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令和 4年 6月 

学校関係者評価報告書 

学校法人 名古屋大原学園    

大原法律公務員専門学校浜松校  

学校関係者評価委員会      

 

令和 4 年 3 月に実施しました、自己点検・自己評価の結果をもとに、学校関係者評価の実施を行い

ました。「（１）教育理念・目標」以下 10項目にわたり、学内で評価された問題点とその改善のための

方策並びに両者に関する関係者からの評価と助言を掲載します。 

なお、関係者からの評価と助言を踏まえ、改善のための方策を順次実施しています。 

 

（１）教育理念・目標 

①課題 

評価項目の全てが「適切」「ほぼ適切」であり、①②③⑤が高い評価となっている。令和 3 年度に引き続き

「やや不適切」の評価がなく、好ましい状態にある。これは学校の理念や特徴が確立され、学校の職業教育

が明確になっていることの現れである。また業界ニーズの把握等に取り組んできたことも、結果に繋がって

いる。 

④についてのみ、適切に比して「ほぼ適切」の数が多かった。令和 3 年度も、令和 2 年度に続いて新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により、リモートによる授業、分散登校等を行わざるを得ず、教職員の立場と

して学生・保護者等への周知、伝達が難しかったことが推測される。 

学園の理念・目標を明確にするとともに、コロナ禍等の社会状況においても、学生・保護者等、また社会

全般に向けて積極的に発信していく必要がある。 

 

②今後の改善方策 

学校の理念・目的・育成人材像を明確にすることにより、学生・保護者等への周知が図られ、また広く社会

に学園の教育内容が理解されていく。当学科の目標とする業界人像を以下のように定義するとともに、令和 4

年度においても全教職員がこの業界人像を学生に浸透させていく。 

【目指す業界人像】 

 親切心をもって国民・市民に接し、社会に広く奉仕貢献することのできる公務員。 

【学生から引き出す能力】 

１）公務員試験に合格するための専門能力及び一般教養能力 

２）公務員として社会の中で活躍できる能力 

 a.自己管理力、b.協調行動力、c.ＩＴ活用力、d.海外行動力 

毎日のホームルームを活用した担任教員による朝礼時の啓蒙、授業担当教員による授業内での啓蒙、校長に

よる講演などの場を利用して、学生への意識浸透を図っていく。 

これら学校側の取組みについては、学生だけでなく保護者や官公庁、また入学希望者や高等学校に対しても、

学校案内書、ウェブサイトなどを通して積極的に広報していく。学校説明会、体験入学会、保護者説明会等、

入学生に向けた行事においては、校長が先頭に立ちつつ、全教員が告知・広報していく。 

これまでも当学科学生の保護者を対象に「保護者のための就職ガイダンス」を開催している。この場におい

て、学校が行っている教育への理解を求めるとともに、学生の大半が就職する官公庁の求めている人物像を示

してきた。  

また、民法改正により、在籍する学生は全て成人となるが、多くが父母等の庇護下に生活をしていることか

ら、引き続き保護者等に対しても当校の教育理念、目的等を十分に伝えていきたい。 

コロナ禍の状況が長期化している。対面等による告知が行い得ない場合は、リモート会議システム、映像によ

る配信等、効果的な手法を用いて情報発信していく。 



大原法律公務員専門学校浜松校 

- 2 - 

 

 

③特記事項 

学校法人名古屋大原学園では、毎年度、事業計画書を作成する中で、以下 2 点を学園全体の教育目標として

明確に掲げている。 

①早期大人化教育：精神的経済的な独立意識と社会やクラスの形成者意識の養成 

②学科の専門教育：資格試験や公務員試験に合格する能力と就職に必要な能力の養成 

学園はこの 2つの教育目標に基づき学園独自の教育プログラムの実践を通じて、国民に期待される人物とし

て育てることを教育方針として定めており、当校もこの目標に従って教育を行っている。 

教職員は、定期的に事業計画書に掲げられた基本運営方針・教育目標を確認するとともに、各学科・各学年

の実施項目の状況を把握している。これにより、学校の理念や目的、学科の教育目標、育成人材像は全教職員

に浸透している。 

また、学生の大多数が公務員として官公庁への就職を目指していくなかで、官公庁人事担当者との接点は欠

かせない。毎年 5～10 カ所程度の官公庁から人事担当者を招いて官公庁業務説明会、採用説明会を開催し、官

公庁が求めている人物像を学生に理解させている。また教職員も、各官公庁の求めている人物像に近づけるべ

く、日常的な教育、学生指導に取り組んでいる。 

令和 3年度もコロナ禍の影響を受け、首都圏・関西圏等の官公庁からは、来校が困難として開催できなかっ

たが、一方で、官公庁の協力を得て、リモート会議システムの利用により開催したところもある。今後も、状

況に応じて実施形態を検討し、極力開催するようにしたい。 

 

