
調査６　�情報公開・自己点検自己評価・学校関係者評価の
　　　　実施に関する調査
・調査対象校　　都内の私立専修学校・各種学校　487校
・回答数　　　　350校（71.9％）

　平成19年の学校教育法改正により、専修学校の教育活動等に関する情報の積極的提供が義務化され、
また学校法人については、平成16年の私立学校法の一部改正により、財務諸表等の利害関係者への閲
覧に関する義務が課せられました。

（情報公開に関する関連法令）
【学校運営の状況の公開】
○学校教育法
　第�43条　小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるととも
に、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営
の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

　　　※�これらの規定は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校にそ
れぞれ準用する。

［学校教育法第133条、学校教育法施行規則第189条等］

【財務諸表等の公表】
○私立学校法
（財産目録等の備付け及び閲覧）
　第�47条　学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報
告書を作成しなければならない。

　２�　学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書（第六十六条第四号におい
て、「財産目録等」という。）を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学
する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを
閲覧に供しなければならない。

　　　　→　準学校法人へ準用［第64条第5項］
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調査６　情報公開・自己点検自己評価・学校関係者評価の実施に関する調査

69.5％

定期的
に更新

26.7％

ほとんど更新していない 3.8％

公開している情報に
変更が生じた都度更新

６-④　情報の更新頻度

69.3％

把握して
いない

17.6％

1.8％

いなかった

いた

６-⑤　平成 30年度中の情報開示書類の閲覧希望者

11.3％
未回答

専門学校／高等専修学校における情報提供等

　 への取り組みに関するガイドライン

各種書類を閲覧用に１冊のファイルにまとめて閲覧

情報開示専用の印刷冊子にて配布

学校発行の広報誌などで開示

インターネットホームページ上に開示

その他

0 50 100 150 200 250 校

84

83

214

17

11

17

６-③　情報開示の公開方法 ( 複数回答）

行っている

77.7％

18.1％

これから
行う予定

６-①　情報公開について

未回答 4.2％

（69校）

（296校）

（16校）

６-①　情報公開について

限定せず

84.1％

12.5％

学校関係者
のみ

６-②　情報公開の範囲

その他 3.4％

６-②　情報公開の範囲

６-③　情報開示の公開方法（複数回答）

6-④　情報の更新頻度 ６-⑤　平成30年度中の情報開示書類の閲覧希望者

　【情報公開】
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『専修学校における学校評価ガイドライン』（H25.3文部科学省）に沿って実施

学校独自の評価基準と方法で対応

私立専門学校等評価研究機構の自己点検評価マニュアルに沿って実施

その他

0 30 60 90 120 150 180校

88

28

161

68

６-⑦　自己点検自己評価に採用している評価方法（複数回答）

各種書類を閲覧用に１冊のファイルにまとめて閲覧

情報開示専用の印刷冊子にて配布

学校発行の広報誌などで開示

インターネットホームページ上に開示

その他

公表していない

184

76

8

15

6

６-⑧　自己点検自己評価の公開方法（複数回答）

38

0 50 100 150 200 校

71.7％

22.6％

5.8％

すでに取り組んで
いる

未回答

まだ対応して
いない

６-⑥　自己点検自己評価の取り組み

（273校）

（86校）

（22校）

６-⑥　自己点検自己評価の取り組み

６-⑦　自己点検自己評価に採用している評価方法

６-⑧　自己点検自己評価の公開方法（複数回答）

　【自己点検自己評価】
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その他
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72

