
１．性別と年齢について１．性別と年齢について１．性別と年齢について１．性別と年齢について
【性別】【性別】【性別】【性別】

回答内容 回答数 回答割合
1 男性 50 62%
2 女性 31 38%

合計 81 100%

【年齢】【年齢】【年齢】【年齢】
回答内容 回答数 回答割合

1 18～19 39 48%
2 20～21 6 7%
3 22～23 23 28%
4 24～29 8 10%
5 30～ 5 6%

合計 81 100%

２．最終学歴について２．最終学歴について２．最終学歴について２．最終学歴について
回答内容 回答数 回答割合

1 高校 42 52%
2 専門学校 2 2%
3 短期大学 5 6%
4 大学 27 33%
5 大学院 5 6%

合計 81 100%

３．お住まいについて３．お住まいについて３．お住まいについて３．お住まいについて
回答内容 回答数 回答割合

1 厚木市内 20 25%
2 厚木市外（神奈川県内） 43 54%
3 神奈川県外 17 21%

合計 80 100%

平成29年度厚木商工会議所　合同入社式・新入社員研修会

　　　　参加者アンケート結果　参加者アンケート結果　参加者アンケート結果　参加者アンケート結果　回収率：100％（参加者数81名　回答者数8１名）回収率：100％（参加者数81名　回答者数8１名）回収率：100％（参加者数81名　回答者数8１名）回収率：100％（参加者数81名　回答者数8１名）

アンケート結果

参加者について

【性別】

男性：女性＝６：４。

【年齢・学歴】

約半数が高校卒業直後（18～19

歳）。

24歳以上の新入社員や中途採用

社員も10名以上が参加した。

【住まい】

半数以上が厚木市外（県内）から

の参加であった。

・研修グループは、性別や年齢層

が混在するグループとなった。多様

な参加者とグループワークや意見

交換を行う機会となった。

・遠方からの参加者も多いため、次

回以降の開催時間の参考とする。

開催概要（新入社員研修会）

日時：平成29年4月4日（火）11:00～16:30・5日（水）10:00～16:30

場所：厚木商工会議所 5階大会議室

来場対象

新入社員（主に平成29年4月に厚木市内事業所に入社した者）。
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４．新入社員研修会について４．新入社員研修会について４．新入社員研修会について４．新入社員研修会について
（１）情報セキュリティ対策講座「社会人としての情報セキュリティ対策」（１）情報セキュリティ対策講座「社会人としての情報セキュリティ対策」（１）情報セキュリティ対策講座「社会人としての情報セキュリティ対策」（１）情報セキュリティ対策講座「社会人としての情報セキュリティ対策」

講師：IPA 技術本部セキュリティセンター　講師講師：IPA 技術本部セキュリティセンター　講師講師：IPA 技術本部セキュリティセンター　講師講師：IPA 技術本部セキュリティセンター　講師

