
 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
No 90578 専門部会名  教育専門部会（生涯学習） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い（生涯学習関係） 関係項目 指定文化財の保護管理 

 
 調整の内容 美原町制度を存続。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：文化財保存団体育成事務 
◇内容：文化財保護法や大阪府・堺市文化財保護条例によ

り指定された文化財の保持又は保存を目的とする団体の運

営に対する指導・協力と補助を行う。 

◇名称：文化財団体育成事務 
◇内容：郷土研究会・NPO 河内鋳物師顕彰会に対する補助

と協力。 

 NPO 河内鋳物師顕彰会については美

原町域の制度として存続する。 
郷土研究会については、5 年を目途に

調整を図る。 

 

 



 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
No 5730 専門部会名  教育専門部会（図書館） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （生涯学習関係） 関係項目 図書館資料予約サービス 

 
 調整の内容 堺市制度で実施。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：予約サービス 
◇内容：資料の予約サービスの実施。 
 窓口での予約（貸出中の資料への予約入力、他館の書架

にある資料の回送貸出）・リクエスト（市内の図書館に未所

蔵の資料の購入希望）受付 
 利用者検索用端末機（OPAC）により、利用者自身で予

約（貸出中の資料のみ）入力 
  
 市内の図書館に未所蔵の資料は、府域の市町村立図書

館・府立図書館・府外の公共図書館、さらには国立国会図

書館等から、図書館間協力貸出制度により、市民に提供す

る。→協力貸出 
 インターネット蔵書検索システムにより、各家庭や学校、

事業所から 24 時間、直接、図書館が所蔵する資料の情報

を検索・予約することができる。→インターネット蔵書検

索システム 

◇名称：予約サービス 
◇内容：資料の予約サービスの実施 
 利用者が OPAC 等により検索をして貸出中の所蔵資料

を特定し、予約申込みを行う。 
 
所蔵している貸出し中の資料については、コンピュータ

ーに予約情報を入力する。 
所蔵していない資料については、 

① 大阪府立図書館の所蔵確認、次に近隣図書館の所蔵確

認を行い、所蔵があれば、メールまたは、FAX で貸出し申

込みを行う。 
② ①で所蔵の確認ができなかったもので、購入可能なも

のは、選書基準等により、購入を検討する。 
③ どうしても入手できないものは、利用者にその旨伝え

る。 
④ 資料を確保した場合は、直ちに利用者に伝える。 

 堺市の例に合わせる。 

 
 
 
 
 
 

 



堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
No 109703 専門部会名  教育専門部会（図書館） 
協定項目 ２４ 各種事務事業の取扱い （生涯学習関係） 関係項目 図書館管理運営 

 
 調整の内容 堺市制度で実施。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇開館時間 
１．中央図書館、北図書館、泉ヶ丘図書館、鳳図書館、中

図書館、堺市駅前分館 
(1)火曜日から金曜日まで 

 午前 10 時から午後 7 時 30 分まで ただし、中央図書館

こども室については、午前 10 時から午後 5 時まで 
(2)土曜日及び日曜日 

 午前 10 時から午後 5 時まで 
２．登美丘分館、初芝分館、栂分館、美木多分館、東百舌

鳥分館  火曜日から日曜日まで  午前10時から午後5
時まで 
 
◇休館日 

(1)月曜日 
(2)国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、

その翌日とする。 
(3)12 月 30 日から 1 月 5 日（その日が月曜日に当たると

きは、1 月 6 日）までの日 
(4)館内整理日（3 月末日並びに 6 月、9 月及び 12 月の各

第１火曜日。ただし、その日が第２号本文に当たるときは、

その翌日） 
(5)資料（点検）整理期間（2 週間以内） 

 

◇開館時間 
午前 10 時 30 分から午後 6 時まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇休館日 

(1)月曜日及び火曜日（第２火曜日及び第４火曜日に限

る。） 
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日（その日が前

号に掲げる日に当たるときは、その翌日）。 
(3)12 月 30 日から翌年 1 月 4 日まで（前 2 号に掲げる日

を除く。） 
(4)館内整理日、毎月末日（その日が前 3 号に掲げる日に

当たるときは、その翌日） 
(5)特別資料整理期間、年間 10 日以内で教育委員会が定

める日 

 堺市の１の図書館の開館時間に合わ

せる。 

 



