
令和２年度　学院運営評価調書

１-1　目標等の設定　（Ｐｌａｎ）

１－２　取組の結果　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

２－１　成果指標の設定　（Ｐｌａｎ） ２－２　成果指標の達成度合　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

年度 - 年度 R3
値 - 値 100%

増減方向

年度 - 年度 R3

値 - 値 100%

増減方向

３－１　一次評価　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

３－２　二次評価　　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

【2年生を対象】
(1)-ｱ 即戦力となる人材の育成

○基本的な現場作業を安全かつ的確に行う技術を有している

○川上から川下まで産業全体の基礎知識を有している

○就業後に必要な資格を取得している

評価項目

具体的な姿

年度 R3

R3

目標値

実績値

達成率

評価分析ほか

評価分析ほか

対応方針

目標値

指標名

増加

定性評価 定量評価 総合評価

実績値

達成率

定量評価

年度

定量評価

実績 目　標

達成率の算式

４  改善策　（Aｃｔｉｏｎ）

達成率の算式

増加 (実績値／目標値)×100

実績 目　標

(実績値／目標値)×100

評価項目

資格取得率

〔指標の説明〕

就職率

道内の林業・木材産業に就
業した学生の割合

〔指標の説明〕

指標名

現場作業を安全かつ適確に
行うために必要な１０以上の
資格等を取得した学生の割
合

4
　　　　　　改善策
改善策は適切に立てられている
か。

3
　　　　　　評価結果
取組みの実績や成果は適切に評
価されているか。

1
　　　　　　実施方法
改善策を踏まえた目標や成果指標
が適切に設定をされているか。

2
　　　　　　取組内容
目標等の達成に向けた取組みは
適切か。

現状と課題

取組内容

実績と成果等

・即戦力となる人材を育成するためには、林業・木材産業の基礎から応用まで幅広い知識や現場で対応できる技術につい
て習得させる必要がある。

・学院の卒業生が就業先で即戦力として働くためには、現場作業で必要となる各種資格等を取得した上で、実習を反復練
習し、技術の定着を図る必要がある。

・学生が修学期間中にカリキュラムに定められている全ての単位を取得し卒業できるよう、必要に応じて補講や個別指導等
を行いながら教育活動を計画的に進める。

・学生に各種資格等を取得させるとともに、草刈り機やチェンソー、高性能林業機械等の操作技術を習得するための十分な
実習時間を確保する。

定性評価

意見評価



令和２年度　学院運営評価調書

１-1　目標等の設定　（Ｐｌａｎ）

１－２　取組の結果　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

２－１　成果指標の設定　（Ｐｌａｎ） ２－２　成果指標の達成度合　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

