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問 ２１：アウトソーシングの実施、カフェテリアプラン導入の目的で､重視するもの３つをお選びください。 

問１９で 1「アウトソーシングとカフェテリアプランの両方を実施・導入している」と回答した方は、

「（１）アウトソーシングの目的」「（２）カフェテリアプランの目的」の両方に、2「アウトソーシング

のみ実施している」と回答した方は、「（１）アウトソーシングの目的」を、3「カフェテリアプランの

み導入している」と回答した方は、「（２）カフェテリアプランの目的」にお答えください。 

(1)

アウトソーシン

グ実施の目的

（３つまで）

⇩

(2)

カフェテリアプ

ラン導入の目的

（３つまで）

⇩

1  経費の削減 1 1 

2  社内業務の簡素化 2 2 

3  人員の削減 3 3 

4 効率的な事業運営（自前ノウハウのない施策の実施など） 4 4 

5  福利厚生施策のニーズの多様化への対応 5 5 
6  福利厚生を利用する従業員の偏りをなくすこと

（従業員の福利厚生受益の均等化）
6 6 

7  従業員同士の一体感の醸成 7 7 
8  従業員の定着 8 8 
9  企業への信頼感やロイヤリティの醸成 9 9 
10  従業員の仕事に対する意欲の向上 10 10 
11  従業員が仕事に専念できる環境づくり

（生活の安定等）
11 11 

12 従業員のスキル向上 12 12 
13  公的福祉の補完 13 13 
14  企業のイメージアップ 14 14 
15  その他

（  ）  
15 15 

16  特に目的はない 16 16 
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