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は  じ  め  に 

 

学校法人富山大原学園富山大原簿記公務員医療専門学校は、教育水準の向上をはかるために、また専

門学校としての社会的使命を達成するため、学校評価委員会を設置しました。そして、教職員による自

己点検・評価を実施し、その結果をこの報告書にまとめました。 

今後も、学校自己評価を計画的に実施するとともに、改善・向上に尽力していく所存です。関係の皆

様には本報告書をお読みいただき、ご意見、ご質問等お寄せいただきますよう何卒よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

平成 28 年 5 月               

学校法人富山大原学園           

富山大原簿記公務員医療専門学校      

校長・学校評価委員会委員長  増田 正夫 

 

 

富山大原学園 学校評価委員会 

 

 委員長  増田 正夫 （学校法人富山大原学園 理事長） 

  委員  西田 裕司 （学校法人富山大原学園 理事） 

  委員  山田 幸司 （学校法人富山大原学園 理事） 

  委員  山田 治雄 （教務部就職課 課長） 

  委員  名越 豊  （教務部学生支援課 課長） 
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  委員  増田 正志 （広報営業部 課長） 

  委員  増田 正彦 （施設設備管理） 

  委員  河西 輝久 （総務課 課長） 
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１．自己点検・評価の実施方法及び結果と今後の課題について 
 

（１）実施方法及び結果 
   平成 27 年度自己点検・評価の実施にあたっては、文部科学省生涯学習政策局が平成 25 年 3 月に

公表した「専修学校における学校評価ガイドライン」を参考にしている。 

   自己点検・評価の範囲は、上記ガイドラインの例示をベースに次の 10 項目に大別し、各項目ごと

に点検・評価項目としての指標を設定した。 

   （１）教育理念・目標   （２）学校運営   （３）教育活動   （４）学修成果 

  （５）学生支援      （６）教育環境   （７）学生募集   （８）財務 

  （９）法令等の遵守    （10）社会貢献・地域貢献 

 

   実施方法としては、教務（各学科）、就職、広報、総務に所属の各職員が、担当する各指標（点検・

評価項目）について年度実績に基づいての点検・評価を行い、「自己点検・評価表」に記述する形式

とした。各指標には４段階の評点を付し、その評価は「４…適切、３…おおむね適切、２…やや不

適切、１…不適切」としている。 

   評点が担当者間で分かれる指標については、学校評価委員会が各担当者に記述内容に伴う実情を

確認、聴取の上で も妥当と思われる評点を付した。その上で、各指標に関する記述を整理・統合

し、 終的な評価結果を本報告書に取りまとめた。 

 

 

（２）今後の課題 
   今後の課題として、平成 27 年度自己点検・評価報告書に基づき、本学園においては平成 28 年 8

月中に学校関係者評価を実施することを 優先課題に掲げる。今回の自己評価結果の客観性と透明

性を高め、学校の質の保証・向上のなお一層の取組充実を図るよう努めるとともに、外部関係者の

方々との連携協力を通じて学校への理解を深めていただけるよう努める。 

   また、自己点検・評価の各項目において、「適切」または「おおむね適切」と評価した項目につい

ては、より一層の評価向上を図るために新たな指標を設定して、その維持･発展に努める。一方で、

「やや不適切」または「不適切」と評価した項目については、今後の優先取り組み課題として、教

職員連絡会議等の場において改善方策を協議する。 
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２．自己点検・評価（各点検・評価項目の現状の取組及び課題等） 
各項目の評点については、適切…４、おおむね適切…３、やや不適切…２、不適切…１ としている。 

 

（１）教育理念・目標 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 理念・目的・育成人物像は定められているか。 ４ 

② 学校の特色はなにか。 ４ 

③ 学校の将来構想を抱いているか。 ４ 

 
 ① 理念・目的・育成人物像は定められているか。  ＜評点：４＞ 

   学校法人富山大原学園 富山大原簿記公務員医療専門学校は、学則第１条において、以下を目的

として掲げている。 

第 1 条 富山大原簿記公務員医療専門学校(以下「本校」という)は、教育基本法及び学校教育法

に従い、学校教育を行い、我が国を富ます人材、すなわち志を持ち、使命感を持ち、職

業に従事しよく勉励し、自己犠牲をいとわずチームプレーのできる人材を育成すること

を目的とする。 

 

この目的のもと、本校では簿記・情報技術・医療事務・公務員受験・税務などに関する教育を施

し、人格の陶冶を行い、有為な産業人を育成することを教育の根幹としている。即ち、[1]資格形成

のための教育と[2]人格形成のための教育の二つを教育の柱としている。 

   また、校訓には感奮興起を掲げ、この意味するところを学生に学んでもらうこともまた本校の教

育目的とするところである。 

校訓 感奮興起 

  感奮……感動して奮い立つ意味を持ち、心の躍動を表す。 

  興起……興味を持って起ち上がる意味を持ち、身体の躍動を表す。 

    「感」 感動なきところに感謝なし 

    「奮」 奮闘なきところに成功なし 

    「興」 興味なきところに上達なし 

    「起」 起動なきところに成功なし 

 

校訓については、各教室に額入れしたものが備えられているが、これについては日々の唱和を行

うなどして学生の意識醸成を図ることが必要である。 
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② 学校の特色はなにか。  ＜評点：４＞ 

本校の教育の特色は『三段階教育法』－入学から卒業までの２年間を、[1]脱皮教育、[2]育成

教育、[3]加入教育の三つの段階に区切り、それぞれの教育課程においてメリハリのある教育行

動を通じて資格形成と人格形成を行おうとするもの－にある｡この教育を通じて、教育理念の実

現を図り、学校社会から職業社会への橋渡しを行っている。 

『三段階教育法』 

第一段階「脱皮教育」(４月入学から６月中旬まで) 

来たるべき大人社会の加入を想定した厳しい環境を提供し、学習目標達成の努力の大切さ

と成功の喜びを短期間で経験させ、継続的意識の決別をはかる。 

 第二段階「育成教育」(６月中旬から翌年の６月中旬まで) 

   大人社会で必要なビジネス能力・基本的能力をバランスよく教育し、学力の向上・精神の

高揚・体力の増進をはかり、自主性と協調性を養う。 

 第三段階「加入教育」(翌年の６月中旬から卒業まで) 

   大人社会への加入の仕上げとして、新たな社会のルールを体得するためのロールプレイン

グ教育を主目的とし、実社会のニーズに応える意識の定着をはかる。 

 
 
