
第１号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　殿
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名（仮称）　　　　　　　　　　　　
設立代表者名　　　　　　　　　　　　印　　
学校法人　　　　寄附行為認可申請書
　　学校法人（準学校法人）　　　　を設立したいので、私立学校法　第30条第１項),\s\do  7(第64条第５項にお))いて準用する同法第30条第１項))第30条第１項第64条第５項において準用する同法第30条第１項　の規定により、関係書類を添えて申請します。
　添付書類
　　１　設立趣意書
　　２　寄附行為
　　３　財産目録
　　４　寄附申込書の写し
　　５　設立決議録の写し
　　６　不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等
　　７　不動産その他の主なる財産についての価格評価書
　　８　設立後２年の事業計画及びこれに伴う収支予算書
　　９　設立代表者の履歴書及び身分証明書
　　10　役員の就任承諾書、履歴書及び身分証明書
　　11　役員のうち各役員について、その配偶者又は３親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
　　12　当該学校法人の設置する私立学校の学則
　　13　学校設置のための施設費及び設備費の財源調書
　　14　法人全体の負債償還計画書（負債を予定する場合に限る。）
　　15　学生生徒等納付金調書
　　16　当該学校法人の設置する私立学校の校地、校舎の平面図及び学校の付近状況図
　　17　その他参考となる書類



第２号様式

負債償還計画書

借入先
当初借入金額
借入年月
返済期限及び利率
申請時までの償還額
申請時現在の残高
借入金に対する返済計画
借入金の目的　　
（使途）







申請年度
開設年度
年度
年度
年度

申請時現在の負債残高
日本私立校振共済事業団　
千円
年月
年　％
(据置年)
千円
千円
千円
（　）
千円
（　）
千円
(　)
千円
(　)
千円
(　)
使途：
抵当：














小計












沖縄県私立学校教育振興会












小計












銀行












小計












学校債












未払金












小計











申請時以降の借入予定


























小計











合　計










年度末残高（元金のみ）





償還財源の内訳





帰属収入に対する負債償還額（元金＋利息）の割合
％
（　）
％
(　)
％
(　)
％
(　)

　備考
　　１　法人全体についての負債（未払金及び申請時以後予定している負債を含む。）償還計画を年度ごとに作成すること。（　）内には当該年度分の利息の額を記入すること。
　　２　返済期間が終了するまでの期間の償還計画を作成すること。
　　３　借入目的（使途）欄には、借入目的（例えば、○○校舎建築費（○○千円）に充当等）及び抵当物件等を具体的に記載すること。
　　４　償還財源の内訳欄には、年度ごとに償還財源の内訳を詳細に記載すること。
　　５　金融機関等の返済償還表（写）を添付すること。
第３号様式


学生生徒等納付金調書
納付金の種類
年度
年度
授業料
（保育料）


入学金
（入園料）




















　備考
　　１　幼稚園にあっては、園則に定める学生生徒等納付金は、すべて種別ごとに記載すること。
　　２　小学校以上の学種にあっては、学生生徒から徴収する納付金は、すべて記載すること。
　　３　学生生徒等納付金収入の積算内訳を年度別、科目別に作成すること。


第４号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名（仮称）　　　　　　　　　　　
設立代表者名　　　　　　　　　　　印　　
学校法人　　　　寄附行為補充請求書
　　私立学校法　第32条第１項),\s\do  7(第64条第５項において準用する同法第32条第１項))第32条第１項第64条第５項において準用する同法第32条第１項　の規定により、学校法人　　　　の寄附行為の補充を受けたいので請求します。
　添付書類
　　１　補充しようとする事項を記載した書類
　　２　請求者と設置者との関係を記載した書類


