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　健康経営優良法人認定制度とは、経済
産業省が進めるヘルスケア産業政策の
ひとつで、優良な健康経営に取り組む企
業を「見える化」し「社員の健康管理を経
営的な視点で考え、戦略的に取り組んで
いる企業」として顕彰する制度です。
　当社の一番の財産は社員の皆さんで
す。その皆さんがまず健康でないと、い
い仕事ができません。今までも個々の家
庭状況等に合わせた多様な働き方が可
能なように、顧問社会保険労務士のアド
バイスのもと諸制度を構築し、働きやす
い会社づくりを推進してきました。　
　そしてこの度、健康を社員個人の問題

ではなく社員に対する会社の責任とと
らえ、積極的に経営課題として取り組む
「健康経営」の視点で会社を評価する「健
康経営優良法人認定制度」の登録申請に
チャレンジし、無事認証されました。
とは言っても残業時間など、まだまだ改
善点はあり、道半ばではありますが、方
向性が定まり一定の評価が得られまし
たので、社員がよりいきいき健康で、楽
しく働ける環境づくりを進めていきま
す。

　「どうすればいい会社のなるのだろう
か？」経営者として会社のあり方を模索
し、さまざまなセミナーや研修に参加し
てきましたが、その中でも「日本でいち
ばん大切にしたい会社」の著者である坂
本光司先生のセミナ－は強烈でした。私
は自らの経営姿勢の甘さ・覚悟の弱さ
を坂本先生のセミナーで、いやというほ
ど思い知らされました。
　セミナ－終了後にご挨拶に伺うと、坂
本先生は名刺を渡しながら「相談がある
のなら、いつでも研究室に来なさい」と
言っていただきました。
　それから、坂本先生の多くの著書を購
読し、徐々に理解が進み、社員を大切に
する経営に舵を切り、歩み始めました。
その頃、東京中小企業家同友会の仲間
が、千葉商科大学院で、坂本先生が主宰
する中小企業人本経営 (EMBA) プログ
ラム1年コース (履修証明プログラム )
があると教えてくれました。是非学びた

いと思う一方で、学習時
間を確保できるのか、授
業についていけるのか
という不安も強かった
のですが、思い切ってエ
ントリーし、論文面談を
経て無事入学許可をい
ただくことができまし
た。
　1年に及ぶ講義は、著
名な現役経営者による
リレー方式の「リレー実
践経営学」と研究者や弁
護士、公認会計士、経営
コンサルタント等による「リレー中小企
業経営論」、そして坂本先生の「中小企業
経営事例研究＆ゼミ」の3本立てで、理
論面と実務面から経営学を広く深く学
ぶことができました。
　コロナ禍、企業見学や合宿などが中止
となり、少し残念でしたが、「人を大切に

する経営」を実践している経営者や支援
者・理解者の講義を受講し、経営者のあ
り方を学べました。
　これからも更に、覚悟を決めて人を大
切にする経営を実践し、「日本で
いちばん大切にしたい会社」に
選ばれることを目指します。

経 営
「人を大切にする経営」を学ぶため、
坂本光司先生の中小企業人本経営（EMBA）を受講

（阿部）

社員の健康を大切に考える
「健康経営優良企業」に認定されました！

坂本先生は、「経営とは企業に関係するすべての人を永遠に幸せにするための活
動である」と定義しています。つまり経営の最大の目的・使命は人を幸せにする
ことだと気づきました。

健康優良企業の認定は経営理
念、組織体制法令遵守・リスク
マネジメントなどの評価基準で
審査が行われます。



　日本の開業率は5％前後であり、イギリ
スやフランスなどの開業率13％前後と比
べて10ポイント近く低くなっています。そこ
で、東京都は開業促進のため、起業・創業
者の活動拠点整備及び活動支援整備とし
てインキュベーションオフィスの整備を補
助しています。
　この東京都の補助金制度を利用し、イン

