
平成29年3月3日  
教育庁私学課  

学校法人森友学園との面談の嘩栗について（ご報告） 

学校法人森友学園の理事長と以下のとおり面会し、現状を確認しましたので、報告  

します。二■  

■日時：平成2■9年3月3日（金）I亨時35分～15時  

■出席者：舘地理事長、副園長、代理人（北浜法律事務所琴井康生弁護士）  

■概要 

1．廃棄物処理について 

・二3月25日までに、土砂と廃卿こ処理する。   

（分別後の土砂を政他に埋め戻して利用することはなしl。）  

・産業廃秦物処理計画について府に報告する。（速やかに提出するム■）  

2．継続的な学校運営の担保について  

・平成適年度（1P年間） 

理責用を盛呪左み、府に提出する。．（3凰14日野切り）  

・僻去の大南定離■名 

3・教育内容（政治的中辛性、差別的表現疑い）について  

・政治的中立性や差別的と疑われる事例につし1ては、不適切と認識。  

二この事例を真撃仕受け止め、今後同様の事例が生じないようにするこ  

・今後・学校法人内lコンプライアンス室を立ち上げるなど、■適正な対応を行う。  

・文科省かうの確認依頼事項に？叩ますべて空走（決められた時間以夕帖トイレを禁止レ   

てし倭、お漏らしし出てンツをカノーンに入れて持ち帰らせる等） 

4．政治家との関与につ←亘  

・・・現在報道されていろ茸倍首相夫象鴻弛参議院議員、中川府会議員に対し、「土地の   

価格を下げてlましい」という働きかけをしたことは一切なしl。もちろん、事務を進めていくうえで   

の相談はしたことがあるが、違法な働きかけは一切してし噂い。  

この件についても文書で回答する。・   



教私第3？99号  

平成29年3月3日  

学校法人森友学園理事長様  

大阪府教育庁私学課長  

イ瑞穂の囲記念小学院」設置認可に係る確認事項について（依頼）  

平成26年10月3享日付けで認可申請のありました、療記小学校の設立について、′認可に  

あたり、確認が必要と琴められ李事項がありますので、印紙の項目について、知紙の締め切りまで  

に、書面にてご回答いただきますよう、お願いいたします。  

【連絡先】   

大阪府教育庁 私学課 

小中高振興グル」ブ 河野、療升   

TEl．06－694ト0351（内線4817）   

下A‡06－6210－9276   



瑞穂の圃記念小学院設置認可について確認する事項  

1．工事の状況につし）て   

（1）残土処分の計画（仮琴き場所の残土搬出後の処理、土質調査の結果）  

締切．り：豊中市への提出・しだい速やかな時期  

・（2）土琴の仮置き瘍所の安全性にフいて  

・締切り三調整   

2．入学の状況について  

・■（1）学年別志願者数、入学予定者敷（3月13日現在）■．   

（2）第2学年の開校の有無について  

※入学予定者数に変更があった場合 ■  
・（3）入学予定者数を前提とした収支予定（10年間）  

（申請時の収支予定の時点修正版）  

細切り‥29年3月14日（火）  

3，教竜体制について  
・教員の指導体制に関すること・   
・指導計画・時間割  

締切り：実地検査の際に確認させていただきます。   



河野裕美  

差出人：  

送信日時：  

宛先：  

CC 

件名：  

添付ファイル：  

SAKAI Yasuo 

2q17年3月6日月曜日・21：43  

河野裕美  

橋本正司；吉本誉；西山免櫻井卓二石橋功太助玉作乳木専一仁  

RE：【再確認をお願いします。】RE：290306確認事項について  

契約署＿関西エアポート用．pdf；契約書＿サステイナブルI瓢Pdf  

野様  

お世言舌になります。  
ご要望のありました契約書2通をお送りします。  

ご確認よろしくお願いします。   

酒井 

Sentw肘IGood（wwwLEOOd．corn）  

差出人： 
送信日時：2017年3月6日18：09：47  
宛先；SAKAIYasuo 
C（：：積木，正司；富木執西山乳棲井卓二；石橋功太郎；玉作智；．木専一仁  
件名：【再確認をお厩いします。】RE：290306確認事項について  

酒井 先生 様 
ご回答をし＼ただきありがとうございます。  

以下の点について追加で確認をお願いします。  
1．に関して  

①海洋中等教育学校の出資企業の役員という方は  
どなたですか。  

②森友学園のどなたが交渉されていたのですか。 
私学課が海陽学園に確認したところ、「役員及び  
関連会社出向職員全員に確認したが、誰も聞いていない」と  
の回答です。  
字・に関して  
①国に提出された請負契約書を大阪府に提出して下さい。  
②最大の金額を見込んで作成したものを、契約書として国に  
提出されたのですか。  

⑨①の契約書とすでに府へ提出された契約書との関係を説明   

して下さい。  
④府に提出の7億5千600万円のエ事費は変更されるという   

可能性があるということですか。  
早急にご回答をお願いします。  
●t◆◆◆●●▲●●●●●t●tt■●●●■■「●●■●●●■－t●■●■■●■・t■◆●●◆◆  

大阪府教育庁 私学課小中高振興グループ  
課長補佐 河野裕美（KounoHt叩mi）  

〒540⊥8570大阪市中央区大手前3－143   
代表：Oeト6941－0351（内線4853）  
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直通＝06一犯Ⅷ一班7874Fax＝06一犯10々278   
E－ma肌：KonoHi虚血‰mf．osaka．k．b 

●◆●■●●■「ト●」l●■1■◆t●■t●◆・●・・＝●▲■●■■■■t■●●◆●●●●●●●■t・■  

From：SAKAtYasuo  

Sent：Monday，叫dTChO6，20174：42PM  
To：河野裕美  
Cc：橋本正司；吉本馨；西山象櫻井卓二；石隠功太取玉作智；木専一仁  
5山師¢t：RE：290306確認事項について  

河野様  
お世話になります。  
1につきましては∴  

海洋中等教育学枚の出資企業の役員と、  
そういう方向で話をしはじめていたものを、 
コンサルのミスで合意したと記載してしまったようです。  
訂正をさせていただければと思います。  
2につきましては、  

約15億円の請負契約書を提出していますが、  
それは各種廃棄物処理費、労務費の上昇などを勘案し七、  
最大でもそれくらいという見込みで作成したものを提出．したようで、  

補助金額が最終のエ事代金額に応じて減少することば了解していたと聞いております。  
正確なエ手代金額や補助金額は、設計会社に確認したいのですが、  
担当者がつかまらず、判明し次第すぐに報告させていただきます。  
取り急ぎ15億円程度で提出しているということは事実のようですので、 

ご報告させていただきます。  
※※※※※※※瀬※※※※※X※翠  

北浜法律事務所・外国法共同事業  
弁護士 酒井康生  

〒541－0041  

大版市中央区北浜1－8－16  

大阪証券取引所ビル  
te川6－6202二1088（代）  

※※※※※※※※※緊※※※※※※  

Frorr）：河野裕美「ma撤）：KonoHi企mbox．Dref．osaka．L（】．iDl  

＄enむMonday，MarchQ6，201712：30PM  
To：SAK封Yasuo  
C∝橋本正司；吉本．肇；西山 寛；櫻井卓二；石橋功太助玉作 智；木専一仁  
Su匝t：290306確認事項について  
森友学園 弁護士  
酒井弁護士碍  
先ほどお電革でお願いしました件について  
以下のとおりです。  
ご回答をいただきますよう  
よろしくお願いします。  
1．別添のとおり先に森友学園から静告がありました   

海陽中等教育学校からの推薦入学枠について、  
合意してしやとの静告を受けております。  
報道によれば、相手方の中等教育学校が  
知らないとのことですので、事実をご報告して下さい。  

2．小学院新築工事にかかるエ事金矧こ？いて、   
府には7億5干6∞万円で報告されています。  
報道によれば、邑の補助金申請にかかるエ事貴と差が   
あるとのことです。   
国への補助金申請額及び内訳、帝への報告との違いについて  
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事実をご報告下さい。  

1・2どちらl手つきましても、本日中、出来るだけ早期に  

ご回答をしヽただきますようよろしくお願いします。  
◆◆◆●◆●■●■■■■■一・●●●■●●●ナ●●●・●－●■◆●■1∩■●t■●t●●●●◆  

大阪府教育庁私学課小中高振興グノレープ  
課長嶺佐河野裕美（Koun8日iro鵬）  

〒540－8570 大阪市中央区大手前3－1ヰ3   

代表＝06⊥6糾1－0お1（内線細田〉   

直通：06－6210－927874Fax：D6－6引0－9278   

E－ma‖：KonoHi（ambox．Dref．osakaJcl二Tt） 
ここここユニこここニュここここここここここここここここここここユニこここここここここここ二   



河野裕美  

差出人：  

送信日時：  

宛先：  

CC：  

件名：  

SAKAIYasuD＜  

2017年3月6日月曜日17：07  

河野裕美  

橋本正司；㌧吉本肇；西山寛；櫻井卓二石橋功太郎；玉作智；末寺一仁  

R［：290306確認事項について  

河野嘩  

お世話になります。   

関西エアポーート補助金申請儲ト1億4800万円  

軍事金額  15億5520万円   

ということです。   

酒井  

Frorn：SAKAIYasuo  
Sent：Monday，叫archO6，20174：41PM  
To：■河野 裕美■  

Cc：橋本正司；吉本馨；西山象櫻井卓二；石橋功太郎：主作歓末寺一亡  
Su叫ect：RE：290306確認事項について   

河容積   

お世話になり書す。   

1につきましては、 

海洋中等教育学校の出資企集の役員と、  
そういう方向で話をしはじめていたものを、  
±ンサルのミスで合意したと記載してしまったようです。  

訂正をさせていただければと思います。   

2につきましては、  

約15億円の請負契約書を提出していますが、 
それは各種廃棄物処理壷、労務費の上昇などを勘案して、  
最大でもそれくらいという見込みで作成したものを提出したようで、  
補助金額が最終のエ事代金額に応じて減少することは了解していたと聞いております。  
正確な土手代金簸や補助金額は」設計会社に確認したいのですが、  
担当者がつかまらず、判明し次第すぐに報告させていただ考ます。 
取り急ぎ15億円程度で提出しているということは事実のようですゎで、  

ご報告させていただきます。  

※※※※※※※嵩※恕※※※※褒※  

北浜法律事務所・外国法共同事業   
弁護士 酒井厚生  

〒541－0041  

大阪市中央区北浜1－8－16  

大阪証券取引所ビル  
teI・06－6202－1088（代）＋   



faxO6－6202－1080  
亘車二二二∵∵ 
．‖‖． ※※※※※※※※※※※※※※※緊  

From：河野裕美rmal伽：KonoHi愈mbox，Dref．osaka．IcI．i叶  
Sent：Monday，MarchO6，．201712：30PM  
To：SAKAIYasu  

C∝橋本正司；吉本馨；西山・象棲井卓二；石橋功太助玉作智；末寺∵仁  
Su坤Ct：2gO3㈹確認事項について 

森友学園 弁護士  
酒井 弁護士 様 

先ほどお電話でお願いしました件について  
以下のとおりです。  
ご回答をし＼ただきますよう  

よろしくお願いします。  

1．別添のとおり先に森友学園から報告がありました  
海陽中等教育学校からの推薦入学枠について、  
合意しているとの報告を受けており草す。   
報道仁よれば、相手方の中等教育学校が  
知らないとのことですので、事実をご報告して下さい。   

2・小学院新琴工事にかかるエ事金額について、   
府には7億5千600万円で報告されています。   
報道によれば、国の補助金申請にかかる工事費と善が  
あるとのことです。   
国への補助金申請嶺及び申訳、府への報告との違いについて  
事実をご報告下さい。  

1．．2どちらにつきまし士も、不日中、出来るだけ早期に 

ご回答をいただきますようよろしくお願いしますこ  

ニこここ＿こここここここここ⊥ニュこここここここここここここここここここ＿ここここ＿こ  

大阪府領青庁 私学課小中高振興グループ  
課長補佐 河野裕美（Koun8日iromi）  

〒540－8570 大阪市中央区大手前3－1－43  

代表：06－6鋸14351（内線4田3）   

直卦06巧210・舵7874．Fax＝06－陀10一犯78 

Eィれa‖：KonoHi企mbox．mtos白b．b．b  
ニここここここ二iiここここニュここニュニュニュニニニニニニここここiこここiこここ二1i   



河野裕美  

差出人：  

送虐日時：  

宛先：  

CCて  

件名：  

河野裕美  

2017年3月・7E】火曜日14：47  

’sAKAIYasuo■  

橋本正和吉本馨；西山∵寛；櫻井卓＝；石橋功太郎；玉作■智；中村哲也  

29D307確認事項について 

酒井 先生   

いつ 
昨日に引続き、お聞合せ左させていただきたい点が  
ございますので、ご回答をよろしくお願いします。   

1．エ事語負契約について   

①同計．同内容、同じ相手方の契約書が3通あるが、何のたあに作成したものなのか。  
それぞれの契約の内容について、対象面積や工法など具体的なエ事内容について  
敢えてください。  
専門家ではないので、資料等をいただきながら違いを確認させて下さい。  

