2016 年 8 月 22 日
株式会社インテリジェンス

転職サービス「DODA（デューダ）
」

全 90 職種

仕事満足度ランキング 2016

1 位「法務／知的財産／特許」
、2 位「財務」、3 位「経営企画」で、企画・管理系職種がトップ 3 を独占
総合人材サービスのパーソルグループで、株式会社インテリジェンス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
峯尾 太郎）が運営する転職サービス「DODA（デューダ）」<https://doda.jp>は、20歳～59歳のビジネスパーソン
15,000人を対象に、仕事に対する満足度調査を行いましたので結果をお知らせします。
本調査は、現在就いている職種について、「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つの指標別に満足度を点数（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。

https://doda.jp/guide/manzokudo/

■総合満足度 ～1位は「法務／知的財産／特許」で、76.8点 → P2【表1】
「総合満足度」は平均65.5点。全90職種の中で、最も満足度が高かった職種は「法務／知的財産／特許」で76.8
点、次いで「財務」（75.4点）、
「経営企画」
（73.8点）となり、企画・管理系職種がトップ3を独占しました。

■仕事内容

～1位は「財務」で、78.4点。スペシャリスト系の職種が目立つ結果に → P3【表2】

「仕事内容に対する満足度」は平均65.6点。満足度が高かった職種は、1位が「財務」
（78.4点）
、2位が「法務／知
的財産／特許」
（74.2点）
、3位が医療系専門職の「分析／評価／品質管理／品質保証」
（73.3点）となりました。上位
には、特定分野の知識や技術に特化したスペシャリスト系の職種のランクインが目立ちます。

■給与・待遇 ～1位は「仕事内容」と同じ「財務」で、75.6点 → P3【表3】
「給与・待遇に対する満足度」は平均59.0点で、5つの指標の中で最も満足度が低い結果となりました。そんな中
でも満足度が高かった職種は、1位が「財務」
（75.6点）
、2位が「MR」
（75.3点）、3位が「経営企画」
（70.1点）です。
2位の「MR」と3位の「経営企画」はDODAの平均年収ランキング2015（https://doda.jp/guide/heikin/）でも、そ
れぞれ2位と3位にランクインしています。また、1位の「財務」は、海外進出や事業拡大に向けた資金調達に積極的
な企業で今まさに求められており、2014年から2015年にかけての平均年収が71万円アップしている職種です。4位
の「人事」や5位の「法務／知的財産／特許」など、「財務」と同様に平均年収がアップしている企画・管理系職種の
ランクインが目立ちます。

■解説 ～やりがいや成長実感が満足度を押し上げ、企画・管理系の職種がランキング上位を独占
「仕事満足度」1位の「法務／知的財産／特許」と、2位の「財務」は5つの指標すべてが5位以内に、3位の「経営
企画」も労働時間を除く4つの指標が5位以内にランクインしました。さらにランキングの上位10位までを見てみても、
10職種のうち6職種を企画・管理系が占めています。会社の仕組みづくりや、経営層とも近い立場で働くことの多い
企画・管理系の職種では、自身の仕事が会社に与える影響の大きさを実感しながら働ける機会も多く、それが仕事の
やりがいや成長実感につながっているのでしょう。
さらに15,000人の回答傾向からは、総合的な仕事満足度に最も影響する指標が「仕事内容」であることが分かりま
した。
「総合」への相関は「仕事内容」が最も強く、次いで「給与・待遇」
「職場環境」
「労働時間」が続きます。仕事
に求める希望や条件は一人ひとり異なるものですが、満足できる仕事に出会うためにも、まずは自分が仕事で何を重
視し、どんな働き方を求めているのかを整理しておくことが重要でしょう。
（DODA編集長 木下学）
【調査概要】
問い合わせ先
http://www.inte.co.jp/contact/pr/

■対象者：20歳～59歳のホワイトカラー系職種の男女
■雇用形態：正社員
■調査方法：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：2016年6月
■有効回答数：15,000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。
https://doda.jp/guide/manzokudo/