【内容】【内容】【内容】【内容】
回答内容 回答数 回答割合

1 大変参考になった 42 52%
2 参考になった 38 47%
3 参考にならなかった 1 1%
4 全く参考にならなかった 0 0%

合計 81 100%

【理解】【理解】【理解】【理解】
回答内容 回答数 回答割合

1 十分理解できた 35 47%
2 理解できた 40 53%
3 理解できなかった 0 0%
4 全く理解できなかった 0 0%

合計 75 100%

【時間】（30分間）【時間】（30分間）【時間】（30分間）【時間】（30分間）
回答内容 回答数 回答割合

1 長い 3 4%
2 ちょうど良い 69 91%
3 短い 4 5%

合計 76 100%

ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋

アンケート結果

【内容】

「大変参考になった」「参考になっ

た」を合わせて99％。

情報セキュリティの具体的な取り組

み方法が、実践意欲に繋がった。

【理解】

30分研修のうち10分間程度が動画

説明であり、動画を見慣れている

新入社員世代が親しみやすかった

と思われる。

・情報漏えいの危険性→情報セ

キュリティ対策の方法→動画による

具体例、という構成が効果的であっ

た。

【内容について】

〈セキュリティの重要性の認識〉

・セキュリティの重要さがわかった。安易な取り扱いには気をつけようと思った。

・気をつけなくてはいけない理由、情報漏えいのこわさが具体的にイメージできました。

・企業外に情報が漏れてしまう事が運営上どれだけ影響を与えるのか、理解できました。

〈業務との関連性の認識〉

・ウイルスソフトをきちんと最新版にしようと思った。

・会社での情報は自分だけじゃなく、お客様や会社全体の危機にも繋がるとよく理解できた。

・１回のクリックでウイルスが感染してしまう事があるとわかりました。

・スマートフォンやパソコン、書類からなど、様々なところで情報の漏れがあるということを忘

れずに取り組みたいと感じました。

・上司に「机はキレイに」と言われる意味がわかりました。

・パスワードやＩＤを簡易に作成してはいけないと思った。もしもしてしまったらすぐに変える等

して、防犯に備えたいと思った。

【理解ついて】

・ビデオでの説明があってわかりやすかった。

・動画を見て、情報についてわかりやすく理解できた。

・ドラマで楽しく理解できた。

・企業にとって大事な情報がどのような不注意で漏れるのかわかりやすく理解できた。また、

事例なども紹介していてイメージしやすかった。

・どのようなことをしたら会社の情報などが漏れてしまうのかがわかった。具体例がありわか

りやすかった。
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（２）出前労働講座「社会人としての労働基礎知識」（２）出前労働講座「社会人としての労働基礎知識」（２）出前労働講座「社会人としての労働基礎知識」（２）出前労働講座「社会人としての労働基礎知識」
講師：かながわ労働センター 県央支所　職員講師：かながわ労働センター 県央支所　職員講師：かながわ労働センター 県央支所　職員講師：かながわ労働センター 県央支所　職員

【内容】【内容】【内容】【内容】
回答内容 回答数 回答割合

1 大変参考になった 37 46%
2 参考になった 44 54%
3 参考にならなかった 0 0%
4 全く参考にならなかった 0 0%

合計 81 100%

【理解】【理解】【理解】【理解】
回答内容 回答数 回答割合

1 十分理解できた 30 39%
2 理解できた 43 57%
3 理解できなかった 3 4%
4 全く理解できなかった 0 0%

合計 76 100%

【時間】（30分間）【時間】（30分間）【時間】（30分間）【時間】（30分間）
回答内容 回答数 回答割合

1 長い 3 4%
2 ちょうど良い 69 91%
3 短い 4 5%

合計 76 100%

ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋

【内容について】

〈労働知識の重要性の認識〉

・これから40年間働いていくにあたって、絶対に必要な知識をいただけた。

・ハラスメントなどについて知れました。労働時間など学べてよかった。

・今後の社会生活にかなり深く関わってくる重要なことでしたので、もっと深く学びたいと思い

ます。

〈業務との関連性の認識〉

・労働時間とハラスメントについて具体的に知ることができた。36協定やセクハラ、パワハラな

どの対策についても理解することができた。自分も将来しないように考えながら行動しようと

思った。

・労働する上で、起こりうる可能性があるトラブルを回避できるやり方を確認できました。

・相談できる場所を知ることができたので参考になりました。

・労働に関する基本的な知識を身に付けておくと、自分にとっても同じ職場の人にとっても働

きやすさに繋がると思いました。

【理解について】

・まだ難しい話でわからないこともあったが、セクハラやパワハラの説明がわかりやすかった。

・労働知識についてあまり知らなかったことを教えていただいた。

・労働の知識はまだ十分に理解できていなかったので、教わることができてよかったです。

・少し内容が難しかったので、何回も読んでしっかり理解したい。

・労働時間や産前産後休業など、細かい資料も綴られていて、知らないことだらけで、学べて

よかったです。

アンケート結果

【内容】

「大変参考になった」「参考になっ

た」を合わせて100％。

「労働時間」と「ハラスメント」につい

て、初めて内容に触れた参加者も

多かった。

【理解】

アルバイト等でも就労経験がない

参加者にとっては、具体例を挙げ

てもイメージが難しかった。

・他の研修に比べて難易度が高

かったようだが、内容への興味は

高かった。

・10月開催「フォローアップ研修会」

で、より理解が進む内容と思われる。
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（３）ビジネスマナー研修「社会人としてのビジネスルール・マナー研修」（３）ビジネスマナー研修「社会人としてのビジネスルール・マナー研修」（３）ビジネスマナー研修「社会人としてのビジネスルール・マナー研修」（３）ビジネスマナー研修「社会人としてのビジネスルール・マナー研修」
講師：(一社)日本産業カウンセラー協会神奈川支部　登録講師講師：(一社)日本産業カウンセラー協会神奈川支部　登録講師講師：(一社)日本産業カウンセラー協会神奈川支部　登録講師講師：(一社)日本産業カウンセラー協会神奈川支部　登録講師

