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1969年（昭和44年）4月に小平税理士事務所設立（創業者：小平トミ）。
税理士業務はもとより、行政書士業務、社会保険労務士業務をワンストップで展開し、中小企業を多方面から支援してきました。
2008年（平成20年）8月に事業承継（現所長：小平康夫）。
近年では、IT/ICTを活用した間接業務のアウトソーシングも展開し、データマイニングや多次元解析などの高度なデータ分析も行っています。

おもてなしと知的創造の場⇒

安心感・信頼感の強化おもてなし空間の演出知的創造空間の演出

使命感：“真の豊かさを創造する”小平グループ

≪知識創造誘発の場≫

・所長室の廃止、執務エリアのオープン化
・固定アドレスとフリーアドレスの併用
・職員専用カフェスペースの設置
・フレキシブルに使用できる会議、研修空間の設置

≪会計事務所の敷居を下げる仕掛け≫

・気軽に話ができるラウンジ空間
・プライバシーに配慮した応接室
・業務用コーヒーサーバーの導入
・バリアフリー、ちびっこトイレの設置

≪セキュリティへの配慮≫

・ゾーニングによるセキュリティレベルの設定
・社内サーバーと社外データーセンターへの

データのバックアップ（BCPの一環）
・個人情報専用の施錠保管庫の設置
・ISO９００１の取得

＋＋

お客さまのためのおもてなし空間
↑

両立…「夢ある職場」づくり
↓

ナレッジワーカーのための創造的空間

＜課題＞
・従来のいわゆる「一匹狼」型のワーキングスタイルからの脱却
・まだまだ一般の人々にとって、会計事務所の敷居は高い（気軽に相談できる雰囲気がない）
・関与先の機密情報、個人情報のよりセキュアな管理

＜オフィス立地の背景＞
厳しい経済情勢が続く中で組織構造の底上げを考えた際に、職員増加への対応が急務であったという背景があります。職員がイキイキと働ける環境の整備、
既存の会計事務所に対する概念（偏見）を打ち破るようなオフィスを目指したいという思いもあり、事業計画に「新築」の項目を組み入れました。

・時代に適応し、さらに一歩先を行く総合事務所として、常に高品質を追求したワンストップサービスを提供します。
・創業当初からの誠意とまごころで真実性を重視。大手会計事務所が契約しないような中小零細企業についても積極的な支援を検討します。
・IT/ICTと知的資産（デジタルとアナログ、システムと個人の知識能力）との融合により、個別のニーズに 大限応える環境を提供します。

