
会 議 録様 式第３ 号

会 議 名 川西市 子ど もの 人権 オン ブズ パー ソン会 議

（審 議会 等名 ）

事 務 局 市民生 活部 人 権推 進室 人 権推 進課

(担 当 課 ） 内 線（ ３４５ ３）

開 催 日 時 平成２ １年 ４月 ９日 （木 ）午 後３ 時００ 分～ 午後 ３時 ３０分

開 催 場 所 川西市 役所 ５ ０２ 会議 室

オン ブズ パ 羽下 大信

ーソ ン 桜井 智恵 子

出 泉 薫 計 ３名

席 調査 相談 専 森澤 範子 （チ ーフ ）

門員 太田 朋恵

者 渡邊 純子

渡邊 充佳

生田 収 計 ４名

事 務 局 人権推 進課 課長 （沼 ）、 人権 推進 課副主 幹（ 北斗 ） 計２ 名

傍 聴の 可否 可・不 可・ 一部 不可 傍聴 者数 ０人

傍聴 不可 ・一 部

不可 の場 合は 、 個人の プラ イバ シー に関 わる 内容 が含ま れる ため 。

その 理由

会 議 次 第 日程１ 会 議録 署名 人の 選任

日程２ 報 告事 項

2009(平 成 21)年 度当 初予 算につ いて

日程３ 議 案第 １号

オン ブズ パー ソン の互 選につ いて

議 案第 ２号

調査 相談 専門 員の うち 専門員 の推 薦に つい て

議 案第 ３号

オン ブズ パー ソン 事務 局の事 務分 掌に つい て

会 議 結 果 別 紙審 議経 過の とおり



Ｎ ｏ． １審 議 経 過

日程日程日程日程 １１１１

・・・・ 会議録署名人会議録署名人会議録署名人会議録署名人のののの選任選任選任選任についてについてについてについて

桜 井オ ンブ ズパ ーソ ンが 選任さ れた 。

日程日程日程日程 ２２２２ 報告事項報告事項報告事項報告事項

2009200920092009 ((((平成平成平成平成 21212121 ))))年 度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算についてについてについてについて

事務 局報 告：オ ンブ ズパ ーソ ン事 業費 とし て、歳 出総 額は 、昨 年度と 比

較し ても ほとん ど変 わり なく 、ほ ぼ昨 年ど おりの 予算 内容 とな ってい る

こと が報 告され た。

日程日程日程日程 ３３３３

・・・・ 議案第議案第議案第議案第 １１１１ 号 代表号 代表号 代表号 代表オンブズパーソンオンブズパーソンオンブズパーソンオンブズパーソン互選互選互選互選についてについてについてについて

〇 議案 説明 (暫 定代 表羽 下オ ンブズ パー ソン によ り事 務局 から 議案説 明 )

オン ブズ パーソ ンの 委嘱 期間 満了 に伴 い、 条例第 ５条 第２ 項の 規定に よ

り、 あら ためて 代表 オン ブズ パー ソン 及び 代表オ ンブ ズパ ーソ ン代行 の

互選 が必 要であ る。

〇 審議 経過

代表 オン ブズパ ーソ ンに 羽下 大信 氏、 代表 代行に 桜井 智恵 子氏 が選任 さ

れた 。

・議 案第 ２号 調査 相談 専門 員の うち 専門 員の 推薦に つい て

〇 議案 説明 （羽下 代表 の指 示に より 事務 局か ら議案 説明 ）

2009（平 成 21） 年 4月 末で 調査相 談専 門員 のう ち専 門員 の任 期が満 了し

新た に専 門員を 選任 する 必要 があ るた め、 その候 補者 をオ ンブ ズパー ソ

ンと して 意見を 集約 し、 市長 に意 見具 申す る必要 があ る。

オン ブズ パーソ ン活 動を 円滑 に進 めて いく ために は、 専門 員を 複数選 任

する 必要 がある ため 、オ ンブ ズパ ーソ ンの 意見を 伺い たい 。

〇 審議 経過

議案 とし て提案 され た候 補者 6名 につ いて 、過 去の 経験 や実 績等を 鑑み

て適 任で あると オン ブズ パー ソン 全員 が認 めると ころ であ るが 、内諾 を

まだ 得て いない 人も おり 、内 諾を 得て 市長 に意見 具申 を行 うこ とを全 会

一致 で承 認され た。

・議 案第 ３号 オン ブズ パー ソン 事務 局の 事務 分掌に つい て

〇 議案 説明 （羽下 代表 の指 示に より 事務 局か ら議案 説明 ）

事務 局職 員の異 動に より 事務 分掌 の詳 細を 定める 必要 があ るた め、オ ン

ブズ パー ソンの 意見 を伺 いた い。

〇 審議 経過

昨年 度の 事務分 掌を 参考 に、 事務 局が 提出 した原 案が 承認 され た。

以上




