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第３部の流れ 

 第３部は以下の順序で講演を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２章では、参加者様に体験用アンケートサイトにアクセスいただいて、働き方診断アンケートを実体験して頂く予定です。 
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働き方診断の概要と
調査の流れ 

体験用アンケート 
サイトにアクセス 

体験用アンケート 
サイトで回答 

診断報告書 
サンプルのご紹介 

体験用サイトで 
一次集計を確認 

CSVデータのDL 
と変換処理 

データ分析の 
ポイント解説 参加者様の 

体験参加 

デモ実演 

働き方の実態調査の 
実例サンプルとして… 
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１．働き方診断の概要と調査の流れ（1/2） 
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各社オリジ
ナル設問 

共通設問 
（標準） 

標準 6～8問 25～30問 

（Google Forms） お客様の社内
システムを
使ってアン
ケートを実施
する事も可能
です。 

回答対象者 

PC,スマホ 
タブレット 

社内／外出先 
どちらからでも 

回答可能！ 

記名式 

№ 所属 社員番号 職種 質問 回答
345 大阪支社 1006400 営業事務  1週間で問い合わせを受けた調査件数 20
346 大阪支社 1006400 営業事務  問い合わせの多い依頼経路 顧客からの直接の問い合わせ
347 大阪支社 1006400 営業事務  問い合わせの多い依頼経路 業者からの問い合わせ
348 大阪支社 1006400 営業事務  問い合わせの多い依頼経路 箇所内からの依頼
350 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（月）] 1h以上～2h未満
351 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（火）] 1h以上～2h未満
352 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（水）] 2h以上～4h未満
353 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（木）] 2h以上～4h未満
354 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（金）] 1h以上～2h未満
363 京都支社 1005969 営業担当  問合せが多い内容 契約内容そのものの問い合わせ
364 京都支社 1005969 営業担当  問合せが多い内容 ●●受領書の確認
365 京都支社 1005969 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 ●●●の発行枚数・お客様の●●●管理責任者
366 京都支社 1005969 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 ●●受領書内容
370 京都支社 1005969 営業担当  1週間で問い合わせを受けた調査件数 4
371 京都支社 1005969 営業担当  問い合わせの多い依頼経路 顧客からの直接の問い合わせ
372 京都支社 1005969 営業担当  問い合わせの多い依頼経路 テナントからの問い合わせ
374 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（月）] ～1h未満
375 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（火）] ～1h未満
376 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（水）] 1h以上～2h未満
377 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（木）] ～1h未満
378 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（金）] ～1h未満
386 名古屋支社 1005330 営業担当  問合せが多い内容 契約内容そのものの問い合わせ
387 名古屋支社 1005330 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 契約期間・契約満了日
388 名古屋支社 1005330 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 解約時の特約内容

アンケート回答データ 
（EXCEL/CSV形式） 

進展した 

進展 
していない 

いただいたご意見 
 意識と各自の行動が前年と比較して
日々大きく変化している。 

 有休を取得がしやすくなった。 
 会社の空気が変わっていると感じる。 

 続けた事で上司の意識が変わり始めた様に思う。 
 以前はこの様なアンケートすらありませんでした。 

◆ 取組み先行事例の回答者の感想 ◆ 
Q. この1年で働き方改革が進展したと思うか？ 

Step-1 
Step-2 

Step-3 
独自開発した変換 
ツールでデータを整形処理 

「働き方診断」設問テンプレート 

1.働き方に関する社長のトップメッセージを
知っていますか？ 

2.就業規則の内容をどの程度知っていますか？ 
3.貴方が急に休んだ場合、どの程度の期間なら
他の社員が貴方の業務を問題なく代行できる
と思いますか？ 

働き方の実態調査 
の実例として、 
働き方診断の概要 
と流れをご紹介 
します。 

 



１．働き方診断の概要と調査の流れ（2/2） 
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№ 所属 社員番号 職種 質問 回答
345 大阪支社 1006400 営業事務  1週間で問い合わせを受けた調査件数 20
346 大阪支社 1006400 営業事務  問い合わせの多い依頼経路 顧客からの直接の問い合わせ
347 大阪支社 1006400 営業事務  問い合わせの多い依頼経路 業者からの問い合わせ
348 大阪支社 1006400 営業事務  問い合わせの多い依頼経路 箇所内からの依頼
350 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（月）] 1h以上～2h未満
351 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（火）] 1h以上～2h未満
352 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（水）] 2h以上～4h未満
353 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（木）] 2h以上～4h未満
354 大阪支社 1006400 営業事務  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（金）] 1h以上～2h未満
363 京都支社 1005969 営業担当  問合せが多い内容 契約内容そのものの問い合わせ
364 京都支社 1005969 営業担当  問合せが多い内容 ●●受領書の確認
365 京都支社 1005969 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 ●●●の発行枚数・お客様の●●●管理責任者
366 京都支社 1005969 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 ●●受領書内容
370 京都支社 1005969 営業担当  1週間で問い合わせを受けた調査件数 4
371 京都支社 1005969 営業担当  問い合わせの多い依頼経路 顧客からの直接の問い合わせ
372 京都支社 1005969 営業担当  問い合わせの多い依頼経路 テナントからの問い合わせ
374 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（月）] ～1h未満
375 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（火）] ～1h未満
376 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（水）] 1h以上～2h未満
377 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（木）] ～1h未満
378 京都支社 1005969 営業担当  調査に要したトータル時間（日別） [●月●日（金）] ～1h未満
386 名古屋支社 1005330 営業担当  問合せが多い内容 契約内容そのものの問い合わせ
387 名古屋支社 1005330 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 契約期間・契約満了日
388 名古屋支社 1005330 営業担当  問合せを受けて調査する事が多い内容 解約時の特約内容