②．国中描助金の返還について、昨日、国と調整していると開いた申f、  

国畔相談lま受けていないとのこと。相談した事実について、いつ、誰と誰が   

調整したのか教えてください。   

2．産業廃棄物排出計画について   
①残土及び産業廃棄物の排出先や排出業者、排出量、具体的な排出方法、  

3月16日までのエ程等について、詳細な内容について教えてください。  

取り急ぎよろしくお廟いします。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

大阪府教育庁私学課小中高振興グループ  
課長補佐河野裕美（KoLlnOHiromi）  

〒540－8570大阪市中央区大手前3－1－43   

代表：06－6941－0351■（内線48由）   

直通：06－6210－927874F去x：06－6210－9278  

E－mailニKonoHi＠mbox．  ref．osak8．l   



河野裕美  

差出人：  

送信8時： 

宛：  

CC±  

名：  

添付ファイル：・■  

河野裕美 

2017年3月8日水曜日0：39  

tSAKAIYasuoI  

鹿本正司；吉本馨；西山買牒井卓二；石橋功太恥玉作斡中村哲也  

RE；290308確認宰項について【再確認】  

2017030723234も．Pdf  

酒井 先生   

いつもお世話になり■ます。   

本件について、至急、ご回苧をお願いします。  

3月7Eほ3：08に共同通信から「教員等雇用予定者リスト」  
に「引き受ける」と言った覚えのない教員が記載されている  
というこ単一スが配信されていますこ（添付資料）  

これに関して大阪府に聞合せが殺到していますので  
至急、事実確認をしていただき、ご回答をお願いします。   

また、先ほどメールでご回答をお厩いしている件についてはこ  
契約の相手方等にも確認をさせていただくことも考えておりますので、  
ご承知おき下さい。  

＊＊ホ＊★＊ヰ＊＊＊ヰ■＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊■＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ■  

大阪府教育庁私学課小中高振興グノレプ  

課長補佐河野裕美（ko＝＝0＝iromi）  

〒．540－8570・大阪市中央区大手前3－1J13  

‘代表：‘06－6g41－0351（内線4853）  

∴直通：06竜210－927874Fax：06巧21b－9278   

E－巾a‖：伽ワ0輔＠mboキDrぱ・OSaや・lq血  
＊不孝＊＊串＊＊琴半＊半半＊＊＊＊＊＊準＊＊＊華筆筆半串事孝＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

From；河野 裕美  
Sent：Wednesday，MarchO8，201712；22AM  
To：■sAKAIYasuo－  
Cc：橋本正和吉本．馨；西山乳櫻井卓二j石橋功太助玉作智；中村哲也  
Sリーjed：290307確認事項につい七【再確認】  

酒井年生 様  

いつもお世話になります。・  
先ほどお返事いただきました点について  
以下のとおりまと．めましたので、ご確認をお願いします。．  

童た‘ご回答をいただいていない点について  
ご回答をお層いします。   



認可の可否の判厳に関わる非常に重要な要義にあたりますので  
文書で速やかにご回答をお腰いしますこ   

また、新たに1．③の質問を追加しておりますので、併せて  
よろしくお願いします。 

なお、ご回答については∴私学専読会に報告させていただきます。  

1，工事請負契約について   

① 同日、同内容、同じ相手方の契約書が3通あるが、何わために作成したものなのか。  
それぞわの契約の内容について、如象面積やエ法など具体的なエ事内容について   

．敢えてください。  

専門家ではないので、資料等をいただきながら遠いを確認させて下さい。  

⇒・大阪府に提出した7億5千60d万円が実際のエ寄金括。  

・与れ以外の契矧こついては、・当初のエ亭金額が補助算定のもととなり、補助金は一旦決定されると、  
その後、エ事金蛮が変更された場合、滅漬はあるが増額はされなし、ので、  
最大の金額を見込んだ（上振れ幅を見込んだ）金額の契約書を作成したもの。  

※3通ある契約の内容について、それぞれ詳細なエ亭内容が分かる資料をし＼ただきますようよろしくお願いします。   

・② 国の補助金の返還について、昨日、国と調重していると同いたが、  
国は相談は受けていないとのこと。相談した事実について、，いつ、誰と謹が  

調整したのか教えてください。  

⇒ご回答をお願いします。   

⑧ 7億5千600万円の契約話負代金の支払い時如呵でlこ到来しています．  
支払いの集積が分かる資料を提出して下さい。  

■。  前払い（平成27年12月25日）  
部分払い（平成28年8月3C‖］）   

＠産業展乗物排出計画について   
（ア）残土及び産業廃棄物の排出先や排出業瓢排出量、具体的な排出方法、   
3月16日までのエ程等について、詳細な内容について敢えてください。   

⇒ご回答をお願いします。 

＊＊＊＊＊＊嚢＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ヰ＊＊＊＊＊＊1＊ホ＊象＊＊＊ヰ＊＊＊＊＊＊＊＊  

大阪府教育庁私学課小中高振興グループ，  

課長補佐河野裕美（KounoH山m相  
〒54M570大阪市中央区大手前3－1－43   

代表：06沌941－0351（内線4853）   

直通：06竜210－927874Fax：0か6210－9278   

E－mail：KonoHi＠■mbox．prが．0閑b．】q」P  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊声＊＊＊＊＊＊＊決＊＊＊＊ヰ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事＊＊＊＊  

From＝河野裕美  
Sent：TuesdaY，Mar⊂hO7；20172：47Pトq  
T加TSAKAIYasuoI  
C亡F橋本正司；吉本馨；西山寛；櫻井卓二；石席功太恥玉作智；中村 哲也  
Subje血之gb307確認事項について  

酒井 先生   



いつもお世話になります。  
昨日に引続き、お聞合せをさせていただきたい点が 
ございますので、ご回答をよろしくお願いします。   

1・エ亭請負契約について   

① 同日、同内容、・同じ相手方の契約書が3通あるが、■ 

それぞれの契約の内容について、対象面積や工法など具体的なエ宇内容について 
敢えてください。  
専門零ではないので、資料等をいただきながら違いを確認させて下さい。   

②国の補助金の返還について、昨日、 
国は相談は受けていないとのこと。相談した事実にういて、いつ、誰と誰が   
調整したのか教えてください。  

2．産業廃棄物排出計画について  
① 残土及び産業廃薫物の排出先や排出業者、排出量、具体的な排出方法、  

3月16日までの工程等について、．詳細な内容について敢えてください。   

取り急ぎよろしくぉ願いします。  

＊＊＊＊＊＊孝＊＊＊春＊＊声＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊♯＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊零＊＊＊＊＊  

大阪府教育庁私学課小中高振興グループ  

課長補佐河野裕奏（kpmoHiromi）  

〒540－弓570 大阪市中央区大手前3－1－43   

代表：06－6941－0351（内線4853）   

直通：06－6210－927874 Fax：06－6210－9278  

E一両ail：KonoHi＠mbox．  「ef．os：lk∂．l  

・3   



Page1  
共同通信ニュ⊥ス  

2017ノ03／0723：08 ■  

◎教員予定者名簿に無断記載・森友、府私学審に提出イ引き  
受けた覚えない」  

芳  
日、分かった。男性は共同通信の取材に「一度も先生を引き受けると言った覚えはない 
」と証言。事実と異なる報告牟；新たに判明し、「不語可」の検討を始めた私学審の判断  
に影響を与えそう・だ。  

官署雷孟阜†  
意誌  

二王  

盲宗       …、引き受けるかどうかは開校近くになってから凱合うこと  
籠池氏の求めに応じて履歴書を送付した後問い合わせはなく、2月25日に、．籠池氏  

側に「引き受けられない」と断りを入れ、了承された。男性はリストに記載されている  
ことは知らされていなかった。男性は3月未で定年退職する予定という．  

稚芸冨蓋蓋轡至芸詔豪産蓋豊宗吾葉蕾妄誓志≡誓書詔書聖謂恕葦嘉嘉是貿           性について「非常勤だがベテラン。小学校の経験を基に先生方の指導的立場と聞いてい 卑 
」一■と委員Iこ紹介していた。 

‾般社抽入共同通信社または情報線供者に帰属し辛す。記事の無帽   



平成29年■3月7日18：30～19■：35 ブリーフィング概要  

【国交省補助金の契約書について】  

Q．森友学園が国交省た提出した契約書と当初府に墟出していた契約書はどこが違うのか。  

A．金額以外は同じ。  

Q．契約書の内容は何か。何が書かれているか全て教えてはしい。  

A．発注者・受注者・・工事場所・エ期・支払い方法・特記事項・解体費用・その他  

Q．金額は？  

A．23億8千万と・ある。  

Q周交省は21億といってたと患うが、その差は何か？  

A．確認していない。国交省にはこちらの金額を伝えたのみで、「同じようですね」と言った   

ので、府と国交省は同じ契約書を見ていると考えた。  

Q・契約書が2つあゃという享とは、何らかの意図があったと思うか。  

A通常そう考えるかも知れない。ただ、とちらカ軍しいのかという話になる。   

Q．金額の差異について、森友学園の弁護士から何か説明はあったか。  

A・本自電話で「見込める最大の金額セす」という説明があらた。もう少し詳しく訊く必要   

はある．  

【保護者和らの要望について】  

Q．今日要望に来られたのは何名？  

A．3名  

Q．要望の内容は々  

A．入学に胸を膨らませてしゝる子供のことを第一に考えてほしい、といったもの。  

【海陽中等教育学校の件】  

Q．海陽学園に事実確認できたか。  

A．今日は学放が休みで確認できていない。  

【全体的な質問】  

Q．私学課として、今後の最優先事項はなにか。  

A．安全性と経皆の安定性を確認すること。   



河野裕美  

差出人：  

迷虐日時：  

宛先：  

CC：  

件名：  

SAKAI Yasua 

2017年3月8日水曜日19：15  

河野裕美   

橋本正司；吉本蕃；西山寛；櫻井卓＝；石橋功太郎；玉作習；中村哲也；牧  

健一  

RE：290308確認事項について（教員、理事長経歴、実地検査）  

河野様   

お世話になります。  
お宅詣でお伝えしましたが産廃関係の業者からのメールを転送します。  
ご確認よろしくお願い致します。   

産廃契約の経過状況を報告させて頂きます。  

です。  

冨諾臥木、繊維男＝L＿ 
（診産廃混じり土（契約中）   

実益した、■∵は豊中市にも離し妄したが  
⑨の契印欄・みましたら、⑨で処分する予定です。  
あと1、Z社契約繹ぶ予定です。  
契約できた時点で報告します。 
計画書への記載は随時行ってし早まとまり次第報告します。  

癌井 

From：河野裕美・【mailEo：KonoHi＠mbox．pref．osaka．1g．jp］  
＄ent：Wednesday，MarchO8，20173：13PM  
To：SAKAlYasuo  

Cc：橋本正司；吉本馨；西山寛；棲井卓二；石橋功太郎：玉作管；ヰ村哲也牧健一  
Su坤ect：RE：290308確認事項について（教員、瞳幸長経歴、裏地検査）  

漕井 先生  

お世話になります。  
早速ご回答をいただきありがとうござし」ます。  

2点∃の理事長の竃歴について、  
出向されたことのない「自治省」という役所名が唐突に出てくること、  
それもアル／くイトの方から出てきたということが理解出来ません。 
経緯についてこ再度調査をお願いします。   

3点目の現地検査にフいて、明日9日（木）午後2時一承知しました。  
確認する件について添付のとおりまとめましたので、  
ご準備をお厭いします。  
帯地理事長の畢会いのもと実施させていただきます。  
念のため当日のご出席者を革知らせ下さい．  

1   



これまで、メールにてお願いしていました事項についても  
盛り込んでおりますのでご準備をよろしくお願いします。  

●■◆●■●●●◆●●●●ヽ◆t■■◆◆◆◆●－●◆◆★■1ト●●◆●●◆・●●t●●●●t●  

大阪府教育庁私学諌小中高振興グループ  
課長補佐河野路美（KMOH仙）  

〒54Mm大阪市中央区大手前3－1ヰ3  

代表：06⊥6941－0351（内線4853）   

直通＝06」陀10－9m74Fぬ＝06－紀仙配ア8   
E－m釧：KonoH旧血boxo陀†．osab．l□，b  

こ㈱  

From：SAKAIYasuo  
Sent：Wednesday．MdrchO8，20171：36PM  
To：河野裕美  
CG：橋本正司；吉本監西山．寛；趣井．卓ニ：石橋功太助玉作智：中村哲也  
Subje比RE＝290M確認事項について（教員、聾事長径歴、実地検査）  

海野様   

お世話になります。   

「つ員のご質問については、  
現時点で後任は決まっておらず、探しているとこちということです。  
14日まⅦこ決まれば追ってご報告し1たします。  

退職の申し 
昨今の報道等に対する対応のために後回しになってしまっていたとのことで、  
ご容赦くだ乱、とのことです。 

業だ研嘲甲り  
訂正さ耳ていただきます。 

去冊レル㈹凱  

今回それを転記したために間違いが発生したとのことだそうです。  
いずれにせよ、重要な書類であるにも関わらず、  
由ができていなかったことは申し訳なく考えております。  

三つ目のご質問については∴  
明白の午後2時に現場でということになっていると閲し、ております。   

酒井  

From＝河野裕美rma叫  
Sent：Wednesday，MarchO8，20171：10PM  
To：SAKAIYasuo  
Cc：橋本正司；吉本誓；西叫寛；櫻井卓ニ；石橋功太郎■；玉作乱中村哲也  
Subject＝290308確認事項にういて（教員、理事長経歴、実地検査）  

