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経営改善に結びつく

「従業員満足度調査」を実施しませんか？

言うまでもなく、情報サービス・ビジネス

の主たる生産手段＝生産設備は「人」（従業

員）です。ところが、昨今の情報システム環

境の激変によって、「人」が危機に立たされ

ています。生産手段が危機ということは、ビ

ジネスも危機ということです。そこでこの数

年、業界各社は生産手段「人」の手入れをし

ようということで、プロジェクトを作って対

策を検討したり、産業医やカウンセラを置い

たりと、対応を鋭意実施中です。

その対策の入り口は、「人」の調査を実施

して問題点を探ることです。ということで、

先進（？）企業では、全社員を対象とした「従

業員満足度」調査を実施しておられます。

当社主催の情報サービス業トップの研究

会であるＩＳトップ・フォーラムでも、遅れ

ばせながら「従業員満足度とメンタルヘルス

向上のための予備調査」と題した調査を実施

しました。
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以下に、この調査で得られた結論と従業員

満足度を上げるための根本対策についてご報

告・ご提案させていただきます。

調査概要

今回の調査対象者は６社合計３９５人で、図

表１の構成でした。設問は、図表１の属性に

部門を加えた属性項目６、選択式の質問項目

２４と比較的小規模の調査で、回答者は約１

０分で回答可能でした。回答方法は、個人が

識別できないように特定のウエブサイトに直

接書き込む方式です。調査結果については集

計結果のみを調査企業にフィードバックし、

個別レコードは、属性から本人の特定ができ

る可能性があるためフィードバックしており

ません。

なお、この調査は㈱エンパワー・ジャパン

殿（別稿「事業紹介」参照）のご協力をいた

だいて実施いたしました。

Ⅰ
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図表１ 回答者の構成（全社）

属性 選択肢 人数

01 男 344

02 女 51
性
別

総計 395

02 21～25 歳 44

03 26～30 歳 91

04 31～35 歳 75

05 36～40 歳 62

06 41～45 歳 51

07 46～50 歳 33

08 51 歳～ 39

年
代

総計 395

属性 選択肢 人数

01 管理（者） 40

02 間接部門業務 13

03 事務 18

04 営業 13

05 コンサルタント 51

06 プロマネ 22

07 ＳＥ 98

08 プログラマ 113

09 ＩＴ技術者 14

10 オペレーション 6

11 その他（研修、他） 7

職
種

総計 395

属性 選択肢 人数

01 一般社員 274

02 グループリーダ 50

03 課長 16

04 部長 38

06 事業部長 6

07 専門職 11

役
職

総計 395

01 既婚 195

02 未婚 200
結
婚

総計 395
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調査結果

１．満足度状況総括

（１）総括的な満足度

現在の仕事に対する満足度は、図表２をご

参照ください。これによれば、「現在の仕事

に対する満足度」も「自分の将来に対する希

望」も約４割の人は持っています。

ですが、「会社の将来・担当している事業

の将来」については不安がかなり多いのです。

この業界の状況がよく表れていると思います。
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図表２ 設問別単純集計結果グラフ

3 会社の将来
が不安である,

52.66%

2 会社の将来
に不安はない,

21.94%

1 会社の将来
に期待が持てる,

13.39%

5 その他,
4.85%

4 担当している
事業の将来が
不安である,

7.16%
1 会社の将来に期待が
持てる
2 会社の将来に不安は
ない
3 会社の将来が不安で
ある
4 担当している事業の
将来が不安である
5 その他

3 どちらとも言
えない, 36.71%

6 その他,
1.01%

5 まったく希望
がない, 5.82%

4 希望がない,
13.92%

2 希望を持って
いる、, 34.43%

1 大きな希望を
持っている,

8.10%

1 大きな希望を持っている

2 希望を持っている、

3 どちらとも言えない

4 希望がない

5 まったく希望がない

6 その他

3 どちらとも言
えない, 42.03%

2 満足している,
35.19%

1 非常に満足し
ている, 4.05%

6 その他,
1.77%

4 不満がある,
14.18%

5 まったく不満
である, 2.78%

1 非常に満足している

2 満足している

3 どちらとも言えない
4 不満がある

5 まったく不満である

6 その他

(16)会社の将来【複数選択可】

2.自分の将来に対する希望はどうですか。

1.現在の仕事に対する満足度はどうですか。
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図表２ 設問別単純集計結果グラフ
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（２）不満・不安項目

