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教育目標と本年度の重点目標の評価 

学校の教育理念・目標 

 

総括 

平成 28 年度重点目標 重点目標・計画の達成状況 

 

課題と解決方策 

 

 

【 教育理念 】 

 

学問を通して自己を磨き、豊かな人間

性をはぐくみ、優れた感性と理性を養

い、新しい時代に求められ続ける医療

人を育てる。 

 

 

【 目 標 】 

 

浜松医療学院（HMC）は森島学園建学

の精神と教育理念に基づき、10年後の

超高齢社会を見据え、地域を担う「医

療・健康（スポーツ）・福祉のスペシャ

リスト」を育成し、地域のみなさんが

質（クォリティー）の高い社会生活の

営みができるようバックアップするこ

とを使命とする。 

 

 

【 学生教育の改革 】 

・学生のレベルに応じた教育指導 

方法の確立 

・職業実践専門課程に沿った教育 

指導法の実施 

・退学者ゼロ運動（早期発見・早期 

対応） 

・国家試験合格率向上 

 

 

【 学生募集 充足率 90％以上 】 

・設置学科の特色をアピールして 

 魅力ある学生募集活動 

・募集ツールの検討 

 

 

【 就労環境整備 】 

・有給消化率向上と時間外就労減 

・職場の整理、整頓、清掃 

 

 

【 学生教育の改革 】 

・教育指導方法の確立 

  中長期継続課題 

・職業実践教育指導実施 

  臨床実習において OSCE導入 

・退学者ゼロ運動 

  結果：前年比 0.8％増 

・国家試験合格率向上 

  中長期継続課題 

 

【 学生募集 充足率 90％以上 】 

・魅力ある学生募集活動 

  各種イベント内容の充実化 

  特別講演会開催 

・募集ツールの検討 

  募集要項、スクールガイドの 

  リニューアル 

 

【 就労環境整備 】 

・有給消化率、時間外就労課題 

  振替休日、有給消化率上昇 

・職場の整理、整頓、清掃 

  継続課題 

 

 

平成 28 年度学校運営活動に「PDCA

サイクル」を導入して活用した。 

 

毎月の進捗状況の確認と四半期毎に

運営会議で活動経過報告を行い、年度

を通じて常に目標達成に向けた努力

を意識するように心掛けた。 

 

年度末に職員全体会議を実施して、今

年度の学校運営について振り返りを

行い、達成に至らなかった課題につい

ては、次年度の継続課題として取り組

むこととした。 

 

各計画に対する活動をもっと具体的

項目にまで掘り下げて考えて実行す

ることが、次年度学校運営活動の課題

と考えられる。 

※自己点検・自己評価報告書記載に関する事項 

  職員 30名を対象に専門学校等評価基準 Ver.4.0における全点検項目についてアンケート調査を実施した。その結果に基づいて報告書を作成する。 

  アンケート調査は 4段階（適切‥4、ほぼ適切‥3、やや不適切‥2、不適切‥1）で評価し、適切評価比率（全回答に対する 4‥適切、3‥ほぼ適切の比率）

が 80％以下の結果であった項目を中心に報告をまとめる。 
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＜ 大項目基準１ 教育理念・目的・育成人材像 ＞ 

 

◆点検中項目 1 理念・目的・育成人材像 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

1-1-1 

理念・目的・育成人材像は、定められているか 

本校ホームページの「理念・沿革」のページに

記載し、学内外への周知を即している。 
96.7％  

1-1-2 

育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに

適合しているか 

職業実践専門課程認定後、教育課程編成委員会

や学校評価委員会等で議論をしている。 
96.7％  

1-1-3 

理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか 

医療資格をベースとして、スポーツ・福祉など

幅広い分野での活躍の可能性を広げる教育に取

組んでいる。 

83.4％  

1-1-4 

社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 

超高齢社会を見据え、健康・スポーツ・福祉分

野で活躍できる人材育成を目標としている。 
96.6％  

 

 

