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理想のワークプレイスとは？

職場環境
（オフィス）

居住環境
（社宅・寮）



「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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



「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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

• 基本情報
学年・専攻・性別・居住地・居住スタイル

• 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

• 就職後に期待する職場環境について

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

• 理想の職場環境のコンセプトについて

• 理想の居住環境のコンセプトについて
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



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



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



「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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



「働く環境に求める要素に関するアンケート」
仕事選びで重視する点として選択された割合 [%]

学生の20名（32.8%）が、仕事選びにおい
て「職場の室内環境」を重視すると回答。



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？



「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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]



「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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）



「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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]



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？



1位

2位

3位

1位

2位

3位

4位

5位

「働く環境に求める要素に関するアンケート」

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]



理想のワークプレイスとは？

職場環境
（オフィス）

居住環境
（社宅・寮）

 「見た目と雰囲気」を重視。

 学年や性別によって、重要と考える要

素が大きく異なる。

 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。

 「騒音と音環境」を重視。

 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。

 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。



Case Study



職場環境
（オフィス）

居住環境
（社宅・寮）

point 0 marunouchi（東京）
 日本のコワーキングオフィスとして初めて

WELL認証を取得。
 「未来のオフィス空間」をコンセプトに、
多様な企業が参加しオープンイノベーショ
ンを加速化させる「仕掛け」を多く実施。

深江竹友寮（兵庫）
 日本の集合住宅として初めてWELL認証を
取得。

 竹中工務店の新入社員が1年間共同生活をす
る教育寮として、寮生間の交流を誘発しな
がら、健康や環境にも配慮した建築を実現。

インタビュアー
東京都市大学大学院
都市環境科学研究科 修士1年

塚原 彩

インタビュアー
東京大学
工学部 建築学科 2年

藤間 朋久



Our Message



職場環境
（オフィス）

居住環境
（社宅・寮）

ハード面

ソフト面

 自然を取り入れた、無機質にな
らない見た目への配慮。

 床吹出空調システムや不快にな
らない送風など、空気環境への
工夫。

 立体的な家具による快適性確保。
 開口からの採光や換気。
 グレアに配慮した人工光。
 回遊できるデザインによる運動
の促進。

 フィットネスジムや飲食スペー
スでのコミュニケーション。

 実証実験などの新たなチャレン
ジに積極的な仲間や環境。

 寮生のコミュニケーションを促
すシェアリビング。

 睡眠に関する講習の導入。
 栄養に配慮した食事を提供する
食堂。

より良いワークプレイスの実現に向けて、最先端の職場環境や居住環
境では、ハード・ソフトの両面から様々な工夫が実施されている。

両方が不可欠で、
相乗効果もある！

＜ワークプレイスに関する取り組みの例＞



仕事選びで重視する点として選択された割合 [%]

職場環境 居住環境

ハード面

ソフト面

職場環境や居住環境のハード面・ソ
フト面に関連する情報を学生は求め
ている。

より充実した情報公開に期待！！



職場環境 居住環境

ハード面

ソフト面

 1人あたりのオフィス床面積。
 利用可能な座席タイプの数。
 オフィスのGB認証取得率。

 社宅の平均築年数。
 社宅の防音・断熱性能の指標。
 社宅とオフィスの通勤距離。

 ハラスメント相談窓口の状況。
 働きやすさに関するアンケート
調査の満足度。

 生活の質を高める情報・教育機
会の有無。

 快適性アンケート調査の満足度。

 優れた職場環境・居住環境を企業が提供することは、生産性向上や心身の
健康増進、人材確保の観点でも効果的。

 グリーンワークプレイスを軸に、企業が共通して情報を公開するべき職場
環境や居住環境の項目を定め、また個別的なグッドプラクティスの事例に
ついても、積極的な情報発信が進むことに期待。

＜開示項目の例＞
「現状」と「目標」



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！！

ご静聴ありがとうございました！

発表内容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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