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(4) 最初の修了確認期
限が生年月日によっ
て区分される。 

（Ｐ12、表１参照）  
 
 
 

(10) 受講後、大学等から修了証明書（履修 
証明書）が発行される。 

(1) 所持する教員免許状に「有効期間の満了の日」が記載されているかを確認する。 

□ 記載がない → 旧免許状所持者 （平成２１年３月３１日以前に授与された教員免許状所持者） 

□ 記載がある → 新免許状所持者 （平成２１年４月１日以降に初めて教員免許状が授与された者） 

 

(9) 受講の免除 

事由について確

認をする。 

（Ｐ９を参照） 

 

 

 

(8) 期限の延期 

事由・期間につい

て確認をする。 

（Ｐ７を参照） 

 

 

１ 教員免許更新制の流れ 

（2） 栄養教諭免許状を所持していますか？ 

(6) ご自身の修了確認期限または有効期間の満了の日は、 

講習受講期間は、                           ～ 

※すでに延期手続き等を済ませている者は、延期後の期限を記入してください。 

(7) 各自で大学等に申込後、 
大学等で免許状更新講習を受講する。 

(11) 千葉県教育委員会に、更新のための各種手続き（申請）を行う。 

(12) 県教育委員会から「更新講習修了確認証明書」 又
は「有効期間更新証明書」等が発行される。 

①管理職に証明書の提示、写しの提出をする。 

②履歴事項の変更手続きを行う。（公立学校教員のみ） 

旧免許状所持者 新免許状所持者 

(3) 期限は、「有効期間の満了の日」が
該当します。 

所持している 

(5) ①栄養教諭免許状が平成２１年
３月３１日以前に授与された者。                    

（Ｐ12、表２参照） 
②旧免許状所持者で栄養教諭免
許状が平成２１年４月１日以降に
授与された者。 （Ｐ12、表１参照）  

 

延期申請する者
の方 

免除申請する者 更新講習を受講する者 

次回の修了確認期限もしく

は有効期間の満了の日は 
 
 
 

有効期間の異なる複数の免
許状を所持している場合
は、その最も遅く満了する
日が、自動的に全ての免許
状の有効期間となる。 

平成  年  月  日 

 
平成  年  月  日 

 
平成  年  月  日 

 
平成  年  月  日 
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番号については、前ページの項目番号と関連しています。 
  

★更新期限の確認に関すること 
(1-1) 新免許状、旧免許状は何が違いますか。 

(1-2) 有効期間の満了の日と修了確認期限は何が違いますか。 

(2-1) 栄養教諭免許状を所持していると何が違いますか。 

(3-1)  新免許状所持者の有効期間の満了の日は、どのように確認するのですか。  

(4-1)  旧免許状所持者の修了確認期限は、どのように確認するのですか。 

(4-2) 無効になった免許状を有効にするにはどうしたらよいですか。 

(4-3) 昭和 30年 4月 1日以前に生まれた者の修了確認期限は、どうなりますか。 

(4-4) 有効期限と退職を同時に迎える者は、それを過ぎたら免許状はどうなりますか。 

(5-1) 栄養教諭免許状を所持している者の修了確認期限は、どのように確認するのですか。 

(6-1)  講習受講期間とはどのようなことですか。 

★更新講習の受講に関すること 
(7-1)  だれでも更新講習を受講することができますか。 

(7-2) 実習助手で勤務していますが、更新をしなかった場合、免許状はどうなりますか。 

(7-3)  司書教諭資格を持つ図書館事務職員は、免許更新が必要ですか。 

(7-4)  更新講習は、どこで行っていますか。 

(7-5)  講習は大学に通う方法以外にどのようなものがありますか。 

(7-6)  受講申し込みの際に受講対象者であることは誰に証明してもらえばよいですか。 

(7-7) 講習内容の選択で気をつけることは何ですか。 

(7-8) 複数の職種の免許状を持っている場合、どの更新講習を受講すればよいですか。 

★申請手続きに関すること 
(8-1)  延長（延期）対象者となるのはどのような事由ですか。 

(8-2) 新たな免許状を取得した際、修了確認期限延期申請書の書き方を教えてください。 

(8-3) 延長（延期）申請で注意すべきことはどのようなことですか。 

(9-1)  免除対象者とはどのような人ですか。 

(9-2) 免除申請で注意すべきことはどのようなことですか。 

(10-1) 更新講習が修了したら何か証明書は出ますか。 

(11-1) 申請書類は何が必要ですか。 

(11-2) 更新手続最終日を過ぎてしまいました。有効期限の満了の日（修了確認期限）まで

に手続きをすれば間に合いますか。 

(11-3) 申請の際に手続きするのは、現在使っている免許状だけでよいですか。 

(11-4) 免許状の写しの原本証明とはどのようなものですか。 

(11-5) 免許状を紛失した場合、再発行はできますか。 

(11-6) 免許状の氏名・本籍が現在のものと異なる場合、どうしたらよいですか。 

(11-7) 免許状の氏名・本籍地は書換が必要ですか。 

(11-8) 更新に係る申請書類はどこに提出したらよいですか。 

(11-9) どのような経路で更新に係る申請書類を提出すればよいですか。 

(11-10) 手続きにはどのくらいの期間かかりますか。 

★証明書発行後の対応に関すること 
(12-1) 有効期間更新修了証明書等を受領した後、どうしたらよいですか。 

(12-2) 各種証明書を紛失した場合に、再発行はできますか。 

(12-3) 履歴事項の変更はどのようにしたらよいですか。 

２ 教員免許更新制に関する質問 
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★更新期限の確認に関すること 

(1-1) 新免許状、旧免許状は何が違いますか。 

平成 21年 4月 1日以降に初めて授与された免許状は、新免許状といい、新免許状を 

持っている者を、新免許状所持者といいます。新免許状には 10年間の有効期間が付さ 

れています。 

一方、平成 21年 3月 31日以前に授与された免許状を旧免許状といい、旧免許状を 

持っている者を、旧免許状所持者といいます。旧免許状所持者が平成 21年 4月 1日以 

降に新たに免許状を授与された場合も、旧免許状として授与されます。 

 

(1-2) 有効期間の満了の日と修了確認期限は何が違いますか。 

新免許状所持者の免許状の有効期限を「有効期間の満了の日」といい、旧免許状所 

持者の免許状の有効期限を「修了確認期限」といいます。 

 

(2-1) 栄養教諭免許状を所持していると何が違いますか。 

栄養教諭免許状は、平成 16年度に創設された免許状であるため、表 1（Ｐ12参照）

のように生年月日で修了確認期限を割り振ると、修了確認期限は栄養教諭免許状を授

与された日から 10年を超えない場合がほとんどになってしまいます。そこで、平成 

21年 3月 31日以前に授与された場合、別の基準で修了確認期限を設定しています。 

（詳細は 5-1 参照） 

 