設問１８で「何が不満・不安

ですか」として１位から３位

までを挙げていただいた結果

をウエート付けして（１位＝

３ポイント、２位＝２ポイン

ト、３位＝１ポイント）集計

した「不満・不安１７項目の

ランキング」が図表３です。

また、設問ごとに選択肢に配

点して（例：非常に満足＝＋

２、満足＝＋１、どちらでも

ない＝０、不満＝－１、非常

に不満＝－２）、平均的満足

度を計算した結果のグラフが

図表４です。

図表３ 不安・不満ランキンググラフ

（９）仕事の達成

感

4.60%

（５）仕事の分担

4.60%

（１１）教育・研修

5.11%

（６）仕事のしか

た

5.70%
（１３）能力評価・

処遇

5.86%

（１）経営方針

6.16%

（３）仕事の内容

7.22%

（４）仕事の時間

3.97%

（２）（自分より上

位の）部門方針

3.00%

（８）自分の回り

に自分の目標・

お手本になる人

がいますか

2.32%

（７）仕事のしか

た

3.12%

（１５）同僚との

関係

0.93%

（１４）上司との

関係

2.15%

（１２）給与

15.23%

（１６）会社の将

来

10.97%

（１０）自分の能

力向上

10.59%

（１７）現在の健

康状態

8.48%
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図表４ 設問別満足ポイントグラフ
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図表３は特に問題という項目に絞られるの

で、重点指向のアプローチです。図表４は一

つずつ見ていく平均指向のアプローチです。

両者を合わせて見ますと以下の点が分かり

ます。

「あらためて何がいちばん不満かと聞かれ

ると給与かな」という答が図表３です。しか

し、「給与」は図表４では最大の不満ではあ

りません。重点評価でも一つずつの項目の評

価でも、高いランクに上がっているのは「会

社の将来」「仕事の内容」です。これはかな

り本質的な問題提起です。それに関連して、

「自分の能力向上」が図表３で第３位にラン

クされています。

「健康状態」は図表３で第４位の不安要因

です。やはり現実問題として大きな問題です。

当初上野がかなりの不満要因であろうと

想定した「仕事の時間」は、図表３の重点評

価では、１７項目中１２位でした（図表４で

は「仕事の時間」に対する不満度を聞きませ

んでしたので、そのランキングは不明です）。

他社の調査でも「労働時間の長いほうがやり

がいを感じている人が多い」という結果が出

ています（日経コンピュータ２００７．１１．２６

号）。勤務時間が長いこと自体が問題ではな

く、対象となる「仕事の内容」が問題なので

す（後述）。

「自分の回りにお手本になる人がいる」

「上司との関係」「同僚との関係」は比較的

高得点で、それなりに良い感じの職場が多い

のはひと安心です。

「教育・研修」は、図表４の会社の制度・

方針等の中で最大の不満項目になっています。

昨今は研修に出る暇もない方が多いのですが、

「要らないと言っているのではなく、出られ

ないのだ」ということのようです。
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２．属性別の状況

図表５は仕事の満足度についての属性別の

平均点を示したものです。ご覧のように属性

別にかなり状況が異なります。他の設問でも

同様です。一律の対策は有効でないことを示

しています。

図表５ 設問別・属性別「仕事の満足度」グラフ
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３．職種別の状況