 ③ 学校の将来構想を抱いているか。  ＜評点：４＞ 

富山市桜町１丁目４番地区における再開発事業計画は現在順調に進行しているが、既報の通り、

本校では平成 29 年 3 月にこの地区に建設の新校舎に移転、同年 4 月からの授業開始を決めている。 

現在は 2 年制の医療秘書学科、ビジネス税理士学科、情報ビジネス学科、法務行政学科、1 年制の

行政実務科の 5 学科が開設されているが、校舎移転に伴い新たに 2 年制のブライダルビューティー

学科、デザイン学科、1 年制の医療事務科を設け、平成 28 年 10 月より募集を開始する。また、ビ

ジネス税理士学科の中に秘書専攻、トラベル専攻を新たに設け、コースの拡充を図る。 

この校舎移転及び新学科・コースの開設にあたっては、[1]新幹線開業により新時代を迎えた富山

駅前の玄関口に立地するという環境にふさわしい学校としての景観づくり、[2]多彩な学科を取り揃

えることによる社会の様々なニーズに対応した人材の輩出、[3]授業や課外活動、ボランティア等を

通じての地元富山への貢献と富山駅前の賑わい創出への寄与、をそのコンセプトとしている。 

当面の課題として、現在の呉羽校舎（本館・2 号館）の移転後の取扱いが挙げられるが、様々な活

用用途はあるものの具体的には現時点で全くの白紙である。この後利用についても、当然のことな

がら地域に貢献する有用性の高いものであらねばならないと考えている。 
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（２）学校運営 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 運営方針は定められているか。 ３ 

② 事業計画は定められているか。 ３ 

③ 運営組織や意思決定機能は効率的なものになっているか。 ２ 

④ 人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか。 ３ 

⑤ 意思決定システムは確立されているか。 ２ 

⑥ 情報システム化等による業務の効率化が図られているか。 ２ 

 
 
 ① 運営方針は定められているか。  ＜評点：３＞ 

学校の教育理念・目的、育成人物像、事業計画、運営組織等、長期的な観点からの具体的な運営

方針については、本報告書の各々の項に記載のところである。 

   短期で見た場合については上記の（１）③学校の将来構想に記載の通り、平成 29 年 4 月の富山駅

前への校舎移転を目前に控えていることから、このことに向けての諸準備が目下の学校運営の基本

方針となっている。昨年からの 1 年間でカリキュラムや職員採用等の準備、体験入学他のイベント

開催に向けての準備は一定程度進んでいるものと評価できるが、詳細な点ではまだまだこれから詰

めていくべき課題も多い。とりわけ、移転作業においては学校運営面で懸念される事項も多く、全

体計画の見直しを含めたより具体的な行程を定めていく必要がある。 

 

 

 ② 事業計画は定められているか。  ＜評点：３＞ 

   例年、1 月～2 月下旬頃までに当年度の事業計画の遂行状況を各部署別に振り返り、そこで抽出さ

れた問題点と未達部分の原因分析を元に新年度の事業計画を策定している。この計画は昨年度まで

は、3 月上旬までに各部署単位で策定された事業計画案を取りまとめ、3 月 20 日頃に全職員を参加

対象とした事業計画発表会を実施するものとしていた。しかし、発表会後に生じた変更に適宜に対

応できないことや、職員の休暇取得時期の開催を避ける趣旨から、平成 28 年度の事業計画発表会は

年度初めの 4 月 1 日に実施した。 

   この開催時期の後ろ倒しにより、新年度の計画を学校長以下全職員で認識の共有を図るという点

においては一定の成果があったと言えるが、問題はここで定めた計画の進捗度合いの検証と事後の

評価システムである。年度当初に定めた事業計画が「机上の空論」とならぬよう、定期的な計画の

進捗管理や報告・連絡体制を整えていくことが急がれる。 
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 ③ 運営組織や意思決定機能は効率的なものになっているか。  ＜評点：２＞ 

   法人組織としての意思決定機関として理事会、評議員会があるが、これは年 3 回の開催（臨時開

催のものを除く）であることから、内容は必然的に財務状況等主として学園運営の根幹にかかる事

項が中心となり、日々変化し対応の必要に迫られる事項（例えば教務面での課題対応）への機能性

には欠ける。 

   こうした点を補うものとして全体では、学校長以下、各部署の管理者を中心に構成される学園運

営会議があったが（隔週開催）、昨年度からはこれを教職員連絡会議と改称し、参加職員に制限を設

けないものとした。一般職員の学校運営への参画を促し、学園の決定事項の伝達･共有がより促進さ

れることを期待しての参加対象者の拡張であったが、会議開催時間が平日の業務時間内であること

から出席のできない職員も多く、先の目的の効果を挙げる上での改善点は多い。 

   一方、部門単位では、今年度から教務課において全クラスで毎週水曜日の授業終了時刻を 15 時と

し、その後に教務会を毎週行っている。また、就職課及び教務課の 2 学年担当者の就職会議は引き

続き毎週木曜日の夕方に定期に実施しており、毎日の朝礼後にもミーティングを実施している。こ

の部門単位での意思決定については、（不十分ながらも）ある程度の機能化は図られている。 

   昨年度の報告書にも記載した「全職員が部署の所属先に関係なく学園のビジョンを正確に共有し、

迅速かつ適切に日々の課題に対処し得る強固な運営組織体系を構築していくこと」、「法人組織図上

にある組織とは別に、各部署間での情報共有や担当者間での話し合いを日頃から積極的に行い、報

告と意思決定・判断のスピードを速めていくこと」の重要性は改めて言うまでもない。職員全体で

のこうした昨年の課題克服が依然として不十分であることから、今後も校舎移転や学科運営、就職

活動状況、附帯事業、学校イベント等をテーマとした職員全体での会議や打ち合わせを、前述の定

例会議に加えて適宜に開催していくことが必要である。 

 

 

 ④ 人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか。  ＜評点：３＞ 
   平成 11 年より、大原学園本部校の就業規則、給与規程、職能等級規程、退職金規程を導入。他の

グループ校と同等の人事賃金制度となっている。就業規則については育児介護休業法の数度の改正

やマイナンバー法の成立などに応じて適宜改定を行い、また、給与規程と慶弔慰規程の見直しを行

うなどして職員の労働条件の改善と福利厚生制度の充実化を図っている。 
   今般は多様な正社員のあり方や嘱託勤務などが一般化してきているが、当学園においても講師、

育児・介護による短時間勤務を希望する者、定年再雇用者等の勤務体系を改めて見直し、柔軟に対

応していく必要に迫られている。平成 28 年度の事業計画の一つには、こうした職員の労働条件を規

程として定めることが挙げられている。 
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⑤ 意思決定システムは確立されているか。  ＜評点：２＞ 
   本来的には例えば学園全体にかかる改善提案等については、提案者から管理者を通じて学校長に

上申、場合によっては教職員連絡会議の議題として諮り、出席者からの意見聴取を経て意思決定を

みるといったプロセスが望ましい。しかし、現状では[1]関連のある一部職員の間でのみの認識共有

がなされている、[2]学校長判断に意思決定を委ねる場合が多い、などボトムアップ提案に対する意

思決定システムは確立されていると言い難い。他方で、対外的な意思決定としては、学校外部の理

事や監事参加の理事・評議員会にて明瞭に示されている。 

   通常業務の遂行に伴い学内外で生じた諸問題に対し、スピーディーかつ適切に対応する意思決定

システムを確立していくことを引き続き目指していかなければならない。 

 
 

