
2016年 2月 25日

5Sセ ミナーアンケー ト

会社名 i■ ′ ′́`、 7ゞ ttむ f0 お名前

本 国はご参加いただきあ りが とうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより
｀
良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 くだ さい。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて
。人と組織が育つ 5S活動と育たない 5S活動との比較

・ 5S活動を導入する5つのステップとポイン ト

・業務 5Sカイゼンの 「見える化」など

◆職場において実践 したいこと
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◆本 日のセ ミナーそのものについて

田大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まった く役に立たない

◆ご要望/その他

ご協力ありがとうございま した。
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本 国はご参加いただきありがとうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて

・人と組織が育つ 5S活動 と育たない5S活動との比較

・ 5S活動を導入する5つのステップとポイン ト

・業務 5Sカイゼンの「見える化」など
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◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 国のセ ミナーそのものについて

□大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/その他

ご協力ありがとうございました。
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5Sセ ミナーアンケー

会社名 お名前  Ftノ ィ′

本 国はご参加いただきあ りがとうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力 ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて
。人と組織が育つ 5S活動と育たない 5S活動との比較

・ 5S活動を導入する5つのステップとポイント

・業務 5Sカイゼンの「見える化」など
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◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 国のセ ミナーそのものについて

直大変役に立つ □役に立つ □ふつう □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/その他

ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びよ り良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 くだ さい。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて
。人 と組織が育つ 5S活動 と育たない 5S活動 との比較

・ 5S活動を導入する 5つのステップとポイン ト

・業務 5Sカイゼンの 「見える化」など
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 国のセ ミナーそのものについて

□大変役に立つ 口役 に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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本 国はご参加いただきありがとうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて
。人と組織が育つ 5S活動と育たない 5S活動との比較

・ 5S活動を導入する5つのステップとポイン ト

・業務 5Sカイゼンの「見える化」など
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◆職場において実践 したいこと

、撃刀 整を務ξ′マク (夕 Sフイム)

マヽ]ヽ

「

′カィどンでイつ (煮 りでや走鷲タ
′

負ゲいこtら ′

◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。_
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◆本 日のセ ミナーそのものについて

□大変役に立つ N後 に立つ □ふつ う □役に立たない □まつたく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参加いただきありがとうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びより
‐
良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて
。人と組織が育つ 5S活動と育たない5S活動との比較

・ 5S活動を導入する5つのステップとポイント

砕 務 5Sカイゼンの 「見える化」など

◆職場において実践 したい こと
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◆本 日のセ ミナーそのものについて

/

□大変役に立つ 鳴だに立つ □ふつう □役に立たない □まったく役に立たない

◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。

◆ご要望/その他

ご協力ありがとうございました。



2016年 2月 25日

5Sセ ミナーアンケー ト

会社名  ょ .″   _´ _、 ,ュ ′

本 国はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より
｀
良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆セ ミナーで得 られた気づ きや学びについて
。人と組織が育つ 5S活動 と育たない 5S活動との比較

・ 5S活動を導入する5つのステップとポィント

・業務 5Sカイゼンの 「見える化」など

◆職場において実践 したいこと

◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 国のセ ミナーそのものにっいて

□大変役に立つ ビ役に立つ □ふつう □役に立たない □まつたく役に立たない

◆ご要望/その他

ご協力ありがとうございました。
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