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立ち姿勢を
取り入れて働く。
そんなスタイルが増えてきています。

長時間の座り過ぎが健康に悪影響を及ぼすことが、さまざまな研究成果

から明らかになってきているなか、オカムラは2015年から『＋Standing

（立ち姿勢を取り入れた働き方）』の提案を始めました。「働き方改革」

がさけばれ多くの企業や団体で、健康的に働き、仕事の効率を高め、コ

ミュニケーションを活性化させる立ち姿勢を取り入れた働き方が浸透し

つつあります。ここでは、企業規模、業種、地域を問わず広まりつつあ

る事例を通して「働き方改革」成功のヒントをご紹介します。

01

02

03

06

0504

1 2



「座りすぎ」大国、日本のオフィスが変わりはじめる。

従業員の健康や意欲を高めるオフィスづくりへ。

日本人は世界一の「座りすぎ」

―座りすぎが健康によくないというのは本当ですか。

甲斐　座っている時間が長いと糖尿病やガンなどの病気にかかりやす

いという研究結果があります。また仕事中に座っている時間が長いと、

メンタルヘルスが悪化するリスクが２倍になるというデータもあるの

です。最近では1日1時間以上運動していれば座りすぎによる悪影響を

解消できる、という説もありますが、毎日1時間の運動は大変ですよね。

それならば、座る時間を短くしたほうがよいかもしれません。

 