お客さまの目線に立って「夢」をかなえるプロ集団であり続け、グループの総合力で企業経営をしっかりサポートする。

事業内容

経営戦略

経営課題

企業理念

課題解決策

オフィスコンセプト
の確立

新旧
融合
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運用

維持管理

実施

プランニング

外部パートナー社内チーム経営者

オフィスコンセプト

の

展開

オフィスコンセプトの共有

2011年10月 職員主導のオフィス構築へ転換
・各部門より1名ずつ選抜

2012年5月 外部パートナー（家具什器メーカー）決定

オフィスコンセプトの具現化

定例会議の実施

アイデアの創出
・道産材の使用
・可変性のある空間、什器作成
・心なごむデザイン
・カラーパターンの心理的効果

・照度計算
・電力試算
・空気の流れの作りこみ

イベントの企画
先代自宅の取り壊し
・取り壊し前の自宅を使用し、
職員全員での感謝会を開催

地鎮祭の全員参加→着工
旧事務所取り壊し
・旧事務所でバーベキュー大会開催

受付システムの構築

内部インフラの整備

電気系統の調整

なんでもプロジェクト解散
→ KOK (Kodaira Office-Keeper) 発足

ファシリティマネジメント業務・・・委員会の設置

2011年4月 事務所移転新築を意思決定

2011年7月 外部パートナー（建築施工）決定

他施設見学・情報収集等

「ESなくしてCSなし！」全員参加型のオフィス創りに向けた取り組み

・オフィス新築の必要性、有用性を共有

・働き方やワークプレイスに対する問題提起

・全ての職員より意見要望を聴取 → すべてに回答し公開

オフィスコンセプトを基に建物構造を具現化

・光が集まる中庭を軸とした構成へ

全員参加型のオフィス創りに向けた協力

・職員を集めプレゼンテーション

コンセプトの周知徹底

・懇親会を開催

設計者自己紹介など職員との交流に尽力

自らの働き方、「場」としてのオフィスのあり方の理解

おもてなし空間と従業員エリアを分けたコンセプトづくり

・お客様が来所しやすい雰囲気、ゆとり空間の創出

・知的創造空間の創出と機能的な環境の両立

・セキュリティを重視した環境の整備

幹部会議

・事業計画に基づく予算展開等の試算

・完成後の運用維持管理の方向性の検討

建築設計施工会社

家具メーカー

プロジェクト フロー

KODAIRA GROUP

外部パートナー

ワーカー

なんでもプロジェクト改め

KOK

現状問題点

資産・効率管理
情報セキュリティ管理

運用管理

懸 念 事 項
現 状 調 査

～とまり木コンセプト～
偶発的な遭遇を演出し、どこでもちょっとした打合せできる場を確保

→コミュニケーションの活性化を促し、知的イノベーションの誘発

「新社屋なんでもプロジェクト」発足

承認

・インタラクティブな検討プロセス・・・「共創」

プロジェクト、パートナー間での定例会議の実施

進捗等の毎週の所内周知を指示

・ＦＭ手法を取り入れたオフィスレイアウトの作成
おもてなしエリア
・多様な来客パターンへの対応
・プライバシーへの配慮
・おもてなし感の演出方法検討
・セミナーの開催を想定

従業員エリア
・暗黙知の共有を重要視
・職場としての機能性
・ゾーニングによる手法を採用
・自然なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを誘発する仕掛け

全体
・消費電力の検討
・セキュリティへの配慮



創造性創造性創造性

職員の行動予定はWebカメラにて

自席のPCで共有。
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木材や植栽など天然素材を取り入れたホール
おもてなしの空間として訪問されるお客様に
安心感と期待感を与えます。

