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ハタラクカルテの
組織改善サイクル

について
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See/Plan/Doから改善サイクルは生み出される
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See

定量的な把握

現状課題と
原因の特定

Plan

定量的な比較

対策の優先順位
の決定

Do
定量的な効果測定

実施施策の
評価と改善

繰り返すことが
重要です！



設定の流れ

5



担当者専用サイトにログイン

ご利用お申し込み完了メールに

記載の初期パスワードを入力し、

ログインしてください。

下のURLからログインできます。

↓

https://management.hataraku-karte.jp/login 

本登録
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https://management.hataraku-karte.jp/login


初期パスワードを変更

初期パスワードを変更してください。

変更したパスワードは担当者個人で

管理してください。

本登録
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設定全体の流れ

属性設定
p.11

アンケート
設定
p.22

一括管理できる

事前登録

すぐに始められる

セルフ登録

回答者設定
p.15

回答者設定
は２種類

担当者による
回答者設定

なし！
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ログイン情報
メール

自動送信※

QRコード
配布※

※注意ください※

・事前登録した回答者とセルフ登録を利用する回答者のログインURLは異なります。

・セルフ登録を利用したアンケート開始URL（QRコード）はアンケート毎に新規で発行されます。



【備考】回答者事前登録とセルフ登録の違い

回答者を担当者が事前に設定するか、回答者自身が登録するか選ぶことができます。

※詳細はp.11の「【備考】回答者設定機能比較表」をご覧ください。

回答者事前登録式   → 回答者設定［p15］へ

回答者を担当者が事前に設定するため、個人のスコア

を正確に把握することができます。

回答者セルフ登録  → ［p22］へ

QRコードから回答者自身が登録するため、事前登録
無しですぐに始められます。

9



【備考】回答者設定 機能比較表

回答者事前登録 回答者セルフ登録

登録方法 担当者による事前登録 回答者によるセルフ登録

事前準備
A. メールアドレスの登録あり
B. メールアドレスの登録なし

なし

告知方法

A. アンケート開始日の9:30にシステムからアンケート
開始メールが送信されます。

B. 回答者に対して、事前に設定したID/パスワードと
回答URLを配布してください。

QRコードをダウンロードし、回答者に配布してください。

集計前の対応 属性情報の間違いなどあれば修正します。

左記同様。
また、お1人が、同じアンケートで2度回答してしまうケー
スもあり得ます。その場合は、あとから管理者側で集計
対象外に設定します。

個人単位スコアの
確認

個人単位のスコアの最新状態および
過去からの推移を確認することができます。

個人単位のスコアは最新状態のみ確認することができ
ます。
推移は端末が異なると同じ個人と認識されないことがあ
り、推移を確認できないケースがあります。
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属性設定
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赤枠をクリックし設定画面へ移動します。

STEP1：属性設定 - (1/3) 
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本登録



STEP1：属性設定 - (2/3)  
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本登録

回答者をカテゴライズす
る下記の属性を設定し
ます。

・所属部署

・役職/雇用形態

・拠点名

それぞれの名称を入力
して下さい。

こちらから一括登録もできます

所属部署を設定

例)
・人事部
・営業部
・総務部

役職/雇用形態名を
設定

例)
・部長
・課長
・正社員
・アルバイト

拠点名を設定
※複数拠点がある場合のみ

例)
・本社/本店
・神奈川支店

※グループ会社で使う場合

・〇〇株式会社
・株式会社◇◇

※性別・年齢・家族構成の分析
項目は予め用意されており、回
答者がアンケート開始時に入力
します。（p.21参照）



STEP1：属性設定 - (3/3)  
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本登録

　　・・・使用しなくなった属性は目のマークをクリック

すると非表示にできます。

非表示にした属性を表示したいときは、

目のマークを再度クリックしてください。

※注意※

ハタラクカルテでは、組織の傾向を示すため、 4人以上の集計結果からしか結果画面が表示されない箇所があります。

従業員の人数が4人以上になるよう属性を設定してください。

　　・・・直接名前を編集できます。

※部署データは引き継がれるため、関連のある名

前で設定してください。

またセルフ登録ONの場合、部署人数を任意で設

定できます。



事前登録式

回答者設定
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回答者設定 - (1/5) 
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回答者セルフ登録OFFの場合

