
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　485校
・回答数　　　　315校（64.9％）

　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

公開している情報に変更が生じた都度更新

定期的に更新

ほとんど更新していない

78

11

8

0 50 100 150 200 250 校

６-④　情報の更新頻度（複数回答あり）

232

90

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

108

87

241

9

16

19

６-③　情報開示の公開方法 ( 複数回答）

行っている

81.4％

14.0％

これから
行う予定

６-①　情報公開について

無回答 4.7％

（54校）

（315校）

（18校）

６-①　情報公開について

限定せず

87.0％

8.3％
学校関係者
のみ

６-②　情報公開の範囲

その他 3.8％ 無回答 1.0％

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（複数回答あり）

68.5％

把握して
いない

18.3％

1.8％

いなかった

いた

６-⑤　令和元年度中の情報開示書類の閲覧希望者

11.4％

無回答

６-⑤　令和元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 50 100 150 200校

82

23

176

73

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

217

78

9

12

7

６-⑧　自己点検自己評価の公開方法（複数回答）

36

0 50 100 150 200 250 校

76.5％

16.3％

7.2％

すでに取り組んで
いる

無回答

まだ対応して
いない

６-⑥　自己点検自己評価の取り組み

（296校）

（63校）

（28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（複数回答）

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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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

11

0 200 400 600 800 1000人

関係団体

業界関係者

地域関係者

有識者

その他

860

123

67

73

他の専修学校関係者

卒業生

保護者

高等学校関係者

304

402

103

18

72

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 20 40 60 80 100校

99

35

６-⑫　周知方法について（複数回答）

77

54

31

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

13

136

0 50 100 150校

６-⑬　改善について（複数回答）

105

51.4％
39.0％

9.6％

すでに
実施
している

無回答

まだ対応
していない

６-⑨　学校関係者評価の取り組み

（37校）

（199校）
（151校）

6-⑨　学校関係者評価の取り組み

57.0％34.0％

1.5％

年に１回年に２回

３回 6.5％
無回答

0.5％４回
0.5％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】

183令和２年度 専修学校各種学校調査統計資料



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

16

137

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）

55

0 50 100 150 200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

173

9

8

2

公表していない 16

６-⑮　報告の公表方法（複数回答）

38

0 40 80 120 160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

140

83

5

5効果が見えなかった

154

６-⑯　学校関係者評価の効果について（複数回答）

130

78

当面受ける
予定はない

65.4％

10.6％

未回答

13.4％ 受ける準備
をしている

10.6％

すでに実施した

実施予定年度

令和元年度

２年度

３年度

４年度

５年度

12校

7校

5校

６-⑰　第三者評価の取り組みについて

（41校）

（41校）

（253校）

（52校）

2校

2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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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

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校

10

145

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）

71

35

23

学校関係者評価の実施にあたり、工夫している点等（抜粋）

 第１・２分野─工業・農業関係 
・現場や保護者の声となるので、可能なものから早期に取り掛かるようにしている。
・委員の選任は採用実績があるマスコミ系企業の方や、現在も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
に依頼している。その事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みを行っている。
・更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
から厳しい意見も挙げられ、教育環境並びにカリキュラムの改善等の参考となっている。
・より多種多様な意見を求めるために、専門家を選任した。
・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に自己評価報告書をホームページにアップし、事前
に閲覧していただくよう案内している。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。
・「社会にとって必要な人材を育成」のため、若手社員の指導、また専門学校や企業への技術講師、コンサル
タント等で活躍をしている業界関係者を委員として選任した。
・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・改善点を元に次年度の運営計画書を策定し、全学的に改善に努めている。
・業界関係者委員の選任については定期的な改選に努めている。委員会においてまとめられた改善意見につい
ては各部署に諮り、翌年度の教育運営で反映に努めている。�

