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教育職員免許法に基づく免許状の有効期間の更新及び延長並びに 

免許状更新講習等に関する規則の運用について 

平成２１年３月１８日 教職第１３９６号 

  

教育職員免許法に基づく免許状の有効期間の更新及び延長並びに免許状更新

講習等に関する規則（平成２１年３月１３日千葉県教育員会規則第１号）の運

用については、下記のとおりとします。 

記 

 

第２条関係（免許状の有効期間の更新申請） 

平成２１年４月１日以降授与された有効期間の記載がある免許状（以下「新

免許状」という。）を所持する者が免許状を更新する際、有効期間満了の日ま

での２年２月前から２月前までの期間に、千葉県教育委員会に提出しなければ

ならない書類は、以下の３点であること。 

１ 有効期間更新申請書（以下（１）（２）のいずれか。） 

（１）別記第１号様式その１（免許状更新講習の修了によるもの） 

「１ 有する免許状」には、所持する全ての普通免許状又は特別免許状

を記入すること。 

欄中「種類」には、「中学校教諭１種免許状（国語）」「高等学校教諭

１種免許状（国語）」「特別支援学校教諭１種免許状（知・肢・病）」の

ように、欄中「免許状番号」には、「平２１小１○○号」のように、記入

すること。 

「２ 修了又は履修をした免許状更新講習」の欄中、「開設者」には受

講した大学等の名称を、「修了（履修）年月日」「対象免許種」には開設

者が発行する「免許状更新講習（修了）（履修）証明書」に記載された「修

了（履修）年月日」「対象免許種」を記入すること。 

また、千葉県収入証紙３，３００円分を貼付すること。 

（２）別記第１号様式その２（免許状更新講習の免除によるもの） 

  「１ 免除事由」には、教育職員免許法施行規則（以下「施行規則」と

いう。）第６１条の４各号のいずれかに該当する所属や職名等を具体的に

記入し、簡潔に説明すること。５号に該当する場合は、表彰状の写し（原
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本証明したもの）を添付すること。 

「２ 有する免許状」は、（１）と同様に記入すること。 

また、千葉県収入証紙３，３００円分を貼付すること。 

２ 免許状更新講習（修了）（履修）証明書（免許状更新講習の修了による場

合に限る。） 

「必修領域」を６時間以上、「選択必修領域」を６時間以上及び「選

択領域」を１８時間以上、修了又は履修したものであること。 

３ 申請者が普通免許状又は特別免許状を所持していることを証する書類 

（以下（１）（２）（３）のいずれか。） 

（１）免許状の写し（原本証明したものに限る。） 

（２）教育職員免許状授与証明書 

（３）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） 

第３条関係（免許状更新講習の免除対象者） 

新免許状を所持する免許状更新講習の免除対象者は、以下のとおりである。 

１ 第１項に定める者は、教育職員をしていた者であって、千葉県教育庁及び

教育機関（県立学校を除く。）に勤務している者とする。市町村教育委員会

に勤務している者は、県の例に準ずる。 

２ 第２項第１号に定める者を例示すると、教育職員をしていた者であって、

教育委員会の要請で、次に掲げる機関の役員又は職員となっている者である。 

（１）国立大学法人千葉大学（附属学校を除く。） 

（２）大学共同利用機関法人国立歴史民俗博物館 

（３）独立行政法人国立青少年教育振興機構 

（４）独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

（５）独立行政法人教員研修センター 

（６）独立行政法人国立女性教育会館 

（７）独立行政法人科学技術振興機構 

３ 第２項第２号に定める学校法人の役員とは、私立学校法に規定する理事及

び監事をいう。 

４ 第２項第３号に定める社会福祉法人の役員とは、社会福祉法に規定する理

事及び監事をいう。 
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５ 第２項第４号に定める教育長が別に定める者は、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をしていた者又は教育委員会に勤