(3-1) 新免許状所持者の有効期間の満了の日は、どのように確認するのですか。 

新免許状には 10年の有効期間が付されます。有効期間は、その免許状に係る所要 

資格を得た日から 10年後の年度末までとなります。有効期間の異なる複数の免許状 

を所持している場合は、その最も遅く満了する日が、自動的に全ての免許状の有効期 

間の満了の日となります。新免許状所持者の場合、受講対象者であるか否かにかかわ 

らず、有効期間の満了の日までに更新講習を受講・修了せず、有効期間を更新しなか 

った場合、所持する免許状は失効することになります。この場合、免許管理者に免許 

状を返納する必要はありません。 

※「所要資格を得た」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。 

 

 

 

 

３ 教員免許更新制に関する回答 
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(4-1) 旧免許状所持者の修了確認期限は、どのように確認するのですか。 

旧免許所持者（教諭免許状又は養護教諭免許状）の最初の修了確認期限は、表 1（Ｐ 

12参照）のように割り振られます。旧免許状所持者のうち受講義務者(7-1 参照)につ 

いては、修了確認期限までに修了確認を受けなければ、免許状が失効し、免許状を免 

許管理者に返納する必要があります。受講義務がない者については、修了確認を受け 

ずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず（休眠状態になる）、免許状を返納 

する必要はありません。 

 

(4-2) 無効になった免許状を有効にするにはどうしたらよいですか。 

失効している場合は、30時間の更新講習修了後に新たに免許状の授与申請を行うこ 

とになります。（特例による授与の場合は、再授与をできない場合がありますので、そ 

の場合は免許班に御相談ください。） 

休眠状態の場合は、更新講習修了後に回復申請をしなければなりません。 

 

(4-3) 昭和 30 年 4 月 1 日以前に生まれた者の修了確認期限は、どうなりますか。 

旧免許状所持者（栄養教諭免許状を持つ者を除く）で昭和 30年 4月 1日以前に生ま 

れた者については、修了確認期限は設定されていません。免許更新の手続きは必要あ 

りません。 

 

(4-4) 有効期限と退職を同時に迎える者は、それを過ぎたら免許状はどうなりますか。 

① 新免許状所持者 

更新手続きがなされずに有効期間の満了の日を経過した場合には、失効となります。 

② 旧免許状所持者 

★現職教員 

更新手続きがなされずに修了確認期限を経過した場合には、失効となります。 

★現職教員以外の者 

更新手続きがなされずに修了確認期限を経過した場合には、休眠状態になります。 

 

(5-1) 栄養教諭免許状を所持している者の修了確認期限は、どのように確認するのですか。 

旧免許状所持者で栄養教諭免許状を持っている者については、表 2（Ｐ12参照）の

ように、免許状を授与された日から 10年後の年度末を最初の修了確認期限と設定し

ています。昭和 30年 4月 1日以前に生まれた者でも、栄養教諭免許状を持っている

者は、免許状取得年月日による修了確認期限が設定されます。      

旧免許状所持者で、平成 21年 4月以降に栄養教諭免許状を授与された者について

は、表 1（Ｐ12参照）に従って修了確認期限が割り振られます。 

 

(6-1) 講習受講期間とはどのようなことですか。 

免許状更新講習受講期間は、有効期間の満了の日又は修了確認期限の 2年 2か月前 

から 2か月前までの 2年間です。講習の受講及び更新の申請は、この 2年間内に行う 

ことが必要となります。延長（延期）をしたことにより、すでに受講した一部の講習 

がこの 2年間から外れた場合は無効となりますので、ご注意ください。 
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★更新講習の受講に関すること 

(7-1) だれでも更新講習を受講することができますか。 

免許状更新講習は、受講対象に該当する者のみ受講することができます。 

★受講対象者（※新免許状・旧免許状共通） 

更新講習の受講対象者（講習を受講できる者）は、普通免許状又は特別免許状を有 

する者で、以下に該当する者です。 

（1）現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く） 

（2）実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（3）教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社 

会教育に関する指導等を行う者 

（4）（3）に準ずる者として免許管理者が定める者 

（5）文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 

（6）上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 

また、今後教員になる可能性が高い者として、 

（7）教員採用内定者 

（8）教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに 

登載されている者 

（9）過去に教員として勤務した経験のある者 

（10）認定こども園で勤務する保育士 

（11）認可保育所で勤務する保育士 

（12）幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士 

 ★受講義務者（※旧免許状所持者のみ） 

旧免許状所持者の受講対象者のうち､（1）､（3）､（4）､（6）については受講義 

務者（更新講習の受講義務がある者）になります。 

 

(7-2) 実習助手で勤務していますが、更新をしなかった場合、免許状はどうなりますか。 

実習助手、学校栄養職員、寄宿舎指導員等は、更新講習の受講義務者ではありません 

が、更新講習を受講し免許更新の手続きをすることはできます。更新をしなかった場合 

は、旧免許状所持者は休眠状態になり、新免許状所持者は失効しますが失職はしません。 

 

(7-3) 司書教諭資格を持つ図書館事務職員は、免許更新が必要ですか。 

 必要ありません。学校図書館に勤務している司書が教員免許状を持っている場合も、 

教員免許更新制の対象外ですので、更新手続きをしなくても教員免許状は失効しませ 

ん。（司書教諭講習の「修了証書」は、教員免許状ではありません。） 

 

(7-4) 更新講習はどこで行っていますか。 

更新講習の開催大学等は文部科学省や千葉県教育委員会のホームページ等で確認す

ることができます。申し込みの仕方は、受講したい開催大学等のホームページをご覧く

ださい。 

☆文部科学省のホームページの検索の仕方は 

「文部科学省 → 教員免許更新制 → 講習開設情報」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
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☆千葉県教育委員会のホームページの検索の仕方は 

「千葉県教育委員会 → 教員免許 → 教員免許更新制 → 更新講習の受講」 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/menkyo/koushinsei.html  

 

(7-5) 講習は大学に通う方法以外にどのようなものがありますか。 

大学等に通うタイプの他、通信・インターネットや放送による形態などもあります。 

更新講習は基本的に長期休業期間中や土日に開講されますが、ほぼ年間を通じて受講で

きる講習もあります。 

 

(7-6) 受講申し込みの際に受講対象者であることは誰に証明してもらえばよいですか。 

更新講習の受講申込に当たっては、次の①～④等による受講対象者であることの証 

明（公印のあるもの）が必要になります。 

（※証明の方法は、各大学等の指定の様式によります） 

① 勤務する学校の校長の証明  ② 任用又は雇用しようとする者の証明 

③ 任命権者の証明      ④ 任用又は雇用していた者の証明 

（詳細はＰ29参照） 

 

(7-7) 講習内容の選択で気をつけることは何ですか。 

更新講習はあわせて 30時間以上受講・修了する必要があります。このうち、次の領 

域をそれぞれ受講・修了することが必要になります。 

（1）必修領域講習については        6時間以上 

（2）選択必修領域講習については    6時間以上 

（3）選択領域講習については       18時間以上 

更新講習は、出身大学以外で受講することや、在住する都道府県以外にある大学で受

講すること及び複数の大学にまたがって受講することも可能です。 

 