―体力医学研究所では、いつ頃から座りすぎのリスクを研究している

のでしょう。

甲斐　座りすぎのリスクはもともと、2000年頃にオーストラリアの研

究者によって提唱されました。私たちの生活の大半を占めているのは

座っている時間であり、現代の便利な技術によってその時間はますます

長くなっています。2011年に、「世界で最も座っている時間が長いのは

日本人である」という内容の論文が発表されたことをきっかけに、私た

ちも本格的に研究をスタートしました。

―主にどのような方法で研究しているのでしょう。

北濃　明治安田厚生事業団のなかに検診センターがあり、人間ドックで

訪れるビジネスパーソンに活動量を計測する機器をつけてもらい、座っ

ている時間や運動量を記録します。その値を検診結果と結びつけて、ど

う関連しているかを調べるのです。同時にアンケートも取り、座りすぎ

がメンタルやワークエンゲージメント（仕事への熱意・活力）にどのよう

な影響を与えるかというデータも蓄積しています。この、人間ドックと

機器を組み合わせた「MYライフドック」は2018年4月からサービスと

して展開することになりました。

これからは従業員目線のオフィスづくりへ

―座りすぎは、健康だけでなく働く意欲にも悪影響を及ぼすのですか。

北濃　集中や没頭の状態を除き、長時間座っている人は仕事への熱意

や活力が低い、という研究結果が出ています。しかし、座っているから

熱意が低くなるのか、どちらが先かはまだわからないため、時系列での

検証に取り組んでいるところです。

オカムラ　研究の成果によっては、これからのオフィスが大きく変わる

かもしれませんね。これまでオフィスは自社のブランド感を表現するこ

とが重視されてきましたが、今後は少子高齢化がすすむなかで、オフィ

ス構築のテーマは従業員がより健康的に働けて、メンタルヘルスも向

上させる仕掛けが求められます。ダイバーシティ化でコミュニケーショ

ンの重要性もさらに増してくるでしょうね。

神藤　オカムラの新しいオフィス開設に伴い、移転前と移転後で、従業

員のオフィス内での活動量や姿勢、メンタルヘルス、コミュニケーショ

ンがどのように変化するかを定量的に調査しています。例えば、「上下

昇降デスクを導入すれば、座る時間が短くなる」ことはわかっているの

ですが、立ち仕事をするから短くなるのか、それともコミュニケーション

しやすくなるからなのか、といった因果関係を分析する予定です。

甲斐　健康を切り口にワークエンゲージメントについて研究していま

すが、それがオカムラの活動を通じて世の中の流れにも直結していく

ので、私たちにとっても大きな学びになっています。

デスクの高さを自由に変えられるメリット

―研究所でも上下昇降デスクを使用しているそうですね。

甲斐　2015 年から一部の席で導入し、私はサイクルチェア（自転車タ

イプの椅子）と組み合わせて使っています。普段はサイクルチェアの上

に乗っているか、立っているか、のどちらかで、本当に集中したい時だ

け座ります。仕事をしている時に、自分の身体が自由になる、またその

選択肢がいくつもあるということは気分転換にもいいですね。

神藤　私は導入してまだ1ヶ月程度ですが、同僚にパソコン画面を見て

もらうなど共同作業のしやすさは実感しています。

オカムラ　上下昇降デスクは座るか立つかが注目されやすいのですが、

実はミリ単位で自由に高さを変えられることが最大のメリットです。そ

の人の体型や作業内容によって最適なポジションも異なります。高さを

変えて色々試すうちに、従業員1人1人が自分の働き方に対して意識す

るようになる。どうしたら疲れにくいかを知っていたら仕事のパフォー

マンスも上がりますよね。

甲斐　上下昇降デスクを導入した会社を取材した時も、オフィスや働き

方に対する考え方が変わった、という声を聞きました。共同研究では立

ち姿勢とパフォーマンスの関係についても調査していくつもりです。

―ありがとうございました。

日本人は平均して1日約7時間以上も座っており、世界一の「座りすぎ」と言われています。座りすぎは健康

やメンタルに悪影響を及ぼすことが指摘されていますが、適度に「立ち仕事」を取り入れることでこれを解

消し、コミュニケーションや仕事の意欲にポジティブな効果をもたらすことが検証されつつあります。そこ

から見えてくる、これからのオフィスのあり方とは。現在、オカムラと共同研究を進めている明治安田厚生

事業団 体力医学研究所の研究者の方々に話を聞きました。

体力医学研究所
広く国民一般の健康増進に資する研究を目指して1962 年に設

立。身体運動の健康効果やメンタルヘルスの研究、また近年は

健康経営に関連した研究にも取り組み、社会貢献に向けた情報

発信を行なっている。参考文献：Bauma et al, Am J Prev Med, 2011
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日本は、世界一座り時間が長い国
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主任研究員 博士
（人間環境学）

甲斐裕子氏

研究員 博士
（体育科学）

神藤隆志氏

研究員 博士
（体育科学）

北濃成樹氏

明治安田厚生事業団が発行した
「ワークスタイルのスポーツ化に

よる健康経営」は、これまでの調
査研究や事例をまとめた冊子。

研究員の皆様とオカムラ ＋ Standing コンシェルジュ 武田浩二
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社員1人ひとりが生き生きと
活躍するために働き方の
未来を見据える新オフィス

プロジェクトデータ
東京都港区赤坂1-8-1
赤坂インターシティAIR 
オフィス対象面積：11,378㎡
設計：株式会社ザ・デザイン・スタジオ

15年ぶりの大規模移転プロジェクト

医療用医薬品、ワクチン、そして風邪薬「コンタック」や歯磨き粉「シュ

ミテクト」といったコンシューマー向けヘルスケア製品で知られるグ

ラクソ ･ スミスクライン（GSK）。イギリスに 本社を置き、115カ国 10

万人の社員を擁する世界有数の製薬会社だ。その日本本社が東京・

赤坂に 移転したのは 2017 年 10 月のこと。以前はビル 2 棟の計 27フ

ロア構成だったが、ひとつの事業部が複数階に分散してしまうなど生

産性やコミュニケーションの課題があり、7 年ほど前から移転計画を

進めてきた。

本国のファシリティマネジメントにおいては、ABW（アクティビティ・

ベースド・ワーキング：時間と場所を自由に 選択できる働き方）に 基

づいたグローバ ル標準の「スマートワーキングガイドライン」を定め、

GSK が求める働く環境、健康・衛生、安全などの項目を遵守すること

になっている。今回の移転についても日本本社でワーキング チーム

をつくり、このガイドラインを基にプロジェクトを推進していった。

Case study

グラクソ・スミスクライン株式会社	 6p

ドコモ・ヘルスケア株式会社	 9p

株式会社萩原技研	 11p

獨協医科大学病院	 13p

社会福祉法人佛子園	本部オフィス	 15p

グラクソ・スミスクライン株式会社
GlaxoSmithKline K.K.

