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地方公共団体など 関谷 誠 芦別商工会議所 専務理事 

実務に関する企業 林 秀樹 空知交通（株）代表取締役社長 

卒業生 西田 良史 （有）カーショップ・ニシダ 代表 

保護者 松田 友和 会社員 

学校関係者 

酒井 啓資 北日本自動車大学校 校長 

斉藤 敏幸 北日本自動車大学校 教頭 

蝦名 慶一 北日本自動車大学校 教務課長 

黒田 真司 北日本自動車大学校 整備課長 

 

〇 学校関係者評価について 

１．専門学校北日本自動車大学校自己評価報告書に基づき、教職員の意見聴取および学校施設 

等の視察を行う 

２．学校が設定した評価項目の達成及び取り組み状況を点検する 

３．自己評価をもとに、その内容において分析・考察を行う 

４．今後の課題と改善策を示し、教育活動・学校運営の質向上に役立てる。 

 

 

〇 学校自己評価実施要項 

１． 学校自己評価確認事項 

（Ⅰ）教育理念・教育目標 

（Ⅱ）学校運営 

（Ⅲ）教育活動 

（Ⅳ）学修成果 

（Ⅴ）学生支援 

（Ⅵ）教育環境 

（Ⅶ）学生募集 

（Ⅷ）財務 

（Ⅸ）法令等の遵守 

 

 

 

 



 

 

（１）教育理念と教育目標 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・学校の理念・目標・育成人材像は定められているか 

  （専門分野の特性が明確になっているか） 
４・３・２・１ 

・学校における職業教育の特色は何か ４・３・２・１ 

・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか ４・３・２・１ 

・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等

に周知されているか 
４・３・２・１ 

・各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界ニーズに 

向けて方向づけられているか 
４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 学生・保護者に対する学校の教育理念の周知 

2. 自動車業界のニーズを考慮しながら、教育目標を改善 

    

②  改善策 

1. ホームページや SNSを活用した本学の教育への取り組みを周知する。また入学式

後やガイダンスにおいて、教育理念を知らせる。 

2. 企業の採用担当者との面談で、業界が求めている社員のニーズを聞き取り 

今後の教育に反映していく。 

 

 

（２）学校運営 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・目的等に沿った運営方針が策定されているか ４・３・２・１ 

・運営方針に沿った事業計画が策定されているか ４・３・２・１ 

・運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、 

 有効に機能しているか 
４・３・２・１ 

・人事、給与に関する規則等は整備されているか ４・３・２・１ 

・教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか ４・３・２・１ 

・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 ４・３・２・１ 

・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか ４・３・２・１ 

・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 ４・３・２・１ 

 

①   課題 

1. 学校運営に関し、教職員同志が相互理解を深める必要がある。 

 

②  改善策 

1. 教職員全員が学校運営に関心を持ち、積極的に参加できるよう、財政基盤等の理解を

深めるとともに対話の機会を増やしていく。 

 

 



 

 

 

（３）教育活動 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・教育理念等に沿った教育目標の編成、実施方針等が策定されているか ４・３・２・１ 

・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に 

 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 
４・３・２・１ 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ４・３・２・１ 

・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・開発などが実施されているか 
４・３・２・１ 

・関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュ

ラムの作成・見直し等が行われているか 
４・３・２・１ 

・関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシッ

プ、実技、実習等）が体系的に位置づけられているか 
４・３・２・１ 

・授業評価の実施・評価体制はあるか ４・３・２・１ 

・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか ４・３・２・１ 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか ４・３・２・１ 

・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中で体系的な位置づけ

はあるか 
４・３・２・１ 

・人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員 

 を確保しているか 
４・３・２・１ 

・関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務 

 含む）を確保するなどマネジメントが行われているか 
４・３・２・１ 

・関連分野における先進的な知識・技能等を修得するための研修や職員 

 の指導力育成など資質向上のための取組が行われているか 
４・３・２・１ 

・職員の能力開発のための研修等が行われているか ４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 1 級自動車整備士資格保有者の教員不足 

2. 新型車両教材の不足 

3. 学修意欲アンケート、授業習得アンケートによる学生の不満 

 

②  改善策 

1. 技術能力向上のための研修など、参加を促していく。 

2. 常勤教員の資格取得を促していく。 

3. 先進技術の習得に適した新型の車両教材を購入に努力する 

4. 今後も教職員の資質向上の研修（職業実践専門課程）も参加を続ける。 

5. 今後も授業アンケート、学習意欲アンケートを続けていき、授業に反映する。 

 

 

 

 

 

 



 

（４）学修成果 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・就職率の向上が図られているか ４・３・２・１ 

・資格取得率の向上が図られているか ４・３・２・１ 

・退学率の低減が図られているか ４・３・２・１ 

・卒業生・在校生の社会的な活躍および評価を把握しているか ４・３・２・１ 

・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動に改善に活用 

 されているか 
４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 中途退学者への対応 

2. 卒業後の学生の情報不足 

 

②  改善策 

1. 学生たちが「この学校で学んでよかった」という思いを持てているかを検証

する。 

2. 中途退学者は、入学前や家庭環境について状況を把握する 

3. 公的な学費支援制度、経済的負担の軽減 

4. 学習面や、生活面での悩みを検証しカウンセリングしながら改善に努める 

5. 資格取得率は全体的に良いが、波もあり一定でないため、学習サポート体制

を強化する。 

 