年度 - 年度 R3
値 - 値 50%

増減方向

年度 - 年度 R3

値 - 値 50%

増減方向

３－１　一次評価　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

３－２　二次評価　　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

3
　　　　　　評価結果
取組みの実績や成果は適切に評
価されているか。

4
　　　　　　改善策
改善策は適切に立てられている
か。

2
　　　　　　取組内容
目標等の達成に向けた取組みは
適切か。

評価項目

1
　　　　　　実施方法
改善策を踏まえた目標や成果指標
が適切に設定をされているか。

評価 意見

定性評価 定量評価 総合評価 対応方針

４  改善策　（Aｃｔｉｏｎ）

「自主研究」の分野において
成績評価が「良」(70～79点)
以上を得た学生の割合

増加 (実績値／目標値)×100
実績値

達成率

〔指標の説明〕 達成率の算式 目標値

〔指標の説明〕 達成率の算式 目標値

指標名 実績 目　標 定量評価 評価分析ほか

年度 R3

「林業経営」の分野において
成績評価が「良」(70～79点)
以上を得た学生の割合

増加 (実績値／目標値)×100
実績値

達成率

実績と成果等 定性評価

指標名 実績 目　標 定量評価 評価分析ほか

成績優秀者の割合 年度 R3

取組内容

・林業経営者や林業機械メーカーの安全管理責任者等の外部講師を招聘し、専門的な見地から経営理念や安全管理に関
する知識を習得できるよう講義や実習を行う。

・林業の魅力を実感できる地域実習やインターンシップ活動、コミュニケーション能力を高めるための授業など、総合的な学
習を推進する。

現状と課題

・企業等の中核を担う人材を育成するためには、企業経営に関するマネジメントや安全管理等に関する知識について習得さ
せる必要がある。

・森林づくりのビジョンや林業等の魅力を発信できる人材を育成するためには、学生が実践的な知識・技術を習得するととも
に、自ら考え行動できるよう教育活動を進める必要がある。

評価項目

具体的な姿

【2年生を対象】
(1)-ｲ 企業等の中核を担う人材の育成

○現場の統括管理や労働安全衛生、新たな技術による生産性向上など指導や企業経営マネジメントなどに関する知識
を有している

○林業・木材産業等の魅力を発信できる能力を有している

○対話や情報分析を通じ地域の活性化に貢献する能力を有している



令和２年度　学院運営評価調書

１-1　目標等の設定　（Ｐｌａｎ）

１－２　取組の結果　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

２－１　成果指標の設定　（Ｐｌａｎ） ２－２　成果指標の達成度合　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

a

年度 - 年度 R3
値 - 値 70%

増減方向 70%

74%

106%

b

年度 - 年度 R3

値 - 値 70%

増減方向 70%

58%

83%

３－１　一次評価　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

a

３－２　二次評価　　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

A

特に意見なし。

A

・マニュアルの整備、シミュレーターの増設など、学生の要望やスキル向上に取り組んでい
る点が評価できる。特に、アドバンスコースの設置は期待が持てる。
・生徒一人あたりの実習時間の確保について、生徒からの意見を参考に更なる充実が図
られることを希望する。

・コロナ禍の状況下における開校初年度のスタート年であることを考慮すると、目標として
設定した３項目および成果指標として設定した２項目は適切である。
・休業が長く、単位数確保が大変だったと思うが、アンケートから、授業内容が概ね満足と
の回答が74%に上ったのは大いに評価できる。

A

・コロナ禍による開校の遅れに対応し、カリキュラム等を見直すとともに、学生向けマニュア
ルを新たに整備するなど、厳しい状況下で適切に取り組んだ。

3
　　　　　　評価結果
取組みの実績や成果は適切に評価
されているか。

1
　　　　　　実施方法
改善策を踏まえた目標や成果指標
が適切に設定をされているか。

2
　　　　　　取組内容
目標等の達成に向けた取組みは適
切か。

A

4
　　　　　　改善策
改善策は適切に立てられているか。

進展あり A

・感染症対策の観点から、集団による長時間の移動や長期滞在などを避けるため、実習は上川管
内を基本として行うなど、効率的に授業を進め、必要単位数を確保する。
・作成したチェーンソー及びシミュレーターの指導マニュアルの充実を図るとともに、能力と意欲の
ある生徒の技能を更に伸ばすためのアドバンスコースを新たに開講する。
・シミュレーターを３台から11台に増設するなど、より多くの練習時間を確保し生徒が技能を高めら
れるようにする。

評価項目 評価 意見

定性評価 定量評価 総合評価 対応方針

４  改善策　（Aｃｔｉｏｎ）

シミュレーター操作の技能評
価についてレベル３を達成し
た学生の割合

増加 (実績値／目標値)×100
実績値

達成率

〔指標の説明〕 達成率の算式 目標値

達成率の算式 目標値

指標名 実績 目　標 定量評価 評価分析ほか

・令和３年２月に、生徒の技能評価（テスト）を実施。
・生徒数に対してシミュレーターの設備が少なく、十
分な練習時間を確保できなかったため、レベル３を
達成する生徒が少なかった。

