
2015年 2月 27日

5S活動の社内推進のポイン トセ ミナーアンケー

本 日はご参カロいただきありがとうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆セ ミナーで得 られた気づきや学びについて

人と組 l●
llが 育つ 5S活動と育たない 5S活動との比較 5S活 動を導入する5つ のステップと

ポイント・抵抗勢力への対処法・体制づくり・ 5S教育の方法・ 5Sタイム・業務 5Sカイゼン・ 5S
活動の「見える化Jボー ド=活性化のポイント・ 5S発表会のやりかた など
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