⑥ 情報システム化等による業務の効率化が図られているか。  ＜評点：２＞ 
   現状としては、 低限の学内のネットワークの構築によって職員間での情報共有が図られている。

サーバ上にある種々のデータの定期的な更新により、相当程度の業務効率化は図られていると言え

ようが、管理面や安全性、機能等の点で昨年から大きな変化はないとも言える。昨年の報告書で課

題点として挙げたペーパーレスへの取り組みについても、この 1 年では目立った取り組みができな

かったことは反省点である。 

富山駅前への校舎移転にあっては、既存のシステム移転を含めたインフラ整備において大きな混

乱を生じないよう、入念な計画に基づき進めていく必要がある。この際に業務の効率化の観点から

は新たにどのようなシステム作りを行うことが望ましいのか、この点については専門家の意見も参

考に有用なものとしていきたい。 

 
 
（３）教育活動 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニー
ズに向けて正しく方向づけられているか。 ３ 

② 修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされているか。 ３ 

③ カリキュラムは体系的に編成されているか。 ３ 

④ 学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置づけをされているか。 ４ 

⑤ キャリア教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法などが実施されて
いるか。 ４ 

⑥ 授業評価の実施・評価体制はあるか。 １ 

⑦ 育成目標に向け授業を行うことができる要件を整えた教員を確保してい
るか。 ２ 

⑧ 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか。 ３ 

⑨ 資格取得等の指導体制はあるか。 ３ 
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 ① 各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニーズに向けて正しく方向づ

けられているか。  ＜評点：３＞ 

   全学科に共通して、（１）②にある三段階教育法に基づき、１年次の 初から２年次の１学期まで

は資格取得を通じて知識を身に付け、２年次の２学期からはＰＣＰ（入社前準備プログラム）を通

じて仕事スキルを身に付け、有為な産業人を育成することを目標としている。 

   その上で、各学科における履修内容は、学生の将来の就職先となる業界において求められる人材

像に即したものとなっている。例えば、医療秘書学科においては、医療事務資格の取得教育（座学）

に留まらず、患者様に対するコミュニケーションの持ち方や、病院の方とのコミュニケーションの

仕方を実習や各種の演習を通じて学んでいる。特に髪型や髪色については入学時から厳しく指導し

ている。 

法務行政学科や行政実務科においても、単に公務員試験合格に向けての筆記試験対策のみならず、

窓口業務等の実務を見据えた電話応対やマナーなどに力点を置いた教育を実施している。また、警

察官志望者を中心に、近年は交通安全ボランティア活動にも積極的に参加して社会性を育んでいる。 

   今後は、各学科の履修内容に込められた意図を、より学生に浸透させることが必要である。その

為には学生を指導する教職員が、時代の変化に応じて教育の方向性を再確認していく意味で、各業

界についての知識を深めるための研修等の機会に積極的に参加していくことが不可欠である。 

 

 

 ② 修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされているか。  ＜評点：３＞ 

   各学科が各々２年間（行政実務科は１年間）のカリキュラムにおいて、知識習得教育と実践教育

の両面で、適宜の段階での到達レベル・ラインを明確に掲げており、その水準をクリアすることを

教育の指標としている。 

   具体的な到達レベル・ラインは、資格や検定の取得、学内試験（効果測定）の合格といった目に

見える形で定めている。このレベル等は入学時から徐々に難易度を高めていき、 終的にはこれを

卒業要件資格に設定し、段階別到達の 終地点としている。 

   学生個々の能力の差異によってこの到達レベルは大きく異なることから、基準到達が困難な学生

に対して補習対応を充実させるなど、フォローアップ体制を一層充実させていかなければならない。

それと同時に、目標とする到達レベルの妥当性についても再検証する必要があろう。 

   全学生がこの教育到達レベルに達するためには、各教室の担当職員のみでは指導が至らない点も

多い。教務全体として指導を行っていく必要があろう。 
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 ③ カリキュラムは体系的に編成されているか。  ＜評点：３＞ 
   上記②の教育到達レベルと相関連して、各学科・各コースに応じたカリキュラムや科目内容を大

原学園本部のそれに準じて編成している。 

   例えば、医療秘書学科においては２度の病院実習を基軸にして、実務を念頭に座学教育以外にマ

ナー面の強化や集団面接等を組み込んでいる。法務行政学科では、一年次に公務員試験教養科目の

基礎的な内容を、二年次に問題演習を中心とした実戦的な内容を配置している。１年制の行政実務

科は入学年度の９月に公務員一次試験があることから、基礎から応用･実践までのカリキュラムを短

期集中で組み込んでいる。各学科において、カリキュラムは概ね具体的に体系化されているものと

いえよう。 

   この編成は、毎年度その年の達成効果・資格取得状況、学生の習熟度等を踏まえての見直しと改

善を行っている（例えば、法務行政学科の 2 年次カリキュラムには、受験可能な大卒程度試験のも

のを新たに整備する必要が生じてきている）。社会経済の情勢を踏まえて、また各学科の学生満足度、

コミュニケーション力の向上効果などを常に検証して、更なるカリキュラムの充実化を図っていく

ことが求められる。 

 

 

 ④ 学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置づけをされているか。  ＜評点：４＞ 
上記③に記載のとおり、概ね適正な位置づけが為されているものと評価できる。 

   知識習得型の科目（主に資格・検定対策、一般教養）と実践演習型の科目（就職教育、職業実践

教育）の別と配分に留意し、企業からの要望も踏まえた上での科目設定を各学科で行っている。 

現在設置の学科では各学科において資格取得等、目的に応じて適切な授業を展開しているものと

評価できるが、平成 29 年 4 月より新たに設置されるデザイン、ブライダルの学科や秘書、トラベル

のコースにおいては、当面の間はこの適正位置づけの点での試行錯誤が予想される。既存学科と同

等の充実化が図られるよう、早期に安定したものとしていかねばならない。 

 

 

 ⑤ キャリア教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法などが実施されているか。 

＜評点：４＞ 
   ＰＣＰ（入社前準備プログラム）を全学科で導入し、主に二年次の就職活動期以降において、ビ

ジネスマナー（電話応対、名刺交換、敬語、来客応対）やパソコン、経理実務等を履修。先の社会

人生活へのソフトランディングとなるロールプレイング中心の実学教育を全学科で実施している。 

   医療秘書学科では病院実習前の実習前研修として、主にマナー等のレクチャーを外部講師により

実施している。また、ビジネス税理士学科では主に販売職希望の学生を対象とした販売実習や、税

理士志望の学生を対象とした会計実習を設定し、医療秘書学科と同様に実習前の教育に力を入れて

いる。情報ビジネス学科では主にＩＴ業界で必要とされる種々のスキルの獲得をカリキュラムの根

幹としている点が特徴である。法務行政学科と行政実務科では税務署や裁判所、警察署、消防署、

刑務所といった官庁見学を必修として、学生の将来の職業選択判断の一助としている。 

こうしたキャリア教育の質を一層高めていくことが今後も必要であるが、学生の中には 終の就

職という目標が漠然としたものと感じるがために、学習意欲の継続が難しいという者もいる。短期

的な目標設定をこれまで以上に明確にして、就職への意識を持続・向上させるようにしたい。 
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 ⑥ 授業評価の実施・評価体制はあるか。  ＜評点：１＞ 

