
第３章 職員会議と各種委員会

第 1節 職員会議規程

（趣 旨）

第 1 条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 61 条に基づき、本校職員会議の運営に関し、基本的事
項を定めるものとする。

（目 的）

第２条 職員会議は、校務の円滑な運営を図るため、校長が必要と認めた校務について審議し、職員相互の

伝達、連絡調整を行い、創造的な教育活動を支援する。

（構 成）

第３条 職員会議は、全職員で構成する。

（召 集）

第４条 職員会議は、校長が主宰する。

２ 校長は、職員からの要請があり、必要と認めた時、職員会議を招集する。

（定期職員会議及び臨時職員会議）

第５条 定期職員会議は第 1、3水曜日に行う。但し、必要に応じ適宜、臨時職員会議を開くことができる。

（提 案）

第６条 職員会議の議案は、原則として、校長、年次会、各部、教科会及び委員会が提案するものとする。

２ 職員会議に提案する議案は、原則として、学校運営委員会に諮るものとする。

（議案決議の付託）

第７条 職員会議は、議案の性質によりその議案の審議及び処理を関係する委員会、年次会及び係等に付託

することができる。

（司会・記録）

第８条 職員会議の司会及び記録はその週の週番があたるものとする。

２ 職員会議録は、校長、教頭に提出し検印を受けるものとする。

３ 職員会議録は、教頭が保管し、職員の要求があれば閲覧させるものとする。

（昼礼における審議）

第９条 職員昼礼は、主として、その日の校務について職員相互の伝達、連絡、調整を行う。

２ 時間をかけて審議する必要のない簡単な議案及び緊急の議案については、職員連絡会で審議すること

ができる。

（補足事項）

第 10条 この章に規定するもののほか、職員会議の運営に関する補足事項については職員会議でそのつど審

議し、校長が決定する。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。
平成 13年 4月 1日一部改訂
平成 15年 7月 17日一部改訂



第 2節 学校運営委員会規程

（趣 旨）

第１条 この規程は、学校運営が計画的、組織的に行なわれることを期して、学校運営委員会に関し、基本

的事項を定めるものとする。

（構 成）

第２条 学校運営委員会は、教頭、各部代表、各年次代表（3 名）をもって構成する。但し、必要に応じて
関係職員を含めることができる。

（役 員）

第３条 学校運営委員会の委員長は、教頭があたる。その他の役員は必要に応じて本委員会で適宜、決める。

（招 集）

第４条 学校運営委員会の招集は委員長が行う。

（職 務）

第５条 学校運営委員会は次の事項を処理する。

(1) 学校運営に関する事項の企画、審議及び職員会議への提案
(2) 職員会議から付託された事項の審議、決定及び処理
(3) 職員会議で審議する時間的余裕のない緊急必要事項、決定及び処理
(4) 校長、教頭、学年会、教科会、委員会及び係から提出された議案の審議
(5) 校務分掌の割振り
(6) 学校予算に関すること
２ 前 1項(2)、(3)については、後日職員会議の承認を受けるものとする。

（補足事項）

第６条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に必要な補足事項については、本委員会でそのつど

定める。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。

第 3節 教育課程検討委員会規程

（趣 旨）

第１条 教育課程は、学校教育の目的や目標を達成するために、教育内容を生徒の心身の発達に応じ、授業

時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。この 節は本校生徒の望ましい発達

を期し、生徒の実態に即した教育課程を編成するために、教育課程検討委員会の基本的事項を定める

ものとする。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、教務（1 名）、各教科代表（10 名）で構成する。但し、必要に応じて関係職員
を含めることができる。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長は、教頭があたり、その他の役員は必要に応じて、適宜互選で選出する。