【関係者評価】 

事業計画書において、事業計画とその実行のための組織図が掲げられ、事業目標も明確化されているとの報

告があり、学校運営が組織的に、かつ適切に行われていると評価した。学校の理念・目的・育成人材像や各学

科の教育目標、育成人材像は明確に示されている。自己点検・自己評価総括表の評価数値も向上が認められる。 

「④学校の理念・目的・育成人材・特色・将来構想等が学生・保護者等に周知されているか」についてのみ、

「適切」に比して「ほぼ適切」の数が多かった。令和3年度も、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

リモートによる授業、分散登校等を行わざるを得ず、教職員の立場として学生・保護者等への周知、伝達が難

しかったとの報告があった。やむを得ないことと判断する。 

この状況下においても、平年通り、官公庁業務説明会を開催し、対面での実施が難しい場合にはリモート会

議システム等の利用により実施したとの報告があった。高く評価したい。官公庁人事担当者との接点は、教育

理念の発信に欠かせないことであるので、今後も状況に応じて実施形態を検討し、極力開催してほしい。 
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（２）学校運営 

①課題 

評価項目の殆どが「適切」「ほぼ適切」となっている。教職員が、自信を持って学校運営をしている証左

である。また、（1）と同様に、「適切」の評価が多数であり、学校運営全般についても計画や規程、組織が

整備されていることに十分な理解が得られている。 

「④人事、給与に関する規程等は整備されているか」については、平成31年4月1日付で就業規則をはじめ

とする学園諸規則集が改定されている。教職員の長期雇用に向けての給与体系が確立し、また手続書類の様

式が明示される等、合理的なものであり、教職員にとっても安心できる内容となった。 

昨年に引き続き、「ほぼ適切」が増えている点は、コロナ禍が学校運営に与える影響への危惧、またオン

ラインによる授業や分散登校等、多様な授業形態を駆使して運営せざるを得ない実態から、教職員の業務負

担が増大していることが考えられる。学校として、適時適切に就業規則を見直し、教職員の生活の保障、安

心を提供していくこと、また業務負担の削減に向けて取り組んでいかなければならない。 

⑧については、昨年に引き続き、唯一「やや不適切」が付いた。令和 2 年度に課題となった就職管理シス

テムについては大原グループ本部が就職管理システムを一新したことにより、負担の減少が認められている。

一方で、日常的な業務管理の必要性が高まったことで、教職員の作業負担が増えているとの意見が出されて

いる。 

 

②今後の改善方策 

⑧に「やや不適切」が１点見受けられた点について、改善策をまとめた。 

・教育ニーズおよびコロナ禍に対応した教育課程表の編成 

・シラバスの構成および内容の更新 

・授業計画表の作成と授業把握の適切化・効率化 

これらにより、現実的に必要性の高い教育内容に特化させ、作業効率を高め、教職員の負担を軽減していき

たい。 

情報システムについては、コロナ禍の影響によりリモートによる授業等、自宅等にいる学生とのやりとりが

一般的となった。従来の「対面・書面」による報告・入力から、より効率的なシステムを更新していくことが

必要である。就職サポート室、情報システム室とともに、改善を図っていきたい。 

 

③特記事項 

事業計画書に当校の月次実施項目が具体的に規定されており、教育目標および具体的な教育内容は、教員に

十分理解されている。また同計画書には各項目の実行責任者と学園全体組織図が明示されており、指示命令系

統、意思決定方法および全体の組織運営は明らかである。 

理事会・評議員会は適時適切に開催され、学校運営状況が随時報告されている。また議事録は適切に作成・

管理されている。就業規則をはじめとする学園諸規程も作成されており、関係法令の改正に伴いその都度改定

を行っている。消防計画、地震防災応急計画は整備され、教職員の役割分担が明示されている。 

教育活動等に関する情報公開については、学校案内書やホームページを通して行われている。関係業界や地

域社会、入学希望者やその保護者に向けて最新情報を発信し続けており、また財務情報、自己点検評価、学校

関係者評価についても、ホームページ上で適切に公開をしている。 

財務情報については「財産目録等の閲覧について」の規程を整備しており、いつでも財産目録、貸借対照表、

資金収支計算書、事業活動収支計算書及び監査報告書の閲覧が出来る。今後とも、対外的に積極的な情報公開

をしていきたい。 
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【関係者評価】 

評価項目の殆どが「適切」「ほぼ適切」となっている。大きな問題点は感じない。 

昨年に続き「ほぼ適切」が増えている点が認められる。コロナ禍が学校運営に与える影響への危惧、またオ

ンラインによる授業や分散登校等、多様な授業形態を駆使して運営せざるを得ないとの報告があった。教職員

の過重な業務負担が社会的に注目されている。教職員自身のワーク・ライフ・バランスを確保することも考慮

し、学校として、適時適切に就業規則を見直し、教職員の生活の保障、安心の提供、また業務負担の削減に向

けて取り組んでいく必要を感じる。 

⑧については、昨年に引き続き、唯一「やや不適切」が付いた。就職管理システムの更新が進んだ一方、日

常的な業務管理の必要性が高まったことで、教職員の作業負担が増えているとの意見があることが認められた。

業務管理の重要性を認識する一方、合理化・省力化に努めていただき、負担軽減に繋げてほしい。 
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（３）教育活動 

