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学校関係者評価報告書のとりまとめ 

 

 急激に少子化が進む中、医療職者の求人は増加傾向が続いており、理学療法

士・作業療法士や看護師などを養成する専門学校や大学の新設・学科増設がな

されてきました。入学者確保にむけた競争は激化の一途をたどっており、本校

も極めて厳しい環境に置かれております。 

 そのような状況下、昨年４月より本校理事⾧および校⾧が交代し、新体制で

の学校運営を開始しました。新体制では、建学の精神である「愛情あふれる医

療人を育成し、地域社会に貢献する」という人材育成の理念を具現化するため、

まずは、学生の教育環境を改善することに主眼をおき、同時に、医療職の魅力

や可能性を中高校生などの若い世代にも情報発信していきたいと考えています。

そこで、学生アンケートやインタビューにより本校に対する意見や要望を集め、

活力と魅力に満ちあふれた教育環境をつくりあげるための基礎資料を作成して

きました。さらに、保護者へのアンケート調査や学生による授業評価を実施し、

あらゆる観点から本校が抱える問題点などを調査してきました。 

 それらの調査から浮かび上がってきた問題点を中心に改善計画を誠実に実行

し、 2019 年度の自己点検・自己評価書及び事業報告書をまとめた次第です。

この資料を参考に、下記の５名の学校評価委員に本校の改善活動を様々な視点

から客観的に評価して頂きました。評価期間は 6 月 11 日から 20 日までの１０

日間であり、各委員の忌憚のないご意見やコメントを一覧表としてまとめたも

のが、本学校関係者評価報告書であります。 

 今年度は、幾つかの調査結果がまとまり始めたタイミングで、新型コロナウ

イルス感染拡大が起こり、学校関係者による評価準備が大幅に遅れてしまいま

した。各委員に集まってもらう会議開催ができず、また、本校のオンラインシ

ステム整備の遅れから、web 会議も日程調整の不備も重なり開催が実現できま

せんでした。ただ、各委員からご要望に応じて、個別の面談、電話、あるいは、

個別の web 会議による説明や質疑応答をさせて頂き、評価に必要な書類をもと

に書類審査をおこなって頂きました。 

 今後、本報告書の評価内容を真摯に受け止め、改善に向けた具体的行動に着

手しながら、本校教育理念に基づく人材育成を進めていく所存であります。 
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（学校評価関係者） 

学校評価関係者評価委員  小野寺柚奈 （本校在籍者） 

 

澤井 美江 （保護者） 

 

鈴木 雄仁 （地域関係者） 

 

外山 貴浩 （卒業生） 

 

山下 敦規 （地域関係者） 

 

 

北都保健福祉専門学校教職員一同 



大項目
小項目

No.
評価項目

自己評価内容
（自己評価報告書にある「Ⅳ項目ごとの記述」のNo）

自己評価
点（項目
平均）

学校関係者評価内容

学校関係
者　評価
点（平均）

1 理念・目標・育成人材は定められているか。
明確に定めており、校内での掲示、 ホームページ、学校案内等で紹介してい
る　(No1)。

2 社会のニーズ等を踏まえた学園の将来構想を抱いているか。
社会的要請に応えるべく、当校の将来構想を実現する働きかけをしている
（No3)。

3 理念・目標・育成人材・特色などが学生・保護者等に周知されて
いるか。

概ね周知されているが、今後も丁寧に継続的な対応を進めるべきと考えてい
る (No4)。

4 目標等に沿った運営方針が策定されているか。 計画的に毎年目標を定め、それらに従った運営方針を策定している　（No5)。

5 運営組織は明確にされ、有効に機能しているか。
学園規則により運営組織は明確化されており、意志決定は有効に機能してい
る（No7)。

6 教務、財務等の組織整備等意思決定システムは整備されてい
るか。

教務や財務に関する意思決定システムは整備されており、これまでスムーズ
が運用ができている（No8)。

7 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されて
いるか。

学校運営における諸規則を厳守するとともに、コンプライアンスにかかわる重
要事項は全教職員に伝えている（No9)。

8 教育活動に関する情報公開が適切になされているか。
これまで教育活動に関する一部の情報は学内で公開するのみであったが、
新たに作成したホームページでより多くの情報を公開し始めている（No10)。