（召 集）

第４条 本委員会の招集は、委員長が行う。

（職 務）

第５条 本委員会は、次の事項について調査、研究を行い、作業や実施の基本方針・方法、基準等を審議し、

職員会議へ提案する。

（1）教育課程の編成
(2) 学習成績の評価
(3) ＨＲクラス編成（生活集団、学習集団）
（4）時間割編成
（5）その他教育課程に関すること。

（小委員会）

第６条 本委員会は必要に応じて小委員会を設置することができる。

（補足事項）

第７条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に必要な補足事項については本委員会でそのつど定

める。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。

第 4節 内規検討委員会規程

（趣 旨）

第１条 内規は、憲法、教育基本法、教育関係諸法規及び県教育委員会規則等に則った、生徒の教育上、あ

るいは校務の遂行上必要な職員の合意事項である。この節は、本校内規を検討する内規検討委員会の

必要事項を定めるものとする。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、教務（1 名）及び、各部代表をもって組織する。ただし、必要に応じて、関係
職員を含めることができる。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長には教頭があたり、その他の役員は必要に応じて、適宜互選で選出する。

（招 集）

第４条 本委員会の招集は委員長が行う。

（職 務）

第５条 本委員会は次の事項を行う。

(1) 内規の作成、検討及び職員会議への提案
(2) 職員必携の作成
(3) その他、内規に関すること

（補足事項）

第６条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に必要な事項については、本委員会でそのつど定め

る。

附 則 この節の規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。



第 5節 生徒指導委員会規程

（趣 旨）

第１条 生徒指導は、学校の教育活動の全体を通じて行われるものであり、明確にされた 学校の教育目標

や経営方針に即して行われるものである。従って、学校においては、生徒の個性や志向の全体的な傾

向を的確に把握し、それらに応じた生徒指導の目標を立て、個々の生徒の能力・適性、興味・関心な

どに応じて、きめ細かい指導ができるような協力的な生徒指導の体制を整えなければならない。この

節は、このような任務を担う本委員会の運営に関し必要事項を定めるものとする。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、生徒指導部（2名）、各学年代表（3名）で構成する。但し、必要に応じて関係
職 員を含めることができる。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長には、生徒指導部があたり、その他の役員は必要に応じて適宜互選で決める。

（招 集）

第４条 本委員会の招集は委員長が行う。

（職 務）

第５条 本委員会は次の事項について、協議し、職員会議へ提案する。

(1) 全校的に取り組む生徒指導実施計画に関すること
(2) 個人又は学年会で指導困難な問題傾向をもつ生徒の指導法に関すること
(3) その他、生徒指導に関すること

（小委員会）

第６条 本委員会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。

（補足事項）

第７条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項はそのつど本委員会で定める。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。
平成 13年 2月 5日 一部改訂

第 6節 保健委員会規程

（趣 旨）

第１条 生徒の健康安全な生活は、生徒の保健の教科学習による知識理解とともに、それらの生活習慣をホ

ームルーム指導で一層、身につけさせることと、学校の適切な保健管理によって守られる。この節は、

学校全体として行う保健指導、保健管理及び環境衛生の充実を図ることを目的として、、基本的事項

を定めることとする。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、環境保健部、保健主事、体育科（2 名）、養護教諭で構成する。但し、必要に
応じて関係職員を含めることができる。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長は、環境保健部より選出し、その他の役員は必要に応じて適宜互選できめる。

（招 集）

第４条 本委員会の招集は委員長が行う。



（職 務）

第５条 本委員会は次の事項について協議し、職員会議へ提案する。

(1) 年間保健計画に関すること
(2) 保健管理に関すること
(3) 保健指導に関すること
(4) 環境衛生に関すること
(5) その他、学校保健に関すること

（小委員会）

第６条 本委員会は、必要に応じて小委員会を設置することができる。

（補足事項）

第７条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に必要な事項はそのつど本委員会で定める。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。
平成 12年 11月 16日 一部改訂

第 7節 給食委員会規程

（趣 旨）

第１条 夜間学校給食は、生徒に良い食習慣を身につけさせるとともに、自主的・自律的な態度の育成を図

り、共同協調の精神を培い、好ましい人間関 係を育て、学校生活を豊かにする等の教育的効果を期

待して行なわれるものである。この節は、本校の夜間学校給食の管理・運営及び給食指導が円滑に効

果的に行なわれることを期して、給食委員会の基本的事項を定めるものとする。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、環境保健部、委託業者代表（1 名）で構成する。但し、必要に応じて関係職員
を 含めることができる。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長には、給食担当教諭があたり、必要に応じて適宜互選で役員をきめる。