他の専修学校関係者

卒業生

保護者

高等学校関係者

376

290

83

7

65

６-⑪　評価委員の選出区分（人）

法人の理事会･評議員会等で報告した

学内の教職員全員が出席する会議で報告した

学内回覧をした

特に周知はしなかった

その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90校

82

34

６-⑫　周知方法について（複数回答）

77

37

36

委員会等で対応を検討し、改善計画を策定した

次年度の改善計画とした

その他

78

11

14

109

0 20 40 60 80 100 120 校

６-⑬　改善について（複数回答）

87

39.6％

52.0％

8.4％

すでに
実施
している

未回答

まだ対応
していない

６-⑨　学校関係者評価の取り組み

（32校）

（151校）

（198校）

6-⑨　学校関係者評価の取り組み

51.7％
39.7％

1.3％

年に１回
年に２回

３回 4.0％
未回答

2.6％４回
0.7％10回

６-⑩　学校関係者評価の開催頻度
６-⑩　学校関係者評価の開催頻度

６-⑪　評価委員の選出区分（人）

６-⑬　改善について（複数回答）

６-⑫　周知方法について（複数回答）

　【学校関係者評価】
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評価委員が作成

評価事務局が原案作成、 委員会で承認

その他

11

10

123

36

0 30 60 90 120 150 校

６-⑭　評価委員会の報告について（複数回答）

0 30 60 90 120 150 校

各種書類を閲覧用に１冊のファイルにまとめて閲覧

公表専用の印刷冊子にて配布

学校発行の広報誌などで開示

インターネットホームページ上に開示

その他

139

1

15

2

公表していない 14

６-⑮　報告の公表方法（複数回答）

21

0 30 60 90 120 150校

教育の質・向上するために役立った

業界団体や企業が学校に求めることがわかった

業界の最新の動向がわかった

教職員の意識が高くなった

改善する点が明確になった

その他

111

60

77

4

4効果が見えなかった

129

６-⑯　学校関係者評価の効果について（複数回答）

112

当面受ける
予定はない

65.1％

10.0％

未回答

9.7％ 受ける準備
をしている

15.2％

すでに実施した

実施予定年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

12校

6校

10校

６-⑰　第三者評価の取り組みについて

（38校）

（58校）

（248校）

（37校）

６-⑭　評価委員会の報告について（複数回答）

６-⑮　報告の公表方法（複数回答）

６-⑯　学校関係者評価の効果について（複数回答）

６-⑰　第三者評価の取り組みについて
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６-⑱「第三者評価を受ける予定はない」場合の理由（複数回答）

