
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 ３年 ４月 ８日 （金 ）午 後１ 時３０ 分～ ２時

開 催 場 所 川西市 保健 セン ター 集 団健 診室

オン ブズ パ 桜井 智恵 子

ーソ ン 浜田 寿美 男

出 宮島 繁成 計 ３名

席 調査 相談 専 新林 智子 （チ ーフ ）

門員 渡邊 充佳

者 村上 裕子

平野 裕子 計 ４名

事 務 局 人権推 進課 員（ 北斗 ） １名

傍 聴の 可否 可・不 可・ 一部 不可 傍聴 者数 １人

傍聴 不可 ・一 部

不可 の場 合は 、

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

2011(平成 23)年オ ンブ ズパー ソン 当初 予算 につい て

日程３ 協 議事 項

議 案第 ２号

代表 オン ブズ パー ソン の互選 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



Ｎｏ ．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 任任任任についてについてについてについて選

宮島 オン ブズパ ーソ ンが 選任 され まし 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

2011201120112011 ((((平成平成平成平成 23232323 ))))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てについてについてについて

事務 局報 告： 子ど もの 人権 オンブ ズパ ーソ ン事 業と して 、歳 出総額 は昨

年度 と比 較し てほ とん ど変 わりな く、 ほぼ 昨年 どお りの 予算 となっ てい

ます 。

新規 事業 とし ては 、地 域子 育て創 生事 業補 助金 （子 ども の居 場所づ くり

関連 の予 算 )がつ きま した 。

日程日程日程日程 ３３３３ 協議事項協議事項協議事項協議事項

議案第議案第議案第議案第 ２２２２ 号号号号 についてについてについてについて代表オンブズパーソンの互選

○ 議案 説明 （暫定 代表 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。

○ 審議 経過

代表 オン ブズパ ーソ ンに 桜井 智恵 子氏 、代 表代行 に浜 田寿 美男 氏が選 任

され まし た。

議案第議案第議案第議案第 ３３３３ 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

○ 議案 説明 （桜井 代表 の指 示に より 事務 局か ら議案 説明 ）

相談 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。

○ 審議 経過

昨年 度を 参考に 、事 務局 が提 出し た原 案が 承認さ れま した 。

以 上


