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報道各位

＜リスナーアンケート結果＞

女性活用を掲げる安倍政権。では、働く人のホンネは・・・？

☆7 割が、結婚しても女性は仕事もすべき！
☆7 割が、職場の上司は、男性のほうがいい！
―TOKYO FM 『Skyrocket Company 週末会議 supported by いつも NAVI』 調べー
TOKYO FM で放送中の働く若者を応援するワイド番組『Skyrocket Company』(月
～木曜 17:00～19:00/TOKYO FM 渋谷スペイン坂スタジオから公開生放送)のスピン
オフ番組『Skyrocket Company 週末会議 supported by いつも NAVI』（毎週金曜
16:30～16:55/東京ローカル）では、番組リスナー（社員）全世代をモニターに、毎週
アンケートを実施。世代による違いや働く人たちのホンネと実態を、番組独自の視点
でリサーチし、プレスリリースとして発表しています。

◆9 月のアンケート・テーマ 「男女の働き方」◆
第２次安部内閣の発足で、５人の女性大臣が誕生。女性活用を成長戦略の柱に掲げています。
では、実際に働く男女のホンネはどうなのか･･･？今月は男女の働き方について調査しました。

＜調査結果ダイジェスト＞

■『結婚したら、本来、女性は家庭に入るべきだと思いますか？』
★全体の7割が、「女性は仕事もすべき」と回答！
全世代の合計でみると、結婚しても「仕事もすべき」と答えた人は 72％、「家庭に入るべき」は 28％。
特に 40 代は「仕事もすべき」と答えた人が 86％と、全世代でトップとなりました。
▼40 代女性 私はバツイチ歴１７年、１８才の息子の母ですが、経済的な事を抜きにしても
仕事は続けた方が良いとおもいます。人との出会いや仕事をする喜びとか、
仕事をしている母を感じながら子供が育つ事とか良い事があります。

★男性のほうが、女性が働くことを支持している！
男女別でみると、男性の 75％、女性の 68％が「結婚しても仕事もすべき」と回答。
男性のほうが、女性の仕事を支持する人が多いことがわかりました。
▼40 代男性
うちの母は、私が子供の頃からずっと働いていました。たまに、寂しいなと思う時も
ありましたが、母がいつもお化粧をして綺麗な姿で出かけるのを見るのが好きでした。

■『職場の上司は男性、女性どちらがいいですか？』
★全体の7割が「男性がいい」と回答！
全世代の合計でみると「男性がいい」は 67％、「女性がいい」は 33％という結果になりました。
特に 50 代以上は 86％と圧倒的に「男性がいい」と答えています。
▼50 代男性

やはり上司とコミュニケーションをとるのは夜の酒場ですよね。
男同士でとことん飲み、語り合いができるのがいいです。

★10代だけは圧倒的に女性支持！7割が「女性がいい」
世代別でみると、10 代だけが女性上司を支持。なんと 71％が「女性がいい」と答えました。
▼10 代男性 やっぱり華があるから。男性だと頼れるけど、華がない！！
女性が一人いるだけで元気になります！！

★女性同士はやりにくい!? 女性の7割も「男性がいい」
男女別でみると、男性の 61％、女性の 74％が「男性がいい」と回答。
女性のほうが男性上司の支持率が 10％以上も高いという意外な結果となりました。
▼30 代女性

女性だと、妙に仲良くなってしまったり、どうしてわかってくれないの！的な感情が
生まれたり、時には距離感が変わって、実際めんどくさかったです。
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【Ｑ1.】 「結婚したら、本来、女性は家庭に入るべきだと思いますか？」
（有効回答数： 243 人／2014 年 9 月 26 日放送分）

■全体の 7 割が、「女性は仕事もすべき」と回答！
全世代の合計で見ると、結婚したら「家庭に入るべき」という人は 28％
「仕事もすべき」という人は 72％。
「仕事もすべき」と考えている人が圧倒的多数となりました。