酒井 先生   

お世話になりますこ  
対象となる資料について承知しました。  

2   



調査いたします。  

教員の雇用に関してご回答をL、ただいたところです。  

今回の件l羊該当する方は「総括教員」の  ！  先生だと思われます∴ 

この方についてはキャリアや他の教員の小学校教員の経験年数を踏まえ、  
適正な学校運営を行うに当たって、必須の方だと思われます。  
つきましては、後 
その方が申・bとなって学校運営すると籠池先生から説明を受けておりましたので、  

後任を採用されないのであれば、その理由を敢えてください。 
私学審議会においても、教員体制については議論されておりましたので、  
いただきましたご回答を報告する必要があります。  
他の質問と併せて14日（火）までにご報告をお願いします。  

また、理事長の経歴について、さきほど・自治省には出向されたことがない与とを  
職員さんが間違えて記載されたとのことセすが、なぜ、間違えられたのでしょうか。  
間違えると写ってもあまりに唐突なのではないかと思い、理由を確認して  
敢えてくださし＼。■■■の件もよろしくお琴いします。  

現場検査の日程について、3月9日（木）であれば可能との  
お返事を以前にいただいており、決定の最終調整は事前にと言うことになっていました。  
この間、領地理事長に何度もお電話をさせていただいておりますが、  
つながりらず、明日、実地検査が出来ない状況です。  
残土の搬出状況や建雫の進捗戎況を踏まえ、1週間程度（搬出鹿了予定の15日くらい）  
遅らせるとしても、月程調整が必要です。  
14日（火）15日（水）の予定について寵地理事長にご確認をいた磨きますよう  

よろしくお願いします。   

3点目について∴急ぎでと思い事務所にお電話を差し上げております。  

酒井先生はご不在でしたので、ご伝言をしております。  

私学課河野（内4853）  

FrorTl：SAKAIYasuo  
Sent：WedneヒSday，MarchO8．201711：15AM  
To：河野裕美  
Cp：橋本正司；吉本馨：西山■尭；櫻井卓二：石橋功太助玉作智：中村哲也  
Su叫ect＝RE：290307確認事項について【再確認】 

取り急ぎは、  
寄付者名簿∴  
教員名簿、  
です。  
特に教員名簿は直近に提出したものなので、  
調査も早いかと思っております。  
酒井  

SentvmhGood（WWW・QOOd・COml  

差出人：河野裕美  
送信 
宛先：SAKAIYasuo   



CC：橋本正司：吉本馨；西山 寛；櫻井卓二；石橋功太郎；玉作智；中村哲也  
件名：R巳290307確認事項についセ【再確認】   

酒井弁護士．様   

お世話になります。   

マスコミが持って．いるという資料について  

具体的l±どの資料を指してられますでしようか。  

調査させていただきますので、お知らせ下さい。   

●t■●■▲●■t・●t一－●●t・t・・■●tt・●◆●・■M◆●◆■＝■●●●◆●・●t・■●●一  

大阪府教育庁私学課小中高振興グノレープ  
課長補佐河野裕美（KounoH行mi）  

〒540－8刑 大阪市中央区大手前3－1ヰ3   
代表：08づ941－0351（内線4853）   
直通：06掘210尋27874Fax：06づ21D一犯78   
E－m劇：KonoH旧！mbmrが，OSak8」（】．b ・  

●■◆■●●◆●－■●●■●●●●■●t●●●■●■●●●－●●●●●●●●■■「■●●●・■・●●  

From：SAKALYasuo  
＄ent：Wednesday，．MarchO8．201710：25AM   
To：河野裕美  

Cc：橋本正司；吉本撃；西山算；櫻井卓ニ；石橋功太助玉作智；中村哲也  
亭u埴Ct：R巳29m7確認事項について【再確認】   

河野様・   

おせ諸になります。  
弊法人が大阪府様に提出した資料を、  
マスコミ各社が持っているという現状について、  
誰が資料を流出させたのか、  
貴庁の鞍員であれば、懲戒解雇にもあたる行為だと思いますので、  
ご確認お願い致します。  
今週中に必ずご直答くださし＼。   

※※※※※※※※※※※※※※※※  

、北浜法律事務所・外国法共同事業  
弁護士．酒井康生  

〒541－Ml  
大阪市中央区北浜1－か16  

大阪証券取引所ビル  
鳳06一能陀－イM（代）・＋・  
ねXO6－6202⊥108D  
e－ma‖  
※※※  

From：SAKAIYasuo  
Sent：Wednesday，MarchO8．20179：07AM  
To：河野裕美  
Cc＝橋本正司；吉本馨；■西山寛；横井卓二；石橋功太敗軍作執中村哲也  
Subject：RE：290307確認事項について【再確認】  

4   



支払い実績については、既に提出済みの2回と、  
最終についてはまだエ事が終わってないので支払いはしていないとのことです。  
酒井  

Se両W仙God（WWW．qOOd．m）  

差出人：SAKAIYas叩  
送盾日時：2017年3月8日8：51：07  
宛先：河野裕美  
CC：橋本正司；富木馨；西山魚種井卓±；石橋功太助玉価智；中村哲也  
件名：RE：290307確認事項について【再確認】 

国の担当者ですが、  
国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅埠興皇 
シフタニ、タムラ、ムラカミ  
ゐ8名だそうです。 

酒井  

Sent而thGood（WWW皿〕Od．m）  

差出人：SAKAIYas0  
送信日時ゴ2017年3月8日1：56：10  
宛先：河野裕美   

CC：橋本．正敏吉本馨；西山寛：櫻井卓ニ；．石橋功太郎；玉作智；中村哲也  
件名：RE：290307確認事項について【再癒認】   

河野様   

お世話になります。  
深夜までお疲れ様です。  

さて、エ季語負契如こつきまして、口頭でご説明し、大阪府で検計するということでしたが」こちらも経緯を対外的に説明  
すべきと考え、明白の敵手ホー皐ページに説明文書をアップしますので、ご確認くださし、。不明な点があれば、必要な点  
は追加でご説明いたします。  
なお、説明文書を見ていただければわかりますが、1引意と22嘩ゐ契約書に関して、詳細なエ事内容を牢す資料などな  
し、です。そのようなものを徴求されること自体、こちらの説明をご理解されていないのかなと不安になりますので、よろし  
くお願しヽします。  

国とのやりとりは、キアラのt氏がなっています。  
国交省の担当者は確認でき次第お教えします。  

支払葵績も確認しよす。  

産廃は確認中ですので、お待ちくださしi。   

・酒井  

Sentw冊1Good（WWW．qOOd．com）   



差出人：河野裕美  
送信日時：加17年3月8日桓1：謂  
宛先こSAK則Yasuo  
CC…橋本正司；吉本琴；西山寛；櫻井卓二；石橋功太郎；玉作智；中村哲也  
件名：29M7確認事項について【再確認】   

酒井先生様   

いつもお世話になります。  
先ほどお返事いただきました点について 
以下のとおりまとめましたので、ご確認をお障いします。   

また、ご回答をいただいていない点について  
ご回答をお願いします。   

認可の可否の判断に関わる非常に重要な要素にあたりますので  
文書で速やかにご回答をお願いしますD  

、ナ1ゆm粗如しており去ナの、俳号て  
よろしくお厩いします。  

なお、ご回答については、私学琴議会 

1．工事請負契鰍こついて   

①同 
それぞれの契約の内容について、－対象面積やエ法など具体的なエ事内容について  
教えてください。 
専門家でlまないので、資料等をいただきながら違いを確認させて下さい。  

⇒・大阪府に振出した7億5千600万円が実際のエ事金額。  

・それ以外の契約については、当初のエ事金額が補助算定のもととなり、補助金は一旦決定されると、  
その後、エ事金額が変更された場合、減額はあるが増額はされないので、  
最大の金額を見込んだ（上坂れ備を見込んだ）金額の契約書を作成したもの。  

※3通ある契約の内容について、それぞれ詳珊なエ事内容が分かる資料をいただきますようよろしくお願いしま  

す。   

②国ゐ補助金の返琴につしiて、昨日、国と調整し七いると聞いたが、   

国は相談は受けていないとのこと。相談した事実について、いつ、 
調整したのか敢えてください。  

⇒ご由答をお厩し1します。   

⑨ 7億5干600万円の契約請負代金の支払い時期がすでに到来しています。  
支払いの実績が分かる資料を提出して下さい。  
前払い（平成27年12月～5日）＝＋   H  2；胃芸i。  部分払い（平成28年6月30  

④産業展葉物排出計画に？いて   
（ア）残土及び産業廃棄物の排出先や排出業者、排出量J具体的な排出方法、   
3月16■日までのエ程等について、詳細な内容に？いて教えてください。   

⇒ご回答をお願いします。   



大阪府教育庁私学課小中高振興グループ  
課長補佐河野裕美（KomHir馴而）  

〒540一貼叩大阪市中央区大手前3－1ヰ3   
代表：06－6941－0351（内線4853）   

直通：06－6210－927874Fax：06掘210一班78   
E－m釧：KonoHi愈mbo‰D陀f．osaka．b．iD  

t●■●●－■◆■●■●●●◆●●◆●●●◆●●★◆●●●●●●t●t◆●t●◆●●■●■●・●  

From：河野裕美  
Sent：Tuesday，March．07．20172：47PM  
To：．SAKAIYasuoI  

Cc：橋本正司；吉本撃；西山寛；櫻井卓二；石橋功太郎；玉作■智；中村哲也   
Subject主290307確認事項 

5酉井 先生   

いつもお世話になります。  
昨日に引続き、お問合せをさせていただきたい点が  
ございます¢で、ご回答をよろしくお願いします．。   

1．エ事請負契約について   

①同日、同内容、同じ相手方の契約書が3通あるが、何のために作成したものなのか。  
それぞれの契約め内容について、対象面積やエ法など具体的なエ宇内容にういて  
教えてください。  
専門家ではないので、・資料等をいただきながら違いを確認させて下さい。   

②国の補助垂の返還について、昨日、国と調整していると聞いたが、  
国は相談は受けていないとのこと。相談した事実について、いつ、誰と誰が   
調整したのか敢えて 

2．産集廃棄物排出計画について   
①残土及び産業展乗物の排出先や排出業者、排出量、具体的な排出方法、  

3月16日までのエ程等について、詳細な内容について敢えてください。   

取り急ぎよろしくお願いします。  

◆t●■●●■■■■●●■●t－●▲●■■◆◆●●■●◆t◆◆■■■寸◆■■◆■■■■●■◆▲◆■●t◆  

不阪麻殻育庁私学課小中高振興グル「プ 
課長補佐河野．裕美（Kom捕mi）  

〒540欄570大阪市中央区大手前㌻143  

代表‥0＆6941－03引（内線48田）   

直通：06一陀10－9㌘874Fax：P6一能10－g㌘8   

E－mil：KonoHi愈mbox．Dref，OSaka．k）㊥   
㈹ニこユニ   



瑞穂の園記念小学院現地視察での確認事項  

1．施設・設備について   

（1）校舎、運動場の確認  

※（2）設備、備品の確認（普通教室の机十椅子、特別教室の設備、図書室   
の配架、保健彗の設備、職員掌・事務室め備品 等）   

2．児童確保の現状について   

（1）入学者名簿 入学手続き確認（入学金の入金状況等を証憑書類で確認）  

（2）志願者名簿（検定料入金状況等）  

3．教員について   

（1）教員リスト（教員免許、雇用契約書（就任承諾書）等を確乱非常勤講  
師の出勤日と  時間割の突合 他）   

（2）教員指導体制 

4．カリキュラムについて   

（1）各科目の年間指導計画（シラ／．てス）   

（2）時間割  

（3）年間行事予定  

5．工事費について  

（1）3件の工事費の積算が分かるもの   

（2）エ事責支払い状況（これまでに支払った工事関係経費の支払に関する稟  
議、勘定元帳、銀行口座の出金状況i領収妻）   



河野裕美  

差出人：  

送侶日時：  

宛先：  

CC：  

件名：  

SAKAtYasuo＜             ＞  

2017年3月8日水曜日16：58  

河野裕美  

橋本正司；串本馨；西山寛；櫻井卓二石橋功太軌玉作智；中村哲囁牧  
健一  

RE：290308確認事項について（教員、埋季長経歴、実地検査）  

河野様   

お世話になります。   

アルバイトの人との会話の中で、  
自治省に出張したことかあるを、  
自治省に出向していたことがある、  
自治省から出向した、  
になったのではないか、ということです。  
こういう理由が通るかどうかは私が判断することではありませんが、理事長がヒアリングしたことをそのま  
まお伝えいたします。   

明白鱒、私は同席できませんが、  
理事長は現地で立ち会うということセす。   

…酉井 

SentwithGood（www．good．com）  

差出人：河野裕美  
送信日・時：2017年ユ月8日15：12：59  

宛先；SAKAIYasuo  
C（：：橋本正和吉本執西山覿櫻井卓＝；石橋功太助玉作戦中村哲也牧健一  
件名：RE：290308確認事項について（教具、理事長経歴、実地検査）   

酒井先生  
お世話になります。  
早速ご回答をいただきありがとうございます。  
2点目の壇手長の経歴について」  
出向された土とのない「自治省」とし＼う役所名が唐突に出てくる土と、  