基準 1 大項目総括 学校関係者評価 

今年度、職員室・各教室に本校のアドミッションポリシー（育成人材像）を

記載したパネルを設置して、学生ならびに職員ともに常に理念を意識した取

り組みを行うよう努めた。ルール・モラル・マナー教育の充実は今後も課題

となる。 

理念や育成人材像は教育の要であり、より一層の強化が望まれる。 

在学中からも将来の職業人材像（社会貢献や業界への協力/協調）に視点を置

いた教育の充実にも努められるよう期待する。 
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＜ 大項目基準 2 学校運営 ＞ 

 

◆点検中項目 2 運営方針 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-2-1 

理念に沿った運営方針を定めているか 

学院長を中心に理念である「人間性・感性・理

性」を養うための学生指導を日常・適宜（あい

さつ運動、全体集会等）実施している。 

80.0％  

◆点検中項目 3 事業計画 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-3-1 

理念等を達成するための事業計画を定めているか 

学校運営の重点目標をベースとして各部署・各

学科にて年間計画を作成して臨んでいる。また

今年度は運営活動に PDCA サイクルを活用し

た。 

83.4％  

◆点検中項目 4 運営組織 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-4-1 

設置法人は組織運営を適切に行っているか 

法人運営については本校内に本部が設置されて

おり、毎朝の朝礼に本部職員が出席して必要事

項の伝達を行っている。 

73.4％ 

組織人事に基づく連携を職員

全体で意識して運営する必要

がある。 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-4-2 

学校運営のための組織を整備しているか 

平成 28 年度より組織人事を一部変更して取り

組んだ。変更により職員が兼務して受け持つ業

務が増えた。 

76.7％ 
兼務が多くなり、業務バランス

に個人差が出ている。 
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◆点検中項目 5 人事・給与制度 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-5-1 

人事・給与に関する制度を整備しているか 

人事制度は管理規則に記載されているが、基準

が明確でないとの意見がある。 
76.6％ 

人事考課制度の整備が求めら

れる。 

◆点検中項目 6 意思決定システム 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-6-1 

意思決定システムを整備しているか 

法人および本校の意思決定は理事会が行う。寄

附行為により規定されている。 
73.3％ 

校内の各委員会や職責におい

ての権限明確化は継続課題と

なる。 

◆点検中項目 7 情報システム 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

2-7-1 

情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 

組織内に電算室管理室長を配置し、学籍・成績

等の情報は一元管理されている。スクールリー

ダーを最大限活用できるよう取り組んでいる。 

86.7％  

 

 

基準 2 大項目総括 学校関係者評価 

組織的運営に向けて学園本部と学校の協力体制を構築する。 

組織人材育成は中長期で解決が必要な継続課題となる。 

法人執行部と教育現場担当者の意思疎通が重要である。 

活発な意見交換を期待する。 
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＜ 大項目基準３ 教育活動 ＞ 

 

◆点検中項目 8 目標の設定 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-8-1 

理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めてい

るか 

教育課程編成委員会を設置している。 83.4％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-8-2 

学科毎の修業年限に応じた教育到達レベルを明確にして

いるか 

平成 28年度は各学科・学年別に担任が年間計画

を立て「PDCAサイクル」をもとに活動した。 
70.0％ 

考えの個人差が大きい。より厳

密に到達レベルの設定を行う

べく、学科単位での協議する必

要がある。 

◆点検中項目 9 教育方法・評価等 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-9-1 

教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 

教育課程編成委員会および教務委員会で対応し

ている。 
80.0％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-9-2 

教育課程について、外部の意見を反映しているか 

学校関係者評価委員に業界等からの選任を実

施。外部の意見反映につとめている。 
63.4％ 

教育課程のみではなく、実技に

おいても外部評価の取り組み

に励みたい。 
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小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-9-3 

