

第１号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
学校設置認可申請書
　　　　を設置したいので、学校教育法　第４条第１項),\s\up  0(第130条第１項),\s\do  10(第134条第２項において準用する同法第４条第))１項))第４条第１項第130条第１項第134条第２項において準用する同法第４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　目的を記載した書類
　　２　名称を記載した書類
　　３　位置を記載した書類
　　４　学則
　　５　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　６　開設の時期を記載した書類
　　７　校地校舎等の図面
　　８　設置趣意書
　　９　施設概要書
　　10　校地、校舎等の所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し
　　11　校具及び教具の明細表
　　12　教職員組織表
　　13　学級編成表
　　14　設置者（法人にあっては、その代表者）の履歴書及び身分証明書
　　15　教職員の履歴書、身分証明書、就任承諾書及び免許状の写し又はこれに代わるもの
　　16　設置後２年間の収支予算書
　　17　学校の付近状況図
　　18　学校の施設の内部及び外観の写真
　　19　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　20　設置者が法人である場合にあっては、寄附行為（定款その他の寄附行為に相当するものを含む。）の写し
　　21　上水道以外の飲料水を使用するときは、水質検査書

第２号様式


年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
学校廃止認可申請書
　　　　を廃止したいので、学校教育法　第４条第１項),\s\up  0(第130条第１項),\s\do  10(第134条第２項において準用する同法第４条第))１項))第４条第１項第130条第１項第134条第２項において準用する同法第４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　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　児童等の処置方法を記載した書類
　　４　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　５　設置者が法人である場合にあっては、寄附行為（定款その他の寄附行為に相当するものを含む。）の写し
　　６　教職員の処置方法を記載した書類
　　７　施設、設備、備品等の処置方法を記載した書類
　　８　指導要録等の引継方法を記載した書類
　　９　学校の沿革を記載した書類















第３号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
指導要録等引継書
　　　　　を廃止することにより、学校教育法施行令第31条の規定により、下記のとおり提出します。
記
　添付書類
　　１　指導要録
　　　　　　　年度　指導要録　２部
　　　　　　　年度　指導要録　２部
　　２　身体の状況を記録した書類
　　　　　　　年度　２部
　　　　　　　年度　２部
　　３　教職員の勤務経歴に関する書類
職　　名
氏　　名
採用年月日
退職年月日
備　考















　注　指導要録には、別に児童等の年度別名簿の一覧表を添付すること。




第４号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　印　　
高等学校全日制課程等設置認可申請書
　　　　高等学校に　全日制),\s\up  0(定時制),\s\do  13(通信制))全日制定時制通信制　課程（　　学科）を設置したいので、学校教育法第４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　事由を記載した書類
　　２　名称を記載した書類
　　３　位置を記載した書類
　　４　学則の変更事項を記載した書類
　　５　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　６　開設の時期を記載した書類
　　７　新たに設置する課程等に係る校地校舎等の図面
　　８　施設概要書
　　９　校地、校舎等の所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し
　　10　校具及び教具の明細表
　　11　教職員組織表
　　12　学級編成表
　　13　設置後２年間の収支予算書
　　14　学校の付近状況図
　　15　学校の施設の内部及び外観の写真
　　16　理事会等の決議録の写し

第５号様式


年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　印　　
高等学校全日制課程等廃止認可申請書
　　　　高等学校の　全日制),\s\up  0(定時制),\s\do  13(通信制))全日制定時制通信制　課程（　　学科）を廃止したいので、学校教育法第４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　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　児童等の処置方法を記載した書類
　　４　理事会等の決議録の写し
　　５　教職員の処置方法を記載した書類
　　６　施設、設備、備品等の処置方法を記載した書類


第６号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
旧設置者　　　　　　　　　　　　　　　　　
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
新設置者　　　　　　　　　　　　　　　　　
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
学校設置者変更認可申請書
　　　　の設置者を変更したいので、学校教育法　第４条第１項),\s\up  0(第130条第１項),\s\do  10(第134条第２項において準用する同法))第４条第１項))第４条第１項第130条第１項第134条第２項において準用する同法第４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　目的を記載した書類
　　２　名称を記載した書類
　　３　位置を記載した書類
　　４　学則
　　５　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　６　変更の事由を記載した書類
　　７　変更の時期を記載した書類
　　８　新たに設置者になろうとする者（その者が法人である場合にあっては、その代表者）の履歴書及び身分証明書
　　９　設置者が法人である場合にあっては、当該変更に係る理事会等の決議録の写し、寄附行為（定款その他の寄附行為に相当するものを含む。）、法人役員名簿及び財産目録
　　注　添付書類１から５までの事項について変更前と変更後を比較対照すること。


