
様式第１号

令和元年 7月 23 日

兵庫県知事     殿

〔設置者の名称〕一般社団法人 兵庫県歯科医師会

〔代表者の役職〕会 長〔代表者の氏名〕澤田  隆

大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書

○申請者に関する情報
大学等の名称 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

大学等の種類

（いずれかに○を付すこと）
（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校）

大学等の所在地 〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通 5-7-18

学長又は校長の氏名 浦出 雅裕

設置者の名称 一般社団法人 兵庫県歯科医師会

設置者の主たる事務所の所在地 〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通 5-7-18

設置者の代表者の氏名 澤田  隆

申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス
https://www.hda.or.jp/gakuin/

大学等における修学の支援に関する法律（以下「大学等修学支援法」という。）

第７条第１項の確認を申請します。

※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。

□ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。

□ 確認を受けた大学等は、大学等修学支援法に基づき、基準を満たす学生等

を減免対象者として認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があるこ

とを承知しています。

□ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒

業するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。

□ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を

取り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるととも

に、減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等

を減免する義務があることを承知しています。

□ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第７条第２項第３号

及び第４号に該当します。



○添付書類

※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。）

「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係

□ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》

□ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》

「⑵-①学外者である理事の複数配置」関係

□ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿

「⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係

□ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映するこ

とができる組織に関する規程とその構成員の名簿

「⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係

□ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料

□ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）【再掲】

その他

□ 《私立学校のみ》経営要件を満たすことを示す資料

□ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧



（添付書類）経営要件を満たすことを示す資料
学校名 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
設置者名 一般社団法人 兵庫県歯科医師会

Ⅰ 直前３年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況
経常収入(A) 経常支出(B) 差額(A)-(B)

申請前年度の決算 1,742,939,311 円 1,243,738,888 円 499,200,423 円

申請２年度前の決算 1,345,407,401 円 1,587,180,958 円 △241,773,557 円

申請３年度前の決算 1,453,354,669 円 1,267,765,970 円 185,588,699 円

Ⅱ 直前の決算の貸借対照表における「運用資産－外部負債」の状況
運用資産(C) 外部負債(D) 差額(C)-(D)

申請前年度の決算 10,999,476,587 円 8,029,653 円 10,991,446,934 円

Ⅲ 申請校の直近３年度の収容定員充足率の状況
収容定員(E) 在学生等の数(F) 収容定員充足率

(F)/(E)