キュベーションオフィス「SeedsPost」
（ワーカーズコープ三多摩山梨事業本部）
の企画・設計・工事監理を担当しました。東
京都に「インキュベーション施設運営計画
認定事業」の認定申請をしてから、決定ま
で6カ月程の時間がかかり、正式決定時は
コロナ禍ではありましたが、工事を着工し、
6月に無事竣工を迎えることができました。

　この事例以外にも、国や東京都など様々
な公共団体は、働く場の創造・労働者の職
場環境改善・環境配慮などの補助、助成を
実施しています。事業計画に合致した助
成・補助があれば、コストの削減
が期待できます。

　昨今、昭和時代に建てられた古い建築物
の解体が増えていますが、構造体を調査
し、耐震性と耐久性が使用に耐えうると確
認できた場合、解体ではなく改修という選
択肢もあります。
　今回、弊社では近畿財務局案件で宿舎
の改修設計を手掛けることになりました。
仕上のみの改修ではなく、仕上と間仕切り

を全て撤去したうえでプランを大きく変更
するスケルトン改修で、近畿財務局では初
めての試みとなります。
　また、内部以外にも、屋上防水、外壁、外
構など、敷地内のほぼ全てを改修します。
現在の生活様式とのミスマッチや、法規制
など、様 な々制約がある中で、住み
よい空間を目指し設計中です。

設計

東京都の補助金を活用した、インキュベーション
オフィス「Seeds Post」が完成しました！設計

（坂尾）

（笹田）

昭和の建築物は、解体するだけではなく、
改修するという選択肢もあります！

　オフィスや作業所などの働く場所やトイ
レや休憩コーナーなどの施設改善は、働く
人のモチベーションアップや離職防止、新
卒採用などに効果があります。
　しかしながらデザイン・建設コストが比
較的大きいこと、また機器導入やシステム
更新などとは異なり直接的に生産性向上
や機能改善の効果が見えにくいことなどが
あり見送られがちです。
　そこで国や東京都などの補助金を利用

して施設整備を行いませんか？今は、内外
装の木質化や省エネルギー、トイレや更衣
室などの環境整備、インキュベーションオ
フィスなど新たな働き方スペースの創出な
どに補助金が出ています。1/2補助なら自
己資金1/2で改装が可能です。
　この補助金を活用して手がけたの
が、上の記事にまとめた「Seeds 
Post」のインキュベーション施設の設計・
工事管理です。補助金を上手く利用して

ワークスペースの見直し・改善、新たな働
き方スペースの創出しましょう。

内外装の木質化からトイレや更衣室の環境整備まで
補助金を使って賢く施設整備を行いませんか？補助金

施設整備にはさまざまな
補助金があります。

「SeedsPost」はJR八王子駅から徒歩3分の場所にあります。 広くて機能的なシェアオフィス5室、会議室、コミュニティラウン
ジがあります。

コミュニティラウンジは、緑を基調としたリラックスできる空間。
wifi、複合機、シュレッダーも完備。

古い建築物も耐震性と耐久性調査をクリアすれ
ば、壊さずに残すこともできます。

（谷口）「Seeds Post」
https://santama.roukyou.gr.jp/
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石綿障害予防規則が
厳しくなりました　

　今年4月に、大気汚染防止法と石綿障害予防
規則の主要事項が改正されました。発じん性の
比較的低いレベル3建材（レベル1、2以外の成
形板等の石綿含有建材）の規制対象や、石綿含
有建材の有無を確認する事前調査の方法や、目
視検査、事前調査結果の都道府県への報告の義
務付け等、多岐にわたる変更です。
　また令和5年からは、事前調査者は、建築物
石綿含有建材調査者講習修了者に限定される
ことになりました。弊社の主要な業務の一つで
もある建築物の改修・解体設計は、命を守る対
策をする必要があるので、これらは特に配慮し
順守しなければなりません。弊社では、現在 2
名の一般建築物石綿含有建材調査者が
おりますが、今後も資格取得者を増や
し、万全の体制を整えていきます。

