
　　　　　『ＥＺマークアンケート』テンプレートについて

　各テンプレートは、『ＥＺマークアンケート』で、内容を変更して使用してください。

　調査票シートは、『ＥＺマークアンケート』で印刷したものを使用してください。

　用紙は、普通紙を使用できますが、下記の点に注意して印刷を行ってください。

○　両面シートの印刷について

　　シートの印刷に薄い用紙を使用すると、読み取りの際に、裏写りして誤認識する場合があり

　ますので、必ず、厚手の用紙を使用してください。

○　補正マークについて

　　シートを印刷すると、シート上部の左右に“■”(２㎜角)が印字されます。

　　シートが傾いたりズレたりしてスキャニングされた場合に、このマークを基準に位置の補正

　を行います。

　　また、このマークで表面と裏面の識別も行っています。

　　そのため、シートの表と裏が混在しても読み取ることができます。

　　このように、この“■”は、とても大事なマークです。

　　したがって、シートを印刷したら、必ず、このマークが濃い黒でくっきりと、左右均等の位

　置に印字されているか確認してください。

　　プリンタ出力したシートをコピーして、このマークが欠けてしまうと、そのシートは読めま

　せん。

○　精度の悪い機器は使わないで

　　プリンタの精度が悪いと、補正マークの写りが薄かったり、印刷むら(濃淡)ができますので、

　精度の悪いプリンタの使用は避けてください。

○　紙送り時のトラブル

　　シートの印刷に、レーザープリンタやコピー機を使うと、スキャニングの際に重送によるト

　ラブルが発生することがあります。

　　印刷時に高熱をかけるためシートが湾曲して用紙同士がくっつきやすくなるからです。

　　その場合、シートを十分にさばいてから読み取り処理を行ってください。

　　シートの印刷は、インクジェット等、用紙に熱をかけないプリンタを利用する方が、紙送り

　時のトラブルを減らすことができます。

○　十分に読み取りテストを

　　作成した調査票シートを間違いなく読み取りできるか、お使いのスキャナで十分にテストを

　行ってください。

　ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　プレテクニカ株式会社  https://www.ocr-system.com/

https://www.ocr-system.com/
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営業部 経理部 総務部 人事部 企画部 生産管理 その他

所属部署

自分の性格や適性は、今の仕事に向いていると思う・・・・・・・

今の仕事は、スキルアップにつながっている・・・・・・・・・・

今の仕事は、社会や顧客のためになっていると感じる・・・・・・

今の職場は、自分の能力を十分に発揮できている・・・・・・・・

自分は、上司や同僚から必要とされていると思う・・・・・・・・

仕事全般について、やりがいを感じますか・・・・・・・・・・・

給与や待遇について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職場の人間関係については・・・・・・・・・・・・・・・・・・

残業時間や休暇については・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職場の設備面については・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社内研修などスキルアップの支援体制については・・・・・・・・

働く環境全般についての満足度は・・・・・・・・・・・・・・・
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従業員満足度調査アンケート

この度、職場環境をより良く改善すべくアンケートを実施することになりました。

該当する欄にマークしてください。(ひとつだけ選んでください)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事のやりがいについて 満　足 やや満足 まずまず やや不満 不　満

働く環境について 満　足 やや満足 まずまず やや不満 不　満

裏面への記入もお願いします。

このシートはカラープリンタで印刷し、読み取りにはドロップアウト機能のあるスキャナを使用してください。



会社の理念やビジョンに共感している・・・・・・・・・・・・・

会社の業績に満足している・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会社は風通しがよいと感じている・・・・・・・・・・・・・・・

会社を誇りに思っている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今後も、今の会社で働き続けたいと思う・・・・・・・・・・・・

総合的に見た会社の信頼度は・・・・・・・・・・・・・・・・・
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会社への信頼度について 満　足 やや満足 まずまず やや不満 不　満

職場に対して悩みや要望がございましたら、ご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。
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自分の業務が社会や顧客のためになっていると感じる・・・・・・

職場の設備は充実している・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事に集中しやすいオフィス環境である・・・・・・・・・・・・

上司は、業務の指示や指導を適切に行っている・・・・・・・・・

問題が発生した際、上司は適切なサポートをしてくれている・・・

社内の人間関係は良好である・・・・・・・・・・・・・・・・・

従業員が自由に意見を言える組織風土がある・・・・・・・・・・

自主性を尊重し、それを支援する組織風土がある・・・・・・・・

会社の理念・ビジョンに共感できる・・・・・・・・・・・・・・
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経営計画や新商品情報などはタイムリーに告知されている・・・・