務していた者（教育職員をしていたことのある者に限る。）であって、教育

委員会又は千葉県内の市町村長の事務部局の要請で、千葉県知事の事務部局

又は千葉県内の市町村長の事務部局に勤務している者をいう。 

６ 第３項に定める表彰等は、文部科学大臣優秀教員表彰、教育奨励賞顕彰（教

職員の部）、千葉市教育研究奨励賞である。 

第４条関係（免許状の有効期間の延長申請） 

新免許状を所持する者が、施行規則第６１条の５各号いずれかに該当するこ

とにより、免許状の有効期間を延長する際、有効期間満了の日の２月前までに

千葉県教育委員会に提出しなければならない書類は、以下の３点であること。 

１ 有効期間延長申請書（別記第２号様式） 

「１ 延長事由」には、施行規則第６１条の５各号のいずれかに該当する

事由を簡潔に説明し、（延長事由が継続する期間）には事由が生じた（生じ

る予定の）始期と終期を記入すること。「２ 延長期間」には、延長事由の

終期に最長２年２月を加えた年月日を記入することができる。「３ 有する

免許状」は第２条関係１と同様に記入すること。 

複数の免許状を有する場合、「４ 延長前の有効期間」には有効期間の満

了の日が最も遅いものを記入すること。 

また、千葉県収入証紙２，０００円分を貼付すること。 

２ 申請者が普通免許状又は特別免許状を所持していることを証する書類 

  第２条関係３参照。 

３ 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。 

第５条関係（免許状更新講習を受講できる者） 

 新免許状又は平成２１年３月３１日までに授与された有効期間の記載がない

免許状（以下「旧免許状」という。）を所持する者のうち、免許状更新講習を

受講できる者は、第３条関係１～４に同様である。 

第６条関係（免許状更新講習の修了確認を受けなければならない者） 

旧免許状を所持する免許状更新講習を受けなければならない者は、以下のと
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おりである。 

１ 第１項に定める者は、教育職員をしていた者であって、千葉県教育庁及び

教育機関（県立学校を除く。）に勤務している者とする。市町村教育委員会

に勤務している者は、県の例に準ずる。 

２ 第２項第１号に定める者を例示すると、以下のとおりである。 

教育職員をしていた者であって、教育委員会の要請で国立大学法人千葉大

学（附属学校を除く。）の役員若しくは職員となっている者 

３ 第２項第２号に定める学校法人の役員とは、私立学校法に規定する理事及

び監事をいう。 

４ 第２項第３号に定める社会福祉法人の役員とは、社会福祉法に規定する理

事及び監事をいう。 

５ 第２項第４号に定める教育長が別に定める者は、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をしていた者又は教育委員会に勤

務していた者（教育職員をしていたことのある者に限る。）であって、教育

委員会又は千葉県内の市町村長の事務部局の要請で、千葉県知事の事務部局

又は千葉県内の市町村長の事務部局に勤務している者をいう。 

第７条関係（免許状更新講習の修了確認申請） 

旧免許状を所持する者が、更新講習を修了したことの確認を申請する際、修

了確認期限の２年２月前から２月前までの期間に、千葉県教育委員会に提出し

なければならない書類は、以下の３点であること。 

１ 更新講習修了確認申請書（別記第３号様式） 

「１ 有する免許状」には所持する全ての普通免許状又は特別免許状を記

入すること。 

欄中「種類」には、「中学校教諭１種免許状（国語）」「中学校教諭１級

普通免許状（国語）」「高等学校教諭１種免許状（国語）」「高等学校教諭

２級普通免許状（国語）」「特別支援学校教諭１種免許状（知・肢・病）」

のように、欄中「免許状番号」には、「昭６２小１普○○号」のように、記

入すること。 

「２ 修了又は履修をした免許状更新講習」は、第２条関係１と同様に記

入すること。 
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 また、千葉県収入証紙３，３００円分を貼付すること。 