図表６は５職種について、各項目の満足度

を比較したものです。ポイントの高いほうが、

満足度が高いのです。３．（４）①②を除い

て満点は２００ポイントです。

３．（４）①では、３００は業務終了時間

が平均１９時台、４００は２０時台というこ

とを表しています。プロマネの４４５ポイン

トは２１時前（４５０が２１時）ということ

になります。３．（４）②はひと月当たり休

日の勤務回数（×１００、プロマネは平均月

２．２７回休日に仕事をしている）を示して

います。

これによれば、ほぼ全項目にわたってプロ

マネの満足度は高くなっています。そのプロ

マネも仕事の内容・仕事の分担・仕事のしか

たには問題意識を持っています。

コンサルタントが不満なのは、会社の将来

と経営方針・部門方針です。

ＳＥの不満が大きいのは、会社の将来と仕

事の内容です。分かる気がします。

プログラマはＳＥの不満事項に加えて、自

分の将来も不安です。

ＩＴ技術者は、社内の位置づけが明確では

ないのでしょう。かなり不満が多くなってい

ます。

ここには載せていませんが、オペレーショ

ン従事者（運用技術者）は、すべての項目に

わたって不満度が高く、危機的状態となって

います。運用業務は会社として安定的収益源

なのに、放置された状態になっていることの

結果だと思われます。改善対応が必要です。



インフォメーション---従業員満足度調査

11

図表６ 設問別満足度５職種比較 ※数値はポイント数×100
05

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
06

ﾌﾟﾛﾏﾈ
07
ＳＥ

08
ＰＧ

09
ＩＴ

１．現在の仕事に対する満足度はどうですか 39 41 6 7 -7

２．自分の将来に対する希望はどうですか 75 55 18 -10 -7

３．(1)経営方針 22 45 18 -10 -43

(2)（自分より上位の）部門方針 -12 73 18 4 -14

(3)仕事の内容 【複数選択可】 -8 -10 -31 -24 -52

(4)仕事の時間

①週日の業務終了時間
（最近の多い時間帯を選択）

318 445 369 326 393

②土日休日の勤務（自宅作業を含む）仕事を
する（最近の）月間日数

165 227 146 138 207

(5)仕事の分担 61 55 66 60 36

(6)仕事のしかた 53 27 40 42 7

(7)仕事のしかた 49 59 50 51 43

(8)自分の回りに自分の目標・お手本になる
人がいますか

57 64 59 86 57

(9)仕事の達成感 84 91 62 58 36

(10)自分の能力向上 92 86 44 27 0

(11)教育・研修 25 45 20 -3 -21

(12)給与 41 45 16 -4 -7

(13)能力評価・処遇 47 50 37 38 29

(14)上司との関係【複数選択可】 45 113 48 39 39

(15)同僚との関係【複数選択可】 71 113 79 79 64

(16)会社の将来【複数選択可】 -40 -17 -77 -93 -153

(17)現在の健康状態 37 23 21 18 -14

４．(1)楽しみ・気分転換はありますか 94 82 63 88 71

合計 1,315 1,712 1,072 917 664
注：アミカケ＝上位（10 ポイント差まで）
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満足・不満足要因の相互関係