9
教育理念・育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関とし
て修業年限に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明
確にされているか。

教育課程の編成・実施方針に従いシラバスを作成し、学習内容、到達レベル
及び時間配分を決定している（No1２)。

10 キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや
教育方法の工夫・開発等が実践されているか。

カリキュラム体系や実践的職業教育で意欲的になる学生が毎年のようにあら
われることから、創意工夫が効果的に作用していると感じられる（No14)。

11 関連分野の企業、関連施設等、業界団体等の連携により、教育
課程の編成や点検等が行なわれているか。

職業実践教育の改善に必要なことの一つは臨床現場からのフィードバックで
あり、当校では臨床実習や臨地実習施設からの意見を取り入れている
（No15)。

12 授業評価の実施等、評価体制があるか。
本校の教育に対して学生や保護者からのアンケートを実施しているだけでな
く、学生による専任教員の授業評価もを行っている（No17)。

13 成績評価、単位認定の基準は明確になっているか。 本校の学則に明記しており、素点をもって成績判定をおこなっている（No19)。

14 資格取得の指導体制やカリキュラムの中での体系的な位置づ
けはあるか。

学科の全教員が協力する指導体制を取っており、体系化されたカリキュラム
では上手く連携ができている（No20)。

15 人材育成目標に向けて授業をおこなうことができる要件を備え
た教員を確保しているか。

現状では、各学科の指定規則以上の教員を２学科で確保しており、人材育成
の目標にかなう教員で授業を実施している（No21)。

16
関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修
や教員指導力養成などの資質向上のための取組がおこなわれ
ているか。

教員の研修会や学会などの参加や大学院進学を奨励・支援しており、教員
の資質向上を図っている（No23)。

17 就職率の向上が図られているのか。
学生が希望する就職先を決定するためには、卒業年度の担任だけでなく学
科の全教員が協力して丁寧な対応をしており、就職状況も良好であるため、
順調といえる（No24)。

18 卒業生・在学生の社会的な活動を把握し、評価しているか。
道北道東を中心とした地域での就職が多く、卒業生の状況把握が比較的容
易である。実習先の先輩と実習生としての在学生の繋がりも多くなるため、両
者の評価できている（No26)。

19 退学率の低減ははかられているか。
就学上の問題等を解決することで対応出来るケースでは学生サイドに立った
支援をおこなっており、特に看護学科では成果が出始めている(No28)。

20 学生相談に関する体制は整備されているか。
学生がかかえる就学上のあらゆる問題に早めに対応するため、学生相談の
体制を強化している。今後、何でも相談室という学科の垣根を越えた制度に
拡大する計画である（No29)。

21 学生の経済的支援体制は整備されているか。
経済的支援を必要とする学生からの相談を受けながら、現行で利用可能な
制度の紹介や日々の生活における対応などを指導している（No30)。

22 学生の健康管理を担う組織体制はあるか。
法令に基づく定期健診に加え、日々の健康管理からメンタルな問題まで幅広
く対応する連絡体制を構築している（No31)。

23 学生の生活環境への支援はおこなわれているか。
学校内での生活環境を改善してきたが、学外でも充実した学生生活が可能と
なるような生活指導や支援を行いつつある（No32)。

24 保護者と適切に連携しているか。
保護者とは三者面談での話し合いや幾つかの手段で情報提供をおこなって
きた。さらにアンケート調査や意見交換の場を増やしているところである
（No33)。