高性能林業機械操作の習得 年度 R3

授業内容に関するアンケート
において、「概ね満足」以上と
回答した学生の割合 増加 (実績値／目標値)×100

実績値

達成率

評価項目

具体的な姿

(2)身につけるべき能力を習得するための教育課程

○森林調査・情報活用、林業経営、野生動物管理など的確な森林調査・プランニング力を習得する課程となっている

○育林技術、高性能林業機械などの機械操作・路網整備、森林保全など確かな森林施業の実践力を習得する課程となって
いる

○森林活用、木育、木材の加工・利用など森林・林業の活用力を習得する課程となっている

○コミュニケーションや合意形成、環境配慮、SDGsなど業務を円滑に進める行動力を習得する課程となっている

実績と成果等 定性評価

指標名 実績 目　標 定量評価 評価分析ほか

・生徒に対し授業内容、学修成果、教育方針の達成
度など、教育課程に関するアンケート調査を令和３
年２月に実施（回答率85%）。
・「概ね満足」以上の評価のうち、講義は83%と高評
価であったが、実習は生徒の待ち時間が長く練習
量が少ないなどを理由に65%に止まった。

学生の授業満足度評価 年度 R3

〔指標の説明〕

・休業期間中の遅れについては、夏・冬の長期休暇の短縮
や行事の削減など、カリキュラムを大幅に見直し、教育計画
に定める必要単位数を確保した。
・チェーンソー技術について、1年次の実習内容を踏まえ、
図や写真等を用いて教員が技術指導を行うためのマニュア
ルを整備した。

・1年次の実習内容やフィンランドのリベリア林業専門学校
とのオンライン指導を踏まえ、シミュレーターの段階的・体
系的な指導方法についてまとめたマニュアルを整備した。

取組内容

・カリキュラムやスケジュールの見直し等を行い、教育計画に定める必要単位数を確保する。

・チェーンソー伐木技術の動作過程を動画や写真、図で理解する技術マニュアルを整備する。

・シミュレーターを用いた技能習得手順や現場教育の効果的なカリキュラムを取りまとめる。

現状と課題

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業等により授業日数が減少しているため、卒業に必要な単位数を確保する必要が
ある。

・チェーンソー作業の技術向上や安全確保を図るため、操作技術の習得方法を体系化する必要がある。

・フィンランドの高性能林業機械の操作シミュレーターを使用し、本道の現場実態に応じた教育プログラムを開発する必要がある。

進展あり



令和２年度　学院運営評価調書

１-1　目標等の設定　（Ｐｌａｎ）

１－２　取組の結果　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

２－１　成果指標の設定　（Ｐｌａｎ） ２－２　成果指標の達成度合　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

年度 R2 年度 R3

値 34人 値 40人

増減方向 40人

40人

100%

年度 R2 年度 R3

値 24% 値 25%

増減方向 25%

8%

32%

３－１　一次評価　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

b

３－２　二次評価　　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

a

c

A ・コロナ禍の中で生徒募集に向けた学院の努力は並々ならぬものがある。
・目標値25％が適正かどうかは検討の余地がある。

・能力のある生徒を受け入れるための目標設定や，具体的な取組を行ってはどうか。
・コロナ禍による活動制約下において、道外からの入学者数を25％とした成果指標は、
いささか野心的過ぎる。

A
・学生の一層の確保や道内企業等への定着に向け、卒業生の就職・就労状況などに
ついて、３年程度の追跡調査をしてはどうか。
・SNSを含む様々な手法を駆使して学院の情報発信に努め、定員40名を確保できたこ
とは高く評価できる。

3
　　　　　　評価結果
取組みの実績や成果は適切に評
価されているか。

1
　　　　　　実施方法
改善策を踏まえた目標や成果指標
が適切に設定をされているか。

2

4
　　　　　　改善策
改善策は適切に立てられている
か。

B
・道外からの入学者数の増加にこだわりすぎると、卒業後の就職先として道外の企業
等を指向する学生の増加につながることが懸念される。
・オンラインによるオープンキャンパスの充実が、道外出願者増加のカギとなる。