第三者評価の仕組みがわからない

第三者評価の実施に必要性を感じない （必須ではない）

第三者評価を実施できる体制が準備できない

その他

経費面で余裕がない

0 30 60 90 120 150 180校

8

149

６-⑱　「第三者評価を受ける予定はない」場合の理由（複数回答）

56

39

23

学校関係者評価の実施にあたり、工夫している点等
 第１・２分野─工業・農業関係 

・提案、意見に対する対応を一覧にし、進捗を管理。
・初回ということで、まずは活発な意見交換がしやすいように卒業生を半数としたが、回数を増やすにつれ、
できる限り選出区分を増やすよう努力したい。
・在学生保護者が発言しやすいように、業界関係者等と分けて実施した。
・各分野からバランスよく委員を選出している。
・いただいたご意見を学校教育に反映している。
・自己評価に対する評価を行ってもらう中で、最近の業界動向、学校で学んでいたことが社会の中でどう生か
されるかという観点を中心に意見をもらうように、委員会の進行を考慮している。いただいた意見は、学校
運営の継続的改善に生かすべく、全教職員に周知する。
・評価委員の出席確認をしながら実施日の調整をしているが、全員が出席する日を確定するのは難しい。より
多種多様な意見を得るために専門家を選任した。
・さらなる情報公開を念頭に置き、より高い基準を設定し学校関係者評価を実施している。評価においては委
員から厳しい意見も上げられ、カリキュラムの改善等の参考となっている。（就職率の向上、保護者会の実施、
個々の学生サポート実施等）
・委員の選任については、学内からの意見も多く取り入れるため学生の保護者、在学生の人数を増やしてい
る。評価については、学校関係者が公正な評価ができるよう事前にHP上で評価報告書を公開し、委員会当
日は前回から変更のあった項目と評価が変わった項目だけに絞って時間の効率化を図った。改善意見に関し
ては、校長が中心となり早急に取り組める項目と次年度への課題に分け、それぞれ対応するセクションで改
善を行っている。
・委員の方の自由な意見を伺うため、事前に資料を提供し、和やかな雰囲気で行うようにしている。
・基準項目毎に４段階で評価を報告書としてまとめ、評価内容や提起していただいた課題を基に改善を行って
いる。学生への緊急連絡方法の見直しや地域に対するボランティア活動を実施するなどの実績がある。
・委員の選任にあたり、業界関係者に偏らず幅広い分野での参加を心掛けている。また、委員から寄せられた
意見、改善点を基に次年度の運営計画を策定し、全学的に改善に努めている。
・各委員の知見を活かし、教育内容、学校運営などについて評価を実施。�
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 第３分野─医療関係 
・業界団体、企業、保護者、卒業生、高校関係者からまんべんなく委員を選任し、幅広い視点から学校運営に
関する意見をいただけるように工夫した。学校側の実績報告に終始しないように、報告に加え、特に意見を
いただきたいテーマを用意し、有意義なディスカッションができるよう工夫した。
・委員は歯科医療界の現状に詳しく、実際に歯科診療を行っている歯科医師と本校の卒業生の歯科衛生士にお
願いをした。また、保護者については２年生の保護者とした。現時点での取り組みにご支援をいただくとと
もに、改善点についてもアドバイスをいただいた。
・学校関係者、評価報告書における指摘、提案については、次年度において進め方を明確にし、中間点検と年
度末点検の結果をそれぞれ委員に報告している。
・学校が定める学校経営業績指標を提示し、その目標に対してどんな取り組みをしているか報告する。そし
て、その取り組みに対して委員に意見をいただいた。次回の学校関係者評価にて、その意見に対しての改善
策と進捗を報告する形でPDCAを回して、より良い学校経営になるように改善を重ねている。
・評価委員会は、自己点検・評価結果の客観性・透明性を高め、学校の利害関係者の学校運営への理解促進や
連携協力による学校運営の改善が図れる構成となるよう委員を選出。また、高等学校の関係者より学校の重
点的な取り組みであるアクティブラーニングについて高い評価をいただいたので、その評価を基にすべての
講義科目に展開できるよう段階的に取り組むことになった。
・委員の選任について、開催曜日日時に来校できる方は限られているため、調整が難しい。
・委員には、現場で役職についている卒業生、専門学校の校長、地元の高等学校関係者を選び、医療福祉の養
成校に適切なアドバイスをくださる方々で構成され、会議でいただいたご意見は学校運営に生かすように努
めている。
・学校運営について、業界についての意見交換の場になるよう努めている。
・文部科学省が定めた実施要項に基づき委員の選任を行っている。委員会の開催１か月前には自己評価報告書
を送付し内容の確認をしていただいている。
・業界関係者の委員については、存在する学科分野を網羅するよう、医療関係、薬業関係、化粧品関係から選
任している。委員会の開催にあたっては、事前に自己点検・自己評価表を開示し、課題・改善点を周知し、
会議に向けた評価・意見の準備をお願いしている。また、会議における評価委員からの意見や改善案は、運
営会議の議題に上げ、議論を行ったうえで事業計画や教育方針に反映している。
・スムーズに会議が行われるように、事前に議題を郵送。
・委員の意見を取り入れ、改善に力を入れている。
・評価委員を固めるのではなく、任期を設けて定期的に委員を入れ替えて実施することで、より客観的な評価
ができるようにしていく。�

 第４分野─衛生関係 
・学校関係者評価委員会を実施する２週間前までには、当日の資料を送付し、目を通していただいた上で開催
している。本校からは教育関係に携わっている現役の高等学校教員を増やし、教育内容、環境など、問題点
をより広い視野で討議していただいている。
・委員全員が出席できる日程調整が厳しい。委員会の約２カ月前から、各委員に連絡をいれ、調整をした。
・評価委員会ではスライドを用いて、記録写真などを紹介しながら効果的な報告を行っている。
・外部からの意見を反映できるように人選を考えた。
・学校関係者評価の開催にあたり、事前に自己点検・自己評価表を外部委員に配布し、質疑内容の時間を効率
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調査６　情報公開・自己点検自己評価・学校関係者評価の実施に関する調査