アンケート対象になる従業員の回答者アカウントを発行します。

赤枠の「事前登録してアンケート開始」をクリックし設定画面へ移動します。



回答者設定 - (2/5)  
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↑
クリック

回答者情報を一括登録します。

専用のCSVフォーマットをダウンロードしてください。

回答者セルフ登録OFFの場合



回答者設定 - (3/5)  
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ダウンロードしたアップロード用CSVのテンプレートを開いてください。

編集の際は、Excel／numbersなどのアプリケーションのご利用も可能です。

入力が完了したらCSV形式で書き出し保存します。

回答者セルフ登録OFFの場合



回答者設定 - (4/5)  
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↑
クリック

（ドラッグ＆ドロップでもOK）

編集したCSVファイルをアップロードしてください。

回答者セルフ登録OFFの場合



回答者設定 - (5/5)  
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アップロードが完了すると、管理者のメールアドレスに登録結果が届きます。

メールに添付されているCSVファイルをダウンロードしてください。

↑
クリック

回答者セルフ登録OFFの場合



【備考】回答者情報の入力について
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性別・年齢・部署・拠点などの情報につ

いては、未設定の場合は回答者がアン

ケート回答時に入力します。

担当者様による事前設定が

必要ない！

※担当者様が追加される場合は「回答者設定」画面の「 1件ず

つ新規登録」から追加、また「編集」から編集することができま

す。

● 性別・年齢・入社年月については、データが登録済みの
場合、入力が必要ありません。（一度設定すると、2回目
以降入力は不要です）

● 属性スキップをONにしていただくと、性別・年齢・入社年
月以外の項目についても、回答者のデータが登録されて
いる場合は入力は必要ありません。



アンケート設定
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STEP2：アンケート設定 - (1/4)   
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本登録

アンケートを開始する日程や繰り返し頻度を設定をします。

赤枠の「アンケート設定」をクリックし設定画面へ移動します。



STEP2：アンケート設定 - (2/4)  
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←アンケートの実施頻度を選択します

←次回のアンケートの配信曜日を設定します

←次回のアンケートの配信日を設定します

←アンケートの回答期間を設定します

←アンケートのリマインド日を設定します

本登録

←OFFにする場合は、回答者設定［p15］を　設
定する必要があります。
　ONにした場合は、回答者設定は任意とな　り
ます。



STEP3：アンケート設定（任意） - (3/4)  

基本機能に加えて、下記機能もご利用いただけます。
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③

①

②

④

②：カスタム設問
ハタラクカルテ固定の設問に加え、独自の設問を追加すること
ができます。
カスタム設問詳細はp.45のカスタム設問設定の説明をご覧くだ
さい。

④：個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧
個人スコアの表示設定ができます。

③：スコア連動設問
スコア連動設問の機能がONとなります。スコア連動設問の詳細
はp.50のスコア連動設問の説明をご覧ください。

①：属性スキップ
回答者が属性入力をスキップ出来る機能です。
属性スキップの詳細はp.21の回答者情報の入力についてをご
覧ください。



＜個人スコアとフリーコメントの閲覧機能＞を

利用する場合
＜個人スコアとフリーコメントの閲覧機能＞を

利用しない場合

「個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」の設定によって、

アンケートを開始する前に、回答者向けに個人特定に関する説明の表示が変わります

※個人ごとのスコア特定に関する説明

26※アンケート設定にて名称を変更できます。

「人事部以外が個人の回答を
閲覧することはありません。ご
安心ください。」

「個人を特定して回答を参照
されることはありません。ご安
心ください。」



STEP2：アンケート設定 - (4/4)   