第５号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　印　　
学校法人　　　　寄附行為変更認可申請書
　　学校法人（準学校法人）　　　　の寄附行為の変更したいので、私立学校法　第45条),\s\do  7(第64条第５項お))いて準用する同法第45条))第45条第64条第５項おいて準用する同法第45条　の規定により、関係書類を添えて申請します。
　添付書類
　　１　理由書
　　２　寄附行為の変更部分に係る新旧対照表
　　３　理事会及び評議員会の寄附行為変更に関する決議録
　　４　新旧寄附行為
　　５　学校法人の登記簿謄本
　　６　その他参考となる資料
　備考　既に私立学校を設置している学校法人が更に新しい私立学校等を設置し、又は廃止しようとする場合には上記書類のほか、次の書類を添付すること。
　　(１)　財産目録
　　(２)　不動産その他の主なる財産についての価格評価書（私立学校を廃止する場合を除く。）
　　(３)　不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等
　　(４)　変更後２年の事業計画及びこれに伴う収支予算書
　　(５)　学校法人の設置する私立学校の学則
　　(６)　学校法人の設置する私立学校の校地、校舎の平面図及び学校の付近状況図
　　(７)　財産の処分に関する事項を記載した書類（私立学校を廃止する場合に限る。）
　　(８)　新設学校の学則、位置図、建物の配置図及び平面図（私立学校を廃止する場合を除く。以下同じ。）
　　(９)　寄附行為変更前２年の財産目録、貸借対照表及び収支決算書及び当該年度の予算書
　　(10)　学校設置のための施設費及び設備費の財源調書
　　(11)　法人全体の負債償還計画書
　　(12)　学生生徒等納付金調書
第６号様式


年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
学校法人　　　　解散認可申請書
　　学校法人（準学校法人）　　　　を解散したいので、私立学校法　第50条第２項),\s\do  7(第64条第５項にお))いて準用する同法第50条第２項))第50条第２項第64条第５項において準用する同法第50条第２項　の規定により、関係書類を添えて申請します。
　添付書類
　　１　理由書
　　２　理事会及び評議員会の解散に関する決議録
　　３　財産目録
　　４　残余財産の処分に関する事項を記載した書類
　　５　寄附行為
　　６　学校法人の法人登記簿謄本
　　７　過去２年の収支予算書（計画申請書の場合に限る。）
　　８　学校法人の沿革その他の参考となる書類


第７号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
学校法人解散届
　　学校法人（準学校法人）　　　　が解散したので、私立学校法　第50条第４項),\s\do  7(第64条第５項におい))て準用する同法第50条第４項))第50条第４項第64条第５項において準用する同法第50条第４項　の規定により、関係書類を添えて申請します。
　添付書類
　　１　解散の理由
　　２　解散の年月日　　　　　　　　年　　月　　日
　　３　学校法人の登記簿謄本



第８号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　印　　
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　印　　
学校法人合併認可申請書
　　学校法人（準学校法人）　　　　と学校法人（準学校法人）とを合併したいので、私立学校法　第),\s\do  7(第))条第２項),\s\do  7(64条第５項において準用する同法第52条第２項))第52条第２項第64条第５項において準用する同法第52条第２項　の規定により、関係書類を添えて申請します。
　添付書類
　　１　理由書
　　２　理事会及び評議員会の合併に関する決議録
　　３　私立学校法第55条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
　　４　合併契約書
　　５　合併後存続する学校法人又は合併によって設立する学校法人の寄附行為
　　６　合併前の各学校法人に関する次の書類
　　　(１)　寄附行為
　　　(２)　財産目録
　　　(３)　学校法人の設置する私立学校の位置及び校地の状況を明らかにする図面並びに校舎その他の建物の配置図及び平面図
　　　(４)　不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
　　　(５)　不動産その他の主な財産についての価格評価書
　　　(６)　貸借対照表
　　　(７)　学校法人の登記簿謄本
　　　(８)　学校法人の沿革その他参考となる書類
　　７　合併後存続する学校法人又は合併によって設立する学校法人に関する次の書類
　　　(１)　合併後２年の事業計画及び収支予算書
　　　(２)　役員の就任承諾書、履歴書及び身分証明書
　　　(３)　役員のうちに、各役員について、その配偶者又は３親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
　　８　合併後存続する学校法人又は合併によって設立する学校法人の設置する私立学校の学則
第９号様式


年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
清算中に就職した清算人届
　　学校法人（準学校法人）　　　　の清算の清算人に就職したので、私立学校法　第58),\s\do  7(第64))条),\s\do  7(条第５項において準用する同法第58条))第58条第64条第５項において準用する同法第58条　において準用する民法第77条第２項の規定により関係書類を添えて届け出ます。
　就職年月日　　　　年　　月　　日
　添付書類
　　１　学校法人の法人登記簿謄本
　　２　清算人の履歴書及び身分証明書


第１０号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
学校所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
清算結了届
　　学校法人（準学校法人）　　　　の清算が　　　　年　　月　　日に結了したので、私立学校法　第58条),\s\do  7(第64条第５項において準用する同法第58条))第58条第64条第５項において準用する同法第58条　において準用する民法第83条の規定により関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　学校法人の法人登記簿謄本