　　　　　　取組内容
目標等の達成に向けた取組みは
適切か。

B

進展あり B
・今年度の実績を踏まえ、入学者選考要領を必要に応じて見直し、適切に入学試験を実施す
るとともに、メディアを活用したPR活動等により、学院の魅力を広く発信する。
・オンラインによるオープンキャンパスや進学相談を実施するとともに、本州における進学相談
会等を積極的に行い、道外からの出願者増を図る。

評価項目 評価 意見

定性評価 定量評価 総合評価 対応方針

４  改善策　（Aｃｔｉｏｎ）

入学者に占める道外出身者
の割合 増加 (実績値／目標値)×100

実績値

達成率

〔指標の説明〕 達成率の算式 目標値

〔指標の説明〕 達成率の算式 目標値

指標名 実績 目　標 定量評価 評価分析ほか

・道内における新型コロナウイルス感染症の流
行により、本道への移住を敬遠されるなどによ
り、道外出身の入学者の割合が低下した。
・感染症拡大による移動制限により、道外での
PR活動が十分できなかった。

道外からの入学者数 年度 R3

当学院の入学者数
増加 (実績値／目標値)×100

実績値

達成率

実績と成果等 定性評価

指標名 実績 目　標 定量評価 評価分析ほか

・FacebookやTwitterなどのSNSを活用し、学校
生活や入試情報を随時発信するとともに、テレ
ビや新聞などのメディアに多く取り上げられるこ
とにより、当学院の知名度が向上した。

入学者数 年度 R3

・入学者選考要領を策定し、推薦と一般入試を併せて48名
の出願者の学力や本道の森林づくりへの意欲を審査し、募
集定員を満たす入学者40名を選抜した。
・道内３箇所及び東京会場における推薦入試や、福岡を加
えた５会場で一般入試を実施し、全国での受験機会を確保
した。

・計５回の学院説明会やオープンキャンパスの開催、道
内外23高校への訪問、全国６箇所での進学相談会への
参加、SNSや北森カレッジ通信など多様なツールにより
情報発信した。

・企業等の中核を担う人材を育成するためには、高校卒業程度の学力の有無を確認し、入学者を選抜する必要がある。

評価項目

具体的な姿

(3)能力のある生徒の受け入れ

○基礎的な思考力・判断力・表現力や文章の理解・作成力がある者を受け入れている

○北海道の林業・木材産業への強い関心がある者を受け入れている

○道内外からの入学者を確保している

・林業・木材産業の即戦力となる人材を確保するため、道内への就業を希望する者を入学させる必要がある。

・令和２年度の学生数は３４名と定員４０名に達していないことから、林業・木材産業の担い手を着実に育成するため、定員を
確保する必要がある。

取組内容
・面接と小論文による試験により、学力等を確認し、本道の森林づくりへ意欲のある入学者を選抜する。

・学生確保に向けた情報発信を行うとともに、全国から学生を集められるよう受験機会の確保を図る。

現状と課題

進展あり



令和２年度　学院運営評価調書

１-1　目標等の設定　（Ｐｌａｎ）

１－２　取組の結果　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

２－１　成果指標の設定　（Ｐｌａｎ） ２－２　成果指標の達成度合　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

a

年度 - 年度 R２

値 - 値 100回

増減方向 100

147

147%

a

年度 - 年度 R２
値 - 値 80%

増減方向 80%

86%

108%

３－１　一次評価　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

a

３－２　二次評価　　（Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ）

3
　　　　　　　評価結果
取組みの実績や成果は適切に評価
されているか。

4
　　　　　　　改善策
改善策は適切に立てられているか。

A

特に意見なし。

A

・次年度の目標等の設定について、新校舎施設を活用した各種体験会や、地域貢献活
動の実施等を盛り込むことも検討してはどうか。

定性評価 定量評価 総合評価 対応方針

４  改善策　（Aｃｔｉｏｎ）

1
　　　　　　　実施方法
改善策を踏まえた目標や成果指標
が適切に設定をされているか。

2
　　　　　　　取組内容
目標等の達成に向けた取組みは適
切か。

A

・関係団体からの支援について、学生からの率直な意見をアンケート調査の項目に入れ
て頂きたい。
・コロナ禍の中で、積極的な情報発信に努めるとともに、学生への丁寧なサポートに努
め、仮校舎にも関わらず学生から高い満足度を得るなど、適切に取り組んでいる。

