
Ⅳ　学校運営組織
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２年２組（普通科）

２年合計

クラス・学科名
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１年合計
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部会

１年１組（環境科）

学年会

事務長
職員会議

各種委員会

各

教

科

教科会

総合計

教頭

３年１組（環境科）

３年合計

事

　
　
務

4873 121

在籍（休学含む） 休学

0 0 0
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部 係名 分　掌　内　容
年間・月間の行事計画、授業日数・時数の記録及び報告書作成

各種委員会の発足に関すること

学校要覧の割当

高校入試に関する事

職員朝会、職員会議の企画調整(週番、司会等の割当含む）

日々の実施計画

内規に関すること

非常勤講師への連絡・調整　　　　　　

ＰＴＡに関すること（教頭の補佐）　　　

新学期発足準備（消耗品等の注文）

職員朝礼・職員会議の資料の整備保管

諸公簿・教務関係用紙・教務必携等の準備・配布・記入説明及び保管

指導要録(学籍）・卒業台帳の記入説明・点検・準備・保管（学年部と連携）

在籍に関すること

成績一覧表・学習成績報告書の記入説明・点検・保管(副）

成績会議の企画運営（副）
入学式・卒業式に関する企画・立案

入学式・卒業式要覧　　　　　　　

始業式・終業式・修了式の企画調整

新学期発足要項の作成割当

学校行事(学園祭等）の企画・立案・指揮（実行委員会等の発足・招集）

学期反省資料の呼びかけ　　　　　

合格者オリエンテーションに関する企画・立案（資料等の割り振り）

新入生オリエンテーションに関する企画・立案（資料等の割り振り）

学校説明会の企画

留学に関すること（関連する教科・担任と連携）
芸術鑑賞に関すること、芸術鑑賞前に実行委員会を構成し仕事を割り振る
文化委員の世話
時間割編成と調整

校時時報の調整

定期考査に関すること

教育課程に関すること、教育課程委員会の世話

教科用図書及び副読本に関すること

音楽･美術室の管理(教室利用表作成)

追認考査に関する企画・運営・資料の保管

卒業未認定者に関すること

総合的な学習の時間に関すること

生徒各種委員会の発足に関すること

ＬＨＲの計画、ＨＲ役員名簿作成、任命式の進行（任命状は作成しない）

教育情報機器の管理利用（研修を含む）に関すること

進路支援システムに関すること

新学期における学級名表の準備(公簿学籍と連携）

校内LAN・マルチメディアに関すること

教育ソフト情報提供に関すること

学校ホームページに関すること

放送施設の管理利用に関すること

視聴覚関連機器の保管・対応

その他視聴覚に関すること

図書館に関すること

成績一覧表・学習成績報告書の記入説明・点検・保管(主）

成績会議の企画運営(主)

図書の選択に関すること

生徒会図書委員会に関すること

その他図書館に関すること

成績会議資料作成に関すること

指導要録の点検に関すること

学校通信の発行

教務全体

4　校務分掌

教
　
　
　
　
務

図書情報
視聴覚

企画・行事

時間割・教育課程

企画・日課
（教務主任）

学籍【実習助手】

２年担任Ａ(総合学習)

図書館司書
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部 係名 分　掌　内　容
環境科行事（宿泊学習、環境サミットなど）の企画・立案

環境教育に関する計画・企画・及び渉外（外部講師との連携）

環境科の学科アピールに関すること（学校説明、ホームページ更新）

環境学習推進委員会の世話（環境科担当連絡会議）

環境科施設・備品の管理・（実習教諭と連携）

寮務に関する補佐、寮ホームスティ制度に関すること

美化清掃の割当と実施計画及び指導点検

清掃用具の購入及び配布

生徒会美化委員会の世話

施設整備に関すること

環境科行事の会計等に関すること

音楽室の管理(備品点検）

美術室の管理(備品点検）

清掃用具の整理保管

施設設備の保全・営繕

工具・テント等の保管

校内の機械設備の保守点検等

学寮運営の計画と実施に関すること

寮生の生活指導

学寮の保健衛生に関すること

学寮の美化営繕に関すること

学寮に関する事務・会計に関すること

その他学寮に関すること

全体 校内美化（全体清掃の指導、花壇の造成･管理等）の推進と管理

服装指導に関する企画立案

朝の遅刻指導の企画立案

諸届け願い(遠足、キャンプ、合宿、旅行、集会、アルバイト）の把握

校内及び校外の巡視の計画と実施

生徒会生活委員会の世話

防犯・盗難に関する指導

学校安全（交通、生活、災害）指導の企画立案

部活動顧問の割り当て調整（原案作成は前年度の校務分掌委員会で行う）

免許取得者の把握と指導

地域諸機関との連携

学年会との連携
飲酒・喫煙・深夜徘徊・車輌通学などの校内外における生活指導全般に関すること

生徒顔写真に関すること

生徒会運営に関する指導

中央委員会に関すること

生徒会行事（対面式、歓迎球技等）の企画・立案

リーダー研修会に関すること

生徒会選挙管理委員会の世話

部活動に関すること（部紹介、部登録）

部予算編成に関すること
高文連・高体連に関すること(窓口業務等を行う、高体連に関することは体育
科の協力を得る。高文連に関しては文化系部活顧問で世話役を決める。）
対抗試合報告書保管

