報道関係者各位

2014 年 8 月 6 日

ソフトブレーン・フィールド株式会社
～女性の働くスタイル調査～

空いた時間に働くスタイルが既婚女性に浸透！
2 人に 1 人が家事や育児と両立できる個人事業主形態を選択
フィールドマーケティング支援サービスを提供するソフトブレーン・フィールド株式会
社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木名瀬博）では、「女性の働き方」についての
アンケートを 2014 年 7 月 23 日～7 月 29 日に実施しましたので、その結果を報告します。
アンケートの対象は、30 代～40 代の主婦を中心とする当社サービス登録の女性会員、有効
回答者数は 1124 名（平均年齢 44 歳）でした。
【調査結果】
（1）女性の働き方について

図 1:現在の働き方について【複数回答】（既婚女性 n=968、未婚女性 n=156）

アンケートの回答者に現在の働き方について、副業、兼業も含めて聞いたところ、既婚
女性ではフルタイムの正社員が 5.6％、派遣社員が 5.7％、パート・アルバイトが 28.2％、
フリーランスが 7.9％、業務単位での委託スタイル（個人事業主）が 51.8％、内職が 5.2％、
仕事をしていないが 17.5％でした。空いた時間に働くことができる個人事業主スタイルは、
家事や育児と両立しやすいため、既婚女性の働くスタイルとして支持を獲得していると言
えそうです。
一方、未婚女性では正社員が 26.3％、派遣社員が 14.7％、パート・アルバイトが 23.7％、
フリーランスが 10.3％、業務単位での委託スタイル（個人事業主）が 35.3％、内職が 1.9％、
仕事をしていないが 10.3％となりました。正社員やパート・アルバイトで働きつつ、Ｗワ
ークとして空いた時間や仕事のない日に個人事業主形態で働き、副収入を得ているようで
す。
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（2）月額の手取り収入と扶養控除について

図 2:月額の手取り収入について（既婚女性 n=968、未婚女性 n=156）

図 3:（上）扶養控除や健康保険免除について（月収 10 万円未満 n=802、月収 10 万円以上 n=166）、（下）働く際に扶養
控除などを気にしていますか（月収 10 万円未満 n=802、月収 10 万円以上 n=166）

月額の手取り収入については、既婚女性では 10 万円未満が 82.9％だったのに対し、未婚
女性では 10 万円以上が 59.6％となりました。
さらに既婚女性を対象に配偶者控除や社会保険の扶養範囲について聞いたところ、月収
10 万円未満の方では「制度を理解している」との回答が 38.0％、「なんとなく知っている」
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との回答が 55.4％でした。月収 10 万円以上の方では、「制度を理解している」との回答が
55.4％、「なんとなく知っている」との回答が 38.0％でした。
実際に働く際の年収については、月収 10 万円未満の方は「年収 103 万円（配偶者控除）
を気にしている」との回答が 50.0％と 2 人に 1 人の割合を占めました。次に多かったのが
「気にしていない」との回答で 32.3％、
「年収 130 万円（社会保険の扶養範囲）を気にして
いる」と回答した方は 11.8％でした。
一方、月収 10 万円以上の方では、「気にしていない」との回答が 69.3％で約 7 割を占め
ました。続いて「年収 130 万円を気にしている」との回答が 16.9％と、月収 10 万円未満で
同じ回答をした方の比率を上回りました。これは、毎月の収入が 11 万円前後で年収 130 万
円に達するため、年収が社会保険の扶養範囲に収まるように調整しているためだと推測さ
れます。
（3）お仕事を辞めた理由について

図 4:お仕事を辞めた理由について【複数回答】（2014 年 n=1,124、2011 年 n=580）

アンケートでは、過去にお仕事を辞めた理由についてもヒアリングしましたが、最も多
かったのは「結婚のため」で 44.9％、次に多かった理由は「出産のため」で 40.8％でした。
SBF が 2011 年 8 月に実施した「女性の働き方に関する実態調査」では、
「結婚のため」との
回答が 48.6％、出産のためとの回答が 47.4％でしたので、この 3 年間で、結婚や出産のた
めに離職する女性は減少傾向にあると言えそうです。
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（4）仕事を選ぶ際に重視することについて

図 5:仕事を選ぶ際に重視する要素【複数回答】（既婚女性 n=968、未婚女性 n=156）

仕事を選ぶ上で重視している点については、既婚女性では「家庭に悪影響が出ない」が
トップで 74.2％、次が「働く時間や休みが調整できる」で 72.2％、3 位は「仕事内容があ
っている」で 67.3％と、家庭や自分の時間を重視する傾向が見られ、
「収入が高い」ことを
重視すると回答した方は 18.9％にとどまりました。
一方、未婚女性では、
「仕事内容があっている」がトップで 75.6％、ついで「やりがいを
感じる」で 55.8％、「働く時間や休みが調整できる」が 55.1％と続き、「収入が高い」こと
についても 35.9％が重視すると回答しています。
（5）今後の働き方について