(7-8) 複数の職種の免許状を持っている場合、どの更新講習を受講すればよいですか。 

選択領域については、新免許状と旧免許状の場合で扱いが異なります。 

   ★新免許状の場合、所持する免許状の種類（教諭、養護教諭、栄養教諭）に応じた講 

習をそれぞれ 18時間以上受講・修了することが必要となります。たとえば、小学校 

教諭免許状と養護教諭免許状を持っている場合、教諭と養護教諭を対象にした講習 

をそれぞれ 18時間以上か、両方を対象とした講習を 18時間以上のいずれかを受講 

する必要があります。 

   ★旧免許状の場合、現在就いている職又は今後就くことを希望している職に応じた講 

習を 18時間以上受講・修了することが必要となります。たとえば、小学校教諭免許 

状と養護教諭免許状を持っている場合（現在は小学校教諭として勤務）、対象職種に 

「教諭」が含まれている選択領域講習を 18時間以上受講・修了することで、持って 

いる全ての免許状を更新することができます。 

 

★申請手続きに関すること 

(8-1) 延長（延期）対象者となるのはどのような事由ですか。 

やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、 

相当の期間を定めて、免許状の有効期間を延長（旧免許状の場合は修了確認期限を延 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/menkyo/koushinsei.html
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期）することができます。ここでいう「やむを得ない事由」とは次のとおりです。 

(1) 心身の故障による休職中であること 

(2) 刑事事件に起訴されたことによる休職中であること 

(3) 引き続く 90日以上の病気休暇中であること 

(4) 産前及び産後の休業中であること 

（5）育児休業、介護休業中であること（日を単位としたものに限る） 

（6）地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること 

（7）在外教育施設、外国の地方公共団体の機関等への派遣中であること 

（8）専修免許状の取得のため大学院等に在籍していること 

（9）指導改善研修中であること 

（10）教員として任命された日から有効期限までの期間が 2年 2か月未満の場合 

（11）その他免許管理者がやむを得ないと認める事由があること 

                ⇒以上、最長 2 年 2 か月延長（延期）が可能 

(12) 取得から 10年未満の免許状を有している場合（旧免許状所持者のみ） 

                   ⇒授与年月日から最長 10 年延期が可能 

さらに、有効期間の延長（新免許所持者）ができるのは、受講対象者のうち、「7-1 

免許状更新講習の受講対象者」の（1）～（4）、（6）に該当する者、修了確認期限の 

延期（旧免許状所持者）ができるのは、更新講習の受講義務者となります。 

【延長（延期）のイメージ図（病気休暇を取得した場合の例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8-2) 新たな免許状を取得した際、修了確認期限延期申請書の書き方を教えてください。 

旧免許状所持者が、平成 29年 12月 1日に新たな免許状を取得した場合は、 

   １ 延期事由 小学校教諭一種免許状を新たに取得したため 

（延期事由が継続する期間 平成 29年 12月 2日 ～ 平成 39年 12月 1日） 

   ２ 延期期間 平成 39年 12月 1日まで延期 

 と記載します。 

 

 

(8-3) 延長（延期）申請で注意すべきことはどのようなことですか。 

① 申請時に、事由が生じている（生ずる予定である）ことが必要です。事由がなく

なってからの申請はできません。また、必ず有効期間の満了の日（修了確認期限）

の 2か月前までに、免許管理者に延長（延期）申請を行ってください。 

② 次回の更新講習受講期間及び更新手続最終日をしっかり確認してください。 

授与日の翌日から起算して 10年を超

えない範囲内で、自ら設定できる。

（平成 39年 3月 31 とすることも可） 
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(9-1) 免除対象者とはどのような人ですか。 

免許状更新講習を受講せずに免許管理者に免除申請を行うことによって免許状を更 

新できる者（免除対象者）は次のとおりです。 

（1） 校長（園長）、副校長（副園長）、教頭、主幹教諭又は指導教諭 ※1 

（2） 教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 ※1 

（3） 優秀教員表彰者（文部科学大臣優秀教員表彰・千葉県教育奨励賞顕彰・千葉市

教育奨励賞）※2 

（4） 免許状更新講習の講師 ※3 

旧免許状所持者の場合、免除の対象となるのは、更新講習の受講義務者のみです。 

 

(9-2) 免除申請で注意すべきことはどのようなことですか。 

免除対象者にあたる場合、必ず有効期間の満了の日（修了確認期限）の 2 年 2 か月

前～2か月前までに、免許管理者に免除申請を行う必要があります。 

(9-1)※1 申請時にその立場にある必要があります。 

(9-1)※2 表彰を受けた日が有効期間の満了の日（修了確認期限）の 10年前～2か 

月前までの期間内であることが必要です。 

   (9-1)※3 有効期間の満了の日（修了確認期限）の 2か月前までの 2年間に免許状 

更新講習の講師を務めた経験が必要です。 

 

(10-1) 更新講習が修了したら何か証明書は出ますか。 

30時間以上の講習の課程を修了（課程の一部である場合は履修）した場合は、各大 

学等から修了認定（履修認定）され、修了証明書（履修証明書）が発行されます。 

 

(11-1) 申請書類は何が必要ですか。 

   基本的には下記のものが必要です。 

① 申請書  ② 申請手数料【県収入証紙】  ③ 免許状の写し等（原本証明） 

④ 修了証明書等（原本） ⑤ 戸籍抄本（原本）等 

申請書類等は、手続きの内容によって異なるため【Ｐ13】以降で確認してください。 

有効期間の満了の日（修了確認期限）の 2か月前までに、免許管理者へ更新の申請を 

する必要があります。この申請をしないと、更新手続きが完了しません。 

 

(11-2) 更新手続最終日を過ぎてしまいました。有効期間の満了の日（修了確認期限）までに手 

続きをすれば間に合いますか。 

各自の更新手続最終日までに手続き（郵送の場合は必着）をしなかった場合、法令 

により有効期間の満了の日（修了確認期限）までの間（2か月間）は手続きできませ 

ん。受講義務者については、免許状が失効することになりますので、そのようになら 

ないように早めに対応をしてください。 

 

(11-3) 申請の際に手続きするのは、現在使っている免許状だけでよいですか。 

   現在使用しているものだけでなく、所持する全ての免許状について、申請書の「１ 

有する免許状」欄に記入し、写し（原本証明あり）を提出してください。その際、同 

一教科で２種・1種・専修の免許状を所持している場合も、全ての免許状について記入 

してください。 
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(11-4) 免許状の写しの原本証明とはどのようなものですか。 

   免許状の写しは、全ての免許状について、裏面がある場合は必ず両面をコピーしてく

ださい。また、原本証明は、確かに免許状の原本をコピーしたものであることを、「公

印」が押印できる立場の方が証明することです。 

   (免許状の写しの余白に下記文言の記載と押印をお願いします。) 

【例】 平成○○年○○月○○日 

原本と相違ないことを証明します。 

            ○○市立○○小学校  

            校長 ○○ ○○ 印 

  

  