 第３分野─医療関係 
・教育に関する有識者を導入し、教育に関するアドバイスをいただけた。
・委員会候補者の選任までの意思確認及び実際の評価についての連携が難しく、評価内容に関する補足説明資
料が十分に準備できなかった。→改善意見があり今後は準備する。
・学校法人含め、実践的な教育の質を確保するため、教育活動の観察や意見交換が十分にできるメンバーを選
出した。
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・診療放射線技師の業務に精通している有識者、学生の意見を吸収できる保護者を委員に指名し、本校の問題
点を率直に発言してもらった。
・業界関係者の委員については、設置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、議論を行った上で事業計画や教育方針に反映している。
・前年度、自己点検評価報告書をもとに話し合いが行われた。指摘事項に関し、真摯に取り組み改善を図るよ
うに対処した。
・学校運営について、業界について、建設的な意見交換の場になるよう努めている。
・評価委員会は、自己点検・評価結果の客観性を高め、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。新型コロナウィルスの影響もあり安全面からオ
ンラインでの委員会参加が可能なように環境を工夫した。
・前年度評価が低かった内容について強化を図った。各教員が学会に参加した。他校の授業見学や意見交換に
参加した。
・学力向上や入学定員改善などについても広く意見を求めた。
・忌憚のない意見、多数の意見が集積できるように教職員に働きかけた。
・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、特に意見を頂いたテーマを用意し、有意義なディスカッ
ションができるように工夫した。
・実効性のある評価を行うために、本校の内情を熟知する附属病院勤務の卒業生を委員に選出。また、本校の
理解を深めていただくために、専任教員による説明、情報提供を随時行っている。
・学校関係者評価委員の選任は、本校が医療関係分野の養成校のため、医療業界全体について詳しい人を選任
している。学校関係者評価委員による意見などについては、自己評価委員会で改善案などを策定し、次回の
学校関係者評価で報告するよう心掛けている。
・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頂いた。次回の学校関係者評価にてその意見に対しての改善対策と進捗
を報告する形でPDCAを回し、よりよい学校経営にするように改善を重ねている。
・評価内容について意見交換したものを、自己点検自己評価内で重要点として取り組んだ。
・学校関係者評価の実施元年であることから、当校の学校運営及び教育活動を一定程度把握している本校の元
教員（地域関係者）、及び卒業生（業界関係者）を中心に委員を選任した。
・学校関係者の中でもなるべく多方面の意見を聞けるような人選を行った。評価委員会終了後、幹部職員を交
えた意見交換を行い、委員の意見を業務になるべく早く反映させるようにした。
・委員は、歯科医療業界の現状に詳しく、実際に業務に従事している歯科医師と本校の卒業生の歯科衛生士に
お願いし、保護者については３年生の保護者にお願いした。改善についての具体的な方策は頂けなかったが、
現時点での取り組みをご理解いただけ、ご支援をいただいた。

 第４分野─衛生関係 
・専門学校に求められている教育について、真摯な意見をいただけるよう、業界関係者と高等学校関係者を多
く配置している。いただいた指摘事項を教職員で共有し、問題意識を持って改善に取り組んでいる。
・外食産業の動向、将来の展望などから学校教育に反映できるよう、また、高校生の現状から信頼される職業
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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

教育の実践を図れるように、時代に求められる人材育成を実現できる学校教育を目指し構成委員の選任を
図っている。
・関係者に対しては、学校のことをよく知ってもらい、提案のしやすい環境を作ると共に、学校内部の職員の
意見も参考にした上で、会議に臨んでいる。
・本年度より卒業生を輩出したため、在学中の状況などについて意見をいただき、今後の学校体制に役立てる
ようにした。
・学校関係者評価委員では、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分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。
・様々な団体、業界関係者、学校などの方から幅広い意見を頂くようにしている。
・学校関係者評価の開催にあたり、自己点検・自己評価表を開催月の数か月前に外部委員に配布し、質疑応答
の時間の効率化を図る。
・委員会開催前に議事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
めおさえた上で委員会に参加していただいている。結果として、前段の説明については要点のみ伝えるだけ
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。
・前回の委員会からの変更点や、どのように委員の意見を反映させて学校運営をしているかを必ず報告するこ
とで、年１回の会議ではあるが前回からの関連性を大事にした運営をしている。
・これから入学（進学）を考える高校生の状況、実際に当校で学んだ卒業生、当校で学んだ学生を採用する企
業と、学生が辿るそれぞれの状況を熟知した方の意見を頂けるような選任を行った。
・姉妹校（４校）で同時開催し、他校の取り組みを共有している。開催後には委員会参加者の方へアンケート
を実施し、より効果的な委員会の開催を策定している。事前に各校の自己評価報告書や基づく資料を委員の
先生に確認いただき、委員会の質の向上に努めている。
・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。
・自己評価結果をはじめ各種資料の検証や学校の諸活動の観察などを通じて、今後の改善方法について評価する。

 第５分野─教育・社会福祉関係 
・同じメンバーが固定化しないように数名の新任者を加えている。
・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など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。
・委員には日本語学校の関係者にもご就任いただき、留学生の観点でも改善意見等いただいている。また、改
善方法についても具体的に伺い、その後の学内会議にて共有し、速やかに反映できるような体制を整えている。
・年２回の学校関係者評価委員会を確実に行い、結果を学校運営に活かすことを目的に、業界関係者を中心に、
主に学校運営や実習、実力のある保育者養成のための授業の在り方などについて意見を仰ぎ、反映している。
・退学率が課題でもあったため、高校分野の人選を行い、進路指導状況や高校生の状況を把握した。社会で主
体的に活躍ができる人材を育成するため、養成校として必要な指導観点について助言いただいた。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。コロナ禍における保育現場の状況を把握した。
・理念等を実現するための具体的な目標・計画を定めるべきとの改善意見に対して、今年度、本校のビジョン
2025を策定し、全教職員で共有を行った。入学説明会の内容はニーズに応じて再考が必要との改善意見に対
して、コロナ等の影響もあるため、来校型に加え遠隔開催の説明会を並行して進める事にした。
・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。
・企業関係者や卒業生等学校外の委員５名からなる学校関係者評価委員会を設置し、「専修学校における学校
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評価ガイドライン」に基づき自己評価の評価結果について評価を行い、自己評価結果の客観性・透明性を高
めることを目的とする。結果は報告書にまとめ、教職員等で共有することにより教育活動や学校運営の改善
に活かす。
・業界の動向や傾向をヒアリングし、現場が求める人材が育成できるよう工夫している。実務者も同席し、課
題はすぐに改善できるようにしている。
・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・福祉系の
養成校に適切なアドバイスを下さる方々で構成されている。会議でいただいた意見は学校運営に活かすよう
努めている。