図 6:今後の働き方について（全体 n=1,124、既婚女性 n=968、未婚女性 n=156）
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図 7:今後の働き方について（乳幼児のいる家庭 n=215、小学校低学年のお子さんがいる家庭 n=217、小学校高学年のお
子さんがいる家庭 n=191、中学生のお子さんがいる家庭 n=205、高校生のお子さんがいる家庭 n=152、大学生以上のお子
さんがいる家庭 n=242、お子さんの属性は複数選択）

アンケートでは、今後どのようなスタイルで働きたいかについても聞きましたが、全体
では「空いた時間を活用して働きたい」との回答が 44.7％、
「今の働き方を継続したい」が
18.1％、
「扶養の範囲内で働きたい」が 15.1％、
「フルタイムでしっかり働きたい」が 9.8％
となりました。
さらに、お子さんの属性ごとに今後の求める働き方を分析すると、「空いた時間を活用し
て働きたい」との回答が 44.4％～50.7％とどの属性でも約半数を占め、子供を持つ女性の
2 人に 1 人が家事や育児の合間の空いた時間をうまく活用して働きたいと考えていることが
わかりました。
また、お子さんの年齢が上がるに連れて、
「扶養の範囲内」で働きたいとの回答率が減少。
乳幼児がいる女性では 22.8％だったのが、大学生以上では 10.3％となり、お子さんに手が
かからなくなるにつれて扶養の範囲にとらわれずに働きたい意向が強くなる様子がうかが
えました。
具体的なコメントを見ると、「子どもがまだ小さいので、子どもとの時間をもう少し取り
たい」
（30 代、今の働き方：正社員、求める働き方：空いた時間に働く個人事業主、お子さ
んの属性：小学校低学年）、「子供が小学校高学年になったら、もう少し働ける様になると
思うから働く時間を増やしたい」
（40 代、今の働き方：空いた時間に働く個人事業主、求め
る働き方：扶養の範囲内で働きたい、お子さんの属性：小学校低学年）というように、お
子さんの成長に合わせてバランスよく働きたいという意見が多数見られました。
また、「外で他の人たちと働くことで社会とのつながりを感じられるし、生活にもハリが
出てくると思います」
（40 代、今の働き方：内職等の家内請負形態、求める働き方：パート
タイムや派遣など扶養の範囲内で働きたい、お子さんの属性：乳幼児、小学校低学年）、
「家
庭と自分の時間を大切にしたいが、少しは社会と繋がっていたい」
（40 代、今の働き方：空
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いた時間に働く個人事業主、求める働き方：今の働き方を継続したい、お子さんの属性：
小学校低学年）というように、社会との接点として仕事に臨んでいるというコメントも見
受けられました。

【調査実施概要】
対象：当社登録の会員
調査方法：当社リサーチサイト「リサれぽ！」を活用したインターネットリサーチ
調査地域：全国
調査期間：2014 年 7 月 23 日～7 月 29 日 （7 日間）
有効回答者数： 1,124 名
属性：女性：20 代 3％、30 代 27％、40 代 45％、50 代以上 25％
【ソフトブレーン・フィールド株式会社

会社概要】

ソフトブレーン・フィールド株式会社は、ソフトブレーン株式会社（市場名：東証1部・4779、
本社：東京都中央区、設立年月日：1992年6月17日、代表取締役社長：豊田浩文）のグルー
プ会社として、全国の主婦を中心とした登録スタッフ約50,000 名のネットワークを活用し、
北海道から沖縄まで全国のドラッグストアやスーパー、コンビニ、専門店など110,000店舗
以上をカバーし、営業支援(ラウンダー)や市場調査(ミステリーショッパー、店頭調査など)
を実施しています。
当社代表の木名瀬博は、2004年にアサヒビールの社内独立支援制度に応募し、合格第１号
事業として独立しました。
本社所在地 ：東京都港区赤坂3-5-2

サンヨー赤坂ビル5階

設 立 ：2004 年7 月
資本金 ：151,499,329円
代表取締役社長 ：木名瀬 博
URL ： http://www.sbfield.co.jp/
【会員登録について】
・パソコン用登録 URL： https://www.sbfield.co.jp/pc/
・携帯用登録 URL： https://www.sbfield.co.jp/m/
会員登録いただくと、当社からお仕事情報を配信いたします。スーパーマーケットやド
ラッグストアなどの量販店、公共施設や遊戯施設、専門サービスを提供する全国チェーン
のお店から飲食店まで、あなたの生活圏がそのままお仕事のフィールドとなります。
【報道関係お問い合わせ先】
ソフトブレーン・フィールド株式会社
戦略企画室

柳原（やなぎはら）/具志堅（ぐしけん）

TEL：03-6328-3630 FAX：03-6328-3631
MAIL: solution@sbfield.com
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