それもアル／くイトの方から出てきたということが理解出来ません。  

纏緯について、再度調査をお願いします。  
3点目の現地検査について、明日9日（禾）午後2時一承知しました。  
確認する件について添付のとおりまとめましたのでこ  
ご準備をお願いします。  
籠池理事長d立会いのもと実施させていただきます。  
念のため当日のご出席者窄お知らせ下さい。  
これまで、メールにてお願いしていました事項についても  
盛り込んでおり音すのでご準備をよろしくお節いします。  

1   



●■■iiユニニここここi二こここここニュニュユニユニ1ユニニュここここ「こここiここ  

大阪府教育庁私学課小中高振興グループ  
課長補佐河野絵美（Koum血叫）  

〒540－8570大阪市中央区大手前㌻1ヰ3   

代襲：06－6錮1－035 

直通：06・髭10一犯7874 Fax：06一能10竜278   

Eィmil：KmHi愈mbD乳Dref．osab．lq．b  
●◆◆－●■●■●t■■H■●・●●●■●－●◆●t●●◆◆、●・●◆・●●＝■■◆●◆●■●■●●  

F血11：SAK則Y8叫【md廿b二ニコ  
Sent：Wednesday，MarchO8，20171：36PM  
To：河野．裕美  

C∝橋本一正司；吉本馨；西山免租井卓ニ；石橋功太助玉作智；中村哲也  
Su叫ed：RE：2903柑確認事項について（教員、理事長経歴、実地検査）  
河野様  
お世話になります。  
一つ目■のご覧間については、  
現時点で後任は決まっておらず、探しているところという土とです。  
14日までに決まれば追ってご報告いたします。  

退職の申し出のご連絡が遅くなったことについては、  
昨今の報道等に対する対応のために後回しになってしまっていたとのことで、  
ご容赦くださいとのことです。 
＝つ目のご質問については、  

乱く－よ   の卒業だそうで、■や自治省らですので二  
訂正させていただきます。  
なお、過去にアル′くイトセ採用していた職員が作成した経歴表が、  
なぜれI自治雀   ヒなっており、  
今回それを患記したために間違いが発生したとのことだそうです。  
いずれにせよ、重要な書簸であるにも関わらず、  
確認ができ七いなかったことは申し訳なく考えております。  
亭つ日のご質問に？いては、 
明日の午後2時に現場でということlこなっていると聞いております，  

酒井  

Frm：河野裕美†mm∝K㈹Hi命mbDX．mf．osakaJo．iDl  
＄ent：Wednesday，MarchO8．20171：10PM  
To：SAK則Yasuo  

CG：橋本正司；吉本象西山革；櫻井卓二：石橋功太郎；玉作智；中村哲也  
S叫e虎2903は確認事項について（教員、理事長経歴、実地検査）  
酒井 先生 
お世話になります。  
対象となる資料について承知し草した○  
調査いたします。  
教員の雇用に関してご回答をいただいたところセす。  

え、  
適正な学校運営を行うに当たらて、必須の方だと思われます。  
つき乱ては、後年の方を採用される予定l締り手すか。  
その方が中心とならて学校運営すると籠地先生から説明を受けておりましたので、  
後任を採用されないのであれば、その理由を敢えてください。  
私学審議会においても、教員体制につし＼¶ま議論されておりましたのセ、  

いただきましたご回答を報告する必要があります。  
他の質問と併せて14日 
また、理事長の経歴について、さきほど、自治省には出向されたことがないことを  
職員さんが間違えて記載されたとのことですが、なぜ、間違えられたのでしょうか。  

、、醐して 

2   



現場検査の日程について、3月9日（木）であれば可能との  
お返事を以前にいただいており、決定の最終調整は事前にと言うことになっていました。  
この敵領地理事長に何度もお電話をさせていただいております机  
つながりらず、明日、実地検査が出来ない状況です。  
残土の搬出状況や建築の進捗状況を踏去阜、1週間程度（搬出鹿了予元の15日くらい）  
遅らせるとしても、日程調整が必要です。  
14日（火）15日（水）の予定について籠地理事長にご確認をいただきますよう  

よろしくお願いします。  
3点目について、急ぎでと思い事務所にお電話を差し上げております。  
酒井先生はご不在でしたので、ご伝言をしております。  
私学課 河野（内4853）  

From：SAKA［Yasuo  
SerLt：Wednesday．MarchO  
To：河野 裕美  

Cc：橋本正司：吉本馨：西山寛；櫻井卓ニ；石橋功太郎；玉作智；中村哲也  
Su坤如t：RE：2甲307確認事項について【再確認】  
取り急ぎは、  
寄付者名簿、  
教員名簿、  
ですこ  
特に教員名簿は直近に提出したものなので、  
調査も早いかと患っております。  
酒井  

SentwithGood（WⅣⅣ・qOOd．com）  

差出人：河野裕美  
送信日時：2017年3月8日■10：51：11  
宛先：SAK則Yasuo  
CC：橋本正司；吉本馨；西山寛；櫻井卓二；石橋功太耽玉作智；中村哲也  
件名：RE：290∽7確認事項について【再確認】   

酒井．弁護士様  
お世話になります。  
マスコミが持っているという資料について  
具体的にどの資料を指してられますでしょうか。  
調査させていただきますので、お知らせ下さい。  
■◆●■■◆■●■◆■●十●●●◆■tr■■▼●●■r「●●●■●●●●■●●t●¶Hl■rl■1  

大阪府教育庁私学課■小中高振興グループ  
課長補佐河野裕美（K山高■川mi）  

〒540－8570■大阪市中央区大手前3－1ヰ3   
代表：06－6941－0351（内線4853）  

‘直通：06－6210－927874 Fax：06－6210＿9278   
EmiI：KonoHi（ambox，Dref．osaka．kLiD  

ユニこここiニ∴ここユニユニ」こ∴ニこここここここここここ＿ここここここニニニニュニニニニ  

From：SAKArYasuo  

Sent：Wednesday，MarchO8，2017  
To：河野 裕美  
CG：橋本正司；吉本敦西山寛；櫻井卓二；石橋功太助玉作智；中称哲也  
岳u叫ect：RE：2903叩確認事項ヒついて【再確認】  
河野積  
お世話になります。  
弊法人が大阪府様に提出した資料を」  
マスコミ各社が持っているという現状につい■て、  

3   



誰が資料を流出させたのか、  
貴庁の職員であれば、懲戒解雇にもあたる行為ギと患います甲で  
ご確認お願い致します。  
今週中に必ずご回答ください。 

北浜法律書務所t外国法共同事業  

弁護士 笹井腐生  
〒541－0041  

大阪市中央区北東1竜一16  
大阪証券取引所ビル  
鳳06－㌫肌－10銅（代）・＋ 
向xO6－6202＿1080  
e-mail  
※欒※※※※※※※※※儀儲儲■※※  

Frop：SAKAIYa＄UO  
Sent：Wednesday，MarchO8，20179：07AM  
To：河野 
Ce：・橋本正司：吉本馨：西山 寛；襖井卓二：石橋功太郎；玉作智；中村哲也  
Subject：R∈：290307確認事項について【再確認】  
支払い実績については、既に提出済みの2回と、  

最終についてはまだエ辛が終わってないので支払いはしていないとのことです。  
酒井  

Sentw仙Go∝＝ww軋qOOd．00m）  

差出人：SAKAIYasuo  
送信日時：2017年3月8日8：51：0ア  
宛先：河野裕美  
CC：橋本正司；吉本肇；西山寛；櫻井卓二；石橋功太触玉作智；中村哲也  
件名・：RE：290307確認事項について【再確認】   

国ゐ担当者ですが、  
国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 
シブタニ、タムラ、ムラカミ  
の3名だそうです。  

ラ西井  

Se雨W肋紬（W〟軋qOd．00ml  

差出人：SAKAIYasuq  
送信日時：2017年3月8日1：56：10  

宛先：河野裕美  
CC：橋本正司；吉本馨：西山寛；接井卓二；石橋功太助玉作智：中村哲也  
件名：月∈：2g叩07確認事項について【革確認】  

河積  

お世話になります。  
深夜までお疲れ様です。・   

さて、エ事請負契約につきまして、口頭でご説明し、大阪府で検討するということでしたが、こちらも経緯を対外的に説明  
すべきと考え、明日の朝にホームページに翠明文書をアップしますので、ご確認ください。不明な点があれば、必要な点  
は追加でご説明いたします。  

■4   



なお、説明文書を見ていただければわかりますが、15債と22億の契約書に関して、詳細なエ寺内容を示す資料などな  
いです。そのようなものを徴求されること自体、．こちらの説明をご理解されていないのかなと不安になりますので、よろし  
くお願いします。  

国とのやりとりは、キァラの■氏が行な云ています。  
国交省の担当者は確認でき次第お教えします。   

支払実績も確認します。  

産廃は確認中ですのセ、お待ちください。  

酒  

Sentw仙Good（W・□Od・00m）  

差串人：河野裕美  
送信日時：罰17年3月8日0：21こ誠  
宛先：SAK則Ya＄uO  
CC＝橋本正司；吉本響；西山象櫻井卓二；石橋・功太助玉作■智：．中村哲也  
件名：290307確認事項について【再確認】 

酒井畢生様  
いつもお世話になります。  
先lまどお返事いただきました点について  

以下のとおり苦とめましたので、ご確認をお願いします。  
また、ご回答をいただいていない点について   
ご回答をお醜いし辛す。  
翠可の可否の判断に関わる非常に重要な要素にあたりますので  
文書で速やかにご回答をお願いします。 
また、新たに1．店）の質問を追加しておりますので、併せて  

よろしくお廉いします。  
なお、ご回答については、私学審議会に報告させていただきます。  
1い工事請負契約について   

①同日、同内容、同じ相手方の契約書が3通あるが、何のために作成したものなのか。  
それぞれの条約の内容について、対象面顎やエ法など具体申なエ事内容につし†て   
教えてください。 
専門家ではないので、資料等をいただきながら違いを確認させて下さい。  
⇒・大阪府に提出した7偉5千600万円が実際のエ事金額。   

・それ以外の契矧こつしiては、当初のエ事金額が補助軍定のもととなり、補助金は一旦決定されると、  

その後ニエ手金額が変更された場合、減額はあるが増窺はされないので、  
最大の金額を見込んだ（上振れ幅を見込んだ）金枝の契約書を作成したもの．  

※3通ある契約の内容について、それぞれ革紐なエ事内容が分かる資料をいただき衰すようよろしくお願いしま  
す。   
◎国の補助金の返還について、昨日、国と調整してし鳩と聞いたが、  

国は相談は受けていないとのこと。相談した事実について、いつ、誰と誰が  
調整したのか教えてください。 

⇒ご回答をお願いします。  

⑧ 7億5千即0万円の契約請負代金の支払い時期がすでに到来しています。  
支払〔、の実績が分かる資料を提出して下さい。  
前払い（平成27年12月25日）∴＋  円  
部分払い（平成光年6月知日）：  1  

④産業廃棄物排出計画について  
（ア）残土及び産業廃棄物の排出先や排出業者、排出量、具体的な排出方法、  

5   



3月16日までの工程等について、詳細な内容について敢えてください。   

⇒ご回答をお願いします。 
●●◆●◆◆▲・t●■・●●◆●●●●◆・◆・t■■●●■■■◆●■●●▼－1▲一●－暮  

大阪府教育庁私学課小中高振奥グノレープ  
課長補佐河野裕美（Koum川mi）  

〒540－8訂0大阪市中央区大手前3－1一現   

代表：06・69414351（内線48日）   

層通＝06・舵1M27874Fax：06一日10一詑閃   

EィnaH：KDnOHi（詠rnboxJ］ref．osakaJq．iD  
酬■  

From：河野裕美  
Sent：Tuesday．MarchO7，20172：47PM  
To：r＄AKArYasuol  
Cc：橋本正司；吉本夢：西山 乳櫻井卓二；石橋功太助玉作敵中村哲也  
Su叫ect：2gO307確認事項について 
酒井．先生  

いつもお世話にな 
昨日に引続き、お問合せをさせていただきたい点が  
ございますので、ご回答をよろしくお願いしますb  

l．工事請負契約について  
①同日、同内容、同じ相手方の契約書が3通あるが、何のために作成したものなのか。  
それぞれの契約の内容について、対象面積やエ法など具体的なエ事内容について  
敢えてください。  
専門家ではないので、資料等をいただきながら違いを確認させて下さい。  

②国の補助金の返還について、昨日、国と調整していると聞いたが、  
国挿相談は受けていないとのこと。相談した事実について、いつ、誰と誰が  
調整したのか教えてください。  

2．産業廃棄物排出計画にういて 
①残土及び産業廃棄物の排出先1坤拙業者、排出量、具体的な排出方法、 

3月16日までの工程等につしiてこ詳細な内容について教えてください。  
取り急ぎよろしくお願いします。  
tln■●◆t●●●●◆◆■▼■1ト●●■●●■●●●◆●●H■●◆t’●▼●●●tttr●▼●  