 第６分野─商業実務関係 
・業界関係者の選任に際し、同業界でも業態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専任）。提示された改善案については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。
・自己評価報告書の内容を十分に評価していただくために、５月中に各委員宛に郵送し６月末日までに回収、
評価内容を整理、編集し委員会当日に配布。当日委員会で協議、結果を報告書に作成している。
・開校後、初めての就職指導が始まったため、就職求人の開拓につながる委員の人選や、委員からの企業情報
の収集を行った。
・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。
・委員の選任については、理事及び評議員からの意見を聴取した上で総合的に判断を行った。委員からの疑問
や改善の提案等については、業界の生の声として重く受け止めるべき内容が多く、教育内容の見直しに役立
てることができた。
・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
ていくことが出来るように、忌憚のないご意見を頂ける方々を選んでいる。
・評価の内容を学校実態に則したものにするように検討した。今後、有識者、高等学校関係者、地域関係者も
構成委員に加えられるよう検討する。
・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。委員には各項目に対
し点数化（４点満点）をお願いし、平均点を記載するなど分かりやすくした。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。

 第７分野─服飾・家政関係 
・改善意見等の具体的な意見を頂くために、学校行事や授業作品の成果発表等の視察の機会を作り、個別にご
意見を伺う場も設けている。
・業界関係者以外の委員（有識者・卒業生・保護者）の意見を、どう評価表に反映するのかなど、業界関係者
との意見の相違点をまとめる工夫が必要だった。
・現在の職責だけでなく委員のキャリアも考慮した上で、学校の改善に建設的な意見を言って下さる委員を選
任した。改善意見は翌年の自己点検の委員会や各会議で取り上げるようにしている。
・委員の選任には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・評価は膨大な分量となるため、委員が読み解きやすいよ
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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

うに、表現や書式などを工夫した。
・委員会からの意見・助言を常勤職員だけでなく、非常勤講師にも反映して頂くよう、改善活動に取り組んでいる。

 第８分野─文化・教養関係 
・委員の選任については様々な業界から、社会的責任のある良識を備えた方を選ぶように配慮した。また、参
加された委員から各業界の立場において前向きな改善意見などを頂き、今後の運営に大いに参考となった。
・本学にとって様々なステークホルダーからバランス良く選任した。また、予定されていた委員会について、
感染防止の観点から対面を中止し、郵送による評価集計を行った。
・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。
・委員の選任に関しては、学園内の関連部署とともに連携し適任者を選定した。改善意見などの対応は、委員
会の内容を職員会議などで情報共有し、次年度に向けての改善案、対策を検討している。
・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年を目処に見
直している。
・社会的地位があり、世論を重視できる委員を選択。適切に行われるように積極的な意見交換を実施。そのた
め、必要な情報公開を徹底した。
・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ている。
・学校関係者評価は、美術、および美術教育に精通した方々を委員として選任し、現状における課題について
助言を得る貴重な機会としても位置づけ、必要な改善、学校運営や教育実践力等の向上に役立てることとする。
・企業関係者、有識者の選任。今後は選任区分を増やし、自己評価を基に外部の方の意見を学校運営や教育活
動の改善向上につなげる。
・職業実践専門課程への申請を視野に入れて選任した。意見については評議員会、理事会で共有し、改善を図っ
ていく。
・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
・閲覧したときに分かりやすいよう、使用する名称や表現方法を学内で統一している。
・グループ校の各担当者が、お互いの学校の報告書をチェックしあっている。
・長く委員をしていただけるよう人選に気を配り、比較的長い期間をじっくり見て評価していただけるように
した。
・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とする。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すみやかに集約し、各業務担当者にフィードバックすることで、学校運営の改善に活
かしている。

 各種学校 
・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。
・１回目の調査にて学校転出予定等を確認、２回目の調査にて学校評価を実施。
・特定の立場に偏らない委員を選任。
・保護者全員に評価依頼を実施している。
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