27

ハタラクカルテのスコアは回答者の人数に紐づいて算出しています。
各回のアンケートの前に、新入社員や退職者など、回答者のリストが最新の状態か、

【回答者設定ページ】で確認してください。

本登録

アンケート設定が完了すると、次回以降のアンケートの予定を確認できます。



アンケートの実施
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社内アナウンス方法（1/2）

［アンケート設定］または、［回答状況の確認］画面にある

＜アンケート回答URL表示＞ボタンをクリックすると、社内アナウンス方法を

確認することができます。
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社内アナウンス方法（2/2）

回答者事前登録の場合

▽メールアドレスを登録した回答者
「アンケート開始日」の 9:30に、ログインURL/ログインID/初回パスワード

などが記載されたメールが自動配信されます。

▽メールアドレスの無い方

会社コード、ID、PWの3つを回答者に配布してログインを進めてく

ださい。

※会社コードは管理者画から確認、 IDとPWは貴社にて設定。

回答者セルフ登録の場合

QRコードをダウンロードして、回答者にメールや紙面等で配信し
てください。

30

※注意ください※

・事前登録した回答者とセルフ登録を利用する回答者のログインURLは異なります。

・セルフ登録を利用したアンケート開始URL（QRコード）はアンケート毎に新規で発行されます。



回答状況の確認（1/2）
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アンケートの実施中は、回答の状況が確認できます。

アンケート
全体の回答率

回答終了まで
の日数

部署ごとの回
答率

回答者の回答状
況

回答者が登録した
情報に誤りがない
かチェックができま
す［p30］



回答状況の確認（2/2）

回答完了者のアカウントが表示され、解析対象者を整理することができます。

※特に、回答者セルフ登録で登録する場合、アカウントの重複が起こることがありますのでご活用ください。

赤枠で囲まれている部分を切り替えることで
「解析」対象 /「対象外」を切り替えることが
できます。
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アンケート回答期限と解析開始 
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お好きなタイミングで、

・解析を開始する

・期限を延長する

かを選択できます。

アンケートの回答率に合わせ
て、選択してください。

※ハタラクカルテは回答率90%以上を推進しています。回答率が低い場合は期
限を延長し、回答のご協力をお知らせすることをおすすめします。



レポート閲覧
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レポート閲覧：①トピック
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トピックでは、アンケートの回答率や職場推奨度の推移など回答結果の重要な項目をご覧いただけます。

←個人の回答結果 p.36

←アンケートの回答率

職場推奨度の内訳→

職場推奨度の推移→

←職場推奨度回答の内訳

※スコアは-100（最下限）〜100（最
上限）の幅で表示されます。

部署ごとの閲覧も可能



レポート閲覧：①トピック
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全体総合スコアと、各カテゴリ別平均スコアの推移などをご覧いただけます。



レポート閲覧：②全体スコア

属性ごとに回答（現状への満足度）の平均値を見られます。

現在の結果表示軸

赤色に近づくほど満足度が低く対
応優先度が高い状態を表します。

ここからand検索による結
果表示が可能になりま
す。

色分けの詳細は以下の通りです。
・2.6未満＝緊急度が高い
・2.6以上3.5未満＝要注意
・3.5以上＝問題ない
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レポート閲覧：②全体スコア

各スコアをクリックすると、
スコアの推移を確認できます。 スコア推移の詳細については次ページで説明します。
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レポート閲覧：③要素別スコア

こちらの画面ではハタカルスコアの詳細を確認できます。

①スコア推移
過去から現在の
スコアの推移が
表示されます。

②設問別スコア

選択したスコアの

設問と得点が

表示されます。

③スコア分布

スコアの分布が

表示されます。
④個人スコアの表示
アンケート設定で
個人ごとのスコア表示を
ONにしている場合に、
個人の回答結果が
表示されます。
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レポート閲覧：④設問別スコア

15要素に振り分けられる各設問ごとの回答結果を見ることができます。
要素の中でも特に注力すべき課題点をしましょう。

スコア

15要素

設問内容
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レポート閲覧：⑤全体スコア増減表

前回アンケート結果との比較画面です。
それぞれのスコアの増減が一目でわかります。

スコアをクリックすると
推移のページへと遷移します。

※緑は改善、赤は悪化を示しています。

ここからand検索による結
果表示が可能になります。

現在の結果表示軸
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レポート閲覧：⑥要素の順位づけ

このページでは、アンケートの回答者がどの要素を
重視しているかがわかります。

上位の要素から対策を打つなど、効果的な組織改善
にご活用ください。

赤枠の項目を操作すると、属性ごとの結果が確認で
きるようになります。
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レポート閲覧：⑦強みと注力ポイント
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このページでは回答者が重要視している要素
と実際のスコアからどの要素において強み
か、またどの要素において注意が必要かがわ
かります。