進展あり A

・校内全域で使用可能なWi-Fiや生徒一人ひとりにタブレットを整備するなど、オンライン授業の
体制の充実を図る。
・引き続き、学院の教育活動に関する情報をSNS等により発信するとともに、定期刊行物や情報
誌への寄稿を積極的に行う。
・就業相談窓口の設置をはじめ、職業紹介事業の着実な実施や企業訪問活動等を通じて、生徒
の就業先を確保する。

評価項目 評価 意見

A

・オンライン授業は一方通行になりやすいので、振り返りやフォローが重要であり、その
体制づくりに今後期待する。

達成率

学生へのｱﾝｹｰﾄ調査におい
て、学院運営に対する満足度
を「概ね満足」と回答した者の
割合

増加 (実績値／目標値)×100
実績値

達成率

指標名 実績 目　標 定量評価

〔指標の説明〕 達成率の算式 目標値

学院に対する満足度 年度 R3

評価分析ほか

・生徒に対し教育環境整備や学校の情報発信、
学生生活への支援体制など、学院運営に関する
アンケート調査を令和３年２月に実施（回答率
85%）。

目標値

学院の公式SNSに学院運営に
関する情報を投稿した回数 増加 (実績値／目標値)×100

実績値

進展あり

取組内容

・Wi-Fiなどオンライン授業の環境を整備する。

・学院において、林業に特化した無料職業紹介事業を展開する。

・各種支援制度の活用をはじめ、アルバイト求人情報や居住情報の提供等により経済的な負担等を軽減するとともに、学生が
抱える悩みなどの解消に向けて定期的に個別面談を実施する。

・SNSや定期刊行物等を活用し、学院の教育活動について積極的に情報発信する。

定期的な情報発信 年度 R3

評価分析ほか

・２月末までに学院公式SNSへ延べ149回投稿し
た（Facebook70回、Twitter77回、YouTube2回）。
・各SNSのフォロワー数1,400以上を獲得。

・グーグルクラスルームを導入しオンライン授業の環境を整
えたが、外部講師のWeb環境などにより、オンライン授業が
１回の実施に止まった。
・日々の授業風景やイベント情報をSNSや北森カレッジ通信
「OGARU」（年３回発行）、雑誌等への寄稿など多様なツー
ルを活用し、広く情報発信した。

・職業紹介事業を開始し、２月末までに41件の求人票（求
人数66名）を受理したほか、３月に42企業が参加する合同
企業説明会を開催した。
・緑の青年就業準備給付金により、１人当たり最大142万
円支給したほか、北海道林業・木材産業人材育成支援協
議会から最大10万5千円の給付があった。
・全生徒に対する個別面談を３回実施し、生徒の悩みや不
安解消をサポートした。

実績と成果等 定性評価

指標名 実績 目　標 定量評価

〔指標の説明〕 達成率の算式

評価項目

具体的な姿

(4)学院の適切な運営

○社会のニーズを踏まえた教育環境を整備している

○教育活動等に関する情報を公開している

○就職に関する支援体制を整備している

○学院の教育資源や施設を活用した社会・地域貢献を行っている

現状と課題

・新型コロナウイルス感染症などに対応するため、臨時休業時等の授業体制の整備が必要である。

・学生生活や学院運営の状況等を広く周知するため、保護者や関係機関への情報発信が必要である。

・学生が学びに専念できるよう、経済面や心身面から学生を支える環境整備が必要である。

・学生の就業先を確保するため、学院における職業紹介事業を展開する必要がある。

○学生生活に対する支援体制を整備している

○卒業生に対するフォローや連携等を行う体制を整備している