Case
study

01

※掲載情報は取材当時のものです。
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選べる多彩なワークスペース

新オフィスでは、メガプレートの約 4.3フロア（約 3,500 坪）に本社機能

を集約。各フロアに４カ所のコミュニケーションスペースを設け、その

周囲に個人用ロッカーと部署ごとのメールボックスを配置。基本的にフ

リーアドレスだが、同じチームのメンバーが自然と近くに集まる仕組み

になっている。

オフィスレイアウトは、Y 字型デスクや少人数の島を取り入れた有機的

な動線計画を意識した。「島型対向よりも有機的レイアウトのほうが、通

路をコミュニケーションスペースとしてとらえることができ、あらゆる方

向から話しかけやすくなります」。またコミュニケーションの円滑化だけ

でなく、「そこから深掘りして落とし込む時間も必要」と長坂氏。そこで

集中するためのクワイエットスペースや、メンバーと離れて作業できる

窓辺の席、ファミレス風のテーブル席など、社員の状況やタスクに応じ

て選べるワークスペースをフロアに散りばめた。「移転前は自席と会議

室の二択でしたが、移転後はさらにコミュニケーションや集中するため

の選択肢が増えたというイメージです」。

1,000席のSwiftを導入

製薬会社として健康経営に積極的に取り組み、いち早く健康経営優良法人

（ホワイト500）にも認定された同社。かねてからウォーキングやダイエット、

禁煙などのプログラム、ワクチンの接種サポートなど多数のメニューが提

供されている。移転を機に、社員から要望のあったバランスボールを備品

として採用したほか、1,000席の Swiftを導入した。これはグローバルガイ

ドラインで従業員の体格差や VDT（ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル：

コンピュータを用いた作業）に対応するために上下昇降デスクを推奨して

いるからだ。本国では健康のために定期的に立ち仕事を実践しているとい

うが、「日本ではまだ立ち仕事に慣れておらず、デスクの高さを微調整する

使い方がほとんど」。それでも昼食後や夕方頃に立ち仕事に切り替える人

も増えてきており、今後は健康面やコミュニケーションにおける立ち仕事

のメリットを伝え、より積極的な活用を促していきたい考えだ。

「まだまだ完成ではない」

さらに新オフィスでは、同社が力を注いできた「ダイバーシティとインクルー

ジョン（多様性と包括性）」を可視化するため、点字ブロックや誘導用音サ

イン、車椅子の通りやすい開口幅といったバリアフリーを随所に導入した。

あらゆる社員が喜びと誇りをもって働ける環境を整える。そうしてはじめ

て高い生産性が生まれるとGSK は考えている。

既に、十分に理想的なオフィスに見えるが、長坂氏は「まだまだ完成ではあ

りません」ときっぱり。「社員の働き方が変わり、それにも慣れてくるので、

『もっとこんなことができたらいいのに』と

いう声を丁寧に吸い上げ、改善していき

たい。そしてその経験を元に、地方拠点に

もアプローチしていきます」。オフィスづ

くりはでき上がったら終わりではなく、む

しろそこから社員と共に育てていくもの。

GSK の新オフィスは今まさに出港したば

かりの船のように、目の前に広がる、働き

方の未来とその可能性を見据えている。
MCR（Master of Corporate Real Estate）

日本ファシリティマネジメント協会認定
ファシリティマネジャー

長坂将光氏
人財 ファシリティー・サービスマネージャー

大小の会議室、クワイエットルームや電
話ボックスなどバラエティに富んだワー
クスペースがいたるところにさし挟まれ
ている。

新オフィスではダイバーシティを可視化するため、点字ブロックや誘
導用音サイン、車椅子の通りやすい開口幅などを導入した。

Y 字型の Swiftを組み合わせた有機的なレイアウトは、パーテーションなしでも視線が
合いにくい。

社員1人ひとりが働き方を見直す機会に

同社ファシリティー・サービス マネージャーである長坂氏は、「今回はオ

フィスの変革であると同時に、会社の文化も刷新していこうという狙いが

ありました」と語る。重視したのは社員の「自律と選択」だ。これまでの

ように与えられた空間で業務を行うのではなく、「どこで何をすれば自分

の成果を最短で出せるのか。それを考えながら働くことのできる社員が

必要であり、そのパフォーマンスを最大に引き出せる環境をつくることが

大事」だという。

わかりやすい例が書類の削減だ。移転前はひとり当たり約 12.6fm（ファ

イルメーター：書類を積み上げた高さ）もあった膨大な書類を移転後は

約 1.6fm まで劇的に削減。紙文化の根強い製薬業界としては異例のこ

とだ。社内では抵抗もあったが、「何のためにそれをするのか」「それを

するために業務のプロセスをどう変えるべきか」を一つひとつ議論し、

丁寧に解きほぐしていった。オフィス移転という大きなプロジェクトの

なかで、さまざまな課題を棚卸ししながら社員 1 人ひとりが自分の働き

方や環境を見直す。それが組織全体の成長につながるというわけだ。
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法人や自治体に広がる健康支援のニーズ