大阪府教育庁私学課小中高振興ゲル⊥プ  
課長補佐河野裕美（Kouno川ふmiう  

〒540－8570大阪市中央区大手前3－1－43   
代表：06－6941－0351（内線4853）   

直通：06－6210－9278？4Fax：06－6210－9278 
E一雨ail：岬P  

七★ナユニニニ＿★■★■■★★★ニニュニ＿★●★■★t★出★★★★■嚢・書こユニニニニ★★   



平成29年3月8日19：．00～19：40 ブリーフィング概要  

【私学課からの発表】  

①教貞の雇用に？いて、森友学園の説明としては、2月22日の臨睡審議会の段階では就   

職する意同を示し七いたが25日に辞退の申し出があった、とのこと。 

本人に確認しようと森友側の代理人に連絡先を訊いたが個人情報だとして教えてもらえ   

なかっ牢q学校へは代わりの教員を見つけるよう伝ネオいる。  

②理事長の経歴の件については、過去にアルバイトが作成した革料が誤っており、それを   

履歴書に転記したための誤りであるとの■説明。「自治省k出張した」心巧甲を「自治省   

に出向した」と誤り、その後「自治省から出向」という誤りに至ったとの説明である。  

③森友学園かちは、午鱒申渡したHPのとおりであると説明を受けた。国交省には、補助   

金の申請日等の確認遠行っている。  

④海防中等教育学校の鱒だが、同校に事実確認を行ったところ、HP記載のとおりである   

との回答。  

⑤現地検査については、2月9日14時との連絡が代理人からあった。  

【寸スコミからの貸間】  

Q，採用予定だった教員の代わりはいつごろまでに克っかるのか。また、見つからなければ  

挙校甲運営は厳しいか。  

A．14日由処に見つけでもらう。中心的な教員だったゐで代わりになる人は必要だと思   

う。見つか・らないということになれば、審議会セもさまざまな意見が出ると思う。   

Q属地視察の眉申を改めて敢えてほしい。  

A包施設・校舎・連動場・備品の確認   

②児草（入学者）■の確虎状況の確認   

③教員の免許・・雇用契約書・（就任承諾書）や指導体制の確認   

④シラバス等のカリキュラムの確認   

それ以外にも、教員の雇用の件や工事費の件について確認する。  

Q．児童の確保状況というのむまどうやって確認するのか。  

九人学金の振り込み状況等  

Q．次の革議会はいつ開催されるか。  

A．14日を待ってその状況によって早くやらないといけない七lま思うが、具体的な調整は  

していない。  

q・9日の現地頓査の結果は審議会に報告するか。  

A．会長には報告する予定。   



教私案3383号  

平成2う年3月9日  

学校法人森友学園理事長．様  

大阪府教育庁私学課長   

「瑞穂の国記念小学院」設置認可に係る実地検査について（通知）   

平成29年3月9日午後Z時42分より実施しました標記の検査中に、貴法人の塚本幼  

稚園副園長が当課の許可なく職員を写真撮影しまし卑。当課より、撮影を中止するよう、再三、  

申し入れたにも関わらずこ撮影が行われるなど検査妨軍があつ由三め、検査の継続は不可能と判  

断し、検査を中止しましたも   

また、3月3日に行いました面談の際においても、当課の許可なく職員の写真撮影を行い、そ  

甲写真が第三者のブログに、職員の氏名及び事実と黒革る文言とともに掲載され、当課からの申  

し入れに応じて掲載を中止されたところです。   

今後、＝度と同様の行為が行われないよう申し入れるとともに、抗議します。＝度にわたって職 

昌の写真撮影を行った副園長が同席される場合には、今後、実地検査は行いません。  

上記条件を早急に整え、実地検査を受けられることを要請します。  

【連絡先】   

大阪府教育庁 私学課   

小中高振興グループ 河野、樫井   

T】；L O6－694l－035－1（内議4817）   

fAI O6二6210－9276   



教育庁私学課記者会見 要旨  

日時；平成29年3月9日18：00～18：50  

場所：大阪府公館1鹿サロン（大）  

対応：教育庁私学課 橋本私学監  

吉本課長  

主なやり取り：以下のとおり  

（○：報道 ●：私学謀）  

●本日の実地検査について、13＝50ぐらいに到着し、1■4：42ごろから開始し、契約書等にらい   

ての説明を求めた。  

理事長は、ホームベ十ジに掲載されている内容産経り返し主温   

建築工事に係る領収審を見せてほしいと理事長に伝えた。  

始めは理事長しかいなかったが、途中副園長が来ら．れた。その際、「マスコミに資料出してるんはお  

前やろ」と特定の職長を指さしながら、ガラケーで写革をずっと振られたた臥これでは検査が出来   

ないと判断し、検査を中止した。  

その後、学園側の弁護士に電話をし、正常に実地検査を行うよぅ申し入れた。   

私学課長名で、先ほど通知文を発■出。  

013：50に到着したとのことだが、何名で鱒査に行ったのか。  
■5名で行ったご  

014：42にスターとしたというこ■とだが、何時ぐらいまで行っ．たのか。  

●15時ぐらいまで行った。  

○領収書鱒7億  

●7億5，6■00万の契約書に書中－れている、その金額と異なっていた。   

前払金を支払うという契約であっ■たが、そこに書かれている以上の金額を支払っているということが   

分かった。  

○理事長はその件についてどのように説明したか。  
●債収書を見ている途中で副園長に写真を撮ちれ中止したたあ、儀収妻の内容については帯は出兵て   
いない。  

○領収書と私学課が把握していた支払嶺が異なっていたということか。  

●そのとおり。  

○領収日lまいつだった？  

●平成27年12月 

○総額に関しては一緒？75600？  

●理事長の説明はホ」ムページで掲載している主張を繰り返していた。   

それではらちがあかないゐで領収軍を見せてくれといい、確認した．らその金額であった。  

○前払の領収書しか見せてもらってない？   



●前払の飯収香しか見ていない。  

03通りの契約書を確認していると患うが、どれかと一致していたのか。  

●私学課が把握している15億の契約における前払の金額と一致してシ1る。  

○額収亭の金額を教えてはしい。  

●1 

○前払いで払うお金の他、途中で払うべき領収書については？  

●確認で阜ていない  

○私学課としては畿額は15億円の契約が正しいと考えているのか。  

●前払金の顔収善しか確認はしていない。  

領収寧を確認した際は、1億5000万円の前払金では収支計画とは合わないという認識は持った。  
○こめ件たついて理事長から弁明はあったか？  

●話をしていない。  

q質疑は一切出来ていないのか。  

●ホ「ムページの主張と領収書を見せてくださいということぐらいしか話をしていない。  

○持ち帰った書類は何かあるか。  

●何も持ち帰っていない。  

○理事長は実地検査が中止になった理由についてi「原本を掃うてこいと言われてなかったので、原本   

を持っていないのであれば今日は中止する」■という説明をしている模様。理由について反論があれば。  

●原本を持参していないという理由ではなく 

由占  

○その後中止した理由についてのやり取りlま何かしたか。  

■やり取りはなかった。   

私学課としては原本がなかったから墳査を中止したということではない。  

○事前に契約書の廃木を持っ 

●今日相手方に連絡したが不在だった。原本について要請はしていない。  

○私学課■としては、7億5600万円と現出していたものより、15億の契約が本来かかった費用と見   

ている？  

●15億の契約を確認したということではないが、私学課に撞出している契約書にういては疑問符はつ   

いた。これからの模査で確認を行う．  

○副園長は写真を撮っていたとのことだが、覚えている限りで、副園長は何を言いながら写真を掩うて   

いたのか。  

●正確にlま「情報流出盲せたのはあなたでしょ」と言ったと記憶してしiる． 

○その時理事長は何をしていたのか。  

●「やめとけ」という感じで副園長を止めていた。   



○それを無視するような形で写真を撮り続けていたということか。  

●その通り。  

○今日は副園長が来るという話はあったのか。  

●理事長が対応するという話は聞いていた。  

○弁啓士はいなかったか。  

●弁笹士は不軌当初は理事長1名であったが、途中から副園長が加わり、2名となった。   

○私学審議会が開催・される前に、再度実地検査を行うことが必要になるのではないか。  
●それ以前に、認可をするにあたって、臭地検査をする羊とは絶対必要。  

○実地検査が出来ない場合は「不認可」と呼ぶのか。  
●呼び方までは詰めていない。  

○確認する予定であった、教職員名簿一覧等については確認できたか。  

●一切確認できていない。  

○認可にかかる全体のスケジュールに影響する？  

■●配布の文書のとおり、条件を早急に整え、実地検査を受けるよう要諦している。■  

○知事が翠手長を府庁に呼ぶように言っていたが、その時も副園長は同席が認められないのか。  

●副園長が同席される場合については行わない。通知文のとおり。   

○領収書の確碍をされたとの事だが、私学課としてiま「虚偽」と認識しているのか、また、「虚偽の疑  

いがある」と認識しているの 

●「聞いている事実と異なる」と認識している。  

○私学罷には7億5000万円と言っていたが、15億の契約が正しいという疑いが強いと私学諌は謹   

話しているのか。  

●そうかなとは思っているが、確認しているものではない。  
○この件について理事長の弁明はあうたか。  

●弁明をする前に中止をしたので、特に聞いていない。  

○今後の実地検査の予定についてはどうか。  

●実地検査ができなければ認可が出来ない。文書でも、実地検査を受けら中ることにフいて要請してい  
る。実地検李をしないと確認が由来ない。認可が出来ない。  

○実地検査には、もう1吐今日行った現地に行くということか。  
●行く。教皇がちゃんとできているかなどの確認が必諷  

○国交省と私学審議会と関西エアポートの3通りの契約書があるが、私学課としてはどれが正しいと認   

識しているか。  

●府建築振興如官、明日業者に事情聴取をすると聞いている∴それがひとつの判断基準となると考えて   

いる。  

○今の状態では認可が出来ないか。   



●契約の当事者間で言い分が異なっていれば、審査することが非常に囲私記可についての審査が出来  

ない．  

○理事長と話し合った部屋は何の部屋か。  

●建其の作業貞さんが休憩する場所ではないかと思う。  

○校舎の中に入っていたか。  

●入っていな 

○先に学校の中に入っていたと思うが。  

●中には入っておらず、外で理事長が来るまで待ってI、た。  

○遅れたことについて痙事長から謝罪はあったか。  

●なかった。  

○以前副園長に写真を揺られたどいうのは。 

●3月3日に学校側が来られたときに副園長に写真を撮られた。  

○写真撮影で実地検査左妨害したこ七は、公務執行妨害にあたると考えているか。  

●現時点でそこまで考えていない。  

○領収書について、課長が読み取れたのは人と金額のほかに何かあ早か。  

●それ以外には記憶にない。  

○理事長が昨日、ユーチューブに理事長の主張をアップしている。30分ぐらいのもの。その中で、理   

事長は訴訟する準備があると聞いている。今日の現地検査でそのような音別まあったか。  

●そのような話はなかった。3月3日にはあった．  

0今日の現地検査では弁護士の出席は求吟なかったのか。  

●求めなかった。 

○今後私学課としては改めて実地検査を行うこと以外で何か行う予定か。  

■14日までに提出される資料を基に学園側と顔をする予定。 

○私学課として岳可手続きや学園側と甲やりとりは、十分やってきたという認識か。  

●学園側とのやりとりや私学審議会への報告なと、私学課が行うぺきことについては十分やってきたと   

考えている。  

○今日確認された領収書は建築工事費の前払分で間違いないか。  

●建築工事の債収昏を見せてくれと言うと、領収書を見せてきたので、おそらく建築工事費の領収書で   

あろうと思っている。  

○確認書類の原本について私学課は、相手方は当然原本を持ってきてくれるだろうという思いだったの   

か。  

●当然ある原本をそのままそのま麦持ってくるだ仇当然原本を持つものと思っていたが、今日の朝は   



念押しの意味で電話をかけた。  

○普段認可における実地検査はいつ行うのか。  
・●3月の上旬．になることが多い。  

○これまでセ実地検李が中止になったことはあったか。  
●ないと思う白  

○「条件付認醜としていたものザこれまで覆ったことはあるか。  
●ない。少なくとも、過去10年はない。  

○これまで私学蕃革会で「不認可」となったケースはあるか。  
●定員を増やすことについては不認可にしたことがある。   

○文書は「抗議文」としての取り扱いか。  
●内容は「抗議」しているが「通知文」として甲取り扱い。学園側には弁護士あてに送付している。   

O「マスコミに資料出してるんはお前だ」と言われた府の職貞な、理事長側と複数回会った職員か。  

●職島複数回会ったことがある。  

以上   



平成29年3月TO日  

一大阪府 教育長  
向井正博 様 

大阪市淀川区壕太1ニ6－2  

学校法人森奉学  
理事長 籠池康  

′∴  
（■：二）  

「（仮）瑞穂の歯記念帽院」設置認可の取り下げについて 

平成26年10月31日付で申請書を削い七しました，「（仮）瑞穂の国記念 小学院」設置認可にかか 

る申請を取り下げます。  

以上   

・し1  



ブリーフィング概要  

平成29年3月10日16■二45～17：35  

本館5階 議会特別会議室  

私学課からの発表  

■本日、学校法人森友学園の代理人の弁策士の方と理事甲方が来られ、設置認可申請取下   

げ書の提出があった。   

取下げの理由につい七は、認可の見通しが薄く、幼稚園への影響も考慮し、早期に解決   

を図るために琴合的に判断した、というもの。なお、同時に理事長も退任するという説 

明があった。   

奉日、理事長本人から会見草するということをきいている。  

■私学潔からは、入学予定の方に卓急に説明しそほしいという要請をしている。代理人か   

らは、現在入学予定者は20～蟄名おり、早急に説明をすると町こと。  

＋取下げ申請を受けて、教育長からは、週明けに各市町村の教育委員会に配慮を求める文   

書を出すように、小中学校誅に指示があった。  

■また、今日たまたま私立中学校高等学校連合会の会合があったのでJ会長にも事情を説   

明して、配慮できるならお懐いレたいと私学課から要請した。  

■今日午前中、府の建築振興課が工事請負業者に事情をきいた際、業者が「学園の依頼で   

葵約書を作った。15億円が正しい。Jと答えたことに関して1説明を求めた。  

マスコミからの雪間  

【私学審について】  

吼延期になっていた私学審は今後とうなるか。申請取下げについて何か話し合うか。  

A梶田会長と相談をしている∴委員の先生には、メールかEAXで一報は入れ、詳細は23   
日の定例会で報肯するよう喧と指示を受けている。  

q申請の坂下l允と私学審で認定！決定しなければならないか。  
A必要ない。  

【再申請にういてト  

Q・森友学園が再申請してきた場合鱒どう写るか。再申請を禁じるペナルティはあるか。  

A今後私学審の委貞の意見もきいていく。国の大学設置の審査には、虚偽申請に対するペ   

ナルティが■ぁるとlまきいているので、そこも含めて審議していく。  

Q層議則を変更した場合、それを森友挙国に適用すること†ま可能なのか。  

A．遡っての適用は法的にはできない。  

Q．では、一連の問題に関して、森友学園に何か罰則を与えることはできないということか。  

A．指導のレベルだと患う。   



【工事契約書に関する虚偽の疑惑について】  

Q．現時点で、森友学園から出てきた書類は「虚偽」であると私学課として判断しているか。  
Aユ事業者がそう説明している。その疑いが極めて強いと思う。ただし、その点について、   

