2015 年 8 月 18 日

転職サービス「DODA（デューダ）」

全 100 職種 仕事満足度ランキング 2015
1 位は「運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）」で、100 点満点中 78.3 点

株式会社インテリジェンス（本社：東京都千代田区、代表取締役兼社長執行役員：高橋広敏）が運営する転職サ
ービス「DODA（デューダ）」＜http://doda.jp＞は、22～59 歳のビジネスパーソン 5,000 人を対象に、仕事に対しての
満足度調査を行いましたのでお知らせします。本調査は、現在就いている職業について、「総合」「仕事内容」「給
与・待遇」「労働時間（残業・休日など）」「職場環境（社風・周囲の社員など）」の 5 つの指標別の満足度を点数（100
点満点）で回答してもらった結果をまとめたものです。
※ 調査結果の詳細は DODA サービスサイトをご確認ください。

http://doda.jp/guide/manzokudo/

■総合満足度 ～ 1 位は「運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）」 で、78.3 点→ P2【表 1】
ビジネスパーソン 5,000 人の仕事に対する総合満足度は、100 点満点中で平均 63.8 点。全 100 職種の中で、最
も満足度が高かったのは「運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）」で 78.3 点、次いで「ブライダルコーデ
ィネーター」（72.4 点）、「コンサルタント」（72.0 点）という順になりました。

■仕事内容

～1・2・3 位は、総合満足度とまったく同じ職種に→ P3【表 2】

ビジネスパーソン 5,000 人の「仕事内容」に対する満足度は平均 64.7 点。満足度が高い職種は、1 位が「運用（フ
ァンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）」（79.6 点）、2 位が「ブライダルコーディネーター」（77.2 点）、3 位が「コン
サルタント」（75.3 点）と、総合的な仕事満足度のランキングと同じ順位になっています。
そのほか、上位 20 位までには、「編集／デスク」、「Web 編集／コンテンツ企画」、「ファッション・インテリア関連」、
「映像関連」、「ゲーム関連」など、クリエイティブ系職種が多くランクインしました。

■給与・待遇

～1 位は「先行開発／製品企画」 で 70.5 点→ P3【表 3】

1 位が「先行開発／製品企画」で 70.5 点、次いで 2 位が「運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）」
（70.3 点）、3 位が「臨床開発／治験」（66.6 点）となりました。DODA の平均年収／生涯賃金データ 2014と照らし合わ
せてみると、今回の調査結果からは、給与・待遇に対する満足度の高さと、年収額の高さが必ずしも連動している
わけではないことも分かりました。年収額そのものよりも、業務負荷との兼ね合いや成果に対する評価などを鑑み
て納得感があるかどうかが影響していると考えられます。

～ DODA 編集長（木下 学）の解説 ～
総合満足度 1 位の「運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）」は、「仕事内容」と「職場環境」の指標で 1
位、「給与・待遇」「労働時間」でも 2 位にランクインするなど、今回調査した 5 つすべての指標で満足度の高い職種で
した。回答者からは「やりたい仕事ができている」「成果主義で、仕事をしただけ自分の給与に反映される」といったコ
メントが寄せられています。2 位の「ブライダルコーディネーター」は、「仕事内容」と「職場環境」の指標でも 2 位にラン
クインしており、社内の良好な人間関係に支えられながら、結婚という人生の一大イベントに関われるというやりがい
が、仕事に対する総合的な満足度を押し上げています。3 位の「コンサルタント」も、1 位同様に全般的に満足度の高
い職種と言えるでしょう。さらに 5,000 人の回答傾向を探ってみると、「総合」の満足度への影響が最も強い指標は「仕
事内容」であることが分かりました。次に「職場環境」「給与・待遇」「労働時間」の順で相関が強くなっています。
また男性と女性を比較すると、仕事満足度はともに平均 63.8 点という結果になり、性別による変化は見られません
でした。しかし年代を分けてみると、女性は差がほとんどありませんでしたが、男性はその内訳に違いがあり、20 代
男性の満足度は 60.6 点でほかのどの年代よりも低く、反面 50 代男性の満足度は 66.0 点で最も高くなっています。同
じ仕事でも性別や年代によって満足度が変わるように、「仕事内容」や「給与・待遇」などの指標別でも満足度を構成
する要素は異なります。さまざまな切り口から満足度の傾向を探ってみれば、自らが満足できる仕事とは何かを知る
うえでの新しい気づきも見つかるでしょう。（DODA 編集長 木下学）

本件に関するお問合せ先
http://www.inte.co.jp/contact/pr/
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【調査概要】
■対象者：22～59 歳のホワイトカラー系職種の男女
■雇用形態：正社員
■調査手法：ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
■実施時期：2015 年 7 月
■有効回答数：5,000 件
■回答方法：現在就いている職種に対する満足度を「総合」「仕事内容」「給与・待遇」「労働時間（残業・休日など）」
「職場環境（社風・周囲の社員など）」の 5 つの指標別に、100 点満点中で何点か回答。
※ リ リ ー ス に 掲 載 し て い な い 調 査 項 目 な ど 、 結 果 の 詳 細 は DODA サ ー ビ ス サ イ ト を ご 確 認 く だ さ い 。
http://doda.jp/guide/manzokudo/

【表 1】 総合満足度ランキング 上位 20 位
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
16位
17位
18位
19位
20位
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職種名
運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）
金融系専門職