NTTドコモとオムロンの合弁会社として2012 年に設立されたドコモ・ヘ

ルスケアは、通信技術と健康管理機器を活用したさまざまなサービスを展

開している。手首にはめるだけで歩数や睡眠などのライフログを計測する

「ムーヴバンド」や、そのデータを管理するアプリ「わたしムーヴ」などの個

人向けサービスが主力だ。「近年は従業員の健康支援が注目され、法人や

自治体からの相談が増えてきました」と佐近氏。「もともと従業員の健康が

ビジネスに直結している企業もあれば、健康経営と聞いて採用や社内のモ

チベーション向上をイメージする企業、何から手をつけるべきか悩んでいる

企業もあってまちまち。私たちも、今後伸びそうなニーズを模索していると

ころです」。

良さそうなものは試してみる

そうしたなか、同社では「まずは自分たちが健康になる」というスローガン

を掲げ、健康に関連する商品やサービスを試したり、ウォーキングイベン

トの開催や食のコンディショニングといった活動に力を注いでいる。ある

時には、オフィス内の島の1 列が椅子ではなくバランスボールに置き換え

られていたことも。佐近氏は「実際にやってみて、良ければ続けるし、課題

があれば良くしていくということが、私たちのビジネスの根幹。ニーズの

発見や新しいサービスにつながることもあります」と説明する。2016年に

全席に Swiftの導入を決めたのも、そうした「良さそうなものは積極的に試

す」社風によるところも大きいようだ。当初は珍しかったオフィスの風景も

今ではすっかり会社の「顔」に。従業員によって立ち仕事の時間帯や頻度

はまちまちで、柳澤氏は「夕方の疲れてきた頃に気分転換で立ち仕事に切

り替えることが多いですね」と話す。社内のアンケートでは、「脚のむくみ

が楽になった」「立ち仕事のほうが効率的」といった感想が見られた。また、

ヒールやスニーカーなどその日履いている靴に応じて高さを調整している

女性社員も多いという。

自然なコミュニケーションも生まれて

コミュニケーション面では予想していなかった効果もある。「立っていると表

情が見えるので、上司でも同僚でも話しかけやすいです」と柳澤氏。ちょっ

とした打ち合わせであれば、Swift の高さを上げてパソコン画面を一緒に

見ながら済ませることも多いという。実際、ところどころで立ち仕事をして

まずは自分たちが健康になる。
コミュニケーション
活性化の効果も

プロジェクトデータ
東京都渋谷区恵比寿1-19-19 
恵比寿ビジネスタワー4F

取締役  コーポレート本部長
佐近康隆氏

コーポレート本部  経営戦略部 部長　
柳澤友紀氏

「働きがいのある会社」への連続ラン
クインや「東京都スポーツ推進企業」
の認定など、さまざまな表彰を受け
ている。

大きな窓から光が差し込む明るいフロアに、Swift のイエローのパーテーションが映え、オフィス全体が明るく感じられる。

	ドコモ・ヘルスケア株式会社
docomo Healthcare, Inc.