多くの研修で学んだことを、
実践に活かしていきたいです

新人
研修

法律

　皆様、はじめまして。本年度の 4 月に入社した山本夏
輝です。入社してから約３か月が経ち、この 2～ 3 年が
今までで一番変化の大きい時期なのかなと実感していま
す。
　これまで小・中・高専・大学と進んできましたが、や
ることは主に勉強でした。ところがこれからは仕事と勉強
をしていくことになります。仕事はまだまだ分からないこ
とが多く、先輩方に迷惑をかける毎日です。勉強も学校と
は違い自分で探し学んでいく必要があります。「人生は一
生勉強だ」といいますが、その中でもこの数年が今後につ
ながる一つのポイントなのだと思います。幸い、私は見本
となる先輩方や上長に囲まれています。少しでも何かを

吸収し、１日でも早く
先輩方に近づければ
と思っています。まだ
できることもなく足り
ないことも多い私です
が、これからどうぞよろ
しくお願いします。　

山本夏輝
やまもと なつき

新入社員紹介

（笹田）

（中尾）

　社会人 1 年目ということで多くの
新人研修を受講しています。研修に
は主に社内と社外の2つがあります。
　社内研修は、先輩方や上長から専
門的な内容や業務に関わることを教
えていただきました。多忙な中、時間
を取っていただき数回に分けて丁寧
に話してくださいました。大阪事務所
はもちろん、まだ話す機会の少ない東
京事務所の皆さんともお話しができました。研修でお話しできなかった方もい
らっしゃるので、これからも場所を問わず、業務内外でお話ができればと思い
ます。
　社外研修では同友会の新人研修を受講しています。こちらは社会人として
のマナーやスキルを学び、社外の方とじっくりと話し合うことのできるいい機会
となっています。様々な業種や地域の方と話すことで話し方の練習にもなって
いるかなと思います。
　今年は流行り病の影響で残念ながらオンラインでの開催が多くなっていま
すが、参加者の方とはぜひとも直接会って話し合いをしたいと思っています。
　各研修は、会社から自分への先行投資だと思い受けさせていただいていま
す。研修はまだ続きますが少しでも多くのことを身につけ実務に活
かしていきたいと思います。

　このエリアにはレトロ建築も沢山ありますが、もう少し時代を遡った古い歴史的建
築物も残っており、多くの人が訪れます。旧小西家住宅は合成接着剤メーカーコニシ
株式会社の旧社屋として1903年に完成した表屋造りの建物です。適塾は緒方洪庵が
江戸時代後期に大阪船場に開いた蘭学の私塾で、幕末から明治維新にかけて多くの名
士を輩出し、その精神は現在の大阪大学に受け継がれています。適塾の隣には1901
年に竣工した大阪市立愛珠幼稚園があり、現存する木造の幼稚園としては日本最古
で、現在も園舎として活躍しています。どの建物も、高層ビルが立ち並ぶビ
ジネス街の中でひときわ存在感を放っており、その一角はタイムスリップし
たような時間の流れを感じることができる、心に響く空間です。

（山本）

プロジェクトを進める上で大切なコミュニケー
ション力について教えてもらいました。

石綿 ( せきめん、いしわた＝アスベスト )は天然に産する
繊維状けい酸塩鉱物で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く
丈夫で変化しにくいので、建材をはじめさまざまな工業
製品に使用されていました。しかし飛散した含有粉塵を
吸い込むと肺がんや中皮腫を発症する恐れがあるため、
現在では輸入・製造・使用等が禁止されています。

はじめは緊張した電話の応対もだ
いぶ慣れました。

大阪タイムスリップ
～淀屋橋・北浜エリアの歴史的建築物を巡る～

適塾

蘭学者緒方洪庵が天保９
年（１８３８年）に開設した
学塾。日本全国から橋本左
内や福沢諭吉をはじめ多く
の門人が集まり蘭学や医
学を学んだ。昭和39年に重
要文化財に指定された。

