
　　　　　　　　会社実情調査票表（会社の健康度チェックリスト）
会社名：

部門名： 　　該当する項目に○印をおつけください
　 　　　　　　　質　　　　問 回　　答
Ⅰ １．経営方針ははっきりしていますか 明確 不明確 わからない

２．経営の理念ははっきりしていますか 明確 不明確 わからない
経 ３．会社の経営状態はどうですか 安定 不安定 わからない

４．この会社の社会評価はどうですか 高い 低い わからない
営 ５．扱う商品に誇りを感じますか 感じる それほどでもない わからない

６．年功序列ですか実力主義ですか 実力 適切 年功
Ⅱ １．経営者をどう思っていますか よい 普通 改めてほしい

２．経営者の公私の姿勢は よい 普通 改めてほしい
会 ３．労働条件は一般的について よい 普通 悪い

　　　　〃　　　　同業者と比べて よい 普通 悪い
社 　　　　〃　　　　同規模と比べて よい 普通 悪い

　　　　〃　　　　この地方では よい 普通 悪い
評 ４．入社前に聞き、想像していたことと現実は 思ったよりよい 思ったとおり 失望

５．この会社に入社して よかった 特に意識しない 後悔
６．従業員の意向を経営者は よく考慮している 普通 無視
７．社内では派閥が ある ない わからない
８．社内の空気は 活気がある 普通 わからない
９．社内の規律は よく守られている 普通 守られていない
10．信賞必罰は はっきりしている 普通 はっきりしていない
11．上層部は 忙しすぎる 普通 閑と思う
12．会社の将来性は 高い 普通 ない

Ⅲ １．組織や命令系統は 明確 普通 乱れている
２．責任の所在は 明確 不明確 わからない

管 ３．上司の指示・命令は 適切 普通 不適切
４．目標・標準は（個人及び共同） 決まっている 決まっていない わからない

理 ５．目標の追求は 適切 厳しい 甘い
６．仕事についての意見は よく聞いてくれる 無視 わからない

者 ７．管理者（上司）の仕事の割付けは 適切 普通 悪い
８．適材適所の配置か 適切 不適切 わからない
９．チームの編成（チームワーク）は よい 悪い わからない
10．指示を仰いだときの決定は 速い 普通 遅い
11．責任の追及は 厳しい 普通 甘い
12．計画の変更は 少ない 普通 多い
13．他の部門との連絡は よい 普通 悪い
14．上司の人使いは 上手 普通 下手
15．管理者（上司）に対する信頼度は 頼りにしている 普通 頼りにしていない

Ⅳ １．職場の空気は よい 普通 悪い
２．同僚・上司との人間関係は よい 普通 悪い

職 ３．作業環境は よい 普通 悪い
４．重機・設備・機械等は よい 普通 悪い
５．道具・工具・機器等は よい 普通 悪い

場 ６．材料・資材は よい 普通 悪い
７．仕事の流れは よい 時々手待ちになる 手待ちになる
８．就業時間・終了・残業等は 明確 普通 だらしない
９．うまくいかない原因・問題の所在は 明確 不明 わからない
10．その対策は 立てている その場かぎり 立てていない
11．よい仕事をしたときは ほめてくれる 何もいわない －
12．仕事の良否は いってくれる いってくれない －
13．工程・工事の遅れを心配することが ない 時々ある ある
14．クレーム（手直し）は 少ない 時々ある 多い

Ⅴ １．仕事の自信は 自信満々 自信喪失 わからない
２．やる気は ある 普通 ない

仕 ３．仕事の達成感は かなり感じる あまり感じない 感じない
４．スランプになったことは ある 時々ある ない

事 ５．仕事は 忙しい 普通 ひま
６．仕事への興味は 面白い 普通 つまらない
７．段々と難しい仕事を与えられていますか はい マンネリ いいえ
８．仕事のやり方は よく知っている 普通 よくわからない
９．仕事の教育訓練は よくやってくれる 普通 教えてくれない
10．助言・指導は よくしてくれる 普通 してくれない

Ⅵ １．採用のしかたは 公明 普通 縁故
２．エコヒイキは ない ある わからない

採 ３．配置転換は 適切 少ない 多い
用 ４．人事は 適切 普通 停滞
・ ５．新入社員は適量入社 適量 不足 わからない
配 ６．退職者は（その理由は） 少ない 普通 多い
置 ７．平均年齢は 低い 普通 高い
・ ８．どの年齢層が不足か 若い人 中年 高年
昇 ９．どの階層が不足か 管理職 中堅社員 一般社員
進 10．昇進のしかたは 公正 普通 不明確
Ⅶ １．通勤時間は 短い 普通 長い
私 ２．健康は よい 普通 悪い
生 ３．私生活の悩みは ない たいしたことはない 悩んでいる
活 ４．個人の考え方と会社の方針とは 合う 合わない わからない
Ⅷ １．福利厚生施設は よい 普通 悪い
福利 ２．安全・衛生は 問題なし 普通 問題あり
厚生 ３．社員会・貸付金等の制度は ある ない 知らない

４．旅行・スポーツ等リクレーション行事は 充実している 普通 不十分
Ⅸ １．賃金の額は 多い 普通 少ない

２．賃金の決め方は 公正 普通 不公平
給 ３．賃金は毎月ほぼ安定しているか 安定 － 変動が大きい

４．よくやるものが多くもらえるか はい いいえ わからない
与 ５．賃金の体系は 明確 不明確 わからない

６．奨励金・報奨金は ある ない わからない
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