２ 免許状更新講習（修了）（履修）証明書 

第２条関係２参照。 

３ 申請者が普通免許状又は特別免許状を所持していることを証する書類 

（以下（１）（２）（３）（４）のいずれか。） 

（１）免許状の写し（原本証明したものに限る。） 

（２）教育職員免許状授与証明書 

（３）更新講習修了確認証明書（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） 

（４）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 

第８条関係（改正法附則第２条第３項第３号の確認申請） 

旧免許状を所持する者（現職教員を除く。）が更新講習修了確認を受けずに

その修了確認期限を経過し、改めて更新講習を修了した後２年２月の期間内に

あることの確認を千葉県教育委員会に申請する際に、提出しなければならない

書類は以下の３点であること。 

１ 改正法附則第２条第３項第３号の確認申請書（第４号様式） 

  第７条関係１参照。 

２ 免許状更新講習（修了）（履修）証明書 

第２条関係２参照。 

３ 申請者が普通免許状又は特別免許状を所持していることを証する書類 

第７条関係３参照。 

第９条関係（免許状更新講習の修了確認期限の延期申請） 

旧免許状を所持する者が、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。以下「改正省令」という。）附則第７条第１項

各号のいずれかに該当することにより、修了確認期限を延期する際、修了確認

期限の２月前までに千葉県教育委員会に提出しなければならない書類は、以下

の３点であること。 

１ 修了確認期限延期申請書（別記第５号様式） 

「１ 延期事由」には、改正省令附則第７条第１項各号のいずれかに該当
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する事由を簡潔に説明し、（延期事由が継続する期間）には事由が生じた（生

ずる予定の）始期と終期を記入すること。「２ 延期期間」には、延期事由

の終期に最長２年２月を加えた年月日を記入することができる。 

ただし、延期事由のうち、修了確認期限が、普通免許状又は特別免許状の

授与の日の翌日から起算して１０年を越えない日である場合は、当該授与の

日の翌日から起算して１０年後の年月日を記入することができる。 

また、千葉県収入証紙２，０００円分を貼付すること。 

２ 申請者が普通免許状又は特別免許状を所持していることを証する書類 

第７条関係３参照。 

３ 所属長の意見書 

  第４条関係３参照。 

第１０条関係（免許状更新講習が免除される旧免許状所持現職教員） 

旧免許状を所持する免許状更新講習の免除対象者は、以下のとおりである。 

１ 第１、２項に定める者は、第６条関係に同様である。 

２ 第３項に定める表彰等は、第３条関係６に同様である。 

第１１条関係（免許状更新講習の免除申請） 

旧免許状を所持する者が、改正省令附則第１０条第１項各号のいずれかに該

当することにより、免許状更新講習の免除を申請する際、修了確認期限の２年

２月前から２月前までの期間に、千葉県教育委員会に提出しなければならない

書類は、以下の２点であること。 

１ 免許状更新講習免除申請書（別記第６号様式） 

「１ 免除事由」には、改正省令附則第１０条第１項各号のいずれかに該

当する所属や職名等を具体的に記入し、簡潔に説明すること。５号に該当す

る場合は、表彰状の写し（原本証明したもの）を添付すること。 

また、千葉県収入証紙３，３００円分を貼付すること。 

２ 申請者が普通免許状又は特別免許状を所持していることを証する書類 

第７条関係３参照。 

申請書類の経由について 

各申請については、市町村立学校に勤務する者はその学校が所在する市町村

を所管区域とする教育事務所の所長を、国立、県立、私立学校に勤務する者に

ついては所属する学校の校長を経由するものとする。 
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申請書類の証明者について 

各申請に係る証明者は、別記のとおりとする。 
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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 

認定こども園又は幼稚園と同一の設置者が設置す

る保育所に勤務する保育士（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 

別記 
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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Ⅰ

⑥） 

その者の任命権者・雇用者の証明 
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延長・延期事由の証明の方法 

 

申請者の区分 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

－ 

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 

－ 

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 

－ － 

※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。 

 