   以前は主に１年次の１学期終了時に、学生に対して教育指導や授業内容、満足度についてのアン

ケートを実施していたが、これは不定期の実施であり、平成 27 年度においても未実施であった。 

  現時点では恒常的なものとして学生から直接授業評価を受ける実施体制はないといえる（年間２回

の保護者会に参加された保護者からのアンケート評価は、「ご子息から授業内容等についてどのよう

に聞いているか」という間接評価に留まっている）。 

   平成 28 年度は新しく学生支援課が設置されたが、学生満足度の向上を図る観点から、学生支援課

が主体となってこのＣＳアンケートを定期的・計画的に行い、その結果の公表を行っていくことを

予定している。 

   教務職員間の授業評価については、主に新人研修や職員研修での模擬授業を通じて行われること

が多いが、これも昨年度は十分であったとは言い難い。各人の授業力の向上を図ることを目的とし

た外部での研修会や勉強会への参加の機会にも乏しかったことは省みるべきである。 

   今年度から毎週水曜日の夕方に行うこととした教務会の場において定期にこの模擬授業等の勉強

会を行うなど、教育の質を高めるための努力を各職員が果たしていかなければならない。 

 

 

 ⑦ 育成目標に向け授業を行うことができる要件を整えた教員を確保しているか。  ＜評点：２＞ 

   昨年度の報告書では「予備人員を含めたゆとりのある教員数を確保すること」が「現在ではこの

点は概ね克服できている」ものと評価していたが、この 1 年間で離職等での人員減少があったこと

から、今年度は評点を 1 点のマイナスとした。代替職員の補充が遅れていることによって、教務職

員にはゆとりのない状況が常態化しつつあり、このことはとりわけ時間外労働の増加や取得休日数

の減少といった数値に顕著である。職員の万が一の体調不良時の備えとしても、既存学科での代替

教員を含めた人員の確保を急がなければならない。 

   新設の学科・コースの開設に備えた教員の確保はこの 1 年間である程度の準備が進んできてはい

るが、とりわけ高い専門性を有する教員をこれから先も多岐の分野で確保する必要があることから、

未だ準備万端の状況とは言えない。今年度は既存学科、新設学科の両方で、高い技能を備えた教員

を確保することが事業計画上の重点課題である。 

 

 

 ⑧ 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか。  ＜評点：３＞ 

   大原学園グループ校として、全般的には本部校のカリキュラムを基準として科目設定を行い、成

績評価や単位認定についても同様の基準に基づいて毎月の評価を実施している。 

   ただ、個別の科目ごとにみた場合には、極めて詳細な評価マニュアルのあるＰＣＰのような科目

がある一方で、 低限の評価基準のみを定めている科目も存在する。こうした科目では細部の基準

が明確ではなく、 終的な判断においては各担当者の裁量によるところが大きいものとなっている。

この点は昨年度においても改善することができなかった点である。 

   こうした科目における職員の主観によらない客観的な評価を行える詳細なマニュアル化が、今年

度も引き続きの課題となる。学科間で標準偏差による得点調整を行うか、平生点をどのように加味

して評価するかなど、どの学生にとっても公平性を欠くことがないよう一つ一つ検討していかなけ

ればならない。 
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 ⑨ 資格取得等の指導体制はあるか。  ＜評点：３＞ 

   漢字・電卓・簿記・ＰＣといった検定や資格を取得できるカリキュラムを全学科に共通して備え

た上で、各学科がそれぞれその専門性に特化した各種の検定・資格の対策授業をカリキュラムに組

み込んでいる。また、職員は各々が専門分野の検定・資格指導を行うに必要な知識と教務力を有し

ており、大原の教育方針でもある「分かるようになるまで指導を行う」フォロー体制をもって日々

の指導にあたっている。そして、クラス編成は入学時からの固定クラスではなく、受験する各検定

や資格の種類に応じて臨機に組み替えを行っている。 

こうした指導体制は昨年度も同様であったが、簿記やビジネス資格の実績において低下が見られ

た。原因としては、[1]授業内での全体指導に重きを置くことにより、低得点者層や不合格による再

受験の学生に対する個別指導が十分にできていなかった、[2]担当職員間の連携不足により、[1]の個

別の学生フォローに非効率的な部分があった、などが挙げられる。 

以上の点を踏まえての指導体制の改善に加えて、各職員の教務力のさらなる向上と職域の拡充を

図ることを同時に行っていかなければならない。 
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（４）学修成果 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 就職率（卒業生就職率・求職者就職率・専門就職率）の向上が図られて
いるか。 ３ 

② 資格取得率の向上が図られているか。 ３ 

③ 退学率の低減が図られているか。 ３ 

④ 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか。 ２ 

 
 
 ① 就職率（卒業生就職率・求職者就職率・専門就職率）の向上が図られているか。 

＜評点：３点＞ 

平成 28 年 3 月卒業生の卒業生就職率は前年度比＋2.9％の 95.4％（130 名中 124 名内定）、求職者

就職率は前年比＋2.2％の 99.2％（125 名中 124 名内定）で、卒業生就職率、求職者就職率共に前年

度の数値を上回る良好な結果であった。専門就職率については、法務行政学科を除く全ての学科で

求職者就職率 100％を達成した。 

全体の職種別就職率の状況は次の通りであった。 

[1]事務系 50.8％（124 名中 63 名内定） ※一般企業事務系、医療事務系、公務員行政系の合計 

[2]販売接客系 27.4％（124 名中 34 名内定） ※販売系、接客系、営業系の合計 

[3]公務員公安系 6.5％（124 名中 8 名内定） ※警察官、消防官、自衛官の合計 

[4]情報処理系 4.0％（124 名中 5 名内定） 

   現在の安定した就職率を今後さらに維持・向上していくためには、引き続き１年次からの就職指

導（ガイダンス、研修、外部講師による授業等）を強化していくと共に、今年度の振り返りによっ

て浮き彫りとなった次のような課題を克服していかなければならない。 

  ⅰ）公務員受験者の増加に比例して生じる不合格者の増加への対応、就職相談を行う時期 

    （平成 27 年度 1 次試験合格率 91.8％、2 次試験合格率 81.6％、採用率 46.9％） 

  ⅱ）医療機関への中途出社から生じる早期離職者の防止 

  ⅲ）進路＝就職で卒業させる指導の実施（希望の就職先が得られない⇒進学に変更 の事例あり） 

また、障害者雇用への取り組みも今後は重要になってくると思われる。 

 

 

