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働く女性から見た 2015 年の重大ニュース
第 1 位【パリ中心部連続テロ事件】
「女性が働く」環境に関しては 2 年連続
『働き続けることがこれまでより難しくなった年』が第一位

キャリア女性向け転職サイトを運営する株式会社 LiB（住所：東京都渋谷区、代表取締役：
松本洋介）は、キャリア女性 35203 名（※）名を対象に、
「働く女性から見た 2015 年のニュー
ス」というテーマで調査を実施いたしました。（※

有効回答数 117 名）

【主な調査結果】
⬛︎キャリア女性にとっての 2015 年重大ニュース
1 位【パリ中心部連続テロ事件】2 位【マイナンバー法施行】3 位【日本人拘束殺害事件】
⬛2015 年の女性が働く環境は、
『保育園不足やマタハラなど働き続けることがこれまでより難しくなった年』32.8%

■キャリア女性の 2015 年重大ニュースは、
『パリ中心部連続テロ事件』
2015 年のニュースの中で、あなたが最も重大だと思ったニュースを教えてください。
第 1 位 【パリ中心部連続テロ事件】
第２位 【マイナンバー法施行】
第 3 位 【日本人拘束殺害事件】
第４位 【三井不動産基礎工事データ改竄】
第５位 【太平洋を囲む巨大経済圏誕生】

キャリア女性を対象に「2015 年のニュースの中で最も重大だと思ったニュース」について
質問したところ、
【パリ中心部連続テロ事件】という回答が一番多く、34%という結果がで
ました。また、２番目に多い回答が【マイナンバー法施行】
、３番目に多い回答として【日
本人拘束殺害事件】という結果が出ました。
《重大だと思う理由》
【パリ中心部連続テロ事件】
・改めて、日本でも同じことが起こるなと感じた為。
（31～35 歳 派遣社員）
・フランスは日本人が旅行に選ぶ国でもあるため、今後の旅行業界がどうなるか気になる。
（25 歳以下 正社員）
・海外旅行に気軽に行けない。
（31～35 歳 正社員）
・イスラム国との関係から、SNS のあり方についてまで波及した。
（36～40 歳 契約社員）
【マイナンバー法施行】
・企業の体制が追いついてないのに、一元管理を進めているし、自分の情報が手軽に出せ
るのは便利だが安全なのか？と、不安に感じているから。（31～35 歳 正社員）
・国の制度、国民全員にかかわることだから。
（31～35 歳 正社員）
・直接、自分自身の生活や収入など個人情報に変わるものだから。（26～30 歳 正社員）
・保険営業をしていて、お客様から問い合わせが多いから。
（36～40 歳 正社員）
【日本人拘束殺害事件】
・自己責任を改めて痛感。
（36～40 歳 正社員）
・日本はどちらかと言うと、陰で取引しても人命第一優先で、必ず生きて返して貰えると
ゆう認識でいたので。
（26～30 歳 正社員）
・イスラム国の残虐さが、日本にも及ぶのは衝撃的だったし、何もできなかった日本政府
にも、色々と考えさせられたので。
（41～50 歳 パート/アルバイト）
【三井不動産基礎工事データ改竄】
・住宅業界に勤めているため。
（26～30 歳 正社員）
・大手の信頼が揺らぎ、消費者の行動に影響したと思う。（31～35 歳 契約社員）
【太平洋を囲む巨大経済圏誕生】
・今後の社会の方針が大きく変わりそうだから。
（31～35 歳 正社員）

キャリア女性を対象に、
「2015 年を漢字 1 文字で表すと何か」について質問したところ、
【乱】
や【変】
、
【動】という回答が多いという結果がでました。これらの漢字を回答している人
の多くが「最も重大だと思うニュース」に【パリ中心部連続テロ事件】を上げており、
【乱】
や【変】という漢字はテロのイメージからきている可能性があると考えられる結果となり
ました。

■2 年連続 1 位「働き続けることがこれまでより難しくなった年」
2015 年は「女性が働く」ことについて、どのような年だったと思いますか？

「2015 年は【女性が働く】ことについて、どのような年だったと思うか」について質問
したところ、2 年連続で【保育園不足やマタハラなど、働き続けることがこれまでより難し
くなった年】という回答が一番多いという結果がでました。２番目に多い回答が【企業が
女性が働くことの価値をより認めはじめた年】で、1 位の回答の割合も 2014 年の調査結果
の 39.9%よりも下がっているため、働く女性の環境は少しずつ良くなっているとも考えられ
ます。
■2015 年に出来なかったこと 1 位「資格取得」
今年やろうと思っていて出来なかったことはありますか？(複数回答)

資格取得 32.5%
転職 31.6%
ダイエット 26.5%
結婚や妊娠 24.8%
旅行 18.8%
趣味 7.7%
その他 11.1%

「今年やろうと思って出来なかったこと」について質問したところ、
【資格取得】という回
答が一番多いという結果がでました。また、２番目に多い回答が【転職】
、３番目に多い回
答として【ダイエット】という結果が出ました。
来年達成したいことがあれば教えてください。


転職したので、新しい仕事ではやく軌道に乗りたい。できれば年内に昇進したい。
（31
～35 歳 契約社員）



何か一つ、資格を取得したり、勉強のためにお金を使いたい。（26～30 歳 契約社員）



貯金 50 万。
（25 歳以下 契約社員）



仕事以外に打ち込むことを見つける。（31～35 歳 正社員）



転職してたのしく余裕をもって生活したい。
（26～30 歳 正社員）



旅行になるべく行きたい。
（26～30 歳 正社員）



TOEIC 800 点（41～50 歳 フリー/自営業）



ライフワークバランスの割合を見直し、
仕事家事育児の質を高めること。
（36～40 歳 正
社員）

今年活躍した女性は誰だと思いますか？
第 1 位 吉田羊(女優)

32.20%

第２位 石原さとみ(女優)

16.50%

第 3 位 浅田真央(フィギアスケーター)
第４位 広瀬すず(女優)

15.70%

5.20%

第５位 杏(女優、モデル)

4.30%

■調査概要
・実施期間 ：2015 年 12 月 7 日～12 月 11 日
・対象：キャリア積んで来た女性
LiB（リブ）会員：35203 名（有効回答数 117 名）、
・調査手法：インターネット調査
※本調査結果をご使用される際は、【株式会社 LiB 調べ」とご記載いただけましたら幸いでござ
います。

【株式会社 LiB について】
会社名：株式会社 LiB
代表者：代表取締役社長 松本洋介
設立：2014 年 4 月 1 日
所在地：東京都渋谷区神南 1-12-16 アジアビル 1 階
■ハイキャリア女性に特化した転職サイト「LiBz CAREER(リブズキャリア)」について
過去の最高到達年収が 400 万円以上のハイキャリア女性が、年齢やライフイベントに合
わせた正規雇用の働き方を選べる転職支援サービス。女性ならではの多様な状況をコンサ
ルティングできる優れたキャリアコンサルタントや女性の活躍を応援する企業との出逢い
を提供するプラットフォームです。
名称 ：キャリア女性のための会員制転職サイト「LiBz CAREER(リブズキャリア)」
URL：http://libinc.jp

本件に関する報道関係者のお問合せ先：株式会社 LiB 担当：味岡、武井
TEL：03-6455-3015
FAX：03-6455-3016
E-mail：info@libinc.co.jp

