
会 議 録会 議 録会 議 録会 議 録様式第様式第様式第様式第 ３３３３ 号号号号

会 議 名 川西市子会 議 名 川西市子会 議 名 川西市子会 議 名 川西市子 どものどものどものどもの 人権人権人権人権 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 会議会議会議会議

（（（（ 審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名 ））））

事 務 局 市民生活部 人権推進室 人権推進課事 務 局 市民生活部 人権推進室 人権推進課事 務 局 市民生活部 人権推進室 人権推進課事 務 局 市民生活部 人権推進室 人権推進課

((((担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課 ）））） 内線内線内線内線 （（（（ ３４５３３４５３３４５３３４５３ ））））

開 催 日 時 平成開 催 日 時 平成開 催 日 時 平成開 催 日 時 平成 ２２２２２２２２ 年年年年 ４４４４ 月月月月 ２２２２２２２２ 日日日日 （（（（ 木木木木 ）））） 午後午後午後午後 ２２２２ 時時時時 ００００００００ 分分分分 ～～～～

開 催 場 所 川西市役所開 催 場 所 川西市役所開 催 場 所 川西市役所開 催 場 所 川西市役所 ４０１４０１４０１４０１ 会議室会議室会議室会議室

オンブズパオンブズパオンブズパオンブズパ 羽下 大信羽下 大信羽下 大信羽下 大信

ーソンーソンーソンーソン 桜井 智恵子桜井 智恵子桜井 智恵子桜井 智恵子

出 泉 薫 計出 泉 薫 計出 泉 薫 計出 泉 薫 計 ３３３３ 名名名名

席 調査相談専 森澤 範子席 調査相談専 森澤 範子席 調査相談専 森澤 範子席 調査相談専 森澤 範子 （（（（ チーフチーフチーフチーフ ））））

門員 渡邊 充佳門員 渡邊 充佳門員 渡邊 充佳門員 渡邊 充佳

者 村上 裕子者 村上 裕子者 村上 裕子者 村上 裕子

新林 智子新林 智子新林 智子新林 智子

生田 収 計生田 収 計生田 収 計生田 収 計 ５５５５ 名名名名

事 務 局 人権推進課副主幹事 務 局 人権推進課副主幹事 務 局 人権推進課副主幹事 務 局 人権推進課副主幹 （（（（ 北斗北斗北斗北斗 ）））） １１１１ 名名名名

傍聴傍聴傍聴傍聴 のののの 可否 可可否 可可否 可可否 可 ・・・・ 不可不可不可不可 ・・・・ 一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数 ２２２２ 人人人人

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可 ・・・・ 一部一部一部一部

不可不可不可不可 のののの 場合場合場合場合 はははは 、、、、

そのそのそのその 理由理由理由理由

会 議 次 第 日程会 議 次 第 日程会 議 次 第 日程会 議 次 第 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

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

①①①① 2010201020102010((((平成平成平成平成 22222222))))年度年度年度年度 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 当初予算当初予算当初予算当初予算 についについについについ

てててて

②②②② 2010201020102010((((平成平成平成平成 22222222))))年年年年 1111月月月月 ～～～～ 3333月月月月 までのまでのまでのまでの 相談相談相談相談 のののの 受付状況受付状況受付状況受付状況 につにつにつにつ

いていていていて

日程日程日程日程 ３３３３ 議案第議案第議案第議案第 １１１１ 号号号号

調査相談専門員調査相談専門員調査相談専門員調査相談専門員 のうちのうちのうちのうち 専門員専門員専門員専門員 のののの 推薦推薦推薦推薦 についてについてについてについて

議案第議案第議案第議案第 ２２２２ 号号号号

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 事務局事務局事務局事務局 のののの 事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌 についてについてについてについて

会 議 結 果 別紙審議経過会 議 結 果 別紙審議経過会 議 結 果 別紙審議経過会 議 結 果 別紙審議経過 のとおりのとおりのとおりのとおり



Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ． １１１１審 議 経 過審 議 経 過審 議 経 過審 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

桜井桜井桜井桜井 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 がががが 選任選任選任選任 されたされたされたされた 。。。。

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

①①①① 2010201020102010 ((((平成平成平成平成 22222222 ))))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

事務局報告事務局報告事務局報告事務局報告 ：：：： 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 事業費事業費事業費事業費 としてとしてとしてとして 、、、、 歳出総額歳出総額歳出総額歳出総額 はははは 昨年度昨年度昨年度昨年度 とととと 比較比較比較比較

してもほとんどしてもほとんどしてもほとんどしてもほとんど 変変変変 わりなくわりなくわりなくわりなく 、、、、 ほぼほぼほぼほぼ 昨年昨年昨年昨年 どおりのどおりのどおりのどおりの 予算内容予算内容予算内容予算内容 となっていることなっていることなっていることなっているこ

とがとがとがとが 報告報告報告報告 されたされたされたされた 。。。。

2010201020102010 ((((平成平成平成平成 22222222 ))))年年年年 １１１１ 月月月月～～～～ ３３３３ 月月月月までのまでのまでのまでの相談受付状況相談受付状況相談受付状況相談受付状況についてについてについてについて②②②②

報告者報告者報告者報告者 （（（（ 渡邊相談員渡邊相談員渡邊相談員渡邊相談員 ）：）：）：）： 相談件数相談件数相談件数相談件数 とととと 延延延延 べべべべ 件数件数件数件数 、、、、 相談者相談者相談者相談者 のののの 内訳内訳内訳内訳 やややや 相談受付相談受付相談受付相談受付