(11-5) 免許状を紛失した場合、再発行はできますか。 

再発行を希望する場合は、授与権者（免許状を発行した都道府県教育委員会）に確認 

する必要があります。千葉県の場合は、次の(1)～(3)に該当する場合には再交付できま 

すが、それ以外の紛失の場合はできません。「教育職員免許状授与証明書」を授与権者に 

申請してください。 

(1) 破損・汚損による場合（現物提出により確認） 

(2) 火災・災害等による焼失・紛失の場合（消防署等が発行した罹災証明書が必要） 

(3) 盗難にあった場合（警察署が発行した盗難届出証明書等が必要） 

 

(11-6) 免許状の氏名・本籍地が現在のものと異なる場合、どうしたらよいですか。 

★１回だけ異動がある。現在と一つ前の氏名・本籍地が確認できる書類が必要です。 

役所によって、証明書類が異なる場合があるので、戸籍担当者に確認してください。 

① 戸籍抄本（従前戸籍あり） 

② 戸籍抄本（従前戸籍なし）＋ 改製原戸籍(はらこせき)抄本 

★２回以上異動がある。現在までの変更が全て証明できる書類が必要です。 

現在の本籍のある役所だけでなく、前の役所からも書類を取り寄せなければならな 

い場合もあります。 

③ 戸籍抄本（従前戸籍はあるが免許状と異なる）＋ 改製原戸籍抄本

④ 戸籍抄本（従前戸籍なし）＋ 以前の役所で除籍抄本（従前戸籍あり） 

 

(11-7) 免許状の氏名・本籍地は書換が必要ですか。 

氏名・本籍地については、必ず書き換えなければならないものではありません。書 

き換える場合は、授与権者に申請することになります。千葉県の場合、書換申請書（免 

許状の枚数分）、手数料、免許状原本、変更が確認できる戸籍抄本等(11-6 参照)が必要 

になります。 

一般的に、免許更新を機会に書換する場合には、書換手続きで１か月、更新手続き 

で１か月かかりますので、早めに対応をしてください。 

 

(11-8) 更新に係る申請書類はどこに提出したらよいですか。 

申請書類は、免許管理者に提出します。次の場所になります。 

☆現職の教職員、教育委員会等の所属職員   勤務地の都道府県教育委員会 

☆教職員でない者   住所地の都道府県教育委員会 
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(11-9) どのような経路で更新に係る申請書類を提出すればよいですか。 

      必要書類を全て整えてから申請してください。 

市町村立学校在籍者   学校   市町村教育委員会   教育事務所 

市町村行政在籍者 

県立学校在籍者   県立学校                               

県行政在籍者 

上記学校・行政以外の者                               

                         

免許管理者が発行する証明書等については、逆の経路となります。郵送希望者は申 

請書類と共に返信用封筒を送付してください。 

 

(11-10) 手続きにはどのくらいの期間かかりますか。 

     毎月 20日までに申請されたものについて書類審査を行い、不備がなければ、翌月 1 

日付けの証明書を発行します。お手元に届くのは翌月中旬から下旬になります。 

 

★証明書発行後の対応に関すること 

(12-1) 有効期間更新証明書等を受領した後、どうしたらよいですか。 

免許管理者(県教育委員会)は、申請者が免許状更新講習の課程を修了したことを確 

認し、有効期間更新証明書又は更新講習修了確認証明書等を発行します。受領後は、 

証明書等の写しを管理職に提出し、現物は免許状とともに大切に保管してください。 

 

(12-2) 各種証明書を紛失した場合に、再発行はできますか。 

各種証明書の再発行は、できません。各種証明書を紛失した場合は、申請時に所有

する免許状のうち、いずれか一つの「授与証明書」を授与権者から発行してもらうこ

とで有効期限（更新が済んでいること）を確認することができます。     

 

(12-3) 履歴事項の変更はどのようにしたらよいですか。 

発行された各種証明書の写しと履歴事項異動届を学校（事務室）に提出し、履歴書 

等を変更してもらいます。 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

免許管理者 

（県教育委員会） 
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４ 修了確認期限等確認一覧表 



 

   

有効期間更新（講習修了）申請の提出書類、記入例及び様式 

（１）提出書類 

①～④は、必須です。⑤は、該当者のみ必要です。⑥は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）も

のであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の職名、

氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されます。 

千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照してください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

３，３００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホームペー

ジ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してください。

（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

・更新手続き証明書とは、「有効期間更新証明書」又は「有効期間延長証

明書」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、（初めて更新手続きをされる方）と同様の書

類を提出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

 

□ ④講習修了（履修）証

明書（原本） 

・定められた受講期間内に受講・修了したものかを確認してください。 

・選択領域は、所持する免許状に対応した講習であるかを確認してくださ

い。 

□ ⑤戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必要

です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明でき

るものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑥返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付け）。

定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

新免許状・講習修了申請用 

５ 各種更新申請書類について 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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第一号様式（第二条） 

（その一） 

有効期間更新申請書（免許状更新講習の修了によるもの）   

千葉県教育委員会 様                        平成 〇年 〇月 〇日 

フ リ ガ ナ  チバ  タロウ 

生年月日 

 

平成 〇年 〇月 〇日 氏    名 
 

 千葉 太郎           ○印  

勤務（予定） 
校又は機関等 

 学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 
職  名 教諭 

住 所 ○○市○○町１－２－３ 

（電話 123-456-789） 
本 籍 地 
（都道府県名） 

  

千葉県 

 私は、次のとおり免許状更新講習の課程を修了したため、教育職員免許法第９条の２第１項の規定

により、下記の免許状について有効期間の更新を申請します。 

１ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名 

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第○

号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 太郎 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 
平10幼一第○号 

平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

  年 月 日    

 

２ 修了又は履修をした免許状更新講習 

事     項 開設者 修了（履修）年月日 対象免許種 

必修領域  〇〇大学 平成〇年〇月〇日  

選択必修領域 〇〇大学 平成〇年〇月〇日  

選択領域 〇〇大学 

平成〇年〇月〇日 
 
平成〇年〇月〇日 

 
平成〇年〇月〇日 

教 ・ 養 ・ 栄 

 
教 ・ 養 ・ 栄 
 
教 ・ 養 ・ 栄 

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 

１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書又は有効期間更新証明書（有効期間が延長されてい

る場合は、有効期間延長証明書）のいずれか 

２ 免許状更新講習の開設者が発行する免許状更新講習（修了）（履修）証明書（当該証明書が免

許状更新講習の開設者から免許管理者に直接送付される場合は不要です。）。 

 

（２）様式記入例 収入証紙 

3,300 円 

千
葉 

講習修了（履修）証明書

の全ての対象免許種を

○で囲む。 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている氏名又は本籍地と異なる場合、

旧氏名・旧本籍地と現在の氏名・本籍地の記載がある書類が必要です。  

講習修了（履修）証明書
の認定年月日を記載。 

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載 

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き
をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

和暦で記載してください 
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有効期間更新（免除）申請の提出書類、記入例及び様式 

（１）提出書類 

①～③は、必須です。④は、該当者のみ必要です。⑤は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）

ものであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の

職名、氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されま

す。 千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照して

ください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

３，３００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホーム

ページ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してくださ

い。（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

 