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（人権教育）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

人権学習推進事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

講習事業「人権ふれあい
センターの講習」

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

識字事業「人権ふれあい
センターの識字」

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

教育相談事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年育成・交流事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

南河内地区人権・同和教育
研究協議会負担金事業

廃止



使用料、補助金、負担金等
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（人権教育）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市人権教育推進事業補
助金

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

南河内地区人権・同和教
育研究協議会負担金

廃止

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府人権教育主管課長
会負担金

大阪府人権教育主管課長
会負担金

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

人権教育推進調査研究業
務委託料

美原町人権教育研究会交
付金

堺市制度で実施



関係団体、組織等
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（人権教育）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市人権教育研究会 美原町人権教育研究会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

南河内地区人権・同和教
育研究協議会

廃止

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府人権教育主管課長
会

大阪府人権教育主管課長
会

堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

施設の運営等（公民館） 公民館管理運営事業等 美原町制度存続 当面の間、現行どおり継続する。5年を目途に調整す
る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

小学校体育施設開放事業 美原町立学校体育施設の
開放事業（小学校）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

中学校体育施設開放事業 美原町立学校体育施設の
開放事業（中学校）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺・泉北市民大学 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市民講座 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習まちづくり出前講
座の開催

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

小学校施設開放事業（ふれ
あいスクール）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

日本語読み書き教室 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

百舌鳥養護青年学級 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習市民活動（生涯学
習交流サロン）

生涯学習推進協議会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習交流まつり 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習ガイドブック作成 廃止 ソフィアネットで代替可能であるため、廃止。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習リーダー（指導者）
養成講座

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

情報ラウンジ 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

視聴覚ライブラリー 視聴覚ライブラリー 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

ソフィア･ネット（堺市生涯学
習情報提供システム）

生涯学習パンフレット作成
事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

IT講習会 ＩＴ講習会 廃止 一定の成果が見られたため、廃止。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

女性センター管理運営 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

女性大学等事業 堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

男女共同参画事業等 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市女性教育振興事業補
助金

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市校区女性活動推進事
業補助金

美原町婦人会補助金 堺市制度で実施 当面の間、美原町制度を存続し、5年を目途に調整を
図る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

指定文化財の保護管理 文化財補助金事務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

史跡整備事業 史跡整備事業（黒姫山古墳
環境整備事業）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

PTA教育振興事業 美原町ＰＴＡ連絡協議会事
業

堺市制度で実施 当面の間、美原町制度を存続し、5年を目途に調整を
図る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

史跡・旧蹟の保護管理 史跡・旧蹟の保護管理 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

未指定・未登録文化財の調
査及び指定事務

未指定・未登録文化財の調
査及び指定事務

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

文化財の顕彰と活用 文化財の顕彰と活用（啓発
パンフ）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

埋蔵文化財の保護管理 埋蔵文化財の保護管理 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年団体・リーダー養成
事業（こども会、援助金・救
済見舞金関係）

こども会育成連絡協議会事
務局

堺市制度で実施 当面の間、美原町制度を存続し、5年を目途に調整を
図る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

舳松社会教育会館管理運
営事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年自然体験活動推進
事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

発掘調査事業 発掘調査事業 堺市制度で実施 ５年を目途に調整を図る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

普及啓発事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年センター施設管理 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年健全育成事業（青少
年センター）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年の家施設管理 堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年健全育成事業（青少
年の家）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

日高少年自然の家施設の
維持管理運営

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

舳松歴史資料館管理運営
事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

社会体育施設の維持管理
（堺市立体育館等スポーツ
施設管理運営委託）

社会体育施設の維持管理
事業（美原町立体育館等ス
ポーツ施設管理運営委託）

美原町制度存続 当面の間現行どおり継続する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

総合型地域スポーツクラブ
設立・育成

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市ｽﾎﾟｰﾂ施設情報ｼｽﾃﾑ
管理運営（施設予約・料金
振替収納・ｽﾎﾟｰﾂ情報提
供・協議会）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

市民総合体育大会(堺市民
オリンピック開催)