（招 集）

第４条 本委員会の招集は、委員長が行う。

（職 務）

第５条 本委員会は次の事項について協議し、職員会議へ提案する。

(1) 給食の予算及び生徒の給食費に関すること
(2) 給食の施設・設備の管理・運営に関すること
(3) 給食指導の企画と年間計画に関すること
(4) 献立作成方針に関すること
(5) その他、給食に関すること

（補足事項）

第６条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項はそのつど本委員会で定める。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。
平成 12年 11月 16日 一部改訂



第８節 中途退学対策委員会規程

（趣 旨）

第１条 中途退学に関する指導計画の立案、実施、運営。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、学籍係、生徒指導（2）、各年次（3）、養護（1）で構成する。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長には、教頭があたりその他役員は、必要に応じて適宜互選する。

（招 集）

第４条 本委員会の招集は、委員長が行う。

（職 務）

第５条 学籍係、生徒指導部と連携をとりながら、職員の共通理解のもとに、出席不良者や休学生等の指導

を重点的に行う。

附 則 平成 15年 7月 17日一部改訂

第９節 推薦委員会規程

（趣 旨）

第１条 進路指導とは、生徒の個人資料、進路情報、啓発的経験及び相談を通して、生徒が自ら将来の進路

の選択、計画をし、更にその後の生活によりよく適応し、進歩する能力を伸長するように、教師が組

織的・継続的に指導援助する過程をいう。この節は、生徒の就職及び進学について学校推薦該当者の

適否を審議する本委員会の必要事項を定めることとする。

（構 成）

第２条 本委員会は、教頭、進路指導部、当該 HR 担任、年次代表者で構成する。但し、必要に応じて関係
職員を含めることができる。

（役 員）

第３条 本委員会の委員長には進路指導部代表者があたる。

（招 集）

第４条 本委員会の招集は委員会が行う。

（職 務）

第５条 本委員会は生徒の就職推薦に関し、次の事項を行う。

(1) 生徒の能力、性格、技能、体力、家庭の事情、事業所の採用条件や要望事項を考慮に入れて推薦する
ものとする。

(2) 上記(1)を決定した時は、職員会議で審議し、校長の承認を受けて決定する。
(3) 上記(1)に関する基準は、本委員会で適宜定める。
(4) 本委員会では、就職係がその記録と保管に当たる。

２ 本委員会は生徒の大学などの進学推薦に関し、次の事項を行う。

(1) 保護者の承諾書のある生徒について、その人物、学業成績及び健康状態を勘案して進学推薦該当者を
決定する。その基準は、次のとおりとする。



① 評定平均が 3.0 以上であること。かつ、直前の学期の登録科目がすべて修得済みであること。た
だし、当該大学等に推薦基準がある場合はそれに準ずる。

② 出席状況については、各学年、無届による欠席１０日以内、欠課２０時間以内、遅刻２０回以内

である者とする。ただし、当該大学等が別基準を提示している場合、もしくは年次進行により改

善が認められる場合は、推薦委員会で審議する。

③ 人物、素行ともに良好であること。（当該年次に懲戒を受けたことのある者は除く）

(2) 上記(1)を決定した時は、職員会議で審議し、校長の承認を受けて決定する。
(3) 本委員会では、奨学金係がその記録と保管にあたる。

３ 本委員会は生徒の奨学生推薦に関し、次の事項を行う。

(1) 経済、学業、勤怠状況を総合的に勘案し、当該奨学金の目的・意義・対象条件に合致した生徒を推薦
する。

(2) 上記(1)を経て、職員会議で審議し、校長の承認を受けて決定する。
(3)本委員会は、奨学生推薦に関する記録を備える。奨学金係はその記録と保管に当たる。

附 則 平成１９年７月１１日 一部追加

（補足事項）

第６条 この節に規定するもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項はそのつど本委員会で定める。

附 則 この規程は、昭和 59年 4月 1日から施行する。
平成 13年 2月 5日 一部改訂

平成 25年 6月 5日 一部改訂

平成 30年 4月 1日 一部改訂