② 資格取得率の向上が図られているか。  ＜評点：３点＞ 

   （３）⑨「資格取得等の指導体制」に記載の通り、昨年度は主にビジネス税理士学科、情報ビジ

ネス学科において簿記・ビジネス資格の取得率が低下した。医療秘書学科においては概ね一昨年度

並みの実績であった。 

今後の実績回復と取得率の向上に向けての取り組みとしては、教室指導や個別指導など現場教務

の面でのテコ入れは当然のものとして、教職員自身が積極的にスキルアップを図っていく必要があ

る。昨年度は勉強会や講習会への参加などの面で未達成であった。高いプロ意識を持って指導スキ

ルを磨く不断の姿勢が、資格取得率の今後の向上のカギとなろう。 
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③ 退学率の低減が図られているか。  ＜評点：３点＞ 

   入学後の学生指導により、ここ数年は低い水準で推移している。平成 27 年度生の歩留率は 96.1％

（前年度比＋1.2％）、退学者は 5 名であった。 

   私的事由による退学者を出さないために、教務職員は各教室で学生一人一人の様子を細かく捉え、

また検定合格や資格取得への動機づけに工夫を行うよう努めている。また、学生との個別面接を随

時行い、状況によっては保護者を交えての三者面談も実施している。 

近年は、複雑な家庭環境や精神的な弱さを持った学生が多くなってきており、こうした学生や成

績下位層の学生、出席率の低い学生、持病のある学生などへの対応が極めて難しくなってきている。

昨年度も 2 名が入学後間もない時期に退学していることから、今まで以上に早期に学生個々の状況

を把握し、個別にアプローチを図ることが必要となってきている。また、世の中の事情を反映した

経済的理由による退学者も見られるが、これに対しては学費減免等の制度を整備するなどの学生支

援策に力を入れていかなければならない。（（５）③参照） 

 

 

④ 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか。  ＜評点：２点＞ 

   在校生については、例えば医療秘書学科での病院実習やボランティア活動などは成績表、日誌な

どでタイムリーな状況把握ができている。各学科所属学生のこのような外部での活動状況は、主に

職員会議等で情報を持ち寄ることによって一定の共有が図れていると言えよう。 

問題は卒業生の把握であるが、これは主として就職課等による企業・官公庁訪問等での聞き取り

によるところが大きく、他には職員が個人レベルで卒業生からの情報提供によって部分的に知ると

いった程度である。卒業後の追跡調査やアンケート等を組織的に行うなどの評価把握は実現できて

いない。このことにより、卒業後の離職率等の分析も未実施の状況である。 

   年々増加する卒業生の数は開学以来 2,000 人を超えているが、約 1 割の卒業生が転居先不明等で

郵便物が返戻となっている。卒業後においてもその後の状況を一定程度把握し、母校として卒業生

にできる支援といったものを模索したい。 
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（５）学生支援 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 就職に対する体制は整備されているか。 ３ 

② 学生相談に関する体制は整備されているか。 ２ 

③ 学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか。 ３ 

④ 学生の健康管理を担う組織体制はあるか。 ３ 

⑤ 課外活動に対する支援体制は整備されているか。 ３ 

⑥ 学生寮等、学生の生活環境への支援は行われているか。 ２ 

⑦ 保護者と適切に提携しているか。 ３ 

⑧ 卒業生への支援体制はあるか。 ２ 

 

 

① 就職に対する体制は整備されているか。  ＜評点：３点＞ 

   就職に向けての学内イベント等は下記のとおりで、昨年度もほぼ予定通り実践できた。 

・就職ガイダンス（4 月、7 月、9 月、11 月、1 月  計 5 回） 

・身嗜みセミナー（1 月） ・メイクアップセミナー（11 月、1 月） ・実習前研修（6 月、1 月） 

・保護者会（8 月、12 月） ・就職講話（5 月、9 月、1 月） ・出前授業（10 月、11 月、1 月） 

・医療ＯＧ対談他  ・就職準備研修（3 月） ・事前職員トレーニング（2 月） 

・学内企業セミナー（30 社／2 週間 前年は 30 社） 

・インターンシップ：販売（2 月 14 名／12 社）、病院（7 月と 1 月 26 名／22 医療機関）、 

会計（12 月 0 名） ・施設見学：官庁（刑務所、消防局、警察署、裁判所、税務署）、 

医療機関（富山市民病院、高岡市民病院） 

・公務員不合格者への活動支援（10 月～ 19 名対象→就職内定 14 名、進級 4 名、未内定 1 名） 

入学当初からの就職教育の継続、学生の適性を把握した上で個別に就職決定に導く体制が機能して

いることが、現在の高い就職率に繋がっているものと評価できる。 

   ただし課題は多く残されており、その たるものは面接・相談などの支援における担当職員や指

導環境（教室環境）の不足である。個々の職員の経験の多寡による就職指導力の差も大きく、この

ことは一部職員の就職指導の負担が大きくなることにも繋がっている。職員の指導力の平準化に向

けた研修等の充実化を引き続きの課題としたい。医療分野などの特定の業界知識を有する有能な担

当者を確保することも急務となっている。 

   他にも、[1]就職イベント等での指導が点で終わっていることが多く、これを継続した指導に繋げ

ていくこと、[2]過去資料の電子化・整理を図り活用するなど、企業資料の閲覧コーナーを充実させ

ること、[3]就職倫理憲章の変更などに適宜に対応した情報収集・学生管理を行うこと、などが挙げ

られる。入学した学生全員を幸せな就職に導くことは本校の一番の責務であることから、その支援

体制の一層の整備を図っていきたい。 
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② 学生相談に関する体制は整備されているか。  ＜評点：２点＞ 

   全学で担任制をとっており、入学直後や長期休暇の前後、クラス変更時等に個別面談を定期的に

実施している。また、学業や進路、友人関係といった問題の他、家庭の経済状態や心身の状態など

についても担任を中心に随時学生からの相談にのっている。卒業後においても転職に関する相談な

どを気軽に行える体制作りに努めており、先生と学生との距離感は比較的近いと言える。 

   ただ、近年は特に学生を取り巻く周囲の環境が複雑化しており、学生自身がそのことを学校に相

談しないまま一人で抱えているといった事例も多く、それがそのまま退学へと繋がるケースも見受

けられるようになってきた。担任一人の力では状況把握や対応が難しい場合が増加している。 

   このような状況を解決するために、今年度は学生支援課を部署として新たに設けて、メール相談

の受け付けや個別対応の充実を図るなどの取り組みを開始した。学生の発する SOS 信号をよりいち

キャッチして問題の解決につなげる体制を早期に確立していきたい。 

   環境面では教室数に制限があることから、現在は個別相談を行う場所が職員室や廊下、ロビーな

どになることが多くなっている。これはプライバシー保護の点でいささかの問題があるが、来年の

新校舎移転後は解決をみる予定である。人的・物的両面でこの学生相談への体制整備を図っていき

たい。 

 

 