・更新手続き証明書とは、「有効期間更新証明書」又は「有効期間延長

証明書」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、（初めて更新手続きをされる方）と同様の

書類を提出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

・証明書発行後に、新たに免許状を取得された方は、その免許状の写し

（要原本証明）又は授与証明書（原本）も必要です。 

□ ④戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必

要です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明で

きるものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑤返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付

け）。定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

新免許状・免除申請用 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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（その二） 

 

有効期間更新申請書（免許状更新講習の免除によるもの） 

千葉県教育委員会 様                          平成〇〇年〇月〇日 

フ リ ガ ナ チバ タロウ 

生年月日 

 

平成 〇年 〇月 〇日 氏    名 
  

千葉 太郎           ○印  

勤 務 校 又 は 
機  関  等 

学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 
職  名 副園長 

住 所 ○○市○○町１－２－３ 

          （電話 123-456-789） 

 

本 籍 地 
（都道府県名） 

 
千葉県 

 私は、次のとおり教育職員免許法施行規則第61条の４に規定する免許状更新講習を受ける必要が

ない者に該当するため、教育職員免許法第９条の２第１項の規定により、下記の免許状について有

効期間の更新を申請します。 

１ 免除事由 副園長の職にあるため。 

 

２ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名 

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第○

号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 太郎 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 平10幼一第○号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

 
 

年 月 日    

 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法施行規則第61条の４に規定する者に該当することを証明する。 

 

平成 〇年 〇月 〇日   （所属）学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

 

          （職及び氏名）園長 ○○ ○○             

注 この申請書には、免許状の写し、教育職員免許状授与証明書又は有効期間更新証明書（有効期

間が延長されている場合は、有効期間延長証明書）のいずれかを添付してください。 

 

印 

（２）様式記入例 

収入証紙 

3,300 円 

 

公印 証明者については、免除事由の

証明方法を参照してください。 

千
葉 

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている氏名

又は本籍地と異なる場合、旧氏名・旧本籍地と現

在の氏名・本籍地の記載がある書類が必要です。  

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き
をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

和暦で記載してください 
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有効期間延長申請の提出書類、記入例及び様式 

（１）提出書類 

①～④は、必須です。⑤は、該当者のみ必要です。⑥は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）

ものであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の

職名、氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されま

す。 千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照して

ください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

２，０００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホームペー

ジ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してください。

（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

 

・更新手続き証明書とは、「有効期間更新証明書」又は「有効期間延長証

明書」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、（初めて更新手続きをされる方）の書類を提

出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

・証明書発行後に、新たに免許状を取得された方は、その免許状の写し（要

原本証明）又は授与証明書（原本）も必要です。 

□ ④所属長の意見書 ・申請者の延長事由が正当であることを具体的に説明したもの。 

（下記の参考様式及び記入例参照） 

□ ⑤戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必要

です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明でき

るものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑥返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付け）。

定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

新免許状・延長申請用 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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第二号様式（第四条） 

有効期間延長申請 書 

千葉県教育委員会 様                         平成〇〇年〇月〇日 

フ リ ガ ナ  チバ  ハナコ 

生年月日 

 

平成 〇年 〇月 〇日 氏    名 
 

 千葉 花子           ○印  

勤務（予定） 
校又は機関等 

 学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 
職  名 教諭 

 
住 所 

○○市○○町１－２－３  

（電話 123-456-789） 
本 籍 地 
（都道府県名） 

  
千葉県 

 私は、次のとおり教育職員免許法第９条の２第５項に規定する事由（教育職員免許法施行規則第

61条の５各号に規定する事由を含む。）に該当するため、同令第61条の９第１項の規定により、下記

の免許状について有効期間の延長を申請します。 

１ 延長事由 産前産後休暇及び育児休業のため。 

（延長事由が継続する期間 平成２８年１０月 １日～平成３１年 ３月３１日） 

２ 延長期間 平成３３年５月３１日まで延長 

３ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名  

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第

○号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 花子 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 
平10幼一第○

号 
平成10年5月1日 

千葉県教育

委員会 
千葉 花子 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○

号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 花子 千葉県 

  年 月 日    

４ 延長前の有効期間  平成２９年 ３月３１日まで 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法第９条の２第５項に規定する事由（教育職員免許法施行規則第61条の５

各号に規定する事由を含む。）に該当することを証明する。 

平成 〇年 〇月 〇日   （所属）学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

 

          （職及び氏名）園長 ○○ ○○            

注 この申請書には、免許状の写し、教育職員免許状授与証明書又は有効期間更新証明書（有効期

間が延長されている場合は、有効期間延長証明書）のいずれかを添付してください。 

 

印 

（２）様式記入例 

千
葉 

公印 証明者については、延長・延期事由

の証明の方法を参照してください。 

収入証紙 

2,000 円 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている氏

名又は本籍地と異なる場合、旧氏名・旧本籍地

と現在の氏名・本籍地の記載がある書類が必要

です。  

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載 

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き

をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

和暦で記載してください 
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平成○○年○○月○○日 

千葉県教育委員会 様 

 

 

学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園長 ○○ ○○  公印 

 

 

有効期間延長申請に関する意見書 

 

このことについて、下記のとおり提出いたします。 

 

記 

 

フリガナ チ バ  ハナコ 

生年月日 平成 ○年 ○月 ○日 
氏  名 千 葉  花 子 

勤務校 学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 職 名 教 諭 

延長事由 産前産後休暇及び育児休業のため。 

定められた 

有効期間 
平成２９年 ３月３１日 

延期後の 

有効期間 
平成３３年 ５月３１日 

 

＜ 意 見 ＞ 

 

上記の者は、平成３１年３月３１日まで産前産後休暇及び育児休業を取得するため、

平成３３年５月３１日まで有効期間を延長することが正当であることを証明します。 

公印 

参考様式 
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更新講習修了確認申請の提出書類、記入例及び様式 

（１）提出書類 

①～④は、必須です。⑤は、該当者のみ必要です。⑥は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）

ものであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の

職名、氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されま

す。 千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照して

ください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

３，３００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホームペー

ジ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してください。

（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

 

 

・更新手続き証明書とは、「更新講習修了確認証明書」、「修了確認期限延

期証明書」、「免許状更新講習免除証明書」又は「附則第二条第三項第三号

の確認申請」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、（初めて更新手続きをされる方）の書類を提

出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

・証明書発行後に、新たに免許状を取得された方は、その免許状の写し（要

原本証明）又は授与証明書（原本）も必要です。 

□ ④講習修了（履修）証

明書（原本） 

・定められた受講期間内に受講・修了したものかを確認してください。 

・選択領域は、現在の職に対応した講習であるかを確認してください。 

□ ⑤戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必要

です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明でき

るものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑥返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付け）。

定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

旧免許状・修了確認申請用 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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第三号様式（第七条） 

更新講習修了確認申請書 

千葉県教育委員会 様                          平成〇〇年〇月〇日 

フ リ ガ ナ  チバ  タロウ 

生年月日 

 

平成 〇年 〇月 〇日 氏    名 
 

 千葉 太郎           ○印  

勤務（予定） 
校又は機関等 

 学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 
職  名 教諭 

 