いる人があり、そこを中心に自然な会話や行き来が生まれ、オフィス全体

が有機的な雰囲気に包まれている印象だ。

佐近氏は「Swiftを含めさまざまな取り組みをしているが、今後は健康経営

でよく言われる『どうしたら継続推進していけるか』を深めていきたい」と

話す。単に健康に良いだけではなく、楽しさやおトク感といったモチベー

ションで続けられる健康支援のノウハウを蓄積し、サービスとしても生か

していきたい考えだ。

Case
study
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社員の健やかな心身が何より大切

萩原技研は、鹿児島を拠点とする建設コンサルタント会社だ。国、県、市町

村から委託を受けて道路や橋梁、河川、港湾などの測量、設計、施工管理

までを行う。「人々の生活を支えるインフラや安全にも関わるため、日頃か

ら社員の健やかな心身の維持とメリハリのある業務環境づくりには配慮し

てきました」と萩原社長。毎年4−5月に社員全員が取得するリフレッシュ

休暇の制度もそのひとつだ。

また、業務効率や環境改善といった課題ごとに委員会活動を行なっている。

若手社員が必ずどこかに所属して業務以外のメンバーと協働し、その成果

を社内で発表するものだ。参加意欲やチーム力を喚起するための取り組み

でもある。

若手社員自ら理想のオフィスを考える

2017年4月に新社屋が竣工した。「ワンフロアのような風通しのよさを目指

した」という建物は、階段部分や給湯コーナーもすべて壁をなくし、4、5 階

には吹抜けを採用。人の声や気配が伝わり、一体感が感じられる構成となっ

ている。これも、社屋検討委員会の若手社員がオフィスのコンセプトや仕様

をまとめ、あらゆる検討を重ねた成果だ。萩原社長は、「経営側がハコを用

意し、移動してもらうだけでは意味がない。社員自ら理想の環境を実現する

ことが大切だと考え、委員会に一任することを心がけました」と話す。

唯一、経営側からは業務効率と健康維持の観点から「上下昇降デスクの検

討」を要請した。他社の導入事例やショールームの見学を経て、旧オフィス

にサンプルの Swiftを設置し、全社員が日替わりで試用。その結果、「使っ

てみたい」という声が多かったことから、全席導入を決めたという。

社員中心のシンボルとして

移転から1 年が経ち、立ち仕事や立ち会議に慣れた社員が作業内容によっ

てこまめに天板の高さを変えている様子が印象的だ。また、同じ部署のメン

バーを背中合わせに配置することで互いの状況を把握しやすく、振り向けば

そこが打ち合わせスペースになる。腰痛の軽減や、体重減少を報告する社員

も多いそうだ。「帰社時間が早まるなど、挙げればきりがないほど多くのメ

リットがあると感じる」と話す社長も率先して立ち仕事を実践している。

こうした、働き方まで含めたオフィスづくりが評価され、第30回日経ニュー

オフィス賞（※）を受賞した。社員中心の取り組みは新聞でも報じられ、県

社員中心のオフィスづくりで、
積極的な姿勢を育む。

プロジェクトデータ
鹿児島県鹿児島市
山下町16番20号
オフィス対象面積：571㎡
オフィス対象人員：72人

株式会社萩原技研
代表取締役
萩原功一郎氏

【3階打ち合わせスペース】 設計図を囲んだ立ち会議は日常的な光景だ。 どこに居ても社内の様子が感じられる壁の無い内部階段。

【2階社長室】 社長と会長も立ち仕事を実践している。

【エントランス】 社屋のすべての打ち合わせスペースに Swiftを配置。

社屋検討委員会の資料を
まとめたファイル。資料の
厚さが、タスクの密度を物
語っている。

株式会社萩原技研
Hagihara Giken Co., Ltd.

内外から熱い視線を集めている。「社員が一緒になって考え、悩んだ時間

は何にも代えがたい。自信や誇りにつながっていると思います」と萩原社

長。最近では、社屋だけでなく業務についても社員からさまざまな提案が

出てくるようになった。思い切ったプロセスで生まれた新社屋は、社員の

積極的な姿勢を育む社風のシンボルにもなっている。

Case
study

03

（※）第30 回日経ニューオフィス賞。九州・沖
縄地域ブロック「ニューオフィス推進賞」なら
びに「九州経済産業局長賞」を受賞。

【4階】オフィスのレイアウトは立ち仕事を踏まえた背面対向型。

積極的に立ち仕事をされているみなさん。
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プロジェクトデータ
栃木県下都賀郡壬生町大字北
小林880