【表1】総合の満足度ランキング トップ20
順位

職種名

職種大分類

点数

コメント

1位 法務／知的財産／特許

企画・管理系

・プライベートも仕事も両立できる
76.8
・やりがいがある

2位 財務

企画・管理系

75.2

・自分の考え方を尊重してくれる
・自分に合っており、やりがいもある

3位 経営企画

企画・管理系

73.8

・仕事の裁量があり、やりがいがある
・総合的にみて申し分がない

4位 技術開発／部材開発／解析／調査

技術系（建設／土木／不動産）

73.0

・自由に働ける
・やりたい仕事ができている

5位 管理会計／内部統制

企画・管理系

72.6

・自分の能力を発揮できている
・自分に向いている

6位 営業（MR）

営業系

72.4

・好きなことをやらせてもらえる
・業務と給与・待遇のバランスが良い

7位 事業企画・新規事業開発

企画・管理系

71.7

・自分自身の成長になる
・さまざまな挑戦の機会がある

8位 人事

企画・管理系

71.7

・経営への影響がある仕事
・頑張ればチャンスが与えられる

9位 秘書／受付

事務・アシスタント系

71.6

・自分に向いていると思う
・興味のある分野の仕事だから

10位 分析／評価／品質管理／品質保証

医療系専門職

71.0

・仕事がしやすい
・安定している

11位 品質管理・品質保証・テクニカルサポート

技術系（組み込みソフトウェア）

70.8

・実力を発揮でき、さらに伸ばしてもらえる環境がある
・キャリアを活かした仕事ができている

12位 薬事

医療系専門職

70.2

・自分のやりたい仕事ができている
・これからも続けたいと思える会社なので

13位 不動産専門職（不動産開発／不動産運用・管理） 技術系（建設／土木／不動産）

70.2

・自由度が高い
・昇級が早い

14位 ビジネスコンサルタント

専門職系

70.0

・お客さまに感謝してもらえる
・自分の能力を最大に発揮させてくれている

15位 広告宣伝／広報／IR

企画・管理系

69.9

・得意な仕事をしている
・働きがいがある

16位 研究開発／R＆D

技術系（IT／通信）

69.9

・自分のペースで仕事ができる
・充実した毎日を送れている

17位 営業（総合商社）

営業系

69.9

・自身の能力を正当に評価してもらっている
・働いていてストレスがない

18位 金融事務

事務・アシスタント系

69.3

・公私のバランスが良い
・自分に合っている仕事だから

19位 営業企画

企画・管理系

69.2

・やりがいを感じている
・自社の業務内容に誇りを感じている

20位 総務

企画・管理系

68.9

・計画的に仕事を進められる
・これまでの経験を活かせる

問い合わせ先
http://www.inte.co.jp/contact/pr/

【表2】仕事内容ランキング
順位

職種名

職種大分類

点数

コメント

1位 財務

企画・管理系

・仕事が楽しい
78.4
・自分に合っており、やりがいもある

2位 法務／知的財産／特許

企画・管理系

74.2

・専門知識が身につく
・自分でなければならない仕事を、責任をもって行うことができている

3位 分析／評価／品質管理／品質保証

医療系専門職

73.3

・自分の専門知識を活かせている
・人の役に立つ仕事だから

4位 技術開発／部材開発／解析／調査

技術系（建設／土木／不動産）

72.9

・やりたい仕事に従事できている
・重要性が高い仕事だから

5位 経営企画

企画・管理系

72.6

・チャレンジングな仕事だから
・自分の能力を活かせる

※6 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

職種名

職種大分類

点数

コメント

1位 財務

企画・管理系

・希望に添う給与だから
75.6
・業務に対して高待遇だと感じる

2位 営業（MR）

営業系

75.3

・業務に見合った報酬だと思う
・同世代の平均より高い

3位 経営企画

企画・管理系

70.1

・頑張りが給与に反映されている
・仕事内容と待遇のバランスが良い

4位 人事

企画・管理系

69.8

・仕事に見合った給与が支払われてる
・同年代の友人と比べると高い

5位 法務／知的財産／特許

企画・管理系

69.0

・仕事に見合った対価だと思う
・給与・待遇に満足

※6 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 <https://doda.jp>
「DODA」は、
「いい転職が、未来を変える。」をブランドスローガンに掲げ、転職希望者と求人企業の最適なマッチ
ングを提供する転職サービスです。求人数は10万件以上。求人情報が探せる転職サイトとしての機能に加え、転職の
プロが一人ひとりに合った求人を紹介するエージェントサービスや、オファーが企業から直接届くスカウトサービス、
日本最大級のDODA転職フェアをはじめとするイベントや各種診断サービスなど、多様なサービスをワンブランドで
展開しています。

「PERSOL（パーソル）
」について
2016年7月に誕生した、国内外80社を超える「テンプグループ」の新たなグループブランドです。ブランド名の由来
は「PERSON＝人の成長を通じて」と「SOLUTION＝社会の課題を解決する」。
「人は仕事を通じて成長し、社会の課
題を解決していく。だからこそ、はたらく人の成長を支援し、輝く未来を目指したい」という想いを込めています。
当グループは今後「PERSOL（パーソル）グループ」として、グループビジョン「人と組織の成長創造インフラへ」
を実現すべく、グループ一体となって労働・雇用の課題の解決に全力で取り組んでまいります。

問い合わせ先
http://www.inte.co.jp/contact/pr/