（５）学生支援 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか ４・３・２・１ 

・学生相談に関する体制は整備されているか ４・３・２・１ 

・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか ４・３・２・１ 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか ４・３・２・１ 

・課外活動に対する支援体制は整備されているか ４・３・２・１ 

・学生の生活環境への支援は行われているか ４・３・２・１ 

・保護者と適切に連携しているか ４・３・２・１ 

・卒業生への支援体制はあるか ４・３・２・１ 

・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか ４・３・２・１ 

・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が

行われているか 
４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. コロナ禍による経済的負担が大きく、支援が不足している。 

2. 様々な家庭状況を把握しきれていない。 

3. 学生個人個人の健康管理状況を把握されていない。 

4. 卒業生への支援状況の情報不足 



②  改善策 

1. 経済的負担を軽減するための、諸経費納入制度を見直す。 

2. 個人カウンセリングを実施しながら家庭状況を検証する。 

3. コロナ禍のなか、感染者を出さないために健康チェックシートを書いて管理する。 

4. 学生の生活環境支援として、進路、就職に関することだけでなく、広くコミュニケ

ーションをとりながら様々な面でサポート体制を築く。 

 

（６）教育環境 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されている  

 か 
４・３・２・１ 

・学内外の実習施設、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 
４・３・２・１ 

・防災に対する体制は整備されているか ４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 特に問題点は見つからないが、今後も検証が必要 

 

②  改善策 

1. 教員の意見を反映させて、教育現場に必要な工具・機器を導入する。 

2. 学生たちの教材や施設に対する不満などもコミュニケーションをとりながら要求し

ているものを見いだす。 

 

 

（７）学生の受け入れ授業 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・学生募集活動は、適正に行われているか ４・３・２・１ 

・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 ４・３・２・１ 

・学納金は妥当なものとなっているか ４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. コロナ禍で学校訪問、相談会、ガイダンスが自粛されて学校の PR 不足 

2. 業界のニーズ、社会的責任などが周知されていない。 

 

②  改善策 

1. 学生募集体制を強化しながら、刷新されたパンフレットや募集要項などを配布しな

がら学校 PR を進める。 

2. 学費の納入方法、公的奨学金などの情報を学生や保護者のみならず、高校の進路指導

教諭に周知に努める。 

3. 就職状況、資格取得状況、卒業生の活躍など情報提供に努める。 

 

 

 

 

 

 



（８）財務 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか ４・３・２・１ 

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ４・３・２・１ 

・財務について会計監査が適正に行われているか ４・３・２・１ 

・財務情報公開の体制整備はできているか ４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 国内や北海道の少子化傾向がすすんでおり、１８歳人口の減少で各学校の学生募集

が厳しい。 

 

②  改善策 

1. 安定した財務基盤となるためには、学生数の確保が重要である。そのためには 

北海道内に限らず、道外にも募集活動を展開する必要がある。 

2. 社会、業界のニーズを調査し、既存の学科のリニューアルや、カリキュラムの見直し

を検討する。 

 

 

（９）法令等の遵守 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか ４・３・２・１ 

・個人情報に対し、その保護のための対策がとられているか ４・３・２・１ 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ４・３・２・１ 

・自己評価結果を公開しているか ４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 自己評価の取り組み、改善が不明確 

 

 

②  改善策 

1. 教員の授業評価アンケートの実施、見直し、改善が必要。 

2. 学校側も学生生活調査アンケートを実施し、改善方法を見いだす。 

3. 学校教育法や専修学校設置基準の改正等に沿って、学校運営の実態を確認して 

教職員、学生等にその趣旨の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１０）社会貢献・地域貢献 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・学校の教育資源や施設を活用した社計貢献・地域貢献を行っているか ４・３・２・１ 

・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか ４・３・２・１ 

・地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む）の受託等 

 を積極的に実施しているか 
４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 学校の施設を使った小中学校卒業イベント実施 

2. 災害時、芦別警察署代替施設利用協定締結 

3. 近隣高等学校と、高大教育連携協定締結 

以上から特に課題はないと思われる。 

②  改善策 

1. 今後も学校の施設を利用できるよう周知活動を強化する。 

 

 

（１１）国際交流 

 

評価項目 
適切･･･4  ほぼ適切･･･3 

やや不適切･･･2 不適切･･･1 

・留学生の受け入れ・派遣について戦略を持って行っているか ４・３・２・１ 

・留学生の受け入れ・派遣、在籍管理等において適切な手続き等がとら

れているか 
４・３・２・１ 

・留学生の学習・生活指導等について学内に適切な体制が整備されてい 

るか 
４・３・２・１ 

・学習成果が国内外で評価される取り組みを行っているか ４・３・２・１ 

 

①  課題 

1. 留学生を積極的に入学させていない。 

2. 留学生の情報入手が困難 

 

②  改善策 

1. 日本語学校への調査を強化 

2. 留学生向けのパンフレットの作成・配布 

3. 留学生向けの学校施設の改善 

 

 

 

 