会社の業績(成長性・収益性・安定性)には満足している・・・・・

会社の給与水準は同業他社と比較して・・・・・・・・・・・・・

会社は社員を適切に評価している・・・・・・・・・・・・・・・

有給休暇の取得推進や福利厚生の整備など労働環境について・・・

リーダーを育成するための教育に力を入れている・・・・・・・・

従業員のスキルアップの支援をしている・・・・・・・・・・・・

育児や介護をする必要が発生した際のサポート体制について・・・

機密情報は適切に管理されている・・・・・・・・・・・・・・・

法令を遵守するための管理や教育を徹底している・・・・・・・・

勤務時間や仕事の内容で過度な負担を強いられない・・・・・・・

残業は自分の無理のない範囲に収まっている・・・・・・・・・・

現在の業務量は適切だと感じている・・・・・・・・・・・・・・

今の会社で働いていることに誇りをもっている・・・・・・・・・

今後も、今の会社で働き続けたいと思う・・・・・・・・・・・・

総合的にどの程度満足していますか・・・・・・・・・・・・・・

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

満　足 やや満足 まずまず やや不満 不　満

職場に対して悩みや要望がございましたら、ご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。



男 女

性　別

～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～

年　令

1年目 2～3年目 4～5年目 6～9年目 10～14年目 15～19年目 20年目以上

勤続年数

営業部 経理部 総務部 人事部 企画部 生産管理 その他

所属部署

現在の仕事はやりがいがある・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事内容は自分に合っている・・・・・・・・・・・・・・・・・

スキル、能力が身につく仕事である・・・・・・・・・・・・・・

現在の仕事に意義を感じられる・・・・・・・・・・・・・・・・

自分の業務が社会や顧客のためになっていると感じる・・・・・・

職場の設備は充実している・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事に集中しやすいオフィス環境である・・・・・・・・・・・・

上司は、業務の指示や指導を適切に行っている・・・・・・・・・

問題が発生した際、上司は適切なサポートをしてくれている・・・

社内の人間関係は良好である・・・・・・・・・・・・・・・・・

従業員が自由に意見を言える組織風土がある・・・・・・・・・・

自主性を尊重し、それを支援する組織風土がある・・・・・・・・

会社の理念・ビジョンに共感できる・・・・・・・・・・・・・・

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

従業員満足度調査アンケート

この度、職場環境をより良く改善すべくアンケートを実施することになりました。

該当する欄にチェック(レ)してください。(ひとつだけ選んでください)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

満　足 やや満足 まずまず やや不満 不　満

裏面への記入もお願いします。



経営計画や新商品情報などはタイムリーに告知されている・・・・

会社の業績(成長性・収益性・安定性)には満足している・・・・・

会社の給与水準は同業他社と比較して・・・・・・・・・・・・・

会社は社員を適切に評価している・・・・・・・・・・・・・・・

有給休暇の取得推進や福利厚生の整備など労働環境について・・・

リーダーを育成するための教育に力を入れている・・・・・・・・

従業員のスキルアップの支援をしている・・・・・・・・・・・・

育児や介護をする必要が発生した際のサポート体制について・・・

機密情報は適切に管理されている・・・・・・・・・・・・・・・

法令を遵守するための管理や教育を徹底している・・・・・・・・

勤務時間や仕事の内容で過度な負担を強いられない・・・・・・・

残業は自分の無理のない範囲に収まっている・・・・・・・・・・

現在の業務量は適切だと感じている・・・・・・・・・・・・・・

今の会社で働いていることに誇りをもっている・・・・・・・・・

今後も、今の会社で働き続けたいと思う・・・・・・・・・・・・

総合的にどの程度満足していますか・・・・・・・・・・・・・・

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

満　足 やや満足 まずまず やや不満 不　満

職場に対して悩みや要望がございましたら、ご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。


	テンプレートについて
	ページ 1

	従業員満足度（５肢18問両面－マークシート）
	従業員満足度（５肢18問両面－チェックシート）
	従業員満足度（５肢29問両面－マークシート）
	従業員満足度（５肢29問両面－チェックシート）