住 所 
○○市○○町１－２－３  

（電話 123-456-789） 
本 籍 地 

（都道府県名） 

  

千葉県 

 私は、次のとおり免許状更新講習の課程を修了したため、教育職員免許法施行規則の一部を改正す

る省令（平成20年文部科学省令第９号）附則第９条第１項の規定により、下記の免許状について教育

職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第２項の

規定による更新講習修了確認を申請します。 

１ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名 

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第

○号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 太郎 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 
平10幼一第○

号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○

号 
平成10年5月1日 

千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

  年 月 日    

 

２ 修了又は履修をした免許状更新講習 

事     項 開設者 修了（履修）年月日 対象免許種 

必修領域  〇〇大学 平成〇年〇月〇日  

選択必修領域 〇〇大学 平成〇年〇月〇日  

選択領域 〇〇大学 

平成〇年〇月〇日 
 
平成〇年〇月〇日 

 
平成〇年〇月〇日 

教 ・ 養 ・ 栄 

 
教 ・ 養 ・ 栄 
 
教 ・ 養 ・ 栄 

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 
１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免許法及び教育
公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の確認証明書（前
回の更新講習修了確認が免除されている場合は免許状更新講習免除証明書、修了確認期限が延期され
ている場合は修了確認期限延期証明書）のいずれか 

２ 免許状更新講習の開設者が発行する免許状更新講習（修了）（履修）証明書（当該証明書が免許状更
新講習の開設者から免許管理者に直接送付される場合は不要です。） 

 

収入証紙 

3,300 円 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている氏名又は本籍地と異なる場合、

旧氏名・旧本籍地と現在の氏名・本籍地の記載がある書類が必要です。  

千
葉 

講習修了（履修）証明書

の認定年月日を記載。 

（２）様式記入例 

講習修了（履修）証明書

の全ての対象免許種を

○で囲む。 

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き
をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

和暦で記載してください 
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（１）提出書類 

①～④は、必須です。⑤は、該当者のみ必要です。⑥は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）

ものであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の

職名、氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されま

す。 千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照して

ください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

３，３００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホームペー

ジ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してください。

（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

 

 

・更新手続き証明書とは、「更新講習修了確認証明書」、「修了確認期限延

期証明書」、「免許状更新講習免除証明書」又は「附則第二条第三項第三号

の確認申請」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、（初めて更新手続きをされる方）の書類を提

出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

・証明書発行後に、新たに免許状を取得された方は、その免許状の写し（要

原本証明）又は授与証明書（原本）も必要です。 

□ ④講習修了（履修）証

明書（原本） 

・定められた受講期間内に受講・修了したものかを確認してください。 

□ ⑤戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必要

です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明でき

るものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑥返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付け）。

定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

改正法附則第二条第三項第三号確認（回復）申請の 

提出書類、記入例及び様式 

旧免許状・回復申請用 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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第四号様式（第八条） 

改正法附則第二条第三項第三号の確認申請書 

千葉県教育委員会 様                        平成 〇年 〇月 〇日 

フ リ ガ ナ  チバ  タロウ 

生年月日 平成 〇年 〇月 〇日 
氏    名 

 

 千葉 太郎           ○印  

勤務（予定） 
校又は機関等 

（学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園） 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 

 
住 所 

○○市○○町１－２－３  

（電話 123-456-789） 

 

本 籍 地 
（都道府県名） 

 
千葉県 

 私は、次のとおり免許状更新講習の課程を修了したため、教育職員免許法施行規則の一部を改正

する省令（平成20年文部科学省令第９号）附則第９条第１項の規定により、下記の免許状について

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第

３項第３号の規定による確認を申請します。 

１ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名  

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第

○号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 太郎 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 
平10幼一第○

号 
平成10年5月1日 

千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○

号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

  年 月 日    

 

２ 修了又は履修をした免許状更新講習 

事     項 開設者 修了（履修）年月日 

必修領域 〇〇大学 平成〇年〇月〇日 

選択必修領域 〇〇大学 平成〇年〇月〇日 

選択領域 〇〇大学 

平成〇年〇月〇日 
 
平成〇年〇月〇日 

   
平成〇年〇月〇日 

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 
１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免許法及び教
育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の確認証明
書（前回の更新講習修了確認が免除されている場合は免許状更新講習免除証明書、修了確認期限が
延期されている場合は修了確認期限延期証明書）のいずれか 

２ 免許状更新講習の開設者が発行する免許状更新講習（修了）（履修）証明書（当該証明書が免許状
更新講習の開設者から免許管理者に直接送付される場合は不要です。） 

収入証紙 

3,300 円 

 

（２）様式記入例 

千
葉 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている氏名又は本籍地と異なる場合、

旧氏名・旧本籍地と現在の氏名・本籍地の記載がある書類が必要です。  

予定の場合は、括弧書きで記入し、勤務校等が

ない場合は空欄にしてください。 

講習修了（履修）証明書

の認定年月日を記載。 

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載 

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き

をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

和暦で記載してください 
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修了確認期限延期申請の提出書類、記入例及び様式 

（１）提出書類 

①～④は、必須です。⑤は、該当者のみ必要です。⑥は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）

ものであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の

職名、氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されま

す。 千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照して

ください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

２，０００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホームペー

ジ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してください。

（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

 

 

・更新手続き証明書とは、「更新講習修了確認証明書」、「修了確認期限延

期証明書」、「免許状更新講習免除証明書」又は「附則第二条第三項第三号

の確認申請」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、初めて更新手続きをされる方と同様の書類を

提出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

・証明書発行後に、新たに免許状を取得された方は、その免許状の写し（要

原本証明）又は授与証明書（原本）も必要です。 

□ ④所属長の意見書 ・申請者の延期事由が正当であることを具体的に説明したもの。 

（下記の参考様式及び記入例参照） 

□ ⑤戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必要

です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明でき

るものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑥返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付け）。

定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

旧免許状・延期申請用 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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修了確認期限延期申請書 

千葉県教育委員会 様                          平成〇〇年〇月〇日 

フ リ ガ ナ  チバ  ハナコ 

生年月日 

 

平成 〇年 〇月 〇日 氏    名 
 

 千葉 花子           ○印  

勤務（予定） 
校又は機関等 

 学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 
職  名 教諭 

 
住 所 

○○市○○町１－２－３ 

（電話 123-456-789） 
本 籍 地 

（都道府県名） 

  
 千葉県 

 私は、次のとおり教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第

98号）附則第２条第４項に規定する事由（教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20

年文部科学省令第９号）附則第７条第１項各号に規定する事由を含む。）に該当するため、同令附則

第９条第１項の規定により、下記の免許状について修了確認期限の延期を申請します。 

１ 延期事由 産前産後休暇及び育児休業のため。 

（延期事由が継続する期間 平成２８年１０月 １日～平成３１年 ３月３１日） 

２ 延期期間 平成３３年５月３１日まで延期 

３ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名  

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第

○号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 花子 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 
平10幼一第○

号 
平成10年5月1日 

千葉県教育

委員会 
千葉 花子 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○

号 平成10年5月1日 
千葉県教育

委員会 
千葉 花子 千葉県 

  年 月 日    

４ 延期前の修了確認期限  平成２９年 ３月３１日まで 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第２条第４項に規定す