■40 代の 86％が女性の仕事を支持！20 代・30 代は 60％台に留まる

世代別で見ると、女性の仕事を最も支持しているのは 40 代。86％が「仕事もすべき」と回答しました。
▼40 代女性 私はバツイチ歴１７年、１８才の息子の母ですが、
経済的な事を抜きにしても仕事は続けた方が良いとおもいます。
子育てと家事をしながら仕事を続けるのは大変ですが、人との出会いや仕事をする喜びとか、
仕事をしている母を感じながら子供が育つ事とか良い事があります。

これに対して、相対的に低い数値となったのが、20 代の 65％、30 代の 67％。
仕事をし、家族を持ち始める世代だからこそ、女性が家庭にいてくれる大切さも感じているようです。
▼20 代女性 小学校の時は、学校から帰ると家にお母さんがいて、おやつにドーナッツを作ってくれていました。
中学のころから、金銭的に厳しくなりお母さんもお仕事に。
私はいやではなかったですが、まだ小さい妹や弟が少し寂しそうでした。
余裕があるならお家でお迎えする人がいた方がいいと思います。
▼30 代男性 僕は最近、娘が産まれたので、妻には子どものそばにずっといてあげてほしいなぁって思います☆
子どもが産まれるまでは仕事をしててもいいと思っていましたが、
小さい時にこそいっぱい母親の愛情をもらって、よく笑う、優しい子になってほしい！

■男性のほうが、女性が働くことを支持している！
男女別でみると、男性の 75％、女性の 68％が「結婚しても仕
事をすべき」と回答。男性のほうが、女性の仕事を支持する人
が多いことがわかりました。
▼40 代男性
うちの母は、私が子供の頃からずっと働いていました。
たまに、寂しいなと思う時もありましたが、母がいつもお化
粧をして綺麗な姿で出かけるのを見るのが好きでした。
うちの奥さんは家にいるとけっこうひどい姿です(笑)
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《スカロケ的・世代別の特徴》
▼10 代は、4 人に３人が「仕事もすべき」と考える世代。
専業主婦になるより、働く女性に憧れる若者が多いようです。
▼20 代と 30 代は、「家庭に入るべき」を支持する人がやや多い世代。
仕事をし、家族を持ち始める世代だからこそ、
女性が家庭にいてくれる大切さも感じているようです。
▼40 代は、最も「仕事もすべき」を支持する世代。
仕事も子育ても経験した上で、仕事の素晴らしさを女性も味わうべきと
考えている人が多いようです。
▼50 代以上は、4 人に 3 人が「仕事もすべき」と思う世代。
40 代と同様に、仕事を通して人間として成長する事の大切さを実感しているようです。

【Ｑ2.】 「職場の上司は男性、女性どちらがいいですか？」
（有効回答数： 226 人／2014 年 9 月 19 日放送分）

■7 割が、上司は「男性がいい」と回答！
全世代の合計でみると「男性がいい」と答えた人は 67％、
「女性がいい」と答えた人は 33％でした。
職場の上司は、圧倒的に「男性」のほうがいいという結果
になりました。
▼20 代男性
男性がいいです！ 大学を出て住宅メーカーに勤務していましたが、
女性の上司でした。働いて半年ほど、その上司ができちゃった婚して、
仕事全部自分に放り投げて辞めちゃいました！
その結果忙しくなり私は、彼女とすれちがいになり破局…。
もちろん、全ての女性がそうではないとは思います！ですが、計画性が無く、
無責任な人は上に立つすべきではないと強く思った瞬間でした！

■10 代と 50 代は真逆の回答！世代間ギャップが明らかに！

世代別でみると、「男性がいい」という人が最も多かったのが、50 代の 86％。
20 代は 72％、30 代は 62％、40 代は 72％と、ほとんどの世代が「男性の上司」を支持する結果となりました。
これに対して、10 代の回答は真逆の結果に！「女性がいい」を選んだ人が 71％と圧倒的多数を占めました。
▼50 代男性