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

地域スポーツ指導者養成講
座

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

(財)堺市教育スポーツ振興
事業団事業補助

トレーニング講習会・親子体
操教室

美原町制度存続 当面の間、現行どおり継続する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市体育指導委員関係事
務

町体育指導委員関連事務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

各種競技ｽﾎﾟｰﾂ補助金 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市スポーツ振興審議会開
催

町スポーツ振興審議会開催 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

泉北地区及び堺市スポーツ
少年団事務局運営・事業開
催

スポーツ少年団事務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市スポーツレクリエーショ
ンフェスティバル開催

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

ニュースポーツ普及（啓発
冊子発行・用具貸出）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

スポーツリーダーバンク 堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

スポーツ大会医師･看護師
派遣

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

スポーツ振興活動救済見舞
金

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

スポーツ国際交流事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

国内友好都市スポーツ交流
事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市民マラソン大会（久野
杯）開催

美原町マラソン大会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺体育協会事務局運営 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府総体奨励・運営協力 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

ボランティアスポーツ指導者
会関係事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

泉州国際市民マラソン大会
開催（他自治体共同事業）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

ちぬが丘スポーツセンター
管理運営

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

美原町ジュニアスポーツ大
会実施事業

廃止 実施母体の存続が困難であるため、廃止。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

みはら公民館まつり＆子ど
もフェスタ事業

美原町制度存続 当面の間、美原町域で事業を継続する。5年を目途
に調整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

ボランティア｢ひこうせん｣育
成事業

美原町制度存続 当面の間、美原町域で事業を継続する。5年を目途
に調整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

ボランティア｢さつき会｣育成
事業

美原町制度存続 当面の間、美原町域で事業を継続する。5年を目途
に調整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

全国社会教育研究大会 全国社会教育研究大会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

近畿地区社会教育研究大
会

近畿地区社会教育研究大
会

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府社会教育振興協議
会

大阪府社会教育振興協議
会

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

泉北地区社会教育振興協
議会の開催

南河内地区社会教育振興
協議会の開催

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

南河内ブロック公民館大会
の開催

廃止



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

美原町立中央公民館クラブ
連絡協議会

美原町制度存続 当面の間、美原町域で事業を継続する。5年を目途
に調整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

美原町立中央公民館友の
会事業

美原町制度存続 当面の間、美原町域で事業を継続する。5年を目途
に調整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府立高等学校等体育
施設開放事業

大阪府立高等学校等体育
施設開放事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

カヌー体験講習会 美原町制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

水泳教室 美原町制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

マリンスポーツ教室 美原町制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

南河内地区社会体育部会 廃止

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

海洋センター事業 美原町制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

文化会館主催事業 文化教養講座の開催 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

児童文化センター管理 美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

児童文化センター活動 美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

児童館・地区センター管理 美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習フェスティバルの
開催

美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

みはらマナビスト館管理運
営

美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

小学校施設総合開放事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府・市町村生涯学習
ネットワーク会議市町村連
携事業泉北ブロック連絡会
議の開催

大阪府・市町村生涯学習
ネットワーク会議市町村連
携事業南河内地区ブロック
連絡会議の開催

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

歴史街道ウォーキング事業 2003年歴史街道ウォーク＆
トーク事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

文化財行政事務情報管理
デジタル化事業

堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

町史刊行事業 美原町制度存続 美原町の制度として残す。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

青少年団体・リーダー養成
事業（野外活動関係）

野外活動リーダー養成事業 新制度に再編 合併後、両市町関連事業の整理統合を図る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

Ｂ＆Ｇ指導員養成派遣事務 美原町制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

みはらマナビストバンク登録 美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

生涯学習講座事業 廃止 一定の成果が見られたため、廃止。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

社会教育委員会議 社会教育委員会議 堺市制度で実施 委員の任期や選任方法等について調整を図る。

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

児童館・地区センター活動 美原町制度存続 当面の間、美原町制度で実施する。5年を目途に調
整する。



使用料、補助金、負担金等
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪府体育指導委員協議
会会費

大阪府体育指導委員協議
会会費

堺市制度で実施



関係団体、組織等
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（生涯学習）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