25 卒業生への支援体制はあるか。
同窓会を中心とした卒業生支援や個別による対応を行う支援体制はあるが、
低調になりつつある（No34)。

26 関連分野における業界との連携による再教育プログラムをおこ
なっているか。

生涯教育の一環としてこれまで様々な教育プログラムの推進に協力している
（No35)。

27 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備さ
れているか。

これまで使い勝手がわるかった図書館、小グループ学習スペース、保健室等
の改善を行うと共に、学内のネット環境を整備しつつある（No36)。

28 防災に対する体制は整備されているか。
法令に従い管理者をおき、防災設備を整備したり非難訓練を行いながら、防
災意識を高めている（No38)。

29 高等学校等に対する情報提供等の取組を行っているか。
北海道における地域医療の現状や将来の可能性を伝える活動は中学・高校
生に対する当校の役割の一つと考え、毎年丁寧に行っている（No39)。

30 学生の募集は適正に行われているか。
様々な手段を用いて本校の特色を紹介をしながら、医療系に興味をもつ生徒
に対して募集活動を適切に行っている（No40)。

31 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか。
本校の教育の特色、入学生の成長の様子、国家試験合格率、卒業生の進路
など、教育の成果を高校生に分かりやすく伝えている（No41)。

Ⅷ 財務 32 財務に関して会計監査が適切におこなわれているか。
これまで定期的に会計監査は受けてきており、問題がないことを確認してい
る（No43)。 4

・とても良いと思います。
4

33 法令、専門学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされている
か。

法令遵守の観点から、各種法令に基づき学則を定め、学校運営をおこなって
いる（No44)。

34 個人情報の保護のための対策がとられているか。
個人情報の保護に対する個々の案件には配慮してきたが、明確な規定を定
めていなかった。次年度に規程を作成する（No45)。

35 自己評価結果を公開しているか。
これまで学内のみの公開であったが、ホームページ上で詳細な評価結果を公
開していく（No47)。

36 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行なっ
ているか。

看護師やリハビリテーション専門職の養成校であるため、地域社会から啓発
教育に対するニーズが高い。一つ一つの依頼に丁寧に対応している（No48)。

37 学生のボランテイア活動を奨励・支援しているか。
学生のボランテイア参加は必ずしも活発ではないが、基本的には学生の参
画を奨励・支援している（No49)。

評価基準

3.3

4

3.8

3.7

4

4

3.7

3.5

・教員の実績も志望校の選択基準の一つであるため、紹介ページに公開す
ることを検討しても良いのではないでしょうか。
・独自の特色やブランドを形成し、発信していくことが大切。医療職の魅力は
勿論だが、充実したキャンパスライフ等生活にに身近な箇所のアプローチも
大切だと思います。
・Ⅳ（学習成果）と同様です。募集内容は良いと思います。
・学生募集にあたっては、事務担当者による道内各高校等への訪問等を通
して頑張っておられることは評価致します。さらに、それに加えて教職員自身
が自ら得意な専門分野について学生に興味を持たせるようなプロモーション
DVDを作製して学習募集に活用するような取り組みなど、視点を変えた募集
方法も検討してはいかがでしょうか。例えば、金沢工業大学の専門講座PR
の例を参考にして下さい。

・法令のことは良く分かりません。すみません。個人情報保護法が制定され
ている以上、規程は必要と思います。

・地域支援事業などへ学生参加があり、現在の保健福祉における状況を理
解し、専門職としての将来像を考える上で、大切な経験をさせている点が評
価できます。
・ボランテイア活動は必要です。一緒に寄り添い、誰かに無償で奉仕するこ
とは良い勉強になると思います。
・貴校の教職員の人的資源を地元の高校や公的機関等の地域貢献活動に
提供したり、地域医療活動等への学生参加等を通して貴校の活動を広く地
域に周知することは、貴校の認知度向上と共に存在価値を高める効果が期
待できることから、今後、積極的な社会貢献活動への取り組みを進めて欲し
いものです。