キャリア教育を実施しているか 

本校のキャリア教育活動は、新入生の入学前授

業から各学年次のキャリアデザイン講座、キャ

リアガイダンス、就職説明会へと 3 年を通じた

取り組みをしている。 

96.6％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-9-4 

授業評価を実施しているか 

姉妹校である富士リハビリテーションとの授業

観察交流を実施している。また平成 28年度も学

科教員相互の授業観察ならびに意見交換会を実

施した。 

80.0％  

◆点検中項目 10 成績評価・単位評価等 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-10-1 

成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用している

か 

成績評価・単位認定基準は学生便覧に記載して

いる。平成 28年度も定期試験期における学力形

成目標達成のため、補習ならびに学力考査試験

を実施した。 

83.4％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-10-2 

作品及び技術等の発表における成果を把握しているか 

学生の学術発表や各種大会等への参加結果は、

校内に掲示物や表彰物展示などで周知してい

る。（平成 28 年度例：日赤救急法競技会、柔道

大会等） 

86.6％  
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◆点検中項目 11 資格・免許の取得支持体制 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-11-1 

目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づけ

ているか 

本校の教育課程最終目的は国家資格・認定資格

の取得であり、明確化されている。 
93.3％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-11-2 

資格・免許取得の指導体制はあるか 

各学年における到達目標を達成し、最終学年（3

年生）では 7 回の模擬試験と各成績結果による

学習指導を実施している。 

96.6％  

◆点検中項目 12 教員・教員組織 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-12-1 

資格・要件を備えた教員を確保しているか 

各学科は法定人数を確保し、すべての教員およ

び講師は資格・要件を備えている。新採用等に

おいては管轄機関への資格要件確認を欠かさず

行っている。 

93.3％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-12-2 

教員の資質向上への取組みを行っているか 

資質向上への取り組み意識に職員間での差が生

じている。今年度は組織教育の一環として学科

長をキャリア研修へ参加させた。 

76.7％ 

職員ごとの職業観の差が表れ

ている。組織教育の取り組みを

さらに進める必要がある。 
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小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

3-12-3 

教員の組織体制を整備しているか 

教員は各学科に配属されて学科長を中心に組織

的に活動している。 
76.6％ 

統一感向上に向けた取り組み

を継続する。 

 

 

基準 3 大項目総括 学校関係者評価 

平成 30年度からのカリキュラム改変に伴う時間数・単位数の増を教育活動の

充実につなげるべく、項目別の課題について解決に向けた活動が求められる。 

教育活動においては国家試験の合格のみならず、技能/技術の向上への取り組

み充実も期待する。 

学術的取り組みを増やすことで養成校としての教育の質向上も見込める。 

 

 

＜ 大項目基準４ 学修成果 ＞ 

 

◆点検中項目 13 就職率 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

4-13-1 

就職率の向上が図られているか 

本校の就職率は例年 100％を達成している。キ

ャリア教育内での就職説明会は全学年参加型で

あり、就職に関する意識づけを全学年対象に実

施している特徴といえる。 

96.7％  
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◆点検中項目 14 資格・免許の取得率 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

4-14-1 

資格・免許取得率の向上が図られているか 

最終学年では総合試験結果に準じた学力対策を

実施している。学院長を中心に教務全体で「最

後まで諦めない」を合言葉に秋以降は補習活動

を実施している。 

76.6％ 

基礎学力対策とモチベーショ

ンを維持させる対策が必要で

ある。 

◆点検中項目 15 卒業生の社会的評価 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

4-15-1 

卒業生の社会的評価を把握しているか 

附属臨床施設長・学生課渉外担当を中心に卒業

生の就職先・開業先訪問等で本校卒業生の現状

把握につとめている。 

80.0％  

 

 

基準 4 大項目総括 学校関係者評価 

卒業生で組織される「同窓会」との協力体制構築は、就職・教育活動・業界

の発展等においても今後の大きな課題となる。 

在学時より業界との交流を積極的に図り、卒後は公的な職能団体（※）への

入会を勧めることを希望する。 
 

※公益社団法人静岡県柔道整復師会、公益社団法人日本柔道整復師会 

公益社団法人静岡県鍼灸師会、公益社団法人日本鍼灸師会 

公益社団法人静岡県鍼灸マッサージ師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 
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＜ 大項目基準５ 学生支援 ＞ 

 

