
2016年 10月 21 日

5S活動の社内推進のポイン トセ ミナァアンケー

会社名  ′._.ぇ や` 4ぺ_    お名前  `憔 J:、 フイヘ 4幸

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・抵抗勢力への対処法・体制づくり`5S教育の方法・ 5Sタ イム・業務 5Sカ イゼン・ 5S
活動の「見える化」ボー ド=活性化のポイント・ 5S発表会のや りかた など

◆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

ビ矢変役に立つ □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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5S のポイントセミナーアンケー

会社名 お名前  なく鋼 √、入

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・抵抗勢力への対処法・体制づくり。5S教育の方法・ 5Sタイム・業務 5Sカイゼン・ 5S
活動の「見える化」ボー ド=活性化のポイン ト・ 5S発表会のや りかた 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

団大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない 口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活動の社内推進のポイン トセミナーアンケー

会社名 _小 ./tにMこ・ ′f、 人た 叉お名前  l Jロ イロ い́ ｀こ

本 国はご参力日いただきあ 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・抵抗勢力への対処法 。体制づくり。5S教育の方法・ 5Sタ イム・業務 5Sカイゼン・ 5S
活動の「見える化」ボー ド=活性化のポイント・ 5S発表会のやりかた 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 ミナーそのものにっいて

面大変役に立つ □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・抵抗勢力への対処法・体制づくり。5S教育の方法・ 5Sタイム・業務 5Sカイゼン・ 5S
活動の「見える化」ボー ド=活性化のポイント,5S発表会のやりかた 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 日のセ ミナーそのものについて

回大変役に立つ □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
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ご協力ありがとうございました。



2016年 10月 21日

5S活動の社内推進のポイン トセ ミナーアンケー

会社名 ´
I I 1/1R・て′Oυ ｀: =′ お名前 ィン¨

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・抵抗勢力への対処法 。体制づくり。5S教育の方法・ 5Sタ イム・業務 5Sカイゼン・ 5S
活動の 「見える化Jボー ド=活性化のポイン ト・ 5S発表会のや りかた など

したいこと
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◆巡 、_     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

国大変役に立つ □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 のポイントセミナーアンケー

会社名 こ称十_   お名前 Jlュ亙 生4

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っいて

。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・抵抗勢力への対処法・体制づくり。5S教育の方法 。5Sタイム・業務 5Sカイゼン・ 5S
活動の「見える化」ボー ド=活性化のポイン ト・ 5S発表会のやりかた 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 ミナーそのものにっいて
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□大変役に立つ 圏役に立つ □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。