獨協医科大学病院
Dokkyo Medical University

Case
study

04

4階。オフィスのレイアウトは立ち仕事を踏まえた背面対向型。

座ったままでの申し送りは非効率

1974年、栃木県壬生市に開院した獨協医科大学病院は、大学医学教育の

場として高度な知識と技術を身につけた医師を養成すると同時に、高度な

医療の提供と、医療に関する開発・評価および研修を行う「特定機能病院」

として地域医療の中核を担っている。

そんな同院が、耐震工事のために看護室をリフォームすることになったの

は2016年のこと。一般的に、病院には部署ごとに看護師長席があるが、同

院では職員室のような「看護師長室」が設けられている。看護師長たちは、

業務伝達事項の周知のため、1日3回各部署からこの部屋に戻ってくる。仁

戸部氏は、「私たち看護部長や副部長は30人以上の看護師長から毎日申

し送りや報告を聞きます。座ってじっくり話すため、正直無駄な時間も多

かった」と振り返る。

健康面を考えて導入を決断

また近年は、病棟の管理や勤務表などの書類を作成する作業が増えている。

40年以上も使い続けている寄せ集めのデスクに、身長差のある看護師長

たちが無理に身体を合わせようとして、肩こりや腰痛、足のむくみを訴える

ケースも少なくなかった。

こうした背景から、リフォームに際してデスクも替えることになり、副部長

らがオカムラの新製品発表会を視察。その場から「天板が上下に動くデス

クが気に入った」と、仁戸部氏の元に Swiftの写真がメールで送られてきた。

「姿勢が自由になるのは身体にもよさそう。看護師長たちも年齢が上がっ

てきているので、健康面も考えて導入することにしました」。

気分的なゆとりで、部屋が明るく

当初は、立ち姿勢での申し送りにはなかなか馴染めなかった。しかし、「オ

カムラさんに使い方を教えてもらい、立てば仕事がスピーディーになるこ

とに気づきました」と仁戸部氏。やがて、立ったままで重要なことだけを的

確に伝えられるように。目線が近くなるため親近感が沸いてお互いに声を

かけやすくなり、コミュニケーションがこれまで以上にスムーズになった。

看護師長たちからも、「作業スペースが広く、高級感があって落ち着いた木

目調が目にもやさしい」と好評だ。天板を低くして座れば目の前の作業に

集中でき、立ち上がれば向かいの席との交流もしやすい。その時の仕事に

合わせて、立ったり座ったりすることで適度に気分転換を図り、業務効率も

スイッチひとつでラクな体勢、
気分も前向きに。

獨協医科大学病院
看護部長
仁戸部富恵氏

上がっている。さらに、こうした効果の積み重ねにより、「1人ひとりが心に

ゆとりを持てるようになり、看護師長室が一段と明るくなったように感じら

れます」と仁戸部氏。今後は、パソコン作業やミーティングの多い病棟の

ナースステーションなどでも「座る」「立つ」を自由に使い分けるワークスタ

イルの可能性がありそうだ。

目線が近くなるため親近感が沸いてお互いに声を
かけやすくなった。

スイッチひとつで手軽に天板を上
下昇降させることができる。
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プロジェクトデータ
石川県白山市
北安田町548番地2
オフィス対象面積：267㎡
オフィス対象人員：16名（1F）