森友学画側に再度説明を求めているところ。それをきいたところで最濱の判断をする。  
q．その説明はいつを期限にされるのか。  

A．期限というより早急にということ。  

Q．学校のこれ享でのHP等での言い分や説明は不十分だと考えているか。  
A．充分に納得できるものではないこ  

Q．知事が理事長には府庁に索七もらうといっているが、退任苦れても引き続き理事長に話  
をきいていくのか。  

A法人に対してということになる9・  

Q用事長には直接話はきけなくなるということか。権限がなくなるということ？  

A・学校法人が撞出した書類について虚偽の暴いがあると〔ゝうことで、私学放としては法人   

に説明を求めるということになる。理事長を辞められたらあくまで法人を通すことにな   
る。  

Q．疑惑については今後も追及していく？  

A．幼稚園があるゐで、私学課と法人の関係ほ続いてしゝる。引き続き説明を求めていく。  

Q．今回の申請が虚偽である断軍された場合、 

A直ちに幼稚園の認可がどうこうという詣でほなV）と考えている†役員個人の問題と法人   

の問題は肌役真による虚偽行為があったとしても、それが法人の存続には直結しない。  

Q．刑事告発は考えてしゝるか∴  

A．設置認可における虚偽申請について、罰則規定がない。刑事告発は考えていない。しっ   

かりと見ていく。  

Q．他の学校法人と同じようIこ？ 

A．基本的にはそう。ただ、報道で社会福祉法人が経営する保育園の延長と塚本幼稚園の園  

長が同一人物で、大阪市の補財金要件に反しているというものがあったが、府が幼韓国  

に出している補助金は専任が要件で、この副園長が対象になっている。幼稚園グループ   

で過当しているが、今後説明を求めていく。 

Q．どの役員が虚偽を指示したということが明らかになれば、その個人を処分するのか。  

A．私学法では役員の解任勧菖ということができるが、その前に措置命令をするととになるこ  

持直命令に応じない場合に限る。  

Q．今回の場合で言えば、どういった適用に■なるのか。’  

A．措置命令は法人の運営が法令に違反している場合のみで極めて限定的なのでJ歴偽の申   

請があったから措置命令、というのは戴しいと息■ぅ。  

Q虚偽かどうかは、最儲的に何をめざして解明していくのか。  

A今回虚偽だから申請を取下げるということではなく、府は虚偽ではないという説明をう   



けている。答えは一つのはずなので、それを明らかにしていく。 

払虚偽だったとすればどうなるか。  

A．現役の役員による虚偽であうたとすれば措導は必要であると患う。  

Q．どんな指導か。  

A．法人とし七理事会でしっかり話し合って、役員め責任をどうするのか話し合っても．らう   

必要がある凸  

【入学予定者について】  

Q．入学予定者について、20～25名ということだが当初45名はどと言っていた。一連の報  

．道を受けて辞退された方がいるということか。  

A．一連の出来事を受けて減少したという説明．  

Q．名簿で確認した？  

A．説明を受けたのみ。  

Q．人数は1年生と2年生合わせたもの？  

A．内訳はきいていない。合計のみ。  
Q．児童の受け入れについて、私学誅が学園側から情報提供してもうい各市町村教委と調整   

す芦と－いうごとか。  

A・各市町村敬重で、各家庭にどの小学校に入るかの調査をしていて、どの世帯が私学にヤ1   
くかを把握し≠㌧1るはずなので、私学課から情報提供することはない。由慮するよう要   
話するということ。  

Q．基本は公立小学校に行くことになるのか。  

A．どうしても私学に行きたいという人がいれば連緬してほしいと代理人の方には伝えた。  

Q．その場合は私学課が調整するという．ことか。  

A．調整というか．、受け入れるかは各学校で決められることなので、情報提供はしていくと   
いうこと．  

Q・入学予定者かどこの自治体に居住しているかは把握しているカチ。  

A．把握していないこ  

【審査に関する私学課の見解について】  

Q．私学課として、反省はあるか．審査方法の変更は検討しているか。  
A知事も言っているが、ペーパーで審査していてくそれが合っているという前痩で審査し一   

ている。もちろん証拠の書類はみているが、今回は通常のチェックでは発見できなかっ   

たというこ■とで、今後はこれまで以上に厳しく見ていく。・  

Q．今回は必ずしも充分でなかったという認識があるということか。  

Aなぜもっと早く見つトナられなかったのかという反省はある。  

Q．不認可と取下げは違うと思うがi私学課から、取下げたらとうですかと墟案したわけで   

はない？  

A．ない。学園側の自主的な判断。   



・Q認可適当と答申がでた認可申請が取り下げられたことは過去にあった？  

A．なかったと思う。・  

Q・私学審が一度「認可適当」と判断したことについて、私学課としてはどう考えているの  

か。  

A．「認可適当」と決めた後に、知らなかった情報が出てきた。こういった情報が当時から  
わかっていれば、そうした答申■になっていなかったと思う。▲  

，QJ私学課とこしては、不認可する見通しだったか。  

A・昨月まで契約書の問題があって、虚偽の疑いが極めて強・いとは思っていた。それが解鱒  

しなければ認可は難しいと個人的には思っていた。  

・【本日の代理人とのやりとりについて】  

Q上代理人とのやわ取りの詳細は？  

A．13：50から14：3Pの40分間。私学潔から入学予定者への対応を依頼した。代理人は幼   

稚園は引き続きやって行きたいとしたうえで、同席した理事から卒園式等の行事もある   

ので、報道関係者の方にlま配慮し七ほしいと話があっキ。  

Q．今日来られることはいつ連絡があったのか。  

A．11：■50・に代理人から連絡があったご  

Q．来られたのは代理人だけ？  

A理事の籠池ちなみ氏も来られた。  

Q・11：50の電話では内琴は伝えられなかったのれ何の件と思った申ゝ。  

A会いたいということだけ言われた。昨日の件か、出している宿題の件かと．思った。  
Q．取下げの旨をきいたとき私学監はどう思われたか。  
A．一番は入学予定者の問題をどうするかということ。一日で急転直下変わったなという印   
象。  

Q．今日はどちらで会われたのか。  

A府庁の近くの貸し会議室．  

Q，それはどちらが借りたのか。  

A．私学課。  

【その他】  

Q・取下げ申請の理事長の氏名が「泰博」となっ 

A．理事長の届け等は「泰博」となっているも  

Q．私学助成のた桝こ工事の契約書を提出するということはあるのか。  

A．ない。 



河野裕美  

差出人：  

送信日時：  

宛先：  

CC：  

件名：  

添付ファイル：  

河野裕美  

2017年3月13日月曜日12：05  

■sA粕uYasuo一  

橋本正司；吉本蛮；西山寛；玉作乳中村・哲也■  

【回答．（大阪府）】森友学園の提出資料について  

ヒアリング調査結果（教育総務企画課）．pdf；送付状．pdf  

酒井 弁護士 接   

いつもお世帯になります。  
ご依頼いただいておりました標記について  
ご回答が遅れまして申し訳ございません。   

別添のとおり調査結果をお知らせします。  
どうぞよろしくお願いします。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊半＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事＊＊＊＊＊  

大阪府教育庁私学課小中高振興グループ  
課長補佐さ可野裕美（KQUhoHiromけ  

〒‘540－8570大阪市中央区大手前3－1－43   

代表：06－694I－0351（内線4853）   

直選こ06－6210－927874Fax：■06－6210－927．8  

E－mail：KonoHi◎mbox．  帽f．osaka．】  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊キ＊＊＊＊＊事＊＊春＊＊＊＊＊＊＊   



平成29．年3月13日  

学校法人．．森友学園  

顧問弁護士・酒井康生様  

大阪府教育庁私学課長   

照会に対する回答にういて（送付）   

平成？9年3月8日午前10時25分にメールにより送付のありました、当課の職員に対する  

確認について、別紙のとおり送付します。  

【連絡先】   

大阪府教育庁 私学課  
小中高振興グル÷プ河野   

TEL O6－694l－0351（内琴4853）   
FAX O6－6210－9276   （ 



平成29年3．月10E】  

私学課長桂  

■教育稔務企圃課長  

森衣学園提供資料流出調査ヒアリング調査結果について   

標記にういて、下記のとおり報告します。  

記  

○ヒアリング結果   

下記のとおり、私学課職員41名に亭アリング雨査した結果、当該職員が「寄付者名軌、  
「教員名執をはじめ学園資料について、マスコミその他の外部由もの七涜出させた事実  
は確認できなかった。  

○ ヒアリング実施状況  
実施日時 平成加年8月9日10時～12時、3月・10日10時～13時10分  

ヒアリング対象者 私学監以下・41人（非常勤職長を含む）   



■河野・裕美  

差出人：  

送信日時：  

帝先：  

CC： 

拝も：  

津村ファイ山  

河野裕美  

2017年3月13日月曜日23：17  

■sAKAIYasuo．  

橋本正司；善本．馨；西山寛；嘩井卓＝；玉作勒中村皆勤小谷直也  

290313情報公開請求に関すること及び補助金由奮の実施について  

貢見言の提出依頼書．pdf；意見照会．doc；290313【森友学園】確認事項．docx  

酒井 弁護士．様   

お世話になります。   

2ノ点伝達事項がございます。   

1点目は、情報公由請求の第三者意見照会について  
ご回答をいただいた内容について承知しました。  
ただし、様式に基づく文書回答をいただく必要がありますので、  
別添の様式（意見照会ファイル）に必要事項を記載の上、メールにて返信下さい。  
（参考に、こちらからの依頼文青も添付します。）  

また、明日（3〃4）以降締切りの第三者意見照会につし＼ても」  

念のため依頼文を添付します。  
すべて、反対意見であれば、同じ様式にて期限までにご回答をお願いします。  

2点削ま、私立学校振興助成法第12条に基づく補助金調査を実施し童す． 
府私学助成と大阪市の保育所への助成金の重複受給報道に係る調査及び  
特別支援教育茸補助金に係る臭鐙調査を予定しております。  
確認事項の詳細について別添のとおりです。  
な‘ぉ、2小学校の認可申請に関することについては、先日の実地調査が  
実施出来ませんでしたのモ、併せて確認を行う事項です。   

どちらも直接、理雇長（理事長とと・もに状況の分かる方の同席を   

お臥lします。）に確認左行いますので、理事長の出庫をお廟いします．  
日程について、3月21日（火）またt享3月22日く水）のいずれかご都合の良い日を  
お知らせ下さい。 

以上です。  
どうぞよろレく・お願いします．  
＊＊ヰ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊♯＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊■＊  