◆点検中項目 16 就職等進路 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-16-1 

就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 

学生部に就職担当を設置して専任教員を配置す

ることで、教員と求人事業主との情報共有によ

るマッチングにつとめている。また学科長（柔

整）が公益業団会員への雇用先確保に積極的に

取り組んでいる。 

90.0％  

◆点検中項目 17 中途退学への対応 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-17-1 

退学率の低減が図られているか 

今年度の退学者は例年に比べて家庭状況による

ものが多かった。 
73.4％ 

家庭状況によるものは対応お

よび介入に限度があるため難

しい問題である。 

◆点検中項目 18 学生相談 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-18-1 学生相談に関する体制を整備しているか 

各学科担任制を敷き、年度始めの面談から諸問

題に関する学生相談を随時行いながら対応して

いる。 

76.7％ 
時期により相談スペースの確

保が困難である。 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-18-2 留学生に対する相談体制を整備しているか ※留学生の受け入れは現状行っていない。 評価なし 

※留学生受け入れに関するセ

ミナー等にも参加したが、本校

で取得する資格について現状

受け入れは難しい。 
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◆点検中項目 19 学生生活 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-19-1 

学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 

就学困難のある学生への支援は昨年度同様に継

続的に実施している。（分納・奨学金・教育ロー

ン勧奨等）本校ホームページ「本校独自の入学

サポート」に掲載。専門実践教育給付金の指定

講座として、オープンキャンパス等でも給付金

説明を行うことで社会人へのサポート活動も実

施している。 

96.6％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-19-2 

学生の健康管理を行う体制を整備しているか 

毎年年度始めに学生健康診断を実施している。

副学院長を校医として学生の健康相談に応じる

体制は確保している。鍼灸実技中の刺鍼過誤も

マニュアルを作成して体制を整えている。 

83.3％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-19-3 

学生寮の設置など生活環境支援体制を整備しているか 

学生寮の設置はないが、遠方からの通学や学校

近隣でアパート等を借りる場合の定額支援や不

動産業業者への紹介等の支援を実施している。 

63.3％ 法人本部との協議を要する。 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-19-4 

課外活動に対する支援体制を整備しているか 

本校は学友会を中心に課外活動を支援してい

る。（平成 28 年度学友会所属クラブ：柔道部、

鍼灸倶楽部、トレーナーズクラブ、アスリート

クラブ、HMCスポーツクラブ、国際派セラピス

ト養成同好会） 

76.7％ 

職務を兼務していることが多

く、支援に費やす時間の捻出が

困難である。 
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◆点検中項目 20 保護者との連携 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-20-1 

保護者との連携体制を構築しているか 

平成 28年度 6月に保護者会を開催した。卒業生

と卒業生の保護者による講話や学年別分科会を

実施。保護者からの質問受付や意見交換なども

行った。 

90.0％  

◆点検中項目 21 卒業生・社会人 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-21-1 

卒業生への支援体制を整備しているか 

本校は同窓会を設置して卒業生交流の場として

いる。平成 28 年度もセミナーを開催している。

（トリガーポイント他）また卒業生のホームペ

ージにおける求人閲覧を可能にしている。既卒

資格未取得者に対しては聴講制度や模擬試験受

験などでフォローを継続している。 

93.4％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-21-2 

産学連携による卒業後の再教育プログラムの開発・実施 

に取組んでいるか 

学校ならびに業界の特性もあり産学連携の卒後

再教育プログラムの具体的実施は実現できてい

ない。柔道整復学科では試験財団の実施する卒

後臨床研修への参加を積極的に促している。 

60.0％ 

各種業団との繋がりを強固に

する取り組みから連携体制作

りに取り組む。 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

5-21-3 

社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか 

本校は昼間部Ⅱ部制と夜間部を設置しており、

一定限度ではあるが社会人が勤務しながら資格

を取得できる体制を整備している。 

80.0％  
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基準 5 大項目総括 学校関係者評価 

学生・保護者・卒業生の各領域において支援のバラつきがあり、全体で統一

された総合支援体制を作ることが望まれる。 

同窓会組織や校友会の充実を図り、支援体制を強化する取り組みが必要であ

る。 

支援の限界には外部委託や職能団体からの協力を願うことも一つの方法と考

える。 

 

 

＜ 大項目基準６ 教育環境 ＞ 

 