【内容】【内容】【内容】【内容】
回答内容 回答数 回答割合

1 大変参考になった 59 76%
2 参考になった 19 24%
3 参考にならなかった 0 0%
4 全く参考にならなかった 0 0%

合計 78 100%

【理解】【理解】【理解】【理解】
回答内容 回答数 回答割合

1 十分理解できた 44 59%
2 理解できた 30 41%
3 理解できなかった 0 0%
4 全く理解できなかった 0 0%

合計 74 100%

【時間】10時間（2日間合計）【時間】10時間（2日間合計）【時間】10時間（2日間合計）【時間】10時間（2日間合計）
回答内容 回答数 回答割合

1 長い 18 24%
2 ちょうど良い 55 74%
3 短い 1 1%

合計 74 100%

ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋ご意見など（自由記述）　抜粋

【内容について】

〈ビジネスマナーの重要性の認識〉

・社会人として身につけておかなければいけないことや、知らなかった言葉を知れたので、と

ても良かったです。

・電話、メールでは顔が見えない状態なので、相手を不快にさせないような言葉遣いに注意し

ないといけないことがわかりました。

・挨拶は社会に出るにあたって一番大事なことなので、一秒止まって挨拶してみたり、ハッキ

リいうことを意識してみたいと思いました。

〈コミュニケーションの重要性の認識〉

・人に伝えることや話を聞くことが大切だと思いました。

・コミュニケーションを取ること、会話や人の話を聴くことの大切さが改めてわかった。

・仕事上においての人間関係が大切だということがよく理解できました。

・コミュニケーションを取ることで、信頼関係を築いていけると改めて感じました。

・コミュニケーションは友好な人間関係を築くだけではなく、仕事をスムーズに進めるためにと

ても重要な要素だということを学び、とても有意義な2日間でした。

・挨拶などコミュニケーション、言葉遣いを学んだ。これから上司などに言葉遣いをちゃんとで

きるようにしたいと思います。

・繰り返し相手に伝えることの大切さを知ることができました。

〈自己理解の重要性の認識〉

・自分の話し方や対応の仕方など、日々の自分の言動はどうだったかと自己分析（自分自身

の振り返り）も出来た。

・自分の知らない性格・考え方を知ることができました。とても勉強になりました。

・自分の知らない気付かない自分が見えた。

・コミュニケーションや電話対応が参考になりました。自分と向き合えた気がします。

アンケート結果

【内容】

「大変参考になった」「参考になっ

た」を合わせて100％。

「ビジネスマナー」と共に、前提とな

る「コミュニケーション」「自己理解」

についての興味も高かった。

【理解】

グループワークが多かったことで、

体験として理解が進んだ。

・１日半に及んだ研修だが、主にグ

ループワークが多かったことで参加

者が主体的に取り組むことができ

た。

・初対面同士でワークを進めるため、

特にコミュニケーションの実践を行

う機会となった。
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〈業務との関連性の認識〉

・電話とEメールについての対応がよくわかった。

・名刺交換は特にためになりました。

・社長と対面する私にとって大切なスキルだなと感じました。

・ビジネス上のマナー、ルール、人とのコミュニケーションを大切にして、良い人間関係を作っ

ていきたい。

・コミュニケーション、名刺交換、報連相など、働く上で基本的なことを教えていただいた。

・相手にちゃんと伝わるように、曖昧なことを避け、伝えたいことだけを伝えるようにしたいと

思った。時間や日にちの確認の仕方はためになった。

・名刺交換等、実践的なことを身につけられた。

・曖昧な表現、専門用語など、慣れてくると使いがちで改めて勉強になりました。

【グループワークについて】

・グループで知らない人と一緒に体験していくことは、とても貴重なことで、参考になりました。

・グループでコミュニケーションを取ったり、普段は言わない自分のことを言ったり、楽しくもあ

り、他社とのコミュニケーションの取り方を学ぶことができました。

・コミュニケーションをよく取ったので、話す力がついた。

・実践をすることで、コミュニケーションの難しさを感じた。

・普段自分はコミュニケーションはあまり取っていなかったので、いい体験でした。