③ 学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか。  ＜評点：３点＞ 

   入学選考料の免除制度として各種の推薦入学やＡＯ入学の制度、学費減免の制度として試験・取

得資格による特別奨学生制度、クラブ特別奨学生制度を設けている。また、学費の分割納入を可能

にする教育ローンを 2 社と提携、他にも各団体・自治体による奨学金制度の紹介や、特に経済状況

が厳しい学生には特別に学費分納を適用するなどの経済的支援を行っている。 

   近年は奨学金の申請者が増加傾向にあり、また、経済的な問題で退学せざるを得ない学生も一定

数存在することから、この点を踏まえて今以上に気軽に学生・保護者が相談しやすい体制作りを進

める必要がある。今年度より新設の学生支援課を窓口として、今後新しい学費減免の制度を導入す

るなど、より包括的な経済的支援体制を推し進めていかなければならない。 

 

 

④ 学生の健康管理を担う組織体制はあるか。  ＜評点：３点＞ 

   １年生は毎年６月に、２年生は毎年４月に年１回の健康診断を実施している。また、学生の日常

の健康状態の把握手段として、学生名と欠席･遅刻･早退の事由を記す掲示板を職員室に設置し、職

員間での情報共有を図っている。特別な配慮を要する健康問題がある場合については、職員の打合

せや会議において対処法を申し合わせている。 

現在は学校から徒歩１分の距離に内科（学校医）があり、万が一の場合にも対応できる体制を整

えているが、これまでに大きなトラブルはない。来年の富山駅前移転後は、保健室の常設に加えて

スクールカウンセラーの設置など、学生の健康状態のより一層の把握に努めなければならない。ま

た、課外活動中の怪我等についての応急処置レベルは各職員において差があることから、全教職員

を対象に救命講習を実施する等の取り組みも必要となってこよう。尚、AED の設置を今年度中に行

い、併せて職員を対象とした講習を行うことを予定している。 
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⑤ 課外活動に対する支援体制は整備されているか。  ＜評点：３点＞ 

   ボランティアと実習については、（６）②に記載のとおりで、ここでは割愛する。 

   部活動について、現在学校公認のものとして軟式野球部、バレーボール部、バスケットボール部、

バドミントン部、卓球部がある。活動時期は限定的であるが、学生の金銭的負担を軽減するべく、

施設利用料や用具・備品の準備等を学園負担で行っている。昨年度は野球部が北越地区大会で準優

勝の結果を挙げた。また、近年は電卓競技大会や県内外で開催のマラソン大会・駅伝大会にも積極

的に出場しており、出場準備としての練習･トレーニングを授業カリキュラムに設けるなどし、また

大会の出場費用や移動交通費、旅費、ユニフォーム代などの経済支援を行っている。 

   平成 25 年からは 8 月上旬に開催される「富山まつり」の越中おわら踊りへの全員参加を学校を挙

げて行っている。衣装･用具の発注準備から大会時待機場所の確保、練習場所･時間の提供と当日の

引率指導までをトータルで行っているが、部活動も含めて活動状況はまだまだ教職員主導である。

学生が主体的・自発的に様々な課外活動へ参加するような支援を行うことで、更なる教育効果が期

待できることから、こうした支援をさらに拡大させていきたい。 

 

 

⑥ 学生寮等、学生の生活環境への支援は行われているか。  ＜評点：２点＞ 

呉羽地区に校舎を構える現在、学生寮は有していないが、近隣のマンションを学校案内パンフレ

ットにも掲載し、一人暮らしを希望する学生向けに紹介している。ただ、もとより自宅からの通学

生が殆どであることから、こうした住宅環境への支援は手薄いという現状である。自宅からの車通

学を希望する学生に対しては、学園負担により、学園施設内及び近隣の有料駐車場計 300 台分のス

ペースを学生に無償貸与している。 

   富山駅前移転後は学校施設内に駐車場環境がなくなることから、学生の通学手段に大きな変更が

生じることとなる。車での通学が不可能となることで利便性が損なわれる点は否めず、代わって今

後増えるであろう自転車通学者への対処（例：駐輪場設備）を行政とも連携の上で行っていかねば

ならない。 

 

 

⑦ 保護者と適切に提携しているか。  ＜評点：３点＞ 

入学式後、8 月上旬(※)、12 月上旬(※)、卒業式後に保護者会を実施（※のものは学科系統による分

科会も実施）。まず全体会として、教務責任者及び各担任からの活動報告、就職責任者からの現状と

今後の取り組みについての説明を行っている。その後、希望者に対しては担任と個別面談の場を毎

回設けており、長時間にわたるような内容にあっては別日での面談を設定して、進路他保護者から

のあらゆる相談･質問事項に対応している。また、2 か月ごとに保護者宛てに学生の学業成績及び出

欠状況を郵送報告している。出席状況の悪いまたは問題行動のみられる学生の事案、進路に関し慎

重な判断を要する事案に対しては適宜電話連絡や三者面談を行い、早期の解決にあたっている。特

に退学希望者の事案においては、保護者との一層緊密な連携を心掛けて対応している。 

課題としては、[1]学生の抱える種々の不安や問題の早期解決に向けて、連絡のつきにくい家庭の

保護者とも緊密に連携していくこと、[2]職員の勤務時間外（夜間、日・祝日等）の問い合わせへの

対応、[3]２年次における保護者会の開催、等が挙げられる。保護者からも「真に信頼される学校」

であるために、今後も適切な連携の方法を模索したいと考える。 



18 
 

⑧ 卒業生への支援体制はあるか。  ＜評点：２点＞ 

   卒業後の学習支援体制としては、学園に社会人を対象とした講座を設置していることから、主に

税理士や公務員を目指す者に講座受講を推奨し、卒業後の継続学習をフォローアップしている。こ

れまでに税理士、公務員以外にもＦＰや簿記、社労士、宅建など様々な講座で、卒業生が自己啓発

としての学習を継続している。 

また、就職支援では転職や進学などの相談で個別に来校した卒業生に対して、就職先の斡旋や提

出資料の添削、面接練習などの個別対応を行っている。また、就職担当者が卒業生の就職先を随時

訪問するなどして入社後のフォローを実施している。 

このような支援は現状では「卒業生の側からのアプローチに対する受動的な支援」の域に留まっ

ており、より積極的な支援を行うには卒業後の現状（追跡）調査が必要となってくる。そして、卒

業後の離職者に対して情報収集できる体制があれば、再就職に向けての準備等でサポートができ、

学園としての社会貢献的役割の一端を今以上に担うことができる。例えば同窓会組織を発足するな

どして卒業生の連絡先を把握することは、卒業生同士の連帯を深めるという観点からも有用であろ

う。今一層の支援体制の充実を図りたい。 

 

 

（６）教育環境 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 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。 ２ 

② 学外実習、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整
備しているか。 ３ 

③ 防災に対する体制は整備されているか。 ３ 

 

 