大師府教育庁私学課小中高振興グループ  

課長補佐河野裕美（Ko山0 

〒540－8570大阪市中央区大手前3－1－43   

代表：06－6941－0351（内線4853）   

直通：06－6210－927874Fax：d6－621d－9278  

E－m∂il：Kono川＠mbox．  ref．osak∈l．l   



／  
儀式第明号（第7粂第1項関係）  

意見書の提出依頼書  

・教私募・324．2号、   

平成29年2月■2†日  

・学校法人森友学園．   

理事長  籠池康博．様  

大阪府教育長 向井 正  

あなたに関する情報が記録されている 行 政文字につ車て、次のとおり、大阪府情  

帝公開条例第6■粂の規定による行政文書の公開講和曝されてい草す。．  
■つきまして乱国条例劉7粂第1項の選定に基づき、‘．意見を求め名‘こととし草し  

た甲で、ど意見があれば加藤療式に掌り意見亭を浸出してく恵さい。  
liただいたど意見につい七臥．公周の可否を判断する際の参考とさせていただき  

ます。なお、鹿出期限までに意見書の提出が導い嗜今臥意見無しとして取り扱わせ  
ていただ普ます。  

÷¢  

公開請求が牒亘た日  平鱒29年2j】1柑   

公開請求の対象となった  学校法人「森友学園」の学校設立鹿可に関する大阪府   
行渡 文 革・の．名 称  私立学校審兢套の審議セの配布糞翠   

上菅己行政文書に缶毎  
されているあなたの  
倍額   

意見書の提出期限  平成29年3月6日（率着）   

意見書掟出■先  
電 話∴・粥一¢210－9274  

t担当室・課（所）専I   

備 考  
． 

l●ご  

閲しよう与する情報の内容を説明することが国難な場合は、，公開しょうとする  

情報の董囲を具体に表した行政文書を添付すること。   



様式芳川号（毒7条第1項関係）  

意見書の提出依肩書  

敬私第3244．号■ 

平成29年2月27日   

学校法人森友学園■ ・  

理事長  籠池■康睡 掠   

大阪府教育長 向井 正  

あなたに関する情報が記療されている行政文書について、次の  と串り、大阪府憤・  

報公園条例第6東の裁定による行政文妻ゐ公開請求がなされてい．ます。  

■つきましては、同条例第17免責・1琴の規定・に基づき、意見を求めることとしまし  

たので、，ご意見があれば別添様式により意見専竜鱒出してくださしゝ。■  
・いただいたご象見についセ臥・公開の可否を判断する際の参考とさせていただき  

ますこなあ・提出期限までに意見事申達出がない場今転意鬼無．しとして取り■鱒わせ  
ていただきます。  

公開請求があった日  平成29年2月21日’   

今岡譜表の対象となった 行■政文．寄の名称  森友学園の小学扱設置認可申請にかか号音類   
・上記行政文事一に記領  
されているあなたの  
情報・   

意‘鬼畜め提出邦・限  平成29年3月6日（必着）   

意見事提出先 （抱当阜 

・譲・ほ‖垂）・   

由■・  ・ 



様式第10号（第7条第1項関係） 

意見書の撞出俵瀬層’  

教私第J306号  

平成29年3月78  

学校法人森友学園  

理事長． 舘池 康博 様  

大棚由■長由－・正遠   

あなたに関する情報が記録されている行政文書について、次のとおり、大阪府情  

報公闊条例第6条の裁定による行政文盲の・公開請求がなされ七います。   
つきましては、同条例算17集束1項の塀定に基づき、意見を求めることとしまし  

たので、ご意見があ叫ば別添様式により意早春を提出してください。   
いただいたご意見について臥公開の可否を判断する際の参考とさ．せていた磨き  

ます。・な臥提出期限まセに意見書の提出がない場合は、意見無しとして取り疲わせ  
ていただきます。■   

■公開■．請求があうた日  車成Z畔2朋き日   

公開請求の対象となった  H28年12月以降に開催された大阪府私立学校審議会で  

行政文■書の■名葡     委員に配布吉れた実科のうち、「瑞穂中国記念小学院設   ・直」妃関する全て．，   

上記行政文春に記録・  

・琶れているあなたの  

情報 

意見書．の提出期限  平成細年3月14・日・（必着）   

教育庁私学喪小中高振興クルニプ ■  
意・見事連出先  
（也当室・．課（■所】等）  

備 ■■  ．考■  

※ 盛閲しよう  とする情報の内容を説明することが困難な場合は、公開しようとする  

情報の範囲を具体た示した行政文青島添付すること。  

厄1   



様式第10号（第7粂第1項関係）  

意見書の提出依頼書  

敦私第い＝‖号  

平成29年3月7臥  

学校法人森友学園  

理事長  寵池 康博 様  

大阪府教育長 向井   

あ簸たに関する悟報が記録されている行政文書について、次の  とおり、大阪府情  

準公開粂例夢6奉の親定による行政文書の公開轟求がなされています。   

つきまして乱国粂例劉7奉第1項の規定に基づき、・意見痘求めることとしまし  
たので、ど意見があれば別添様式に■より意見書を環申して．くださJゝ。・   

いただいたご意見にういては、公開の可否を判断する靡の参考とさ亘モーlただき  

ます。卑由、癌出期限までに意見香の提出がない場合は、意見無しとして取り叔わせ  
ていただきます。  

公開請求があらた・日  平成縛年2リヨ2柑   

公開請求の対象となっ・た  ・r瑞檻の固記念小学暁設置」の設置に閲し、．学校法人・   
行∴政文署 

上苦行政文春に記領  

されているあなたの  

應報   

意見事の浸出期限′  平成29年3月1柑（必着）   

教育庁私学策小中市振典グループ  

意見春提出先 （担当童・■課【所）等）     r電・話・8■6－6210－92†4・   FAX  O6－¢210て92T8   

備・  考  

※■公開レようとする情報の内容を説明すろことが困難な場合は、公開しようとする   

情報の範囲を具体に示した行政文書を添付すること」  

lとも年   



様式弟10号（第7条第．1項関係）  

意見書の握出依頼書  

敬私第3313号こ  

平成29年3月7日   

学校法人森友学園 ＿  

理事長’館鞄 康博 様・  
大阪虎教育長 

あなたに関する情報が記鼓されてい．る行政文書について、次めとおり、大阪府情  

報公開条例第6東の鹿定による行政文奮の公園請求がなさこれてレ）ます。  
つきまして政、同条例割7条第1．項の規定に基づき、夢見を求めることとしま■し  

たので、ご意見があれば別添様式により意見書を提出してください占   
いただいたご意見について臥■牟園の可苧を判断する願の参考と琶せていただ普  

ます．■な臥・提出期隈までに意見暑の提出がない場合薩、意見無しとして取り扱わせ  

㊦
 
 

ていただきます。  

公園請．求があった日  平成29年2月2柑 ■   

・瑞穂の国記奉小峯院設置認可の書類一切・（過去申分  
も含申）  

公園請求ゐ対鹿となった  

行政文事の名称  
囲経常琴緒助命実績報草書（平成25年虔から平成27年  
度）   

上嘗己行政文事に記録■  

されているあなたの  ■ 
倍率・   

意j己害の提出期限  平成29年3月14日（必着）   

意見・香港出先  
電 窟 88－621い．朋74  

（担当室・謀（所）郵   

j†■  

備  考  

∈）  

※ 公開しようとする情報の内容を説明することが国井な場合臥公開じよう≒する   

情報の範囲を具体に示した行政文害を添付すること．  

【‘Fも   



様式算10号（第7粂第1項関係）  

意見書の埴出依頼書■  

教私募33（‖号  

平成星9年3月7日  

学校法人森友学園  

理事長  詫弛康博 様  

大阪府教育長 向井 正   

あなたに関する傍報が記録さわ七いる行政文書について、■次のとおり、大阪府債  

報公開条例第6粂の規卑による行政文書の公開請求がなされています。  
■つきまして旺、同条例軌7条第1・項の規定に基づき、意見塵求めることとし宰し  

長ので∴ご意見があれば別添様如より意草書細出してください。   
いただいたご意即こついては、公開の可否を判断する際の参考とさせていただき  

童す。な臥■提出期限までに意見書の追出がない瘍合乱費鬼無し七して破り扱わせ  
ていただきます。・  

公用■請求があった日  平成2時2月2柑二   

公開東求の対義となった．  平成銅年2月22日に廟催された大疲府私立学校審議会   
．‘行 政 文 章 の 名称  臨時会の、車布染料および諸事恕・   

上記行政文一事に記・療  

写れ■ているあなたの 情報・  平成29年2月22日に・開催きれた大阪府私立学校審議－   舎監時会の配布糞料   

意見書．の提出期限  平成29年3月14白（必着）   

意．見・幸捻出先  0い821い9274・  
l担当室－・課「（所）‘等1．   

■儀  ．考  

・C  

※ 公開レようとする情報の内容を鼠明することが困難な場合臥公開しようとする   
悟東の範囲を具体に泉した行政文書を添付すること。  

■しし70・   



様式第10号（第7条集1．項関係）  

意見書の撞出依頼書  

教偲・第：‖1亭寺  

平成Z9年3月7日  

学校法人森友学園  

理事長  寵池 康博 梧  

大阪府教育長 向井 正   

あな牢に関する情報が記録されている行政文書だっいて、・次の車台り、大阪府情  

報公東条例第6奉の親定による行政文書の公由請求が窄されています∴   

つき草し七時、同条例第17粂鴬1■項の規定に基づき、意見を頭領ることとしまし  

たので、と意見があれば別添模式により意見亭を点出してください。．  
・いた窄いたご意見について鱒、公開の可否壷判断する時の参考と首せていただき  

ます。なお、提出期限までに意見署の提寧がない場合軋意見無しとして取り扱ぁせ  
ていただきます。  C‥・  

公開請求■があっ■た日  平成写9年2月28日   

公開請求の対象と奉ろた  ・■学校法人盛衰学囲の計算容儀（平成25年虔から平  
成27年度）■  

行政文事■の名称        ・瑞穂の囲記念小峯院（仮称）設置語句申轟音   

上記行政文暮に記録  
・さ．れているあなたの  

．情報・   

意見育の提出‘期限  平成29年3月14日（必着）‘   

意見■毒振出先  
電 話  Ot卜8210－9274  

1由当量・課（所I等）   

鹿．   ・考  

（、、・  

鱒しようとする情報中内容を説明す卑ことが困難な場合は、二公開しようとする  

債帝由晦日を具体に示し・た行政文蕃を添付すること這  

J7。7   



様式第川号（第7粂策士項関係）  

意見春の境出使者書  

敢私募．亭310号、  

平成2g年・3月7日  

学校法人森友学園 

理事長 

大阪府教育長 向井正   

あなたに関する情報が記．鼓さ串ている行政文書について、次のとぉ甘、大庭府情  

報公用条例案6粂の親定による行政文書の公国轟求がなされてい皇す。   

つきまして臥同条例篇17条幕1項の規定に革づき、意見を求めることとしまし  

たので、ぞ意見があれば別添様式宰より意見書を捏出してください．。   
いただいたご意見につりて臥■公開の可否を判断する際の参考とさせていただき  

ます。な串、革出期限までに革見季の提出がない葛令臥意見無しとして即扱わせ  
ていただきます。  ・■0 

β 
公開請求があ■っ．た申  平鹿29年21月28日   

公開静求の対象となヮた  森友学園に閲す・る私立学校審議会の議事録及び資料  

行政文書の卑称     （平成祁年1月臨時会黄料及び平成■28年・12月定例会議   手短）   

上記行政■文春に記録  
きれヤいるあな・たの  

報   

意見車中鎧：出胡．限  平成29年3一月14’日イ必着）■   

意見青線出先  

．（担当室・課（所）等）．   

備■．  考  

C・  

・※公開しようとする僧報の内容を説明することが困難な場合は、  
・瞳報の範囲を具体に表した行政文専を添付すること。  

公開しようとする   

・17rL  



／  
様式第10号（募7粂第1項閑儲）  

意見書の提出鍵顛嘗  

教私募二3385号l  

平成29年3月10白  

学校法人森友学国  

理事長 廟池 康博 楼  

．■大阪府教育長 向井 正  

あなたに関する情報が記録されている  行政文革について、次のとおり、大阪府情  

報公開条例第6条の潰走による行政文書の公田請求がなされています。・   

つきましては、同条例第17粂弟1項の親定に基づき／意見を求めることとしまし  
たので；ご意見があれぼ別添様式により意見書を提出してください。  

．いた短いたご意見について軋公開の可否を判断する隙の参考とさせていただき  

ます．なお1遅出期由までに意見壱の握辻ほlない場合臥意見無し上して取り扱わせ  

ていただきます。  

公開請求が挙った日  平成29年2月別月   

平成23年7月26日付け学校法人森友学園新学校設立  
公開清盛の対象となっ考     準備建設委員会スタッラ佐瀬吉一発大阪府府民文化   
行 政女曹 の 名 称  部私学・大学簡小中高振興グループ主査北之開秀  