「注力ポイント」を把握し対応することで、スコ

アだけでは優先度付けしづらいことの中から、

特に注力すべき要素を把握することが可能と

なります。

赤枠の項目を操作すると、属性ごとの結果が
確認できるようになります。



レポート閲覧：⑧個人の回答結果

メニューバーのアンケート設定から、
個人ごとのスコアの表示を選択できます。

個人の回答結果を閲覧する場合、
アンケート内に閲覧可能な方の役職が表示されます。

※従業員の皆様に安心して回答していただくため、「個人
ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」を ONにすると回答者
にアンケート前に説明が表示されます。

閲覧する部署名を変更することも可能です。
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レポート閲覧：⑧個人の回答結果

個人の回答結果を閲覧できます。

赤枠で囲まれている人に離職アラートが出ています。詳細を確認してください。

←詳細をクリック
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レポート閲覧：⑨データダウンロード

左のメニューバーの「データダウンロード」から、回答結果のダウンロード画面に移動できます。
会社全体から部署単位まで、幅広い分析にご活用いただけます。

クリック→
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レポート閲覧：⑩過去のスコアを確認する

①全体スコア画面から左上の「実施期間」をクリック

②プルダウンでアンケート実施日付を変更することで、過去
のレポートを閲覧できます。
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補足機能
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【カスタム設問】設定- (1/2)   

ハタラクカルテ固定の質問のあとに、自由に設問を追加することができます。

①サイドバーの
「カスタム設問設定」をクリック ②赤枠で囲まれた＜＋ボタンから＞設問を追加することができます。

設問は、5段階式とフリーコメント式が選べます。
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【カスタム設問】設定- (2/2)  

③設問を追加したら、
赤枠で囲まれた「保存」を押してください。

④サイドバーの「アンケート設定」をクリックし、

カスタム設問設定のバーを ONにして完了です。

50



【カスタム設問】レポート閲覧

ハタラクカルテ固定の質問に加えて、自由に設定した設問のスコアを閲覧できます。

①・・・フリーコメント式の回答

②・・・5段階式の設問のスコア

③・・・フリーコメント式の回答はデータ

出力することができます。

※カスタム設問を
　有効にしたアンケートのみ
　表示されます
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【スキップ設問設定】設定（1/1） 
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本登録

スキップ設問設定では、質問しない要素を選択することができます

（要素に含まれる個別設問の単位でのスキップはできません）

･･･質問されない

･･･質問される

ここをクリック
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【スキップ設問設定】集計結果の表示について

スキップした価値観の集計結果は以下のように「 -」と表示されます

※上図では「快適な職場環境」以外の要素をスキップした場合の集計結果です。
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【スキップ設問設定】「重要な価値観」の表示について

・「重要な価値観」を問う質問では、
スキップした価値観も含めて選択する形と
なります



【スコア連動設問】回答者向け画面

回答者本人が15要素について「重要として選択したもの」「回答した内容」および
「ハタラクカルテ上の統計データ」を組合わせ、良スコアの要素 1個、低スコアの要素1個

について、フリーコメントを取得する設問がシステムで自動生成されます

※スコア連動設問を
　有効にしたアンケートのみ
　表示されます

55

良スコアの要素に関する設問 低スコアの要素に関する設問

※良スコアまたは低スコアに該当するもの
がない場合（全てが低スコアのケースまた
はその逆）は設問がスキップされます



【スコア連動設問】レポート閲覧

要素ごとに分類されたレポートを閲覧できます。

※スコア連動設問を
　有効にした方のみ
　表示されます
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①
②

①・・・要素ごとの、

・良スコアのコメント

・低スコアのコメントが確認で

きます

②フリーコメント式の回答は

データ出力することができま

す。

※個人ごとのスコアONの場合、

個人ごとの結果確認が可能な権限の

担当者は、記入者が誰か確認できます。



一括修正する場合（性別・年齢・家族構成変更不可）

左メニューバーの「回答者設定」から、回答者登録情報が修正できます。

【回答者設定】回答者登録情報の修正
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1.「回答者一括登録/変更」をクリック