る事由（教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第７条第１項各号に規定する事由を含む。）

に該当することを証明する。 

平成 〇年 〇月 〇日   （所属）学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

           （職及び氏名）園長 ○○ ○○            

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 
１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免許法及び教育公務員特
例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の確認証明書（前回の更新講習修
了確認が免除されている場合は免許状更新講習免除証明書、修了確認期限が延期されている場合は修了確認期
限延期証明書）のいずれか 

２ 所属長の意見書 

印 

新たな免許取得による延期の書き方は、 

Ｐ８の８－２参照 

（２）様式記入例 

千
葉 

公印 
証明者については、延長・延期事由

の証明方法を参照してください。 

収入証紙 

2,000 円 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている

氏名又は本籍地と異なる場合、旧氏名・旧本

籍地と現在の氏名・本籍地の記載がある書類

が必要です。  

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載 

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き
をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

和暦で記載してください 
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平成 ○年 ○月 ○日 

千葉県教育委員会 様 

 

 

学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園長 ○○ ○○  公印 

 

 

修了確認期限延期申請に関する意見書 

 

このことについて、下記のとおり提出いたします。 

 

記 

 

フリガナ チ バ  ハナコ 

生年月日 平成 ○年 ○月 ○日 
氏  名 千 葉  花 子 

勤務校 学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 職 名 教 諭 

延期事由 産前産後休暇及び育児休業のため。 

定められた 

修了確認期限 
平成２９年 ３月３１日 

延期後の修

了確認期限 
平成３３年 ５月３１日 

 

＜ 意 見 ＞ 

 

 上記の者は、平成３１年３月３１日まで産前産後休暇及び育児休業を取得する 

ため、平成３３年５月３１日まで修了確認期限を延期することが正当であること 

を証明します。 

公印 
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免許状更新講習免除申請の提出書類、記入例及び様式 

（１）提出書類 

①～③は、必須です。④は、該当者のみ必要です。⑤は、郵送希望者のみ必要です。 

※１ 「原本証明」は、添付する「免許状の写し」が、確かに免許状の原本を写した（コピーした）

ものであることを、「公印」が押印できる立場の方が証明することです。  

（証明例）免許状の写しの余白に「原本と相違ないことを証明します。」という一文、証明者の

職名、氏名及び証明年月日を明記し、職名等が入った「公印」を押印します。 

※２ 「教育職員免許状授与証明書」は、免許状の授与を受けた都道府県教育委員会で発行されま

す。 千葉県教育委員会授与の免許状については、千葉県教育委員会ホームページを参照して

ください。 

（千葉県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の証明・申請など」を参照） 

※３ 戸籍抄本以外に 変更内容が確認できれば 以下のものも認められます。 

・所属長の「変更事項確認書」（公印押印）。 

・勤務先に提出している「履歴書」の写し（原本証明不要）。 

・「人事カード」の写し（原本証明不要）。 

 

 

 提出物 確認事項 

□ ①申請書 ・記入例を参照の上、作成してください。 

□ ②申請手数料 

３，３００円 

・千葉県収入証紙を①申請書に貼り付けてください。 

（千葉県収入証紙の販売場所等については、千葉県教育委員会ホームペー

ジ「千葉県収入証紙の販売場所について」を参照してください。） 

注意！収入印紙ではありません。 

・申請書の余白に並べて貼り付けてください。 

□ ③免許状を所持して

いることを証する書

類（以下のいずれか） 

（初めて更新手続き

をされる方） 

・免許状の写し 

・授与証明書（原本） 

・２種、１種、専修免許状を所持している場合は、全て提出が必要です。 

・免許状の写しの場合、所属長による原本証明（※１）が必要です。 

・裏面に記載のある免許状の場合、両面をコピーしてください。 

・免許状を紛失した場合、授与証明書（※２）の原本を提出してください。

（発行後１年以内有効） 

（過去に更新関係手

続きをしたことがあ

る方） 

・更新関係手続き証明

書（原本） 

 

 

・更新手続き証明書とは、「更新講習修了確認証明書」、「修了確認期限延

期証明書」、「免許状更新講習免除証明書」又は「附則第二条第三項第三号

の確認申請」のことです。 

・証明書を紛失した場合は、（初めて更新手続きをされる方）の書類を提

出してください。（ただし、授与証明書を必ず１枚以上含む。） 

・証明書発行後に、新たに免許状を取得された方は、その免許状の写し（要

原本証明）又は授与証明書（原本）も必要です。 

□ ④戸籍抄本（原本）等 

（※３） 

【該当者のみ】 

・免許状に記載されている氏名、本籍地が現在と異なっている方のみ必要

です。（発行後３か月以内有効） 

・免許状に記載されている氏名、本籍地から、現在までの変更が証明でき

るものが必要です。 

・戸籍抄本は、証明書送付時に返却します。 

□ ⑤返信用封筒（証明書

用） 

【郵送希望者のみ】 

・返送先住所、氏名を記入してください。 

・定型３号（９２円切手貼り付け）又は角型２号（１４０円切手貼り付け）。

定型３号の場合、証明書は折り畳んで送付します。 

旧免許状・免除申請用 

県内公立小・中・高・義務教

育・特別支援学校勤務の方 
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第六号様式（第十一条） 

 

免許状更新講習免除申請書 

千葉県教育委員会 様                          平成〇〇年〇月〇日 

フ リ ガ ナ チバ タロウ 

生年月日 

 

平成 〇年 〇月 〇日 氏    名 
  

千葉 太郎           ○印  

勤 務 校 又 は 
機  関  等 

学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

（千葉県 千葉  ○市・町・村） 
職  名 副園長 

住 所 ○○市○○町１－２－３ 

          （電話 123-456-789） 

 

本 籍 地 
（都道府県名） 

 
千葉県 

 私は、次のとおり教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部科学省令第９号）

附則第10条第１項に規定する免許状更新講習を受ける必要がない者に該当するため、同令附則第９

条第１項の規定により、下記の免許状について免許状更新講習の免除を申請します。 

１ 免除事由 副園長の職にあるため。 

 

２ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名  

免許状に記載
された本籍地 

幼稚園教諭二級普通免許状 
昭59幼二普第

○号 
昭和60年3月25日 

千葉県教育

委員会 
茨城 太郎 茨城県 

幼稚園教諭一種免許状 
平10幼一第○

号 
平成10年5月1日 

千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

中学校教諭一種免許状
（国語） 

平10中一第○

号 
平成10年5月1日 

千葉県教育

委員会 
千葉 太郎 千葉県 

 
 

年 月 日    

 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第10条第１項に規定する者に該当す

ることを証明する。 

 

平成 〇年 〇月 〇日   （所属）学校法人〇〇学園 〇〇幼稚園 

 

          （職及び氏名）園長 ○○ ○○             

注 この申請書には、免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職
員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３
号の確認証明書（前回の更新講習修了確認が免除されている場合は免許状更新講習免除証明書、修了
確認期限が延期されている場合は修了確認期限延期証明書）のいずれかを添付してください。 