①課題 

項目⑭を除き、「適切」「ほぼ適切」の評価となっている。また「適切」が圧倒的に多く、好ましい教育活

動が行われていることを示している。 

⑭については、入社 3 年目までの新入教員を対象とする新入教職員研修をはじめ、リモート授業の実施に

向けてオンライン会議システム導入に関する研修、ＤＸ（Digital Transformation）教育に向けての映像配

信技術に関する研修が行われてきた。いずれも、教員の能力向上、業務水準の引き上げに役立っている。し

かしながら、コロナ感染拡大の影響により、従前行われていた専門学校教員向けの研修に参加できなくなっ

たこと、また各教員のニーズと指向に合った研修機会が大幅に減少したことが、評価に現れていると感じて

いる。 

③については、昨年 1 件で合った「ほぼ適切」が 4 件に増えていることを認識すべきである。（2）と同様

に、業務管理の必要性から、現行のカリキュラム等に改善すべき点があることを教職員が感じていると認識

している。 

⑤⑥についても、平年一定数が「ほぼ適切」となっている。当校の性格上、入学生のほぼ全員が望んでい

る官公庁への就職を重視せざるを得ず、そのための公務員試験合格に向けて、いわゆる「国･社･数･理･英」

等の一般教養科目の教育が課程の大半を占めている。他の専門学校における教育とくらべ、実務的な内容が

一定量に止まらざるを得ないといえる。 

また、インターンシップについては、一部の官庁では受け入れを行っているものの、対象が現役の大学生、

大学院生に限定されていたり、受け入れ人数がごく少数であったりと、学校として体系的に導入できるもの

とはなっていない。官公庁からの教員確保については、教員の一部に官公庁での勤務経験を有する者がいる

ものの、官公庁との連携による教育の実施、講師派遣の依頼は、行政の特性もあり現状では困難である。今

後も機会をうかがいたい。 

 

 

 

②今後の改善方策 

当校の「2年制公務員科」は平成 28年に文部科学省より職業実践専門課程の認定を受けており、社会のニー

ズに即した実践的なカリキュラムの充実を行っている。 

また以前より、企業等との連携により、学生向けの実習授業および教職員研修が計画的に行われている。主

要教育領域である法律分野について、社会的に活躍する弁護士・司法書士を招き、最先端の内容を享受する機

会を得ている。 

③については、（2）②で詳述したとおり、教育課程表、シラバス、授業計画表の改善により、カリキュラム

の体系化を図っていきたい。 

⑭については、中堅教職員を対象とした「一般財団法人職業教育・キャリア教育財団」が実施する教職員研

修等への参加を目指したい。コロナ禍の状況であり研修そのものの実施が心配される点もあるが、極力その機

会を与えるようにしていきたい。 

 

 

 



大原法律公務員専門学校浜松校 

- 6 - 

 

 

③特記事項 

コロナ禍も2年目となった。当校では平成25年度以降、全学生へのタブレット型端末の配付を開始し、授業

や就職活動での活用推進を図っている。 

令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大がますます増大した。学生の安全確保の観点から、登校できない

期間があったものの、リモート授業を実施することで、十分な教育を提供することができた。 

学校行事については、感染予防の観点から一部実施できなかったものの、教育課程表上の各教科については

通常登校時と同水準で提供ができている。 

今後も、学生の安全確保を十分に意識するとともに、当校での教育成果に期待を寄せて入学する学生に対し

て、適切な教育を提供していきたい。 

 

 

 

【関係者評価】 

項目⑭を除いて「適切」「ほぼ適切」となったこと、「適切」が圧倒的に多いことなど、教育活動における

教職員の取組が高い意識で行われていることは好ましい状況にある。 

新人教職員向けの研修やＤＸ教育推進に向けての映像配信技術を向上させる研修など、意欲的な取組みも評

価できる。コロナ禍により、一部の研修が実施できなかったことはやむを得ないが、状況が好転した際には、

教職員のニーズに応じた研修機会を付与していただきたい。 

インターンシップについては、公務員の特徴から、官公庁の協力が得られにくいことは、やむを得ない。一

方で、社会経験のない若い学生には、人生の進路を決めるための研究、自己分析機会が必要である。インター

ンシップの形式にかかわらず、官公庁業務との接点を増やし、学生の職業観の育成に努めてもらいたい。 
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（４）学修成果 