① 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。  ＜評点：２点＞ 

現在の呉羽地区の校舎は本館と２号館に分かれているが、これは開校以来の学生数の増加によっ

て拡張した結果であり、教室数や設備にゆとりもなく手狭な状態である。特に就職対応においては

個別指導となることから、面接練習をする場所の確保に苦慮している。また、2 つの校舎間の移動に

は徒歩約 5 分を要し、教室使用の面でも利便性が高いとは言えない。 

来年完成予定の富山駅前新校舎はこのような現在の課題を踏まえて、授業用の集合教室とは別に

面接練習や各種面談・相談用の個別ブースを設ける予定である。また、学内イベントの準備や練習

を行うこと、大人数が一堂に会してイベントを実施することが可能な大教室も予定している。フロ

ア面積は現在の本館・２号館の合計の約 1.5 倍の広さとなっており、十分な教育環境を整えることで

より高い教育効果と学生満足度が得られるものと考えている。 

目下の課題は自転車の駐輪スペースの確保にある。富山駅前の商業地域に移ることにより相当数

の自転車利用者が見込まれることから、この点は避けては通れない。駅前再開発組合や行政サイド

と連携を図りながら、開校日までに対応していきたい。 
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② 学外実習、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備しているか。 

＜評点：３点＞ 

＜学外実習・インターンシップ＞ 

昨年度の実績は次の通りであった。 

・インターンシップ： 販売職（2 月） 14 名・12 社 

医療機関（7 月と 1 月） 26 名・22 医療機関 

会計事務所（12 月） 0 名 

・施設見学： 官庁（刑務所、消防局、警察署、裁判所、税務署） 

医療機関（富山市民病院、高岡市民病院） 

・ボランティア活動： 医療福祉機関（4 月～9 月） 23 名・23 施設 

 

   このような学外での実習等は、学生個々の職業観や就職への意識を醸成することに寄与しており、

いずれも就職実績に大きく貢献している。また、医療秘書学科では上記のものとは別に 1 年次 3 月

～2 年次 9 月の間、週 1 日ボランティア実習を行っている。公務員系（法務行政学科、行政実務科）

では公安職種の志望者を対象に、体力試験対策としてのトレーニング実習を通年（週 2～3 日）で行

っている。会計実習（12 月）については、合宿免許の実施時期と重なったことから昨年度は参加者

がなかった。今後の実施時期を検討していくべき段階にある。 

 

＜海外研修＞ 

希望者を対象に毎年 12 月に海外研修（イタリア・フランス 12 日間）を実施しており、例年 10

～20 名の参加者がある。参加学生からは大変に好評のイベントであるが、昨年度は直前にフランス

での大規模テロがあったことからやむなく中止となった。学生の安全を第一に考え、今年度の実施

についても当然に慎重な判断が必要となってこよう。 

 

 

③ 防災に対する体制は整備されているか。  ＜評点：３点＞ 

   消防設備・電気設備の定期点検を毎年実施しており、定期点検結果報告書を学校に常備している。

昨年度は電気設備点検で保安規程の見直しを行った。必要な消防器具の購入も適切に行っている。  

毎年実施している避難訓練は、前回訓練後の振返りと引継ぎにより、教職員間で共通理解を図っ

て取り組むことができたと言える。ただ、昨年度の報告書において目標としていたシェイクアウト

訓練や防災の日の訓練への取り組み、ハザードマップの設置などが実行できなかったことから、こ

れを引き続き今年度の課題としたい。 
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（７）学生募集 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 学生募集活動は、適正に行われているか。 ４ 

② 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。 ３ 

③ 入学選考は適正かつ公正な基準に基づき行われているか。 ３ 

④ 学納金は妥当なものとなっているか。 ３ 

 

 

① 学生募集活動は、適正に行われているか。  ＜評点：４点＞ 

学生募集活動は、個人情報保護法に基づき、法令遵守のもとで各種の案内や告知を行っている。

高校の進路担当者や 3 学年担当者への訪問、高校内や外部会場での学校紹介ガイダンス、オープン

キャンパスや体験入学等、募集活動にあっては、強引な生徒勧誘をすることなく、生徒自身の意思

を尊重しての活動を心がけている。この方針は電話によるアプローチやＤＭ発送においても通底し

ており、大学や短大、他専門学校との比較で他校批判するようなことなどは一切ない。 

また、広報面では特に就職率や資格取得数、内定先等の公表に際して、法令違反の誹りをうける

ことの無きよう、厳密な確認の元で公表を行っている。 

   適正な広報営業活動への真摯な取り組みこそが、高校の現場の先生方や保護者の方、生徒、地域

住民の方との信頼醸成へと繋がり、ひいては将来の安定的な学園基盤の構築に繋がるものと銘記し、

今後もこうした取り組みを継続していきたい。 

 

 

② 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。  ＜評点：３点＞ 

   高校生及び保護者に直接接しての募集活動の機会となる体験入学等のイベント時においては、就

職や資格の実績説明で誇大な表現を用いることなく、正しく成果を伝えている。カリキュラムの説

明ではパンフレットに準拠した説明を行い、客観データ、実績に基づいた教育成果の説明を基本と

している。ときに、卒業生に対する内定企業先からの伝聞による評価を教育成果の一環として示す

ことはあるが、学生募集活動上の正確性を失わせることはない。 

   昨年度においても多くのイベント（高校教諭向けセミナー、潜在入学者及び保護者向けオープン

キャンパス等）を実施し、また在校生の状況について毎期発行の「月次報告」を持参しての高校訪

問を行った。専門学校での教育成果の報告は高校の先生方からも大変に喜ばれることから、その正

確性については今後も万全を期したい。 
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③ 入学選考は適正かつ公正な基準に基づき行われているか。  ＜評点：３点＞ 

   年 3 回実施の特別奨学生試験での合格基準やランク認定基準を含めて、入学選考は全て大原学園

グループ本部の基準に則って実施している。このことにより、グループ各校間、選考担当者の差異

による不明瞭な入学選考は行われていない。現在、選考委員による書類選考と場合によっては面接

選考を実施しており、基準認定の 終判断は学校長が行っている。 

 

 

④ 学納金は妥当なものとなっているか。  ＜評点：３点＞ 

   上記③の入学選考基準に同じく、学納金についてもまた、大原学園グループ各校との間で不均衡

が生じないよう適切な金額設定が為されている。 

   各学科によって異なる演習や実習、教具等の内容、そして何よりも世の景気動向や他校の状況を

踏まえて、今後もこの学納金の金額についてはその妥当性を常に検証していかなければならない。

特に来年度からスタートするデザイン、ブライダルの各学科の演習・教具等にどれだけの費用を要

するかには一考の余地がある。 

   他の学外研修費や卒業諸費も含め学納金の設定にあたっては、学生保護者の負担を軽減し、また

不要なコストを削減する観点を常にもって取り組んでいかなければならない。 

 

 

（８）財務 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 中長期的に学校の財政基盤は安定しているといえるか。 ３ 

② 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。 ３ 

③ 財務について会計監査が適正に行われているか。 ３ 

④ 財務情報公開の体制整備はできているか。 ４ 

 

 