2

3

旧小西家住宅
（小西儀助商店）

大阪市立愛珠幼稚園
大阪大空襲などの戦禍も奇跡
的に逃れた、貴重な木造建築
物。2001年に国の重要文化財
に指定されました。谷崎潤一郎
の小説「春琴抄」の舞台としても
知られています。

真っ黒な漆喰の壁はとても
目立ちます。

適塾の趣のある板壁と
緒方先生像。

愛珠幼稚園は明治13年に創立され、現在の園
舎は，元大阪府技手の中村竹松が設計し、明治
34年３月に竣工。ビル街に現れる高塀が圧巻！

現役の幼稚園とは思え
ない重厚な外観。

アスベスト
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連 載・第2回

職場のメンタルヘルス
対策に取り組んでいます

至 梅田

至 千里中央
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空間デザイン
大阪本社

〒564-0062
大阪府吹田市垂水町 3-24-1
シンプレス江坂 402
TEL 06-6192-8751
FAX 06-6192-8752
地下鉄御堂筋線『江坂駅』北口下
車。東に徒歩５分。大同生命ビル
と江坂公園を通り抜けたらすぐ
です。

空間デザイン通信　21号

https://fb.com/kuukan.design/ http://sd-arc.jpinfo@sd-arc.jp

働き方

編 集 後 記
　今までになかった生活様式や働き方が定着してきたように感じ
ます。東京事務所では、朝6時に出社し夕方帰宅して夜は資格取得
に向けて勉強をする社員が出てきました。ワークライフバランスが
いい形で現れています。会社の制度は整ってきましたので、あとは
新しい生活様式や新しい働き方の中で社員それぞれが自分なりの
働き方を見つけ成長していければ、会社にも良い影響が出てくると
思いました。（相原）

「こころの耳」
https://kokoro.mhlw.go.jp/fatigue-check/worker.html

天井耐震診断士の
認定講習を受講しました講習

　建物の構造躯体の耐震化が進められている中、震災による甚大な
天井脱落被害が発生し、吊り天井の危険性が改めて認識されまし
た。建築基準法では、特定天井の天井裏の点検が義務付けられまし
たが、正しく点検できていないケースも多く、天井下地等が破損し
たまま使用されている施設もあるのが実態とのことです。
　講習では、点検の際に見落としてしまいそうな破損や変形、緩み
まで見つけることができるよう、天井各部材の規格の詳細
や施工方法を学びました。災害を未然に防ぐため、まずは
正確に診断できる力が求められています。

　メンタルヘルスというとコソコソしたり隠すような印象
ですが、心の健康を全員が役割をもって取組むことが必
要です。
　現在私たちが置かれている状況は普通ではなく、あら
たな日常生活をつくり新しい生活様式が求められており
ます。いつもと違う自分に気づくことや「大丈夫？」と耳を
傾けてセルフケアをすることがもっとも大切となります。
職場でもマネジメントの一部としてポジティブに取組み
対策やルール化をする必要があります。
　弊社でも、厚生労働省が制作した働く人のメンタルヘ
ルス・ポータルサイト「こころの耳」を活用して、定期的に
職場でのストレスチェックをし、周囲とのコミュ
ニケーションを取ることにより日々予防していき
たいと思います。

（谷口）

4File空間デザイン・トイレ設計事例

千鳥ヶ淵公衆便所
（東京都・千代田区）

（相原）

イギリス大使館の前、半蔵門のすぐそばにありま
すので、千鳥ヶ淵公園に、お花見に行かれた時に
は、是非ご利用ください。

Before After

　千代田区内の公園・公衆便
所の改修を行いました。千鳥ヶ淵
公衆便所は、皇居沿いの内堀通
りにあるので、多くのランナーが
利用する公衆便所です。内部は
全部取替ましたが外装は変えず、
木調が残るよう塗装し、屋根も新
しく葺きなおしました。特徴的な
窓ガラスは、前のデザインを残す
ため新しい窓ガラスにシート印
刷をして貼り付けてい
ます。

（渡邉）