①課題 

昨年度に引き続き、全項目が「適切」「ほぼ適切」となった。また全項目で「適切」とする評価が最も多く、

望ましい状況を示している。 

③については、コロナ禍の影響から退学者の増加が懸念されたが、今年度も最小限に止まり、またコロナ

禍の影響による退学は全くなかった。文部科学省が実施する「高等教育の修学支援新制度」につき、学校と

して周知に努めていることから、経済的困難を抱える学生に対し、授業料等免除・給付型奨学金制度の利用

が浸透しているためと考えられる。 

①②については、公務員としての就職を目指す当校として重視する要素だが、「適切」の評価が圧倒的に多

い。 

特に、国家公務員税務職については、11 年連続で、静岡県内全合格者の過半数を輩出し続けており、実際

に進路として選ぶ者も多い。また進路決定した学生の多くは、当校内で開講している「日商簿記検定 3 級講

座」を受講し、その約 8 割が同検定試験に合格した。将来的な税務署での勤務に大いに自信を持たせること

ができた。 

令和 3 年度も、公務員試験の実施時期である 9 月に緊急事態宣言が発令されたことによって、一部の学生

は首都圏・関西圏等の官公庁を受験できなかった。家族に医療関係者がおり、感染することが許されない等、

やむを得ない事情によるものだが、学生の将来に大きな影響を与えることでもあるため、コロナ禍の収束を

念願してやまない。 

 

 

 

②今後の改善方策 

①②をさらに向上するため、校内で開催する官公庁採用説明会は、多様な形態で開催している。感染状況の

悪化等により官公庁の担当者が来校できない場合、リモートで説明会を開催することもある。新型コロナウイ

ルス感染症の動向が心配されるが、学生の進路選択の機会を増やすため、また最終合格率の向上させるため、

さらに工夫をしていきたい。 

③については、学生の人生に大きな影響を与え、また学校の安定経営に関わる重要な要素として、教職員も

十分に意識しなければならない。入学前の進路研究段階や入学選考時に、学校教育の特徴と公務員として働く

ことの意義を伝えている。学校教育との整合性を十分に図るとともに、入学後の生活指導、教務指導、保護者

等との連携等、きめ細かい対応が求められる。 

教務体制として、担任、学年主任、統括教員、校長と、相互の協力体制を構築し、問題行動の早期発見、解

決を図っていかなければならない。 

コロナ禍が長引いており、またウクライナ情勢の報道等、暗いニュースが続いている。学生の精神面、心理

面にはきめ細やかに配慮してきたい。また学生本人の父母等、学費支弁者の経済状況の急変等には、日本学生

支援機構奨学金の融資を紹介する等、退学の回避に向けて支援していきたい。 
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③特記事項 

当校の教育方針を決める上での指標として、「卒業生の声」がある。卒業後の卒業生来校時は、担任、学年

主任等、在校中に対応した教員が、卒業生の職場での様子等を聴く機会となっている。彼らの話によると、当

校で行う一般教養教育に加え、ビジネス教育、法律教育いずれもが官公庁の現場で役立っていることが判明し

ている。特に、市役所、学校事務、税務職員等、来客接遇や対人交渉の多い職場ではビジネスマナーが、また

警察官、国家公務員として就職する者については法律教育が、「在学時に学習して役立っている」と評価する

意見が多く寄せられている。 

卒業生が官公庁のリクルーターとして来校することや、採用説明会で講師を務めることもあり、在校生に対

して大いに刺激を与えている。当校としても、官公庁で重責を担い、活躍している卒業生と良好な関係を維持

するとともに、在校生が将来に期待を持つ機会として、卒業生講演を随時行っていきたい。 

 

 

 

【関係者評価】 

公務員最終合格率が向上したこと、また退学者がごく少数にとどまり、「コロナ禍による経済的困難」等を

理由とする退学者が全くいなかったとの報告を受けた。教職員の取組みを高く評価したい。 

コロナ禍は、専門学校、大学等、高等教育機関の「取組水準の高低」を示すことになった。退学者が続出し

ている大学等がある中で、退学者が少数にとどまったことは、リモート授業の丁寧な導入や、その水準の高さ、

タブレット型端末の配付等、学校側の積極的な姿勢が学生・保護者の評価を受けていることを物語っている。 

今後の動向は、簡単には見通せないが、「公務員最終合格率の高さ」「退学率の低さ」は間違いなく専門学

校の評価ポイントとなっている。引き続き、教職員の努力に期待したい。 

 



大原法律公務員専門学校浜松校 

- 9 - 

 

（５）学生支援 

①課題 

「適切」「ほぼ適切」で占められており、昨年に引き続き「やや不適切」「不適切」は見られない。 

③については、全教職員が「適切」と評価している。（4）でも述べたとおり、「高等教育の修学支援新制度」

の適用対象校であることと、学生に対しての周知、利用の推進を行っているためである。その他経済的な支

援については、従来からの日本学生支援機構奨学金も利用できる。家計急変時等、緊急性が高い事案につい

ては、随時相談に応じ、融資申込をするよう指導している。 

①進路、就職支援については、公務員試験受験、官公庁への就職という性格上、クラス担任のみならず、

学年主任、統括教員、校長と、教職員全員で対応していることが奏功している。教職員全員が授業や就職指

導を担当することで現場感覚を忘れないようにするとともに、問題点の共有、スピーディな支援の実施に役

立っているといえる。 

一方で⑤⑥⑧は「ほぼ適切」の割合が高い。⑤については、コロナ禍によって、レクレーション、放課後

のサークル活動が事実上実施できなかったことによる。また⑥も、学生の健康管理、生活支援への意識が高

まった結果である。⑧についても、コロナ禍の状況下で、人的交流機会が制限されていることもあり、県外

に居住する卒業生が来校できなくなったこと、事実上支援する機会が失われたことが大きいと考えている。 

 

