
は じ め に

私立学校は、私人の寄附財産によって設立・運営され、設立者の建学の精

神や独自の校風のもと、自律性、自主性が重んじられていますが、公教育の

一翼を担っている点において、国公立の学校と同様公の性質を持つとされ、

公共性にも十分配慮することにより、その健全な発展が期待されているとこ

ろです。

このため、学校等の設置・廃止や、収容定員の変更、学則変更については、

関係法令に基づいて、申請等の手続きが必要とされています。

学校教育法、私立学校法等による各種の認可申請及び届出の事務について、

私立学校関係者の利用に供するため、「私立学校関係事務の手引」を作成し

ていますが、この度、国における取扱いの変更等を踏まえ、各申請書類への

押印の廃止や寄附行為標準例の一部見直し等その他所要の見直しを行いまし

た。

つきましては、法令等を遵守しながら規定に基づいた適正かつ円滑な事務

処理を進められるよう、本手引を御活用ください。

令和４年３月

青森県総務部総務学事課
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【 使 用 上 の 注 意 】

１ この手引きは、知事所轄の私立学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校

及び各種学校）を対象に作成しています。

２ 構成は、「Ⅰ 申請等の事務一覧」、「Ⅱ 学校関係の様式編」、「Ⅲ 学校法人関係の

様式編」、「Ⅳ 作成例編」、「Ⅴ 標準例編」及び「Ⅵ その他」となっています。

３ 「Ⅰ 申請等の事務一覧」は、主な認可申請・届出事項等の体系、申請・届出事項及

び期限一覧表、根拠法令等一覧表、認可までの流れ、青森県私立学校審議会への諮問事

項について、総括的に記載しています。

「Ⅱ 学校関係の様式編」及び「Ⅲ 学校法人関係の様式編」には、それぞれ学校教

育法及び私立学校法等に規定する各種の申請、届出、報告の様式を記載してます。

「Ⅳ 作成例編」は、作成に注意を要する様式を記載しています。

「Ⅴ 標準例編」は、学校法人寄附行為、学則等について、標準例を掲載しています。

「Ⅵ その他」は、学校運営の適正化等に資する県及び国の通知等を掲載しています。

なお、参考として、「関係審査基準」を別冊としています。

４ 申請書等の様式は、原則として日本産業規格Ａ４縦型又はＡ４横型で作成してくださ

い。

５ 事務処理においては、「留意事項」欄に留意してください。

６ この手引きは、令和４年４月１日から適用しますが、法令等の改正が随時行われるこ

とから、内容については適宜確認しながら御利用ください。

７ 御不明な点は、下記にお問い合わせください。

青森県総務部総務学事課学事振興グループ

電話０１７－７３４－９８６９