ミーティングや休憩の場として多目的に活用できるスペースを設置。

意図的に出会いを増やし、コミュニケーションの活性化に繋げます。

外出の多いICU（会計労務部門）は大型天板を採用し、フリーアドレス化。

開放的なスペースは心にゆとりができ、作業効率の向上を図ります。

ロビーにはデジタルサイネージを設置

お客様へのPRに活用しています

ＩＴ／ＩＣＴ ツールＩＴ／ＩＣＴＩＴ／ＩＣＴ ツールツール

キャビネットの背面を利用して行動の見える化。

情報共有に役立てています。

CTU（開発部門）は業務スタイルに合わせて固定アドレス

オーバーヘッドキャビネットなどのデスク周りの

オプションを充実させることにより作業効率の向上を図ります。

機能性
快適性
機能性機能性
快適性快適性

機能性
快適性
機能性機能性
快適性快適性

定期的にイベントを開催

コミュニケーションの活性化と

モチベーションの向上を図ります。

お客様との打合せはペーパーレス。

紙の無駄を省き、情報の共有化を図ると

共に個人情報の漏洩防止に繋げています。

他部門間の情報共有や見える化を増やすことで

知的イノベーションを誘発させます。

偶発的な遭遇を演出するカフェコーナー

快適性快適性快適性



ペーパレスの徹底

ＦＡＸの送受信もペーパーレス。

不要な受信文書は印刷せずに削除します。

過去の実績＞

小平税理士事務所

小平税理士事務所

中小企業支援のための各種無料セミナーの開催

税や社会保障に関する無料相談会の実施

クールビズ、ウォームビズの導入

→ 夏季２８℃・冬季２０℃に設定

インターンシップ生（デュアルシステム）の受け入れ

→将来の専門家育成に貢献、優秀な人材の確保

社会・地域への貢献

地球環境への配慮

道産材使用

社内緑化

温もりを与えると共にＣＯ２削減

高効率照明器具、昼光利用照明制御、人感センサーの使用

消費電力を抑えると共にＣＯ２の削減

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄはLED照明

事務室

昼光利用照明制御導入

来客用トイレ

人感センターにより
照明制御

月１回、会社周辺を一斉清掃

→地域の美化に貢献

ディスプレイ台等に道産材のカラマツを使用しています。

木製家具に道産材を使用することで地産地消に貢献

ホール

ホール

ホール 執務スペース
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CTU事務室出入口

カフェコーナー ICU事務室

受付

ICU事務室出入口

応接室Ⅰ・Ⅱ

社員通用口

レベル２

レベル３

CTU事務室

●取り組み

紙媒体の個人情報を
施錠書庫に保管

オリジナルの
無人受付システム

・ 外部から遮断された社内ネットワークの構築により、情報漏えいを防ぐ
・ 電子文書のやり取りのログを取ることにより紛失や不正コピーを防止
・ セキュリティチェック→認証カードの一体化（社員証、入室管理）
・ フリーアドレスワーカーの個人ロッカーはダイヤル錠で施錠
・ 個人情報保護に関する教育

●セキュリティ基準

レベル１ → オリジナルの無人受付機で対応したお客さまのみ
レベル２ → 内部関係者のみ
レベル３ → 限られた者のみ

→さらに紙媒体やデータの個人情報は施錠書庫及びサーバー室にて保管

電子データの個人情報を
サーバー室に保管

１Ｆ

２Ｆ
レベル２

レベル１

レベル２

レベル１レベル３

個人ロッカー

レベル１

待合いホール

さらに

▲

▲

ICカード

ICカード

ホテル錠

カフェ出入口

ICカード

セミナールーム

高セキュリティエリア

執 務 エ リ ア
カフェコーナー

来客エリア

など

ホテル錠

職員以外は通り抜けできません

１

２

３

４
５

６

８７

１
２

３

４ ５

６
７ ８



２Ｆ CTU事務室

応接室Ⅰ

ホール

待合いホール

応接室Ⅱ

セミナールーム

閑静な住宅地に建つ事務所

壁面に小平グループのロゴマークを

シンボリックに配し事務所の

ブランディング化を図っています。

ロケーション

１ Ｆ

２ Ｆ

ホワイトカラーベースの空間にイスのカラー
で彩りを与え、開放的で明るい執務スペース

落ち着きのあるモノトーンベースの執務スペース
ポイントに明るめの木目調を取り入れて温か味をプラス

１Ｆ全体は天然木や木目調の素材を採用し柔らかな印象とスタイリッシュさを合わせ持たせ、安心感のある空間でお客様をおもてなし

２Ｆカフェコーナー

小平税理士事務所

小平税理士事務所

深みのある木製家具で統一し、
カフェ店舗風な落ち着きのある空間

２Ｆ ICU事務室

心を癒す中庭

中庭 シンボルツリー：白雲木

開放的でスタイリッシュな空間
カラフルなイスは人それぞれの個性を引き出します

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ



温かな色彩と優しい雰囲気でお客様を出迎えます

公園のような癒しの中庭

小平税理士事務所

小平税理士事務所

ＡＶ機器を整備した会議室
使用目的に合わせ２分割に変更可能
セミナー開催等で

地域貢献に役立てています

おもてなしチーム

→ ２Ｆへ

← １Ｆへ

夏はＢＢＱ開催

２Ｆ

１Ｆ

開発部門は固定アドレス
作業効率を上げる為、機能面を重要視

中庭

セミナールーム

カフェコーナー

⇔

⇔
⇔

応接室Ⅰ

応接室Ⅱホール

ＣＴＵ事務室 ＩＣＵ事務室 所長は個室は設けずに執務スペースに職員と共存

オープンエリアにすることで全体を見渡すことができ

職員とのコミュニケーションを円滑に行なえます

整然とした家具の配列により動線が明確化

会計労務部門は大型天板のデスクを採用しフリーアドレス

食事・休憩・打合せ 多目的に活用
落ち着いた雰囲気でONとOFFの切り替えもスムーズ

所長席

見える化 オフィス
ガラスを 大限使用したオープンオフィス

円滑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝで課題や問題を早期解決

利用し易さを考慮し、執務スペースの中央に配置

Ｍｅｅｔｉｎｇ・Ｃｏｐｙ etc…

多機能コミュニケーションスペース

個人ロッカー

1Ｆ→ＩＣＵ事務室
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