社会福祉法人佛子園	本部オフィス
BUSSHI-EN

Case
study

05

4階。オフィスのレイアウトは立ち仕事を踏まえた背面対向型。

1人ひとりの健康と安心を見据えて

社会福祉法人佛子園は、石川県金沢市に根づいた社会福祉活動を展開し

ている。大きな注目を集めたのは、「Share 金沢」という約11,000 坪の街

づくりだ。「高齢者、若者、子ども、障がいのある方もない方も、ごちゃまぜ

で楽しく暮らせる街」をコンセプトに、多世代共生コミュニティを生み出し、

地域を活性化している。

その佛子園の本部オフィスがある一画が、再開発プロジェクトによって生ま

れ変わった。保育園やクリニック、キッチンスタジオ、ジム、プールなどが

ひとつになった複合施設は、いつも住民の笑顔であふれている。理事長の

雄谷氏は、「最初は、こんなごちゃまぜの環境でスタッフは大丈夫かな ? と

いう心配もありました」と打ち明ける。「でも、福祉や介護の仕事は大変だ

というイメージを変えたかった。新オフィスの執務エリアに大きな窓を設

け、外からもよく見えるようにしました。オープンな空間ですから、コミュニ

ケーションを通じて福祉の仕事に対する理解も生まれます」。

オフィスが変わってスタッフもおしゃれに

1Fにあるオフィスの執務エリアには、上下昇降デスクを採用した。体を使っ

て腰痛になりやすい現場スタッフや、長時間座って仕事をすることの多い

事務の環境に、立つ姿勢を取り入れている。総務課の田中氏は、「立って仕

事をしながらストレッチもでき、天板を軽く上げ下げするだけでも余分な

力が抜けて、体の調子が良くなったと感じます」と話す。

雄谷氏も、「オフィスのツールは主体的に使えることが大切です。スタッフ

が自らデスクを昇降させ、『私はこう使う』と能動的に仕事のスタイルを選

べるからいいですね」。開放的なオフィスは外からもよく見えるため、声を

かけられやすくなった。「立ち仕事の姿がカッコいいので、写真を撮っても

いいですか」と尋ねられることも。自ずとスタッフの身なりも洗練され、オ

フィス全体の雰囲気が明るくなってきたそうだ。

縦割りを見直す時代へ

「元々はごちゃまぜだったのに、大量消費社会がすべてを縦割りにしていっ

た。今は、合理化によって失われたものをいかに取り戻すかというタイミ

ングなのかもしれません」と雄谷氏。お経の中に、「三草二木 (さんそうに

もく)」という言葉があるという。草に大中小、木に大小の違いがあっても、

いろいろな生き物が支え合い、主体性をもって生きているという考え方だ。

このオフィスでは機能を大切にしながら垣根をなくし、人と人が混ざり合っ

ている。まさにそれが、地域の住民自治を大切にしてきた佛子園の、ひと

つの答えなのだろう。

自分たちの意志を働かせて
主体的に使えるオフィス

社会福祉法人佛子園
理事長
雄谷良成氏

法人本部 総務課
田中ひとみ氏

1F 執務エリア内に設けられている、ブルーのパネルで囲われた打ち合わせスペース。奥に見えるのは、子どもから高齢者まで安
心して利用できるスイミングプール。

シンプルで美しいデザインの大
きなテーブルが設置されている
相談会合室。

「見る・見られる」の関係も楽しいオフィスになっている。
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実験結果を次の展開に生かす

実験では、総務部の個人デスク、総合政策部の打ち合わせコーナー、市民

課・税制課の受付窓口、そして市長室に計9台の Swiftを設置。約3ヶ月間

にわたって職員のアンケートを取った。個人デスクについては「眠気防止」

「仕事のメリハリ」「肩こり・腰痛が改善」「図面などの細かい資料が見やす

い」などの効果が見られた。また実験の様子を見て、「自分も使いたい」と

いう要望も多く寄せられているという。

一方、窓口では声をかけられやすくなった。市民サービスの面では効果的

だが「視線が気になる」「作業が中断しがち」という声もあり、業務内容に

よって配置や台数に工夫が必要だということもわかった。流山市ではこれ

らの結果を踏まえ、他の施設への導入検討や立ち仕事を促進するための材

料として活用していくという。先進自治体が業務や市民対応のスタイルを

見直しはじめている事例として、今後の動きが注目される。

打ち合わせスペースのミーティングテーブル。ある部門の日課となっている新聞の切り抜き作業
がはかどる、という効果も。

ファシリティマネジメントの先進自治体

千葉県北西部に位置する流山市は人口約18 万人の、水と緑の豊かな住宅

文化都市だ。つくばエクスプレスで東京都心へのアクセスがよく、「都心か

ら一番近い森のまち」として子育て世代の割合が増えている。また同市は、

市が保有する土地や建物を財産ととらえ、それらを戦略的に活用する独自

のファシリティマネジメントでも注目を集めている。その中心となる施策が、

「事業者提案制度」だ。

ファシリティマネジメント推進室の井上室長は、「民間事業者に、流山市の

土地・建物を使ったサービスや市にとってメリットのある事業を自由に提案

してもらうための制度」と説明する。例えば、市役所の総合受付やサイン計

画のリニューアル、会議室のリノベーションなどは、この仕組みで実施した。

市は、新たな財政負担を伴わないことを条件に、採用されたアイデアにつ

いて協議し、諸条件が整えば提案者と契約して事業化する。民間のノウハ

ウを最大限に活用できることが利点だ。

市長自ら導入を打診

2017年7月から市役所内でSwiftを実験導入している。もともと井崎義治市

長が10年以上も前から、市民サービスの向上や会議の効率化を図るために

「立ち会議」を奨励。庁舎に手づくりの立ち会議用デスクが置かれ、簡単な

報告や打ち合わせは立ったまま済ませるというスタイルが定着していた。そ

の後、市長が上下昇降デスクの存在を知り、「健康や生産性という側面から

もこれを導入できないか」とファシリティマネジメント推進室に相談を持ち

かけた。そこで、「官民連携の研究事業としてSwiftを実験的に導入し、どの

ような効果や可能性があるかをまず調査することにした」（枝松氏）という。

先進自治体が
「座り時々立ち仕事」を検証中。
業務効率を高めて、
さらなる市民サービス向上につなげたい。

総務部 財産活用課
ファシリティマネジメント推進室
室長 井上雅之氏

市長室に設置された Swift。

いたるところに設置される立ち会議コーナー ファシリティマネジメント推進室に設置された Swift。

ファシリティマネジメント推進室
認定ファシリティマネジャー
枝松久雄氏

市民課に設置された Swift。

流山市役所
Nagareyama city hall
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School