 

②今後の改善方策 

引き続き、新型コロナウイルス感染症への対策を優先しなければならない。 

いわゆる変異株、新型株が現れてくる度に、感染者数は大幅に増加している。今後は、一定数の感染者が出

ることを前提としながらも、校内での感染拡大防止、クラスターの発生阻止に重点が移ってきている。 

当校として、感染拡大以降、次の対策を行った。 

①入館制限 

・新型コロナウイルス感染者、同濃厚接触者、検疫強化対象地域帰国者、発熱等風邪症状のある方等に対し、 

入館制限を実施 

 ②学生登校時、南北玄関で教職員による検温を実施 

③清掃、消毒 

・教職員による学生登校前の教室清掃、ドアノブ・机等の消毒 

・南北玄関（学生出入口）、各階フロアへの手指消毒液の設置 

・校内に設置したエアタオル（手指乾燥機）の使用禁止 

④換気 

・開館時における教室・学生ホール・教職員室等での換気扇の使用 

・授業時限途中での窓開放による教室換気の実施 

・学生在校時は、廊下窓を原則として開放 

・学生ホール・教職員室の定期的な換気の実施 

⑤校舎使用制限 

・学生ホール・各階ホールの座席半数を撤去、同ホールでの飲食の制限 

⑥学生への保健衛生指導 

・登校前の検温・体調確認と担任への報告指示 

・マスク着用・咳エチケットの励行指導 

・登校時の手指消毒指導、食事前の手洗いまたは手指消毒励行指導 

・学生同士が対面による食事をとらないよう指導、いわゆる「黙食」の指導 

・登校前の検温・体調確認と担任への報告指示 

・マスク着用・咳エチケットの励行指導 

・登校時の手指消毒指導、食事前の手洗いまたは手指消毒励行指導 

・学生同士が対面による食事をとらないよう指導、いわゆる「黙食」の指導 
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③特記事項 

学生支援のうち、経済的支援体制とし、学費等納付金の減免措置（資格経歴認定特別奨学生制度等）や学園

提携教育ローン制度、授業料等の月次分納制度を設けている。また、日本学生支援機構による奨学金について

は、高校在学時の予約採用に加え、当校入学後の在学採用も実施しており、利用する学生も多い。さらに、令

和 2年度から実施された高等教育の修学支援新制度については当校も対象校となっており、経済面で困窮して

いる学生の相当数が救済されている。 

また、保護者等、学費支弁者の失業等、家計急変時については奨学金の紹介を行っているが、場合により学

費の延納措置を行う等、特に配慮をしている。 

学生への生活指導としては、学則および学生便覧の規定に従い、欠席・遅刻・早退が一定の基準に達した場

合、担任、学年主任との指導面談、保護者への指導要請を行っている。令和 4年 4 月以降、新入学生は全員成

人となったが、未だ人間的に成長過程にある。校内生活のみならず校外、家庭内での生活に対しても意識を高

め、必要な指導を行うことで、問題の早期解決を図り、入学目的を達成できるようにしている。 

また、「専修学校各種学校 学生・生徒災害傷害保険」に学校として加入している。校内において学生が教

育活動中の不慮の事故により傷害を受けた際には、保険契約の範囲で補償が受けられるものであり、学生本人、

保護者等の安心材料となっている。 

 

 

【関係者評価】 

「適切」「ほぼ適切」で占められており、昨年に続き「やや不適切」「不適切」は見られない。 

新型コロナウイルス感染症への対応については、学校でなしうる感染予防策は全て行っているものと高く評

価できる。デルタ株、オミクロン株と、度重なる変異株の出現に見舞われたにもかかわらず、校内感染を出し

ていないこと、また校内クラスターの発生を防いでいることなど、学校の対策が奏功しているものといえる。

今後も、コロナ禍収束まで引き続き高い水準で取り組んでいただきたい。 

課外活動、卒業生との交流機会をさらに求める意見があるとのことだがが、現今の情勢下では、感染予防を

優先することは当然であり、学校の対応は十分に理解できる。 

また、令和3年度よりスクールカウンセラーを設置していることも、委員会の場で説明があった。精神的に

不安定な学生への手厚い支援として、高く評価できる。これからも学生・保護者等への周知をすすめ、適時適

切な利用に繋げていただきたい。 

さらに、経済的に困窮している学生に向けては、学校より日本学生支援機構奨学金制度を紹介しているとの

説明があった。また、令和2年度から導入された「高等教育の修学支援制度」により、給付型奨学金や学費の

一部免除等の適用を受けていることが報告され、学生支援については、積極的に取り組んでいるものと認める

ことができる。前出の退学者減少という事情も含めて、学校側の対応が適切であるものと考えている。 
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（６）教育環境 