小学校施設開放事業運営
委員会(ふれあいスクール）

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

生涯学習交流サロン企画運
営委員会

生涯学習推進協議会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市史跡土塔整備検討委
員会

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

舳松歴史資料館展示委員
会

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市スポーツレクリエーショ
ンフェスティバル実行委員

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市ボランティアスポーツ指
導者会

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市体育振興事業育成会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市スポーツ少年団 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市民オリンピック委員会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

みはらこども野外活動教室
実行委員会

美原町制度で実施 合併後、両市町関連組織の整理統合を図る。

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

生涯学習フェスティバル実
行委員会

美原町制度存続 当面の間、美原町制度を継続する。5年を目途
に調整を図る。

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

郷土研究会 美原町制度存続 ５年を目途に調整を図る。

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

美原海洋クラブ 美原町制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

2003年歴史街道ウォーク＆
トーク実行委員会

2003年歴史街道ウォーク＆
トーク実行委員会

堺市制度で実施



事務事業
様式　１

専門部会名  教育専門部会（博物館）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

博物館展示事業 博物館展示事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

博物館資料調査研究事業 博物館資料調査研究事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

博物館資料収集保管事業 博物館資料収集保管事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

講座･講演会等普及事業 講座・講演会等普及事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市博物館管理運営事業 みはら歴史博物館管理運
営事業

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

博物館ホール管理運営事
業

美原町制度で実施



関係団体、組織等
様式　１

専門部会名  教育専門部会（博物館）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市博物館協議会 美原町立みはら歴史博物
館協議会

堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（図書館）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

堺市立図書館協議会 美原町立図書館協議会 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

館内閲覧サービス 館内閲覧サービス 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

コピーサービス コピーサービス 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

移動図書館サービス 移動図書館サービス 美原町制度存続 当面の間現行どおり継続する

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館資料収集 図書館資料収集 新制度に再編 現行制度を統合して実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

電算業務 電算業務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館間資料配送業務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

全域サービス計画策定 美原町立図書館計画　改
定

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館管理運営事業（一
般管理事業）

施設維持管理 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

延滞者督促 延滞者督促 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館行事 図書館行事 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

事務機器管理業務 事務機器管理業務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

利用者登録業務、利用者
データの管理業務

利用者登録管理業務、利
用者データの管理業務

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

学習室設置事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

蔵書点検業務 蔵書点検業務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

青少年サービス ヤングアダルトサービス 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

児童サービス 児童サービス 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館見学、研修受け入
れ

図書館見学、研修受け入
れ

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

視覚障害者音訳サービス
事業

美原町制度存続



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（図書館）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

集会室・会議室使用許可 各室貸出事務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

読書会 美原町読書友の会事業 堺市制度で実施 当面の間継続する

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館サポーター ボランティア関係事務 新制度に再編 現行制度を統合して実施する

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

職員研修 職員研修事業 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

ブックｽﾀｰﾄ事業 美原町制度存続

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書団体貸出 図書団体貸出 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館障害者サービス 図書館障害者サービス 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館情報管理 図書館情報管理 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館資料の購入 図書館資料の購入 新制度に再編 現行制度を統合して実施する

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館資料管理業務 図書館資料管理業務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

レファレンス業務 レファレンス業務 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

図書館間協力貸出 図書館間協力貸出 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

個人貸出 個人貸出 新制度に再編



使用料、補助金、負担金等
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（図書館）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

司書講習受講負担金 廃止 堺市は司書職制度により有資格者を配置しているた
め不要

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

全国図書館大会参加負担
金

廃止 文部科学省主催の近畿地区公共図書館研修に含
める

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

大阪公共図書館協会負担
金

大阪公共図書館協会負担
金

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

社団法人日本図書館協会
会費負担金

社団法人日本図書館協会
会費負担金

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

児童文化講座参加費 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

人権啓発研究全国集会参
加費

堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市駅前分館維持管理費 堺市制度で実施



関係団体、組織等
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（図書館）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生涯学習関係）

堺市立図書館協議会 美原町立図書館協議会 堺市制度で実施 委員の選出に配慮する



事務事業
　様式　１

専門部会名  教育専門部会（教育文化センター）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱い
（生涯学習関係）

生涯学習講座等（教育文
化センター中文化会館）

堺市制度で実施