あて「関西広域連合加盟府県の如応について」   

上記行政文書に記録  
されているあ．なたの  

臆報   

意見香の■操」卦．期限■  平成29年8月17E】（必着）・   

意見菩提出・先  

‘1担当室・喪（所い等）   

備  ■考  
．  

琴 公喝しようとする情報の内容を説明することが匪束な場合は、・公開しようとする   

情報の範囲■を具俸に示した行政文盲を添付すること。．   



別添様式  

氏  名  

〕   〔警告認諾悪法莞去   

住 所 又 は■ 居■ 所  

〔窒㌘冨警雷雷管蒜晋遠■ 〕   

連．  絡  先   

電話番号（）  
－   



．別添様式  

氏  名  

・〔 〕   

僅．所 又 は．‾居 所  

〔 
一 

〕   

■連‘   賭  先   

亀吉番号（．） －  〔霊宝誓慧諾諾芸諾姦〕  



・別添様式  

氏 名  

〔 
） 

〕   

僅．所，又 は 居 所  

一 〕   

連  絡  先   

〔 電着番号（） －   



別添様式  

氏  名  

〔 〕   

住 所．又・は居 所  

〔 〕   

連 拓   先   

電話番号（－ ） ⊥  〔霊宅雷慧認諾悪諾完〕  



別添様式  

氏  名  

〔 〕   

住■所 又 は 居 一所  

〔 〕   

連  絡  先   

電帯番号（） －   



・別添様式  

氏・  名  

〔 誓念認諾賃詰諾富妄〕   

住 所・又・は 居 所  

〕   
〔望㌘冨讐諾雷諾蒜晋遠   

連  絡．  先   

電話番号【）  
－   



別添様式  

氏  

〔 〕   

住 所・又 ■ は・居 所  

〔 〕   

連 埠  先   

電話番号（）－ 



別添様式  

環．  ■名  

〕   〔警告諾漂笑話諾去   

住 所■ 又 は 居 ■所  

〕   〔望㌘冨禁冨雷管蒜晋遠   

連・  ・・絡  先   

電話番号（）■ －  〔芸豊慧芸讐話芸諾完〕  



別添様式  

氏  名  

〔 〕   

住 所 又 は 居 所  

〔 〕   

連 蕗  先   

電話番号（ ） －  〔琵宅諾讐荒悪諾完〕  



平成29年3月13日  

大阪府教育庁私学課  

森友字画に対する今後の対応  

1幼稚園関係  

【補助金の不正受給ゐ疑いl詔寸する調査の実施】   

D下記事項について補助金調査を実施する予定。・（3月Zl日または22日）  

・府私学助成と大阪市の保育所へ助成金との重複受給の疑いについて（塚本幼稚園の副由長と保  

育所施設長が同一人物）  

併世て、他の教員についても同様の果しlについて確執  

・摩がいのある幼児を支援する補助金■（特別支援教育補助金）にかかる実態調査（対象園児の就  

国状況、保藍菩承諾の有無担当教職員の勤務体制の状況等）。  

【モの他確認事項について】 

○文部科学省からの追加の事実確認の園への要請。（憲法改正壷名酒勤等）   

○羞別的発言、嘩治的中立に廃るコンプライアゝス体制など、今後の対応方針と具俸的取組方策の確  

認（3月17日締切）  

2小学校の認可甲講に関すること  

【入学予定者について】   

○入学予軍書■奉への説明状湖由4月1日以降の■名の意向につし？  

※現時点で確認中 ■  
【エ要語負契約について】  

03月10日（金）府建築振興課が藤原工業に対して行ったヒアリングの際に、「手書請負金静ま  
■1i慮5由0．万円が正しいJ旨回等していることlロいて、私学課への報告（7億5600万円）と  
違う点についての事実確認。・  

03月13日’■（月）国土交通省の細萱に対して、学校の代理で補助金を申講した設計事務所が、  
「当初の契約額は約15億■5520万円、準加費用が発生し23億8≠万円に増えた」旨回答して  
いることに？いて、私学翠への報告・（7億5600万円）日量う点についての事実確就・  

○エ重商負金額の支払いについて、支払い時期が到来しているが、支払し嘆額を確認できる等矧こつ  
いて確乱（勘定元帳、畢行口座の出金状況、領塀書など原本確認）  

03つの金森の違うエ章票負契約書の原本の確東．  
’【教員について】  

。1匝からのヒアリング結果咄去、森辞甲ふ三間い主いる表情（「2月上っ  
たが、学園の現状を踏まぇて、2月下旬に辞任の申し出あった」）との整合性について  

【理事長の経歴詐称について】  

O「アル肘トの人との会話の中で、自治省に出張した之があるを、自治省に出向してし眈こ肋る、  
自治省から出向したになったのでは凱1か」との回答を受けている加、経歴について本人が確認してい  
ないのかを確畠。   

言  
の   



森友学園検査 ブリーフィング概要  

平成29年き月31日16：00′、一16；50  

新別館北館1階 会議室兼防災スづ－ス2   

私学監から小柳明  
（り 3通の工事請負契約書につい七．・   

～契約書原本の提示と説明を求めたが、地検への告発や、府の告訴の可能軽から・、．回   

答を差し控ぇ、契約書開示も方法を検討したいとのことだった。  
．（2）教員採用予定者名鱒こついて  

学園側は、就任の同軍を取り、採用予定者名簿杷名前を入れて行政に提出すると伝．   
えた。ただし、就任承諾書は取っていないとのこと。  

（8）理事長の経歴■について  

アル′叶卜職員が理事長からの開き取り違いをした‘理事長本人カミチェックしてな  
かったことは事実であり申し訳ないとめこと  

（勾 緯顔中竿琴青学校わ推薦入学枠に関する合意について   

JR東海名誉会長のリップサービスを合意と解釈■したという国会喚問答弁のとおり。  

（の入学予定者について   

正確な人数、入学金の返金状況等は後日、報字書を捏出する。  
（句法人達営についで  

・現理事長は3月未で退任、籠池町浪理事（蜘が理事長となることを、3凡16■日の一   
理事会で決定。現理事長は理事も退任する。  

私学課長から補助金に関する調査について塾塑、  
■（1）経常費有功金について  

■（2）特別吏援教育費葡助金について  

ともに確認できない書類があり、継続調査とならた。資料の用意ができた頃階で改  
・ めて検査する。■日程は今後、代臥と東聾する。  

質疑応答  

Q本日の調査を疎まえて告訴等を検討すろとされていたが、調査は終ゎっていないという．   
ことかb’  

A・終わっていない。・告訴につヤ、七臥すべての調査が終わってから判断する。   

Q・経常費補助について確認できた革国で職員ゐダブルカウントはチェックできなかった   

のか？  

A． できなかった   



Q．小学校申請の検査と、－補助金検査は同瞳進行か？  

A．同時進行」理事長は′J、学校蘭係のヒアリングに応札・   

Q・今日は、思ったような検査ができなかったと思うがl感想軋  

A 午後に大阪市の検査が予定され、時間的に厳しいと思っ七いたが二真の走厳しかった。  

住 幼稚園の仮差押について、説明は？  

A二．3月25日に保護者向け説明会を開催したとのこと。新入生は．20名程度   

■なんとか幼稚園を検してほい、との意見が多かったとのこと   

Q どう経営を安定させるのかの鼠明はあったか。  
A・具体的には4月以韓に新体制で考えていくとの羊と・   

・Q．工事請負契約について、現理事長から言及はあったか。  

A∴理事長からは何も言葉はなかったで   

Q∴園児がかなり減ったのセはないか。．  
ム新入生を合わサて80名程度とのこと、昨年5月1咽在からは半軌   

Q・私学課は別名で安定した蓮営ができると考えるのかム  

A・対応策については、’理事会で協議されているはず。後月議事録を確認する。   

Q・本日準備できていなかった資料は二幸軌こ準備するよう伝えていたのか．  
・A．伝え七いた。  

／   

Q．では何故準備できなかったのか  

阜・準備作業加間に合わなかったという羊とと、国会証人喚問に備えて、某京に移動した   
資料があると？説明だうた。   

や∴確認で草た資料の中では由題となるものはなかちたのれ  
A・如査途中で精査中であり、現時点でお答えできなVl。  

Q．■次回調査はいつごろにな・るあか。  

A・必要な資料を改めて文書七通知して、速ゃかに実施したい。  
■子どもたちが登園に支障がでてはいけないので、春休み中にしたい。  



Q．現理事長は、退任後も経営に関わるのれ 

A．今日は何も言ってい■なかった。  

Q．園長は交代するのか。  

A確露していないが、寄附行為上園長は理事となるので、理事を退任するのであれば交   

代になると思われる  

Q二 小学枚認可申請についての調査は今日で終わ■りか。  

A・臥と．して今回の間麿をどう総括し、ガノうナンス体制を構築す争のかの説明を求める。   

Q．市の検査と重合性の確認をするのか。  

A．もちろんする。  

Q・∴契約書原本はもう見参いのか．  

A・開示方法を検討するとのことだが、出てこない可能仕もある。  

契約相手方からの話は開けているので、これ以上調べる要素は見当たらない。  

．Q・現時点で告発牢つい七の可能性楓  
A・・それぞれ契約内容を認識して押印しているので、私文書偽造での告発は諾しい。  

偽計業務妨害については、偽ろうとする意図があづた申の確認ができていない状況で  
どう対応できるかを弁護士に相談したレ．、。  

Q・となると補助金適正化法違反しかないのでーも   

A二告訴することが我やの日的ではない。調査の結果、遠瀧性があれば然るべき翠応をと  

・るということ。  

Q・■検査の結果、不正があれば倫助金の返還を求めるのか。  

A．それ 

Q∴大阪地検から、私学課に協力要請はあったのか  

A．現時点で連絡はない   



森友学園に対するヒアリングの概要について  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾  

貞日時：平成29年3・月31E卜午前9時γ12時30．分ごち・  

ヒアリング対応者：（敲学園）理事長琴池■康鹿、Illllll■理事 

代理人弁護士2名   

ヒ如ング者（大阪府い   橋本私学藍、河野課長補佐、櫻井総括主査   
」－一一－－－ん－－”－－－“－－－－一州－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－∴－－－－－Hr－－－－－－＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿」  

ヒアリングの概要  

・i．小学校設置認可申請lこついて  

（1）工事請負契約書にづいて  

今日の時点では具体的な説明は超究る。  

・原本の提示を求めたが、開示の方法については検討する．  

（2）教員採用予定者名義について  

・1月未、当該教具に会って、話をし履歴書をもらうこととなった。教員予定者として名前を記載し  

て、「行政に振出する」旨は本人に伝え監  

・就任承諾雪は受け取っていない。  

（3）理事長の経歴について  

（自埠省入省について）・  

・・鍵業鼻力澗遭って聞きとった内容をそのま焉己載したもの，埋季長として確認春行ってし崎し1。  

（学部と卒業年虚）■・  

・私が勘違いしていた。申し訳ない。  

（4）海陽中等教育学校の推薦入学枠に関する合憲について  

・当初、大阪府へは、〕R東海の名誉会長と推薦人卵液が、・証人喚 

問に向けて鱒空し虎と鱒った。  

・］R東海のホームぺ干ジの認識とは見解が違う。  

（5）入学予定者につし汀  

・予定者に対L鱒済み  
※正確な人数及び入学金返還額は後巳報告書を提出。  

（6）法人運営について  

・3月16日理事会開催、3月31日何で籠地理季長が理事長及び理事を退任することを  

決定∴  

※理事会の議事録を後日提出J  

・29年4月以降のコH巧イアンスの確立なと具体策については、新体制のもと今後、検討して  

いく。   



2．補助金調査につ－いて  

（1）経常費補助金について  

幼稚園専任教員と保育所職員の重複状況の確認に？いては、保育所のH23～H28年痘  

の給与台帳の提示地口たがこ二保育所職員の出勤簿についてはH28年度のみの漫示であった  

ので、後日調査を改めて美風また、教具本人へのヒアリングを実施する予定∴  

（2）特別支援教育費補助金について  

H27年虔以前の給与台岨源泉徴収票の提示が卿ったた臥資料の用意ができた段憺で、  

改めt調査を実施する予定。  

H28年度の補助金の交付については、必要な資軸検査できた机園において保酎坪め  

れlる保毒害同意書の提示ガなかったので現時点で交付してい乱1。   



敦私第1112号  

平成29年4月11日  

学校法人 森友挙国 理事長・様  

大阪府教育庁私学課長・  

理事会議事録の提出ヒついて（依頼）  

標記について、私立学校法薫6条の規定に基づき、下記の通り提出を求めます。  

孟コ  

1・提出資料 平成26年度以降に開催された、す乍ての理壷会の議事短の写し  
（理事長名で原本証明された毛の）1  

2．提出期限 平成29年4月13日（木）  

【連絡先】   

大阪府教育庁 私学課  

小中高振興グループ 河野、櫻井   
ⅧL O6一関41rO351一（内患劇17）  

皿 06－6210・増276   



2p17年（平成29年）4月13日  

大阪府教育長 私学課■御中（ご韓当：小中高振興グループ）  

瑞穂の園記念小学院入学予定者に対するご説明と入学金再返還等について  
■（ご報・告）   

■   
冠省 当法人が平成29年4月・開校を予定していた瑞穂の圃記念小峯院の開設認可申請取  

下げに閲し、入学予定者に対するご説明及び入学金等の返還状況についてご報告します。   

1入学予定者の保護者様に対する・ご説明  

①小学校開設認可申請取下田亭点（平成29年3月10日）・の入学予定者．  

③ 倶筆者様に射する認可取下げのご説明  
二 平成29年3月10■日．   揚訂二塚本幼稚園   

平成29年3月・14日  場所：塚本幼稚園  

平成2・9年3月25甲  場所：塚本幼稚園  

・ 
． 

ったことを法人職員■よりご説明し・時として屈しいお言葉を賜ったも■のの†革終的に   
はご理解を得たものと認識しております。  

－－  

2受験料・入学金等の返金について  

① 事前納付金  

受験料：20，0■00■円入学金：，250，000  

② 返金の経緯  

（〔．’．∴  円前納学費‥■由バス希望壷：l■再  

‾■受験料、入学金及び前納．学費は、入学予牢者の保護者様全員に対し、平成29年3  
月15日－までに振込送金または現金お手渡しの方瞳で返金を完了しました。   

亭た、用品一代はこほぼすべての保尊者掛こ対しては平成29年3月1’7・日まセに、  
一部保護者様については■同月・30日までに返金を完了しま－した？   

保護者様への聞取り・語異に妄り、当校に入学予定だっ牢受験塾のお子様全員が、平  
成2．9年4月、他の小学琴に入学されたとお知らせ牽いただきました。  

以上ご報告しますこ  

草々   