よくするために、開催の10日前に配布するように努力する。
・当日やむを得ず欠席になってしまった委員に対しても、委員会開催前に「自己点検・自己評価報告書」を送
り、ご意見をいただき当日の会議にて発表、審議をした。「自己点検・自己評価報告書」には前年度の記録を
残し、比較しやすくなっており、事前に資料発送も行っているため、当日の会議はスムーズに進行し、委員
からも意見を伺いやすくなるよう工夫を重ねている。
・委員会を実施したその日のうちに、いただいた意見で実施すべきことを学校職員の中で検討する会議を開催
している。そうすることで、毎年の委員会が有益なものとなっている。
・企業や様々な関係から幅広く意見をいただき、学校の改善に努めている。
・委員会開催前に会議内容の資料の説明を各委員に実施。これにより討議するポイントと学校評価の視点を予
めおさえた上で学校内容を理解していただけたので、討議・審議に多くの時間を費やすことができた。
・会議後、資料をお持ち帰りいただき、改めてご意見を各評価項目ごとにまとめて提出いただいた。
・委員構成の責任区分について留意している。より意義の高い委員会にするべく開催回数は２回とする。
・現場で求められる栄養士像や実践能力を在学時に習得できるよう基礎学力、調理技術など学生の現状を報告
し、改善策を具体的に提示していただけるよう委員の選任、質問内容等工夫した。
・時代に即した、社会に求められる人材を育成・輩出するため、広く意見を伺うことのできる委員を選任して
いる。学校評価に対し学内で協議し、教育活動を始め学校運営に反映している。
・姉妹校４校で同時開催をし、他校の取り組みを共有している。開催後に出席者のアンケートを実施、より効
果的な委員会を構築している。事前に自己評価報告書を委員の先生に確認いただいて資料をまとめ、当日の
発表の強化に努めている。
・報告内容をテーマごとに分けて、そのテーマに対して出席の方々よりご意見をいただくよう進めた。
・当日使用する資料を事前にお送りし一読しておいていただくことで、当日迎えるときには、ある程度の状況
を踏まえて委員会に臨んでもらうことが出来た。結果、進行がスムーズになると共に、評価の精度を高める
一助になったと感じている。
・関係者に対しては、学校のことを良く知ってもらい、提案のしやすい環境を作ると共に、学校内部の職員の
意見も参考にしたうえで、会議に臨んでいる。
・学校関係者評価委員会では、委員の方が評価しやすいよう授業見学や映像を取り入れわかりやすくしている。
評価に関する資料ではポイントを絞った資料を用意し行っている。
・業界関係者においては、調理業界に精通しており、なおかつ本校の非常勤講師の経験のある方、卒業生に関
しては同窓会役員の経験者、保護者については後援会役員経験者から選出している。
・企業等委員を必ず含めるようにした。
・前年までの課題として委員の皆さんからご意見を伺った内容を、次年度以降も継続的に継続審議し、進捗報
告やそれに対するフィードバックなどをいただけるように工夫し実施している。�

 第５分野─教育・社会福祉関係 
・分野の特性から地域貢献の重要性や需要もあり、地域関係者の選任を新たに行った。分野の就職状況が社会
問題にもなっているため、長期就労や早期離職について主に意見をいただいた。業務内容がデスクワークで
はないことから、卒業生の意見として実務経験や実践力の習得をいかに在学中にできるか、貴重な意見をも
らえた。
・本校が推進している学校改革において、幼児教育・保育現場ならびに卒業生等の学校関係者の意見を着実に
反映することを目指す人選と運営に努めている。
・業界関係者は設置学科のすべての分野から選出している。
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・委員の選任については、立場の違う方で多角的な意見を出していただける方を選任した。
・カリキュラムや地域との関係、業界の知識等を把握しているなど、バランスよい選定を心がけた。
・メンバーが固定しないように、数名の新任者を加えている。
・改善意見については、その場で具体的な改善方法までご意見いただく。
・委員の選出については、当校の取り組みについてある程度知っている方を選出し、意見をもらいやすくして
いる。改善意見については年度末に振り返りを行っている。
・改善意見を真摯に受け止め、次年度に反映させること。�

 第６分野─商業実務関係 
・変動する業界の現状を把握し、対応できる教育体制を整えることに尽力すること。
・会議内容のボリュームが多いため、事前に会議関係の資料を送り、委員の方にも会議準備をお願いしている。
・学科・コースの分野に直結した企業の方や経営者、関連団体の方に関係者評価委員に参画していただき、学
生が卒業した際に企業や業界で即戦力となれるよう、業界として必要な人材を育成するための学校教育をし
ていくことができるように、忌憚のないご意見をいただける方を選んでいる。
・業界関係者の選任に際し、同業界でも種類の異なる企業から選出した（例：旅行会社でも総合旅行会社と専
門旅行会社、それぞれから選任）。提示された改善案については調査・検討して次回委員会に必ず報告する
ことを原則としている。
・交流のある業界関係者にお願いし、教育課程編成、学校運営に反映するよう努めている。
・意見がマンネリ化しないよう、委員については２年の任期を設けて実施している。改善意見は検討し、具体
的な対策に落とし込み実施することで効果を図っている。
・自己評価を踏まえ、評価委員には各評価項目に対するコメント（講評）を求めている。委員には評価に対し
点数化（４点満点）をお願いし、平均点の記載などわかりやすくした。今後は教育課程編成委員会同様、業
界関係者も委員として参画してもらうべく検討する。
・自己評価報告書の内容を充分に評価いただくために、５月中に各委員宛に郵送し、６月末日までに回収。委
員別の評価内容を事務局で整理・編集し、評価委員会当日に配布。これをたたき台として評価委員会で協議
し、協議結果を担当事務局がまとめて報告書を作成するように工夫を重ねた。