① 中長期的に学校の財政基盤は安定しているといえるか。  ＜評点：３点＞ 

   専修学校の設置認可から四半世紀を超えて、その間の学校法人化、堅調な学生数の増加、長期借

入金の完済、自己資本比率の順調な上昇と、現在のところは財政基盤は安定していると評価できる。 

来年の富山駅前への校舎移転に伴い今後新たに長期借入金が発生することとなるが、このことが

学園の財政基盤を危うくすることのなきよう、現実の世の中の動向や今後の予測可能性を踏まえた

綿密な返済計画を立てていかなければならない。少子化による 18 歳人口の減少は言うに及ばず、富

山駅前という立地条件や学科の新設が及ぼす学生募集への影響、移転後の呉羽校舎の取り扱い、今

後の進学や就職を取り巻く状況等、この計画作成にあたり熟慮すべき検討要因は多い。 

綿密な戦略を立て、かつ世の中の変化にフレキシブルに対応できる学校運営を行うことで、現在

の安定的な状況を維持できるものと考えている。 
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② 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。  ＜評点：３点＞ 

次年度の事業計画と予算については、毎年１月から３月上旬頃までに各部門で編成・審議を行い、

３月下旬の理事会に諮ることとなっている。実行された予算計画はその後の役員会での検証を受け

ることは当然であるが、その妥当性についても考察されるべきであるところ、上記の①にもある通

り健全経営が実現できていることからも概ね有効かつ妥当な計画となっているものと評価できる。 

学園経営は世の景気の動向や人口動向、就職状況などによって大きく左右されることから、こう

した先の動きを読み誤ることなく、より現実的で精緻な計画を練り上げていく必要がある。 

 

 

③ 財務について会計監査が適正に行われているか。  ＜評点：３点＞ 

   監事２名による会計監査が定期的に行われており、財務諸表を含む全ての監査結果は理事会、評

議員会に報告された上で承認を得ている。責任ある学校法人として、また簿記教育を礎として発展

を遂げてきた学校として、これからも公正・透明な会計監査に尽くしたい。 

 

 

④ 財務情報公開の体制整備はできているか。  ＜評点：４点＞ 

昨年度より学園ホームページ上で自己点検・評価報告書、学校関係者評価報告書の公開と併せて、

財務情報の外部公開を行っている。これからも毎年の定期更新を行っていく。 

 

 

（９）法令等の遵守 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。 ３ 

② 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。 ２ 

③ 自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか。 ２ 

④ 自己点検・自己評価結果の公開はしているか。 ４ 

 

 

① 法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。  ＜評点：３点＞ 

労働関係諸法令等の業務に関係のある法改正や専修学校教育に関連する通達など、直近のものに

ついては、その都度全職員への一斉メール送信や朝礼での資料配付などで伝達･共有を図り、法令遵

守に努めている。昨年度はマイナンバー法が施行されたが、特定個人情報の収集にあたっては法令

に沿って行い、また就業規則にも所要の改定を行った。一方で、学校運営上の根本法規である学校

教育法や私立学校法、専門学校設置基準についての職員の認知度は低い。 

労働基準法（休憩、休日、時間外労働、割増賃金）については現状遵守されているが、近いうち

に改正を控えていることから、特に時間外労働と割増賃金で法令違反の誹りを受けぬよう留意した

い。この点については別途、勉強会や職員研修などを実施することを検討している。 
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② 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。  ＜評点：２点＞ 

本学園では個人情報保護法の施行後の平成 19 年 4 月に情報セキュリティ委員会･本部を組織し、

実行委員と各々の役割、職場環境基準や媒体取扱基準を『情報セキュリティ実施手順書』として定

め、全職員に配付、運用指針とした。また高校生や入学生からの個人情報の取得、媒体等への掲載

等にあっては、コンプライアンスを 重要に掲げ、取り扱い処理にあたっている。 

この基準の策定からは相当年が経過したが、新しい職員が増えたことや情報セキュリティ技術が

格段に進歩したことを背景に、今後は個人情報保護対策の更なる徹底を図っていかなければならな

い。とりわけ、マイナンバーについては法令違反に対する厳しい罰則規定があることもあり、一層

の厳重な管理が必要である。 

また、上記の①に同じく現在の職員間の共有認識を図り新たな組織を構築すること、情報漏えい

を絶対に起こさない万全のシステム体制を整えることも必要であるが、この 1 年間にこれといった

取り組みができなかった点を踏まえて評点を 2 点とした。 

 

 

③ 自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか。  ＜評点：２点＞ 

   本学園では平成 25 年度より学内に学校評価委員会を組織し、自己点検・評価の実施と評価報告書

の取りまとめを行っている。平成 27 年度は 6 月に学校評価委員会を実施した。 

教務、就職、広報営業、総務等の各観点からの多項目にわたる考察は、その時点での客観的な問

題点を明らかにするには十分であるが、ここで浮かび上がった経営課題を即座の改善に結びつける

ことができたかという点では不十分であった。この自己点検・評価が「単なる報告書の作成のため

の評価」に堕することのなきよう、実効性をもったものとしていかなければならない。 

 

 

④ 自己点検・自己評価結果の公開はしているか。  ＜評点：４点＞ 

   昨年より学園ホームページ上にて自己点検・評価結果の外部公開を行っている。今後も年度単位

での公開を行い、これを学校の透明性を高める一助としていきたい。 
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（10）社会貢献・地域貢献 

指標（点検・評価項目） 評点 

① 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか。 ２ 

② 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。 ３ 

 

 

① 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか。  ＜評点：２点＞ 

   北陸地方における簿記の発展と簿記教育の振興を目的として、毎年 1 月下旬～2 月上旬に「高等学

校簿記対抗戦北陸大会」を他校と共同開催しており、平成 27 年の実施で 6 回目を数えた。他にも本

校職員による高等学校への簿記の出張授業や、夏季休業期間中の本校での簿記合宿の開催など、「簿

記の大原」としての実績・知名度を活かしての地域社会への積極的貢献を指向している。また、   

平成 27 年度は新たに 6 月と 10 月の 2 回、厚生労働省「高校生に対する就職ガイダンス事業」の

講師研修施設として教室を開放した 

   富山駅前新校舎移転の折には、その利便性の高さから更なる学校施設を利用した地域への貢献が

可能となるものと考える。市民講座の開講、一般の方向けの研修施設、会議室、自習教室としての

開放など、学校として果たしうる社会への貢献のあり方を多面的に考えていきたい。 

 

 

② 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。  ＜評点：３点＞ 

   医療秘書学科においては、かねてより医療ボランティアとしての実習を、１年次の３学期から２

年次の２学期後半まで毎週金曜日に継続的に実施している。また、法務行政学科と行政実務科では

警察官志望者が富山県警察の交通安全ボランティアに近年積極的に参加しており、また、平成 27 年

度は第 1 回富山マラソンの運営スタッフ、マイナンバーカードの交付補助といったボランティア活

動にも多くの学生が参加した。 

   全学生を対象とした各種のボランティア案内は、本館・２号館の各掲示板に専用スペースを設け

て逐一行っており、教室においても担任からの積極的参加を呼び掛けている。平成 29 年 4 月には富

山駅前に校舎移転となることから、商業地域や周辺公園の清掃ボランティアなどにも参加していき

たいと思う。今後も地域社会への貢献としてのボランティア活動を学校として推奨していきたい。 
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