3.8

3.5

・以前と比較し学生ホールなどで自主的に学習する学生が増えている印象
があり、環境改善が有効であったと思われます。
・良いと思います。今後も宜しくお願いいたします。
・概ね良好です。

3.8

4

評価基準：　　　　　　適切ー４　　　　ほぼ適切ー３　　　　やや不適切ー２　　　　不適切ー１

・学生・保護者に周知されているか、定かではありません。
・子供の目線で見た時によくわからない内容で理解出来ないところも多いよ
うです。ネット社会の今、誰が見ても理解出来る内容が興味を持ってくれる
のではないでしょうか。

・アンケート結果、シラバス、経営状況などの情報公開は志願者が志望校を
選択する基準の一つとなりえるため、 HP等での公開が望ましいと考えます。
・私学で費用が多くかかるとありますが、人件費ばかりが目立ってしまって分
かりづらい気がします。

・アンケートにもあったように、一部教員の接遇は学校全体としてとり組む課
題です。
・全ての教員に対して評価を実施し、講師（教員）で評価を共有すべきです。
非常勤教員の比率を減らした方が望ましいと考えます。
・アンケートの全体数が少ないのはどうしてでしょうか。教育活動は全体的に
は良いと思いますが、生徒からの声が少ないのはどうしてでしょうか。
・報告書やアンケート調査からは色々工夫されながら学生に対する教育活
動に努力されている様子が伺え、概ね良好と考えます。欲を言えば、関連分
野における先端的知識・技術等を修得している教員の確保は、学習意欲の
向上にとっても、また、学生が貴校に魅力的なイメージを抱くためにも、大き
な要因の一つになると考えます。これらの点の改善のためにも、貴校の教育
活動の向上を図る上でも、教員の学会・研究会参加等に対する組織的な支
援が将来十分なされることを期待します。

・私の学年は退学者が少なく、先輩方の代と比較しても退学者の低減はでき
ていると思います。それでも、退学する人がいるのは、特に実習での問題だ
と思います。実習が上手く行かなかったり、担当教員の指導があわず、悩
み、しかし、実習中はみんなが自分のことで一杯一杯になり、友人と相談し
ても解決せず、段々精神的に来てしまい、退学したい・する人がいるのでは
ないかと思います。教員には話づらいことを学生同士で話したりすることもあ
り、学生の思いを１番知っているのは学生（友人）だと思います。教員と学生
が連携し、悩んでいる学生の支援にあたって行けば、さらに退学者の低減を
図れるのではと思います。
・本校の他者からのイメージは「すぐ切られる学校」という残念なイメージが
あるようで、そのため他の学校を選択する生徒もいるようです。何とかそのイ
メージが変えられると良いのですが... 。

・ZOOMなどオンラインで実施すると、相互負担が少ないと思います。
・昨年、今年と本当に担任の先生方のお力で子供が学校を好きで、担任の
先生方に信頼をもっていると思います。今後も良き相談者として生徒と近い
位置に居て頂きたいと思います。本当にありがとうございます。感謝していま
す。
・学生支援については、貴校として様々な視点からの取り組みを実施されて
いることは評価致します。ただ、将来の夢を抱いて入学してきた学生が学業
半ばで挫折してしまうことのないように、今後、成績優良者に対する報奨金
の拡大や授業料の減額・免除等の報償制度の充実や学生のなやみに親身
に対応できるような「なんでも相談室」を早期に実現する等により、学生が学
業に専念できる支援環境づくり、或いは、学生の学習モチベーションの高揚
を促す体制を整備されることを期待しています。

　　　2019年度学校関係者評価表

Ⅹ 社会貢献

Ⅶ 学生募集

Ⅸ 法令等の遵守

Ⅴ 学生支援

Ⅵ 教育環境

Ⅲ 教育活動

Ⅳ 学習成果

Ⅰ 教育理念目標

Ⅱ 学校運営
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3.8
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3.7

3.8