◆点検中項目 22 施設・設備等 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

6-22-1 

教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を

整備しているか 

本校は厚労省指定基準を満たしているが、試験

期間等において学生の自主学習スペース不足が

度々問題になる。 

86.7％  

◆点検中項目 23 学外実習・インターンシップ等 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

6-23-1 

学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を整

備しているか 

現状では養成施設指導要領により学外実習・イ

ンターンシップは困難である。今年度は海外研

修を企画したが、日程と研修先の確保が行えず

断念した。 

56.7％ 

平成 30年度のカリキュラム改

変により改善が見込まれる項

目と考えられる。 
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◆点検中項目 24 防災・安全管理 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

6-24-1 

防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 

防災マニュアル。地震防災計画を備えている。

防災訓練は 9 月に実施、飲料水・食糧は備蓄を

計画的に実施した。 

96.6％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

6-24-2 

学内における安全管理体制を整備し、適切に運用している

か 

学生の安全管理対策として、実技授業は複数教

員で行うなどの管理体制を敷いている。また保

険による学生 24 時間サポートを取り入れて学

生サポートに取り組んでいる。 

93.8％  

 

 

基準 6 大項目総括 学校関係者評価 

平成 28年度は予算を計上して施設・設備の改善や整備を計画的に実行できる

よう試みを行った。次年度も継続していく考えである。 

計画的環境整備の継続を期待する。 

※健康増進法に基づき喫煙所の廃止検討を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

＜ 大項目基準７ 学生の募集と受入れ ＞ 

 

◆点検中項目 25 学生募集と受入れ 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

7-25-1 

高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組ん

でいるか 

高校教員対象の学校説明会を実施して、本校の

教育活動に関する情報提供を行っている。また

定期的に各高校進路課を訪問して本校に入学し

た学生の近況報告にもつとめている。 

83.4％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

7-25-2 

学生募集活動を適切かつ効果的に行っているか 

平成 28 年度の組織改編により学生課を設置し

た。部長会と学生課を中心に年間募集計画を策

定している。平成 28年度はオープンキャンパス

の実施回数を増やして募集活動に取り組んだ。 

73.4％ 
教務との兼務による業務の加

重は否めない。 

◆点検中項目 26 入学選考 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

7-26-1 

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 

本校の入学選考基準は、募集要項に明確に記載

されている。 
83.3％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

7-26-2 

入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用してい

るか 

平成 28年度の高校新卒入学内定者において、出

願時調査書をもとに入学前三者面談を実施し

た。本校の教育活動に関する考え方とともに、3

年間保護者からも最大限の協力を頂けるようつ

とめている。 

86.7％  
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◆点検中項目 27 学納金  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

7-27-1 

経費内容に対応し、学納金を算定しているか 

学納金に関する変更はない。学納金に関する記

載は募集要項・学生便覧・ホームページを通じ

て周知につとめている。 

86.7％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

7-27-2 

入学辞退者に対し、授業料等について、適正な取扱を行っ

ているか 

入学辞退者の納付金返還は入試要項に記載の通

りである。 
90.0％  

 

 

基準 7 大項目総括 学校関係者評価 

外部環境（社会情勢の変化）や内部環境（学内組織における諸課題）を分析

した上で、戦略的に学生募集活動を行う必要がある。 

学生募集は重要項目であるため、広報部門の充実や業務に関する必要人員数

の確保は検討材料である。 
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＜ 大項目基準８ 財務 ＞ 

 

◆点検中項目 28 財務基盤 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

8-28-1 

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定している

か 

平成 28 年度は高校ならびに大卒の就職率上昇

により学生募集に苦戦を強いられた。 
73.3％ 

社会情勢に左右されない学校

作りが課題となる。 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

8-28-2 

学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務

分析を行っているか 

法人本部および理事会にて実施されている。 

学内での財務分析は部長会、事務局が中心とな

っている。 

70.0％ 

学内での情報開示には一定の

範囲があるため、評価比率が低

くなることはやむを得ない。 

◆点検中項目 29 予算・収支計画 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

8-29-1 

教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定

しているか 

本校での予算は理事会の決定に基づいて作成さ

れている。 
83.3％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

8-29-2 

予算及び計画に基づき、適正に執行管理を行っているか 

本校での計画執行管理は基本的に学園本部によ

り実行されている。今年度は事務局でも管理状

況が把握できるようになっている。 

83.3％  
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◆点検中項目 30 監査 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