Office Banking & Government office

Home

Laboratory FactoryHospital
使いやすい高さに調整できるデスクで、長時間に

及ぶことが多い画像診断業務に最適なポジショ

ンを確保します。

ラボワーカーが安心かつ安全に作業に集中できる

実験台は、一人ひとりの作業しやすいスタイルに

実験台を合わせていくという視点。

上下昇降実験台がラボワーカーの働きを変えます。

昨今のオフィスでは立ち仕事をする経営層が増え

ています。そんなエグゼクティブ向けのハイグレー

ドな電動昇降デスクもラインナップしています。

家庭でも仕事をするケースが増えてきていますが、

ぜひ立ち作業を取り入れることをおすすめします。

オフィス仕様での機能はそのままに、家庭環境に

マッチするテイストの上下昇降デスクです。

お客様目線での対応が求められる昨今、自治

体や金融機関でも立ち姿勢で接客するケース

が増えてきています。

アクティブラーニングで行われるさまざまな学

習スタイルに上下昇降デスクは最適です。成長

期の子どもたちの体格差にも対応しやすく、昨

今の多様化する教育の現場をサポートします。

もともと立ち仕事の多い職場である工場。そ

の中でもベストなパフォーマンスを発揮する

ためには体格に合わせて作業台の高さを調整

することは欠かせません。

 さまざま な場所に
 ひろがる

 「立ち姿勢」

Domain
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考動 考率 考創 健考

オカムラが社内で実践する「立ち姿勢」を取り入れた働き方改革

ラボオフィスでは働き方改革に
活かす研究データの蓄積に
取り組んでいます。

全国各地のショールーム、ラボオフィスで
「立ち姿勢を取り入れた働き方」をご体験いただけます。

公的な認定制度を取得

LABO OFFICE

オカムラは「人を想い、場を創る」という新しいキャッチフレーズをかかげ、社内の

「働き方改革」をすすめています。首都圏地区では、考動（CO-Dô LABO）、健考

（KEN-CO LABO）、考創（CO-SO LABO）、考率（CO-RiZ LABO）という4つの

ラボオフィスを展開しており、それぞれテーマに沿ったクリエイティブな働き方を

実践し、さまざまな角度から実験検証をすすめ、データを蓄積しています。

働き方改革を成功させるためには、制度改革、ITツールの活用、オフィス環境の整備

などの施策をバランスよく実施してゆくことが必要です。オカムラでは社内の

実践事例、お客様の成功事例をもとに積極的に情報発信を行っていきます。

一人ひとりが主体的に物事を考え、行動する。

社内外の人とつながり、ともに考動するための場。

効率よく働くためのアクションを起こす。

スマートな業務を実行するための場。

感性を刺激し、斬新なアイデアを創造する。

新しい付加価値を生み出すための場。

心身ともに健康で、生き生きと仕事に取り組む。

ウェルビーイングな働き方を促進するための場。

CO-Dō LABO [赤坂] CO-RiZ LABO [京橋] CO-SO LABO [赤坂] KEN-CO LABO [新宿]

ガーデンコートショールーム 大阪ショールーム 中部ショールーム 福岡ショールーム 仙台ショールーム

健康保険組合など医療保険者と連携し、優良

な健康管理を行う企業を認定する制度。大規

模法人部門と中小規模法人部門の2 部門に分

けて認定。認定基準は、経営理念や組織体制、

健康づくりの施策、職場の活性化といった取り

組み、法令順守などの項目がある。

従業員の長時間労働の削減や年次有給休暇等

の取得促進について、 ２～３年後の目標と取

組内容を宣言書に定め、全社的に取り組む企

業等のことです。 宣言書は東京都のホームペー

ジで公表します。

Smart Workとは、労働環境の整備やダイバー

シティーといった人材活用力に関わる部分だけ

でなく、イノベーションの力、財務力、市場開拓

力など企業の成長を支える様々な要素を網羅

的に捉えた総合的な概念です。Smart Work 企

業＝次世代の日本型エクセレントカンパニーへ

の道を探っていきます。

＋Standingコンシェルジュ活動
上下昇降デスク「スイフト」を導入されるお客様へのサポート活動を続けながら、

アンケート調査やヒアリングを実施してお客様の声を蓄積。

座り過ぎリスクの研究者の方々との共同研究もすすめ、有益な情報を

セミナーなどを通じて発信してまいります。

「健康経営優良法人」
（経済産業省・日本健康会議）

「TOKYO働き方改革宣言」
（東京都産業労働局）

「日経Smart	Work」
（日本経済新聞社）

＋ Standingコンシェルジュ
武田浩二
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お問い合わせ・ご相談は、下記へ

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ 受付時間  9：00～17：20（土・日・祝日を除く）

フ リ ー
ダイヤル 0120-81-9060

2018年8月 発行