ブライダルコーディネーター
販売／サービス系

コンサルタント
企画／管理系

貿易業務
企画／管理系

イベント／芸能関連
クリエイティブ系

広報／IR
企画／管理系

営業（広告／メディア）
営業

経営企画／事業企画
企画／管理系

先行開発／製品企画
技術系（電気／電子／機械）

CAE解析
技術系（電気／電子／機械）

翻訳／通訳
事務／アシスタント系

研究開発（メディカル／化学／食品）
技術系（メディカル／化学／食品）

人事
企画／管理系

営業（医療機器メーカー）
営業

鉄道・空港・船舶関連
販売／サービス系

秘書／受付
事務／アシスタント系

リサーチ／市場調査
企画／管理系

テクニカルサポート（IT／通信）
技術系（IT／通信）

財務
企画／管理系

編集／デスク
クリエイティブ系

点数
78.3
72.4
72.0
71.5
71.5
70.7
70.7
70.5
69.7
69.4
69.1
69.0
69.0
68.9
68.9
68.6
68.4
68.4
68.1
68.0

回答者コメント
・給料、職場環境に満足
・希望の仕事に就き、適正に評価されている
・やりがいがある
・一生に一度という大切な時間を任せてもらえる
・同僚や上司からのサポートが得られる
・興味があることや新しいことにも取り組むことができる環境
・給与、仕事内容、ワーク・ライフ・バランスに優れている
・人間関係が良く、やりがいがある
・好きなことを仕事にしている
・仕事に生きがいを感じる
・専門性を活かせる
・自分に合った働き方ができる
・自分の裁量で仕事が進められる
・やりたい仕事に就くことができた
・スキルが身につく
・仕事の優先順位を自分自身で決められる
・社風、業務内容が合っている
・時間が経つのが早く感じるほど熱中して働ける
・世界トップクラスのリソースを使った開発体制がある
・やりがいがある
・自分の能力に見合った仕事ができている
・やりたい仕事ができていて、収入も安定している
・福利厚生がしっかりしている
・子育てを中心に生活ができる
・やりがいのある仕事を任せてもらえる
・能力を活かせている
・みんなに認められている
・やりがいを感じられる
・なりたかった職業に就けた
・社会に貢献して働けていると感じる
・尊敬できる上司がいる
・仕事は大変だが人間関係が良く、待遇にも満足している
・自分の好きな仕事を任されている
・この仕事ならではの経験ができる
・仕事が楽しい
・自分にしかできないことがある
・専門性を活かせる
・やりがいがあり、仕事に誇りを持てる
・楽ではないが楽しく働けている
・好きなことを仕事にできている

【表 2】仕事内容ランキング
順位
1位
2位
3位
4位
5位

職種名
運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）
金融系専門職

ブライダルコーディネーター
販売／サービス系

コンサルタント
企画／管理系

貿易業務
企画／管理系

イベント／芸能関連
クリエイティブ系

点数

回答者コメント

79.6

・自分でプランをつくることができる
・専門性が高く、やりがいがある

77.2

・お客さまと一緒につくり上げる結婚式に、大きなやりがいと責任を感じる
・昔からあこがれていた仕事に就けた

75.3

・専門知識が活かせて、とても面白い
・自身の裁量が大きい

73.9

・グローバルな環境で、英語も使える
・専門知識を活かすことができる

73.0

・自分の得意分野、興味のある分野で働ける
・自分のやりたい仕事ができている

※ 5 位以下の詳細は DODA サービスサイトをご確認ください。

http://doda.jp/guide/manzokudo/

【表 3】給与・待遇ランキング
順位
1位
2位
3位
4位
5位

職種名
先行開発／製品企画
技術系（電気／電子／機械）

運用（ファンドマネジャー／ディーラー／アナリスト）
金融系専門職

臨床開発／治験
技術系（メディカル／化学／食品）

金融事務
金融系専門職

コンサルタント
企画／管理系

点数
70.5
70.3
66.6
66.5
66.2

回答者コメント
・給与、福利厚生の水準は高い
・働いた分だけ給与をもらえる
・適正に評価されている
・処遇は比較的良い
・年功序列、終身雇用で、給与水準は高い
・業界平均より優遇されている
・安定した給料とボーナスがある
・仕事した分だけ給与に反映される
・上を見れば切りがなく、満足いく生活ができている
・年間休日と業務のバランスが取れている

※ 5 位以下の詳細は DODA サービスサイトをご確認ください。

http://doda.jp/guide/manzokudo/

「DODA」 について <http://doda.jp/>
「DODA」は、専任のキャリアコンサルタントによる「転職支援」とインターネットサイト上での「求人情報」という 2 つの
サービスをワンブランドで展開する転職サービスです。ブランドスローガン「いい転職が、未来を変える。」のもと、よ
り多くの転職希望者、人材を採用する企業がともに成長し、より良い未来を切り開いていくことを目指し、人と組織
の最適なマッチングを目指してまいります。
サービスラインナップ
■転職の総合情報サイト 『DODA』 <http://doda.jp/>
■IT・モノづくり系エンジニア専門の転職サイト 『DODA エンジニア』 <http://doda.jp/engineer/>
■メディカル業界専門の転職サイト 『DODA メディカル』 <http://doda.jp/medical/>
■営業・販売サービス職専門の転職サイト 『DODA セールス』 <http://doda.jp/sales/>
■金融業界専門の転職サイト 『DODA ファイナンス』 <http://doda.jp/finance/>
■企画・専門職専門の転職サイト 『DODA スペシャリスト』 <http://doda.jp/specialist/ >
■エグゼクティブ・管理職の転職支援 『DODA エグゼクティブ』 <http://doda.jp/executive/>
■障がい者の求人 『DODA チャレンジ』 <http://doda.jp/challenge/>
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