満足要因・不満足要因は相互に関係があり

ます。それらの関係を独自の方法で分析した

結果を図示したものが、図表７です。

この図の示すところは、いちばん右の列の

「仕事の満足度」と「健康状態」という従業

員に関する最も重要な評価項目は、右から２

列目の項目に直接影響されており、そのもと

は３列目の項目である、ということです。

従業員に「仕事の満足感」を得ていただく

ことは最大の経営目標の一つですが、それを

実現することに貢献している要因は、２列目

の以下の項目です。以下に各項目の右側に示

すポイント（プラス数値）は、その項目の「仕

事の満足感」に対する貢献度の大きさを示し

ています。ポイントの最大値はプラス４．００、

マイナス４．００です。

楽しみ・気分転換･････････３．５７

仕事の達成感･････････････３．３５

仕事の分担 ･････････････２．８４

仕事の方法 ･････････････２．７５

経営方針 ･･･････････････２．８０

部門方針 ･･･････････････２．５４

自分の能力向上見通し ･･･２．７９

自分の将来の希望･････････３．１２

自分の能力向上見通し ･･･２．９５

経営方針 ･･･････････････２．６５

部門方針 ･･･････････････２．３１

給与 ･････････････････････２．８１

能力評価・処遇･･･････････２．２１

この関係を解釈すると、経営の好ましい状

態を実現するには、３列目の「仕事の内容・

実施方法の改善」「経営方針・部門方針の明

確化」をして「社員の能力向上の見通しが立

Ⅲ
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つ」ようにしなければならない、そのために

は「適切な研修」も必要である、ということ

になります。

それ以外に、「楽しみ・気分転換」がある

ことがよい仕事の成果に結びつき、仕事の満

足感が高まるのです。しかも、それはかなり

大きなポイントとなっています。「楽しみ・

気分転換」は基本的には私的な生活面でのこ

とを指していますが、会社でもその要素を取

り込むことは有効な対策になるでしょう。た

とえば、楽天㈱では、かなりの高級メニュの

社員食堂をタダにして、おいしいものを食べ

おしゃべりする「楽しみ」を従業員に与えて

います。

もう一つの重要な評価要素「健康状態」につ

いて言えば、「健康状態」に悪い影響を与えて

いる（マイナスポイント）直接要因は以下の項

目です。

「仕事の達成感」がない ･････････ －２．０８

「楽しみ・気分転換」がない ･････ －１．８４

「自分の将来の希望」がない ･････ －１．８２

「勤務時間」が長い ･････････････ －１．３６

その結果「仕事の満足度」もない ･ －１．６４

こちらでも「楽しみ・気分転換」があれば、

健康状態はかなり改善されるという結果を示

しています。「勤務時間」が長いことだけが

健康阻害の致命的原因ではない（そのポイン

トはそれほど高くない）、ということをも示

しています。
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図表７ 満足度・不満度要因関連図 注：「？」がついている線は関係の分析が未実施です。

健康状態

仕事の満足度

▲1.82

▲1.64

▲1.84

▲1.36

3.57

3.35

2.81

2.21

3.12

４３分多い

▲2.08

？

仕事の分担

仕事の方法

仕事の内容

経営方針

部門方針

自分の能力向上

見通し

教育・研修

楽しみ・

気分転換

勤務時間

仕事の達成感

給与

能力評価・処遇

自分の将来

の希望

▲1.07

2.95

2.31

2.65

▲0.45

2.34

▲2.40

▲2.70

▲1.57

▲1.73

？

▲2.81

▲3.18

▲1.02

▲1.32

▲1.32
▲0.36

2.75

2.84

▲1.71

▲1.72

2.80

2.79

？

？

2.54
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今後の対応

Ⅲの分析によれば、従業員満足度を高める

根本対策は、仕事の内容・方法を改善するこ

とです。これによって仕事の達成感が高まり、

勤務時間も減少して仕事の満足度が高まると

同時に、健康障害も減るのです。健康障害の

対症療法的な対応をしても、基本的な問題解

決にはなりません。

それでは、どうやって仕事の改善をするか、

ということになりますが、現在の過負荷の勤

務状態では自発的な改善は期待薄です。前向

きなプロマネ職種でも限界があって、仕事の

方法についての問題意識を持ったままなので

す。

私どもが以前から皆様にお勧めしておりま

すのは、ＭＩＮＤ－ＶＩＰという業務改善プログラ

ムです。（ＭＩＮＤ－ＶＩＰについては以下のＵＲＬ

をご参照ください。

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/vip/vip.html

このプログラムでは、組織の長（部長等）

が中心になって、半年間の定量的な改善目標

を設定して自部門の改善に取り組んでいただ

きます。他業種の成功例では、現場の方たち

は「多忙でとても改善に取り組む時間など取

れない」とＭＩＮＤ－ＶＩＰの実施に反対していま

した。しかし、トップの意志で実行の指示を

出されたところ、現場も必死になって改善に

取り組み、数千万円の改善利益が実現しまし

た。数億円の改善利益が実現した例もありま

す。

このプログラムの成功の条件はただ一つ、

トップが強い意志で実行を指示し支持するこ

とです。トップの英断によって困難な改善プ

ロセスに取り組まなければ、以下の悪循環か
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ら脱却することはできません。

この方法以外でもかまいません。とにかく

強い意志で現場の改善を引き起こすことです。

ぜひお考えください。（上野則男 記）

忙しい 改善

できない

仕事に時間

がかかる

ロスが出る

目次に戻る

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/vip/vip.html
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr81.html