今年度（申請年度） 240 人 258 人 107％

前年度 240 人 254 人 105％

前々年度 240 人 263 人 109％

（Ⅱの補足資料）「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧

○「運用資産」に計上した勘定科目

勘定科目の名称 資産の内容 申請前年度の決算

における金額

現金 手許現金 5,085,985 円

預金 普通預金、定期預金 813,389,373 円

年金資産（年金指定金

銭信託）

三菱UFJ信託銀行（バランス運用分） 4,819,401,751 円

年金資産（金銭信託以

外の金銭の信託）

三菱 UFJ 信託銀行（東京海上 AM分、

東京海上 AM CAT ボンド分）

3,397,100,076 円

職員退職金積立資産 普通預金、定期預金 225,067,110 円

特別事業積立資産 普通預金、定期預金 14,990,743 円

事業財源積立資産 普通預金、定期預金 171,081,028 円

会館維持積立資産 普通預金、定期預金 1,272,083,327 円

教育変動準備積立資産 普通預金 279,351,477 円

記念事業積立資産 普通預金 1,925,717 円



○「外部負債」に計上した勘定科目

勘定科目の名称 負債の内容 申請前年度の決算に

おける金額

未払費用 投資顧問料等 3,669,840 円

未払金 水道光熱費等 4,359,813 円



様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

１－①を用いること。

学校名 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
設置者名 一般社団法人 兵庫県歯科医師会

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数

課程名 学科名

夜間･

通信

制の

場合

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数

省令で定める

基準単位数又

は授業時数

配

置

困

難

医療専門課程 歯科衛生学科
夜 ・

通信
９０単位 ９単位

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法

https://www.hda.or.jp/gakuin/

３．要件を満たすことが困難である学科

学科名

（困難である理由）



様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】

※ 様式第 2 号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。

学校名 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

設置者名 一般社団法人 兵庫県歯科医師会

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織

名称 教育課程編成委員会

役割

医療現場で必要とされる高度な専門知識や技術を遅滞なく歯科衛生士教育

に反映すべく教育課程編成委員会を設置する。

関係施設や学術機関等の有識者を委員として迎え、講義・実習等の編成に

ついて、より良い職業教育が行えるよう検討する。

教育課程編成委員会で提案された意見を教員会で検討し、教育課程の編成

の改善に活用する。

２．外部人材である構成員の一覧表
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等）

医療法人理事長
令和元年 6月 29 日

～

令和 3年 6月 30 日

教員としての経歴あり

公益社団法人常務理事
令和元年 6月 29 日

～

令和 3年 6月 30 日

私立医科大学病院主任教授
令和元年 6月 29 日

～

令和 3年 6月 30 日

教員としての経歴あり

（備考）



様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】

学校名 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

設置者名 一般社団法人 兵庫県歯科医師会

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要）

【作成過程】

  ・毎年度、12 月に各講師へ任期更新について確認を行う。

  ・12 月中旬に各講師へシラバス作成依頼を発送する。

  ・3 月中旬に完成。

  ・4 月 10 日に学生へ配布。

  ・6 月 1日に当該年度分をホームページへ掲載する。

  教育目標を達成できるように運営協議会にて、「目標」「教育項目」「授業内容」「成

績評価」を検討し、シラバスへ反映させている。

授業計画書の公表方法 https://www.hda.or.jp/gakuin/

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要）

学生の成績は、学科試験、レポート、実技試験、その他の方法により考査する。

授業科目ごとに、試験の合否は 100 点をもって満点とし、60 点以上を合格とする。

レポートおよび提出物（実習レポート、臨床実習日誌等）、実技試験については全てに

合格しなければならない。

各科目の 3/1 以上欠席した場合はその科目は未修得とする。臨床・臨地実習において

は指定規則に定める時間数の1/5 以上欠席した場合は未修得とする。

欠席時間数が指定規則に定める時間数の 1/5 未満の場合は補講を行うことができる。た

だし、補講終了期日は教員会の定めるところとし、期日までに終了しなかった場合は未

修得とする。

遅刻、早退は 3回をもって 2 時間欠席とする。ただし、30分以上の遅刻および早退は

その時間科目の授業を欠席とする。

追試験・再試験は 60/100 点以上を合格とする。ただし、追試験の成績は点数の 80％

をもって判定する。また、再試験は 2回限りとする。

定められた期間内で実技試験不合格の者に再実技試験を行うことができる。



３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要）

授業科目ごとの成績評価を点数（100 点満点）に換算した上で、取得した点数の平均

を求める。

客観的な指標の

算出方法の公表方法
https://www.hda.or.jp/gakuin/

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要）

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院教員会にて学生の進級・卒業等に関する事

項について審議する。

成績の考査内容は次のとおりとする。

(1)当該学年の総授業時間数の 1/3 以上欠席した学生は進級または卒業できない。

(2)各学年の修得科目のうち、3 科目以上未修得は留年とする。

未修得の科目が 1 科目ないし 2 科目の者は進級・卒業審議において就学状況の全般

を含め総合的に判断の上、留年もしくは進級・卒業保留とする。

なお、進級・卒業保留者は課題の克服により修得とみなし、保留を解除することが

できる。

