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・別添様式７ 「学校設置に要する経費・支払計画調書」 ･･･････････････７－39
・別添様式８ 「学校設置経費財源調達調書」 ･････････････････････････７－40
・別添様式９ 「学校開設年度の経常的経費準備金財源調達調書」 ･･･････７－41
・別添様式 10 「負債償還計画表」 ･･･････････････････････････････････７－42
・別添様式 11 「生徒納付金等調書」 ･････････････････････････････････７－43
・別添様式 12 「設立代表者の権限証明書」 ･･･････････････････････････７－44
・別添様式 13 「役員及び評議員名簿」 ･･･････････････････････････････７－45
・別添様式 14 「就任承諾書」 ･･･････････････････････････････････････７－46
・別添様式 15 「学校教育法第 9 条各号に該当しない者であること
の誓約書」･･･････････････････････････････････････････７－47
・別添様式 16 「
（役員のうち親族不存在についての）宣誓書」 ･･････････７－48
・別添様式 17 「
（監事が兼職していない旨の）宣誓書」 ････････････････７－49
・別添様式 18 「学校法人の事務組職」 ･･･････････････････････････････７－50
・別添様式 19 「寄付行為の変更条項」 ･･･････････････････････････････７－51
・別添様式 20 「寄付行為の変更部分新旧比較対照表」 ･････････････････７－52
・別添様式 21 「現金保有証明書」 ･･･････････････････････････････････７－53

・別添様式 22 「
（役員の）新旧対照表」 ･･････････････････････････････７－54
・別添様式 23 「辞任届」 ･･･････････････････････････････････････････７－57
・別添様式 24 「
（仮理事選任手続の際の）理事名簿」 ･･････････････････７－58
○学校法人の標準的な寄付行為作成例････････････････････････････････････７－59
○茨城県知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類････７－66
○監査報告に係る告示･･････････････････････････････････････････････････７－67
８

その他の様式集
○各種申請
・校地・校舎等証明申請書･････････････････････････････････････････････８－１
・特定公益増進法人証明申請書･････････････････････････････････････････８－２
・学校法人に関する証明書･････････････････････････････････････････････８－４
・卒業証明書，成績証明書･････････････････････････････････････････････８－５
・学則証明申請書･････････････････････････････････････････････････････８－７
・生徒等旅客運賃割引証交付申請書･････････････････････････････････････８－８
○各種報告・届出
・事故報告書･････････････････････････････････････････････････････････８－10
・自然災害（台風，地震，降雪等）による被害状況報告書･････････････････８－11
・インフルエンザ報告書･･･････････････････････････････････････････････８－12
・重大事態の発生についての報告書（様式１）･･･････････････････････････８－13
・重大事態の調査結果報告書（様式２）･････････････････････････････････８－14
・体罰事案報告書･････････････････････････････････････････････････････８－16
・海外修学旅行届･････････････････････････････････････････････････････８－17

９

茨城県私立学校審議会関係規定
○茨城県私立学校審議会の委員の定数････････････････････････････････････９－１
○茨城県私立学校審議会運営規則････････････････････････････････････････９－１