第１１号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
学校法人組織変更認可計画申請書
　　私立学校法第64条第６項の規定により、学校法人から準学校法人（準学校法人から学校法人）への組織変更の関係書類を添えて申請します。
　添付書類
　　１　理由書
　　２　理事会及び評議員会の組織変更に関する決議録
　　３　新旧財産目録
　　４　学校法人の設置する私立学校の位置及び校地の状況を明らかにする図面並びに校舎その他の建物の配置図及び平面図
　　５　不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所等の証明書類
　　６　不動産その他の主な財産についての価格評価書
　　７　組織変更後２年の事業計画及び収支予算書
　　８　役員の就任承諾書、履歴書及び身分証明書
　　９　役員のうちに、各役員について、その配偶者又は３親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
　　10　組織変更後存続する学校法人又は合併によって設立する学校法人の設置する私立学校の学則
　　11　新旧寄附行為
　　12　学校法人の沿革その他参考となる書類


第１２号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
設立登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項条の規定により、設立登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　登記年月日を記載した書類
　　２　学校法人の登記簿謄本


第１３号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
従たる事務所の新設登記済届
　　私立学校法施令第１条第１項の規定により、従たる事務所の新設設立登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　新設する理由を記載した書類
　　２　新設年月日を記載した書類
　　３　登記年月日を記載した書類
　　４　学校法人の登記簿謄本
　　５　新設に関する決議録


第１４号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
学校所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
事務所の移転登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項の規定により、事務所の移転登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　移転する理由を記載した書類
　　２　移転年月日を記載した書類
　　３　登記年月日を記載した書類
　　４　旧事務所及び新事務所の所在地
　　５　移転に関する決議録
　　６　学校法人の法人登記簿謄本


第１５号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
目的変更登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項の規定により、目的変更登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　変更の理由を記載した書類
　　２　変更年月日を記載した書類
　　３　新旧の目的の対照表
　　４　学校法人の法人登記簿謄本
　　５　変更に関する決議録


第１６号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
名称変更登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項の規定により、名称変更登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　変更の理由を記載した書類
　　２　変更年月日を記載した書類
　　３　新旧の名称の対照表
　　４　変更に関する決議録
　　５　学校法人の法人登記簿謄本


第１７号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
解散の事由変更登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項の規定により、解散事由の変更登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　変更の理由を記載した書類
　　２　変更年月日を記載した書類
　　３　変更事項の対照表
　　４　学校法人の法人登記簿謄本


第１８号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
資産総額の変更登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項の規定により、資産総額の変更登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　変更の理由を記載した書類
　　２　変更年月日を記載した書類
　　３　新旧財産目録
　　４　変更に関する決議録
　　５　学校法人の法人登記簿謄本


第１９号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
代表者変更登記済登記済届
　　私立学校法施行令第１条第１項の規定により、代表者の変更登記を完了したので、関係書類を添えて届け出ます。
　添付書類
　　１　就任承諾書（写）
　　２　履歴書
　　３　誓約書
　　４　各役員のうち、その配偶者又は３親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
　　５　変更に関する決議録
　　６　学校法人の法人登記簿謄本


第２０号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　印　　
役員就任届
　　学校法人　　　　の役員（理事・監事）に次のとおり変更ありましたので、私立学校法施行令第１条第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
就任した理事・監事の氏名

就任した理事・監事の住所

就任年月日

　添付書類
　　１　就任承諾書（写）
　　２　履歴書
　　３　誓約書
　　４　各役員のうち、その配偶者又は３親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
　　５　就任に関する決議録
　　６　新旧役員名簿



第２１号様式
年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　印　　
役員退任届
　　学校法人　　　　の役員（理事・監事）に次のとおり変更ありましたので、私立学校法施行令第１条第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
退任した理事・監事の氏名

退任した理事・監事の住所

退任年月日

　添付書類
　　１　退任に関する決議録
　　２　新旧役員名簿


第２２号様式
年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
法人所在地　　　　　　　　　　　　　　
学校法人名　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　印　　
理事長職務代理者等開始（終了）届
　　理事長の職務の代理（実施）を他の理事が次のとおり行う（やめる）こととなったので私立学校法施行令第１条第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
　１　届け出に係る理事の住所及び氏名
　　住所
　　氏名
　２　職務代理等の開始（終了）の年月日
　　　　　　　　年　　月　　日
　添付書類
　　職務代理に関する決議録


