会が発
足。令和２年、生駒市、平群町は広域化への参加を見合わせるとして、勉強会を離脱。さらに、昨年、大和郡山市は自市単独で
実施するとのことで、勉強会を離脱。その後、奈良市と斑鳩町とで勉強会をしていたが、８月斑鳩町が離脱を表明した。

特集 監査委員の仕事って･･･ 

１  財務監査 

毎月、出納事務が正確に行われているか、現金の保管状況は適正か等、預金通帳、預金証書等の原本
も確認し、検査します。２  現金出納検査

6月から8月にかけて、前年度の決算審査を行います。予算を執行する全部局の分です。その決算審
査を終えて市長に監査委員としての意見書を提出します。３  決算審査

住民監査請求の監査等、必要に応じて監査を行います。４  その他 
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vol.奈良市議会議員 横井雄一議会レポート 27

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
！！
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取よこいくんの り組み
手話通訳者の待遇改善へ前進！

みなさんの声を議会で質問しました

取 組 み の 成 果 が 出 て き ま し た ！
都市計画道路 六条奈良阪線 ＪＲ万葉まほろば線

アンダーパス開通！
道路通報システムを市民のみなさんに

知っていただこう！

①従前から、検討に必要な精緻な資料を求めているが、未だ回答はない。
②原案の見直しや新たな提案がない限り、参加は難しい。

仲川市長の答え

奈良県から県内の水道事業の統合案が示されており、令和７年の統合に向け、今秋の奈良市の決断が迫っている。人口減少を見
据えての一体化政策であるが、奈良市にとってデメリットは多い。メリットが出るよう県に対策を提案し回答を求めているが･･･

経　緯

　ろう者の情報保障に１０年来取り組んでいます。その中で、手話通訳者の待遇改善も大きなテーマです。現在、派遣に
よる手話通訳者の奈良市の時間報酬単価は１,４３７円で中核市（※）最低、他の２５都市の平均２,１７５円に遠く及びません。
３月議会で問題提起してから、障がい福祉課、人事課、秘書広報課と継続的に協議し、７月の総務委員会で改めて問題提
起していました。
　その後、仲川市長も加わって協議を重ねています。令和５年度の予算化に向けて、取り組んでいきます！

水道の一体化、参加して大丈夫ですか！1 令和４年９月議会（9月14日）

横井の質問

奈良県から検証のための数字や資料は未だ示されておらず、私も奈良市民に説明でき
ない。現時点では、参加すべきでない！

さらに意見

①県知事や他の市町村は「奈
　良市は損しない」と発言が
　あるが、その根拠は県から
　示されたのか。
②奈良市が参加できる条件は。

相談の稼働率は１００％に近く満杯である。たくさんの市民の相談に応えるよう全体の相
談時間を増やす方向で考える。予算の増額を考えたい。

総務部長の答え

市民の相談を弁護士さんが受け、解決する「法律相談事業」(※)。平成３０年に大幅に予算削減があり相談時間は削減された。予
算復活のため動き、令和元年に予算は一定復活したものの、近年の相談件数は1,000件を超え、相談枠を超えつつあった･･･。

経　緯

法律相談事業（弁護士）を充実して！2 令和４年９月議会

横井の質問

法律相談さえ受ければ解決する問題は多い。例えば、養育費の支払い問題。
法的手続きを踏めば支払いを受けることができるのに、知らないと受け取れない。その
場合、自治体に生活保護や児童扶養手当を求めることにつながり、自治体の財政を圧迫
につながる。法律相談事業の予算は削減してはいけない予算である！

さらに意見

①相談件数は増加し、ひっ迫
　していることをきちんと把
　握しているのか。
②一回の相談時間は２０分間
　だが短いのでは。
③５年度の予算で増額し相談
　枠数・相談時間の増加をす
　べきだが、見解は。

島田妙子さんと横井

奈良市道路損傷等通報システム ＱＲコード

子育てしやすい奈良を目指す！
　７月１６日、所属している奈良児童虐待ネットーワーク「きづな」の総会に出
席し、「４月に開業した児童相談所を含む奈良市子どもセンターの充実を図
るため、会員の皆様からご意見をいただきたい」と申し述べました。
　また、７月２３日には、奈良市の人権ふれあいのつどいに出席し、自身も少
女時代に壮絶な虐待を受け、いのちの危機を経験された 児童虐待防止機
構オレンジＣＡＰＯ 理事長の島田妙子さんの講演を拝聴しました。
　今後、できることから取り組んでいきます！

※法律相談事業（弁護士）

※中核市で市が直営で手話通訳者派遣事業を行っている都市が２６市ある。

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

奈良弁護士会が担当し、月曜日の午後、水曜日の午前・午後に
一回２０分間の法律相談を実施しており、市民は無料で利用できる（要予約）。

　令和４年６月１２日、都市計画道路 六条奈良阪線のＪＲ
万葉まほろば線をくぐる道路（アンダーパス）が開通しま
した。計画の始まりは昭和８年、事業認可が下りたのが昭
和４９年。長い、長い時間がかかりましたが、将来はＪＲ大
和路線にできる新駅等につながる道路になります。この
数年、市長、会派議員と一緒に何度も国土交通省を訪問
し、国からの予算付けの要望活動をしてきました。一端に
関わることができてうれしく思います。

　ご利用の市民から要望をいただきました。
『奈良市道路損傷等通報システム』。「穴ぼこがある」「街灯
等が消えている」を発見したら、誰でも、スマホで、その場
から通報するだけなのですが、まだまだ市民の皆さんに知
られていないので、もっと告知してほしい！ と。
　そこで、「奈良市広報版」に常にシステムの告知をするよ
う当局と議論しています。スマホがあれば、ほぼ誰でも通
報できますが、穴ぼこに出合うのは突然なので、いつでも
ＱＲコードを読み取れる環境を作りたいと考えています。


