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2016年（H28）6月2日N e w s  R e l e a s e

　株式会社マンダム（本社：大阪市 社長執行役員：西村元延）は、全国に住む25～44歳の働く女性を
対象に、ワーキングマザー（以下ワーママ）とノンママ（育児中の子どもがいない、働く女性）に関する
意識調査を実施いたしました。
　政府の「一億総活躍」宣言により益々社会においての女性の活躍や働き方の多様化が注目される今、
本調査では忙しい中でも仕事もプライベートも充実させたいという、ポジティブで力強いイマドキの働く
女性の実態が浮き彫りになりましたので、ここにご報告いたします。

【調査概要】　
 調査方法：インターネットリサーチ　調査時期：2016年4月実施　調査対象：全国の25～44歳 働く女性 1,000名

“5時から男”ならぬ、“5時から女”！？
働く女性の約7割が夕方5時を境に心境の変化あり

ワ―ママ・ノンママともに、５時からを「やりきる時間」と前向きに認識
夕方5時以降、やり残すと後悔することは「お風呂」よりも「メイク落とし」

〈ワーキングマザーとノンママに関する意識調査〉

【結果趣旨】
１．働く女性は「５時から」がヤマ場。忙しさのピークを乗り越えた後、大きな充実感の波を迎える。
　働く女性が活発になる時間帯には大きな山が2つあり、午前・午後共に5時ごろから始まる。忙しさのピークは午前・
午後共に6-7時ごろで、充実感を味わったり、色々と考えを巡らせるのは夜9-10時頃であることが判明。

２．まさに『５時から女』。働く女性の約7割(69.8%)が、夕方５時ごろを境に心境の変化あり。
　夕方5時ごろを境に心境の変化があるかを聞いたところ、約7割(69.8％)が「ある」と回答。
　まさに『5時から男』ならぬ『5時から女』と言える、現代の働く女性の5時からの心境が浮き彫りとなった。

３．ワーママ・ノンママ共に、夕方５時からは「やりきる時間」と認識。「もうひと頑張り」が第1位。
　夕方5時からの時間をどのように捉えているかについて、ワ―ママ・ノンママ共に、「やりきる時間」が3位以内にランクイン。
　仕事とプライベートの両立をあきらめない現代の働く女性たちの前向きな姿勢が明らかとなった。

４．「時短」よりも「効率」！　働く女性が夕方5時からに求める要素は『効率』・『癒し』・『ゆとり』。
　働く女性が夕方5時からの時間に求める要素として、トップ3に「効率」・「癒し」・「ゆとり」がランクイン。
　単なる「時短」ではなく、“質”にこだわり、「効率」を求める現代女性ならではの気持ちの表れと考えられる。

５．ワーママとノンママの欲張りなワーク・ライフ・バランス。「仕事もプライベートもキレイも！」
　ワーク・ライフ・バランスの理想については、仕事もプライベートも平均以上を目指す現代女性の欲張り感が明らかに。
ワーママは「育児」と「仕事・キャリア」、ノンママは「仕事・キャリア」よりも「趣味・遊び」、「オシャレ」や「美容」を重視。

６．夕方５時から翌日までに、やり残したら後悔するのは「お風呂」よりも「メイク落とし」。
　働く女性が夕方5時から翌日までに、やり残したら後悔するのは、第1位「睡眠」（43.5％）、第2位「メイク落とし」
（43.1％）、第3位「お風呂」（40.7％）。「お風呂」よりも「メイク落とし」の方が、やり残すと後悔するという結果に。

この件に関するお問い合わせ先

●株式会社マンダム TEL.03-5766-2485 FAX.03-5766-2486本件に関する
お問い合わせ先 ・掲載時のクレジットは「マンダム」でお願いします。

下川  （しもかわ） ／ 萩原 （はぎわら）
プレスメール：press@mandom.co.jp



0.0

5.0

10.0 

15.0 

20.0 

（%）

（時）

25.0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

最も忙しい

最も充実している

最も考えを巡らす

調査結果レポート

≪働く女性の「5時から」の実態と心境≫
　～夕方5時を境に心境の変化あり。「５時から」ヤマ場を迎える“５時から女”～

　全国に住む25～44歳の働く女性1000名に、平日最も「忙しい」・「充実している」・「考えを巡らす」時間に
ついて質問した結果をグラフ化したところ、大きな山が2つあり、それぞれ午前・午後5時ごろから始まることが
明らかになった。また午前・午後共に6-7時ごろに忙しさのピークを迎え、それを乗り越えた後、夜9時-10時ごろに、
大きな充実感の波を迎え、じっくりと考えを巡らす時間帯は、夜9-10時頃であることが判明した。