 第７分野─服飾・家政関係 
・本学を深く理解していただくために、授業・就職・学校運営上結びつきの強い関係先より委員を選任した。
学校関係者評価のベースとなる自己点検・評価は膨大な量となるため、委員が読み解きやすいように表現や
書式等を工夫した。
・具体的な意見をいただくために、学校行事や授業作品の成果発表等の視察の機会を作っている。
・様々な視点で意見をいただけるように、業界関係者、保護者、卒業生の方々より委員を選出した。
・意見が固定化しないように委員の入れ替え等を行っている。
・委員の選出を偏りなく行う。改善意見に対しては、学校運営に反映し対応策を公表する。�

 第８分野─文化・教養関係 
・学校が直接的な業務を行っていない項目に関して、担当部門より事前の聞き取りをするなど連携をとってい
る。閲覧したときにわかりやすいよう、使用する名称や表現方法を学内で統一している。
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調査６　情報公開・自己点検自己評価・学校関係者評価の実施に関する調査

・企業、医療、福祉、地元地域、卒業生等、幅広い領域より委員を選任している。
・「学生が公園へ出向き、飼い主様と交流を持つことが社会貢献につながる」といった提言を基に、実際に公
園で学生による飼い主への声掛けと、犬のしつけに関するアドバイスを行った。また、公益財団法人東京都
公園協会と連携し、地元の都立白髭公園において「犬のしつけ方教室」を実施。教員、学生共に地域住民と
の交流を図ることにより、社会経験につなげることができた。好評につき継続的に実施する予定である。
・業界関係者や高校関係者などをバランスよく委員に選任し、様々な意見をいただけるように工夫した。
・学校関係者評価委員会は、教育活動や学校運営などについて委員に詳細説明を行ったうえで、意見や助言を
いただいている。また、委員からいただいた意見・助言等については、できるだけ学校運営に取り入れて実
施するよう取り組んでいる。
・自己点検評価委員会との関連や、学校関係者評価委員が実施する内容を理解しやすいようにスケジュールを
立てて説明した。
・委員の選任は、採用実績があるマスコミ系企業の方や、放送業界関連で働く卒業生、エンターテイメント系
の学部で教鞭をとる大学教授など、学校の専門分野と密接な関係があり忌憚のない意見をいただける方に依
頼をしている。そのことにより活発な意見交換が可能となっている。会議で上がった意見は真摯に受け止め、
重要な項目（カリキュラム構成、機材購入、学生対応など）から順次改善に取り組んでいる。
・文部科学省による「専修学校における学校評価ガイドライン」に沿って委員を人選し、任期２年を目途に見
直している。
・委員の選任に関しては、学園内の関連部署とも連携し適任者を選定した。委員会の内容を職員会議等で情報
共有し、次年度に向けての改善案、対策を検討している。
・委員の選任に関しては、業界関係、地域関係、卒業生、有識者と幅広い人員構成になるよう努めた。改善意
見に関しては速やかに実行に移した。次回の委員会で結果についての報告を行うなど、活発な意見が出るよ
うな環境づくりに配慮した。
・幅広く委員を人選し、様々な角度からの意見や要望を聞くようにしている。また、自己評価報告から抜粋し
た項目について、すべての委員会から意見を求めている。
・関連分野の業界関係者及び卒業生、地域に根差した関連企業と共に学校関係者評価委員会を設置して、教育
目標や教育について評価し、その評価結果を次年度の教育活動および学校運営の改善の参考にする。学校関
係者評価は、「専修学校における学校評価ガイドライン」の評価項目を使用して実施した自己点検・自己評
価の結果を基に「実施することを基本方針」とする。また評価結果は学校のホームページで公表し、委員会
で得られた意見については速やかに集約し、各業務担当者にフィードバックすることで、学校運営の改善に
生かすものとする。

 各種学校 
・学校内の状況がわかっている委員と、そうではない委員を同数程度選任。
・現時点での問題解決や評価にとどまらず、常に将来に向けたビジョンを踏まえた対応を行っている。
・保護者全員に評価依頼を実施している。
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