8-30-1 

私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施して

いるか 

会計監査は監事が適切に実行している。 86.7％  

◆点検中項目 31 財務情報の公開 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

8-31-1 

私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運

用しているか 

財務情報をホームページ上で公開している。規

定の整備を実行中。 
86.7％  

 

 

基準 8 大項目総括 学校関係者評価 

財務に関する管理は基本的に法人本部を中心に行われているが、事務局が中

心となり情報共有体制を整備している。前年度と比較して適正評価比率の改

善があった項目も多くある。 

今後も順調な評価率の改善を期待する。 
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＜ 大項目基準９ 法令等の遵守 ＞ 

◆点検中項目 32 関係法令・設置基準等の遵守 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-32-1 

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行

っているか 

本校は学校教育法・専修学校設置基準・各種養

成施設指定規則・関係法令を遵守し、適切に運

営されている。 

90.0％  

◆点検中項目 33 個人情報保護 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-33-1 

学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施してい

るか 

平成 28 年度も電算管理室長を中心に個人情報

保護対策に努めている。 
93.3％  

◆点検中項目 34 学校評価 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-34-1 

自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 

自己評価体制の整備を試みている。適正評価比

率は高いが、現時点では一部の役職への負担が

大きく、教務部職員を中心とする委員会の本格

稼働に向けた取り組みが望まれる。 

96.7％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-34-2 

自己評価結果を公表しているか 

本校では自己点検・自己評価報告書を学校ホー

ムページ上で公開している。 
96.6％  
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小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-34-3 

学校関係者評価の実施体制を整備し評価を行っているか 

評議員（卒業生・各業団関係者・保護者）によ

る学校評価専門部会を開催し、学校関係者評価

を行っている。 

93.3％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-34-4 

学校関係者評価結果を公表しているか 

本校では自己点検・自己評価報告書とともに学

校関係者評価報告書をホームページ上で公開し

ている。 

93.3％  

◆点検中項目 35 教育情報の公開 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

9-35-1 

教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 

教育活動における取り組みや情報は、本校ホー

ムページ上や各種ネットワークサービスを通じ

て公開し、周知につとめている。 

86.7％  

 

 

基準 9 大項目総括 学校関係者評価 

教育機関として適正な評価を得るような努力は恒久的に必要。教育活動の信

頼度を測る活動として「点検・評価」体制の充実は今後も課題である。 

「点検・評価」体制の充実を図り、引き続き公正な「点検・評価」を期待す

る。 
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＜ 大項目基準１０ 社会貢献・地域貢献 ＞ 

 

◆点検中項目 36 社会貢献・地域貢献 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

10-36-1 

学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行ってい

るか 

地域社会貢献活動については、地元の中学校か

ら高校のキャリア教育活動への協力に始まり、

地域行事に関する本校施設および駐車場貸出な

どを行っている。 

99.7％  

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

10-36-2 

国際交流に取組んでいるか 

副校長および鍼灸学科で展開する附帯教育「健

康美容鍼灸講座」を核として、チャリティー団

体「モクサアフリカ」の講演会開催など事業協

力を行っている。 

93.4％  

◆点検中項目 37 ボランティア活動 

小項目 現状・取組等 適切評価比率 課題 

10-37-1 

学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行

っているか 

学生ボランティア活動として、グループ施設（介

護老人保健施設：八幡の森）における入所者対

象イベント「夏祭り」への参加を実行している。

その他、地元青年会議所のイベントなどへも学

生ボランティア参加がある。 

83.3％ 
医療系の学校としてボランテ

ィア活動奨励は課題である。 
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基準 10 大項目総括 学校関係者評価 

学園の基本理念・学校の教育理念に基づく「地域貢献活動」の充実化を今後

も継続して図ることが望まれる。 

社会奉仕活動を通じて学びの機会を増やし、将来においても職種の持つ技能/

技術を活かして社会貢献活動に積極的に取り組んでもらいたい。 

 
最終更新日付 平成 29年 6月 22日 記載責任者 鈴木 康仁 

 