1． 働く女性は「５時から」がヤマ場。忙しさのピークを乗り越えた後、大きな充実感の波を迎える。
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　働く女性に対し、日々、夕方5時ごろを境に心境の変化があるかを尋ねたところ、「ある」と回答した人が24.1％、
「なんとなくある」と回答した人が45.7％という結果となり、働く女性の約7割が夕方5時ごろを境に心境の
変化があることが判明した。バブル期に流行語となった5時から元気になる“5時から男”ならぬ、“5時から女”の
実態が浮き彫りに。

２．まさに『５時から女』。働く女性の約7割(69.8%)が、夕方５時ごろを境に心境の変化あり。

■夕方5時ごろを境に心境の変化があるか （SA/n=1,000） Q2

■働く女性が最も「忙しい」・「充実している」・「考えを巡らす」時間 （SA/n=1,000） Q1

7.3%7.3%

24.1%
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働く女性の約7割が
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あまりない
ない



≪働く女性の「5時から」の時間の捉え方≫
　～夕方5時からは「やりきる時間」。ママもノンママも、5時から「もうひと頑張り」～

３．ワーママ・ノンママ共に、夕方５時からは「やりきる時間」と認識。「もうひと頑張り」が第1位。

■夕方5時からの時間はどのような時間か （SA/n=1,000） Q3-1
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　夕方5時からの時間をどのように捉えているかについて、ワ―ママは、第1位「バタバタする時間」(24.0％)、第2位
「追われる時間」(16.6％)、第3位「やりきる時間」(11.2％)がランクイン。ノンママは、第1位「プライベートな時間」
(27.2％)、第2位「やりきる時間」(22.6％)、第3位「落ち着く時間」(15.8％)となり、ワ―ママ、ノンママともに、「やりきる
時間」が3位以内にランクインする結果に。仕事とプライベートや家事・育児の両立をあきらめない姿勢が明らかとなった。

　さらに「5時から○○」に入る言葉を尋ねたところ、最も多かった回答は
「もうひと頑張り」、続いて「戦い」や「勝負」、「第二ラウンド」といった言葉
が並び、忙しさに負けずにがんばりたいという、働く女性の前向きな心理
が垣間見えた。

■5時から○○に入る言葉は？（FA/n=1,000） Q3-2

1位  もうひと頑張り
2位  戦い
3位  勝負
4位  第二ラウンド
5位  自分の時間

93件
28件
26件

25件
23件

5時から○○に入る言葉
ベスト●5

ワーママ

戦いの時間

落ち着く時間

貴重な時間

追われる時間

プライベートな時間

やりきる時間

ギリギリの時間 5.8
7.2

11.2

10.8

16.616.616.6

11.0

7.47.4

勝負の時間

あきらめない時間

その他 0.4
0.6

5.05.0

0.0 20.05.0 10.0 15.0 25.0（％）

24.024.024.0バタバタする時間

ノンママ

追われる時間

戦いの時間

貴重な時間

バタバタする時間

落ち着く時間

勝負の時間 4.4
5.6

15.8

6.8

22.622.622.6

7.6

6.46.4

その他

あきらめない時間

ギリギリの時間 0.4
1.4
1.81.8

0.0 20.05.0 10.0 15.0 25.0（％）

27.227.227.2プライベートな時間

やりきる時間 第2位第2位第2位
第3位第3位第3位



≪働く女性の理想のワーク・ライフ・バランス≫
　～仕事もプライベートも“キラキラ”が理想～
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　ワーク・ライフ・バランスについて、それぞれどのくらいの割合で取り組みたいのか、彼女たちの理想像を５段階で
評価してもらった。
　ワーク・ライフ・バランスの理想像（平均値）をチャートに表したところ、ワ―ママ・ノンママ共に、それぞれバランスの
良い七角形・六角形を描き、どれも平均以上に取り組みたい、現代の働く女性の“欲張り感”が浮き彫りとなった。ワ―ママ
は7項目の中で「育児」と「仕事・キャリア」を重視している一方で、ノンママは、育児を除く6項目の中で「仕事・キャリア」
よりも「趣味・遊び」、「オシャレ(ファッション)」、「キレイ(見た目の美しさ)」を重視していることがわかる。