アンケート回答データ 
（EXCEL/CSV形式） 

勤怠データ 
統合分析 

比較分析 
（ベンチマーク） 

進捗分析 

働き方改革に向けた現状の見極めと課題の抽出・整理 

勤怠データ 他社データ 過去データ 

回答データの一次加工・分析 

Step-4 

Step-5 

Step-6 

労
働
時
間
の
長
さ 

労働時間のバラつき 

回答者を層別（グ
ループ別）に分けた
上で、各グループの
ギャップを比較分析 

＜前頁の続き＞ 
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２．体験用アンケートサイトへのアクセス方法（1/2） 
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 Webを用いたアンケート調査の実演を行います。以下のいずれかの方法でWebアンケートページにアクセスください。 

 

① 弊社HPよりアクセスする場合 
ⅰ）Webブラウザで「CIOパートナーズ」と検索、当社HPへアクセス 
  してください。 
ⅱ）Topページ中ほどにあるツイート内に、URLが表示されています。 
  そちらからアクセスしてください。 

 

② QRコードを利用する場合 
 
 左記のQRコードを読み取り 
 表示されたURLへアクセス 
 してください。 
  

 

 

② URLを直接入力する場合 
Webブラウザ（Safari、Google Chrome等）で以下のURLを 
入力し、アクセスしてください。 

 
https://goo.gl/forms/ns5FYcIeliptdYoo1 

https://goo.gl/forms/ns5FYcIeliptdYoo1


6 

２．体験用アンケートサイトへのアクセス方法（2/2）最初の画面 
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３．データ分析のポイント （１）GoogleFormsを活用した場合の分析プロセス 
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回答データ 
ダウンロード VBAツール 

※データ整形 ローデータ GoogleForms 分析用データ 

ピボット分析 
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３．データ分析のポイント （２）勤怠データの分析サンプルと改革の方向性 
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日々の労働時間のバラつき 大 少 

長 

短 

労
働
時
間
（
残
業
時
間
） 

目指すべきは… 
C・Dグループの社員を減らし、 
A・Bグループの社員を増やす 

Dグループ 
Cグループ 

Aグループ 

Bグループ 
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３．データ分析のポイント （３）労働グループとアンケート結果を用いた分析例 
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設問 回答 
回答率 

評価 
全体 A B C D 

あなたが先月出席
した会議の内、
「自分が参加しな
くてもよいので
は」と感じる会議
はありましたか？ 

会議に出席する機会がなかった 4.8 4.4 9.4 6.3 2.8 ー 

そのように感じる会議はなかった 39.9 60.0 46.9 34.4 32.7 P 

そのように感じる会議も何度かあった 26.6 24.4 31.3 29.7 24.3 P 

半数近くの会議でそのように感じた 20.2 8.9 9.4 20.3 28.0 N 

ほとんどの会議でそのように感じた 8.5 2.2 3.1 9.4 12.1 N 

C、Dグループでも「参加が必要な会
議」に参加を絞ることが、A、Bグルー
プの働き方に近付くためのポイントの
一つと考えられる。 

 成果の少ない会議の廃止 

 会議参加者の見直し 

 会議に積極的に関与する意識の醸成 
（主体的な発言を促す等） 

具体的な取組み例 

社内ベンチマークを行うことで、自社に
とって実効性の高い取組みが明確化 

グループ別 
ネガティブ回答の割合 

A、BグループとC、Dグループの働き方はどのような点で異なるのか？ 

有意な差 
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３．データ分析のポイント （４）アンケート分析の実効性をあげるには… 
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結果 原因 

 労働時間や残業時間 
 有休消化率 

 
 離職率・平均勤続期間 
 従業員満足度 
 外部機関の評価スコア 

※日経ｘｘｘ等 

 ストレスチェック診断結果 
など 

オリジナル 
質問 

取組みの 
 実効性 

  個人の 
意識・考え方 

職場の雰囲気 
とコミュニケーション 

仕事の進め方 

仕事の分担 

働き方 
そのもの 

結果の違いを起点に差異をベンチマーク 
➡ つまり、個人を特定できる調査が不可欠 

結果だけが分かっても 
働き方改革は進まない 

アンケートで原因（≒答え）を探さない！ 
アンケートは原因の仮説を裏付ける為の手段に過ぎない！ 

だから…自社特有の原因（仮説）にあたるオリ
ジナル質問が実は重要！ 



４．診断報告書サンプルのご紹介 

Copyright(C) 2018 CIO-Partners co.,Ltd. All rights reserved.  