(3)課題克服の期日は、1・2 年生は当該学年の 3 月末日、3 年生は教員会の定める期日

までとする。

卒業の認定に関する

方針の公表方法
https://www.hda.or.jp/gakuin/



様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

４－①を用いること。

学校名 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

設置者名 一般社団法人 兵庫県歯科医師会

１．財務諸表等
財務諸表等 公表方法

貸借対照表 https://www.hda.or.jp/gakuin/

収支計算書又は損益計算書 https://www.hda.or.jp/gakuin/

財産目録

事業報告書 https://www.hda.or.jp/gakuin/

監事による監査報告（書） https://www.hda.or.jp/gakuin/

２．教育活動に係る情報

①学科等の情報

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士

医療 医療専門課程 歯科衛生学科

平成7年文部

科学省告示

第 7 号

―

修業

年限
昼夜

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数

開設している授業の種類

講義 演習 実習 実験 実技

３年 昼間 ２６５６

単位時間／単位

1342

単位時間

/単位

414

単位時間

/単位

900

単位時間

/単位

0

単位時間

/単位

0

単位時間

/単位

２６５６単位時間／単位

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数

２４０人 ２５８人 ０人 ９人 ５５人 ６４人

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画）

（概要）

シラバスを作成し学生へ配布するとともにホームページへも掲載している。

成績評価の基準・方法

（概要）

授業科目ごとに、試験の合否は 100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。

レポートおよび提出物（実習レポート、臨床実習日誌等）、実技試験については全て

に合格しなければならない。

卒業・進級の認定基準

（概要）

当該学年の総授業時間数の 1/3 以上欠席した学生は進級または卒業できない。

各学年の修得科目のうち、3 科目以上未修得は留年とする。未修得の科目が 1 科目

ないし 2 科目の者は進級・卒業審議において就学状況の全般を含め総合的に判断の

上、留年もしくは進級・卒業保留とする。なお、進級・卒業保留者は課題の克服によ

り修得とみなし、保留を解除することができる。



学修支援等

（概要）

担任制を取り学生一人一人と向き合った指導を行っている。特に実技指導において

は不安がある学生へ個人指導を行っている。また、体調不良者、成績不良者について

は早期に学生面談を実施し保護者とも連絡を密に行っている。

スクールカウンセリングを導入し、精神面のサポート体制を整えている。また、経済

的支援として、日本学生支援機構の奨学金、学校と提携した教育ローンを活用してい

る。

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載）

卒業者数 進学者数
就職者数

（自営業を含む。）
その他

８２人

（100％）

０人

（ 0％）

８０人

（ 97.6％）

２人

（ 2.4％）

（主な就職、業界等）

歯科医院、病院、介護施設等

（就職指導内容）

教職員の連携を図り、面接やアンケート調査を通じて個々の学生の希望を把握し、個

別相談を実施している。また、兵庫県歯科医師会と連携し就職フェアを開催し、多くの

歯科医院を知る機会を作っている。

（主な学修成果（資格・検定等））

歯科衛生士免許の取得

（備考）（任意記載事項）

中途退学の現状

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率

  ２５４人 ４人 １.６％

（中途退学の主な理由）

学力不足、進路変更、経済的困難

（中退防止・中退者支援のための取組）

担任制を取り学生一人一人と向き合った指導を行い、体調不良者、成績不良者につ

いては早期に学生面談を実施している。また、保護者とも連絡を密に行っている。

スクールカウンセリングを導入し、精神面のサポート体制を整えている。また、経

済的支援として、日本学生支援機構の奨学金、学校と提携した教育ローンを活用して

いる。



②学校単位の情報

ａ）「生徒納付金」等

学科名 入学金
授業料

（年間）
その他 備考（任意記載事項）

歯科衛生 300.000 円 670.000 円 554.330 円
教科書代 99.680 円、

実習用器具等 106.899 円 他

修学支援（任意記載事項）

ｂ）学校評価
自己評価結果の公表方法

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法）

https://www.hda.or.jp/gakuin/

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制）

学生教育の改善と向上に資することを目的として、学生による授業評価、専任教員間

の同僚評価をすでに実施しているが、関係業界等のニーズを踏まえた第三者評価を加え

ることにより、学校運営の改善と発展を目指す。

主な評価項目は、教育理念・目標、学生支援、教育活動、ガバナンス、学校運営、学

生支援等とする。

委員会の構成は、学院運営協議員、実務に関する知識、技術、技能について知見を有

する者、卒業生、保護者、地域住民とする。委員の定数は 10 名以内とする。

評価結果は当該関係者個別および年 1 回開催される科目・臨床実習連絡会で評価結果

をフィードバックすることにより教育の改善に取り組む。また、ホームページ等で公開

することにより、自己点検・評価の透明性を高める。

学校関係者評価の委員

所属 任期 種別

私立医科大学病院主任教授

令和元年 6月 29 日

～

令和 3 年 6月 30 日

有識者

同窓会会長

令和元年 6月 29 日

～

令和 3 年 6月 30 日

卒業生

歯科医院院長

令和元年 6月 29 日

～

令和 3 年 6月 30 日

ＰＴＡ

一般社団法人理事

令和元年 6月 29 日

～

令和 3 年 6月 30 日

企業等役員

学院長

令和元年 6月 29 日

～

令和 3 年 6月 30 日

副学院長・学科長

令和元年 6月 29 日

～

令和 3 年 6月 30 日



学校関係者評価結果の公表方法 https://www.hda.or.jp/gakuin/

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法）

https://www.hda.or.jp/gakuin/

第三者による学校評価（任意記載事項）

ｃ）当該学校に係る情報
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法）

https://www.hda.or.jp/gakuin/