・分かりやすく丁寧に教えてもらい、すごく不安だったけれど、楽しく研修することができた。知

らない人とも仲良くなれてよかったです。

・人と話すことが苦手だが、このような初めて会う人と話すことができ、ためになった。楽し

かった。

・知らない人々と交流しておもしろかった。体を動かしていたので楽しくできたのだと感じまし

た。

・自己理解や他者理解などコミュニケーションを中心とした研修で新たに学ぶことがたくさんあ

りました。

【理解について】

・とても参考になった。相手とのコミュニケーションの取り方やビジネスマナーまで、ちょっとし

たことで相手との関わり方が変わっていくことがとても伝わってきた。

・ビジネスマナーの基本的な事をはじめ、ストレスについてや、コミュニケーションの必要性な

どを知ることができました。気をつけなければいけない事もあるが、そんなに気張ることもない

と思えて、気が楽になりました。

・社会人として、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルなど、必要なことを学べた。学生時

代にも同様の講義を受けたが、ここまで具体的な講習は初めてであった。

・ビジネスマナーやコミュニケーションをうまく取る方法等を詳しく説明して貰えて、とても面白

かったです。聴く基本や伝える基本、名刺交換、コミュニケーションの重要性、これからとても

大事になってくるであろうことについて知ることができてとてもよかったです。
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５．その他、全体を通してご意見・ご感想等５．その他、全体を通してご意見・ご感想等５．その他、全体を通してご意見・ご感想等５．その他、全体を通してご意見・ご感想等

以上

以上

【満足度】

・２日間とても勉強になり、この研修会に参加できとても良かったと思います。ありがとうござ

いました。

・とても身になる研修会でした。社会人として必要不可欠な内容ばかりだったので参考になっ

た。次回もこの様な研修会があったら参加したい。

・それぞれ一つひとつが大事で参考になることばかりだった。この研修会に参加できてよかっ

た。

・講座の時間や内容がとてもよかった。有意義な時間だった。

・2年目、3年目とキャリアを積むにあたって、また同じような研修会があったら良いと思いまし

た。ありがとうございました。

【社外の方との研修について】

・見知らぬ人と共に様々な研修を受けてよかったです。

・様々な会社の方達とグループワークを通してコミュニケーションが取れて、良い経験になり

ました。

【今後への意欲】

・とても勉強になりました。ありがとうございます。今回勉強したことを生かして頑張っていきた

いと思います。

・社会人になるということについて考えさせられるような研修を受けることができました。あり

がとうございました。

・社会人としての知識があまりなかったことを実感しました。一つでも多くの知識を得ることは

必要になると思い、すごく参考になりました。

・大変良い機会をもうけていただき、誠にありがとうございました。この経験を活かして頑張り

たいと思います。

・今まで考えたことのないような考え方をビジネスルールで学ぶことができて本当におもしろ

かったです。ささいなことで人間関係が壊れてしまうということをきいたので気をつけようと思

いました。

・実践のコミュニケーション力を高める参考になりました。これから、ストレスや大変なこともあ

るかもしれませんが、2日間の研修を活かし、仕事を頑張っていきたいと思います。2日間の

有意義な研修を、ありがとうございました。

・学ぶことが多かった。これより学んだことを生かして新社会人として励みたい。

・様々な役立つ情報を教えていただき、ありがとうございました。小さいことから一つ一つ意識

しながら、社会人として人間関係を大切にしていきたいと思います。

・自分の知らないことやこれから必要になってくることをこの機会を通して知れました。ここで

学んだことを生かしていければと思います。ありがとうございました。

・とても参考になりました。新社会人としてがんばっていきたいと思います。2日間ありがとうご

ざいました。

・ここで学んだことを生かして一人前の社会人になりたいと思いました。

アンケート結果

今後への意欲や講師への感謝が多数。

自由記述の欄にも関わらず、半数以上の参加者から記述があった。

研修への満足度、社会人としての意欲が伺える結果となった。
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