印 

（２）様式記入例 

収入証紙 

3,300 円 

公印 証明者については、免除事由の

証明方法を参照してください。 

千
葉 

自宅住所・日中連絡のつく電話番号を記載。 

氏名又は本籍地が、免許状に記載されている氏名又は

本籍地と異なる場合、旧氏名・旧本籍地と現在の氏

名・本籍地の記載がある書類が必要です。  

押印漏れ、記入漏れ 

に注意。 

同一教科で２種・１種・専修を所持している場合も、全て
の免許状について記入してください。 
免許状に記載されているとおりに記入してください。過去に書換手続き
をされた方は、書換後の氏名、本籍地を記入してください。 

和暦で記載してください 
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（１） 受講対象者の証明の方法  

 

 

受講対象者の区分  証明の方法  

教育職

員・教

育の職  

教育職員  

（免許法第９条の３Ⅲ①） 

校長 (園長）、副校長（副

園長）、教頭  

実習助手、寄宿舎指導

員、学校栄養職員、養護

職員  

（免許状更新講習規則

第９条Ⅰ①） 

公立学校  

校長の証明  

（市町村立学校長本人の場合は

市町村教育委員会、県立学校長

本人の場合は県教育委員会） 

国立学校  
校長の証明  

（校長本人の場合は法人の長） 

私立学校  
校長の証明  

（校長本人の場合は法人の長） 

共同調理場に勤

務する学校栄養

職員  

校長又は市町村教育委員会  

（場長の場合は市町村教育委員

会） 

幼保連携型認定

こども園  
当該施設の設置者の証明  

指導主事、社会教育主事その他教育委員

会において学校教育又は社会教育に関する

専門的事項の指導等に関する事務に従事し

ている者（第５条Ⅰ関係） 

任命権者の証明  

国・地方公共団体の職員又は法人の役員

若しくは職員等（第５条Ⅱ関係） 
任命権者又は雇用者の証明  

その他文部科学大臣が定める者（免許状更

新講習規則第９条Ⅰ④） 

その者の任命権者・雇用者の証

明  

教員採

用内定

者・教

員採用

内定者

に準ず

る者  

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） 任用又は雇用予定の者の証明  

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第

９条Ⅱ①） 
任用又は雇用していた者の証明  

認定こども園及び認可保育所の保育士（免

許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の長の証明  

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外

保育施設に勤務する保育士（免許状更新講

習規則第９条Ⅱ②） 

当該施設の設置者の証明  

教育職員となることが見込まれる者（臨時任

用リスト登載者等）（免許状更新講習規則

第９条Ⅱ③） 

任用又は雇用する可能性がある

者の証明  

６ 証明の方法 
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（２）免除事由の証明の方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除事由の区分  証明の方法  

校長、副校長、教頭、主幹

教諭（幼保連携型認定こ

ども園の主幹養護教諭及

び主幹栄養教諭を含む。）

、指導教諭、主幹保育教

諭又は指導保育教諭  

（施行規則第６１条の４①）  

（改正省令附則第１０条Ⅰ

①） 

公立学校  

校長の証明  

（市町村立学校長本人の場合は市町村教育委

員会､県立学校長本人の場合は県教育委員会） 

国立学校  
校長の証明  

（校長本人の場合は法人の長） 

私立学校  
校長の証明  

（校長本人の場合は法人の長） 

幼保連携

型認定こ

ども園  

当該施設の設置者の証明  

指導主事、社会教育主事その他教育

委員会において学校教育又は社会教

育に関する専門的事項の指導等に関

する事務に従事している者  

（第３条Ⅰ関係）（第１０条Ⅰ関係） 

任命権者の証明  

免許状更新講習の講師  

（施行規則第６１条の４③） 

（改正省令附則第１０条Ⅰ③）  

開設者の証明  

国・地方公共団体の職員又は法人の

役員若しくは職員等  

（第３条Ⅱ関係）（第１０条Ⅱ関係） 

任命権者又は雇用者の証明  

優秀教員表彰者  

（第３条Ⅲ関係）（第１０条Ⅲ関係） 

校長の証明  

（表彰状の写し（原本証明したもの）を添付するこ

と。） 

その他文部科学大臣が定める者（施行

規則第６１条の４⑥）（改正省令附則第

１０条Ⅰ⑥） 

その者の任命権者・雇用者の証明  
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（３）延長・延期事由の証明の方法  

 

申請者の区分（※１）  

延長・延期事由  

指導
改善
研修
中  

休職中・病気
休暇・産休・育
休・介護休暇  

在外教育
施設・外国
の教育施
設等で教
育に従事、
外国の地
方公共団
体の機関
等に派遣  

専修免
許状を
取得す
るため
大学院
の課程
に在籍  
 

教員とな
った日か
ら有効期
間の満了
の日（又
は修了確
認期限）
までの期
間が２年
２月未満  

取得して

から１０年

未満の教

員免許状

を有して

いること  

（※２） 

教育職員  
校長 (園長
）、副校長（
副園長）、
教頭  
実習助手、
寄宿舎指
導員、学校
栄養職員、
養護職員  

公立学校  

任命
権者
の証
明  

校長の証明  
（市町村立学校

長本人の場合は

市町村教育委員

会、県立学校長

本人の場合は県

教育委員会）  

任命権者
の証明  

在学証
明書の
添付  

任命権
者の証明  

校長の証
明  

国立学校  － 
校長の証明  
（校長本人の場

合は法人の長）  

法人の長
の証明  

在学証
明書の
添付  

法人の長
の証明  

校長の証
明  

私立学校  － 
校長の証明  
（校長本人の場

合は法人の長）  

法人の長
の証明  

在学証
明書の
添付  

法人の長
の証明  

校長の証
明  

共同調理
場に勤務
する学校
栄養職員  

－ 

校長又は市町
村教育委員会  
（場長の場合は

市町村教育委員

会） 

－ － － － 

幼保連携
型認定こど
も園  

－ 
当該施設の設
置者の証明  

当該施設
の設置者
の証明  

在学証
明書の
添付  

当該施
設の設置
者の証明  

当該施設
の設置者
の証明  

指導主事、社会教育主
事その他教育委員会に
おいて学校教育又は社
会教育に関する専門的
事項の指導等に関する
事務に従事している者  

－ 
任命権者の証
明  

任命権者
の証明  

在学証
明書の
添付  

－  
任命権者
の証明  

国・地方公共団体の職
員又は法人の役員若し
くは職員等  

－ 
任命権者又は
雇用者の証明  

任命権者
又は雇用
者の証明  

在学証
明書の
添付  

－  
任命権者
又は雇用
者の証明  

その他文部科学大臣が
定める者  

－ 
その者の任命
権者・雇用者
の証明  

その者の
任命権者・
雇用者の
証明  

－  －  

その者の
任命権者
・雇用者
の証明  

※１ 上記申請者の区分のうち、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員は
新免許状を所持している者とする。  

※２ 旧免許状所持者のみ。 
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同じ年度に更新講習を受講する者が、互いに情報を共有し、 

申請手続きまでを確認し合いましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