４．「時短」よりも「効率」！　働く女性が夕方5時からに求める要素は『効率』・『癒し』・『ゆとり』。

５．ワーママとノンママの欲張りなワーク・ライフ・バランス。仕事もプライベートもキレイも！

■夕方5時からに求めることは？ （SA/n=1,000） Q4

■ワ―ママ・ノンママの理想のワーク・ライフ・バランス（平均値）（SA/n=1,000） Q5-1

　夕方5時からの時間に何を求めるかを尋ねたところ、第1位「効率」
(24.3％)、第2位「癒し」(19.9％)、第3位「ゆとり」(15.3％)がランクイン。
一方「時短」は9.7％にとどまった。単なる時間の短縮だけではなく、
質にこだわりつつ、限られた時間を有効活用するために「効率」を求める
現代女性ならではの気持ちの表れと考えられる。

効率

癒し

ゆとり

時短

充実

協力

楽しさ

達成

簡単

やりがい

理解

チャレンジ

便利

その他

0.9%0.9%

24.3%

19.9%

15.3%

9.7%

9.3%

5.6%

5.1%

4.8%
3.0%

0.7% 0.5%
0.2%

※それぞれどれくらいの割合で取り組みたいか

ワーママ ノンママ
62.1562.1562.15

61.3961.3961.39

70.5570.5570.55

53.3653.3653.36
60.4360.4360.43

58.4858.4858.48

55.5655.5655.56

0
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仕事・キャリア

家事

育児

夫

オシャレ
（ファッション）

キレイ
（見た目の美しさ）

キレイ
（見た目の美しさ）

趣味・遊び

仕事・キャリア

家事

彼氏・夫オシャレ
（ファッション）

趣味・遊び

63.2163.2163.21

55.3855.3855.38

55.4955.4955.49

64.4264.4264.42

65.265.265.2

68.6968.6968.69

0

20

40
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80

0-20%（関心なし）　　　30-40％（最低限）　　 50-60%（ほどほど）　　
70-80%（できる限り）　　90-100%（全力）



≪働く女性の「5時から」のタスクについて≫
　～お風呂に入る時間がなくても、メイクだけは落としたい～
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　夕方5時から翌日までに、やり残したら後悔することは何かを尋ねたところ、第1位「睡眠」(43.5％)、第2位「メイク
落とし」(43.1％)、第3位「お風呂」(40.7％)という結果に。「お風呂」よりも「メイク落とし」の方がやり残すと後悔する
と答えた人が多く、「お風呂に入る時間や元気がなくても、メイクだけは落としたい」、という忙しくてもキレイをあきら
めたくない女性の本音が浮き彫りとなった。

　また、それぞれの項目に対し「全力（90-100％）で取り組みたい」と答えた人をグラフにすると、ワーママは「育児」、
ノンママは「趣味・遊び」が第1位となったが、両者ともに2位・3位には「仕事・キャリア」「キレイ（見た目の美しさ）」が
ランクインしており、仕事もプライベートも見た目も“キラキラ”と充実した女性が現代女性の理想のようだ。

６．夕方５時から翌日までに、やり残したら後悔するのは「お風呂」よりも「メイク落とし」。

■ワ―ママ・ノンママの理想のワーク・ライフ・バランス　全力（90-100％）で取り組みたいと答えた人の割合比較 （SA/n=1,000） Q5-2

■夕方5時から翌日までに、やり残したら後悔すること（MA/n=1,000） Q6

ワーママ

趣味・遊び

夫

オシャレ（ファッション）

仕事・キャリア

家事

キレイ（見た目の美しさ）

3.83.83.8

6.2

5.0

10.210.210.2

5.2

4.84.8

0.0 5.0 10.0 15.0 （％）

17.217.217.2育児

2.8

12.0

9.49.49.4

19.219.219.2

11.8

9.09.09.0

0.0 5.0 10.0 15.0 （％）

ノンママ

睡眠

食事

子どもと遊ぶ

家事

メイク落とし

スキンケア

お風呂

仕事

習い事・勉強・自己啓発

18.418.418.4
21.9

40.7

25.8

43.1

35.9

22.422.4

子どもの教育(絵本を読む・勉強を見るなど)

趣味・娯楽

ストレッチ 9.29.29.2
12.1

デート・パートナー(夫・彼)との時間 5.7
6.2

13.113.1

運動(ジムやウォーキングなど)

飲み会・合コン

その他 0.8
2.3

5.35.3

0 20.010.0 30.0 40.0 （％）

43.5
「お風呂」よりも
「メイク落とし」を重視

家事

夫・彼氏

キレイ（見た目の美しさ）

オシャレ（ファッション）

仕事・キャリア

趣味・遊び
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