別紙（補足資料・A３）でご確認ください。 



追加：申込み時に寄せられた「セミナーに盛り込んでほしい事項」への対応（1/2） 
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働き方改革を進めている中で、各
社の直面している課題 

うまく改革できた事例 

 多くの企業で散見される一般例として、残業時間の削減や生産性の向上に向けて、
働き方を変える為の制度やオフィス環境の充実には取組んでいるが、成果が思う様
に上がらず、悩んでいる企業が少なくありません。 

 また、残業時には事前申請・上長承認がないとPCを起動させないITツールの導入や
20時以降の機械的な消灯など強制力を持った対策については、業績面などへの悪い
影響を懸念して、対策の実行に躊躇している企業も少なくありません。 

 それでも強制力を持った対策を進めている企業の中には、経営トップがこうしたマ
イナス面の影響を理解しつつ、それでも覚悟を決めてリーダーシップを発揮してい
る企業が少なくありません。また、そういった経営トップ程、生産性の向上が急務
だと考えています。 

社員の意識を確認したく、働き方
改革への社員の意識調査を行う場
合のアンケート項目 

働き方の実態調査の具体的な内容
と効果の把握方法について 

 働き方診断（アンケート）の概要は、先行事例も含めて「8～9章」（P14～15）で
解説した通りです。 

 なお、第３部では、実際の調査項目（一部）を掲載した体験用サイトで、働き方の
アンケート調査を各参加者様に体験していただく予定です。 

テーマ（例えば、改善しないとい
けない状況が異なるケース）別に
具体的な対応策を紹介 

 「6. 業務の見直し事例」で弊社が業務見直しを支援した事例の一部をご紹介させて
頂きましたが、他にも様々な事例（ケースと対応策）があります。 

 従いまして、（質問者様の）特に関心のあるテーマで、他にも対応事例の紹介が必
要であれば、個別にご相談ください。 

事前に寄せられたリクエスト リクエストに対する解説 

Copyright © 2018 CIO-Partners co.,Ltd. All rights reserved.  



追加：申込み時に寄せられた「セミナーに盛り込んでほしい事項」への対応（2/2） 
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業務改革を進めるため、重複や無
駄な仕事と判断できるポイントや
事例紹介 

 先ず、私見ですが「無駄」という言葉は、人によって基準が異なり、非常に難しい
言葉です。そこで、敢えて「無駄」という言葉を使わずに解説します。 

 働き方改革では「生産性の向上」が求められています。その為には、今迄はその仕
事のやり方で良かったが、これからは「割り切る」事が出来るか…といった判断が
必要です。とは言っても、無条件に何でも割り切る事は到底できません。 

 そこで、弊社では「リスク管理」の観点から判断するケースが少なくありません。 

 例えば、P10でご紹介した事例の場合、アシスタントに業務を移管した場合、どん
な間違いが生じるリスク（懸念）があるのか、またそれは、金額面などの影響を限
定できるのか…などを整理した上でリスクを受容できる範囲を見極めて、具体的な
業務の見直しの内容を検討する、などを行っています。 

ローパフォーマーへの働き方改革
事例 

モチベーションアップなのか、あ
きらめるのか、など 

 適材適所に向けて配置転換を行うケースの他に、職場内で仕事の分担の見直しや
チェック体制の整備、各々の仕事の意味・意図・重要性の説明など、様々な対策を
講じています。 

 また、現場で特定の社員をローパフォーマー（≒仕事の出来ない人）と決めつけて
しまっているケースもある為、個々の状況に応じた対策が求められます。 

フリーアドレスやテレワークに向
けた調査＆見直しのポイント 

 各施策の狙い（コミュニケーションの活性化や集中環境の提供・通勤ストレスの軽
減・離職率の抑制など）に沿った効果を測る為の調査が必要です。 

 また、P14で解説した「仕事の分担」や「仕事の進め方」に関する調査と課題の抽
出（抽出した課題に沿った運用の見直しなど）も欠かせません。 

事前に寄せられたリクエスト リクエストに対する解説 

多くのリクエストをいただき、有難うございました。 
Copyright © 2018 CIO-Partners co.,Ltd. All rights reserved.  



ＣＩＯパートナーズ株式会社 
〒550-0014 
大阪市西区北堀江 1-19-8 四ツ橋ＫＭビル ７階 

（担当：吉田） 
 

℡ 06-6599-8661 
✉ office@cio-partners.co.jp 

ご清聴、ありがとうございました。 

当資料に関する、お問い合わせやご質問等がございましたら 
下記までご連絡ください。 
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