やはり上司とコミュニケーションをとるのは夜の酒場ですよね。
男同士でとことん飲み、語り合いができるのがいいです。

▼10 代男性

やっぱり華があるから。男性だと頼れるけど、華がない！！
女性が一人いるだけで元気になります！！
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■女性同士はやりにくい!? 女性の7割も「男性がいい」と回答
男女別でみると、男性の 61％、女性の 74％が、
上司は「男性がいい」と回答。
女性のほうが、「男性上司」の支持率が 10％以上も
高いという、意外な結果となりました。
▼20 代女性

女性特有のネチネチした関係性が苦手な為、すっきり、さっぱりしている男性の上司がいいです。
叱られても一瞬で済みますし、肩肘張らず、飲み会とか立ち飲み屋とか汚い居酒屋とか、
連れていってもらいたいです。

▼30 代の女性 私は男性上司がいいです。異性の方が一定の距離を保ちやすくて気楽です。
女性だと、妙に仲良くなってしまったり、どうしてわかってくれないの！的な感情が生まれたり、
時には距離感が変わって、実際めんどくさかったです。
毎日ランチに行くほど仲良かったり、誘われなくなったりします。

《スカロケ的・世代別の特徴》
▼10 代は、唯一、上司は女性がいいという世代。
女性の方が華がある。男性の上司だと恋愛感情が面倒という意見が見られました。
▼20 代〜40 代は、上司は男性の方がいいという世代。
10 代とは比率が逆転。特に女性は一定の距離感を保てる男性上司の方が
仕事がしやすいようです。
▼50 代以上は、圧倒的に上司は男性がいいという世代。
男同士で語り合うなど、もともと上司は男性ばかりという世代なので、
慣れているという意見も見られました。
以上の結果となりました。
スカロケ的・世代別の特徴を参考に、充実したお仕事ライフを！
なお、本日9月26日(金)の放送をもって、『Skyrocket Company 週末会議』の「世代会議」は終了となります。
来週 10 月 3 日(金)からの『Skyrocket Company 週末会議』は、放送時間が金曜日 17:00～17:25 に変更となり、
会議内容もリニューアル！知 らないと恥 ずかしいビジネス用 語 をやさしく！楽 しく！解 説 します。
◆番組『Skyrocket Company』
月曜-木曜 17:00-19:00（東京ローカル） http://www.tfm.co.jp/sky/
◆番組『Skyrocket Company 週末会議 supported by いつもNAVI』
金曜 16:30-16:55（東京ローカル） http://www.tfm.co.jp/sky/friday/
2013 年 4 月設立のラジオの中の会社、「スカイロケット・カンパニー」。この会社の本部長は、マンボウやしろ、秘書
は浜崎美保。番組は“ラジオの中の会社で行われる夕方のミーティング”という設定で、リスナーが社員となり、ラ
ジオ、スマートフォン用番組オリジナルアプリ、PC で会議に自由に参加してもらい、番組とリスナー、そしてリスナ
ー同士がつながっていきます。2014 年 4 月からは毎週金曜日にスピンオフ番組「Skyrocket Company 週末会議
supported by いつもNAVI」がスタート。リスナー社員全世代へ毎週アンケートを実施。世代間の違いなどを比較しなが
ら働くリスナー社員の皆様のホンネと実態を調査していく「週末会議」です。
※10 月からは放送時間が金曜日 17:00～17:25 に変更となり、会議内容もリニューアル！

知 らないと恥 ずかしいビジネス用 語 をやさしく！楽 しく！解 説 します。
◆「いつもNAVI」とは・・・
「いつもNAVI」は、地図・ナビゲーションのサービスです。スマートフォン・携帯電話向けには、周辺情報やルート検
索・渋滞情報や乗換案内等、お出かけを支援する様々な機能を搭載したナビゲーションアプリを提供しています。
http://www.zenrin-datacom.net/service/