第７号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　印　　
高等学校の広域の通信制課程に係る学則変更認可申請書
　　　　高等学校の広域通信制課程に係る学則を変更したいので、学校教育法第４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　変更の事由を記載した書類
　　２　変更の時期を記載した書類
　　３　教職員組織表
　　４　理事会等の決議録の写し
　　５　新学則
　　６　変更しようとする条項の新旧比較対照表
　　７　変更後２年間の収支予算書
　　８　広域の通信教育を行う区域を変更する場合において、当該変更により新たに加わることとなる区域の生徒の教育方法又は当該変更により除くこととなる区域の生徒の処置方法を記載した書類
　　９　広域の通信教育について協力する高等学校に関する事項を変更する場合において、当該変更により新たに協力する高等学校における教育方法を記載した書類及び当該高等学校の設置者が協力することを決定したことを証する書類、又は当該変更により協力する高等学校を廃止する場合における当該高等学校において教育を受けている生徒の処置方法を記載した書類



第８号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
収容定員に係る学則変更認可申請書
　　　　学校の収容定員に係る学則の変更をしたいので、学校教育法　第４条第１項),\s\do  10(第134条第２項に))おいて準用する同法第４条第１項))第４条第１項第134条第２項において準用する同法第４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　変更の事由を記載した書類
　　２　変更の時期を記載した書類
　　３　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　４　変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面
　　５　教職員組織表
　　６　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　７　新学則
　　８　変更しようとする条項の新旧比較対照表
　　９　変更後２年間の収支予算書
　　10　変更前及び変更後の収容定員に対する屋外運動場及び校舎の基準面積表及び現有面積表
　　11　過去５年間の児童等の収容状況表



第９号様式
年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
校長選任届
　　　　　の校長を定めたので、学校教育法　第10条),\s\up  0(第133条において準用する同法第10条),\s\do  10(第134条第２項において準用する同法第10))条))第10条第133条において準用する同法第10条第134条第２項において準用する同法第10条　の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　履歴書
　　２　身分証明書
　　３　就任承諾書
　　４　免許状の写し


第１０号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
目的等変更届

　　　　学校の
目的
名称
位置
学則
経費の見積り
維持方法
を変更したいので、学校教育法施行令
第27条の２第１
第27条の２第１
第27条の３第１
　項第１号
　項第５号
　号
の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　変更の事由を記載した書類
　　２　変更の時期を記載した書類
　　３　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　４　目的又は名称の変更の場合にあっては、その変更に係る新旧比較対照表
　　５　位置の変更の場合にあっては、その変更に係る新旧比較対照表、変更後の位置を示す図面及び施設概要書並びに校地、校舎等の所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し
　　６　学則の変更の場合にあっては、その変更に係る条項の新旧比較対照表及び新学則
　　７　経費の見積り及び維持方法の変更の場合にあっては、その変更に係る新旧比較対照表及び変更後２年間の収支予算書











第１１号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　印　　
専攻科等設置届
　　　　学校に　　専攻科（別科、学科）を設置したいので、学校教育法施行令第27条の２第１項第２号の規定により、届け出ます。
記
　添付書類
　　１　事由を記載した書類
　　２　名称を記載した書類
　　３　位置を記載した書類
　　４　学則の変更事項を記載した書類
　　５　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　６　開設の時期を記載した書類
　　７　新たに設置する専攻科等の使用に係る校地校舎等の図面
　　８　施設概要書
　　９　校地、校舎等の所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し
　　10　校具及び教具の明細表
　　11　教職員組織表
　　12　学級編成表
　　13　設置後２年間の収支予算書
　　14　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し


第１２号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　印　　
専攻科等廃止届
　　　　学校の専攻科（別科、学科）を廃止したいので、学校教育法施行令第27条の２第１項第２号の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　４　児童等の処置方法を記載した書類
　　５　教職員の処置方法を記載した書類
　　６　施設、設備、備品等の処置方法を記載した書類


第１３号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　印　　
専攻科等廃止届
　　　　学校の専攻科（別科、学科）を廃止したいので、学校教育法施行令第27条の２第１項第２号の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　４　児童等の処置方法を記載した書類
　　５　教職員の処置方法を記載した書類
　　６　施設、設備、備品等の処置方法を記載した書類


