議案第１７号
秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案要綱

１

改正理由
学校教育法第６０条第２項の規定による副校長を置くことに伴い、事務の
専決及び代決に関する規定を整備する等の必要がある。

２

改正内容
学校に、必要に応じて副校長を置くこととする。（第１２条の３関係）
校長の事務の一部を専決させることができる者に副校長を加えることと
する。（第２１条関係）
副校長は、校長が不在のときは、その事務を代決することができること、
並びに副校長を置く学校の教頭は、校長及び副校長が不在のときは、その
事務を代決することができることとする。（第２２条関係）
その他所要の規定の整備を行うこととする。

３

施行期日
この規則は、平成２５年４月１日から施行することとする。

議案第十七号
秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案
秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則

秋田県立高等学校管理規則（昭和六十一年秋田県教育委員会規則第二号）の一部を次のように改正する。

第十二条の三第一項中「副校長を置くことができる」を「必要に応じて副校長を置く」に改め、同条第二項及び第三
項を削る。

第二十一条の見出しを「（副校長、教頭及び事務長の専決）」に改め、同条第一項中「教頭及び事務長」を「副校
長、教頭又は事務長」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。

第二十二条の見出しを「（副校長及び教頭の代決等）」に改め、同条第一項中「教頭」を「副校長」に改め、同条第

二 項中「 教頭」を 「前項 の場合に おいて 、教頭」 に改め 、同項を 同条第 三項とし 、同条 第一項の 次に次の一項を加え

秋田県教育委員会教育長
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進

教頭は、校長（副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長）が不在のときは、その事務を代決することができ

る。
２

則

る。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
附

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

由

平成二十五年三月二十八日提出

理

学校教育法第六十条第二項の規定による副校長を置くことに伴い、事務の専決及び代決に関する規定を整備する等の
必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

秋 田県立 高等学 校管理 規則の 一部 を改正 する規 則案新 旧対照 表
新

学 校に、 必要に 応じ て副校 長を置 く。

旧

（副校 長）
第十 二条の 三

（ 副校長 ）
第十二 条の三 学校 に、 副校長 を置く ことが できる 。
２ 副校 長は、 当該副 校長を 置く学 校の 教頭の うちか ら、秋 田県教
育委員 会が任 命する 。
３ 副校長 は、校 長を補 佐し、 校長の 命を 受けて 校務の 一部を 掌理
す る。

（教頭 及び事 務長の 専決）
第二 十一条 校長 は、次 項に 定める ものを 除き、 教育長 の定め ると
こ ろによ り、校 長の事 務の 一部を 教頭及 び事務 長
に 専決
させる ことが できる 。ただ し、 専決し ようと する事 項が重 要若し
くは 異例で あると 認めら れる もの又 は先例 になる と認め られる も
の は、校 長の決 裁を受 けなけ れば ならな い。
略
２

（副 校長、 教頭及 び事務 長の専 決）
第 二十一 条 校 長は、 次項に 定める もの を除き 、教育 長の定 めると
ころに より、 校長の 事務の 一部を 副校長 、教 頭又は 事務長 に専決
させ るもの とする 。た だし、 専決し よう とする 事項が 重要若 し
く は異例 である と認め られる もの又 は先 例にな ると認 められ るも
のは、 校長の 決裁を 受けな ければ ならな い。
略
２

（副校 長及び 教頭の 代決等 ）
（ 教頭の 代決等 ）
第二 十二条 副校 長は、 校長が 不在の とき は、そ の事務 を代決 する 第二十 二条 教頭 は、校 長が 不在の ときは 、その 事務を 代決す る
こ とがで きる。 ただし 、重要 又は異 例に属 する 事項に ついて は、
こと ができ る。た だし、 重要又 は異 例に属 する事 項につ いては 、
この限 りでな い。
こ の限り ではな い。
２ 教頭は 、校長（副校長を置く学校にあつては 、校長及び副校長 ）
が 不在の ときは 、その 事務を 代決す ること がで きる。 ただし 、重
要又は 異例に 属する 事項に ついて は、こ の限 りでな い。
３ 前項の 場合に おいて 、教頭 を二人 以上置 く学 校にあ つては 、校 ２ 教 頭
を 二人 以上置 く学校 にあつ ては、 校
長 があら かじめ 代決順 位を定 めるも のとす る。
長が あらか じめ代 決順位 を定め るも のとす る。