①課題 

令和 3年度も、引き続き、全項目が「適切」「ほぼ適切」となった。 

③防災に対する体制についても、平年通り、高い評価が維持されている。防災に関連して、新型コロナウ

イルス感染症への対策を実施しているが、（5）に記載した通り、万全の状況にある。 

②について、平年と比べて「ほぼ適切」の割合が高まっている。やはりコロナ禍の影響により、インター

ンシップ、海外研修等が実施できない状況にあることに起因すると考えられる。 

 

 

②今後の改善方策 

校舎が新しいこと、またその維持管理を徹底していることから、大きな問題は見当たらない。 

学生が利用する教室、校内環境には常に気を配っている。 

新型コロナウイルス感染症対策として、手指消毒用アルコールを校内各所に設置、またサーモカメラの設置、

非接触体温計等、感染拡大当初から導入している。また、浜松市の補助金制度を利用して、校内全教室に加湿

機能付き空気清浄機を設置した。また、学生に対しては、検温・健康管理を毎日行わせており、登校時には教

職員による検温および手指消毒の実施、授業時・休憩時の換気実施も、学校をあげて行ってきた。今後も、状

況の変化に応じて、保健衛生管理を実施していく。 

備品関係では、学生机、椅子については、定期的に購入・更新を行っており、問題は無い。 

一方、インターンシップや海外研修等が行えない点は、コロナ禍によるもので、解決しにくい課題である。

インターンシップについては、一部の官公庁でリモートによる形式で実施されており、こちらに参加している

者もいる。また令和 3 年度は、急遽、1 年生を対象に静岡県庁・静岡県議会・静岡県地震防災センターへの見

学会を企画、実施した。インターンシップとは異なるが、県行政の一端を肌で感じる機会を提供できた。 

海外研修については、残念ながら実施の目処が立たない。 

 

 

③特記事項 

施設の利用につき、放課後、希望者がいる場合は各教室を自習室として提供している。また学生ホール、各

階の小ホールも開放しており、自習の場として広く利用されている。さらに、5階にレクレーションルームが

あり、卓球台やジムトレーニング用具を設置している。学生は昼休みや放課後に利用することができ、勉強疲

れの学生の息抜き・リフレッシュや、公安系公務員を希望する学生の体力アップに利用されている。あわせて、

本格的なトレーニングジムのある外部施設と提携しており、学生は格安で利用することができる。 

なお、新型コロナウイルスの感染状況が悪化した場合については、これらの施設利用を制限することがある

が、学生の安全第一の観点からやむを得ないことと考えている。 

防災面に関しては、消防計画、学園地震防災応急計画を整備しており、全教職員の分掌も明示している。 

（5）及び（6）①②に記載の通り、新型コロナウイルス感染症のへの十分な対策を行っている。 

今後も、学生及び教職員の安全を第一に、監督官庁からの指示・指導に従い、ガイドラインに沿った適切な

学校運用を行い、教育環境を整備していく。 
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【関係者評価】 

学校施設、設備は、教職員・学生の理解と協力を得て、日々清掃が行われ適切な管理がされているとの報告

を受けた。サーモカメラ、非接触式体温計、エタノール消毒液等を購入・配置しているなど、感染予防に向け

ての取組みは評価したい。校舎の建設から10年が経過したが、設備の破損や汚損も少なく、極めて良好な状態

であると認識した。  

従前行っていた海外研修が実施できないことは、やむを得ない。 

またインターンシップの実施が困難であることは既出の通りだが、代わりに静岡県庁・静岡県議会等への見

学会を実施したことは、学生の社会学習機会を付与する者として高く評価できる。 



大原法律公務員専門学校浜松校 

- 13 - 

 

（７）学生の受入れ募集 

①課題 

今年度も、全ての項目が「適切」「ほぼ適切」であると評価されている。また、「適切」の評価が圧倒的多

数を占めており、この状況は数年間維持されている。入学生も、毎年、募集定員とほぼ同数が集まっており、

学校の教育内容、教育成果が地域社会から高い評価を受けていることの現れと考えている。 

学費等納付金は近隣他校とくらべて低廉であり、自己負担によるパソコン購入や寄付金の要求、学友会等

への入会・入金を求めることは一切無い。 

学校としてこの評価に甘んじることなく、さらに学生受け入れ募集を適正に行い、より多くの学生に対し

て教育を行わなければならない。学校として、永続的に教育事業を行っていきたい。 

 

 