生徒及び職員の健康診断の実施計画

衛生用品の購入計画に関すること

日本スポーツ振興センターに関すること

保健統計事務

生徒会保健委員会の世話

その他保健に関すること

健康相談（カウンセリング）に関すること
スクールカウンセラー担当

１年担任Ａ 外部カウンセラーに関すること（連絡調整や報告書作成）

教育相談に関すること（カウンセリングに関すること）
特別支援に関すること

生

活

指

導

生徒指導Ａ
（生徒指導主任）

生徒指導Ｂ
（保健主事）

生徒指導全体

生徒会総務

２年担任Ｂ（部活動）

保健
【養護教諭】

教育相談
１年担任Ｂ

環
　
境
　
・
美
　
化

環境学習
（環境美化主任）

環境整備
【実習助手】

環境営繕
【用務】

舎監

-45-



部 係名 分　掌　内　容
大学・短大との対応、校内説明会の開催

大学進学に関する進路相談

志願理由書作成・面接指導計画
進学（大学・短大）関係書類の整理保管・担任への資料他情報提供

推薦委員会の世話(大学関係)

進学指導研究会・入試説明会等への参加

各種進学に関する報告書類等の作成

課外講座の計画・調整・会計

対外模擬試験の計画と実施

進路指導年間計画の作成・予算編成
進路資料（入学式、ＰＴＡ総会、地域懇談会、学校訪問等）の世話

進路委員会（生徒・ＰＴＡ）の世話

進路希望調査(各学期)と進路決定状況(毎月)の報告

校内進路希望調査の実施、計画、報告・データー管理
専門学校・各種学校との対応と校内外の説明会に関すること

専門学校・各種学校等に関する進路相談

志願理由書作成・面接指導計画

専門学校進学に関する書類の保管・管理

卒業生（大学・短大・専門学校進学）の調査書作成

推薦委員会の世話（専門学校・各種学校関係）

小論文対策講座の計画・調整・会計

「進路だより」の世話係

校内実力テストの計画・調整・実施・結果データ保管

統一LHRの計画・調整と担任用指導資料の提供

進学ガイダンスに関する業務

日本支援機構以外の奨学金

就職指導年間計画の作成

ホームルームへの就職指導資料・求人票の提供

ハローワーク(学報4号)及び教育庁への報告書の作成

就職・公務員試験に関すること全般の世話

就職に関する進路相談

履歴書・面接指導計画・書類点検

就職指導関係書類の整理・保管

企業・ハローワークとの対応、企業説明会への参加

職場見学会・求人説明会・就職ガイダンスの引率

参考書・資料の収集・整理

卒業生（就職）の調査書作成

インターンシップに関する統括業務

進路部主催｢学校企業見学会｣の計画・実施

検定等奨励金に関する業務

表彰委員会の世話役

出願前の書類点検

卒業アルバムに関すること

日本支援機構の奨学金

資料・書類の整理及び保管（環境学習コーナーも含む）※｢就職支援員｣）

キャリア教育に関すること

ＨＲや職員への進路資料提供

合格者氏名の掲示　※｢就職支援員｣

教頭と一緒に学校徴収金の督促

進路希望調査の実施・データ入力（データ入力後、進路指導部へ提供）

ＨＲ年間計画の作成
ＨＲに関する諸調査・諸資料・諸検査の収集及び提供
（学年主任研修会、報告書は学期制１学期３年・２学期２年・３学期１年）
平和教育に関すること（平和学習委員会と協力して行う）
在学中の奨学金に関すること

学
年
部

各学年担任

進

路

大学
（進路主任）

専門学校

就職

３年担任（奨学金担
当）

3年担Ａ・3年担Ｂ

進路全体
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５ 事務・現業職務分掌 

氏   名 係   名 職 務 内 容 

 

事務長 

 

 

総 括 

備 品  

財 産 

 

 ①事務の総括  

 ②備品に関すること（主）  

 ③出納事務全般に関すること  

 ④施設・財産に関すること（主）  

 ⑤事務長の専決に関すること 

主任 

 

給 与  

人 事  

服 務  

旅 費  

福 利  

 

 ①諸手当認定に関すること  

 ②給与等の支払い事務に関すること  

 ③出勤簿及び服務に関すること  

 ④賃金、報酬、報償費に関すること  

 ⑤社会保険に関すること  

 ⑥履歴書の整理に関すること  

 ⑦旅費に関すること  

 ⑧福利厚生に関すること  

事務主事 

 

歳 出  

歳 入  

庶 務  

教職員住宅  

証明書発行  

 

①一般管理運営費に関すること  

②備品に関すること（副）  

③証拠書類に関すること  

④歳入に関すること  

⑤文書収受に関すること  

 ⑥職員住宅に関すること（入退去・敷地契約等）  

⑦証明書の発行に関すること  

⑧施設・財産に関すること（副）  

⑨就学支援金等に関すること  

事務主事（司書） 図書室整理 
 ①図書に関すること 

 ②図書室管理に関すること 

用務員  

営 繕 

 