のののの 手段手段手段手段 、、、、 相談者別相談者別相談者別相談者別 のののの 訴訴訴訴 えなどについてえなどについてえなどについてえなどについて 、、、、 集計表集計表集計表集計表 によりによりによりにより 報告報告報告報告 をををを 行行行行 ったったったった 。。。。

相談延相談延相談延相談延 べべべべ 件数件数件数件数 はははは 前年度同時期前年度同時期前年度同時期前年度同時期 よりよりよりより 66666666件増件増件増件増 ええええ 、、、、 178178178178件件件件 となっているとなっているとなっているとなっている 。。。。 相談者相談者相談者相談者

のののの 割合割合割合割合 としてとしてとしてとして 、、、、 子子子子 どもからのどもからのどもからのどもからの 相談件数相談件数相談件数相談件数 がががが 増増増増 えておりえておりえておりえており 、、、、 全体全体全体全体 のののの 65656565....2222％％％％ をををを 占占占占

めているめているめているめている 。。。。

相談内容相談内容相談内容相談内容 はははは 家族関係家族関係家族関係家族関係 のののの 悩悩悩悩 みがみがみがみが 54545454件件件件 とととと 最最最最 もももも 多多多多 かったかったかったかった 。。。。

日程日程日程日程 ３３３３調査調査調査調査

・・・・ 議案第議案第議案第議案第 １１１１ 号 相談専門員号 相談専門員号 相談専門員号 相談専門員のうちの うちの うちの うち専門員専門員専門員専門員のののの推薦推薦推薦推薦についてについてについてについて

〇〇〇〇 議案説明議案説明議案説明議案説明 （（（（ 羽下代表羽下代表羽下代表羽下代表 のののの 指示指示指示指示 によりによりによりにより 事務局事務局事務局事務局 からからからから 議案説明議案説明議案説明議案説明 ））））

2010201020102010（（（（ 平成平成平成平成 22222222）））） 年年年年 4444月末月末月末月末 でででで 調査相談専門員調査相談専門員調査相談専門員調査相談専門員 のうちのうちのうちのうち 専門員専門員専門員専門員 のののの 任期任期任期任期 がががが 満了満了満了満了 しししし

新新新新 たにたにたにたに 専門員専門員専門員専門員 をををを 選任選任選任選任 するするするする 必要必要必要必要 があるためがあるためがあるためがあるため 、、、、 そのそのそのその 候補者候補者候補者候補者 をををを オンブズパーソオンブズパーソオンブズパーソオンブズパーソ

ンンンン としてとしてとしてとして 意見意見意見意見 をををを 集約集約集約集約 しししし 、、、、 市長市長市長市長 にににに 意見具申意見具申意見具申意見具申 するするするする 必要必要必要必要 があるがあるがあるがある 。。。。

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 活動活動活動活動 をををを 円滑円滑円滑円滑 にににに 進進進進 めていくためにはめていくためにはめていくためにはめていくためには 、、、、 専門員専門員専門員専門員 をををを 複数選任複数選任複数選任複数選任

するするするする 必要必要必要必要 があるためがあるためがあるためがあるため 、、、、 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 のののの 意見意見意見意見 をををを 伺伺伺伺 いたいいたいいたいいたい 。。。。

〇〇〇〇 審議経過審議経過審議経過審議経過

議案議案議案議案 としてとしてとしてとして 提案提案提案提案 されたされたされたされた 候補者候補者候補者候補者 6666名名名名 についてについてについてについて 、、、、 過去過去過去過去 のののの 経験経験経験経験 やややや 実績等実績等実績等実績等 をををを 鑑鑑鑑鑑 みみみみ

てててて 適任適任適任適任 であるとであるとであるとであると 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 全員全員全員全員 がががが 認認認認 めるところであるめるところであるめるところであるめるところである 。。。。

内諾内諾内諾内諾 をををを 得得得得 てててて 市長市長市長市長 にににに 意見具申意見具申意見具申意見具申 （（（（ 推薦推薦推薦推薦 ）））） することをすることをすることをすることを 全会一致全会一致全会一致全会一致 でででで 承認承認承認承認 されたされたされたされた 。。。。

・・・・ 議案第議案第議案第議案第 ２２２２ 号号号号 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事務局事務局事務局事務局のののの事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌についてについてについてについて

〇〇〇〇 議案説明議案説明議案説明議案説明 （（（（ 羽下代表羽下代表羽下代表羽下代表 のののの 指示指示指示指示 によりによりによりにより 事務局事務局事務局事務局 からからからから 議案説明議案説明議案説明議案説明 ））））

相談員相談員相談員相談員 のののの 異動異動異動異動 によりによりによりにより 事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌 のののの 詳細詳細詳細詳細 をををを 定定定定 めるめるめるめる 必要必要必要必要 があるためがあるためがあるためがあるため 、、、、 オンブズオンブズオンブズオンブズ

パーソンパーソンパーソンパーソン のののの 意見意見意見意見 をををを 伺伺伺伺 いたいいたいいたいいたい 。。。。

〇〇〇〇 審議経過審議経過審議経過審議経過

昨年度昨年度昨年度昨年度 のののの 事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌 をををを 参考参考参考参考 にににに 、、、、 事務局事務局事務局事務局 がががが 提出提出提出提出 したしたしたした 原案原案原案原案 がががが 承認承認承認承認 されたされたされたされた 。。。。

以上以上以上以上