②今後の改善方策 

当校では、入学担当部署である企画広報室と教員が緊密に連携し、学校説明会、保護者説明会、体験入学会

等の行事を行っている。また、静岡県西部を中心に、多くの高等学校より「進路研究会」等への参加要請を受

けている。その際は、実際に授業や就職指導を行っている教員を派遣し、公務員への興味を持つ高校生に対し

て、わかりすい啓蒙を行っている。 

説明会等参加者のうち一定割合は、高校卒業者いわゆる既卒者である。現役高校生と比べて経歴、経験にお

いて多様性を有しており、受け入れ募集においても個別具体的な対応を行っている。 

また社会経済状況の変化により、リカレント教育、また再就職を目指しての教育等が求められていくと考え

られる。時代の変化に対応しながら、学生一人一人の個性、事情を十分に踏まえた募集活動を実施することが

求められている。 

 

 

③特記事項 

既出の通り、学費等納付金は低廉であり、妥当な金額と考えている。 

コロナ禍については長期化の様相を呈してきた。また国際情勢の経済に対する影響も懸念される。今後も、

学生本人の保護者等、学費支弁者の失業等による家計急変事態を想定した対応を行っていきたい。 

当校として、（5）記載の通り、高等教育の修学支援新制度、日本学生支援機構奨学金をはじめとする各種経

済的支援制度があることを学生に紹介していく。 

学生の就職、将来の生活を安定させるためにも、修学機会の喪失を避けるべく、誠実に対応していく。 

 
 

【関係者評価】 

適切な募集活動が行なわれていること、平年、定員に近い学生数が確保できていること等、学校に対する期

待の現れとして高く評価できる。社会の要求に応えた教育の実施により、高い公務員試験合格率を維持してお

り、望ましい状態にある。 

高校の進路相談会への参加や、校内での学校説明会の開催等も積極的である。大学とは異なり、2年・1年の

教育課程の学校群として、公務員としての就職を希望する者を受入れ、1名でも多くその希望を叶えていただ

きたい。 
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（８）財務 

①課題 

数年来、全ての項目が「適切」または「ほぼ適切」の評価であり、「適切」とする評価が圧倒的に多い。財

務状況に関しては、自己点検上も実際上も何ら問題がなく、極めて健全な学校運営ができている。 

 

②今後の改善方策 

学校の財務、経理会計については、関係法令、監督官庁の指示、指導に従い、極めて厳格かつ適正に取り扱

われている。経理会計の専属職員を配置するとともに、毎年度会計監査、監事による監査を実施している。 

 

③特記事項 

理事会・評議員会において承認された予算計画に基づいて、学校運営を行っている。 

運営状況については年 4回開催される理事会・評議員会において報告され、予算計画の実施状況、収支状況

を確認している。法人としての財務基盤は極めて安定したものであり、借入金のない財務状況である。 

学校での物品購入等支出を伴う場合は、内規に従い数社による相見積りと稟議書による責任者決裁を行う

等、財務面に関する手続きは徹底している。前出の通り、会計監査等がなされていることから、これらの支出

が適正に行われていることは客観的に確認している。 

なお、学園の財務情報については監督官庁への報告を行うとともに、ホームページにて財産目録、貸借対照

表、資金収支計算書、事業活動収支計算書並びに監査報告書を公開しており、いつでも閲覧することが可能で

ある。 

 

 

【関係者評価】 

財務内容は学園のホームページで公表されている。これを確認したが、外部からの借入金も無く、設備投資

のための資金が潤沢に確保されており、極めて健全性の高い財務状態といえる。 

健全な学校運営が行われることで、学校事業は永続できる。官公庁へ有為な人材を送り出すという学校使命

を果たすためにも、引き続き健全な財務状態の維持をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

（９）法令等の遵守 
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①課題 

全ての項目が「適切」「ほぼ適切」である。特に、①「法令、専修学校設置基準の遵守と適正な運営がなさ

れているか」については、全員が「適切」と評価している。学校の遵法姿勢に対しては末端教員まで理解され

ている。 

③④についても「適切」「ほぼ適切」となっているが、令和 3 年度は「ほぼ適切」の割合が相対的に多くな

った。教職員全員が、わずかな問題点についても見逃さず、学校教育を良くしていきたいとの姿勢の現れと感

じている。また、コロナ禍の収束が見通せない中で、今後はコロナ禍の長期化を踏まえた上で、学校業務の改

善を求めているものと理解している。今後も、現場からの意見や提案を、丁寧に吸い上げていきたい。 

④「自己評価結果を公開しているか」について付言すれば、教職員による自己評価結果は、（８）財務と同

様、ホームページに掲載されている。社歴の浅い教職員が増えていることもあり、十分に周知できていない点

は反省したい。定期的に、教職員がホームページを閲覧する機会を設けていく。 

 

 

②今後の改善方策 

大きな問題点は存在しない。学校の個人情報管理について付記する。 

学校が保有する個人情報については、個人情報管理者を設置するとともに、文書は金庫等にて、厳重に施錠

して管理している。また電子情報についても、厳重なセキュリティが施されたサーバー内に保存されている。

外部からの侵入を防ぐとともに、教職員のアクセスについても、すべて記録が残されるようになっており、外

部流出の危険は極めて小さい。 

 

 