2.「変更用のcsv（最新版の回答者一覧）」をダウンロード

3. 情報を修正しアップロード
※情報の入力方法などの詳細は回答者設定 p.16以降を御覧ください

※性別・年齢・家族構成などの設定は「 1件ずつのみ修正」から行ってくださ

い。

1. 「編集」をクリック

2.　該当する項目を修正してください。

１件ずつ修正する場合（性別・年齢・家族構成変更可）



【回答者設定】回答者の追加

①画面左にある回答者設定をクリック ②一件ずつ新規登録をクリック

③回答者情報を入力して下さい

アンケート実施中の場合は回答者に
アンケート回答のメールが自動送信されます。

回答者の情報は下の手順で修正します。

④「新規登録」をクリックすると、
登録が完了します。
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【回答者設定】回答者が退職した場合

アカウント発行済みの回答者が退職した時は、配信ステータスを「退職」に変更してください。

また、回答者が休職した時は、アンケートの「配信停止」も可能です。

（過去のアンケートデータが消えるわけではありません。次回以降のアンケート対象から外れます）
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【担当者設定】担当者を追加する場合

①右上の歯車マークから「担当者アカウント管理」を
　クリック

②「担当者アカウントを追加」をクリック

③新しい担当者のメールアドレスを入力して下さい。
　権限タイプでは担当者の権限を選択できます。
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【備考】権限タイプ詳細

権限タイプ 詳細

管理者
レポートの参照・アカウント管理・アンケート設定など、 すべて機能を利用できる権限 です。
アンケート設定で「個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」を ONにしている場合、個人単位のレポートを
閲覧することができます。

編集者

組織／属性単位のレポートの参照・アカウント管理・アンケート設定はできますが、 個人単位のレポートを
閲覧することはできない権限 です。
※「個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」を ONにしていてもこの権限の担当者には個人ごとの結果は
表示されません

閲覧者-部署/個人
指定した部署の範囲のレポートを閲覧できる権限 です。全社の総合スコア・指定部署のスコア・指定部署内
の個人ごとのスコアを閲覧できます。アカウント管理やアンケート設定を操作することはできません。
※「個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」の設定にある「閲覧者名」の更新にご注意ください

閲覧者-部署

指定した部署の範囲のレポートを閲覧できる権限 です。全社の総合スコア・指定部署のスコアを閲覧できま
す。アカウント管理やアンケート設定を操作することはできません。
※「個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」を ONにしていてもこの権限の担当者には個人ごとの結果は
表示されません
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【備考】権限タイプ詳細
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権限タイプ 全体レポートの参照 アカウント管理 アンケート設定 個人スコアの閲覧

管理者 ◯ ◯ ◯ ◯

編集者 ◯ ◯ ◯ ✕

閲覧者-部署/個人
△

指定された部署と全社の総
合スコアのみ閲覧可能

✕ ✕
△

指定された部署のみ閲覧可
能

閲覧者-部署
△

指定された部署と全社の総
合スコアのみ閲覧可能

✕ ✕ ✕



閲覧者-部署/個人・閲覧者-部署の設定方法を説明します。

【担当者設定】閲覧者
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閲覧者-部署/個人・閲覧者-部署を選択すると

閲覧可能部署を選択することができます。

「閲覧者-部署/個人」は閲覧可能部署のレポート閲覧、

個人スコアの閲覧が可能です。

「閲覧者-部署」は閲覧可能部署のレポート閲覧可能で

す。個人スコアは閲覧できません。

※「閲覧者-部署/個人」を設定する場合、
「個人ごとのスコアとフリーコメントの閲覧」の設定にある「閲覧者名」の更新に
ご注意ください。
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多言語対応（回答者画面）

回答者画面において、赤枠の「 select language」からお好きな言語を選択していただけます。

※カスタム設問につきましては、設問を登録した言語で表示されます。
　ご注意ください。



トピック画面＞「最新のアンケートを再開する」で、アンケートを再開することができます。

アンケートを再開後の集計は最新の属性で行われます。
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アンケートを再開する



スコア連動設問から低スコアコメントで「なぜそう思いましたか？」「どうするとより良くなると思います
か？」について確認できます。
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スコア連動設問の回答フォームの更新


