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「理想の働く環境アンケート」

職場環境
（オフィス）

居住環境
（社宅・寮）

就職後の職場環境や居住環境において、重要と考える室内環境の要素は？
あなたの考える理想の職場環境や居住環境で、重要と考えるコンセプトは？

企業が提供する
ワークプレイス
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「理想の働く環境アンケート」

n設問数：13問
n対 象：学⽣（⾼校⽣・⼤学⽣・⼤学院⽣ほか）
n期 間：2022年10⽉3⽇(⽉)〜10⽉16⽇(⽇)
n⽅ 法：Google Form（メンバーのSNSなどで告知）

1. 基本情報
学年・専攻・性別・居住地・居住スタイル

2. 就業について
就業経験・希望する職種・就業にあたって重視する点

3. 就職後に期待する職場環境について

4. 就職後に期待する居住環境について
3, 4では、室内環境に関連する12個の要素から最⼤3つを選択

5. 理想の職場環境のコンセプトについて

6. 理想の居住環境のコンセプトについて
5, 6では、グリーンビルに関連する8つのコンセプトから最⼤3つを選択
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「理想の働く環境アンケート」

⾼校⽣ 21名
⼤学⽣ 27名
⼤学院⽣ 13名

61名

東京都 23名
埼⽟県 11名
愛知県 9名
神奈川県 6名
千葉県 5名
茨城県 4名
三重県, 岐⾩県, 福岡県 1名

⾼校⽣ ⼤学⽣ ⼤学院⽣
⼀⼈暮らし 8名 3名
実家暮らし 20名 15名 8名

寮・シェアハウスほか 1名 4名 2名
⾼校⽣・⼤学⽣・⼤学院⽣の61名が回答

性別 専攻

©GBJ学⽣ユース2022 4



「理想の働く環境アンケート」
仕事選びで重視する点として選択された割合 [%]

20名（32.8%）の学⽣が、仕事選びにおいて「職場の室内環
境」を重視すると回答。
興味がある仕事として「不動産・建設・インテリア系」が20
名（32.8%）、 「⾦融・コンサル系」が20名（32.8%）、
両⽅に興味がある学⽣は6名（9.8%）。

不動産・建設
インテリア系

⾦融・
コンサル系

14名 14名6名
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室内環境に関連する12個の要素
室内環境と利⽤者満⾜度の関係についての論⽂及びWELL認証の項⽬をもとに選定

室内空気環境と換気 温熱快適性 照明と昼光 騒⾳と⾳環境

⾒た⽬と雰囲気 緑と眺望 レイアウト 健康と福利厚⽣

⼼の健康 ユニバーサルデザイン レジリエンス ⽔と⾷事

就職後の職場環境や居住環境において、重要と考える室内環境の要素は？
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「理想の働く環境アンケート」

1位

2位

3位

4位

5位

1位
2位

3位
4位

5位

職場環境（オフィス） 居住環境（社宅・寮）

就職後の室内環境で重要な要素として選択した学⽣数 [⼈]
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1位 2位 3位 4位 5位

全体

⾒た⽬と雰
囲気

室内空気環
境と換気

⼼の健康 温熱快適性 レイアウト

⾼校⽣

室内空気環境と換気
⾒た⽬と雰囲気

健康と福利
厚⽣

騒⾳と⾳環
境

温熱快適性

⼤学⽣

⾒た⽬と雰
囲気

⼼の健康 室内空気環
境と換気

騒⾳と⾳環境
緑と眺望

レイアウト

⼤学院⽣

温熱快適性
⾒た⽬と雰囲気

室内空気環
境と換気

照明と昼光
緑と眺望

レイアウト

1位 2位 3位 4位 5位

全体

騒⾳と⾳環
境

⾒た⽬と雰
囲気

室内空気環
境と換気

温熱快適性 照明と昼光

⾼校⽣

騒⾳と⾳環
境

室内空気環
境と換気

温熱快適性 照明と昼光 ⾒た⽬と雰囲気

⼤学⽣

騒⾳と⾳環
境

温熱快適性
⾒た⽬と雰囲気

室内空気環境と換気
照明と昼光

⼤学院⽣

⾒た⽬と雰
囲気

室内空気環境と換気
騒⾳と⾳環境

温熱快適性 レイアウト

職場環境（オフィス） 居住環境（社宅・寮）
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「理想の働く環境アンケート」

職場環境において「騒⾳と⾳環境」が重要と答えた15名
のうち14名が⼥性。「緑と眺望」が重要と答えた男性は
8名（2位）で、⼥性は3名（11位）。

職場環境で重要な要素として選択した学⽣数 [⼈]

居住環境において重要と考える要素で、⼥性は「騒
⾳と⾳環境」が1位で、男性は「室内空気環境と換
気」と「⾒た⽬と雰囲気」が1位。「照明と昼光」は
⼥性で3位だが、男性では9位。

居住環境で重要な要素として選択した学⽣数 [⼈]
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「理想の働く環境アンケート」

仕事選びにおいて「職場の室内環境」を重視すると回答
した学⽣のうち、13名（65%）が「⾒た⽬と雰囲気」
を重要と考えている。

職場環境で重要な要素として選択した学⽣数 [⼈]

「不動産・建設・インテリア系」の職種を志望する
学⽣のうち、12名（60%）が「室内空気環境と換
気」を居住環境において重要（上位3つ）と考えてお
り、それ以外の学⽣の10名(24.4%)と⽐べて⾼い。

居住環境で重要な要素として選択した学⽣数 [⼈]
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グリーンビルに関連する8つのコンセプト
環境に配慮している 利⽤者に配慮している 地域に配慮している 利便性が⾼い

周辺の⾃然環境が豊か コストパフォーマンス 象徴的な事例である 第三者による評価

あなたの考える理想の職場環境や居住環境で、重要と考えるコンセプトは？
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1位

2位

3位

1位

2位

3位

4位

5位

「理想の働く環境アンケート」

職場環境（オフィス） 居住環境（社宅・寮）

重要と考えるコンセプトとして選択した学⽣数[⼈]
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「理想の働く環境アンケート」

職場環境（オフィス）

居住環境（社宅・寮）

重要と考えるコンセプトとして選択された割合[%]

環境 利⽤者 地域 利便性 ⾃然 コスト 象徴 認証

職場環境で重要と考えるコンセプ
トとして、「不動産・建設・イン
テリア系」を志望する学⽣は「利
便性（75%）」、「⾦融・コンサ
ル系」を志望する学⽣は「利⽤者
に配慮（75%）」、それ以外の学
⽣は「環境に配慮（81.5%）」を
最も選択した。
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学⽣の求めるグリーンワークプレイスとは？

職場環境
（オフィス）

居住環境
（社宅・寮）

n 「⾒た⽬と雰囲気」を重視。

n 学年や性別によって、重要と考える要素が

⼤きく異なる。

n コンセプトとして「環境への配慮」「利⽤

者への配慮」「利便性」の３点を重視。

n 「騒⾳と⾳環境」を重視。

n 重要と考える要素は、学年による違いはあ

まりなく、性別による違いは⼤きい。

n コンセプトとして、「利⽤者への配慮」や

「利便性」に加え、「周辺の⾃然」、「環

境への配慮」「コストパフォーマンス」も

重視する。
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あなたの職場環境や居住環境の事例について、
ぜひお話を聞かせてください！！

アンケート結果に関するご質問や情報提供は
gbj.youth@gbj.or.jp までご連絡ください。
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