③特記事項 

法令等の遵守については、学校運営の基本事項として全ての教職員が理解し、適切に実施していかなければ

ならない。それを担保する手段のひとつが、教職員全員による自己点検である。毎年必ず実施することで、校

内の問題点を洗い出し、自主的に改善、健全化を図っていくこととする。 

 

 

【関係者評価】 

教職員による自己評価結果が、ホームページに掲載されていることを確認した。近年、教職員の入職が続い

ているとのことだが、機会を見て掲載内容を周知していただきたい。 

個人情報保護については、サーバー管理が徹底的に行われ、セキュリティ管理も厳格であるとの説明を受け

た。法令等の遵守は当然のことであるが、個々の教職員により学校事業が運営されている以上、全ての教職員

が高い意識を持ち続けるよう、指導を行って欲しい。 

法令遵守を徹底し、すべての部面におけるコンプライアンス実現を図ることが求められている。社会におけ

る企業の責任は、年々重要視されるようになっており、法令違反を行う企業に対しては、極めて厳しい社会的

制裁が課せられていることを、経営トップから現場の教職員まで、十分に認識していただきたい。 

 

（10）社会貢献・地域貢献 
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①課題 

ほとんどの評価が、「適切」「ほぼ適切」であり、全体として、高い水準を維持している。 

「①学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか」について、「やや不適切」が 1

件見受けられる。令和 2年度と同様に、コロナ禍の影響により当初予定していた付帯事業（社会人向け資格講

座）でリモート配信を併用せざるを得なかったこと、また各種国家試験・資格試験会場として提供する予定が、

試験そのものの中止により、取りやめとなったことを意味している。 

また、「②学生のボランティア活動を奨励、支援しているか」については、8名が「適切」と判断している。 

コロナ禍の影響で、学校が参加を奨励していた市街地行事へのボランティア活動や、震災等被災地へのボラン

ティア活動は殆どできなかった。この状況下でも実施可能な、新たなボランティア機会を探していく必要があ

る。 

 

 

 

②今後の改善方策 

ボランティアの新たな形態として、浜松市社会福祉協議会との連携により「学習支援ボランティア」を実施

している。様々な事情により塾へ通うことができない小中学生に対し、専門課程学生が週に 1度、学習支援に

赴くものである。 

これまで同ボランティアにて活動していた卒業生の取り組みが高い評価を得ていたが、令和 3年度、同協議

会から正式な依頼を受け、当校として学生の参加を認めた。また、令和 3年度後期からは、磐田市社会福祉協

議会からも要請をうけ、合計して 15 名が学習支援活動に携わっている。指導を受けている小中学生も、学生

との交流を喜んでおり、また両協議会からも高い評価、感謝の言葉を受けている。ボランティアに参加した学

生の中には、将来、学校での事務職員を希望する者も多い。児童生徒と直接触れあえることは、教育の置かれ

た現状を理解する上で、非常に有益である。 

なお、両協議会からは、令和 4年度以降も学生の参加を要請されており、学校として協力を継続していきた

い。 

 

 

 

③特記事項 

①に記載の通り、当校施設は、各種国家試験・検定試験、大学等の入試試験会場として各団体に提供してい

る。交通至便の地に学校事業を営むものとして、公共性・公益性の高い団体に施設提供をすることも、大切な

使命のひとつである。 

さらに付帯事業としての社会人向け講座を設置するとともに、既に 20年以上に渡り公共職業訓練も受託し、

有益な職業教育を提供している。専門課程のみに特化する専門学校が多い中で、学校の物的・人的資源を多方

面に活用することは、社会貢献、地域貢献に繋がるものであると、自負している。 

 

 

 

 

 

【関係者評価】 
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学校施設を活用した社会貢献等として、各種国家試験・資格試験会場として提供されていること、長年に渡

り公共職業訓練を受託していることの説明があった。専門学校として、十分な貢献と評価できる。コロナ禍に

より校舎の貸出が取りやめになったことは不可抗力であって、学校側に非はない。学校の取組姿勢を教職員に

十分伝えて欲しい。 

学生のボランティア活動についても、コロナ禍による中止や縮小は致し方ないことと考える。その状況下で、

浜松市社会福祉協議会・磐田市社会福祉協議会との連携に成功し、多数の学生が「学習支援ボランティア」に

参加していることは賞賛に値する。学生による社会貢献であるとともに、社会の実態を知る機会にもなる。公

務員として社会で活躍する学生たちに、大きな教育効果をもたらすであろうと期待している。 

コロナ禍に関係無く、この活動は発展継続させて欲しいと念願する次第である。 
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学校関係者評価委員 

役職 氏  名 現 職 出欠 

委員長 牛田 策啓 牛田策啓税理士事務所 所長 出席 

委 員 高塚 陽介 遠州鉄道株式会社 中遠旅行営業所 セールスチーフ 欠席 

委 員 堀内 章伸 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 出席 

委 員 寺谷 裕樹 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 法人本部 人事企画部次長 出席 

委 員 杢屋 英夫 浜松商工会議所 理事  産業振興部部長 出席 

以上 