環境整備 

 ①施設・設備の修繕及び営繕に関すること 

 ②敷地内の草刈清掃に関すること  

 ③チリの処理に関すること  

 ④校内緑化に関すること 

 ⑤清掃用具整理保管に関すること 

用務員 

用 務 

 

環境整備 

 ①湯茶接待、来客（電話対応等も含む）案内  

 ②印刷室の清掃及び印刷補助  

 ③事務職員の業務補助  

 ④校長室・事務室の清掃   

事務補助  就学支援金  ①就学支援金に関すること（副）  

PTA職員  PTA庶務・会計  

 ①PTA予算の徴収・執行に関すること  

 ②PTA関係文書収受・発送・保管  

 ③PTA行事に関すること  

 ④私費会計に関すること  



委　員　会 　構　成
○印は中心となる人

職　務　内　容

1 学校運営
校長、○教頭、事務長、教務、生指、進路、環境
の各主任、関係職員

１．校務運営に関すること
２．環境科の運営に関すること
３．学校評価に関すること
４．諸課題への対応を協議する

2 学校徴収金検討 ○教頭、事務長、歳入係、PTA、PTA会長
１．学校徴収金に関すること
（教頭・担任による督促に応じない場合の対応）

3 内規検討
教頭、（事務長）、○教務（日課）、各部代表（教
務以外）

１． 内規の整備

4 校務分掌検討 ○教頭、（事務長）、各部代表（委員長互選）
１． 校務分掌の平均化の検討
２．校務分掌の割り振りに関すること
３． 各種委員会に関すること（新設及び統廃合）

5 教育課程 教頭、○教務（教育課程）、各教科代表
１． 教育課程の決定　　２． 選択科目群の決定
３． 選択科目説明会の運営
４． 教科書等の決定

6
教育工学推進・
情報セキュリティ
図書選定

教頭、○教務（情報）、各教科代表＋司書

１． 視聴覚・情報・図書関係の行事の企画・提案
２． 視聴覚・情報関係の備品・機器について
３．学校ホームページに関すること
４．情報セキュリティーに関すること
５． 図書に関すること

7 総合的な学習推進
教頭、○教務(教課)、進路（就職)、環境学習、
各学年代表

１． ぱはらステップの全体計画
２． 発表会等の準備・計画

8 インターンシップ 教頭、○進路（就職）、２学年担任 １．インターンシップに関すること

9 人権・平和学習推進 教頭、○教務、社会、各学年代表、

１． 平和学習に関すること
 　ⅰ．「慰霊の日」を考える映写会などの計画実施
 　ⅱ．校外学習などへの協力
２． 人権に関すること
 　ⅰ．人権に関する統一ＬＨＲや講演会の計画

10
教育相談支援
（特別支援・中退対策・
カウンセリング）

教頭、○教務（学籍）、養護、各学年代表

１．調査報告用の書類検討・作成
２．学力向上・中途退学対策に関すること
３．カウンセリングに関すること
４．特別支援教育に関すること

学校保健
校長、教頭、事務長、○保健主事、養護、教務、生指、PTA
三役、学校三師、各学年代表、生徒保健委員会、関連機
関

１．学校保健に関すること

　・体力向上 　＋体育 １．体力向上に関すること

12 推薦
教頭、○進路（大学）
進路（専門）、３年担任

１．推薦人の審議・選出

生徒指導 教頭、○生徒指導係、担任、関係職員 １．生徒指導に関すること

　・いじめ防止 　＋校長、教育相談、養護教諭、関係機関 １．学校におけるいじめの防止　　　２．早期発見、対処等

14 寮運営

教頭、事務長、
○環境学習（寮務）
舎監、教務

１． 学寮運営の計画と実施に関すること
２． 学寮の規則に関すること
３． 寮生の生活指導に関すること
４． その他学寮に関すること
※　生徒指導上の問題がある場合には、生徒指導委員会
     へ提案する。

15 環境科運営
教頭、○環境学習、環境科目担当者、
（環境科担任）

１． 環境科学習の構築、２． 年間計画、３． 情報交換
４． 特別授業・講演会等の検討・呼びかけ
５． 進捗状況のに基づく改善点などの検討
６． シラバス等の事務に関する検討
７． その他「環境科」に関すること

16 環境整備 教頭、事務長、○環境整備、関係職員
１．緑化予算の令達を執行について
２．その他環境整備について

17 キャリア教育 教頭、○進路（専門）、各教科代表、各学年代表 １．キャリア教育に関すること

18 職員会議連絡調整 校長、○教頭、事務長、教務（日課）、関係職員 １．校務運営に関すること　　２．職員会議議題の検討

19 衛生委員会
教頭、保健主事、環境整備、養護教諭、教
務

１．職員の危険又は健康障害の防止に関すること
２．職員の安全又は衛生のための教育に関すること
３．健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること
４．労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
５．その他、労働災害を防止するため必要な業務

　６  各種委員会
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