第１４号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
分校廃止届
　　　　学校の分校を廃止したいので、　学校教育法第131条),\s\up  0(学校教育法施行令第27条の２第１項第３号),\s\do  10(学校教育法施行令第27条の３第２号))学校教育法第131条学校教育法施行令第27条の２第１項第３号学校教育法施行令第27条の３第２号　の
　規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　４　児童等の処置方法を記載した書類
　　５　教職員の処置方法を記載した書類
　　６　施設、設備、備品等の処置方法を記載した書類
　　７　学校の沿革を記載した書類


第１５号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
校地校舎等変更届
　　　　学校の校地（校舎）を変更したいので、　学校教育法第131条),\s\up  0(学校教育法施行令第27条の２第１項第),\s\do  10(学校教育法施行令第27条の３第３号))６号),\s\do  10())学校教育法第131条学校教育法施行令第27条の２第１項第学校教育法施行令第27条の３第３号６号　の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　変更等の事由を記載した書類
　　２　変更等の時期を記載した書類
　　３　変更等に係る校地校舎等の図面
　　４　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　５　用途の変更の場合にあっては、その変更に係る用途の新旧比較対照表
　　５　用途の変更以外の場合にあっては、土地等の権利の取得若しくは変更又は土地等の現状の変更に係る面積の新旧比較対照表及び所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し


第１６号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
専修学校高等課程等設置認可申請書
　　　　専修学校の　高等課程),\s\up  0(専門課程),\s\do  13(一般課程))高等課程専門課程一般課程　を設置したいので、学校教育法第130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　目的を記載した書類
　　２　名称を記載した書類
　　３　位置を記載した書類
　　４　学則
　　５　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　６　開設の時期を記載した書類
　　７　校地校舎等の図面
　　８　施設概要書
　　９　校地、校舎等の所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し
　　10　校具及び教具の明細表
　　11　教職員組織表
　　12　学級編成表
　　13　設置後２年間の収支予算書
　　14　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し


第１７号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
専修学校高等課程等廃止認可申請書
　　　　専修学校の　高等課程),\s\up  0(専門課程),\s\do  13(一般課程))高等課程専門課程一般課程　を廃止したいので、学校教育法第130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　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　児童等の処置方法を記載した書類
　　４　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　５　教職員の処置方法を記載した書類
　　６　施設、設備、備品等の処置方法を記載した書類
　　７　学校の沿革を記載した書類



第１８号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
専修学校目的変更認可申請書
　　　　専修学校の目的を変更したいので、学校教育法第130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　変更の事由を記載した書類
　　２　変更に係る事項（名称、位置）を記載した書類
　　３　学則の変更事項を記載した書類
　　４　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　５　変更の時期を記載した書類
　　６　校地校舎等の図面
　　７　理事会等の決議録の写し
　　８　変更に係る新旧比較対照表


第１９号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
専修学校学則変更届
　　　　専修学校の学則を変更するので、学校教育法第131条の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　変更の事由を記載した書類
　　２　変更の時期を記載した書類
　　３　収容定員に係る学則変更の場合にあっては、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面
　　４　収容定員に係る学則変更の場合にあっては、変更後２年間の収支予算書
　　５　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　６　新学則
　　７　変更しようとする条項の新旧比較対照表


第２０号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
専修学校学科設置に係る学則変更届
　　　　専修学校の　　課程の　　学科の設置に伴い、学則を変更しますので、学校教育法第131条の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　目的を記載した書類
　　２　名称を記載した書類
　　３　位置を記載した書類
　　４　学則の変更事項を記載した書類
　　５　経費の見積り及び維持方法を記載した書類
　　６　開設の時期を記載した書類
　　７　新たに設置する学科の使用に係る校地校舎等の図面
　　８　施設概要書
　　９　校地、校舎等の所有権を有することを証する公の書類又は貸借契約書の写し
　　10　校具及び教具の明細表
　　11　教職員組織表
　　12　学級編成表
　　13　設置者が法人である場合にあっては、理事会等の決議録の写し
　　14　変更しようとする条項の新旧比較対照表
　　15　変更後２年間の収支予算書


第２１号様式

年　　月　　日　　
　　　沖縄県知事　　　　　殿
所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　
法 人 名　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長名　　　　　　　　　　　　　　印　　
（個人にあっては、住所及び氏名）　　　　　
専修学校学科廃止に係る学則変更届
　　　　専修学校の　　課程の　　学科の廃止に伴い、学則を変更しますので、学校教育法第131条の規定により、届け出ます。
　添付書類
　　１　廃止の事由を記載した書類
　　２　廃止の時期を記載した書類
　　３　児童等の処置方法を記載した書類
　　４　理事会等の決議録の写し
　　５　新学則
　　６　変更しようとする条項の新旧比較対照表


